
平成２９年

区分 贈呈日 団体名

大竹 1月10日 セブンイレブン大竹御園店　様

広島西 1月12日 セブンイレブン広島草津梅が台店　様

広島東 1月17日 もみじ銀行温品支店　様

佐伯 1月16日 もみじ銀行五日市駅前支店　様

呉 1月16日 呉信用金庫三城支店　様

呉 1月16日 呉焼山郵便局　様

広島南 1月17日 もみじ銀行向洋支店　様

広 1月20日 安浦郵便局　様

広 1月20日 呉信用金庫広東支店　様

広島南 1月24日 元宇品郵便局　様

福山東 1月24日 中国銀行福山春日支店　様

福山東 1月24日 ローズタクシー　様

安芸高田 1月24日 吉田高校書道部　様

三次 1月30日 甲奴郵便局　様

音戸 2月1日 呉農業協同組合倉橋支店　様

竹原 2月2日 広島銀行竹原支店　様

竹原 2月2日 たけはらケーブルネットワーク　様

安佐南 2月6日 広島銀行安支店　様

広 2月7日 呉信用金庫広東支店　様

佐伯 2月15日 広島市農業協同組合水内支店　様

庄原 2月15日 セブンイレブン庄原西本町店　様

安佐南 2月22日 広島市信用組合安支店　様

廿日市 2月24日 山口銀行廿日市支店　様

廿日市 2月24日 ローソン廿日市梅原店　様

海田 2月27日 ファミリーマート中野東１丁目店　様

大竹 2月28日 四国銀行大竹支店　様

三次 3月2日 広島銀行十日市支店三次東出張所　様

福山東 3月3日 ファミリーマート福山木之圧店　様

福山西 3月6日 鞆郵便局　様

呉 3月9日 警固屋郵便局　様

呉 3月9日 セブンイレブンハートインJR呉駅店　様

海田 3月10日 広島銀行熊野支店　様

広島東 3月15日 旭タクシー　様

東広島 3月10日 広島銀行黒瀬支店　様

警察本部 3月21日
広島信用金庫・呉信用金庫
しまなみ信用金庫・広島みどり信用金庫　様

広島西 3月27日 天満屋カードサービス広島アルパーク営業所　様

広島西 3月28日 広島信用金庫西部支店　様

 みなさまのおかげで，被害を未然に防止す

ることができました。 

 安全安心な広島県の実現のため，これから

もご協力をお願いします。 ※団体名のみ記載しています。 



区分 贈呈日 団体名

東広島 4月11日 寺西郵便局　様

東広島 4月11日 広島銀行安芸津支店　様

東広島 4月11日 東志和郵便局　様

庄原 4月11日 セブンイレブン庄原インター北店　様

福山東 4月14日 福山市農業協同組合手城支店　様

福山北 4月13日 中条郵便局　様

安芸高田 4月14日 セブンイレブン安芸高田甲田町店　様

広島南 4月19日 広島信用金庫旭町支店　様

広島南 4月20日 イオン宇品店　様

三次 4月20日 矢次郵便局　様

佐伯 4月21日 上水内郵便局　様

安佐南 4月25日 八木郵便局　様

安佐南 4月27日 ローソン広島中筋２丁目店　様

佐伯 4月21日 保険ひろばサンリブ五日市店　様

東広島 4月25日 黒瀬タクシー　様

東広島 4月25日 福祉タクシーよつば　様

警察本部 4月28日 広島市信用組合　様

海田 5月1日 もみじ銀行矢野支店　様

広島南 5月9日 広島銀行向洋支店　様

東広島 5月9日 広島市信用組合黒瀬支店　様

東広島 5月9日 広島中央農業協同組合河内支店　様

東広島 5月18日 安芸津木谷郵便局　様

東広島 5月18日 福富サポートタクシー　様

警察本部 5月22日 広島銀行　様

広島西 6月1日 広島銀行己斐支店　様

警察本部 6月1日
広島県信用組合・信用組合広島商銀
両備信用組合・備後信用組合　様

福山東 6月5日 広島銀行福山支店　様

福山東 6月5日 福山市農業協同組合深津支店　様

