
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

815 八剣伝 竹原店 はっけんでん たけはらてん 竹原市 竹原町3567-2 0846-23-5323 http://www.ekura.co.jp
1400 ヒロハウス ひろはうす 竹原市 中央1-2-19 0846-22-5418

1401 磯っ子 いそっこ 竹原市 中央2-1-21 0846-22-0341

1402 ホテルグルマン ほてるぐるまん 竹原市 中央2-1-28 0846-22-2363

1403 大衆酒場 さかき たいしゅうさかば　さかき 竹原市 中央2-10-51 0846-22-0690

1404 スタンドエンゼル すたんど えんぜる 竹原市 中央2-9-3 0846-22-5441

1405 はちこう はちこう 竹原市 中央1-3-13 0846-22-4480

1406 スタンドT's すたんど てぃーず 竹原市 中央2-3-17 0846-22-0058

1407 餃子楼大学㈲ ぎょうざろうだいがく 竹原市 中央4-6-19 0846-22-4147

1408 ㈲陣笠 じんかさ 竹原市 中央5-1-6 0846-22-2062

1409 OKONOMIYAKIの空 おこのみやきのそら 竹原市 中央5-10-2 0846-22-3300

1410 西原商店 にしはらしょうてん 竹原市 塩町2-5-26 0846-22-0573

1411 小料理 伏見 こりょうり　ふしみ 竹原市 中央2-4-8 0846-23-0243

1412 ふじや食堂 ふじや しょくどう 竹原市 中央2-7-21 0846-22-0196

1413 ニコニコ食堂 にこにこ しょくどう 竹原市 中央3-6-6 0846-22-2681

1414 てっぱんやき千代 てっぱんやき ちよ 竹原市 中央3-9-3 0846-22-0127

1415 がんこ寿司 がんこずし 竹原市 中央3-12-5 0846-22-1236

1416 串揚げ 串の家 くしあげ くしのや 竹原市 中央2-13-5 0846-22-5483

1417 誠家 まことや 竹原市 中央2-10-1 070-5055-7795

1418 まるみ食堂 まるみ しょくどう 竹原市 福田町堂沖9 0846-24-1514

1419 お好み焼き おたふく おこのみやき おたふく 竹原市 田ノ浦1-2-11 0846-22-6517

1420 のんびり亭 のんびりてい 竹原市 本町3-11-12 0846-22-6170

1421 そば処 たにざき そばどころ たにざき 竹原市 本町3-4-14 0846-22-7131

1422 ㈲ほり川 ほりかわ 竹原市 本町3-8-21 0846-22-2475

1423 大広観光㈱ だいこうかんこう 竹原市 竹原町3591-1 0846-22-2970

1424 うどん店 たぬき うどんてん たぬき 竹原市 中央5-2-8 0824-37-0115

1425 宗良庵 そうりょうあん 竹原市 下野町3181-1 0846-22-1601

1426 竹原シーサイドホテル たけはら しーさいどほてる 竹原市 忠海長浜3-18-26 0846-26-2236

1427 焼肉ガリバー 竹原店 やきにくガリバー　たけはらてん 竹原市 下野町3308 パルティフジ竹原ＳＣ内 0846-22-6678

1428 布袋屋 ほていや 竹原市 竹原町1988-2 0846-22-7577

1429 竹の子茶屋 たけのこちゃや 竹原市 田万里町1389 0846-29-1245

1430 ホテル賀茂川荘 ほてる かもがわそう 竹原市 西野町西湯坂445 0846-29-0211

1431 スタンドクラブ貴 すたんどくらぶ たか　　 竹原市 中央2-3-20 0846-22-5461

1434 ㈱カワバタ かわばた 竹原市 忠海町長浜1-10-16 0846-27-0106

1436 町家カフェ太郎茶屋 鎌倉 まちやかふぇたろうちゃや　かまくら 竹原市 中央5-1-1 0846-23-5150

3011 レストラン　メゾン れすとらん　めぞん 竹原市 港町3-1-7 0846-22-8700

3012 お好み　山ちゃん おこのみ　やまちゃん 竹原市 竹原町2968-1 0846-22-8882

3013 CAFE ＆ BAR LOUNGE SWITCH かふぇ　あんど　ばーらうんじ　すいっち 竹原市 中央4-2-18 0846-22-1325

3014 瀬戸内ダイニング　ハーベスト せとうちだいにんぐ　はーべすと 竹原市 中央4-2-18 0846-22-1325

http://www.ekura.co.jp/
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3037 お好みハウス　Bon-bon おこのみはうす　ぼんぼん 竹原市 下野町3246-2 0846-22-3267

3038 レストラン　ブルーハーバー れすとらん　ぶるーはーばー 竹原市 港町4-2-24　たけはら海の駅3F 0846-24-6602 http://www.takeharauminoeki.com
3039 キャビン きゃびん 竹原市 中央2-1-12 0846-22-8030

3040 喜楽軒 きらくけん 竹原市 本町1-3-2 0846-22-1437

3043 瀬戸内ゴルフリゾート せとうちごるふりぞーと 竹原市 吉名町831 0846-23-4141 http://www.resol-setogolf.com/
3044 Ｈａｎａｓｈｕ あなしゅ 竹原市 中央2-2-24 0846-22-6677

http://www.takeharauminoeki.com/
http://www.resol-setogolf.com/

