
広島県飲酒運転根絶宣言店一覧
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番号

飲食店名 よみがな 所在地 所在地 電話番号 ＵＲＬ

037 海鮮料理みたらい　脇坂屋 かいせんりょうり みたらい わきさかや 呉市 豊町御手洗505-2 0823-66-2424 http://www.wakisakaya.com
038 なごみ亭 なごみてい 呉市 豊町御手洗315 0823-66-3558 http://www.mitarai-nagomi.jp
039 みはらし食堂 みはらし しょくどう 呉市 豊町御手洗甲242-3 0823-66-2056

040 オレンジハウス おれんじはうす 呉市 豊町大長5982-1 0823-66-4020

041 ゆたか海の駅　とびしま館 ゆたかうみのえき とびしまかん 呉市 豊町大長5992-86 0823-67-2377

042 明地　お好み焼き店 あけち　おこみやきてん 呉市 豊町久比2426-1 0823-66-2220

043 パブスナックゆたか ぱぶすなっく ゆたか 呉市 豊町御手洗298 0823-66-2531

072 海軍さんの麦酒舘 かいぐんさんのばくしゅかん 呉市 中通1-1-2　ビューポートくれ1F 0823-26-9090 www.kurebeer.com
175 喫茶　Tie きっさ てぃ 呉市 中通3-5-14 090-8991-0504

205 旨いもん屋 地魚 塚本 うまいもんや じさかな つかもと 呉市 中通2-4-4 0823-24-5440

206 炭焼 鳥長 すみやき とりなが 呉市 中通2-3-5 0823-22-0881

207 關白 かんぱく 呉市 本通2-2-4 0823-24-0831

208 鉄板焼 犇亭 てっぱんやき ほんてい 呉市 中通2-4-5 赤ビル１階 0823-22-7377

209 焼き鳥居酒屋 いし田や やきとりいざかや いしだや 呉市 中通3-7-12 0823-23-5077 http://www.just.st/63343/
210 居酒屋 桐の木 いざかや きりのき 呉市 本通2-2-3 0823-21-0162

211 筑波 つくば 呉市 本通2-3-29 0823-21-4508

212 焼肉 加瀬多 やきにく かせた 呉市 本通4-1-17 0823-21-8953

213 寿司新 すししん 呉市 中通2-5-18 0823-22-7123

214 江戸屋 えどや 呉市 本通4-9-13 0823-22-0868

215 銘酒処 酒狸 めいしょどころ さけたぬき 呉市 中通2-5-12 0823-24-3238

216 くつろ木 くつろぎ 呉市 中通2-6-10 0823-24-6578

217 パブ・スナック アルバトロス ぱぶ すなっく あるばとろす 呉市 中通2-5-12 0823-24-4444

218 お取り寄せカフェ おとりよせ かふぇ 呉市 中通2-1-18 0823-21-4110 http://www2.ocn.ne.jp/~sweets071
219 カフェ ラ ストラーダ かふぇ ら すとらーだ 呉市 中通2-8-17-203 0823-24-3116

220 遊食彩酒 海歩 ゆうしょくさいさい かほ 呉市 本通2-2-24 0823-24-0550

221 モダンズ もだんず 呉市 本通2-7-7 あをいビル１階 0823-21-8522

222 kawazoi teppan izakaya GOTO かわぞい てっぱん いざかや ごとう 呉市 中通3-3-4 0823-22-7611

223 一齋 いっさい 呉市 中通2-8-11 ＫＫビル１階 0823-25-2163

224 if いふ 呉市 中通2-8-11 ＫＫビル１階 0823-22-0870

225 四季亭 みやざき しきてい みやざき 呉市 本通2-7-12 0823-24-4564

226 小鍋立て 五鉄 ごてつ 呉市 中通2-7-5 0823-25-8504

227 花月 かげつ 呉市 本通2-1-15 0823-23-1960 http://www.kure-kagetsu.com
228 美和 みわ 呉市 中通2-7-17 0823-25-9818

229 スナック ぶらうん すなっく ぶらうん 呉市 中通2-7-1 レンガビル２Ｆ 0823-24-0855

230 睦月 むつき 呉市 西中央5-9-9 0823-23-6591

231 あつあつ揚立てっちゃん あつあつあげたて てっちゃん 呉市 吉浦町字池田6552-2 0823-38-0281 http://www.atsuatsu.jp
232 呉森沢ホテル くれ もりさわ ほてる 呉市 本町15-22 0823-21-5188 http://www.kure-morisawa.co.jp
233 暫 しばらく 呉市 本通4-9-15 0823-21-1020

234 五月荘 さつきそう 呉市 本通2-4-10 0823-21-5121 http://www.satsuki-so.com
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323 百合花 ゆりか 呉市 中通4-1-28 黄ビル 0823-23-3050

324 舞夢 まいむ　（まいむすたんど） 呉市 中通4-1-28 黄ビル１Ｆ 0823-24-9501

325 プラム ぷらむ 呉市 中通4-1-28 黄ビル１Ｆ 0823-21-7476

326 かえで かえで 呉市 中通4-1-28 黄ビルＭ２Ｆ 0823-25-1505

327 律子 りつこ 呉市 中通4-1-28 黄ビル１Ｆ 0823-25-3928

328 ＳＵ すー 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル４Ｆ 0823-24-9231

329 ルームＫＥＩＫＯ るーむけいこ 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル３Ｆ 0823-21-1119

330 みゆき みゆき 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル５Ｆ 090-1019-2703

331 ピラニア ぴらにあ 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル５Ｆ 0823-21-0644

332 ゆうもあ ゆうもあ 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル５Ｆ 0823-25-8400

333 かすみ草 かすみそう 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル５Ｆ 0823-25-8612

334 ぎょせん ぎょせん 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル１Ｆ 0823-21-8588

335 リメンバー りめんばー　（めんず　りめんばー） 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル４Ｆ 0823-21-7381

336 ＯｎｅＰｉｅｃｅ わんぴーす 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル４Ｆ 0823-25-4212

337 ディアーズ でぃあーず 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル２Ｆ 0823-22-3188

338 ハナウマ はなうま 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル５Ｆ 0823-23-3751

339 ぴゅあてぃ ぴゅあてぃ 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル３Ｆ 0823-24-9333

340 Ｉｖｙ あいびー 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル４Ｆ 0823-23-7066

341 ゆり ゆり　（すたんど　ゆり） 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル３Ｆ 0823-25-4353

