
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

002 中華料理　虹來 ちゅうかりょうり　こうらい 広島市 西区南観音1-5-30 082-292-8599

036 藤すし ふじすし 広島市 西区西川口町18-5 082-294-2883

204 ほてい屋 ほていや 広島市 西区三篠1-14-15 082-237-4319

536 COCO ここ　（すたんど ここ） 広島市 西区横川町3-5-26 岡ビル 082-295-5006

540 やきとり大吉 新井ノ口店 やきとり だいきち しんいのくちてん 広島市 西区草津南4-6-4 082-279-9320

551 渚 なぎさ 広島市 西区横川町3-1-23 082-239-0384

789 faborite room 裕 ゆう 広島市 西区横川町3-1-7 082-292-8899

867 すずめ 中華そば すずめ 広島市 西区東観音町1-2 082-231-9975 http://www.hiroshima-suzume.com/
1050 ホテルプロヴァンス’２１ 広島 ほてるぷろヴぁんすにじゅういち ひろしま 広島市 西区上天満町10-47 082-235-3322 http://www.provence-21.jp/
1051 サラダダイニング マホーラ さらだだいにんぐ まほーら 広島市 西区上天満町10-47 082-235-3930 http://www.spalaza.jp/
1063 徳川　南観音店 とくがわ　みなみかんのんてん 広島市 西区南観音2-3-32 082-503-3039 http://www.tokugawa.jp/
1092 酔心 アルパーク店 すいしん あるぱーくてん 広島市 西区草津新町2-26-1 082-501-1005 http://www.suishin.or.jp/
1103 あいるまんま あいるまんま 広島市 西区三篠町1-11-6 清水ビル１Ｆ 082-238-0121

1111 長浜ラーメン博多屋 横川店 ながはまらーめんはかたや よこがわてん 広島市 西区楠木町1-8-7 082-231-1007

1114 長浜ラーメン博多屋 商工センター店 ながはまらーめんはかたや しょうこうせんたーてん 広島市 西区草津新町1-20-3 082-270-3836

1137 ㈲敏　横川店 とし よこがわてん 広島市 西区横川町3-12-7 082-293-6900

1183 すしと刺身の店 すし亭 アルパーク前店 すしとさしみのみせ すしてい あるぱーくまえてん 広島市 西区草津新町2-29-34 オオトキグルメ横丁 082-568-6501 http://hinoki.to/
1185 お好み焼 まど おこのみやき まど 広島市 西区三篠町3-10-4 082-237-2553

1216 料亭 う越久 りょうてい うをきゅう 広島市 西区東観音町30-18 082-231-0596

1220 魚民 西広島駅前店 うおたみ　にしひろしまえきまえてん 広島市 西区己斐本町1-14-10 ワンダーキャットビル２階 082-273-6088

1230 魚民 横川南口駅前店 うおたみ　よこがわみなみぐちえきまえてん 広島市 西区横川新町1-1 トータスビルディング１階 082-233-9488

1237 笑笑 横川南口駅前店 わらわら　よこがわみなみぐちえきまえてん 広島市 西区横川町3-2-1 横川駅ＮＫビル２階 082-296-1988

1243 白木屋 横川南口駅前店 しらきや　よこがわみなみぐちえきまえてん 広島市 西区横川新町1-1 トータスビルディング２階 082-295-1488

1267 民芸食事処 八雲 アルパーク天満屋店 みんげいしょくじどころ やぐも あるぱーくてんまやてん 広島市 西区井口明神1-16-1 アルパーク西棟4F 082-501-1801 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1268 中国料理 廣徳樓 アルパーク天満屋店 ちゅうごくりょうり こうとくろう あるぱーくてんまやてん 広島市 西区井口明神1-16-1 アルパーク西棟4F 082-501-1802 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1276 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 井口店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　いのくちてん 広島市 西区井口明神3-2-33 082-278-7371 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1366 寿司・炭火割烹　厳遊庭 すし・すみびかっぽう がんゆうてい 広島市 西区古田台2-12-18-12 082-507-5188 http://www.ganyutei.jp/
2781 鮨稲 すしいね 広島市 西区三篠3-7-15 082-237-2018

2782 魚河岸二代目魚とと本店 うおがしにだいめ とと ほんてん 広島市 西区古江新町12-38 082-271-3600

2783 杉寿司 すぎすし 広島市 西区天満町4-19 082-291-5073

2784 寿司・炭火割烹厳遊庭 すし・すみびかっぽう がんゆうてい 広島市 西区古田台2-12-18-12 082-507-5188

2849 和創作悠生 わそうさくゆうき 広島市 西区横川町3-5-20あすなろﾋﾞﾙ 082-233-6177

2850 レストランクレセント れすとらんくれせんと 広島市 西区商工センター3-1-1 082-278-5000 http://www.hiroshima-sunplaza.or.jp/restaurant/
2852 どろんこ どろんこ 広島市 西区東観音町24-8 082-299-0488

2855 火の鳥 ひのとり 広島市 西区己斐本町1-8-27 082-274-6037

2950 カラオケ本舗まねきねこ広島井口店 からおけほんぽまねきねこひろしまいのくちてん 広島市 西区井口5-7-2 082-533-7557

2954 カラオケ本舗まねきねこ広島横川店 からおけほんぽまねきねこひろしまよこがわてん 広島市 西区横川町3-4-1 082-533-6644

2965 ㈱むさし三滝店 むさしみたきてん 広島市 西区三滝本町2-6-9 082-238-6341

3007 広島ダイヤモンドホテル　レストラン　ダイアナ ひろしまだいやもんどほてる　れすとらん　だいあな 広島市 西区観音新町2-4-6 082-292-3161 http://www.h-diamond-hotel.com
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3008 日本料理　花野 にほんりょうり　はなの 広島市 西区観音新町2-4-6 082-232-8701 http://www.hanano.net/
3050 居酒屋　太閤 いざかや　たいこう 広島市 西区横川町3-4-25 082-231-0007

