
広島県飲酒運転根絶宣言店一覧

登録
番号

飲食店名 よみがな 所在地 所在地 電話番号 ＵＲＬ

203 中華料理  きし浦 ちゅうかりょうり きしうら 府中市 元町484-8 0847-45-2215

258 ㈱大屋冨幸 おおやふこう 府中市 鵜飼町574-4 0847-45-4583

259 スナック　あだち すなっく　あだち 府中市 元町444-21 0847-45-5620

260 カラオケ喫茶　ハッピー からおけきっさ　はっぴー 府中市 中須町79 0847-52-5502

261 大吉ラーメン だいきち らーめん 府中市 府川町493-1 0847-45-0596

263 スナック　パピヨン すなっく　ぱぴよん 府中市 元町450-21 0847-45-5368

265 末広殿 すえひろでん 府中市 府中町118-8 0847-41-3000

266 スナック　玲美 すなっく　れみ 府中市 中須町338-3 0847-45-6934

267 居酒屋　一心 いざかや いっしん 府中市 府川町93-7 0847-45-5888

268 俵家 たわらや 府中市 高木町720-2 0847-45-1751

270 スナック K すなっく　けい 府中市 元町450-23 0847-45-4850

271 スナック　田奈 すなっく　たな 府中市 元町425 0847-45-8978

272 スナック　ドルダン すなっく　どるだん 府中市 府川町100-51 0847-45-5352

273 スナック　まさ すなっく　まさ 府中市 元町444-13 0847-45-5216

275 スナック　道 すなっく　みち 府中市 元町444-1 0847-46-1303

276 福福 ふくふく 府中市 元町446-15 0847-46-1340

277 喫茶　ディノ きっさ　でぃの 府中市 用土町134-5 0847-45-0051

278 天婦羅　かがわ かがわ　てんぷら　（かがわ） 府中市 元町444-7 0847-46-3353

279 スナック　ぽえむ すなっく　ぽえむ 府中市 中須町888-1 0847-46-3593

280 懐石料理　花みずき かいせきりょうり　はなみずき 府中市 府中町178 0847-41-0845

281 ㈱ますや ますや 府中市 府中町864-1 0847-41-3555

282 クラブ　花月 くらぶ　かげつ 府中市 府中町190-35 0847-41-3150

283 スナック喫茶　松 すなっくきっさ　まつ 府中市 中須町741-1 0847-52-4441

284 ソシアルプレイス やよい そしある ぷれいす　やよい 府中市 元町431 0847-45-5063

285 千徳 せんとく 府中市 府中町743 0847-41-6311

286 コンフォート モア こんふぉーと もあ 府中市 府川町93-5 0847-45-6938

287 万両 まんりょう 府中市 広谷町781-6 0847-45-7076

288 ラウンジ　マイラブ らうんじ　まいらぶ 府中市 府川町89-8 0847-46-3767

289 料理天国　やまもと りょうりてんごく　やまもと 府中市 栗柄町3161-1 0847-45-3707

290 カフェテラス　セーヌ （せーぬかふぇてらす　ふちゅうてん） 府中市 府川町71-2 0847-45-5255

294 カラオケ 華 からおけ　はな 府中市 元町97-2 0847-46-2545

296 焼肉　新ちゃん しんちゃん　（やきにく　しんちゃん） 府中市 中須町730-4 0847-52-5966

297 みらい　（未来スナック） みらいすなっく 府中市 中須町741-1 0847-51-2173

298 スナック　ひかり ひかり　（ひかりすなっく） 府中市 中須町966-3 0847-45-3001

299 季節料理　まさご きせつりょうり　まさご 府中市 高木町539-1 0847-45-8877

300 スナック　しのぶ すなっく　しのぶ 府中市 中須町751 0847-46-3614

301 Romo　Caf e ろも　かふぇ 府中市 元町484-8 0847-46-4161

302 蓮根 れんこん 府中市 木野山町812-1 0847-68-2277

303 カラオケ＆喫茶　歌集 からおけ あんど きっさ　かしゅう 府中市 鵜飼町604 0847-45-5936
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304 スナック喫茶　リーベ すなっくきっさ　りーべ 府中市 府川町384-1 0847-45-6168