342 古桂 こけい 呉市 中通4-3-27 0823-21-7913

343 アプローチ あぷろーち 呉市 中通3-2-31 0823-24-0715

344 西陣 にしじん 呉市 中通3-2-8 初勢ビル２Ｆ 0823-22-3725

345 みよこ みよこ 呉市 中通3-2-8 初勢ビル１Ｆ 0823-25-7871

346 お兄ちゃんの店 おにいちゃんのてん 呉市 中通3-2-8 初勢ビル１Ｆ 0823-24-5999

347 グレース ぐれーす 呉市 中通3-2-8 初勢ビル１Ｆ 0823-24-7558

348 チルチル ちるちる 呉市 中通3-2-31 0823-22-5873

349 瑞穂 みずほ 呉市 中通3-2-30 初勢ビル１Ｆ 0823-21-3868

350 なんてん なんてん 呉市 本通3-1-11 晃輝ビル５Ｆ 0823-24-7716

351 二つ家 ふたつや 呉市 本通3-1-11 晃輝ビル４Ｆ 0823-21-9329

352 器 うつわ 呉市 本通3-1-11 晃輝ビル５Ｆ 0823-22-3738

353 ｍｙｕｍｙｕ みゅうみゅう 呉市 本通3-1-11 晃輝ビル 0823-23-0023

354 粋宴 すいえん 呉市 本通3-1-11 晃輝ビル 0823-25-1165

355 ＬＯＴＵＳ ろーたす 呉市 中通4-3-1 クリスタルビル 0823-23-2258

356 Ｒ＆Ｊ あーるあんどじぇい 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-25-5351

357 花かんざし はなかんざし 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル５Ｆ 0823-23-6463

358 べんじゃみん べんじゃみん 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル５Ｆ 0823-25-6505

359 苺 いちご 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル５Ｆ 0823-23-8489

360 ＯＮ・ＡＶＥ おん・えーぶ 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル５Ｆ 090-3634-9205

361 チャートハウス ちゃーと はうす 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-32-3020
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362 ニュー萩 にゅーはぎ 呉市 本通3-3-2 池田ビル２Ｆ 0823-22-6337

363 あきやま あきやま 呉市 本通3-3-7 0823-23-0330

364 ナポレオン なぽれおん 呉市 中通3-5-12 中３ビル３Ｆ 0823-22-6090

365 ＡＱＵＡ あくあ 呉市 本通3-1-5 カトウビル２Ｆ 0823-36-3303

366 ウイング ういんぐ 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-23-3305

367 ひぐれ ひぐれ 呉市 中通4-2-22 杖口ビル 0823-25-0889

368 ブルーミチル ぶるーみちる 呉市 中通4-2-25 0823-24-7581

369 司 つかさ　（すたんど　つかさ） 呉市 中通4-1-14 0823-22-8575

370 ザンパノカフェ ざんぱのかふぇ 呉市 中通4-2-22 0823-25-9475

371 シロクマ しろくま 呉市 本通4-2-17 0823-23-4690

372 京子の部屋 きょうこのへや 呉市 本通4-1-10 サクマビル２Ｆ 0823-25-6667

373 ニュー山廣 にゅーやまひろし　（にゅーやまひろ？） 呉市 本通4-1-6 0823-24-0801

374 どん底 どんぞこ 呉市 本通2-2-2 0823-21-7147

375 英 はなぶさ　（はなぶさ　すたんど） 呉市 本通4-1-6 0823-24-7332

376 よしえ よしえ　（よしえ　すたんどばー） 呉市 中通3-8-3 0823-23-2954

377 くるみ くるみ 呉市 中通4-1-5 0823-25-4037

378 多恋人 たれんと　（たれんにん？） 呉市 中通4-12-7 0823-24-3176

379 胡蝶蘭 （からおけらうんじ　こちょうらん？） 呉市 本通1-2-16 0823-22-6780

380 ＺＯＯ ずー 呉市 中通4-12-12 0823-25-1707

381 プレイボーイ ぷれいぼーい 呉市 中通4-11-13 光ビル３Ｆ 0823-23-1496

382 希福 きふく 呉市 本通4-1-5 オレンジビル１Ｆ 0823-22-3733

383 ＹＯＫＯＳＡＫＩ よこさき 呉市 本通4-1-17 0823-22-2714

384 サボーイ さぼーい 呉市 本通4-2-17 メトロビル１Ｆ 0823-24-9664

385 モンシェールトントン もんしぇーる　とんとん 呉市 中通4-12-7 0823-23-7749

386 純愛 じゅんあい 呉市 中通4-12-12 0823-24-5822

387 サンクチュアリ さんくちゅあり 呉市 中通4-12-7 ムーランルージュビル４Ｆ 0823-22-0769

388 ｅｓ えす　（えす　ばーあんどかふぇ） 呉市 中通4-12-7-101 0823-22-0058

389 ＴＡＢＯＯ たぶー 呉市 中通4-12-8 0823-22-7077

390 ＥＧＯＩＳＴ えごいすと 呉市 中通3-4-27 090-6434-7106

391 叶 かのう 呉市 中通3-3-4 サトウビル２Ｆ 0823-24-9610

392 有飲多夢 ういんたむ 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル２Ｆ 0823-23-5114

393 てるこ てるこ 呉市 中通3-3-27 ナダタ１Ｆ 0823-24-7529

394 ルイーダ るいーだ 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル４Ｆ 0823-22-2994

395 奈津 なつ 呉市 中通3-3-8 ナニワビル１Ｆ 0823-21-5287

396 じょうもん じょうもん 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル５Ｆ 0823-24-6519

397 ＹＵ-ＭＵ ゆーむ 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル 0823-22-3159

398 ＳＵＣＣＥＳＳ さくせす 呉市 中通3-3-8 なにわビル２Ｆ 0823-23-4686

399 ＰＩＧＧＹぱんく ぴっぐ　ぱんく 呉市 中通3-3-10 灘ビル 0823-24-6299

400 バレンタイン ばれんたいん 呉市 中通4-1-28 黄ビル６Ｆ 0823-22-2350
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401 ヴォルケイノウ ヴぉるけいのう 呉市 中通4-1-28 黄ビル３Ｆ 0823-23-4156

402 魔女 まじょ 呉市 中通4-1-28 黄ビル３Ｆ 0823-23-3300

403 ＳＩＳＴＥＲ しすたー　（しすたー　すたんど） 呉市 中通4-1-28 黄ビル６Ｆ 0823-21-4881

404 杏子 きょうこ 呉市 中通4-1-28 黄ビル４Ｆ 0823-22-0804

405 Ｍ’Ｓ みず 呉市 中通4-1-28 黄ビル４Ｆ 0823-26-5137

406 トーク とーく 呉市 中通4-1-28 黄ビル６Ｆ 0823-22-3635

407 カレント かれんと 呉市 中通4-1-28 黄ビル 0823-25-5515

408 パパス ぱぱす 呉市 中央3-11-12 パンビル 0823-25-5909

409 ラウンジ若か菜 らうんじ わかかさい 呉市 中通4-2-3 0823-24-4151

410 かくれんぼ かくれんぼ 呉市 中通4-2-7 0823-23-7721

411 美佐 みさ 呉市 中通4-3-24 0823-23-1790

412 真 まこと 呉市 中通4-3-1 クリスタルビル 0823-22-0701

413 優華 ゆうか 呉市 中通4-3-1 クリスタルビル 0823-26-5558

414 サロンドトゥモロー さろんど とぅもろー 呉市 中通4-2-10 0823-24-7500

415 に～にゃ にーにゃ　（るーむ　にーにゃ） 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル２Ｆ 0823-24-8252