3064 居酒屋　ずいたれ いざかや　ずいたれ 広島市 西区己斐本町2-13-15 082-942-2332

3066 てん熊 てんくま 広島市 西区楠木町2-4-14 082-230-2250

3067 おやじの店 おやじのみせ 広島市 西区己斐本町3-2-2 082-272-7710

3071 Ｂａｒ　thé　ｎｏｉｒ　Ｊａｒｄｉｎ　Ｓａｌｏｎ ばー　て　のわーる　じゃるだん　さろん 広島市 西区扇2-1-45　１Ｆ 082-554-5355

3072 鉄板ビストロ　ハレのや てっぱん　びすとろ　はれのや 広島市 西区扇2-1-45 082-208-2991

3073 レッドミート れっどみーと 広島市 西区扇2-1-45 082-208-2620

3074 おぼん　ｄｅ　ごはん おぼん　で　ごはん 広島市 西区扇2-1-45　２Ｆ 082-208-0896

3075 一乃坂 いちのさか 広島市 西区扇2-1-45 082-275-6258

3076 汁なし担担麺　くにまつ　ＬＥＣＴ店 しるなしたんたんめん　くにまつ　れくとてん 広島市 西区扇2-1-45 082-276-9202

3077 彩然 さいぜん 広島市 西区扇2-1-45　ＬＥＣＴ　２Ｆ 082-554-5489

3078 ＯＮＯＭＩＣＨＩ　ＷＨＡＲＦ おのみち　わーふ 広島市 西区扇2-1-45 082-554-5777

3079 貴家。ＬＥＣＴ店 たかや　れくとてん 広島市 西区扇2-1-45 082-276-8010

3080 スパゲッテリア　パスタ　ヴィヴァーチェ すぱげってりあ　ぱすた　ヴぃヴぁーちぇ 広島市 西区扇2-1-45　ＬＥＣＴ　２Ｆ 082-208-4408 http://hitosara.com/0005003971/
3081 ＢＩＧ　ＨＯＲＮ　ＳＴＥＡＫ びっぐほーん　すてーき 広島市 西区扇2-1-45 082-942-5866

3082 ロンフービストロ ろんふーびすとろ 広島市 西区扇2-1-45 082-270-0887

3083 博多天ぷら　たかお　ＬＥＣＴ広島店 はかたてんぷら　たかお　れくとひろしまてん 広島市 西区扇2-1-45　２Ｆ 082-961-6650

3084 バルタン食堂　レクト店 ばるたんしょくどう　れくとてん 広島市 西区扇2-1-45 082-533-8118

3085 仙台牛たん森商店 せんだいぎゅうたんもりしょうてん 広島市 西区扇2-1-45　２Ｆ 082-554-5556

3086 Ｌｉｏｎ　Ｂｕｒｇｅｒ らいおん　ばーがー 広島市 西区扇2-1-45-190 082-275-5251

3087 Ｄａｎｉｅｌ＆Ｃｏ だにえるあんどこー 広島市 西区扇2-1-45　ＬＥＣＴ広島 082-554-5887 http://danielandco.net/
3088 八剣伝 西広島駅前店 はっけんでん にしひろしまえきまえてん 広島市 西区己斐本町1-25-2 082-507-2518

3118 八昌　西広島駅前 はっしょう　にしひろしまえきまえ 広島市 西区己斐本町1-12-8 082-272-6868

3119 大衆焼肉　いっちゃん たいしゅうやきにく　いっちゃん 広島市 西区己斐本町1-24-22 082-271-1688

3120 おんとんＹＡ おんとんや 広島市 西区己斐本町1-10-7-201 082-271-5721

3121 お好み焼き　あおの おこのみやき　あおの 広島市 西区己斐本町1-24-22 082-275-4640

3125 しゃぶしゃぶＤｉｎｉｎｇ　花小路 しゃぶしゃぶだいにんぐ　はなこうじ 広島市 西区己斐本町1-25-2　２Ｆ 082-961-5540

3172 海の音 うみのね 広島市 西区観音新町4-14 082-234-8878

3173 マリーポポ まりーぽぽ 広島市 西区観音新町4-14-35 082-503-1822

3174 ニューヨークダイナー にゅーよーくだいなー 広島市 西区観音新町4-14-35 082-208-3580

3175 海の見えるレストラン　ＧｏｏｄＢｕｒｇ　 うみのみえるれすとらん　ぐっどばーぐ 広島市 西区観音新町4-14-33 082-503-1355

3176 マリーナロッジＢＩＧＦＬＡＧ まりーなろっじびっぐふらっぐ 広島市 西区観音新町4-14-35 082-234-1199

3177 ＭＡＲＩＨＯ　ＦＯＯＤ　ＨＡＬＬ　ｂｙ　るるぶキッチン まりほ　ふーど　ほーる　ばい　るるぶきっちん 広島市 西区観音新町4-14-35 082-231-4848

3178 しゃぶ葉　広島アルパーク店 しゃぶよう　ひろしまあるぱーくてん 広島市 西区草津新町2-26-1　アルパーク広島東棟３Ｆ 082-501-1308

3179 廻転　しらき寿し かいてん　しらきずし 広島市 西区草津新町2-26-1

3180 アルカフェ　コナミ あるかふぇ　こなみ 広島市 西区草津新町2-26-1

3181 牛麺大王 ぎゅうめんだいおう 広島市 西区草津新町2-26-1　アルパーク東棟３Ｆ 082-501-1015
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