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「ひろしまクールシェア」の実施について 

 

１ 趣旨 

この夏の節電対策として，電力需要が最大となる平日昼間の時間帯に，家庭から，県・市町の施設や商

業施設等に出かけて涼しさを分け合い，家庭での節電を促進する「ひろしまクールシェア」の取組を，昨

年度に引き続き実施する。 
 
２ 実施内容等 

（１） 実施時期： 7月22日（月）から9月20日（金）までの平日13時～16時 

（２） 実施内容  

 

 

区 分 対 象 施 設※ 主 な 内 容 

県・市町施設で 

クールシェア！ 

別紙１ 対象施設一覧のとおり 

県・市町の施設１９５施設 

《内訳》 

美術館（13）， 

図書館（60）， 

公民館（88）， 

博物館・科学館・資料館（14） 

プール（5）， 

その他施設（3）， 

自然公園等（12） 

 

実施期間中に，対象施設でスタンプを押し

て，10 回分（10 日分）のスタンプが貯まっ

た方の中から，抽選でプレゼントを贈呈す

る。 

 

 

 

 

【プレゼントの内容】 

1等 クオカード（5,000円） 10本 

2等 クオカード（1,000円） 50本 

3等 クオカード（500円）  100本 

4等 エコグッズ      25本 

街
まち

 中
なか

 

クールシェア！ 

別紙２ 協力店一覧のとおり 

県内の商業施設１８２店 
《内訳》 

ショッピングセンター（55）， 
理・美容院（26）， 
飲食店（14）， 
カラオケ（8）， 
カー用品店（7）， 
スーパー銭湯（6）， 
スポーツ施設（6）， 
百貨店（5）， 
その他（55） 

 
対象時間帯に，タイムセール，割引，割引

券の配布，プレゼント，お茶のサービス等

を実施する。 
 
【協力店のステッカー】 

※ 対象施設は7月10日現在 
 
３ 実施のＰＲの方法 

 県ホームページに掲載するとともに，広報誌，広報番組，報道機関への資料提供・取材等，あらゆる機

会を使って広報する。 
 
４ 結果の把握方法 

○ 県・市町施設については，アンケート調査により参加延べ人数を把握する。 

○ 民間店舗については，クールシェア目的で対象時間帯に来店した人数を把握するよう，依頼した上で，

アンケート調査により把握する。 

○ 節電効果については，次によりピークカット量を算出する。 

（時間帯の参加人数）／（１世帯平均人数）×（エアコン使用電力700ｗ） 
 
５ その他 

「街中クールシェア！」の協力店については，引き続き募集し，随時県ホームページで紹介する。 



 
参考資料 

 

昨年度の取組状況について 

 

 

１ 平成24年度の実施内容 

（１） 実施時期： 平成24年7月23日（月）から9月7日（金）までの平日13時～16時 

（２） 実施施設  

区 分 参加施設 主 な 内 容 

県・市町施設で 

クールシェア！ 
県・市町の施設101施設 

期間中に対象施設でスタンプを押し，10回分の

スタンプで抽選し，プレゼントを贈呈 

街中
まちなか

クールシェア！ 県内の商業施設124店 
実施期間中に，タイムセールや割引券の配布

等を実施 
 

２ アンケート結果 

（１）実施期間中の来店・来館者数（推測値） 38,000人／日 

（２）参加施設の状況 

  ア 参加によるメリットや次回参加の意向等 

  

参加によるメリットについて

無かった
44%

分からな
い 1%

あった
12%

どちらかと
言えば
あった
43%

 

メリットの内容（件数）

イメージ
アップ, 42

ＰＲ効果,
39

来店（館）
者の増,

33

その他, 10

売上げ増,
3

 

次回への参加の意向について

参加した
い 30%

今は分か
らない 6%

参加しな
い 3%

おそらく参
加しない

11%

できれば
参加した
い 50%

  

  イ その他の主な意見 

   ○実施時間が短すぎる。もっと長くしてほしい。（55件） 

   ○ＰＲ不足を感じた。（36件） 

   ○実施期間を平日だけでなく，土日も含めて欲しい。（23件） 

 

３ 実施結果 

  来店・来館者の全てが，「ひろしまクールシェア」の趣旨に賛同し，施設を利用したとは言えないもの

の，アンケートからは，8,400ｋＷのピークカット効果があったと推測できる。 

区分 実施結果（推測値） 

節電効果 

(ピークカット) 

8,400ｋＷ 

（節電実績7万ｋＷの12％） 

推測方法 

参加世帯数１日平均 38,000人÷3人※≒12,000世帯 

※ 1世帯当たりの人数：3人 （国勢調査速報値より推計） 

700Ｗ×12,000世帯＝8,400ｋＷ 

     ※平成24年度の目標値：4,000ｋＷ（広島県内の家庭用で節電が必要な電力8万ｋＷの5％） 

         
 



別紙１ 

 

平成２５年度「県・市町施設でクールシェア！」実施施設一覧 

 

区分 数 対 象 施 設 名 
広島県 19 県立文書館，県立美術館，県立図書館，県立総合体育館，県立歴史博物館，

県立歴史民俗資料館，緑化センター・広島緑化植物公園，広島県立広島国際
協力センター（情報センター・図書室），県女性総合センター（エソール広島）
２F 情報センター，県立県民の森，県立もみのき森林公園，県立県民の浜，
県立中央森林公園(公園センター等地区)，県立中央森林公園(フォレストヒル
ズガーデン地区)，野呂山公園施設，帝釈公園施設，牛小屋高原公園施設，県
立びんご運動公園，県立みよし公園 

広島市 76 現代美術館，郷土資料館，交通科学館，江波山気象館，広島市森林公園，市
内全公民館（71） 

呉市 13 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)，呉市立美術館，図書館 7 館（中央
図書館，広図書館，昭和図書館，川尻図書館，音戸図書館，倉橋図書館，安
浦図書館），公民館 3 館(郷原公民館，昭和東公民館，下蒲刈公民館) ，蒲刈
B&G 海洋センター 