307 ㈲寿司勝鵜飼店 すしかつ うかいてん 府中市 鵜飼町587-8 0847-46-3626

308 味道園 みどうえん 府中市 府中町57 0847-41-7439

309 お好み焼鉄板焼　かたおか おこのみやきてっぱんやき　かたおか 府中市 父石町514 0847-43-9020

310 スナック　くるみ くるみ　（くるみ　すなっく） 府中市 高木町1900 0847-45-5757

311 ㈲あかも あかも 府中市 中須町1085-5 0847-45-2718

312 冨士見 ふじみ　（ふじみ　しょくどう） 府中市 府中町741 0847-41-2594

313 お好み焼　きよちゃん おこのみやき　きよちゃん 府中市 本山町7-1 0847-43-5880

314 花ことば はなことば 府中市 高木町868-2 0847-46-4027

315 我孫子　お好み焼 あびこ　（てっぱんやき　あびこ） 府中市 鵜飼町27-5 090-3630-7527

316 喰物屋　祐じろう くいものや　ゆうじろう 府中市 中須町1700-2 0847-44-6815

317 馳走屋　楽語 らくご 府中市 中須町79-13 0847-52-3122

318 麺屋　一藤 めんや　いちふじ 府中市 中須町1106 0847-45-2653

319 スナック　ゆき娘 すなっく　ゆきこ 府中市 中須町966-3 090-6400-7438

320 Ｔｅａ・Ｓｏｎｇ てぃー・そんぐ 府中市 府川町479-6 0847-45-2766

322 酒 食処　出義 しゅしょくどころ　いでよし 府中市 中須町966-3 0847-45-9000

803 博多ラーメン味の蔵 府中店 はかたらーめんあじのくら ふちゅうてん 府中市 府川町318-1 0847-46-2022 http://www.shincou.com
901 味の店　山政 あじのみせ　やままさ 府中市 府中町743-7 0847-41-2432

902 日本料理　津和地 にほんりょうり　つわじ 府中市 高木町1900-3　第一信和ビル内 0847-45-4101

912 季節料理 川波 きせつりょうり かわなみ 府中市 鵜飼町105-1 0847-46-4780

914 いこり庵 いこりあん 府中市 鵜飼町34-1 0847-46-2639

959 平の家 ひらのや 府中市 出口町1102 0847-41-4574

972 季節の味 ほん和家 きせつのあじ ほんわか 府中市 鵜飼町708-3 0847-46-2108

1190 すし丸 府中店 すしまる ふちゅうてん 府中市 高木町206-1 0847-45-1233 http://susi-maru.co.jp/
1437 お好み焼 さち おこのみやき さち 府中市 府中町750 0847-43-4508

2953 カラオケ本舗まねきねこ府中店 からおけほんぽまねきねこふちゅうてん 府中市 中須町731-1佐藤マンション2F 0847-40-3400

2999 焼肉 牛魔王 やきにく ぎゅうまおう 府中市 中須町325-4

3001 ＢＡＲ Ｇｒｏｏｖｅ ばー ぐるーう゛ 府中市 中須町741-1 0847-54-2890

3002 鉄板焼 志路 てっぱんやき しろ 府中市 中須町1446-2 0847-45-4666

3004 酒肴三昧 居酒家 丈 しゅこうざんまい いざかや　じょう 府中市 中須町966-3 0847-54-2411 izakayajyo.sihius.ocm.ne.jp
3068 福ちゃん（お好み焼き） ふくちゃん（おこのみやき） 府中市 元町45-1 0847-45-3060

3212 憩い家　彩羽 いこいや　いろは 府中市 中須町966-3 0847-44-9168
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