416 バンカー ばんかー 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-25-6277

417 ラウンジひらた らうんじ ひらた 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル２Ｆ 0823-24-1333

418 ひろみ ひろみ　（すたんど　ひろみ） 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル４Ｆ 0823-26-5366

419 Ｆｏｒ Ｓｅａｓｏｎ　 ふぉーしーずん 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル３Ｆ 0823-24-8334

420 Ｔｏｇｅｔｈｅｒ とぅぎゃざあ 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル６Ｆ 0823-22-5577

421 ラベンダー らべんだー 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル 0823-24-8020

422 アプローズ あぷろーず　（すたんど　あぷろーず） 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル３Ｆ 080-3872-1008

423 ベルアミー べるあみー 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-22-0609

424 花林 かりん 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル３Ｆ 0823-24-5239

425 葵 あおい　（あおい　すたんど） 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-21-2486

426 朱夏 しゅか 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-25-8415

427 あじさい あじさい　（すなっく　あじさい） 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-22-1822

428 ラウンジみなみ らうんじ みなみ 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-24-6560

429 春風 はるかぜ 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル４Ｆ 0823-22-8899

430 おり姫 おりひめ 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル２Ｆ 0823-26-3333

431 桜佳 おうか　（すたんど　おうか） 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル３Ｆ 0823-24-6779

432 白い街 しろいまち 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル３Ｆ 0823-23-1953

433 いた和りや いたわりや 呉市 本通2-1-16 0823-32-1181

434 クニ くに　（すたんど　くに） 呉市 中通3-1-10 0823-23-1315

435 孝 たか 呉市 東中央1-12-15 0823-25-3920

436 香蘭 こうらん 呉市 中通4-5-6 0823-22-1919

437 あおぞら あおぞら 呉市 中通4-10-14 0823-24-6600

438 粋酔 すいすい 呉市 中通3-3-14 灘ビル２Ｆ 0823-23-2122

439 粋 すい　（すたんど　すい） 呉市 中通3-3-10 灘ビル４Ｆ 0823-22-8099
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440 白桜 はくおう 呉市 中通3-3-10 灘ビル 0823-23-8555

441 合歓 ねむ 呉市 中通3-3-10 灘ビル 0823-21-9728

442 代 だい　（だい　すたんど） 呉市 中通3-3-10 灘ビル３Ｆ 0823-23-6090

443 淳 じゅん 呉市 本通3-2-6 0823-21-8145

444 すみれ すみれ 呉市 中通4-5-8 Ｉビル２Ｆ 0823-24-5315

445 ａｂｂｅｙ あびぃ 呉市 中通3-3-10 灘ビル３Ｆ 0823-55-4377

446 とざき とざき 呉市 中通2-2-6 0823-22-3732

447 Ｃａｎ きゃん 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル５階 0823-23-0672

448 プリティ ぷりてぃ 呉市 中通4-7-11 川尻ビル２Ｆ 0823-21-3686

449 パパイヤ２号 ぱぱいやにごう 呉市 中通4-10-2 ２階 0823-21-0241

450 ピーチタイム ぴーちたいむ 呉市 中通3-4-28 0823-21-0664

451 N・アカプルコの海 えぬ・あかぷるこのうみ 呉市 中通4-11-15 0823-22-4048

452 N・シルクロード えぬ・しるくろーど 呉市 中通3-6-7 0823-22-8890

453 Ｇ－Ｄｉｎｉｎｇ ＲＩＺＥ じー だいにんぐ らいず 呉市 中通4-1-28 黄ビル６Ｆ階 0823-24-6923

454 台所家 だいどころや 呉市 中通4-10-2 １階 0823-24-2213

455 クラブ　クイーンズ くらぶ　くいーんず 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル６階 0823-31-5553

456 自由時間 じゆうじかん 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル４階

457 花門 かもん 呉市 中通3-2-15 Ｆビル３Ｆ 0823-23-5626

458 ドールズバー どーるず　（どーるず　ばー） 呉市 中通3-2-8　初勢ビル１Ｆ 0823-24-2030

459 ラウンジ　桜花 おうか　（らうんじ　おうか） 呉市 中通3-2-15 Ｆビル２階 0823-21-9719

460 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｂｉｔ しょっとばー　びっと 呉市 中通3-2-30 初勢ビル２Ｆ 0823-21-8022

461 Ｏｖｅｒ おーばー 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル３階 0823-22-4377

462 ＬＯＵＮＧＥ ＳＥＡＳＯＮ らうんじ　しーずん 呉市 中通3-3-12 ナダビル１F 0823-21-9488

463 彩久ら さくら 呉市 中通3-3-8 0823-22-8022

464 ＢＡＣＫ ＢＥＡＴ ばっくびーと 呉市 中通3-2-26 0823-23-9817

465 Ｇ じー 呉市 中通3-3-8 0823-22-8022

466 スタンド　プラスわん すたんど　ぷらすわん 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル１階 0823-26-7523

467 スタンド　ハート すたんど　はーと 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル３階 0823-24-5667

468 NEW　ページわん にゅー　ぺーじわん 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル１階 0823-26-7523

469 WINウイン ういん ういん 呉市 中通3-4-27 Ｆ２ビル１階 0823-24-5623

470 豚屋　ごとう ぶたや　ごとう 呉市 中通3-4-4 十宝ビル１階 0823-23-2505

471 鉄板お好み焼き　あしあと てっぱん おこのみやき　あしあと 呉市 蔵本通り３丁目付近　屋台 090-1180-3418

472 暖のん のんのん 呉市 中通4-2-25 0823-24-6321

473 京風串揚げ　喝一 きょうふうくしあげ　かついち 呉市 中央3-11-22 PANビル２階 0823-23-1161

474 相撲茶や　たかばやま すもうぢゃや たかばやま 呉市 中央3-11-22 PANビル４階 0823-24-0850

475 うどんの天　呉店 うどんのてん　くれてん 呉市 中通4-1-26 0823-23-8862 http://www.udon-ten.jp/
476 レジェンド れじぇんど 呉市 中央3-11-22 PANビル５階 0823-21-6688

