
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

028 日本料理 魚池 にほんりょうり　うおいけ 大竹市 西栄3-2-17 0827-52-2511 http://uoike.no-blog.jp/
142 ラウンジ花み らうんじ　はなみ 大竹市 新町1-8-9 0827-52-0873

143 小料理　かず こりょうり　かず 大竹市 新町1-8-9 0827-53-2053

144 花もん かもん 大竹市 新町1-2-3 0827-53-0100

145 スタンドフレンズ すたんど ふれんず 大竹市 新町1-2-3 スミビル４Ｆ 0827-53-9757

146 スナックエルム すなっく えるむ 大竹市 新町1-3-5 0827-53-6710

147 スタンド清美 すたんど きよみ 大竹市 新町3-5-3 0827-52-8169

148 ラウンジアクア らうんじ あくあ 大竹市 新町1-3-5 0827-53-6577

149 スナック すずらん すなっく すずらん 大竹市 新町1-3-5 0827-52-8910

150 スタンドネルソン すたんど ねるそん 大竹市 新町1-3-7 0827-53-1384

151 スタンド　トキ すたんど　とき 大竹市 新町1-7-12 0827-53-3463

152 サロンドーあい さろんどー あい 大竹市 新町1-7-12 0827-52-8187

153 しぐれ茶屋 しぐれじゃや 大竹市 新町1-7-5 0827-53-0271

154 かっぱ かっぱ 大竹市 新町1-7-5 0827-52-4421

155 すたんど　くるみ すたんど　くるみ 大竹市 新町1-7-4 0827-53-2080

156 スタンド　みか恵 すたんど　みかえ 大竹市 新町1-3-1 0827-53-4181

157 居酒屋　一休 いざかや　いっきゅう 大竹市 新町1-8-22 0827-52-2041

158 ダイニング饗 だいにんぐ　きょう 大竹市 油見3-8-11 0827-52-1237

159 スナック羅夢花　 すなっく らむか　 大竹市 新町1-10-8 0827-52-7973

160 ばか安 ばかやす 大竹市 新町1-8-12 0827-52-3445

161 お好み焼　わだ おこのみやき　わだ 大竹市 本町2-4-15 0827-53-3851

162 お好み焼　やまちゃん おこのみやき　やまちゃん 大竹市 元町1-10-3 0827-53-8972

163 栄軒 さかえけん 大竹市 西栄3-2-15 0827-52-2988

176 食ingスペース 自遊空間 しょっきんぐすぺーす じゆうくうかん 大竹市 新町1-7-7 0827-52-0245

1002 居酒屋 一心 いざかや いっしん 大竹市 新町1-8-14 0827-52-8878

1003 しゃぶしゃぶ温野菜 大竹店 しゃぶしゃぶおんやさい おおたけてん 大竹市 新町1-2-1 0827-54-3510

1004 八剣伝 大竹みどり橋店 はっけんでん おおたけみどりばしてん 大竹市 北栄6-8 0827-54-1833

1117 長浜ラーメン博多屋 大竹店 ながはまらーめんはかたや おおたけてん 大竹市 西栄1-13-8 0827-52-1305

1228 魚民 大竹駅前店 うおたみ　おおたけえきまえてん 大竹市 新町1-2-2 郷水ビル１階 082-752-0788

1830 エスポワール おおたけ えすぽわーる　おおたけ 大竹市 本町1-9-3 0827-53-2271

1873 カラオケ タイシン からおけ たいしん 大竹市 新町1-8-9 0827-28-5028

1874 居酒屋 泰心 いざかや たいしん 大竹市 新町1-8-9 0827-53-7878

2475 ワールドヒル わーるどひる 大竹市 新町1-7-5 0827-53-0172

2708 スナッククローバー すなっく くろーばー 大竹市 新町1-3-2 0827-52-8289

2709 割烹宇恵喜 かっぽう うえき 大竹市 小方1-4-12 0827-53-5252

2710 うお助 うおすけ 大竹市 玖波6-7-1 0827-57-7441

2711 アルファ企画 あるふぁきかく 大竹市 油身3-8-11 0827-53-1832

2712 カラオケスタジオハミング からおけすたじお はみんぐ 大竹市 新町1-2-3　３階 0827-52-2111

2713 焼肉東海 やきにく とうかい 大竹市 西栄3-7-14 0827-53-3776

http://uoike.no-blog.jp/
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2714 一品料理れんこん いっぴんりょうり れんこん 大竹市 西栄3-1-12 0827-53-5411

2715 スタンドらん すたんど らん 大竹市 新町2-1-18 0827-53-1763

2716 スタンド都 すたんど みやこ 大竹市 西栄1-10-12 0827-53-1287

2717 豊月 ほおずき 大竹市 西栄1-6-11 0827-52-8058

2718 小料理うさ木 こりょうり うさぎ 大竹市 西栄1-12-17 0827-52-0711

2719 えびす食堂 えびすしょくどう 大竹市 西栄1-12-16 0827-52-8309

2720 スタンドアンナ すたんどあんな 大竹市 新町1-8-9 0827-52-2004

2721 つた家 つたや 大竹市 新町1-7-8 0827-52-4761

2722 スタンドみか恵 すたんどみかえ 大竹市 新町1-3-1 0827-53-4181

2723 カラオケスマイル からおけすまいる 大竹市 西栄1-20-11 0827-52-7153

2724 スナックグリーン すなっく ぐりーん 大竹市 西栄1-20-11 0827-53-0108

2725 カラオケ喫茶燦 からおけきっささん 大竹市 南栄1-6-1中山ビル２階 0827-52-1117

2726 ビジネスホテル郷水 びじねすほてるごうずい 大竹市 新町2-2-2 0827-53-1771