竹原市 2 たけはら美術館，市立竹原書院図書館 
三原市 5 図書館 4 館(中央図書館，本郷図書館，久井図書館，大和図書館)，三原市中

央公民館 
尾道市 3 尾道市立美術館，図書館 2 館（中央図書館，因島図書館） 
福山市 8 ふくやま美術館，ふくやま書道美術館，ふくやま文学館，福山市立福山城博

物館，福山市鞆の浦歴史民俗資料館，福山市しんいち歴史民俗博物館，福山
市神辺歴史民俗資料館，菅茶山記念館 

府中市 2 府中市立図書館，府中市立図書館上下分室 
三次市 14 美術館あーとあい・きさ，三良坂平和美術館，はらみちを美術館， 

奥田元宋・小由女美術館，図書館 8 館（三次市立図書館三次館，君田図書館，
布野図書館，作木図書館，吉舎図書館，三良坂図書館，三和図書館， 
甲奴図書館），公民館 2 館(三次コミュニティセンター，八次コミュニティセ
ンター) 

庄原市 1 庄原市立図書館 
大竹市 5 大竹市立図書館，大竹市総合市民会館，公民館 3 館（玖波公民館，小方公民

館，栄公民館） 
東広島市 5 東広島市立美術館，図書館 4 館（黒瀬図書館，豊栄図書館，福富図書館，河

内こども図書館） 
廿日市市 5 図書館 3 館(はつかいち市民図書館，大野図書館，さいき図書館)，大野西市

民センター，浅原中央活性化センター 
安芸高田市 12 図書館 6 館（中央図書館，八千代図書館，美土里図書館，高宮図書館，甲田

図書館，向原図書館），八千代の丘美術館(芸術農園「四季の里」)，安芸高田
市歴史民族博物館，吉田温水プール，八千代 B&G 海洋センター，美土里 B&G
海洋センター，高宮 B&G 海洋センター 

江田島市 4 江田島図書館，能美図書館，大柿公民館図書室，沖美公民館図書室 
府中町 3 府中町立図書館，公民館 2 館（府中公民館，府中南公民館） 
海田町 1 海田町立図書館 
熊野町 1 熊野町立図書館 
坂町 3 坂町立図書館，横浜ふれあいセンター，小屋浦ふれあいセンター 
安芸太田町 3 図書館 3 館(安芸太田町立図書館，安芸太田町立図書館戸河内分室，安芸太田

町立図書館筒賀分室) 
北広島町 4 北広島町立図書館 4 館（本館，芸北分館，豊平分館，千代田分館） 
大崎上島町 2 大崎上島開発総合センター，大崎上島文化センター情報プラザ・エル 
世羅町 3 図書館 3 館(‘世羅図書館，せらにし図書館，甲山図書館) 
神石高原町 1 シルトピアカレッジ図書館 
 195  

 



平成２５年度「街中クールシェア！」協力店一覧 

※ 実施期間：7/22～9/20 の平日，13 時～16 時 

H25.7.10 現在：182 店 

広島市中区 ６３店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

百貨店 
福屋八丁堀本店 

（広島市中区胡町 6-26） 
 

①期間中，食料品のフロアの各コーナーや各店舗でタイ

ムセールを実施 
・八丁堀本店地下１F：鮮魚コーナー，青果コーナー，

精肉コーナー，酔心，鶏三和，やまや，ＲＦ－1，
いとはん，加茂川，杉養蜂園，ボヌール，山豊， 
たごさく，釜旬，富惣 

②八丁堀本店 9F レストラン（京料理たん熊北店，イタ

リア料理ラ・セッテ，永坂更科布屋太兵衛，和のダイ

ニング美味彩膳，和洋中レストラン柚香菊）で，平日

15 時～17 時に食事をされた方に，ソフトドリンク１

杯サービス 

③八丁堀本店 9F てもみんの全コースが 5 分延長サービ

ス 

 

百貨店 
そごう広島店 

（広島市中区基町6-27） 

期間中，地下の各店舗で様々なサービスを実施します。

① 和菓子(平安堂梅坪，御菓子処高木) 
ゼリー・水ようかん等涼菓を 2,100 円以上お買い上げ

のお客様に，菓子 1 個（焼菓子・水菓子）プレゼント 
② 生鮮食品(ウオナカ) 

お刺身全品 20％OFF（おひとり様 1 パック限り） 
③ 生鮮食品(田中フルーツ) 

バナナ各種 30％OFF（おひとり様 1 パック限り） 
④ 惣菜(まつの屋) 

かき氷全品 50 円引き 
⑤ 惣菜(ベーグル&ベーグル) 
 ベーグル全品 10％ＯＦＦ 

百貨店 
広島三越 

（広島市中区胡町5-1） 

涼しい環境の中でご休憩頂けます。 

各階のエレベーター前にご休憩用の椅子をご用意して

おります。 

別紙２ 



ＳＣ 

フジグラン広島 

（広島市中区宝町 2-1） 
フジ白島店 

(広島市中区白島中町 14-29) 

 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，レジにて

エフカでお買い物されたお客様に，抽選で 5000 名様に

エフカポイント 200 ポイントをプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 
イズミサンモール 

(広島市中区紙屋町 2-2-18) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

ＳＣ 
紙屋町シャレオ 

（広島市中区基町地下街） 

涼しい環境の中でご休憩頂けます。 

中央広場では休憩用の椅子をご用意しております。 

商店街 

中の棚商店街 協力店 

 

ブティック プチ・シゲ 

（広島市中区立町6-1立町ウイング1F） 

メガネのタナカ本店スポーツ館 

（広島市中区本通2-15） 

Ｈａｃｈｉｙａ 

（広島市中区本通1-20文ビル1F） 

クスノクス 

（広島市中区本通2-2カナヤビル1F） 

ビューティファーレ 

（広島市中区立町5-14バナナ館2F） 

茶寮 法善寺 

（広島市中区立町6-4） 

ブティックＴ．Ｔ. 

