
地域電子マネー「HIROCA（ヒロカ）」加盟店一覧 2020年1月31日現在

エリア 店舗名 住所 TEL 小業種

1 広島市中区 アカネ 広島市中区袋町6-45 082-247-1371 雑貨小売業
2 広島市中区 赤松薬局 広島市中区本通8-29 082-248-2920 ドラッグストアー
3 広島市南区 あじろや 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE B1F 082-262-2854 飲食業
4 広島市西区 アバンセ古江店 広島市西区古江新町5-1 082-271-2422 スーパー
5 広島市南区 アバンセekie広島駅店 広島市南区松原町１-2  082-263-6010 スーパー
6 広島市南区 アフタヌーンティーリビング 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 3F 082-568-1052 文化雑貨
7 広島市南区 イオン宇品店 広島市南区宇品東6-1-15 082-250-8100 総合小売業
8 広島市安佐南区 イオン広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-846-1000 総合小売業
9 広島市南区 イオンみゆき店 広島市南区宇品御幸1-9-12 082-255-1263 総合小売業
10 広島市中区 イクナガ写場 広島市中区堀川町4-7 082-244-5001 写真撮影
11 広島市西区 いとや己斐店 広島市西区己斐本町1-18-3 ひろでん会館3F 082-271-4822 制服等販売
12 広島市佐伯区 いとや五日市駅南口店 広島市佐伯区吉見園2-33 082-925-1108 制服等販売
13 広島市中区 いとや舟入店 広島市中区舟入川口町12-17 082-291-6093 制服等販売
14 広島市中区 いとや本通店 広島市中区本通2-7 082-248-1338 制服等販売
15 広島市東区 田舎茶屋わたや温品店 広島市東区温品7-10-30 082-289-8400 飲食業
16 広島市安佐南区 田舎茶屋わたや沼田店 広島市安佐南区伴中央4-1-11 082-848-5995 飲食業
17 広島市安佐南区 田舎茶屋わたや八木店 広島市安佐南区緑井6-1-1 082-831-6666 飲食業
18 広島市中区 入江明正堂 広島市中区新天地1-1 082-244-1623 印判小売
19 広島市南区 宇品市場 広島市南区宇品西2-16-51 082-250-0011 スーパー
20 広島市西区 エディオンアルパーク南店 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ2-5-1 082-276-8111 家電量販店
21 広島市南区 エディオン宇品店 広島市南区宇品西2-16-51 082-250-0211 家電量販店
22 広島市安佐北区 エディオン可部店 広島市安佐北区亀山2-10-17 082-814-2344 家電量販店
23 広島市安佐南区 エディオン祇園店 広島市安佐南区長束1-32-44 082-509-1111 家電量販店
24 広島市佐伯区 エディオン五日市店 広島市佐伯区五日市中央4-15-22 082-922-2251 家電量販店
25 広島市中区 エディオン広島本店　新館 広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111 家電量販店
26 広島市中区 エディオン広島本店　本館 広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111 家電量販店
27 広島市南区 エディオン蔦屋家電 広島市南区松原町3-1-1 082-264-6511 家電量販店
28 広島市安佐北区 エディオン高陽店 広島市安佐北区落合南3-2-12 082-843-8411 家電量販店
29 広島市安佐北区 エディオン三入店 広島市安佐北区三入1-4-1 082-818-3297 家電量販店
30 広島市中区 エディオン舟入店 広島市中区舟入南4-5-17 082-233-8511 家電量販店
31 広島市安佐南区 エディオン沼田店 広島市安佐南区伴東五丁目19番14号 082-848-9811 家電量販店
32 広島市安佐南区 エディオン八木店 広島市安佐南区八木2-16-10 082-873-7711 家電量販店
33 広島市中区 エディオン　ドコモショップ本通西店 広島市中区大手町1-5-12 082-240-3440 携帯電話
34 広島市中区 エムフクマ 広島市中区本通3-5 082-248-3777 衣料品小売業
35 広島市中区 大鳥ミシン 広島市中区堀川町3-18 082-244-3400 ミシン小売
36 広島市中区 お菓子のデパートやすもり　広島本店 広島市中区立町1-8 082-545-8868 お菓子・飲料販売
37 広島市安佐北区 おかず工房矢口店 広島市安佐北区口田1-8-6 082-843-1600 スーパー
38 広島市安芸区 おかず工房矢野店 広島市安芸区矢野西1-32-11 082-889-5700 スーパー
39 広島市中区 お好み村　一絆　　　 広島市中区新天地5-13 082-245-0678 飲食業
40 広島市中区 お好み村　かずちゃん　　　 広島市中区新天地5-13 082-541-0009 飲食業
41 広島市中区 お好み村　将ちゃん　　　 広島市中区新天地5-13 082-245-8355 飲食業
42 広島市中区 お好み村　新ちゃん　　　 広島市中区新天地5-13 082-248-0188 飲食業
43 広島市中区 お好み村　水軍　　　 広島市中区新天地5-13 082-541-2999 飲食業
44 広島市中区 お好み村　大丸堂　　　 広島市中区新天地5-13 082-541-0022 飲食業
45 広島市中区 お好み村　八昌　　　 広島市中区新天地5-13 082-247-4820 飲食業
46 広島市中区 オリエンタルホテル広島 広島市中区田中町6-10 082-240-7111 ホテル業
47 広島市西区 小田億ファインズ　横川本店 広島市西区横川町1-4-34 082-293-3311 家具販売
48 広島市南区 カクタスセポ 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 4F 082-568-5010 衣料品販売
49 広島市中区 かずもとや 広島市中区堀川町5 - 1 082-247-5298 呉服・和小物
50 広島市南区 かなわ／かき名庵 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 6F 082-263-3296 飲食業
51 広島市中区 ガネーシュ本通店 広島市中区本通3-12 082-247-0022 インド料理レストラン
52 広島市南区 カフェ風車 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 4F 082-261-1626 喫茶店
53 広島市西区 （株）たむら人形 広島市西区観音本町2-9-30 082-291-0457 ひな人形・五月人形販売
54 広島市中区 （株）長崎屋 広島市中区本通6-8 082-247-2275 食品小売業
55 広島市佐伯区 かわの五日市店 広島市佐伯区五日市5-11-17 082-922-4164 寝具インテリア販売
56 広島市西区 漢方の千幸堂薬局 広島市西区己斐本町2-1-1-102 0120-928-751 漢方薬局
57 広島市中区 漢方ラボ　千幸堂 広島市中区袋町5-3 久保木ﾋﾞﾙ1F 0120-928-752 漢方薬局
58 広島市中区 菊川宝飾 広島市中区大手町2-7-29 082-247-1046 宝石貴金属販売
59 広島市中区 木定楽器店 広島市中区大手町1-8-17 082-247-9101 楽器販売
60 広島市南区 紀伊国屋ぶんちゃん 広島市南区松原町2-37 広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 2F 082-263-3298 飲食業
61 広島市佐伯区 キョーリツ五日市店 広島市佐伯区五日市駅前1-3-18 082-921-8800 学生服販売
62 広島市中区 キョーリツ紙屋町店　 広島市中区紙屋町2丁目3-4 082-246-7878 学生服販売
63 広島市中区 キョーリツ本通店　 広島市中区紙屋町2丁目3-25 082-248-0480 学生服販売
64 広島市中区 クラッシモ　坪村家具 広島市中区堺町1-3-16 082-232-2235 家具小売業
65 広島市中区 green fingers 広島市中区本通8-7 082-249-6281 美容院
66 広島市南区 廣文館　広島駅ビル店 広島市南区松原町2-37 ｱｯｾ5F 082-506-1002 書籍販売
67 広島市南区 廣文館  新幹線店 広島市南区松原町1-2 082-506-3288 書籍販売
68 広島市中区 廣文館　金座街本店 広島市中区本通1-11 082-249-1611 書籍販売
69 広島市中区 コーヒーストーリー ニシナ屋 広島市中区立町1-12 ｲﾅﾘﾋﾞﾙ2F 082-246-8763 食品販売
70 広島市南区 コジマ×ビックカメラ　宇品店 広島市南区宇品東5-2-35　 082-251-7211 家電量販店
71 広島市安佐南区 コジマ×ビックカメラ　広島インター緑井店 広島市安佐南区緑井1-3-1 082-831-5511 家電量販店
72 広島市西区 コミックバスターEase(イーズ）商工センター店 広島市西区草津新町1-20-3 082-270-3455 ネットカフェ
73 広島市安佐北区 コムズサービスカウンター 広島市安佐北区安佐町大字飯室1592番地 082-810-2000 小売業
74 広島市安佐北区 コムズ書籍文具売場 広島市安佐北区安佐町大字飯室1592番地 082-810-2000 本文具
75 広島市中区 酒のくら　田中町店 広島市中区田中町5-23 082-241-7156 酒類販売
76 広島市安佐北区 （株）迫広砕石 広島市安佐北区大林町4 082-818-3559 砕石業
77 広島市佐伯区 ザ・ビッグ五日市店 広島市佐伯区八幡2-24-32 082-928-5151 スーパー
78 広島市東区 ザ・ビッグ戸坂店 広島市東区戸坂山崎町8-13 082-229-5555 スーパー
79 広島市安佐南区 ザ・ビッグ安古市店 広島市安佐南区大町東3-32-8 082-877-7811 スーパー
80 広島市安佐北区 サンライフ　コムズ店 広島市安佐北区安佐町大字飯室1592番地 082-810-2000 衣料・靴
81 広島市中区 ＳＩＳ　べっぴん店 広島市中区本通6-11 082-247-6925 バッグ・コスメ・服飾
82 広島市中区 下村時計店本店 広島市中区本通9-33 082-248-1331 時計・宝石小売業
83 広島市中区 下村時計店金座街店 広島市中区堀川町6-13 082-248-2224 時計・宝石小売業
84 広島市中区 下村時計店並木通店 広島市中区袋町1-1 082-543-2525 時計・宝石小売業
85 広島市中区 シャモニーモンブラン 広島市中区堀川町3-17 082-241-2726 飲食業
86 広島市中区 ジュエリー･ウォッチ　もりきた 広島市中区紙屋町1-5-13 082-504-6820 時計宝石貴金属販売修理
87 広島市中区 じゅじゅハウス（有） 広島市中区紙屋町1-5-14 082-241-3267 飲食業
88 広島市安佐南区 旬亭　に紫川 広島市安佐南区大塚西2-1-32 082-849-0743 飲食業
89 広島市中区 シンカワジュエリー本通店 広島市中区立町6-4 082-242-6100 時計・宝石小売業
90 広島市安佐南区 酔心 毘沙門店 広島市安佐南区緑井3-13-10 082-879-2211 飲食業
91 広島市中区 酔心 本店 広島市中区立町6-7 082-247-4411 飲食業
92 広島市中区 鮨道庵 広島市中区胡町3-27 第5ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ 1F-B室 082-243-0533 飲食業
93 広島市西区 スパーク　庚午店 広島市西区庚午北2-19-2 082-273-1007 スーパー
94 広島市中区 スピングルムーヴ広島 広島市中区立町1-3 082-247-3597 メンズ･レディーズ靴販売店
95 広島市中区 スポーツセンター 広島市中区堀川町6-15 082-247-0770 スポーツ用品小売
96 広島市中区 セビロヤドット 広島市中区本通1-19 082-247-1585 紳士服
97 広島市中区 ソフマップ広島店 広島市中区紙屋町2-2-12　信和広島ビル 082-544-3027 電化製品小売業
98 広島市中区 Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 広島市中区堀川町5-3 082-543-5600 時計・宝飾小売業
99 広島市中区 田頭茶舗 広島市中区堀川町5-9 082-504-6533 お茶関連商品販売
100 広島市中区 たからや鞄店 広島市中区胡町5-10 082-241-5327 鞄・ハンドバック販売業
101 広島市中区 但馬屋 広島市中区堀川町6-16 082-247-0030 鞄・ハンドバッグ小売
102 広島市中区 立町酒場　楽 広島市中区立町5-7 082-246-1123 飲食業
103 広島市中区 たのしいきもの　叶や 広島市中区本通7-21 082-247-4401 呉服・和小物・雑貨
104 広島市中区 多山文具本通ヒルズ店 広島市中区本通8-23 本通ﾋﾙｽﾞ3F 082-248-2221 文房具小売
105 広島市中区 ちどり化粧品店 広島市中区江波栄町1-5 082-231-1563 化粧品販売
106 広島市中区 辻山宝石店 広島市中区本通1-8 082-247-3445 宝石商
107 広島市安佐北区 TSUTAYA啓文社可部店 広島市安佐北区可部7-4-13 082-819-2525 雑誌・書籍、CD・ＤＶＤ販売、レンタルCD・DVD
108 広島市中区 ｄｅｃｏ＋ 広島市中区舟入川口町14-1 082-298-2000 造花
109 広島市中区 （株）寺田屋 広島市中区紙屋町2-2-20 082-247-6236 バック・スーツケース・旅行カバン
110 広島市中区 デンスケ 広島市中区三川町10-18 082-247-3566 飲食業
111 広島市西区 トイズ＆ホビーむらかみ 広島市西区横川町3-12-10 村上ﾋﾞﾙ2F 082-232-2658 ミニカー・プラモデル
112 広島市中区 陶器のつちや 広島市中区本通7-30 082-248-4848 陶磁器販売
113 広島市中区 虎之介 広島市中区胡町６－９ 082-240-1501 飲食業
114 広島市中区 ナカオカ 広島市中区堀川町5-10 082-246-7788 時計・宝飾品・めがね
115 広島市中区 ナカタニ 広島市中区立町6-14 082-247-0233 舶来雑貨
116 広島市西区 中津酒店 広島市西区東観音町14-20 082-231-2673 酒類販売
117 広島市中区 にしむら 広島市中区大手町1-5-12 082-247-5708 婦人服
118 広島市中区 ニュー 広島市中区本通9-23 082-248-1391 婦人用品販売

