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016 話食家　和 わしょくや　なごむ 広島市 安佐南区沼田町伴 082-848-1657 http://www7a.biglobe.ne.jp/~nagomu/
085 カラオケ　スナック　恵美 からおけ　すなっく　えみ 広島市 安佐南区上安2-16-18 082-678-2782

086 カラオケ・スナック レインボー からおけ・すなっく　れいんぼー 広島市 安佐南区上安2-16-19 082-878-4049

825 やすだ亭 やすだてい 広島市 安佐南区西原8-38-21 082-874-0279 http://www.advance-design.org/yasudatei/
922 天下一品　中筋店 てんかいっぴん　なかすじてん 広島市 安佐南区中筋1-3-10 中筋Ｋビル1Ｆ 082-870-8101

1043 一味 いちみ 広島市 安佐南区古市1-15-8 082-870-8813

1064 徳兵衛　毘沙門台店 とくべえ　びしゃもんだいてん 広島市 安佐南区大町東4-10-36 082-879-0141 http://www.tokugawa.jp/
1082 徳川　フジグラン緑井店 とくがわ　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2-2F 082-831-8133 http://www.tokugawa.jp/
1095 酔心 毘沙門店 すいしん びしゃもんてん 広島市 安佐南区緑井3-13-10 082-879-2211 http://www.suishin.or.jp/
1110 長浜ラーメン博多屋 古市店 ながはまらーめんはかたや ふるいちてん 広島市 安佐南区中須1-8-3 082-870-8308

1162 ROCKY BEAR ろっきー べあー 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3801 http://in-smart.co.jp/
1208 中国料理 金龍飯店 ちゅうごくりょうり きんりゅうはんてん 広島市 安佐南区西原5-1-3 082-570-5618 http://www.kinryu-hanten.jp/
1209 ラ・フォンターナ ら・ふぉんたーな 広島市 安佐南区祇園2-3-1 082-875-1120

1277 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 八木店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　やぎてん 広島市 安佐南区川内6-22-13 082-870-6101 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1499 焼肉 白李 西原店 やくにく はくり にしはらてん 広島市 安佐南区西原7-12-27 082-846-1250

2042 Renge れんげ 広島市 安佐南区西原8-36-4 082-871-8720 http//@meblo.jp/rengenohibi
2052 食市場萬屋 しょくいちばよろずや 広島市 安佐南区東野1-20-32 082-871-8421

2058 歌謡スタジオKMK かよう 広島市 安佐南区相田2-4-16 082-878-1830

2192 花婚 はなこん 広島市 安佐南区祇園3-12-46 082-846-0160

2211 歌食の店希らら きらら 広島市 安佐南区祇園3-7-20-103 082-874-7763

2216 お好み焼さよ おこのみやき さよ 広島市 安佐南区祇園6-10-18 082-874-1584

2228 詩音 しおん 広島市 安佐南区祇園1-17-15 082-875-6011

2229 五十番 ごじゅうばん 広島市 安佐南区祇園1-6-19 082-874-1221

2231 茶川 ちゃがわ 広島市 安佐南区祇園2-47-24 082-874-0025

2234 歌謡スタジオK&K かようすたじお けいあんどけい　 広島市 安佐南区西原5-20-5 082-871-1515

2235 スタンド南海 すたんどみなみ 広島市 安佐南区大町東1-8-31-1 082-876-1078

2237 お好み焼ねぎ庵 ねぎあん 広島市 安佐南区川内5-32-9 082-831-7289

2240 御用寿司下祇園店 ごようずし しもぎおんてん 広島市 安佐南区祇園2-45-14 082-874-1238

2287 得得うどん祇園店 とくとくうどんぎおんてん 広島市 安佐南区西原7-10-3 082-875-2902

2345 居酒屋海龍 いざかや かいりゅう 広島市 安佐南区西原1-8-15 082-874-2414

2384 河童　古市橋店 かっぱふるいちばしてん 広島市 安佐南区古市3-30-19 082-876-2914

2446 たま家 たまや 広島市 安佐南区祇園2-1-31 082-871-3205 http://www.rakkumauku.co.jp/tamaya/
2468 ジャパニーズテーブルちゃぶ家 じゃやぱにーずてーぶるちゃぶや 広島市 安佐南区古市2-1-1 082-876-4840