（広島市中区立町6-1立町ウイング1F） 

お菓子のデパート やすもり 

「中の棚子育てサポートポイントカード」事業実施 
 
 子育てサポートステーション「エポカキッズ」利用者

の皆様，協力店を利用して，ポイントを貯めよう！ 
 ※本来は１度のお買い物に付き１ポイントのところ，

期間中は２ボイントづつ差し上げます。 



（広島市中区立町1-8） 

三村松立町本通店 

（広島市中区本通2-16） 

サンキュー美容商会 

（広島市中区立町4-2大橋ビル1F） 

ＲＵＴＨ 

（広島市中区立町2-4サンタックビル2F）

シネツイン本通 

（広島市中区本通2-19酔心第一興栄ビルB1） 

刺繍の店ますだ 

（広島市中区本通1-19） 

シンカワジュエリー本通店 

（広島市中区立町6-4） 

輸入用品雑貨 ナカタニ 

（広島市中区立町6-14） 

フルーツランド輝屋 

（広島市中区立町5-14） 

ロクの丘 

（広島市中区本通1-20たまりビル3F） 

オンドルパン中の棚店 

（広島市中区立町5-20） 

南大門 

（広島市中区立町5-9） 

ａｇａｓｓｉ 

（広島市中区立町5-7立町Gハウス2F） 

蘭担麺 

（広島市中区立町5-7立町Gハウス1F） 

しゃぶ蘭本店 

（広島市中区本通1-22佐藤ビル2F） 

桜井花店 

（広島市中区本通2-3） 

９２５ 

（広島市中区本通1-6ミタキヤビルB1） 

ホーム 
センター 

東急ハンズ広島店 

（広島市中区八丁堀 16-10） 

 
期間中の平日 13～16 時の当日分お買上げレシート税込

1000 円以上を，１階ご案内カウンターにご提示で， 
「入浴料 バイフラッペ」をプレゼント 
※無くなり次第終了 
 

宝石店 
宝石のてんぐ 

（広島市中区大手町 1-5-12） 
来店された方に，冷たいお茶等を提供 



飲食店 
橙 dai－dai（だいだい） 

（広島市中区袋町 2-23 1F） 

「クールシェア参加」を表明された方は， 
・食後にアイスクリームプレゼント 
・ざるそば並→大盛りを無料 
※サービスの提供はどちらか一方となります。 

飲食店 
Dining 暖厨（だんちゅう） 

（広島市中区袋町 6-45 1F） 

期間中にご来店いただいたお客様で，「クールシェア参

加」を表明された方で，お得なよくばりランチ 1000 円

をご注文の方に，デザートをプレゼント 

飲食店 
イタリアンダイニングHermitage 

（えるみたーじゅ） 

（広島市中区袋町 6-42 3F） 

期間中にご来店いただいたお客様で，「クールシェア参

加」を表明された方は， 
３種デザートプレート付きコース 120 分  
 1200 円⇒1000 円に！（200 円割引） 

飲食店 
広島アンデルセン 

（広島市中区本通 7-1） 

1F サンド＆ジェラード及び 2F アンデルセンキッチン

でドリンクメニューを御注文（セットは除く）されたお

客様１名につき，１枚のドリンクチケットをプレゼント

※翌日以降の実施期間，指定曜日，指定時間内にチケ

ット１枚でお好きなソフトトドリンク１品を提供 

美術館 
ひろしま美術館 

（広島市中区基町 3-2） 

期間中の特別展又は常設展の有料入館者に， 
ティールームのメニュー100 円引き券をプレゼント！ 

映画館 
八丁座 

（広島市中区胡町 6-26 8F） 

映画館 
サロンシネマ 

（広島市中区大手町 5-8-20） 

映画館 
シネツイン本通り 

（広島市中区本通 2-22 BF） 

映画館 
シネツイン新天地 

（広島市中区新天地 1-9 5F） 

期間中，「街中クールシェア！」で・・・と受付時に 
伝えると， 
 なんと，当日の大人料金が割引に！！ 

ネットカ

フェ 
メディアカフェポパイ本通店 

（広島市中区本通 3-10 4F） 

ネットカ

フェ 
メディアカフェポパイえびす通り店

（広島市中区胡町 6-9 3F） 

ネットカ

フェ 
メディアカフェポパイ吉島店 

（広島市中区吉島西 1-22-13） 

ポパイでひんやり♪～ご入室のお客様～ 
「ソフトクリーム食べ放題＆トッピングデコ盛りキャ

ンペーン！」実施 
 
メディアカフェポパイの大人気サービス「ソフトクリー

ム食べ放題」に「街中クールシェア！」の時間帯のみ豪

華トッピングが登場♪ 冷たくておいしいソフトクリ

ームでひんやり涼んで豪華トッピングで大満足！ 
※定期メンテナンス等でサービスがご利用頂けない時



間帯もございます。 

カラ 
オケ 

シダックス広島本通クラブ 

（広島市中区本通 9-33） 

カラ 
オケ 

シダックス広島流川クラブ 

（広島市中区堀川町 3-5） 

専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

ボーリン

グ場 
広島パークレーン 

（広島市中区八丁堀 11-6） 

期間中，「クールシェア参加」と伝えると， 
ボーリング３ゲーム+靴込⇒1000 円！ 

※通常は，650×3 ｹﾞｰﾑ+靴 300＝2250 円 

スポーツ

施設 
コアドリーム株式会社（ビバーチャ）

（広島市中区南竹屋町 10-17） 

期間中，「クールシェア参加」を表明して，４回券以上

の回数券を購入された方に割引券をプレゼント！ 

スポーツ

施設 
ビバーチャ２ 

（広島市中区平野町 10-16） 

期間中，「クールシェア参加」を表明して，ビリヤード

を利用された方は，料金を１時間３００円（終日）に割

引させていただきます。 

カー用品

販売 
モンテカルロ 吉島店 

（広島市中区吉島西 1-24-30） 

実施期間中，商品お買い上げ時にスタッフにお申し出い

ただいたお客様に，自動車用消臭芳香剤(エアコン送風

口取付用)を１点プレゼント 

マッサー

ジ 

リラクゼーションサロン 

手もみ処 もみもみ 

（広島市中区土橋町 3-14Y.Y ビル１F）

60分 2,950 円(税込 3,090 円)以上のコース利用で 10分

間無料延長 

 