※取扱店は、随時更新いたします。
※取扱店は、変更・追加・利用中止となる場合がございます。
※一部取扱いできない商品・サービスがございます。

　　2018年11月6日（火）からフレスタ・リカーズ・レッツで、HIROCAの利用が可能となりました。
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119 広島市南区 ネクスト比治山店 広島市南区比治山本町11-15 082-253-9101 衣料品販売
120 広島市中区 BAR　PASSIONE 広島市中区流川町2-16　カープビル３F 082-243-1420 飲食業
121 広島市中区 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＢＡＲ 広島市中区本通９－２８　１０１ 082-247-5465 理容院
122 広島市中区 バスセンターBコンショップ 広島市中区基町6-27 082-225-3091 コンビニ
123 広島市中区 バスマチストア 広島市中区基町6-27 082-225-3169 お土産
124 広島市中区 服部時計店 広島市中区立町1-3 082-246-4646 時計・宝飾小売
125 広島市安佐北区 はつやま薬局 広島市安佐北区倉掛3-38-8 082-843-1233 薬局
126 広島市安佐北区 （有）はなわ 可部中央店 広島市安佐北区可部5丁目16-13 082-815-7511 スーパー
127 広島市中区 ばんばん 広島市中区流川町5-21 藤田ﾋﾞﾙ5F 082-249-4171 飲食店
128 広島市西区 ビデオキング商工センター店 広島市西区草津新町1-20-3 082-270-3434 レンタルDVD・ビデオ・CD
129 広島市南区 ビックカメラ　広島駅前店 広島市南区松原町5-1 082-506-1111 家電量販店
130 広島市南区 ビフォーザブーム 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 3F 082-568-6720 装飾品販売
131 広島市西区 広島マリーナホップ内　アクアネット広島　宮島航路  広島市西区観音新町4-14-35 082-295-2666 運航業（観光）
132 広島市西区 広島マリーナホップ内　アストロプロダクツ  広島市西区観音新町4-14-35 輸入工具
133 広島市西区 広島マリーナホップ内　WEST WAVE  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-0577 服飾・雑貨
134 広島市西区 広島マリーナホップ内　海の見えるレストラン　Good　burg  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-1355 飲食
135 広島市西区 広島マリーナホップ内　ABC-MART　OUTLET  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-6251 シューズ他
136 広島市西区 広島マリーナホップ内　小田原ハウジング  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-2361 リフォーム・雑貨
137 広島市西区 広島マリーナホップ内　思い出横丁  広島市西区観音新町4-14-35 082-232-0023 駄菓子・子供服
138 広島市西区 広島マリーナホップ内　カルビ屋大福  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-3077 飲食・焼肉
139 広島市西区 広島マリーナホップ内　キッチンプロデュースサンビー  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7530 キッチン用品
140 広島市西区 広島マリーナホップ内　キュアスタイル  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7803 婦人服販売
141 広島市西区 広島マリーナホップ内　Kunugi　（櫟）  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-0707 飲食
142 広島市西区 広島マリーナホップ内　seaside & style Pachi Pachi  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-2401 飲食
143 広島市西区 広島マリーナホップ内　Ｓｈａｆｔ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｅ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7353 ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ・ｱﾊﾟﾚﾙ
144 広島市西区 広島マリーナホップ内　SUZUKA  広島市西区観音新町4-14-35 082-231-3367 食器・キッチン雑貨
145 広島市西区 広島マリーナホップ内　生活彩家　（空海館）  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-3988 コンビニ
146 広島市西区 広島マリーナホップ内　Ｌ'isola  広島市西区観音新町4-14-35 082-234-7160 飲食
147 広島市西区 広島マリーナホップ内　ダイナマイトアウトレットゴルフ館  広島市西区観音新町4-14-35 082-233-1888 ゴルフショップ
148 広島市西区 広島マリーナホップ内　ダイナマイトマリーナホップ店  広島市西区観音新町4-14-35 082-233-0072 ゴルフショップ
149 広島市西区 広島マリーナホップ内　ダイネーゼ　Ｄ　ストア　広島  広島市西区観音新町4-14-35 082-533-7182 バイク用品
150 広島市西区 広島マリーナホップ内　TQ OUTLET STORE  広島市西区観音新町4-14-35 082-233-0018 メンズ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｱﾊﾟﾚﾙ
151 広島市西区 広島マリーナホップ内　T.G.C　OUTLET  広島市西区観音新町4-14-35 082-296-3203 メガネ販売
152 広島市西区 広島マリーナホップ内　ＤＥＦ－ＳＴＯＲＥ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-8077 ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｱﾊﾟﾚﾙ
153 広島市西区 広島マリーナホップ内　ナップス  広島市西区観音新町4-14-35 082-297-8951 バイク用品
154 広島市西区 広島マリーナホップ内　NEW YORK DINER  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-3580 飲食
155 広島市西区 広島マリーナホップ内　ＰＯＷＤＥＲ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7797 アパレル・ブライダル・パーティー
156 広島市西区 広島マリーナホップ内　パゴス  広島市西区観音新町4-14-35 082-297-4078 釣り具
157 広島市西区 広島マリーナホップ内　ＰＡＬ　ＧＲＯＵＰ　ＯＵＴＬＥＴ  広島市西区観音新町4-14-35 082-295-8992 ｱﾊﾟﾚﾙ
158 広島市西区 広島マリーナホップ内　ハーレムニューヨーク  広島市西区観音新町4-14-35 082-231-2200 ｱﾊﾟﾚﾙ
159 広島市西区 広島マリーナホップ内　バルコムマリーナベイ  広島市西区観音新町4-14-35 082-275-6600 車
160 広島市西区 広島マリーナホップ内　バルコムヨーロピアン  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-0700 バイク
161 広島市西区 広島マリーナホップ内　バルコム二輪専門店  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-0700 バイク
162 広島市西区 広島マリーナホップ内　パワーズ広島マリーナＨＯＰ店  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-7217 ｽﾎﾟｰﾂ・アウトドア用品
163 広島市西区 広島マリーナホップ内　広島ドラゴンフライズ  広島市西区観音新町4-14-35 082-297-6825 バスケット
164 広島市西区 広島マリーナホップ内　ヒロタクスポーツ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-6033 卓球用品
165 広島市西区 広島マリーナホップ内　いきものふれあい学校  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-2468 動物
166 広島市西区 広島マリーナホップ内　FUTURA  広島市西区観音新町4-14-35 082－233-6877 家具･アパレル
167 広島市西区 広島マリーナホップ内　FLAVOR  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-3837 服飾・雑貨
168 広島市西区 広島マリーナホップ内　ペットハウス　マリー  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-1822 ペットショップ
169 広島市西区 広島マリーナホップ内　ホビーショップ　ＨＢ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-6028 玩具・その他
170 広島市西区 広島マリーナホップ内　ポムの樹  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-2212 飲食
171 広島市西区 広島マリーナホップ内　MAOZI  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-8188 帽子
172 広島市西区 広島マリーナホップ内　マリホ水族館    広島市西区観音新町4-14-35 082-942-0001 水族館
173 広島市西区 広島マリーナホップ内　マライカ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-2175  アジア雑貨ライフスタイル
174 広島市西区 広島マリーナホップ内　Ｍary popo 広島市西区観音新町4-14-35 082-503-1822 ドッグカフェ
175 広島市西区 広島マリーナホップ内　モンテルポ  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-3877 服飾
176 広島市西区 広島マリーナホップ内　やまだ屋　（空海館）  広島市西区観音新町4-14-35 082-208-3988 土産物
177 広島市西区 広島マリーナホップ内　レンタルショーケース  広島市西区観音新町4-14-35 082-503-6028 ショーケース
178 広島市西区 広島マリーナホップ内　もみ爺本舗  広島市西区観音新町4-14-35 082-231-3356 けん玉
179 広島市西区 広島マリーナホップ内　マリーナロッジＢＩＧ　ＦＬＡＧ  広島市西区観音新町4-14-35 082-234-1199 飲食
180 広島市西区 広島マリーナホップ内　アーキテクトパーツ  広島市西区観音新町4-14-35 082-234-7160 ﾘﾌｫｰﾑ・雑貨
181 広島市西区 広島マリーナホップ内　森野サンプル　広島店  広島市西区観音新町4-14-35 082-295-8234 食品サンプル
182 広島市西区 広島マリーナホップ内　海の音  広島市西区観音新町4-14-35 082-234-8878 飲食（寿司）
183 広島市西区 広島マリーナホップ内　Ｂloomy  広島市西区観音新町4-14-35 082-533-8998 雑貨
184 広島市西区 広島マリーナホップ内　ＰＢクライミング  広島市西区観音新町4-14-35 082-554-5650 ボルダリングショップ
185 広島市西区 広島マリーナホップ内　マリホフードホール　ｂｙ　るるぶキッチン 広島市西区観音新町4-14-35 082-231-4848 飲食
186 広島市西区 広島マリーナホップ内　うどんカフェ　つるのおんがえし 広島市西区観音新町4-14-35 082-234-9155 飲食
187 広島市中区 広島三越 広島市中区胡町5-1 082-242-3111 百貨店
188 広島市中区 広亭タナカ 広島市中区土橋町2-18 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ土橋1F 082-295-7188 飲食業
189 広島市中区 服飾たかたや 広島市中区本通8-32 たかたやﾋﾞﾙ2F 082-248-1733 婦人服･洋品販売
190 広島市中区 ｆｕｋｕｍａ 広島市中区本通3-5 082-247-1334 傘，洋服，雑貨
191 広島市中区 福屋　八丁堀本店 広島市中区胡町6-26 082-246-6111 百貨店
192 広島市南区 福屋　広島駅前店 広島市南区松原町9-1 082-568-3111 百貨店
193 広島市安佐北区 フジグラン高陽 広島市安佐北区亀崎1-1-6 082-843-5111 総合小売業
194 広島市中区 フジグラン広島 広島市中区宝町2-1 082-243-7111 総合小売業
195 広島市安佐南区 フジグラン緑井 広島市安佐南区緑井1-5-2 082-831-8100 総合小売業
196 広島市中区 フジグラン広島　フィッタ広島店 広島市中区宝町2-1 082-546-2266 スポーツクラブ
197 広島市中区 フジグラン広島　メディコ２１・広島店 広島市中区宝町2-1 082-244-2471 ドラッグストア
198 広島市中区 フジグラン広島　メディコ２１・広島コスメ店 広島市中区宝町2-1 082-504-6520 コスメ
199 広島市中区 フジグラン広島　クリーニング　ホワイト舎 広島市中区宝町2-1 082-245-3827 クリーニング
200 広島市安佐北区 フジグラン高陽　フィッタ高陽店 広島市安佐北区真亀1-1-35 082-843-5211 スポーツクラブ
201 広島市安佐北区 フジグラン高陽　メディコ２１・高陽店 広島市安佐北区亀崎1-1-6 082-845-2243 ドラッグストア
202 広島市安佐南区 フジグラン緑井　メディコ２１・緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2 082-831-8180 ドラッグストア
203 広島市安佐南区 フジグラン緑井　メディコ２１・緑井コスメ店 広島市安佐南区緑井1-5-2 082-831-8190 コスメ
204 広島市中区 フタバ図書GIGA本通店 広島市中区大手町1丁目8-20 082-504-7125 小売業
205 広島市中区 プチニュー 広島市中区本通9-20 082-541-7887 婦人洋品小売
206 広島市南区 フードパレットＬＩＶＩ 広島市南区松原町2-37 1F 082-264-0080 おみやげ
207 広島市中区 フランク・ミュラ－ by下村 広島市中区堀川町5-8 082-542-1212 時計・宝石小売業
208 広島市中区 フルーツランド輝屋 広島市中区立町5-14 082-248-4747 果物小売・飲食業
209 広島市中区 ふれ愛プラザ 広島市中区紙屋町２丁目地下街219号 082-546-3146 食料品小売
210 広島市中区 フレスタ おかず工房グランドタワー店 広島市中区上八丁堀4-1 082-502-6636 スーパー
211 広島市中区 フレスタ おかず工房鷹野橋店 広島市中区大手町5-1-2 082-241-1083 スーパー
212 広島市佐伯区 フレスタおかず工房皆賀店 広島市佐伯区皆賀3-10-1 082-923-0808 スーパー
213 広島市安佐南区 フレスタＡシティ店 広島市安佐南区大塚西6-12-1 Aｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内 082-848-6644 スーパー
214 広島市安佐北区 フレスタコムズ店　　　　　　 広島市安佐北区飯室1592 ｺﾑｽﾞ安佐ﾊﾟｰｸ1F 082-810-2250 スーパー
215 広島市西区 フレスタモールカジル横川 Ｈｕｔｔｅ 広島市西区横川町3-2-36 JR横川駅隣接 082-503-2053 雑貨
216 広島市安佐南区 フレスタ安店 広島市安佐南区上安2-13-23 082-878-2551 スーパー
217 広島市南区 フレスタ宇品店　　　　　　　　 広島市南区宇品西6-6-3 082-250-1500 スーパー
218 広島市西区 フレスタ横川店　　　　　　　　 広島市西区横川町3-2-36 082-292-1200 スーパー
219 広島市安佐北区 フレスタ可部店 広島市安佐北区亀山3-14-15 082-814-3155 スーパー
220 広島市安佐北区 フレスタ口田南店 広島市安佐北区口田南2-16-7 082-842-0100 コンビニ
221 広島市佐伯区 フレスタ河内店 広島市佐伯区五日市町下河内川坂41-1 082-927-6688 スーパー
222 広島市佐伯区 フレスタ海老園店 広島市佐伯区海老園3-19-17 082-943-5300 スーパー
223 広島市安佐南区 フレスタ祇園店 広島市安佐南区祇園1-1-22 082-874-1785 スーパー
224 広島市中区 フレスタ吉島店 広島市中区吉島西2-14-19 082-545-8901 スーパー
225 広島市東区 フレスタ牛田本町店 広島市東区牛田本町6-1-27 082-225-8150 スーパー
226 広島市東区 フレスタ温品店 広島市東区温品7-11-12 082-516-5211 スーパー
227 広島市西区 フレスタ己斐上店　　　　　 広島市西区己斐上町2-8-24 082-507-0081 スーパー
228 広島市中区 フレスタ舟入店 広島市中区舟入幸町19-4 082-291-0365 スーパー
229 広島市安佐南区 フレスタ沼田店 広島市安佐南区伴東七丁目59番地16号 082-830-1700 スーパー
230 広島市西区 フレスタ上天満店 広島市西区上天満町10番37号 082-297-2121 スーパー
231 広島市安佐南区 フレスタ相田店 広島市安佐南区相田1丁目1-44 082-831-8811 スーパー
232 広島市安佐南区 フレスタ長束店 広島市安佐南区長束3-38-12 082-238-0424 スーパー
233 広島市南区 フレスタ東雲店 広島市南区東雲1-7-1 082-281-1011 スーパー
234 広島市安佐南区 フレスタ東原店　　　　　 広島市安佐南区東原3-30-12 082-850-1301 スーパー
235 広島市安佐南区 フレスタ東山本店　　　 　 広島市安佐南区山本3-7-8 082-871-1100 スーパー
236 広島市佐伯区 フレスタ波出石店 広島市佐伯区五日市中央7-16-26 082-943-5111 スーパー
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地域電子マネー「HIROCA（ヒロカ）」加盟店一覧 2020年1月31日現在

エリア 店舗名 住所 TEL 小業種

※取扱店は、随時更新いたします。
※取扱店は、変更・追加・利用中止となる場合がございます。
※一部取扱いできない商品・サービスがございます。

　　2018年11月6日（火）からフレスタ・リカーズ・レッツで、HIROCAの利用が可能となりました。

　

