
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

014 すずらんホテル木原 すずらんほてる きはら 世羅郡世羅町 西上原427-6 0847-22-0160

076 養老乃瀧　甲山店 ようろうのたき　こうざんてん 世羅郡世羅町 小世良379-3 0847-22-3368

1136 ㈲ファミリーレストラン タイニー ふぁみりーれすとらん たいにー 世羅郡世羅町 西上原483-3 0847-22-0322 http://www.fr-tiny.co.jp/
1171 スナック ブーケ すなっく ぶーけ 世羅郡世羅町 寺町1733-1 0847-22-3021

1172 喜久鮨 きくずし 世羅郡世羅町 西上原617-1 0847-22-2007

1198 料理旅館 玉乃家 りょうりりょかん たまのや 世羅郡世羅町 本郷25-2 0847-22-1161 http://www6.ocn.ne.jp/~tamanoya/
1218 スナック 幸 すなっく ゆき 世羅郡世羅町 本郷24-11 0847-22-3018

1985 衆 しゅう 世羅郡世羅町 本郷650-2 0847-22-5577

2101 よいのくち よいのくち 世羅郡世羅町 本郷7-1 0847-22-1084

2102 洋風酒場 aglio ようふうさかば あーりお 世羅郡世羅町 大字本郷691-18 0847-22-2744

2103 カラオケ スナック you からおけ すなっく ゆう 世羅郡世羅町 寺町1733-1 0847-22-1666

2104 お好み焼 鉄板料理 笑楽家 おこのみやき てっぱんりょうり わらや 世羅郡世羅町 大字甲山266-3 0847-22-0512

2120 やきとり・居酒屋・たっちゃん やきとり いざかや たっちゃん 世羅郡世羅町 戸張28-5 0847-29-0072

2139 スナック 毬 すなっく まり 世羅郡世羅町 小国4673-11 0847-37-1079

2140 居酒屋 しとった いざかや しっとった 世羅郡世羅町 寺町1733-1 090-3880-4139

2141 お好み焼 しゃら おこのみやき しゃら 世羅郡世羅町 西上原1600-11 0847-22-3808

2142 だるま だるま 世羅郡世羅町 伊尾1950-2 0847-24-0465

2143 うどんの福ちゃん うどんのふくちゃん 世羅郡世羅町 吉原3448-2 0847-37-1345

2144 すし丸 甲山店 すしまる こうざんてん 世羅郡世羅町 西上原563-1 0847-22-2726

2145 ひとみ 喫茶 ひとみ きっさ 世羅郡世羅町 宇津戸1443-3 0847-23-0366

2146 タカギヤ商店 たかぎや しょうてん 世羅郡世羅町 大字下津田1855 0847-39-1406

2147 おきい おきい 世羅郡世羅町 本郷46-1 0847-22-3010

2148 山口商店 やまぐ 世羅郡世羅町 黒川1672-4 0847-37-1306

2149 お好み焼き あっくん おこのみやき あっくん 世羅郡世羅町 小国4719-1 0847-37-2388

2150 車力 しゃりき 世羅郡世羅町 重永245 0847-27-1751

2151 おへそカフェ おへそかふぇ 世羅郡世羅町 宇津戸1155 050-2020-5515 http://www.ohesocafe.com/
2259 よいのくち よいのくち 世羅郡世羅町 本郷44-1 0847-22-1084

2367 農家レストランせら恋し のうかれすとらん せらこいし 世羅郡世羅町 中原591 0847-22-0217

2368 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌ‘ａｖｅｎｉｒ びすとろ　らぶにーる 世羅郡世羅町 本郷650-2 0847-22-5500 http://bistrolavenir.com
2369 甲斐住 かいずみ 世羅郡世羅町 本郷小森1012-3 0847-22-5077

2370 ちえみのまんま ちえみのまんま 世羅郡世羅町 小国3346-3 0847-37-2138

2371 峰 みね 世羅郡世羅町 小国4528-2 0847-37-2771

2372 居酒屋がんぼう いざかや　がんぼう 世羅郡世羅町 小国4587-4 0847-37-2348

2373 お好み焼しん おこのみやきしん 世羅郡世羅町 本郷279 0847-22-1400

2374 ＨＩＮＡＮＯ　ＢＡＲ ひなのばー 世羅郡世羅町 本郷725-1 0847-25-5033 http://umiasobi-café.com/
2375 スマイル すまいる 世羅郡世羅町 小国4519-2 0847-37-1142

2376 スタンド東映 すたんどとうえい 世羅郡世羅町 西上原83-1 0847-22-0139

2377 台湾料理鴻起順 たいわんりょうり こうきじゅん 世羅郡世羅町 西上原619-3 なし

2378 御食事処　高野 おしょくじどころ　たかの 世羅郡世羅町 甲山160-1 0847-22-0226
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2379 えん家 えんや 世羅郡世羅町 東神埼725-7 0847-22-5828

2380 大見ふれあい市場企業組合 おおみふれあいいちばきぎょうくみあい 世羅郡世羅町 大字安田1816-2 0847-29-0545

2381 山福 やまふく 世羅郡世羅町 本郷693-2 0847-22-0219 http://www.yamafuk-sera.com/
2382 山じょう やまじょう 世羅郡世羅町 本郷5-1 0847-22-1785

2383 松見寿し まつみずし 世羅郡世羅町 西上原59-2 0847-22-0019

2385 さんとら さんとら 世羅郡世羅町 西上原119-8 0847-22-2803

2428 居酒屋ごっちゃん いざかや ごっちゃん 世羅郡世羅町 本郷902 0847-22-3135

2429 食道園 しょくどうえん 世羅郡世羅町 西上原93-2 0847-22-1138

2430 尾道カントリークラブ おのみちかんとりーくらぶ 世羅郡世羅町 大字小世良691-15 0847-22-2311 info@occ-uneyama.com
2431 中華の店楊々 ちゅうかのみせやんやん 世羅郡世羅町 西神埼586-3 0847-22-5955

2537 キッチン風見鳥 きっちんかざみどり 世羅郡世羅町 東神崎261-4 080-8243-1515

2565 寿し・仕出し・和食志の木 しのぎ 世羅郡世羅町 西上崎630-1 0847-22-0822

2969 ラウンジ ディア らうんじ でぃあ 世羅郡世羅町 小世良378-3 0847-22-3028

2970 呑来処 浮浪雲本店 のみくいどころ はぐれぐもほんてん 世羅郡世羅町 寺町1733-1 0847-22-3380
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