来店者全員に60分以上のコースで次回も使える10分間

無料延長券を配布 

理・美容

院 
ラフォーレ 

（広島市中区大手町 1-7-23） 

期間中に，ご利用のお客様（カラーやパーマ，シャンプ

ー，カットなどの施術をされる方）で，「クールシェア

参加」を表明されたお客様に，『リラクゼーション Cool
シャンプー』の施術をサービス！ 

理・美容

院 
ＡＢＢＥＹ’Ｓ ｈａｉｒ(ｱﾋﾞｰｽ゛ﾍｱ)

（広島市中区土橋町 3-14YY ビル２F）

期間中に，ご利用のお客様で，「クールシェア参加」を

表明されたお客様に，シャンプー時，ヘッドスパ用のト

リートメントをサービス！ 



理・美容

院 
Ｔｕｎｎｅｌ ｈａｉｒ(ﾄﾝﾈﾙﾍｱｰ) 

（広島市中区白島中町 4-20 1F） 

期間中に，ご利用の新規のお客様で，「クールシェア参

加」を表明されたお客様は，ALL メニュー２０%オフ！

※他の割引サービスとの併用は不可 

理・美容

院 

ＭＡＧＮＥＴ ＨＡＩＲ ＴＲＵＳＴ

(ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍｱｰﾄﾗｽﾄ) 

（広島市中区千田町 1-12-4 1F） 

期間中に，ご利用の新規のお客様で，「クールシェア参

加」を表明されたお客様は，ALL メニュー２０%オフ！

 

理・美容

院 
タツガワ理容室 

（広島市中区光南 2-6-1） 

期間中ご利用のお客様全員に，冷たい飲み物をサービ

ス！ 
こどもさんには，アイスキャンディー，飴をサービス! 

理・美容

院 
ラランジェ紙屋町店 

（広島市中区紙屋町 2-3-22） 

理・美容

院 

ラランジェ本通り店 

（広島市中区本通り 4-19） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。

理・美容

院 
ビューティーイトー 

（広島市中区十日市町 2-6-23 1F） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

・ 子どもさん カット 1,575 円が 1,050 円に! 
超音波トリートメント０円に!   

理・美容

院 
Eibi 

（広島市中区十日市町 1-1-22 1F） 

「街中クールシェア！」とご予約されたお客様に， 
（来店時に「クールシェア参加」を表明されたお客様も）

★ 極寒クールシャンプーを無料サービス! 
（いつものシャンプーを冷たいシャンプーに変え

て涼しさをご提供します） 
★ 炭酸ヘッドスパ通常料金より１０%off!! 

（頭皮のｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ効果はもちろん!心身ﾘﾗｯｸｽ♪髪の

ツヤとサラサラが手に入る!!） 
★ 夏のホームケアアイテム 各１０%off!! 
（ホーム用クールシャンプー，頭皮スキャルプ，クール

ボデイソープ） 
理・美容

院 
ＤＯＬＬ ＵＰ Ｈａｉｒ 

（広島市中区三川町 6-18 1F） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様は，

① 全技術メニュー１０%off!! 
又は 

② シャンプーブロー ２，１００円（ロング料金なし）

又は 
③ シャンプーカット ３，９９０円（ロング料金なし）

となります。 
 



レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱千田営業所 

（広島市中区東千田町 2-10-6） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱八丁堀営業所 

（広島市中区八丁堀 12-9） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 
 
 
 
 

広島市東区 ４店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ温品) 

（広島市東区温品 7-11-12） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 

写真店 
(有)鯉城写真 

（広島市東区東蟹屋町 1-5 2F） 

 
期間中，ご来店された方で，「クールシェア参加」を表

明された方は， 
①証明写真が通常 1,260 円⇒980 円に！ 
②店頭受付機でデジタルプリント 100 枚以上ご注文の 

 方⇒10 枚無料！ 
 
※その他，特定商品の割引を実施 

スポーツ

クラブ 
Cue スポーツセンター広島 

（広島市東区東蟹屋町 1-5 2F） 

期間中，平日 13 時～16 時のご利用者で，受付時に「ク

ールシェア参加」をスタッフに伝えると， 
①ビリヤードご利用の方⇒ご来店ポイント進呈 
②トレーニングルーム・ミーティングルームご利用の方

⇒ウエルカムドリンク（麦茶）サービス 
③ボディケアの施術をされる方⇒30 分無料延長 



理・美容

院 

ラランジェ光町店 

（広島市東区光町 1-12-16 広島ビル１

F） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

 

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

 

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

  ３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。 

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。 

 
 
 
 