237 広島市佐伯区 フレスタ美鈴が丘店 広島市佐伯区美鈴が丘西1丁目6-1 082-926-0015 スーパー
238 広島市中区 平安堂梅坪　本通店 広島市中区本通8-18 082-247-0372 和洋菓子製造販売
239 広島市中区 （株）べっぴん店　本店 広島市中区本通3-8 082-247-0130 バッグ・コスメ
240 広島市中区 QUEENS 広島市中区本通1-15　4階 082-240-0221 美容院
241 広島市中区 宝石のナカタニ 広島市中区新天地2-11 082-247-0543 宝石・貴金属
242 広島市東区 本通ひろしま薬局山根店 広島市東区戸坂山根1-2-8 082-229-5526 薬局
243 広島市佐伯区 マックスバリュ　石内店 広島市佐伯区五日市町大字石内字福永6471 082-926-3515 スーパー
244 広島市西区 マックスバリュ　エクスプレス草津南店 広島市西区草津南4-2-24 082-270-5755 スーパー
245 広島市西区 マックスバリュ　エクスプレス庚午店 広島市西区庚午北1-25-20 082‐507‐1170 スーパー
246 広島市東区 マックスバリュ　エクスプレス広島駅北口店 広島市東区若草町11-2 082‐568‐7855 スーパー
247 広島市中区 マックスバリュ　エクスプレス舟入南店 広島市中区舟入南3-7-5 082-532-4560 スーパー
248 広島市佐伯区 マックスバリュ　エクスプレス藤垂園店 広島市佐伯区藤垂園1-22 082-925-1720 スーパー
249 広島市安佐北区 マックスバリュ　可部西店 広島市安佐北区亀山9-13-14-14 082-819-3080 スーパー
250 広島市安佐南区 マックスバリュ　祇園店 広島市安佐南区祇園4-53-1 082-850-0550 スーパー
251 広島市安佐北区 マックスバリュ　高陽店 広島市安佐北区口田4-6-32 082-842-1155 スーパー
252 広島市安佐南区 マックスバリュ　西風新都店 広島市安佐南区大塚西6-6-1 082-811-9040 スーパー
253 広島市安佐南区 マックスバリュ　高取店 広島市安佐南区高取北3-16-18 082-832-7810 スーパー
254 広島市南区 マックスバリュ　段原店 広島市南区段原南1-3-52   082-568-2666 スーパー
255 広島市東区 マックスバリュ　フォレオ広島東店 広島市東区温品1-3-2 082-508-6133 スーパー
256 広島市南区 マツモトキヨシ 広島駅ビルアッセ店 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE B1F 082-567-6866 ドラッグストア
257 広島市安佐南区 マリオ　ターヴォラ　レストラン　 広島市安佐南区大塚東1‐1‐1　広島修道大学内 082-830-1971 飲食
258 広島市安佐南区 マリオ　ターヴォラ　ランチボックス　 広島市安佐南区大塚東1‐1‐1　広島修道大学内 082-830-1971 食料品小売
259 広島市中区 マルエス原田 広島市中区本通7-28 082-544-2588 婦人服・サロン
260 広島市中区 三久美容商会　立町店 広島市中区立町4-2 082-248-0469 美容用品小売
261 広島市南区 水車 広島市南区松原町2-37   広島駅ﾋﾞﾙ ASSE 6F 082-261-1607 飲食業
262 広島市中区 ミタキヤ金座街本店 広島市中区立町1-3 082-247-1374 メンズ･レディーズ靴販売店
263 広島市中区 みちろ堂 広島市中区胡町5-9 082-243-0007 時計・宝飾小売
264 広島市安佐南区 緑井 天満屋　 広島市安佐南区緑井5丁目22番1号 082-876-5111 百貨店
265 広島市中区 三宅洋服店 広島市中区堀川町6-19 082-247-3572 紳士服小売
266 広島市中区 メーカーズシャツ鎌倉　広島店 広島市中区新天地1-17 082-241-7534 レディース・メンズシャツ販売
267 広島市中区 メディックス広島健診センター 広島市中区大手町1-5-17 082-248-4115 健康診断
268 広島市東区 メディックス広島エキキタ健診センター 広島市東区二葉の里3丁目5-7　ｸﾞﾗﾉｰﾄﾞ広島2階 082-258-4127 健康診断
269 広島市安佐北区 麺屋　彩蓮 広島市安佐北区可部南3-6-7 082-554-6288 飲食業
270 広島市安佐北区 ユアーズアクロスプラザ高陽店 広島市安佐北区深川5-30-38 082-841-1050 スーパー
271 広島市西区 ユアーズ楠木店 広島市西区楠木町4-9-26 082-239-4480 スーパー
272 広島市安佐北区 ユアーズ白木店 広島市安佐北区白木町小越188-1 082-828-2666 スーパー
273 広島市安芸区 ユアーズ瀬野川店 広島市安芸区中野東1-11-31 082-892-1000 スーパー
274 広島市西区 ユアーズ天満店 広島市西区観音町9-3 082-291-4444 スーパー
275 広島市中区 ユアーズ十日市店 広島市中区十日市町1-2-16 082-232-2405 スーパー
276 広島市安佐南区 ユアーズ中筋店 広島市安佐南区中筋4-12-3 082-877-8251 スーパー
277 広島市東区 ユアーズ福田店 広島市東区福田2-702-1 082-899-8831 スーパー
278 広島市南区 ユアーズふるさとコレクション新幹線名店街店 広島市南区松原町1番2号 082-568-6755 おみやげ
279 広島市東区 ユアーズ戸坂店 広島市東区戸坂山崎町1-1 082-229-6311 スーパー
280 広島市南区 ユアーズ本浦店 広島市南区東本浦町18-7 082-284-1289 スーパー
281 広島市佐伯区 ユアーズ三筋店 広島市佐伯区三宅1-1-7 082-921-0666 スーパー
282 広島市南区 ユアーズLIVI アッセ店 広島市南区松原町2-37 082-506-0910 スーパー
283 広島市中区 ユアーズLIVI 広島本通店 広島市中区袋町3-1 082-240-9944 スーパー
284 広島市南区 ゆめタウンみゆき 広島市南区宇品西6丁目7-14 082-255-6000 総合小売業
285 広島市安佐南区 ゆめタウン安古市 広島市安佐南区高取北1丁目6-11 082-872-1333 総合小売業
286 広島市安佐南区 ゆめタウン安古市　クリーニング　ホワイト舎 広島市安佐南区高取北1丁目6-11 082-872-0029 クリーニング
287 広島市安佐南区 ゆめタウン祇園 広島市安佐南区 西原5丁目19-44 082-874-8111 総合小売業
288 広島市安佐南区 ゆめタウン祇園　クリーニング　ホワイト舎 広島市安佐南区 西原5丁目19-44 082-874-8523 クリーニング
289 広島市佐伯区 ゆめタウン五日市 広島市佐伯区五日市五丁目5-17 082-423-1111 総合小売業
290 広島市南区 ゆめタウン広島 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-252-8000 総合小売業
291 広島市南区 ゆめタウン広島   オプティックパリミキ 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-253-0566 メガネ
292 広島市南区 ゆめタウン広島   紀伊國屋書店ゆめタウン広島店 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-250-6100 書籍
293 広島市南区 ゆめタウン広島   グローバルワーク 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-256-6706 ファッション
294 広島市南区 ゆめタウン広島   美山広島店 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-555-5225 レストラン
295 広島市南区 ゆめタウン広島   ファイテンショップゆめタウン広島店 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-250-6226 健康雑貨
296 広島市南区 ゆめタウン広島   マイまくら 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-236-3654 生活雑貨
297 広島市南区 ゆめタウン広島   ランジェノエルゆめタウン広島 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-250-8608 レディスファッション
298 広島市南区 ゆめタウン広島   レプシイムローリーズファーム 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-252-8367 レディスファッション
299 広島市南区 ゆめタウン広島  INTER PLANET WINGS広島皆実 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-254-9090 レディスファッション
300 広島市南区 ゆめタウン広島  タオル美術館 広島市南区 皆実町2丁目8-17 082-256-5075 生活雑貨
301 広島市安佐南区 ゆめマート大町店 広島市安佐南区大町東1丁目10-23 082-876-1711 スーパー
302 広島市中区 ゆめマートサンモール 広島市中区紙屋町2丁目2-18 082-248-3222 スーパー
303 広島市西区 ゆめマート己斐 広島市西区己斐本町1丁目10-7 082-273-2221 スーパー
304 広島市安佐南区 ゆめマート沼田 広島市安佐南区 伴東7丁目31-34 082-848-8700 スーパー
305 広島市東区 ゆめマート二葉の里 広島市東区二葉の里3丁目3-1 082-568-2611 スーパー
306 広島市佐伯区 ゆめマート八幡 広島市佐伯区八幡東3丁目29-8 082-927-8500 スーパー
307 広島市安佐南区 ゆめマート八木 広島市安佐南区八木2丁目6-39 082-873-1400 スーパー
308 広島市中区 ラ・ミッション 広島市中区本通1-21 ﾀﾞﾙﾆｰﾋﾞﾙ1F 082-244-5573 フランス料理店
309 広島市中区 リーガルショップ広島金座街店 広島市中区本通1-6 082-243-7749 メンズ･レディーズ靴販売店
310 広島市安佐南区 リカーズ相田店 広島市安佐南区相田1-1-44 082-870-6816 酒類販売
311 広島市佐伯区 リカーズ海老園店 広島市佐伯区海老園3-19-22 082-924-8000 酒類販売
312 広島市安佐北区 リカーズ亀山店 広島市安佐北区亀山3-14-15 082-815-7744 酒類販売
313 広島市佐伯区 リカーズ河内店 広島市佐伯区五日市町下河内川坂39-1 082-929-4166 酒類販売
314 広島市安佐北区 リカーズコムズ店 広島市安佐北区安佐町飯室1592 082-810-2037 酒類販売
315 広島市安佐南区 リカーズ沼田店 広島市安佐南区伴東7-59-41 082-849-5008 酒類販売
316 広島市安佐南区 リカーズ東原店 広島市安佐南区東原3-30-12 082-850-3288 酒類販売
317 広島市安佐南区 リカーズ東山本店 広島市安佐南区山本3-7-8 082-875-0365 酒類販売
318 広島市西区 リカーズ横川店 広島市西区横川町3-2-36 082-503-6200 酒類販売
319 広島市中区 リカーズ吉島店 広島市中区吉島西2-14-19 082-243-7166 酒類販売
320 広島市安佐南区 リトルマーメイド　広島修道大学店 広島市安佐南区大塚東1‐1‐1　広島修道大学構内 082‐225‐7661 食料品小売
321 広島市安佐南区 ｒｅｔｏｎ（リトン） 広島市安佐南区山本3-10-7 ｺｰﾎﾟｶﾜﾁ101 082-962-1143 美容院
322 広島市中区 ｒｅｐｌａｙ 広島市中区中町4-18 2F 082-246-5663 美容院
323 広島市中区 ＲＵＴＨ（ルース） 広島市中区立町2-4 ｻﾝﾀｯｸﾋﾞﾙ2F 082-245-4442 美容業
324 広島市中区 ＲＵＴＨ　ｔｕｒ 広島市中区立町6-3 ｱﾍﾟｯｸｽﾋﾞﾙ3F 082-504-3662 美容院
325 広島市西区 ＬＥＣＴ 広島市西区扇2-1-45 082-270-0051 総合小売業
326 広島市中区 レストランラコントル 広島市中区加古町4-17(JMSｱｽﾃｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F) 082-247-3910 飲食業
327 広島市南区 （株）糧配　県立広島大学売店 広島市南区宇品東1丁目1‐71 082‐255‐2040 小売業
328 広島市中区 わかさや呉服店 広島市中区堀川町5-9 082-247-1166 呉服小売