477 伊酒屋　ヴェッキオ いざかや　ヴぇっきお 呉市 中央3-11-22 PANビル４階 0823-26-4078

478 居酒屋　利根 いざかや　とね 呉市 本町2-2 0823-24-6166

http://www.udon-ten.jp/
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479 ラウンジ　ＩＧ　ＺＯＵＮ らうんじ　IG ZONE 呉市 中通3-4-8 ２階 0824-24-1460

480 ＩＧ　ＺＯＵＮ IG ZONE 呉市 中通3-4-8 １階 0823-24-1460

481 どとんこつ　石宗 （本店） どとんこつ　いしむね　（どとんこつ　いしむね　ほんてん） 呉市 中通3-4-6 0823-24-1460

482 プレスリー ぷれすりー 呉市 中央3-11-16 アヴェニュービル２階 0823-25-2627

483 ドリームナイト　亜耶 どりーむないと　あや 呉市 本通3-1-12　２階 0823-32-7887

484 スタンド　ＭＯＯＮ すたんど　むーん 呉市 本通4-3-27 ＶＳビル４階 0823-24-7727

485 ドルチェ どるちぇ 呉市 中通4-12-9 0823-23-2767

486 プレミアム ぷれみあむ 呉市 中通3-4-3 0823-21-6262

487 ショークラブ　マリアージュ しょーくらぶ　まりあーじゅ 呉市 中通3-2-30 初勢ビル８Ｆ

488 マリオネット１号店 まりおねっと いちごうてん 呉市 中通4-11-15 0823-25-5252

489 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｄａｎｊｙｏ らうんじ　だんじょう 呉市 中通4-12-20 0823-26-5833

490 貴 たか 呉市 中通4-12-9 0823-25-2232

491 Ｆｉｎｅ ふぁいん 呉市 中通4-12-7 ムーランルージュビル２Ｆ 0823-24-8818

492 ＰＡＬＭＡＲＯＳＡ ぱるまろーざ 呉市 中通4-12-7 ムーランルージュビル２Ｆ 0823-25-6550

493 スタンド　み～こ みーこ　（すたんど　みーこ） 呉市 中通4-12-8 0823-23-1125

494 リプル りぷる 呉市 中通4-12-8 ２階 090-6592-9120

495 お店ばなし おみせばなし 呉市 中通4-1-5　オレンジビル３Ｆ 0823-22-8035

496 アメリカ あめりか 呉市 中通3-6-7 0823-22-0887

497 Ｒｕｓｈ らっしゅ 呉市 中通4-1-5　オレンジビル３Ｆ 0823-25-3937

498 雛 ひな 呉市 中通4-1-5　オレンジビル２Ｆ 0823-21-8777

499 フューチャー ふゅーちゃー 呉市 中通4-12-1 0823-21-7901

500 ケラウスランプラ くらうすけんぷら 呉市 中通3-4-18 ２Ｆ 0823-23-8290

501 赤玉商店 あかだま しょうてん 呉市 中通4-1-25 0823-22-2565

502 三番街 さんばんがい 呉市 中通4-12-13 0823-22-8074

503 せぴあ せぴあ　（すたんど　せぴあ） 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル３階 0823-24-0038

504 Ａ　ｂｒｉｇｈｔ　Ｍｏｏｎ あ　ぶらいと　むーん 呉市 中通3-2-26 宝来ビル２Ｆ 0823-24-9398

505 ブルーム ぶるーむ 呉市 中通3-1-28 オリエンタルビル２階 0823-23-7781

506 ＭＥＭＰＨＩＳ　ＧＡＮＧ　ＣＡＦＥ めんふぃす　ぎゃんぐ　かふぇ 呉市 本通4-4-11　３Ｆ 0823-25-6199

507 ＢＡＲ　ＪＡＨ　ＬＩＶＥ ばー　じゃーりふ 呉市 中通4-2-10 ２Ｆ 0823-36-7555

508 ＲＹＵ　麺 りゅー　めん 呉市 中通4-3-18 0823-25-2622

509 キャラ きゃら 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-23-7021

510 ラ・ブランシェ ら・ぶらんしぇ 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-23-1919

511 花みずき はなみずき 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル６Ｆ 0823-25-6887

512 風花 ふうか 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル 0823-22-8008

513 花夢花夢 かむかむ 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル６Ｆ 0823-24-7887

514 ティファニー てぃふぁにー 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル５Ｆ 0823-24-9770

515 ラフ らふ 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル３Ｆ 0823-24-8882

516 グリーン、グラス ぐりーん　ぐらす 呉市 中通4-2-3 ダイヤモンドビル２Ｆ 0823-24-9039

517 呉マリンボウル くれまりんぼうる 呉市 宝町4-21 折本マリンビル３階 0823-23-3737
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518 マジック まじっく 呉市 広本町1-7-11-101 0823-74-5165

519 チャップリン ちゃっぷりん 呉市 中通3-1-4 サンタフェビル４Ｆ 0823-22-3090

520 寿司幸 すしこう 呉市 本通3-3-2 0823-21-2037

521 旬麺　　晴れる家 しゅんめん　はれるや 呉市 広本町1-1-3 0823-72-0650

522 日招きの里 ひまねきのさと 呉市 宝町4-21 0823-32-3108

523 ナイトサパー　ロンリー ろんりー 呉市 中通3-1-3 越智びる５Ｆ 090-8995-5909

524 お好み焼きの店　ぼてじゆ おこのみやきのみせ　ぼてじゆ 呉市 中通3-8-16 2F 090-6415-3234

783 寿司芳 すしよし 呉市 中通3-2-10 0823-21-3449

784 利根 とね 呉市 中通4-1-8 0823-21-4643

785 本家 鳥好 ほんけ とりよし 呉市 中通3-2-3 0823-24-7667

786 周 あまね 呉市 中通2-2-4 0823-24-9091

787 たつ房 たつぼう 呉市 中通3-5-15 エトワール101ビル 101号 0823-24-5501

822 大阪王将 呉焼山店 おおさかおうしょう くれやけやまてん 呉市 焼山西3-4-13 0823-30-5155 http://www.ekura.co.jp
986 焼肉ふじや やきにく ふじや 呉市 中通2-3-15 イーストビル２Ｆ 0823-36-2989

1006 比国レストラン＆パブ MABUHAY ふぃりぴん れんとらん ぱぶ まぶはい 呉市 中通1-4-2 0823-21-8002

1024 うどんの仁毛作 うどんのにもうさく 呉市 中央3-11-13 0823-22-1991 http://business4.plala.or.jp/aieru-20/
1028 カラオケスナック いんこ からおけすなっく いんこ 呉市 本通1-2-14 0823-24-6619