2470 スタンドりな すたんど りな 広島市 安佐南区緑井2-25-25 082-879-2212

2471 ひろしまランメン ひろしまらんめん 広島市 安佐南区西原6-9-28 082-874-1027

2472 和食ダイニング壱の糸 わしょくだいにんぐいちのいと 広島市 安佐南区西原5-11-3シャンテ中垣1Ｆ 082-874-7991

2482 Ｓinnya創作＆和彩 しんやそうさくあんどわさい 広島市 安佐南区西原5-20-2 082-875-3633

2488 お好み焼　三幸 おこのみやきさんこう 広島市 安佐南区西原1-23-12 082-871-9111

2489 笑味処　うつろ木 しょうみどころうつろぎ 広島市 安佐南区緑井8-9-21 082-877-2823
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2490 オステリアファーヴェ おすてりあふぁーヴぇ 広島市 安佐南区川内6-27-4 082-877-1020

2491 ㈲茶寮 ちゃりょ 広島市 安佐南区上安5-13-6 082-872-1120

2492 お好み焼フロック おこのみやきふろっく 広島市 安佐南区安東7-11-22 082-878-1497

2503 炭焼和牛和火 すみびわぎゅうわび 広島市 安佐南区八木1-20-12 082-962-2781 http://w-wabi.com/yagi/
2505 談笑亭 だんしょうてい 広島市 安佐南区緑井2-28-30 082-877-0092

2506 カラオケひっと からおけひっと 広島市 安佐南区上安2-1-10 082-878-2055

2507 ナイトラウンジ 吐洞 ないとらうんじ とぼけ 広島市 安佐南区長楽寺2-13-3 082-872-1891

2508 居酒屋カラオケろりえ いざかやからおけ ろりえ 広島市 安佐南区安東1-2-5 082-872-6219

2509 居酒屋龍馬 いざかやりょうま 広島市 安佐南区沼田町伴7778-1 082-849-1784

2510 来夢来人 らいむらいと 広島市 安佐南区大町東3-29-17 082-870-7399

2511 三千浦 みちうら 広島市 安佐南区高取北3-6-8 082-878-1650

2512 スタンドさくら すたんどさくら 広島市 安佐南区大町東3-29-7 082-877-5644

2513 竹鶴安古市店 たけつる ふるいちてん 広島市 安佐南区大町東3-8-31 082-879-0888

2514 ｙｏｒｉｍｉｃｈｉつゆ草 よりみち つゆぐさ 広島市 安佐南区長楽寺1-3-28 082-872-5337

2515 中華料理新楽 ちゅうかりょうり しんらく 広島市 安佐南区中筋3-26-11 082-879-9535

2516 居酒屋すずめ いざかやすずめ 広島市 安佐南区大町西3-12-28 082-879-6678

2517 おいで，家 おいでや 広島市 安佐南区大町西3-11-3 082-877-4731

2518 将福 しょうふく 広島市 安佐南区大町東1-1-17 082-879-0005

2519 お好み焼大松 おこのみやきだいまつ 広島市 安佐南区大町東1-4-20 082-877-3546

2520 カラオケ居酒屋たかみ たかみ 広島市 安佐南区高取南1-4-1 082-872-8301

2521 パブニュー№1 ぱぶにゅー 広島市 安佐南区大町西3-21-11 082-877-3003

2522 ラウンジｇ らうんじ 広島市 安佐南区上安2-11-12 082-872-1151

2523 小料理きぬがわ こりょうりきぬがわ 広島市 安佐南区上安2-16-34 082-848-2553

2524 スナック順 すなっくじゅん 広島市 安佐南区高取北1-60-2 082-872-3333

2526 すし辰緑井本店 すしたつみどりいほんてん 広島市 安佐南区緑井5-20-27 082-831-3155

2527 チャイニーズ居酒屋ターレン ちゃいにーずいざかやたーれん 広島市 安佐南区緑井3-12-15 082-877-7117

2533 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん八木店 おこのみやき・てっぱんやき ちんちくりん やぎてん 広島市 安佐南区川内6-22-13 082-870-6101 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/shop/yagi/index.html
2548 鳥太郎西原店 とりたろうにしはらてん 広島市 安佐南区西原7-5-21-101 082-871-7686