329 広島市中区 渡部陶苑 広島市中区本通8-23 本通ﾋﾙｽﾞ3F 082-248-4701 陶磁器小売
330 広島市南区 和創料理　山桜 広島市南区段原1丁目4-12 082-264-7207 飲食業
331 呉市 一八接骨院 呉市吉浦中町1-2-3 0823-31-3220 接骨院
332 呉市 いとや呉店 呉市中央2-1-28 0823-32-4147 制服等販売
333 呉市 井上一誠堂 呉市中通4-4-14 0823-25-2121 薬局
334 呉市 （有）上田屋商店 呉市本通1-1-9 0823-25-1000 酒類販売
335 呉市 薄井硝子店 呉市吉浦本町1-2-2 0823-31-7013 板ガラス，アルミサッシ
336 呉市 エディオン呉本店 呉市西中央4-1-48 0823-21-4931 家電量販店
337 呉市 エディオン広店 呉市広中町1-18 0823-72-5111 家電量販店
338 呉市 エディオン焼山店 呉市焼山北1-4-26 0823-33-5111 家電量販店
339 呉市 御菓子処蜜屋 呉市中通3-5-10 0823-21-3255 菓子製造販売
340 呉市 くすりのファーマシィ吉浦店 呉市吉浦本町1-3-21 0823-31-0976 医薬品販売業
341 呉市 啓文社ゆめタウン呉店 呉市宝町5-10　ゆめタウン呉3階 0823-23-0017 雑誌・書籍
342 呉市 （株）三和ストアー 呉市中通3-7-11 0823-25-1355 スーパーマーケット
343 呉市 （有）至誠堂書店 呉市本通2-1-19 0823-21-3494 書籍販売業
344 呉市 進物と銘酒たけもと 呉市吉浦中町1-13-10 0823-31-7547 進物･酒類小売業
345 呉市 第一薬局 呉市本通3-4-5 0823-23-7474 医薬品･化粧品･サプリメント小売
346 呉市 （有）はなわ シティパルク呉 呉市中通3丁目4-10 0823-23-3456 スーパー
347 呉市 （有）早田商店 呉市本通4-6-10 0823-23-6666 製菓･製パン 道具材料
348 呉市 フレスタ呉駅ビル店 呉市宝町1-16 呉ｽﾃｰｼｮﾝ1F 0823-22-0112 スーパー
349 呉市 フレスタ広店 呉市広白石1-5-1 0823-76-5111 スーパー
350 呉市 フレスタ警固屋店 呉市警固屋4丁目9-10 0823-20-2828 スーパー
351 呉市 文具のひろばポプラドー 呉市本通1-2-11 0823-25-3715 文具店
352 呉市 本通ゑり正 呉市本通4-1-11 0823-21-2913 婦人服小売
353 呉市 ミシンらんどアルファ 呉市本通3-6-2 0823-21-9337 ミシン小売
354 呉市 メロンパン 呉市中通3-5-11 0823-21-1754 菓子パン製造･販売
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355 呉市 リカーズ呉店 呉市宝町1-16 0823-32-3661 酒類販売
356 呉市 ゆめタウン呉 呉市宝町5-10 0823-23-9200 総合小売業
357 呉市 ゆめタウン呉　ファイテンショップ ゆめタウン呉店 呉市宝町5-10 0823-32-2480 健康雑貨販売
358 呉市 ゆめタウン呉　タオル美術館 呉市宝町5-10 0823-32-0717 タオル雑貨
359 呉市 ゆめマート阿賀 呉市阿賀中央5丁目1-15 0823-76-5010 スーパー
360 呉市 ゆめマート安浦 呉市安浦町中央3丁目1-11 0823-84-6262 スーパー
361 呉市 ゆめマート川尻 呉市川尻町西1丁目25-30 0823-87-3341 スーパー
362 呉市 米澤電器ALPHA吉浦店 呉市吉浦本町1-9-18 0823-31-7287 電化製品小売業
363 竹原市 エディオン竹原店 竹原市竹原町3569-3 0846-22-6111 家電量販店
364 竹原市 おしゃれのデパート オリオン 竹原市中央1-3-6 0846-22-0830 衣料品小売業
365 竹原市 くすりのレデイ　フジ竹原店 竹原市下野町3308 0846-23-5360 ドラッグストア
366 竹原市 フジ竹原店 竹原市下野町3308 0846-23-5211 総合小売業
367 竹原市 フジ竹原店　シューズファクトリーマツイ 竹原市下野町3308 0846-22-3003 靴小売業
368 竹原市 ゆめタウン竹原 竹原市中央5丁目2-1 0846-22-1101 総合小売業
369 三原市 イオン三原 三原市城町2-13-1 0848-62-8888 総合小売業
370 三原市 エディオン三原店 三原市宮浦4-9-12 0848-62-5111 家電量販店
371 三原市 ゑびす家土産物店 三原市城町1-6-2 0848-64-8739 和洋菓子･土産物販売
372 三原市 かわ蝶 三原市城町1-6-3 0848-62-3723 飲食業（寿司 割烹）
373 三原市 （株）中野モータース 三原市港町1-2-10 0848-62-2688 バイク･自動車販売整備
374 三原市 啓文社イオン三原店 三原市城町2-13-1 0848-64-7951 雑誌・書籍
375 三原市 寿司工房 喜多扇 三原市城町1-20-21 0848-64-6422 飲食販売
376 三原市 創りやZEN 三原市港町1-6-6 0848-62-5554 飲食業
377 三原市 手島屋本店シューズショップヒーロー 三原市港町1-2-17 0848-62-2271 小売業
378 三原市 ナンバ洋服店 三原市港町1-5-19 0848-62-4056 小売業
379 三原市 フジグラン三原 三原市円一町一丁目1番7号 0848-61-0011 総合小売業
380 三原市 フジグラン三原　ジュエリーモア三原店 三原市円一町一丁目1番7号 0848-67-5528 宝飾品小売業
381 三原市 フジグラン三原　エディオン　フジグラン三原店 三原市円一町一丁目1番7号 0848-61-4511 家電
382 三原市 フジグラン三原　くすりのレディ　三原店 三原市円一町一丁目1番7号 0848-61-0330 ドラッグストア
383 三原市 フジグラン三原　高山ペットショップ 三原市円一町一丁目1番7号 0848-61-0310 ペットショップ
384 三原市 フジグラン三原　焼肉大福三原店 三原市円一町一丁目1番7号 0848-67-8929 飲食店
385 三原市 ブティックエレガンス 三原市城町2-4-21 0848-63-9538 洋服･雑貨販売
386 三原市 フレスタ西町店 三原市西町1-1-16 0848-61-5900 スーパー
387 三原市 フレスタ本郷店 三原市本郷南4-43-1 0848-86-5450 スーパー
388 三原市 フレスタ三原店 三原市頼兼1-1-35 0848-67-7766 スーパー
389 三原市 フレスタ明神店 三原市明神2-10-1 0848-60-1001 スーパー
390 三原市 メガネサロンくまの 三原市城町2-3-6 0848-62-7773 メガネ補聴器 コンタクト販売 修理
391 三原市 リファインヤチヨ 三原市城町1-5-16 0848-64-5670 美容院
392 尾道市 イオン尾道店 尾道市天満町17-23 0848-23-3100 総合小売業
393 尾道市 一色商店 尾道市因島土生町1897-6 0848-22-0115 鮮魚店
394 尾道市 因島産直センターうまや 尾道市因島重井町2240 0845‐25‐1455 飲食店
395 尾道市 エディオン因島店 尾道市因島田熊町西浦4908-1 0845-22-1050 家電量販店
396 尾道市 エディオン尾道店 尾道市天満町15-16 0848-23-2128 家電量販店
397 尾道市 大山神社 尾道市因島土生町1424-2 0845-22-0827 神社
398 尾道市 尾道ええもんや 尾道市十四日元町4-2 0848-20-8081 土産品販売
399 尾道市 尾道ゲストハウスアロ恵の家東土堂店 尾道市東土堂町7-7 0848-51-5436 宿泊
400 尾道市 尾道和くらぶアロ恵 尾道市久保2-10-11 0848-51-5601 飲食
401 尾道市 （株）アオキ メンズ レディス 尾道市土堂2-6-7 0848-23-2215 メンズ･レディス洋服小売業
402 尾道市 Ｃａfe　terrace 菜のはな 尾道市因島田熊町4701-2 0845-22-6787 飲食店
403 尾道市 ガレットゥーリ・コモン 尾道市長江1-2-20 0848-37-2904 飲食店
404 尾道市 （株）クロダ洋服店 尾道市土堂1-5-16 0848-23-4129 紳士服販売
405 尾道市 （株）山崎清春商店 尾道市土堂1-2-10 0848-25-2211 刃物類販売
406 尾道市 啓文社新浜店 尾道市新浜1丁目2-17 KISSROAD内 0848-24-1077 雑誌・書籍、CD・DVD販売、レンタルCD・DVD
407 尾道市 茶房こもん 尾道市長江1-2-2 0848-37-2905 洋菓子販売
408 尾道市 10月のさくら 尾道市土堂2-3-23　1F 0848-38-7562 洋菓子販売
409 尾道市 ジョンバーガー＆カフェ 尾道市東御所町3-25 0848-25-2688 飲食店
410 尾道市 杉原薬局 尾道市土堂1-1-12 0848-22-3466 薬局
411 尾道市 だるまや商店 尾道市因島重井町2984 0848-25-0073 化粧小売
412 尾道市 DANJO本店 尾道市土堂1-6-8 0848-25-3549 カバン･靴小売業
413 尾道市 鉄皿ギョーザ　ちょい 尾道市久保2-25-14 0848-38-2119 飲食業
414 尾道市 天狗寿司 尾道市土堂1-4-14 0848-22-4608 飲食業
415 尾道市 時計宝石カモン 尾道市土堂2-3-22 0848-22-2820 時計･宝石･貴金属販売
416 尾道市 ハーバーＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　みなも 尾道市土堂2-10-14 0848-24-7747 飲食業
417 尾道市 花のよしはら 尾道市土堂1-6-1 0848-22-4528 生花小売
418 尾道市 ビーツー 尾道市土堂1-3-22 0848-24-8808 婦人服
419 尾道市 不二金物　本店（卸部） 尾道市東尾道10-19 0848-20-2018 卸・小売業
420 尾道市 不二金物　本通り店（小売部） 尾道市土堂2-6-6 0848-22-2318 卸・小売業
421 尾道市 フジグラン尾道 尾道市東尾道19番地7 0848-47-8111 総合小売業
422 尾道市 フジグラン尾道  コスメティックよしおか 尾道市東尾道19番地7 0848-47-8103 化粧品販売
423 尾道市 フジグラン尾道　BICO 尾道市東尾道19番地7 0848-47-8200 宝石・時計小売
424 尾道市 フジグラン尾道　スズタン 尾道市東尾道19番地7 0848-20-3021 洋服販売
425 尾道市 フジグラン尾道　フォトショップキャンパスいしだ 尾道市東尾道19番地7 0848-47-7911 写真･DPE
426 尾道市 フジグラン尾道　宝石 時計 タマヤ 尾道市東尾道19番地7 0848-47-8101 ジュエリー･時計小売
427 尾道市 フジグラン尾道  コスモグラン尾道サービスステーション 尾道市東尾道19番地7 0848-47-3080 ガソリンスタンド
428 尾道市 ブルックリン 尾道市土堂1-8-9 0848-25-2256 婦人服
429 尾道市 フレスタ因島店 尾道市因島中庄町4588-1 0845-26-2345 スーパー
430 尾道市 フレスタ瀬戸田店 尾道市瀬戸田町中野407-13 0845-27-3173 スーパー
431 尾道市 フレスタ向島店 尾道市向島町5581-1 084-844-7182 スーパー
432 尾道市 宝石のモリシタ 尾道市土堂1-4-16 0848-23-3535 宝石・時計小売業
433 尾道市 山本の餅屋 尾道市十四日元町3-32 0848-38-0168 菓子製造販売
434 尾道市 ゆめマート尾道 尾道市新浜2丁目3-4 0848-24-1511 スーパー
435 福山市 Ease（イーズ）福山西店 福山市高西町4-3-61 084-930-0904 ネットカフェ
436 福山市 Ease（イーズ）神辺店 福山市神辺町川北1533 084-963-7535 ネットカフェ
437 福山市 エディオン東福山店 福山市南蔵王町5-21-8 084-943-9811 家電量販店
438 福山市 エディオン福山北店 福山市駅家町大字万能倉284 084-976-7005 家電量販店
439 福山市 エディオン福山西店 福山市高西町4-3-61　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ福山西2階 084-934-1611 家電量販店
440 福山市 エディオン福山本店 福山市入船町一丁目8-15 084-923-1566 家電量販店
441 福山市 おかず工房アイネス店 福山市東桜町1-8ｱｲﾈｽﾌｸﾔﾏ地下1階 084-973-1221 スーパー