広島東 6月5日 ファミリーマート安芸鶴江店　様

尾道 6月13日 広島銀行尾道栗原支店　様

安佐南 6月14日 セブンイレブン広島緑井店　様

庄原 6月15日 ローソン庄原西本店　様

安芸高田 6月15日 ポプラ高田インター店　様

呉 6月21日 ファミリーマート呉伏原店　様

広島南 6月22日 広島信用金庫皆実支店　様

安佐南 6月25日 サンフレッチェ広島　様

三原 6月27日 三原農業協同組合中之町出張所　様

福山北 6月27日 万能倉郵便局　様

安佐北 6月28日 広島信用金庫可部北店　様

安佐北 6月28日 ウォンツアクロスプラザ高陽店　様

因島 6月29日 広島県信用組合因島支店　様

世羅 6月29日 両備信用組合甲山支店　様

東広島 7月3日 板城郵便局　様

広島東 7月5日 広島銀行広島駅北口支店　様

広島西 7月6日 ローソン広島己斐本町店　様

三次 7月7日 川地郵便局　様

広 7月10日 呉三坂郵便局　様

安佐南 7月11日 ローソン広島古市３丁目店　様

福山東 7月14日 福山ばら公園前郵便局　様

福山東 7月14日 広島銀行春日支店　様

広島中央 7月15日 ファミリーマート橋本町店　様



区分 贈呈日 団体名

警察本部 7月18日 もみじ銀行　様

佐伯 7月24日 セブンイレブン広島五日市１丁目店　様

安佐南 7月27日 セブンイレブン広島中筋２丁目店　様

三原 8月2日 三原中之町郵便局　様

福山西 8月3日 福山市市民局市民部内海支店　様

東広島 8月7日 もみじ銀行八本松支店　様

広島南 8月8日 ポプラ段原南店　様

佐伯 8月9日 楽々園郵便局　様

東広島 8月25日 セブンイレブン広島豊栄町店　様

海田 8月28日 はたのリハビリ居宅介護支援事業所　様

呉 8月29日 セブンイレブン呉市本通５丁目店　様

海田 9月5日 ポプラ坂店　様

東広島 9月8日 広島銀行高屋支店　様

福山北 9月12日 服部郵便局　様

東広島 9月12日 ファミリーマート西条寺家店　様

呉 9月14日 ローソン呉中通店　様

福山東 9月25日 ローズタクシー　様

安佐南 9月27日 広島銀行祗園支店　様

広 9月28日 呉農業協同組合下蒲刈支店　様

廿日市 10月16日 セブンイレブン廿日市阿品台店　様

廿日市 10月16日 セブンイレブン廿日市大野中央店　様

東広島 10月19日 ファミリーマート豊栄清武店　様

廿日市 10月20日 ファミリーマート宮内串戸駅前店　様

呉 10月20日 呉宮原七郵便局　様

福山東 10月25日 福山市農業協同組合大津野支店　様

警察本部 10月25日 広島県信用農業協同組合連合会　様

安佐南 11月8日 セブンイレブン広島西原５丁目店　様

広島東 11月10日 ローソン広島光町店　様

廿日市 11月13日 広島信用金庫廿日市支店　様

東広島 11月29日 ファミリーマート豊栄清武店　様

東広島 11月29日 セブンイレブン東広島白市店　様

三原 11月30日 ファミリーマート本郷町南方店　様

東広島 12月5日 広島中央農業協同組合　様

東広島 12月5日 芸陽バス株式会社　様

東広島 12月5日 高光養鶏場　様

広島東 12月7日 セブンイレブン広島若草町店　様

廿日市 12月18日 ファミリーマート廿日市津田店　様

廿日市 12月18日 セブンイレブン廿日市阿品店　様

廿日市 12月18日 セブンイレブン広島串戸港店　様

呉 12月19日 呉本通七郵便局　様

佐伯 12月20日 砂谷郵便局　様

福山東 12月20日 福山コロナワールド　様

広島西 12月26日 ファミリーマート己斐上二丁目店　様