広島市南区 ９店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

百貨店 
福屋広島駅前店 

（広島市南区松原町 9-1） 

①期間中，食料品のフロアの各コーナーや各店舗でタイ

ムセールを実施 
・広島駅前店地下１F：鮮魚コーナー，精肉コーナー，

井上商店，酔心，鶏三和，ＲＦ－1，古市庵， 
アイダイニング，点天，富惣，梅の花，山豊， 
たごさく，伊藤園，イノダコーヒー 

②広島駅前店 11F レストラン（イタリア料理マーノマ

ッジョ，イタリア料理ペレット，てんぷら料理さかね，

讃岐うどん讃兵衛）で，平日 15 時～17 時に食事をさ

れた方に，ソフトドリンク１杯サービス。 

③広島駅前店 11F レストランの五ヱ門で，平日 15 時～

17 時に食事をされた方に，生ビール最初の１杯を半

額 

④広島駅前店 2F ミスターミニットの靴修理，シューケ

ア商品がそれぞれ 10%オフ 

⑤広島駅前店 6F てもみんの全コースが 5 分延長サービ

ス 

ＳＣ 
フジ洋光台店 

(広島市南区向洋新町 2-11-14) 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客



様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプ

レゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発

表) 

ＳＣ 

ゆめタウン広島 

(広島市南区皆実町 2-8-17) 

ゆめタウンみゆき 

(広島市南区宇品西 6-7-14) 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

カラ 
オケ 

シダックス広島大州クラブ 

（広島市南区大州 5-5-39） 
専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

スーパー 
銭湯 

宇品天然温泉ほの湯 

（広島市南区宇品東 3-4-34） 

☆スタンプラリー実施 
期間： 7 月 1 日から 9 月 30 日の平日（月～金） 
時間： 開店から 16 時まで 
入浴利用１回ごとにスタンプ１個，入泉利用１回ごとに

スタンプ２個，ほの湯専用スタンプカードに押印し， 
３０個貯まると次回以降，大人入泉料１名無料（利用期

限Ｈ25.10.31） 
※スタンプカードは，なくなり次第，配布終了 

理・美容 
院 

ＭＡＧＮＥＴ ＨＡＩＲ 段原店 

（広島市南区段原南 1-9-3） 

期間中に，ご利用の新規のお客様で，「クールシェア参

加」を表明されたお客様は，ALL メニュー２０%オフ！

 

理・美容院 
ラランジェ段原店 

（広島市南区段原南 2-3-28AK ビル

1F） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

 

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

 

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

  ３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。 

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。 



レンタカー ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱広島駅前営業所 

（広島市南区荒神町 3-14） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 

広島市西区 ８店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 

フジ庚牛店 

(広島市西区庚牛南 1-32-48) 

フジ井口店 

(広島市西区井口台 2-23-24) 

 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 
イズミ己斐店 

(広島市西区己斐本町 1-10-7) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

スポーツ

クラブ 

T&T WAM サポート㈱ 

ここからキャンパスフィットネス 

（広島市西区己斐上 4-2-38） 

①フィットネス施設の一回無料体験及び体組成計無料

測定(一回) 
②期間中入会された方は入会金無料 
③既存会員様は，13 時から 16 時に利用された場合には

体組成計測定を無料にて実施 
理・美容

院 
ラランジェ己斐店 

（広島市西区己斐本町 1-10-5） 

理・美容

院 
ラランジェ庚午店 

（広島市西区庚午中 3-8-4） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

 



理・美容

院 

ラランジェ横川店 

（広島市西区横川町 3-3-3 岩崎ビル２

F） 

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

  ３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。 

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。 

レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱庚午営業所 

（広島市西区庚午中 2-1-6） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 

広島市安佐南区 １１店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン緑井 

（広島市安佐南区緑井 1-5-2） 
 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 

ゆめタウン祇園 

(広島市安佐南区西原 5-19-44) 

ゆめタウン安古市 

(広島市安佐南区高取北 1-6-11) 

イズミ八木店 

(広島市安佐南区八木 2-6-39) 

イズミ沼田店 

(広島市安佐南区沼田町伴 7700-1) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ安東) 

（広島市安佐南区安東 1-1-8） 
生協ひろしま(コープ西風新都) 

（広島市安佐南区伴南 4-1-1） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 



カラ 
オケ 

シダックス広島安古市クラブ 

（広島市安佐南区相田 1-1-44） 
専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

理・美容

院 

ラランジェ山本店 

（広島市安佐南区山本 1-15-8） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

 

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

 

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

  ３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。 

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。 

理・美容

院 
髪学校１年１組 

（広島市安佐南区高取北 3-7-21） 

新規のご来店の方、当日２０％オフ。そして次回に使え

るお得な割引きチケットプレゼント（期限有） 

すでにご来店された事があるお客様￥1000 相当の保湿

トリートメントサービス。 

この夏限定メニュー『デトックス＆スキャルプシャンプ

ー』を￥3000 でご提供。 
レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱安古市営業所 

（広島市安佐南区古市 3-3-3） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

広島市安佐北区 ４店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン高揚 

（広島市安佐北区亀崎 1-1-6） 
 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ高陽) 

（広島市安佐北区口田南 8-14-6） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 



カー用品

販売 
モンテカルロ 可部店 

（広島市安佐北区可部 5-8-4） 

実施期間中，商品お買い上げ時にスタッフにお申し出い

ただいたお客様に，自動車用消臭芳香剤(エアコン送風

口取付用)を１点プレゼント 
理・美容

院 
髪学校１年Ａ組 

（広島市安佐北区亀崎 1-2-26 第二

タウンセンタービル２階高陽交番上）

新規のご来店の方、当日２０％オフ。そして次回に使え

るお得な割引きチケットプレゼント（期限有） 

すでにご来店された事があるお客様￥1000 相当の保湿

トリートメントサービス。 

この夏限定メニュー『デトックス＆スキャルプシャンプ

ー』を￥3000 でご提供。 

 

広島市安芸区 ４店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ矢野東) 

（広島市安芸区矢野東 4-3-14） 
生協ひろしま(コープ船越) 