442 福山市 啓文社コア春日店 福山市春日町5-1-3
084-941-0909(書
籍)
084-941-

雑誌・書籍、CD・ＤＶＤ販売

443 福山市 啓文社ポートプラザ店
福山市入船町3-1-25
天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ店1階

084-971-1211 雑誌・書籍

444 福山市 啓文社コア福山西店 福山市高西町4-3-61 084-930-0901 雑誌・書籍、CD・DVD、ゲームソフト販売
445 福山市 啓文社コア神辺店 福山市神辺町川北1533 084-962-3939 雑誌・書籍、CD・DVD、文具販売
446 福山市 啓文社BOOKS PLUS緑町 福山市緑町1-30みどり町モール内 084-925-1811 雑誌・書籍
447 福山市 CORE　Passion 福山市今津町5丁目14-65 084-930-4190 美容室
448 福山市 コア文具　（啓文社コア春日店内） 福山市春日町5-1-3 084-941-2137 文具
449 福山市 車検の速太郎しまなみ店 福山市高西町3丁目15-18 084-930-4677 自動車整備･販売
450 福山市 TSUTAYA啓文社福山西店 福山市高西町4-3-61 084-930-0903 レンタルCD・DVD
451 福山市 ｐａｚｚ 福山市今津町7丁目3-2 084-934-7711 美容室
452 福山市 華　美容室 福山市松永町4丁目9-13 084-934-5430 美容室
453 福山市 はやし洋品店 福山市松永町5丁目26-5 084-933-3622 学生服・洋品・洋服販売
454 福山市 鈑金の速太郎 福山市松永町603-22 084-933-4106 自動車整備・販売
455 福山市 福山 天満屋 福山市元町1-1 084-927-2111 百貨店業
456 福山市 フジグラン神辺　 福山市神辺町大字新道上字2-10-26 084-960-4111 総合小売業
457 福山市 フジグラン神辺　ジュエリーモア神辺店　 福山市神辺町大字新道上字2-10-26 084-967-5830 宝飾品小売業
458 福山市 フジグラン神辺　フィッタ神辺店 福山市神辺町大字新道上字2-10-26 084-960-0075 スポーツクラブ
459 福山市 フジグラン神辺　メディコ２１・神辺店 福山市神辺町大字新道上字2-10-26 084-960-3345 ドラッグストア
460 福山市 フレスタ草戸店 福山市地吹町18番3号 084-973-8850 スーパー
461 福山市 フレスタ蔵王店 福山市南蔵王町4丁目3番8号 084-973-8277 スーパー
462 福山市 フレスタ多治米店　　　　　 福山市多治米町5丁目23-35 084-982-7008 スーパー
463 福山市 フレスタ福山三吉店 福山市三吉町4-10-22 084-991-2111 スーパー
464 福山市 フレスタ北吉津店 福山市北吉津町2-3-25 084-921-5880 スーパー
465 福山市 フレスタ木之庄店 福山市木之庄町1-11-12 084-932-1182 スーパー
466 福山市 プレゼン 福山市今津町7丁目3-2 084-934-7713 美容室
467 福山市 文具館ステージ　（啓文社コア福山内） 福山市高西町4-3-61 084-930-0905 文具
468 福山市 リカーズ北吉津店 福山市北吉津町2-3-25 0849-73-7311 酒類販売
469 福山市 ゆめタウン福山 福山市入船町3-1-60 084-973-0665 総合小売業
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470 福山市 ゆめタウン松永 福山市柳津町1丁目5-7 084-934-8855 総合小売業
471 福山市 ゆめタウン蔵王 福山市南蔵王町5丁目9-18 084-943-4311 総合小売業
472 福山市 ラジコンshopラジまに 福山市松永町517-1 084-934-1990 玩具・ホビー
473 福山市 レディス　さとう 福山市今津町12-1 084-933-2228 婦人服
474 府中市 エディオン備後府中店 府中市中須町701-1 0847-51-5111 家電量販店
475 府中市 パティスリー パンセ 府中市府中町506-1 0847-41-2564 洋菓子･製造販売
476 府中市 （有）鷹屋 府中市中須町1119-3 0847-45-6606 セレクトショップ
477 府中市 ゆめマート府中 府中市中須町315-1 0847-51-8900 スーパー