1029 カラオケ喫茶 ソング からおけきっさ　そんぐ 呉市 中通1-4-7 0823-23-7110

1030 麺屋 宙 めんや そら 呉市 本通1-2-1 0823-25-2146

1031 らーめん香龍 呉店 らーめんこうりゅう くれてん 呉市 中通1-3-26 0823-32-5133

1032 ㈱つるべ つるべ 呉市 本通3-3-7 0823-25-3940

1033 なにわ寿司　「な」くずし字？ なにわずし 呉市 中通1-4-7 0823-21-8860

1034 食事処　寿里庵 しょくじどころ　じゅりあん 呉市 本通2-1-18 0823-78-2052

1035 お好み焼き 裕ちゃん おこのみやき　ゆうちゃん 呉市 本通1-2-5 0823-22-3077

1036 紋 もん 呉市 本町22-6 0823-21-0186

1037 せとや せとや 呉市 中通1-4-9 0823-25-9981

1068 徳川　広店 とくがわ　ひろてん 呉市 広白石2-6-37 0823-70-0600 http://www.tokugawa.jp/
1074 徳川　呉店 とくがわ　くれてん 呉市 中通3-6-14-2F 0823-23-8889 http://www.tokugawa.jp/
1078 徳兵衛　呉駅ビル店 とくべえ　くれえきびるてん 呉市 宝町1-16-1F 0823-24-0222 http://www.tokugawa.jp/
1083 三丁目食堂 れんが亭 さんちょうめしょくどう れんがてい 呉市 中通3-6-21 0823-22-7432

1148 叙寿苑 呉店 じょじゅえん くれてん 呉市 中通2-2-6 0823-23-1129

1200 かくれんぼ かくれんぼ 呉市 広本町1-11-11 0823-73-7233

1204 和さび 広店 わさび ひろてん 呉市 広本町1-11-32 0823-73-7950

1214 インド料理マヤ 呉店 いんどりょうりまや くれてん 呉市 中央4-3-7 シャンピア中央２階 0823-25-2229 http://www.maya2265.com
1215 インド料理マヤ 広店 いんどりょうりまや ひろてん 呉市 広古新開1-4-7 0823-74-3079 http://www.maya2265.com
1222 魚民 呉駅前店 うおたみ　くれえきまえてん 呉市 宝町2-50 レクレ３階 0823-21-9988

1283 お好み焼 鉄板焼 ルル おこのみやき　てっぱんやき　るる 呉市 広本町1-1-16 0823-73-1215

1284 ホワイトハウス ほわいとはうす 呉市 広弁天橋町8-35 0823-73-4409

1285 うどんの天 （本店） うどんのてん ほんてん 呉市 広古新開2-15-21 0823-71-6662 http://www.udon-ten.jp/

http://www.ekura.co.jp/
http://business4.plala.or.jp/aieru-20/
http://www.maya2265.com/
http://www.maya2265.com/
http://www.udon-ten.jp/
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1286 とうげ とうげ 呉市 広白石2-4-12 0823-74-1314

1287 お好み焼 ますき おこのみやき ますき 呉市 広大新開2-25-16 0823-73-7055

1288 喫茶 とんぼ きっさ とんぼ 呉市 広大新開2-22-21 0823-71-7000

1289 牛角 広店 ぎゅうかく ひろてん 呉市 広古新開6-9-7 0823-76-2929

1290 喫茶 クレヨン きっさ くれよん 呉市 広中町5-24 0823-72-0425

1291 喫茶 さかえ きっさ さかえ 呉市 広中町4-33 0823-71-8811

1292 麺工房 昇龍 めんこうぼう しょうりゅう 呉市 広大新開1-3-14

1293 御料理処 木の芽 おりょうりどころ きのめ 呉市 広中町14-11-102 0823-74-7711

1294 ＢＡＲ 両歓 ばー りょうかん 呉市 広本町1-2-7 0823-71-6009

1299 梶ヶ浜のお月さん かじがはまのおつきさん 呉市 下蒲刈町下島839-16 0823-65-3440

1300 きしな きしな 呉市 下蒲刈町下島697-1 0823-65-2774

1301 カフェ グリグリ かふぇ ぐりぐり 呉市 阿賀中央7-7-40 0823-75-1090

1302 カルビ焼肉 牛次郎 かるびやきにく ぎゅうじろう 呉市 広白石2-6-39 0823-72-1088

1303 笹兵衛 マリンポリス ささべえ まりんぽりす 呉市 広白石2-2-41 0823-76-6640

1304 大阪王将 広東マックスバリュ店 おおさかおおしょう　ひろひがしまっくすばりゅてん 呉市 広白石4-2-1 0823-74-1560

1305 長浜ラーメン博多屋 広店 ながはまらーめんはかたや ひろてん 呉市 広白石2-1-25 0823-76-0711

1306 さぬき さぬき 呉市 広本町3-2-17 0823-73-2584

1307 しろ屋 しろや 呉市 広本町2-1-40-103 0823-71-2858

1308 くつろぎカレー ease eat くつろぎかれー いーず いーと 呉市 広本町2-1-41-203 0823-71-9113

1309 来々軒 らいらいけん 呉市 広本町2-1-40-101 0823-72-8890

1310 株式会社 ジョイフル 広店 じょいふる ひろてん 呉市 広古新開7-11-8 0823-76-5018

1311 長崎ちゃんめん 広店 ながさきちゃんめん ひろてん 呉市 広古新開2-8-4 0823-74-2935

1312 ゴマちゃん お好み焼 ごまちゃん おこのみやき 呉市 広古新開2-15-1 0823-74-1133

1313 大戸屋 ごはん処 呉広店 おおとや　ごはんどころ　くれひろてん 呉市 広古新開8-8-8 0823-72-8815

1314 スナック喫茶 沙羅 すなっくきっさ さら 呉市 阿賀南3-1-23 0823-72-4063

1315 お好み 仲ちゃん おこのみ なかちゃん 呉市 阿賀南6-3-7 0823-74-2918

1316 お好み焼 みっちゃん おこのみやき みっちゃん 呉市 広中新開3-16-28 0823-71-2800

1317 あ お好み焼き あ おこのみやき 呉市 阿賀中央6-2-11 0823-71-8660

1320 ともえ食堂 ともえしょくどう 呉市 阿賀南1-1-33 0823-71-5073

1321 福ちゃん ふくちゃん 呉市 阿賀中央3-9-2 0823-73-6776

1322 スタンド まこ すたんど まこ 呉市 広本町1-13-7 ノイエビル2Ｆ 0823-73-1498

1323 居酒屋 てんまる いざかや てんまる 呉市 広本町1-6-11 0823-73-7600

1324 春駒 はるこま 呉市 広本町1-9-23 0823-74-0255

1325 安兵衛 やすべい 呉市 広本町1-12-16 0823-71-7603

1326 炭火焼肉 南大門 すみびやきにく なんだいもん 呉市 広本町1-6-22 0823-73-1717

1327 ラーメン ○ らーめん まる 呉市 広古新開1-8-26 0823-71-3563

1328 広ステーションホテル アネックス ひろすてーしょんほてる あねっくす 呉市 広中町4-16 0823-71-0101

1329 ㈲冨士屋 ふじや 呉市 広中町5-16 0823-72-6161

1330 広ステーションホテル ひろすてーしょんほてる 呉市 広中町4-29 0823-71-2233
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1331 ほまれ座 広駅前店 ほまれざ ひろえきまえてん 呉市 広中町10750-1 0823-76-4551