2549 焼肉心楽 やきにくしんらく 広島市 安佐南区西原2-1-1 082-875-6610

2550 小料理濃 こりょうりこい 広島市 安佐南区山本1-13-19 082-874-0404

2551 中華ハウス醍醐 ちゅうかはうすだいご 広島市 安佐南区西原7-8-4 082-871-1817

2552 居酒屋きまぐれ いざかや きまぐれ 広島市 安佐南区祇園8-4-25 082-875-0155

2553 旬菜えん しゅんさいえん 広島市 安佐南区川内6-43-18 082-879-5048

2555 焼肉やまと やきにくやまと 広島市 安佐南区山本1-17-7 082-875-4566

2556 炭火焼肉まきの すみびやきにくまきの 広島市 安佐南区安東1-3-31 082-878-1853

2558 みほり峠広島大町店 みほりとうげひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区中須1-738-1 082-876-2911

2569 Ys　Ｄｉｎｉｇ　一博 わいずだいにんぐいっぱく 広島市 安佐南区大町東3-25-14 082-876-0535

2570 居酒屋緒 いざかや　みさお 広島市 安佐南区大町東1-11-13 082-870-0707

2571 カルビ亭 かるびてい 広島市 安佐南区古市3-21-7 082-879-2929
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2572 ばくだん屋八木店 ばくだんややぎてん 広島市 安佐南区八木1-26-27 082-830-2020

2573 陣屋 じんや 広島市 安佐南区緑井2-27-42 082-877-5000

2574 和伊創彩一片の淡紅桜 わいそうさいひとひらのうすべにさくら 広島市 安佐南区西原6-30-4 082-875-7492

2575 居酒屋むらかみ いざかやむらかみ 広島市 安佐南区緑井2-25-24サングリーン1Ｆ 082-879-5767

2576 Ｇｉｏｎ寿司富 ぎおんすしとみ 広島市 安佐南区西原1-7-18 082-874-4438

2681 うどん食堂つるり うどんしょくどうつるり 広島市 安佐南区八木1-25-3 082-832-0881

2682 八剣伝川内店 はっけんでんかわうちてん 広島市 安佐南区川内6-8-4-1階 082-831-2688

2686 八剣伝毘沙門店 はっけんでんびしゃもんてん 広島市 安佐南区緑井2-12-9 082-870-3457

2688 川内元気食堂ざこかい菜 かわうちげんきしょくどうざこかいな 広島市 安佐南区川内6-8-2 082-877-6611

2689 らーめんパオ八木店 らーめんぱおやぎてん 広島市 安佐南区緑井6-2-9 082-879-0451

2690 快活ＣＬＵＢ広島祇園店 かいかつくらぶひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区西原9-15-20 082-832-4088 http://www.kaikatsu.jp
2691 すき家広島北 すきやひろしまきた 広島市 安佐南区西原5-6-5 03-5783-8850 http://www.sukiya.jp
2698 ㈲八兵衛 やへい 広島市 安佐南区西原4-33-41 082-875-7908

2699 きん菜屋中須店 きん 広島市 安佐南区中須2-14-7 082-831-8929

2700 蔵造 くらぞう 広島市 安佐南区緑井6-7-7 082-876-3453

2701 骨付豚弌歩 いっぽ 広島市 安佐南区西原1-18-11 082-871-5139

2702 お好み焼楓 おこのみやき かえで 広島市 安佐南区八木1-20-24 082-830-2888

2703 珍豚春　祇園店 ちんとんしゃんぎおんてん 広島市 安佐南区西原3-24-12 082-875-6333

2704 すき家54号広島ＩＣ店 すきや ごじゅうよんごう ひろしまいんたーちぇんじてん 広島市 安佐南区緑井5-19-36 0120-498-007

2705 炭火焼肉虎至 すみびやきにくとらじ 広島市 安佐南区大町東3-21-40 082-870-5529

2706 鉄ぱん屋弁兵衛八木店 てっぱんや べんべい やぎてん 広島市 安佐南区八木1-12-22 082-873-2828 http://www.benbe.jp/yagi
2731 広島焼肉専門おく屋 ひろしまやきにくせんもんおくや 広島市 安佐南区八木2-16-13 082-873-6328