478 三次市
イエローハット広島三次店
サングリーンアンテナショップ

三次市十日市東4-1-30 0824-64-1681 自動車用品

479 三次市 ゆめマート三次 三次市 十日市東4丁目1-30 0824-62-1139 スーパー
480 三次市 イノウエ 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1132 靴
481 三次市 医療法人社団 岡崎医院 三次市十日市中2-14-33 0824-63-5307 健康診断等
482 三次市 ＵＥＤＡ 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1145 文具・ファンシー
483 三次市 エイコー 三次市十日市東4-1-30 0824-65-1141 めがね
484 三次市 エディオンきんさいスタジアム前店 三次市東酒屋町381番2 第五ﾗｲﾝﾏﾝｼｮﾝ1階 0824-65-6200 家電量販店
485 三次市 エディオンすみよし三次店 三次市三次町124-1 0824-63-2361 家電量販店
486 三次市 エディオン三次店 三次市十日市東4-5-6 0824-63-6121 家電量販店
487 三次市 オオサカヤ 三次市十日市東4-1-30 0824-65-2233 靴･バッグ・帽子
488 三次市 おき 三次市十日市東4-1-30 0824-65-2020 酒・贈答品
489 三次市 おしゃれ屋 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1160 化粧品
490 三次市 （有）木村生花店 三次市十日市中1-1-10 0824-62-1101 花屋
491 三次市 サロンドヤマグチ 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1141 婦人服・紳士服
492 三次市 サン薬局 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1128 薬・漢方薬
493 三次市 新城 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1143 婦人服
494 三次市 ゆめマート三次 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1120 スーパー
495 三次市 タケダ 三次市十日市東4-1-30 0824-65-0522 宝石・貴金属
496 三次市 ダン 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1153 ジーンズカジュアル
497 三次市 ちぐさ 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1138 美容
498 三次市 丼’s　（どんつ） 三次市十日市東4-1-30 0824-62-0720 飲食
499 三次市 ナカムラストアー 三次市十日市中1-1-10 0824-63-6010 衣料スーパー
500 三次市 なかや 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1134 生活雑貨
501 三次市 バッケンモーツァルト 三次市十日市東4-1-30 0824-63-3700 洋菓子
502 三次市 ゆめマートはなわ三次東 三次市三次町129-1 0824-53-1212 スーパー
503 三次市 フラワーショップジェイオービー 三次市十日市東4-1-30 0824-62-3743 生花
504 三次市 フレスタ三次店 三次市南畑敷町228-1 0824-64-8200 スーパー
505 三次市 ホワイト舎 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1168 クリーニング
506 三次市 正木 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1148 玩具
507 三次市 ミセスだて 三次市十日市東4-1-30 0824-62-4351 婦人服
508 三次市 三次広文館 三次市十日市東4-1-30 0824-62-1158 書籍
509 三次市 （有）しんたく自動車 三次市上川立町1858-1 0824-67-3322 自動車整備･販売
510 三次市 レディスだて 三次市十日市東4-1-30 0824-62-0311 婦人服
511 三次市 ゑにし屋 三次市十日市東4-1-30 0824-62-8009 呉服
512 庄原市 エディオン庄原店 庄原市西本町2-16-26 0824-72-4211 家電量販店
513 庄原市 お好み焼きコバヤシ 庄原市西本町2-18-6 0824-72-7825 飲食業
514 庄原市 カレー屋工房 庄原市板橋町297-1 0824-75-0214 飲食業
515 庄原市 キッチン北川 庄原市西本町2-2-6 0824-72-0105 飲食業
516 庄原市 ｑｕａ　ｆｅｌｉｃｅ 庄原市川手町75-11 0824-72-5632 美容
517 庄原市 魚菜 庄原市東本町1-2-33 0824-72-7404 飲食業
518 庄原市 ザ･ビッグ 庄原店 庄原市板橋町字宮之脇150-1 0824-72-3331 スーパー
519 庄原市 しげんぼう 庄原市西本町1-4-6 0824-72-3411 飲食業
520 庄原市 七厘焼き　ぼちぼち 庄原市中本町1-4-5 0824-72-0523 飲食業
521 庄原市 （株）庄原カルチャーサービス 庄原市七塚町562 0824-74-0295 食料品・雑貨販売
522 庄原市 庄原バル 庄原市東本町3-10-20 050-3709-3299 飲食業
523 庄原市 陽だまりカフェ 庄原市東本町1-25-13 0824-72-7236 飲食業
524 庄原市 （株）トーエイ 庄原市東城町川東1172 08477-2-4111 スーパー
525 庄原市 フィッシングショップぬまた 庄原市新庄町368-1 0824-72-1767 小売業
526 庄原市 富久鮨 庄原市中本町1-5-35 0824-72-0611 飲食業
527 庄原市 フレスタ庄原店  　　　　　　　　　　 庄原市西本町2-19-1 0824-72-5233 スーパー
528 庄原市 フレスタ東城店 庄原市東城町大字川東1119 08477-3-0150 スーパー
529 庄原市 ＨＯＭＥ　ＳＰＲＩＮＧ 庄原市西本町3-9-1 0824-72-0337 飲食業
530 庄原市 道の駅たかの 庄原市高野町下門田49 0824-86-3131 小売業
531 庄原市 レッツ庄原店 庄原市中本町1-3-1 0824-72-7277 コンビニ
532 大竹市 エディオンゆめタウン大竹店 大竹市晴海1-6-15 0827-57-0011 家電量販店
533 大竹市 桶本家具店 大竹市西栄1-12-6 0827-53-1880 家具小売業
534 大竹市 さかえまち鍼灸整骨院・ドラッグストアさかえまち 大竹市西栄1-10-14 0827-52-3082 鍼･灸･整骨院･薬店
535 大竹市 ゆめタウン大竹 大竹市 晴海1丁目6-1 0827-57-8000 総合小売業
536 大竹市 ゆめマート大竹新町 大竹市新町1丁目11-24 0827-53-1188 スーパー
537 大竹市 ゆめマート西栄 大竹市 西栄2丁目5-1 0827-54-2500 スーパー
538 東広島市 海の味処 藤田屋 安芸津本店 東広島市安芸津町三津4473-6 0846-45-2705 飲食業
539 東広島市 エディオン高屋店 東広島市高屋町中島451-1 082-434-0506 家電量販店
540 東広島市 エディオン西条学園店 東広島市西条下見6-2-16 082-421-1144 家電量販店
541 東広島市 エディオン東広島本店 東広島市西条町御薗宇4598-1 082-423-3211 家電量販店
542 東広島市 啓文社西条店 東広島市西条土与丸1-5-7　ゆめﾀｳﾝ東広島店別館2階 082-423-1251 雑誌・書籍
543 東広島市 山陽鶴酒造 東広島市西条岡町6-9 082-423-2055 清酒販売
544 東広島市 下村時計店東広島店 東広島市西条町西本町28-30 西条ﾌﾟﾗｻﾞ1F 0824-23-6465 時計・宝石小売業
545 東広島市 ショージR375バイパス店 東広島市西条土与丸5-3-19 082-422-5102 スーパー
546 東広島市 ショージ黒瀬店 東広島市黒瀬町南方829-1 0823-82-2722 スーパー
547 東広島市 ショージ下見店 東広島市西条町下見4625-1 082-422-7501 スーパー
548 東広島市 ショージ白市駅前店 東広島市高屋町小谷3206-1 082-434-4700 スーパー
549 東広島市 ショージ志和店 東広島市志和町七条椛坂1640-3 082-433-2424 スーパー
550 東広島市 ショージ高屋駅前店 東広島市高屋町杵原1317-1 082-434-0119 スーパー
551 東広島市 ショージ田口店 東広島市西条町田口2826 082-425-5388 スーパー
552 東広島市 ショージ豊栄店 東広島市豊栄町清武419-1 082-432-3411 スーパー
553 東広島市 ショージ八本松南店 東広島市八本松南2-18-9 082-428-3660 スーパー
554 東広島市 玉井宝石店 東広島市西条町御薗宇4405 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島店1F 082-422-3882 宝石・時計・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ
555 東広島市 多山文具東広島店 東広島市西条町御園宇4405 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島2F 082-493-6670 文房具小売
556 東広島市 柄 酒造 東広島市安芸津町三津4228 0846-45-0009 酒造･卸小売
557 東広島市 ニューアテネ　エルピエ 東広島市西条町御薗宇4405 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島店1F 082-421-9911 靴販売
558 東広島市 白牡丹酒造株式会社　見学室 東広島市西条本町15‐5 082-422-2142 酒造･卸小売
559 東広島市 日の丸写真館 東広島市安芸津町三津4260-1 0846-45-1014 写真・健康美容
560 東広島市 フジグラン東広島 東広島市西条町御薗宇4405 082-431-5611 総合小売業
561 東広島市 フジグラン東広島　くすりのレデイ東広島店 東広島市西条町御薗宇4302 082-493-5705 ドラッグストア
562 東広島市 フジグラン東広島　菜遊季 東広島市西条町御薗宇4405 082-424-5688 惣菜販売
563 東広島市 フレスタ西条店　　　　　　 東広島市西条中央4-1-1 082-424-0505 スーパー
564 東広島市 へんこつ苑 東広島市安芸津町三津4106-13 0846-45-0555 飲食業
565 東広島市 マイまくら 東広島市西条土与丸1丁目5-7 ゆめﾀｳﾝ東広島3F 082-490-5121 寝具販売
566 東広島市 御園呉服店 東広島市安芸津町三津4171-1 0846-45-0051 衣料品販売
567 東広島市 みちやま 安芸津店 東広島市安芸津町三津4397-26 0846-45-0600 化粧品販売
568 東広島市 ゆめタウン学園店 東広島市西条下見6丁目2-32 082-423-1361 総合小売業
569 東広島市 ゆめタウン黒瀬 東広島市黒瀬町楢原100-1 0823-82-5511 総合小売業
570 東広島市 ゆめタウン東広島 東広島市西条土与丸1丁目5-7 082-423-1111 総合小売業
571 東広島市 ゆめマート安芸津 東広島市安芸津町三津4397-20 0846-45-2511 スーパー
572 東広島市 ゆめマート八本松 東広島市八本松東3丁目10-2 082-427-1200 スーパー
573 東広島市 Ｙショップたんぽぽ店 東広島市西条町土与丸6丁目1-91 082-422-3711 コンビニ
574 廿日市市 田舎茶屋わたや大野店 廿日市市前空5-1-19 0829-56-0100 飲食業
575 廿日市市 田舎茶屋わたや峠店 廿日市市峠553 0829-40-0678 飲食業
576 廿日市市 エディオン廿日市店 廿日市市新宮1-9-34 0829-32-1115 家電量販店
577 廿日市市 小田億ファインズ　廿日市店 廿日市市木材港北6-78 0829-20-1555 家具販売
578 廿日市市 家具の共伸 廿日市市木材港北7-20 0829-32-3380 家具の製造･販売
579 廿日市市 啓文社廿日市店 廿日市市佐方本町7-1 0829-31-0772 雑誌・書籍、コンビニ