1332 ミスカラ広店 みすからひろてん 呉市 広駅前1-1-2-1 0823-74-9000 http://www.misukara.co.jp/hiro.php
1339 ORANGE K'S おれんじ けいず 呉市 広本町1-9-16 0823-73-9539

1341 寿し海華 すしかいか 呉市 広古新開6-19-2 0823-72-5565

1342 レストラン花美月 れすとらん はなみづき 呉市 蒲刈町大浦2868-2 0823-66-0358

1343 八剣伝 広駅前店 はっけんでん ひろえきまえてん 呉市 広白石1-1-14 0823-75-0912

1344 すき家 呉東店 すきや　くれひがしてん 呉市 広中町1-21 0823-74-0088

1345 しゃぶしゃぶ温野菜 広店 しゃぶしゃぶおんやさい ひろてん 呉市 広古新開7-11-11 0823-72-1831

1346 カフェ・テラス・なう かふぇ・てらす・なう 呉市 広大新開1-3-20 0823-73-0705

1347 スタンド ネネ すたんど ねね 呉市 広本町1-11-16 0823-74-0093

1348 カラオケ かよ からおけ かよ 呉市 阿賀北8-1-3-102 0823-73-0858

1349 民宿 トゥモローハウス みんしゅく　とぅもろーはうす 呉市 下蒲刈町下島839-2 0823-65-2265 http://www5.ocn.ne.jp/~tmrrw-h/index.html
1350 大盛 おおもり 呉市 広本町2-1-47 0823-73-2111 http://www3.ocn.ne.jp/~ohmori/
1351 カラオケ かえで からおけ かえで 呉市 広本町1-11-19 0823-71-8155

1352 スタンド さくら すたんど さくら 呉市 広本町1-9-25 0823-74-6055

1353 焼肉力 やきにくりき 呉市 阿賀南2-7-4 0823-71-4759

1354 やまちゃん うどん やまちゃん うどん 呉市 広文化町12-6 0823-72-0304

1355 御食事処 はやせ おしょくじどころ はやせ 呉市 広古新開2-16-1 0823-72-8854

1356 お好み焼 ゆうちゃん おこのみやき ゆうちゃん 呉市 広文化町4-55 0823-73-7244

1357 お好み焼 ほてい家 おこのみやき ほていや　 呉市 広本町2-14-41 0823-73-9399

1358 呉冷麺 オカダ くれれいめん おかだ 呉市 広文化町4-36 0823-71-4667

1359 しょっちゅう さくら しょっちゅう さくら 呉市 安浦町中央1-2-27 0823-84-3562

1360 ベンチャーかまがり（であいの館） べんちゃーかまがり（であいのやかた） 呉市 蒲刈町向985-1 0823-68-0120 http://www.kamagari.com/
1361 食堂とっくん しょくどう とっくん 呉市 蒲刈町向1344 0823-68-0744

1362 恵みの丘レストラン めぐみのおか れすとらん 呉市 蒲刈町大浦 0823-70-7010

1369 お好み まっちゃん おこのみ まっちゃん 呉市 阿賀中央7-7-39 0823-75-0315

1370 来っちん 彩菜 きっちん さいさい 呉市 広本町1-1-41 090-4699-0344

1371 くるくる寿司 広店 くるくるすし ひろみせ 呉市 広本町3-1-5-101 0823-73-2555

1372 café ROXY かふぇ ろきしー 呉市 広本町1-13-4 宮川ビル2Ｆ 0823-36-6144

1373 焼鳥よりみち やきとり よりみち 呉市 安浦町中央北2-5-20 0823-84-4302

1374 グリーピアせとうち お湯都ぴあ ぐるーんぴあせとうち おゆとぴあ 呉市 安浦町三津口326-48 0823-84-6624

1375 やまき醤油蔵 やまきしょうゆぐら 呉市 安浦町中央1-3-14 0823-84-0422

1376 くら家 広店 くらや　ひろてん 呉市 広本町3-13-65 0823-36-5400

1377 大阪王将 呉広店 おおさかおおしょう　くれひろてん 呉市 広古新開7-7 0823-69-0055

1378 平和園 広店 へいわえん ひろてん 呉市 広駅前1-2-8 0823-73-6333

1379 赤煉瓦 あがれんが 呉市 広本町11-13 0823-71-7875

1380 らーめん処 山来亭 らーめんどころ　やまきとおる 呉市 広本町1-7-11 山根ビル1F 0823-75-1033

1381 チャイナビストロ広 ちゃいなびすとろ ひろ 呉市 広本町1-9-15

1382 民宿とみ屋 みんしゅく とみや 呉市 蒲刈町大浦41 0823-66-0416

http://www.misukara.co.jp/hiro.php
http://www5.ocn.ne.jp/~tmrrw-h/index.html
http://www3.ocn.ne.jp/~ohmori/
http://www.kamagari.com/
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1383 スナック らん すなっく らん 呉市 広本町1-1-38 0823-73-7755