（広島市安芸区船越南 3-2-18） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 

理・美容

院 
ヘアサロンスズキ 

（広島市安芸区中野 3-2-16） 

期間中ご利用のお客様全員に，冷たい飲み物をサービ

ス！ 

理・美容

院 
HAIR CREST 理髪館 

（広島市安芸区矢野東 4-7-18-104） 

期間中４回以上ご来店頂きカット・顔そり・シャンプー

などをして頂くとヘアケアグッズ(シャンプー・トリー

トメント・ワックス・女性用コスメグッズなどなど)を
もれなくプレゼント。 
シャンプーだけ，顔そりだけでも大歓迎です。女性もお

待ちしています。涼しい店内でキレイになって嬉しいプ

レゼンをもらってください。 
 

広島市佐伯区 １２店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 



ＳＣ 

イズミ五日市店 

(広島市佐伯区五日市 5-5-17) 

イズミ八幡店 

(広島市佐伯区八幡東 3-29-8) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ五日市北) 

（広島市佐伯区八幡東 2-29-38） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 

図書館 
広島工業大学 附属図書館 

（広島市佐伯区三宅 2-1-1） 
 

※8/9，8/12，8/19～8/23，9/2～9/6，9/9~9/13，9/17～
9/20 実施 

（詳しくは，本学ホームページの図書館カレンダーにて

ご確認ください。 
☆実施期間中，「クールシェア参加」を表明された方は，

図書の貸出冊数の上限が４冊に！ 
※図書の貸出には，身分証明書が必要です。詳しくは，

当館スタッフにお尋ねください。 



ネットカ

フェ 
メディアカフェポパイ五日市店 

（広島市佐伯区隅の浜 3-2-26） 

ポパイでひんやり♪～ご入室のお客様～ 
「ソフトクリーム食べ放題＆トッピングデコ盛りキャ

ンペーン！」実施 
 
メディアカフェポパイの大人気サービス「ソフトクリー

ム食べ放題」に「街中クールシェア！」の時間帯のみ豪

華トッピングが登場♪ 冷たくておいしいソフトクリ

ームでひんやり涼んで豪華トッピングで大満足！ 
 
※定期メンテナンス等でサービスがご利用頂けない時

間帯もございます。 

カラ 
オケ 

シダックス広島五日市クラブ 

（広島市佐伯区五日市中央 7-25-13）
専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

ボーリン

グ場 
ミスズボウル 

（広島市佐伯区皆賀 4-19-6） 

①１コインパック（予約不可） 
 平日（8/13～8/16 を除く）15：30～19：00 
 ２ゲーム 500 円（税込） 
 別途貸靴代 300 円（税込）が必要 
 ※団体予約等により中止する場合有 
②シニアクラブ（55 歳以上の男女） 
 平日 14：00～16：00 
 ３ゲーム 1,000 円（税込） 
別途貸靴代 300 円（税込）が必要 

ゲームセ

ンター 
スペースＶ１ 五日市店 

（広島市佐伯区吉見園 1-27 4F） 

「METAL GEAR ARCADE(ﾒﾀﾙｷﾞｱｱｰｹｰﾄﾞ)」が１００円

で３credit 利用できます。 

スーパー 
銭湯 

塩屋天然温泉ほの湯楽々園 

（広島市佐伯区楽々園 5-7-1） 

☆スタンプラリー実施 
期間： 7 月 1 日から 9 月 30 日の平日（月～金） 
時間： 開店から 16 時まで 
入浴利用１回ごとにスタンプ１個，入泉利用１回ごとに

スタンプ２個，チムジルバン汗蒸洞１回ごとにスタンプ

２個を，ほの湯専用スタンプカードに押印し，３０個貯

まると次回以降，大人入泉料１名無料（利用期限Ｈ

25.10.31） 
※スタンプカードは，なくなり次第，配布終了 

スーパー 
銭湯 

五日市天然温泉ゆらゆら 

（広島市佐伯区利松 2-17-10） 

期間中のご利用時，レストランにて 
ソフトクリーム 250 円⇒200 円に！（50 円割引） 
カキ氷 250 円   ⇒200 円に！（50 円割引） 



カー用品

販売 モンテカルロ 五日市店 

（広島市佐伯区八幡東 3-19-4） 

実施期間中，商品お買い上げ時にスタッフにお申し出い

ただいたお客様に，自動車用消臭芳香剤(エアコン送風

口取付用)を１点プレゼント 

理・美容

院 
ラランジェ楽々園店 

（広島市佐伯区楽々園 4-1-20） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

 

■サービス１ 

シャンプーをオーダーの場合、 

夏専用「サマーシャンプー」で施術させて頂きます。

 

■サービス２ 

・ラランジェ会員様の場合 

  ３０００円分のポイントを進呈させて頂きます。 

 ・ラランジェのご利用が初めてのお客様の場合 

  １０００円分の技術料金を割引させて頂きます。 

 

呉市 ８店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 

ゆめタウン呉 

(呉市宝町 5-10) 

イズミ安浦店 

(呉市安浦町中央 3-1-11) 

イズミ川尻店 

(呉市川尻町西部 1-25-30) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ焼山) 

（呉市焼山中央 3-15-60） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 

ホテル 
呉阪急ホテル 

（呉市中央 1-1-1） 

期間中，クールシェア参加を表明された方には９月末日

まで利用可能なレストラン１０%OFF 券をプレゼント 



ホーム 
センター 

 

ホームセンタータイム 広店 

（呉市広古新開6-4-5） 
 

 

理・美容

院 
スタジオ・ザック美容室 

（呉市川尻町西 1-25-13） 

期間中ご利用のお客様全員に，飲み物をサービス！ 
窓際の遮光ネットとゴーヤのグリーンカーテンで涼し

くなっています。 
理・美容

院 
HAIR&FACE Arch 

（呉市東中央 2-3-9） 

全てのメニューに，夏用シャンプーを使用し，スキャル

プマッサージ(5 分くらい)をサービス 
さらに，夏用シャンプー&トリートメントの使いきりサ

イズをプレゼント 
 

竹原市 ２店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジ竹原店 

(竹原市下野町 3308)  

 

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 
イズミ竹原店 

(竹原市中央 5-2-1) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

 
 