580 廿日市市 ザ･ビッグ 宮内店 廿日市市宮内字北山1268-1 0829-38-1000 総合小売業
581 廿日市市 旬菜　蔵 廿日市市上平良1373-2 0829-37-3151 和食
582 廿日市市 高津堂 廿日市市宮島口西2-6-15 0829-56-0234 菓子製造･販売
583 廿日市市 （株）竹内　ホームパートナータケウチ 廿日市市梅原1-4-39 0829-55-0231 建設資材販売
584 廿日市市 西村モータース 廿日市市津田2724-1 0829-72-0355 自動車販売･修理
585 廿日市市 濱本水産（株） 廿日市市上の浜1-2-8 0829-55-2337 水産物加工販売
586 廿日市市 フジグランナタリー 廿日市市阿品3-1-1 0829-20-3311 総合小売業
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587 廿日市市 フジグランナタリー　エディオン　フジグランナタリー店 廿日市市阿品3-1-1 0829-20-5515 家電
588 廿日市市 フジグランナタリー　フィッタナタリー店 廿日市市阿品3-1-7 0829-36-4656 スポーツクラブ
589 廿日市市 フジグランナタリー　マジックミシン フジグランナタリー店 廿日市市阿品3-1-1 0829-36-5789 衣料補正
590 廿日市市 フジグランナタリー　メディコ２１・ナタリー店 廿日市市阿品3-1-1 0829-20-3566 ドラッグストア
591 廿日市市 フレスタ廿日市住吉店 廿日市市住吉1丁目2-45 0829-34-2789 スーパー
592 廿日市市 べにまんさくの湯 廿日市市宮浜温泉2-2-1 0829-50-0808 飲食業
593 廿日市市 ヘルシーベーカリー小麦のワルツ 廿日市市大東1-1 0829-31-2833 パン･製造･小売
594 廿日市市 宮島コーラルホテル 廿日市市宮島口1-9-8 0829-56-0555 ホテル業
595 廿日市市 宮島コーラルホテル　1階居食茶房わたや 廿日市市宮島口1-9-8 0829-50-1004 飲食業
596 廿日市市 宮島コーラルホテル　2階茶屋わたや 廿日市市宮島口1-9-8 0829-50-1005 飲食業
597 廿日市市 ユアーズ宮内店 廿日市市宮内1-10-8 0829-39-6226 スーパー
598 廿日市市 ユアーズ大野店 廿日市市大野下更地1714 0829-56-4910 スーパー
599 廿日市市 （有）津田交通 廿日市市津田4771 0829-72-0338 旅客自動車運送業･旅行業
600 廿日市市 ゆめタウン廿日市 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-34-1311 総合小売業
601 廿日市市 ゆめタウン廿日市　ｓｔｕｄｉｏ.ｓ（スタディオエス） 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-30-6447 ファッショングッズ販売
602 廿日市市 ゆめタウン廿日市　インタープラネット 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-32-3128 アパレル
603 廿日市市 ゆめタウン廿日市　ヴァン ラシュッド 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-30-7224 ファッショングッズ販売
604 廿日市市 ゆめタウン廿日市　紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-70-4966 書籍･CD･DVD販売
605 廿日市市 ゆめタウン廿日市　グローバルワーク 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-31-1720 ファッショングッズ販売
606 廿日市市 ゆめタウン廿日市　タオル美術館 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-20-4302 雑貨販売
607 廿日市市 ゆめタウン廿日市　ブララ 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-20-4613 アパレル
608 廿日市市 ゆめタウン廿日市　マイまくら ユメタウン廿日市店 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-20-5696 寝具販売
609 廿日市市 ゆめタウン廿日市　レプシィムローリーズファーム 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-32-7110 婦人服販売
610 廿日市市 ゆめタウン廿日市　ロゴスショップ 廿日市市下平良2丁目2-1 0829-30-8215 アウトドアグッズ販売
611 廿日市市 リカー＆フーズ　タナカ 廿日市市佐方647 0829-31-3206 酒類小売業
612 安芸高田市 エディオン安芸高田店 安芸高田市吉田町吉田765-3 0826-47-1211 家電量販店
613 安芸高田市 エディオン向原店 安芸高田市向原町坂720番地1 0826-46-2076 家電量販店
614 安芸高田市 ENEOS 向原S･S　サンセキ 安芸高田市向原町坂692-1 0826-46-2093 ガソリンスタンド
615 安芸高田市 （株）池田商店 安芸高田市八千代町下根1380-1 0826-52-2533 食品販売
616 安芸高田市 （株）吉川商店 石油部 甲田S.S 安芸高田市甲田町髙田原1372 0826-45-2555 ガソリンスタンド
617 安芸高田市 北屋呉服店 安芸高田市吉田町吉田1105 0826-42-0343 呉服小売業
618 安芸高田市 きっかわ酒店 安芸髙田市甲田町髙田原1010 0826-45-2036 酒類･ギフト品販売
619 安芸高田市 サロン･ド･イエ 安芸高田市甲田町高田原1363-14 0826-45-2101 婦人服･化粧品小売業
620 安芸高田市 本家かまどやサンフレッチェの里店 安芸高田市吉田町常友636-1 0826-42-4038 弁当販売
621 安芸高田市 ゆめタウン吉田 安芸高田市吉田町吉田594-1 0826-42-1400 総合小売業
622 安芸高田市 リカーショップかわさき 吉田町多治比527-1 0826-42-0798 酒類･食品販売
623 安芸高田市 ユアーズ吉田店 安芸高田市吉田町吉田3900番地5 0826-42-3181 スーパー
624 江田島市 エディオン江能店 江田島市江田島町江南1-24-20 0823-42-3733 家電量販店
625 江田島市 ゆめタウン江田島 江田島市大柿町飛渡瀬180 0823-57-7000 総合小売業
626 府中町 イオン広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0500 総合小売業
627 府中町 エディオン安芸府中店 安芸郡府中町大須3-9-21 082-281-6111 家電量販店
628 府中町 こいこい市場（スパーク 府中店） 安芸郡府中町本町4-2-4 082-282-9036 スーパー
629 府中町 コジマ×ビックカメラ　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1　2階 082-285-5252 家電量販店
630 府中町 スパーク 浜田店 安芸郡府中町浜田3-5-23 082-283-9540 スーパー
631 府中町 ヒラノ薬局 安芸郡府中町青崎東19-34-101 082-236-1078 薬局
632 府中町 フレスタ　安芸府中店 安芸郡府中町新地 2-16 082-236-1163 スーパー
633 府中町 ユアーズ府中店 安芸郡府中町大通2-5-5    082-890-6801 スーパー
634 海田町 エディオン海田店 安芸郡海田町南つくも町13-18 082-823-3811 家電量販店
635 海田町 ユアーズ東海田店 安芸郡海田町蟹原2-13-8 082-822-2327 スーパー
636 熊野町 フジ熊野店 安芸郡熊野町萩原7-5-1 082-855-0211 総合小売業
637 坂町 パルティフジ坂　アジアンリゾートスパシーレ 安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11 082-886-3345 温浴業
638 坂町 パルティフジ坂　フィッタ坂店 安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11 082-886-3660 スポーツクラブ
639 坂町 フジグラン安芸 安芸郡坂町北新地2-3-30 082-885-4611 総合小売業
640 坂町 フジグラン安芸　メディコ２１・安芸店 安芸郡坂町北新地2-3-30 082-885-4823 ドラッグストア
641 安芸太田町 （有）いわみ 山県郡安芸太田町大字上殿632-2 0826-28-7377 小売業
642 安芸太田町 恐羅漢ロッジ 山県郡安芸太田町横川887-13 0826-28-7007 サービス業
643 安芸太田町 恐羅漢レストハウス 山県郡安芸太田町横川740-1 0826-28-7006 サービス業
644 安芸太田町 恐羅漢山荘 山県郡安芸太田町大字横川877 0826-28-2074 旅館
645 安芸太田町 川本酒造場 山県郡安芸太田町大字戸河内469 0826-28-2618 清酒製造･販売
646 安芸太田町 鯛焼屋よしお 山県郡安芸太田町加計3538-4 0826-22-0571 菓子製造･小売
647 安芸太田町 つだ総合衣料 山県郡安芸太田町大字戸河内853 0826-28-2512 衣料品販売
648 安芸太田町 広島ガス第一プロパン（株） 山県郡安芸太田町大字加計3281-2 0826-22-0376 住宅設備機器販売
649 安芸太田町 フレスタ加計店 山県郡安芸太田町加計3269-1 0826-22-2155 スーパー
650 安芸太田町 みうら牧場ミートセンター 山県郡安芸太田町小坂1108 0826-29-0175 精肉業
651 安芸太田町 レッツ戸河内店 山県郡安芸太田町大字戸河内713-2 0826-28-7200 コンビニ
652 北広島町 （株）池田造園 山県郡北広島町舞網73-5 0826-72-6456 造園業
653 北広島町 Excelそり・エディオン大朝店 山県郡北広島町大朝5659-2 0826-82-2469 家電販売業
654 北広島町 エコテクノ（株） 山県郡北広島町本地737 0826-72-0333 自動車部品の販売・卸
655 北広島町 エディオン千代田店 山県郡北広島町有田1532番地 0826-72-5753 家電販売業
656 北広島町 （有）大阪屋 山県郡北広島町有田1532 0826-72-6100 小売業
657 北広島町 （有）カーステーション織田 山県郡北広島町蔵迫71-1 0826-73-0533 自動車販売・修理
658 北広島町 （株）勝原白貫堂 山県郡北広島町壬生243-5 0826-72-2053 和菓子製造･販売
659 北広島町 北広島自動車（株） 山県郡北広島町有田1954-1 0826-72-2267 自動車修理，車検，販売
660 北広島町 ギフトショップ大朝 かけや酒店 山県郡北広島町大朝2516-1 0826-82-2020 進物･酒類小売
661 北広島町 （有）芸北プロパン不二屋 山県郡北広島町川小田10076 0826-35-0536 機器販売
662 北広島町 （株）齋藤商会 山県郡北広島町細見723 0826-35-0502 農林建設機/資材 販売，修理
663 北広島町 秀和（有） 山県郡北広島町川小田72 0826-35-1232 ギフトショップ
664 北広島町 スナックひまわり 山県郡北広島町有田34-1 0826-72-6098 飲食業
665 北広島町 谷口時計店 山県郡北広島町有田41 0826-72-2110 時計販売
666 北広島町 千代田運動公園 山県郡北広島町壬生西谷500 0826-72-8823 運動公園等 施設管理
667 北広島町 豊平建設（株） 山県郡北広島町阿坂1373-3 0826-84-0719 建設業･観光農園業
668 北広島町 豊平総合運動公園 山県郡北広島町都志見12609 0826-84-1414 運動公園等 施設管理
669 北広島町 （有）中佐屋 山県郡北広島町中祖35 0826-35-0138 石油製品小売業
670 北広島町 （株）ニッショウ 山県郡北広島町本地163-1 0826-72-0001 自動車販売･整備
671 北広島町 橋渡サービス 山県郡北広島町大朝4870-2 0826-82-1777 農機具修理･販売
672 北広島町 （有）八反田ストアー 山県郡北広島町石井谷1724-2 0826-72-2079 食品小売業
673 北広島町 （株）平田組 山県郡北広島町本地125 0826-72-7478 土木建設業
674 北広島町 広浜（株） 山県郡北広島町有田756-1 0826-72-2023 畳･襖 製造販売