1384 呉広食堂 くれひろしょくどう 呉市 広古新開7-7-21 0823-76-5090

1385 なか卯 呉広店 なかう くれひろてん 呉市 広文化町1-6 0823-73-2929

1386 ネオ ねお 呉市 広本町1-1-38 野呂プラザ1Ｆ 0823-74-1339

1387 レオ れお 呉市 広本町1-1-38 野呂プラザ2Ｆ 0823-74-1317

1388 お好み焼 喫茶 聖夜（イヴ） おこのみやき きっさ いヴ 呉市 広本町1-3-3 0823-72-7720

1389 お好焼 デージ おこのみやき でーじ 呉市 広本町2-2-6 0823-72-7761

1390 魚河岸 はまもと うおがし はまもと 呉市 広本町2-2-4 0823-71-3766

1391 だるま食堂 だるま しょくどう 呉市 広古新開3-2-28 090-2542-8024

1392 まる吉 まるきち 呉市 広本町1-12-15 0823-36-7768

1393 お好み焼き＆定食 くいしんぼう おこのみやき あんど ていしょく くいしんぼう 呉市 広中新開2-14-26 0823-73-9141

1394 ホルモン焼肉 ぶち ほるもんやきにく　ぶち 呉市 広本町1-1-39 0823-75-2929

1395 ＣＡＦＥ ＢＬＥＵ かふぇ ぶりゅ 呉市 広古新開2-7-8 090-2177-7598

1396 わびや わびや 呉市 広本町1-13-4-1 080-5615-7334

1397 広島県立県民の浜 輝きの館 ひろしまけんりつけんみんのはま　かがやきのやかた 呉市 蒲刈町大浦字前沖浦7605 0823-66-1177

1398 広島県立県民の浜 やすらぎの館 ひろしまけんりつけんみんのはま　やすらぎのやかた 呉市 蒲刈町大浦字前沖浦7605 0823-66-1126

1439 翁 おきな 呉市 阿賀中央7-5-19 0823-73-4443

1440 ㈱サイゼリヤ 呉広店 さいぜりや くれひろてん 呉市 広古新開8-5-26 0823-76-2251

1441 鴻之巣 こうのす 呉市 広本町1-1-16 0823-73-9234

1442 Ｊｕｎｋｏ じゅんこ 呉市 広本町1-1-38 0823-74-6577

1443 とり源 とりげん 呉市 広本町1-13-2 0823-72-2012

1444 島宿 あこう しまやど あこう 呉市 蒲刈町向3251-14 0823-68-0453

1445 とうてつ庵 とうてつあん 呉市 広本町3-22-29 0823-74-2015 http://www.toutetsu.com/
1446 北海ラーメン ほっかい らーめん 呉市 広本町1-11-4 0823-72-8822

1447 スタンド ＪＵＪＵ すたんど じゅじゅ 呉市 広本町1-1-38 0823-73-4621

1451 ㈲亀屯 きーとん 呉市 広大新開1-1-34 0823-72-4742

1452 喫茶 TOM きっさ　とむ 呉市 広大新開1-2-3 0823-74-6592

1453 ムツゴロウラーメン むつごろうらーめん 呉市 広駅前1-2-32 0823-74-2904

1454 よしむら寿し よしむらずし 呉市 広本町1-9-23 0823-71-7912

1455 やまぼうし やまぼうし 呉市 郷原町1672-1 0823-77-2034

1456 まる吉 仁方店 まるよし にがたてん 呉市 仁方西神町6-1 0823-79-5003

1457 お好み焼 みや おこのみやき みや 呉市 仁方桟橋通14-1 0823-79-5878

1458 豊味園 ほうみえん 呉市 仁方西神町6-1 0823-79-6530

1459 おこのみやき 味相 おこのみやき あいそう 呉市 仁方西神町4-15 0823-79-5046

1460 Café & Kitchen Smaak かふぇ あんど きっちん すまーく 呉市 広本町1-13-18 0823-72-4814

1461 東陽軒 とうようけん 呉市 広本町1-11-37 0823-71-7533

1463 焼肉 モランボン やきにく もらんぼん 呉市 阿賀中央3-4-4 0823-72-8870

1464 よりみち処 笑月 よりみちどころ しょうげつ 呉市 広本町1-1-37 0823-71-1131

1465 カラオケ サロン 小道 からおけ さろん こみち 呉市 広本町1-11-22 090-1015-1571

http://www.toutetsu.com/
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1466 うたのもり ヨコブンⅡ うたのもり よこぶん 呉市 広本町1-10-16 0823-75-2320

1467 しらかば しらかば 呉市 広本町1-12-10 0823-71-0606

1468 カラオケ 男茶女 からおけ おちゃめ 呉市 広本町1-11-13 0823-72-8880

1469 きらく きらく 呉市 広本町1-6-10 0823-71-7786

1485 Yuki's Dining がんぼ ゆきず だいにんぐ　がんぼ 呉市 広本町1-11-33 0823-74-2062

1486 ぶんぶん ぶんぶん 呉市 広本町1-1-36 0823-73-5677

1487 炭火焼 天狗 すみびやきにく てんぐ 呉市 広本町1-2-23 090-2865-7639

1488 カラオケ喫茶 一文字 からおけきっさ　いちもんじ 呉市 広本町1-11-16 0823-72-1020

1489 呑み喰い処 浪 のみくいどころ なみ 呉市 広本町1-11-27 0823-71-4383

1490 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 呉広店 かれーはうす ここいちばんや　くれひろてん 呉市 広古新開8-5-20 0823-76-5788 http://www.ichibanya.co.jp/index.html
1491 第五鳥八 だいごとりはち 呉市 広本町1-2-9 0823-72-3221

1492 かわすじ かわすじ 呉市 広本町1-1-4 0823-73-2597

1493 居酒屋 じゅん いざかや じゅん 呉市 広本町1-1-17 ＫＹビル1Ｆ 0823-72-7644

1494 遊食家 めぐみ ゆうしょくや めぐみ 呉市 広本町1-11-33 0823-75-1150

1495 すみよし ラーメン すみよし らーめん 呉市 広古新開2-13-28 0823-73-3315

1496 スナック ゼロ すなっく ぜろ 呉市 広本町1-11-32-101 0823-72-7789

1497 味楽 みらくる 呉市 広本町1-11-22 0823-75-1161

1547 松寿司 まつすし 呉市 阿賀南3-4-4 0823-73-1388

1548 人情居酒屋 あかり家 にんじょういざかや あかりや 呉市 広本町1-11-16 ホタルビル１Ｆ 0823-75-1303

1651 鉄板焼き 尚 てっぱんやき しょう 呉市 広本町1-13-18 0823-73-7647

1652 魚々屋 ふなこし ととや ふなこし 呉市 広本町1-11-32-1Ｆ 0823-72-1986

1653 和風スナック さと わふうすなっく さと 呉市 広本町1-2-9 0823-72-7787

1654 もみじ もみじ 呉市 広本町1-12-10 0823-72-6126

1655 金剛亭 こんごうてい 呉市 広本町1-12-8 0823-72-7705

1656 カラオケ喫茶 とんぼ からおけきっさ とんぼ 呉市 広本町1-12-18 0823-73-9242

1657 スタンド 春来 すたん 呉市 広本町1-11-10 0823-72-8855

1658 かつら蒲刈本店 かつら 呉市 蒲刈町宮盛2032-1 0823-66-0114

1659 BAR CLOVER ばー くろーばー 呉市 広本町1-1-11-102 0823-74-0051

1660 シェルタ しぇるた 呉市 広本町1-1-11 0823-74-8244

1661 スタンド パラレル すたんど ぱられる 呉市 広本町1-12-10 0823-73-9095

1662 HIRO ＳＡＫＡＢＡ ひろ　さかば 呉市 広本町1-1-3 0823-36-2414

1835 海鮮うまいもん 潮家 呉本通り店 かいせんいまいもん しおや くれほんどおりてん 呉市 本通4-1-17-2F 0823-21-4081

1837 瀬戸海鮮 潮家 せとかいせん しおや 呉市 安浦町安登3148-10 0823-70-6807

1858 めん道楽 広店 めんどうらく ひろてん 呉市 広白石1-2-37 0823-74-6593

1940 花希 はなき 呉市 広本町1-1-38 野呂プラザ3F 0823-73-7332

1943 韓国家庭鍋料理 マッポム かんこくかていなべりょうり まっぽむ 呉市 阿賀南2-6-25 0823-73-2882

1995 精香園 せいかえん 呉市 広中町10-25 0823-72-6138

2387 焼肉ＫＥＮ やきにくけん 呉市 広白岳1-1-28 0823-72-6603

2388 お洒落 おしゃれ 呉市 広白岳1-1-28 0823-72-6604

http://www.ichibanya.co.jp/index.html
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2389 麺処　侘助 めんどころわびすけ 呉市 広古新開2-17-22 0823-72-5528