 
 
 
 
 



三原市 ３店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン三原 

（三原市円一町 1-1-7） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 
レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱広島空港営業所 

（三原市本郷町善入寺字雑木谷

94-63） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱三原駅前営業所 

（三原市城町 1-8-1 三原駅前ビル 1F）

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 

尾道市 ６店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン尾道 

（尾道市東尾道 19-7） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 
イズミ尾道店 

(尾道市新浜 2-3-4) 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 



生活協同

組合 

日立造船因島生活協同組合 

フレニール店 

（尾道市因島土生町 1899-3） 

休息スペースとして，１階エレベーターホールに長椅子

２脚，２階エレベーターホールに丸机 2 台，椅子４脚設

置 
 
期間中，１３時からタイムサービスを実施 

喫茶店 
喫茶メキシコ 

（尾道市土堂町 1-3-33） 

自家焙煎アイスコーヒー(400 円)，かき氷(200 円)が半

額! 
※テイクアウト用 

スーパー 
銭湯 

石の癒 因島店（岩盤浴）  

（尾道市因島中庄町宝大地705） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

・ 岩盤浴入浴のお客様 ワンドリンクサービス! 
・ カフェのみ利用のお客様 ヨガ（通常 1,000 円）無

料券プレゼント! 
レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱新尾道駅前営業所 

（尾道市栗原町字大坪 9368） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 

 

福山市 １５店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

百貨店 
福山天満屋 

（福山市元町1-1） 

① 7/22~8/4 ②8/5~8/18 ③8/19~9/1 ④9/2~9/20 
上記①~④の期間に合わせ，1 階案内所にて割引クーポ

ン券をプレゼント。または，期間中５日間お買い上げい

ただくと抽選でプレゼント。 

ＳＣ 

フジグラン神辺 

（ 福 山 市 神 辺 町 大 字 新 道 上 字

2-10-26） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 



ＳＣ 

ゆめタウン蔵王 

(福山市南蔵王町 5-9-18) 

ゆめタウン松永 

(福山市柳津町 1-5-7) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

生活協同

組合 
生協ひろしま(ハモンズ食彩館) 

(福山市駅家町上山守 450-1） 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 

家具・イ

ンテリア

ショップ 

吉山タンス店 

（福山市霞町 3-4-24） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様は，

店内カフェのドリンク 50 円引き! 

かばん 
カバン・バック白牡丹 

（福山市今町 4-22） 

期間中，レシート合計金額 5,000 円以上で本革小物プレ

ゼント 

ふとん 
有限会社神野ふとん店 

（福山市霞町 3-4-27） 
期間中，来店された方に，冷たい麦茶を提供 

カラ 
オケ 

シダックス福山多治米クラブ 

（福山市多治米町 5-23-44） 

カラ 
オケ 

シダックス福山駅家クラブ 

（福山市駅家町万能倉 289-2） 

専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

カー用品

販売 
ダイハツ福山北 ノブチカ自動車 

（福山市加茂町上加茂 180-2） 

☆省燃費オイル交換フェア(タイムセール 13 時～16 時)
 エコカー専用オイル交換 
通常価格 4,410 円(税込，軽自動車)⇒3,000 円に！ 
ドリンク&ウエルカムスイーツ付 

カー用品

販売 
モンテカルロ 駅家店 

（福山市駅家町近田 229-1） 

カー用品

販売 
モンテカルロ 蔵王店 

（福山市南蔵王町 2-18-33） 

実施期間中，商品お買い上げ時にスタッフにお申し出い

ただいたお客様に，自動車用消臭芳香剤(エアコン送風

口取付用)を１点プレゼント 

理・美容

院 
美容室ル・クレール 

（福山市駅家町近田 119-1） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

割引券を進呈 

レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱福山営業所 

（福山市東桜町 5-6） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 



 

府中市 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
イズミ府中店 

(府中市中須町 315-1) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

 

三次市 ２店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
協同組合三次ショッピングセンター

ＣＣプラザ 

（三次市十日市中 1-1-10） 

来店ポイントルーレット クールシェアタイム実施 

 午後1時～4時は「ルーレットポイント２倍」 

 《ポイントカード会員様が１日１回遊べる来店ポイン

トゲームを期間限定で当選ポイント倍サービス》 

※貯めたポイントはビンゴゲームの参加で利用可能 

 ※毎週水曜日午後３時「ビンゴゲーム大会」実施中 

カー用品

販売 
モンテカルロ 三次店 

（三次市南畑敷 500-15） 

実施期間中，商品お買い上げ時にスタッフにお申し出い

ただいたお客様に，自動車用消臭芳香剤(エアコン送風

口取付用)を１点プレゼント 
 

大竹市 ２店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 

ゆめタウン大竹 

(大竹市晴海 1-6-1) 

イズミ新町店 

(大竹市新町 1-11-24) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 



東広島市 １０店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン東広島 

（東広島市西条町御園宇 4405） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

ＳＣ 

ゆめタウン学園店 

(東広島市西条下見 6-2-32) 

ゆめタウン東広島 

(東広島市西条土与丸 1-5-7) 

ゆめタウン黒瀬 

(東広島市黒瀬町楢原 100-1) 

イズミ安芸津店 

(東広島市安芸津町三津 4397-20) 

イズミ八本松店 

(東広島市八本松東 3-10-2) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

生活協同

組合 

生協ひろしま(コープ東広島) 