675 北広島町 フレスタサンクス店　　　　
山県郡北広島町有田1532
千代田ｻﾝｸｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

0826-72-5757 スーパー

676 北広島町 へんぽこ茶屋 山県郡北広島町本地4292 0826-72-0818 飲食業
677 北広島町 メーベルヒナナ（ＡＩＴＲ） 山県郡北広島町都志見字堂光12668-300 082-962-0336 家具･雑貨製造販売
678 大崎上島町 フレスタ大崎上島店 豊田郡大崎上島町東野4020-1 0846-65-4134 スーパー
679 大崎上島町 ユアーズ大崎店 豊田郡大崎上島町中野5591-1 0846-64-4147 スーパー
680 世羅町 エディオン甲山店 世羅郡世羅町大字西上原879-3 0847-22-5131 家電量販店
681 世羅町 お好み焼き鉄板料理　笑楽家 世羅郡世羅町大字甲山266-3 0847-22-0512 飲食業
682 世羅町 かあさんの味　るり 世羅郡世羅町大字安田2156　 0847-29-0808 飲食業
683 世羅町 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＰＡＮＤＹ 世羅郡世羅町大字甲山266-3 080-4949-1756 飲食業
684 世羅町 世羅ゆり園 世羅郡世羅町大字黒渕字権現山413-20　 0847-27-1555 観光農園
685 世羅町 せらワイナリーショップ 世羅郡世羅町大字黒渕518-1 0847-25-4301 ワイン販売
686 世羅町 特産品センターかめりあ 世羅郡世羅町黒川451-2　 0847-37-1114 食品小売業
687 世羅町 ビルネ・ラーデン 世羅郡世羅町大字本郷365-24 0847-25-0174 食品小売業
688 世羅町 ファミリーレストランタイニー 世羅郡世羅町大字西上原483-3　 0847-22-0405 飲食業
689 世羅町 マックスバリュ世羅店 世羅郡世羅町大字寺町1547-1 0847-25-0010 スーパーマーケット
690 世羅町 道の駅世羅 世羅郡世羅町川尻2402-1　　 0847-22-4400 食品小売業
691 世羅町 （協）夢高原市場 世羅郡世羅町大字黒渕518-1 0847-25-4304 食品小売業
692 世羅町 レストラン道の駅せら 世羅郡世羅町川尻2402-1 090-4893-9016 飲食業
693 神石高原町 （株）総商さとう 神石郡神石高原町油木乙1933 0847-82-2011 本･文具・化粧品
694 東京都 広島県府中市アンテナショップＮＥＫＩ 東京都千代田区神田小川町1-3-1 03-6811-7980 飲食・食品特産品販売
695 岡山県岡山市 フレスタ津島店 岡山県岡山市北区津島南1－2－7　ツシマモールB１F 086-251-3800 スーパー
696 岡山県岡山市 フレスタ操南店 岡山県岡山市中区平井7－1－5　 086-274-7676 スーパー
697 岡山県岡山市 フレスタ門田屋敷店 岡山県岡山市中区門田屋敷3－7－18 086-206-5400 スーパー
698 岡山県新見市 フレスタ新見店 岡山県新見市高尾780　 0867-71-0880 スーパー
699 山口県岩国市 フレスタ室の木店 山口県岩国市室の木町1-4-72 0827-30-1818 スーパー
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