2732 居食屋悟空 いしょくやごくう 広島市 安佐南区緑井5-20-4 082-870-1308

2908 新華園 しんかえん 広島市 安佐南区長束3-42-24

2930 ビリー・ザ・キッド緑井店 びりー・ざ・きっどみどりいてん 広島市 安佐南区緑井6-2-15 082-870-6666 www.billy.co.jp
2933 ビリー・ザ・キッド大町店 びりー・ざ・きっどおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-11-10 082-879-3311 www.billy.co.jp
2934 ビリー・ザ・キッド祇園店 びりー・ざ・きっどぎおんてん 広島市 安佐南区長束1-2-15 082-239-7777 www.billy.co.jp
2935 カラオケ・コア からおけ・こあ 広島市 安佐南区長束2-1-21 082-871-1150

2936 カラオケ屋 詩衣音 からおけや しきね 広島市 安佐南区大町東3-29-17 082-877-6673

2947 カラオケ本舗まねきねこ広島八木店 からおけほんぽまねきねこひろしまやぎてん 広島市 安佐南区八木1-20-12 082-225-8848 http://www.karaokemanekineko.jp
2973 ビッグエコー広島安古市店 びっぐえこーひろしまやすふるいちてん 広島市 安佐南区相田1-1-44 082-831-3507

2975 ビッグエコー広島大町店 びっぐえこーひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-27-4 082-831-2655

2978 ピッツェリア・カナダカン祇園店 ぴっつぇりあ・かなだかんごおんてん 広島市 安佐南区西原5-19-44 082-874-8887 www.itsuji.co.jp
2987 そば庄出雲大町店 そばしょういずもおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-15-1 082-870-3271

3000 カラオケ カンタミーア からおけ かんたみーあ 広島市 安佐南区緑井6-21-1 082-830-0454 http://www.provanet.co.jp/
3090 京もつ鍋ホルモン朱々　広島大町店 きょうもつなべほるもんしゅしゅ　ひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区大町東1-4-6 082-877-3929 https://www.facebook.com/shushu.hiroshimaoomachi/
3108 徳川　安古市店 とくがわ　やすふるいちてん 広島市 安佐南区古市3-21-7 082-879-9996

3111 ろく丘　フジグラン緑井店 ろくおか　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-554-1555

3112 じゃんじゃか緑井 じゃんじゃかみどりい 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン緑井３Ｆ 082-831-8003
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3113 たこ風船　フジグラン緑井店 たこふうせん　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン緑井２Ｆ 082-846-5688

3114 さくら食堂 さくらしょくどう 広島市 安佐南区緑井1-5-2　２Ｆフードコート 082-831-1090

3115 珈琲伝説　緑井店 こーひーでんせつ　みどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン３Ｆ 082-831-8008

3116 かご花緑井店 かごはなみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-831-8002

3117 モスバーガーフジグラン緑井店 もすばーがーふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-831-8155

3126 とんかつ浜勝　イオン広島祇園店 とんかつはまかつ　いおんひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3606

3127 花あかり はなあかり 広島市 安佐南区祇園3-2-1-153 082-832-3520

3128 ヘルシー麺 with 麦とろ物語 へるしーめん　うぃず　むぎとろものがたり 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-962-1280

3129 リンガーハット りんがーはっと 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3607

3130 グレイスガーデン ぐれいすがーでん 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-871-6565

3131 マリオテラス まりおてらす 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3663 http://www.sanmario.com/
3132 春夏秋冬 しゅんかしゅうとう 広島市 安佐南区祇園3-2-1-158 082-832-3640

3133 ろく丘 ろくおか 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-555-8277

3134 幸楽苑 こうらくえん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-225-8551

3135 咲きや さきや 広島市 安佐南区祇園3-2-1-３Ｆ 082-850-1120

3136 五ェ門　イオンモール広島祇園店 ごえもん　いおんもーるひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-850-3025 http://goemon.in
3137 焼肉ぐりぐり家　イオンモール祇園店 やきにくぐりぐりや　いおんもーるぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-962-4129 http://www.fresca-co.jp/
3138 食彩健美　野の葡萄　イオンモール広島祇園店 しょくさいけんび　ののぶどう　いおんもーるひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-850-3911

3139 三河屋珈琲 みかわやこーひー 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-962-2122