（東広島市西条町寺家 6579-1） 
 

・ スタンプラリーの開催（1,000 円でスタンプ 1 個、

30 個たまると 200 円の割引） 

・ ご利用感謝クーポン（コープカードにより、1 ヶ月

2万円以上ご利用で「50 円券×6枚」郵送 

  なお、いずれも組合員さま限定の企画となります 



ネットカ

フェ 
メディアカフェポパイ西条店 

（東広島市西条中央 3-5-53） 

ポパイでひんやり♪～ご入室のお客様～ 
「ソフトクリーム食べ放題＆トッピングデコ盛りキャ

ンペーン！」実施 
 
メディアカフェポパイの大人気サービス「ソフトクリー

ム食べ放題」に「街中クールシェア！」の時間帯のみ豪

華トッピングが登場♪ 冷たくておいしいソフトクリ

ームでひんやり涼んで豪華トッピングで大満足！ 
 
※定期メンテナンス等でサービスがご利用頂けない時

間帯もございます。 

カラ 
オケ 

シダックス東広島西条クラブ 

（東広島市西条御条町 1-21） 
専用メニューからドリンクサービスをいたします。 

レンタカ

ー 
ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国㈱西条駅前営業所 

（東広島市西条栄町 2-1） 

期間中に利用したレンタカーご利用明細書を２枚集め

ると，割引券(１，０００円 OFF)をプレゼント! 

 
 
 

廿日市市 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグランナタリー 

（廿日市市阿品 3-1-1） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 
 
 
 
 
 
 
 



 

安芸高田市 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
ゆめタウン吉田 

(安芸高田市吉田町吉田 594-1) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

 

江田島市 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
ゆめタウン江田島 

(江田島市大柿町渡良瀬 180) 

 

ゆめタウンのモバイル会員限定 

期間中の 13 時以降に、「ゆめかステーション」で、2,000

円以上のお買い物で使える 50 円引きの割引クーポンを

先着 30 名に発券! 

 

期間：７月２２日（月）～９月２０日（金） 

 
 

安芸郡府中町 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

理・美容

院 
Ｓｍｕｄｇｅ Ｃｏｍｍｕ 

（安芸郡府中町青崎中 25-10-101） 

☆カフェ併設のヘアサロン 
期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

タイムセール（１４時～１７時に，デザートセットのド

リンクセット分を人数分サービス！） 
 
 
 
 
 
 



 

安芸郡海田町 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ネットカ

フェ 
自遊空間広島海田店 

（安芸郡海田町南大正町 8-6） 

期間中に御ご来店頂き，受付時に，合言葉として「（街

中）クールシェア」とスタッフに言っていただけると，

お帰りの際に，次回ご利用いただける「100 円割引券」

をプレゼント 
 

安芸郡熊野町 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジ熊野店 

(安芸郡熊野町萩原 7-5-1)  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 
 

安芸郡坂町 ２店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

ＳＣ 
フジグラン安芸 

（安芸郡坂町北新地 2-3-30） 
  

7/15～9/30 の期間，11 時～17 時の時間帯に，広島県内

店舗のフジ直営レジにてエフカでお買い物されたお客

様に，抽選で 5000 名様にエフカポイント 200 ポイント

をプレゼント。 

 

＊１０回ご来店ごとに１回の抽選権を獲得（ただし１日

に複数回利用しても１回のカウント） 

＊抽選権を獲得されたお客様より，毎月厳正なる抽選を

行い，当選者にはエフカポイント２００ポイントをプレ

ゼント(当選者にはお買い物時にレシートにて発表) 

スーパー 
銭湯 

アジアンリゾートスパシーレ  

（安芸郡坂町平成ケ浜3-2-11） 

・ 浴室，露天風呂，サウナにて氷(クラッシュアイス)
の配布サービス 

・ 男女浴室で夏季限定微温浴開催 
・ タイムサービス(13 時~16 時)ミニかき氷(イチゴ・マ

ンゴー・ブルーハワイ)１００円引 
通常 300 円→200 円 



 

山県郡安芸太田町 ９店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

飲食店 

安芸太田町観光協会 協力店 

 

お食事処三段峡川流  

（山県郡安芸太田町柴木 1727） 

ＣＡＦＥ ＬＥＡＦ（カフェリーフ）

（山県郡安芸太田町加計 5908-2） 

きっちんたまがわ 温井店 

（山県郡安芸太田町加計温井） 

グリーンスパつつが 

（山県郡安芸太田町中筒賀賀才之峠

280） 

ステーキハウスノース（Ｎｏｒｔｈ）

（山県郡安芸太田町上殿 134-1） 

和風レストラン来夢 

（山県郡安芸太田町上殿 632-2） 

高丸商店 戸河内インター店 

（山県郡安芸太田町上殿） 

森の香 

（山県郡安芸太田町上殿 2392-1） 

龍頭ハウス 

（山県郡安芸太田町中筒賀大平研石

842-4） 

 

道の駅で配布する，協賛店と涼メニューの『チラシ』を

持参すると，涼メニュー料金の割引を行うとともに，町

内のクールスポットを紹介! 
※割引適用は，8 月 31 日まで 
《特典内容》 
・ 川流:よもぎざるそば定食 1,300 円⇒1,200 円に! 

・ ＣＡＦＥ ＬＥＡＦ：レモンヨーグルトムース

580 円⇒500 円に！ 

・ きっちんたまがわ：かもつけうどん・そば 735 円⇒

700 円に！ 

・ グリーンスパつつが：もっちりプリン 380 円⇒350 円

に！ 

・ ステーキハウスノース：特上サーロインステーキ

3,000 円⇒2,800 円に！ 

・ 来夢：かわなみさらさらうどん 750 円⇒700 円に！

・ 高丸商店戸河内インター店：天然水使用かき氷 250

円⇒200 円に！ 

・ 森の香：夏野菜の冷製パスタ 1,000 円⇒900 円に！

・ 龍頭ハウス：龍頭ランチ 900 円⇒700 円に！ 

 

神石郡神石高原町 １店 

区分 店 名（所在地） サービス内容 

スーパー 
銭湯 

湯っ蔵さんわ  

（神石郡神石高原町光信58-1） 

期間中に，「クールシェア参加」を表明されたお客様に，

入浴料割引 
1,000 円→550 円 
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