2390 かふぇれすとらん史 かふぇれすとらんふみ 呉市 広多賀谷1-3-40 0823-72-7713

2433 自家製麺 一村 じかせいめん　いっそん 呉市 安浦町中央5-3-14 090-6832-3312

2437 手打ちうどん峰 てうちうどんみね 呉市 広末広1-4 73-0268

2438 お食事処にじむら おしょくじどころ にじむら 呉市 広多賀谷2-5-9 71-7404

2473 ビストロアミティエ びすとろ あみてぃえ 呉市 広駅前1-5-31 0823-71-8782

2476 寿うどん ことぶきうどん 呉市 安浦町安登西2-8-8 080-6346-2906

2477 安登鉄板焼製作所　あとてつ あとてっぱんやきせいさくしょ あとてつ 呉市 安浦町安登東6-2-30 080-3884-1113

2478 ㈲ドライブイン灘 どらいぶいんなだ 呉市 安浦町三津田6-9-8 0823-84-2318

2479 焼肉 カナリヤ やきにく かなりや 呉市 安浦町中央6-1-38 0823-84-5582

2480 御食事処千代 おしょくじどころ ちよ 呉市 安浦町中央6-1-35 0823-84-3198

2481 戸田本店 とだほんてん 呉市 音戸町坪井1-1-29 0823-51-2155

2484 仕出しお食事処美松 しだし おしょくじどころ みまつ 呉市 仁方町戸浜8-3 0823-79-5145

2485 うどんのたにや うどんのたにや 呉市 仁方大歳町14-3 0823-79-1959

2486 ドライブイン桃 どらいぶいんもも 呉市 川尻町水落1023 0823-87-2627

2493 かつら亭　音戸店 かつらていおんどてん 呉市 音戸町鰯浜1-2-3 0823-51-4007

2494 そうみ そうみ 呉市 音戸町波多見1-2-3 0823-51-0084

2502 五苑 ごえん 呉市 安浦町安登西5-5-2 0823-84-5994

2525 喜平 きへい 呉市 安浦町中央1-2-46 0823-84-2853

2544 うどんやさん うどんやさん 呉市 広徳丸町22-23 0823-71-7005

2545 串焼海ざん くしやきかいざん 呉市 広本町1-9-24 0823-72-6263

2546 膳座 ぜんざ 呉市 広中町14-17 0823-71-6990

2547 だるま食堂 だるましょくどう 呉市 安浦町中央1-2-16 0823-84-2201

2894 stand春風 すたんどはるかぜ 呉市 呉市本通4丁目3-27-309 0823-22-8899

2897 居酒屋　七福 いざかや　しちふく 呉市 呉市警固屋4丁目14-47  0823-28-1666

2932 ビリー・ザ・キッド呉中通店 びりー・ざ・きっどくれなかどおりてん 呉市 中通4-11-17 0823-32-5555 www.billy.co.jp
2942 カラオケ本舗まねきねこ呉中通店 からおけほんぽまねきねこくれなかどおりてん 呉市 中通4-12-18 0832-23-2977

2957 そばと地酒 彩華 Saika そばとじざけ さいか 呉市 中通3-1-31 0823-24-4555 https://www.facebook.com/sobatojizakesaika
2976 ビッグエコー呉駅前店 びっぐえこーくれえきまえてん 呉市 宝町2-8 0823-32-3377

3058 ミスターカラオケ　広店 みすたーからおけ　ひろてん 呉市 広駅前1-1-2 0823-74-9000 http://shop.joysound.com/
3101 おぼろ月 おぼろづき 呉市 宝町2-50　レクレ５Ｆ 0823-32-5355

3102 はなの舞　呉レクレ店 はなのまい　くれれくれてん 呉市 宝町2-50　レクレビル３Ｆ 0823-32-6031

3103 五ェ門　呉レクレ店 ごえもん　くれれくれてん 呉市 宝町2-50　レクレビル３Ｆ 0823-32-1277

3104 ばり嗎　呉レクレ店 ばりうま　くれれくれてん 呉市 宝町2-50　レクレビル３Ｆ 0823-32-3630

3105 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　和民　呉駅前レクレビル店 じゃぱにーず　だいにんぐ　わたみ　くれえきまえれくれびるてん 呉市 宝町2-50　レクレビル３Ｆ 0823-32-2180

3106 鉄板ステーキ　ろく丘　呉レクレ店 てっぱんすてーき　ろくおか　くれれくれてん 呉市 宝町2-50 0823-69-7500

3122 ＡＶＥＲＹ あゔぇりー 呉市 中通3-4-27　seaビル２Ｆ 0823-25-2330

3123 語らい処「坐・和民」呉中通り店 かたらいどころ　ざ・わたみ　くれなかどおりてん 呉市 中通3-7-4　新藤ビル１Ｆ・２Ｆ 0823-32-3035

3124 ＰＥＡＲＬ　ＢＡＲ ぱーる　ばー 呉市 中通3-1-28　オリエンタルビル３Ｆ 0823-24-0805

http://shop.joysound.com/
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3169 ラウンジ夏 らうんじなつ 呉市 本通3-1-11　晃輝ビル3F 0823-24-2501

3170 スタンド蘭 すたんどらん 呉市 本通3-1-11　晃輝ビル5F 0823-25-8570

3201 ＤＩＡＮＡ だいあな 呉市 本通3-1-12　２Ｆ 0823-32-7887

3205 鳥勢 とりせい 呉市 中通3-4-17 0823-25-7025

3206 お好み焼き・鉄板焼き　縁 おこのみやき・てっぱんやき　えん 呉市 東中央2-8-22 0823-27-8000

3207 海鮮イタリアン酒場しーらすｐｉｃｃｏｌｏ かいせんいたりあんさかばしーらすぴっころ 呉市 本通3-2-14 0823-36-2711 http://sealas-piccolo.jp/

http://sealas-piccolo.jp/

