
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

001 むさし土橋店いろりや むさし どばしてん いろりや 広島市 中区榎町10-23 082-291-6340

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

003 うずしお うずしお 広島市 中区大手町1-5-14 西ビル201 082-245-0117

012 ルイードタバーン るいーどたばーん 広島市 中区新天地6-10 本州会館3Ｆ 082-249-1901 http://www.louid.jp/
013 炭焼　小太郎 すみやき　こたろう 広島市 中区立町3-20 082-247-7847

015 まつばら まつばら 広島市 中区田中町2-25 082-247-9229

016 話食家　和 わしょくや　なごむ 広島市 安佐南区沼田町伴 082-848-1657 http://www7a.biglobe.ne.jp/~nagomu/
025 ふっかん ふっかん 広島市 安佐北区落合南2-1-18 082-841-1188

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

046 奈奈 なな 広島市 中区流川町5-19 082-241-1677

064 シネマレストランビストロパパ　パセーラ店 しねまれすとらん びすとろぱぱ ぱせーらてん 広島市 中区基町6-78 基町クレドパセーラ９F 082-502-3353 http://www.bistrogroup.co.jp/
079 お好み焼　ミミ おこのみやき　みみ 広島市 南区出汐4-2-1 082-250-5233

080 つくね屋 つくねや 広島市 中区榎町1-29 082-292-2925

081 お好み焼　日和 おこのみやき　ひより 広島市 中区土橋町5-21 082-292-4741

082 タベルナ　たまい たべるな　たまい 広島市 南区猿猴橋町5-16 082-261-2901

083 インド料理　ガネーシュ いんどりょうり　がねーしゅ 広島市 中区大手町5-6-16 082-246-7077 http://www.ganeshindo.com
085 カラオケ　スナック　恵美 からおけ　すなっく　えみ 広島市 安佐南区上安2-16-18 082-678-2782

086 カラオケ・スナック レインボー からおけ・すなっく　れいんぼー 広島市 安佐南区上安2-16-19 082-878-4049

164 季節料理　眞理 きせつりょうり　まり 広島市 中区小網町4-8 082-272-6012

167 ダイニング　輪 だいにんぐ　りん 広島市 南区宇品神田2-12-4 082-250-5771

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

240 沖縄料理 ゆんたく おきなわりょうり ゆんたく 広島市 中区小町3-1 サンライズ小町102 082-246-3271 http://www.yakaina-yuntaku.com
241 日本料理  つるま にほんりょうり　つるま 広島市 中区大手町2-11-25 082-246-3117

250 ㈲てんしん てんしん 広島市 南区的場町2-1-8 082-262-3058

254 みんな みんな 広島市 中区白島中町4-16-１Ｆ 082-224-1565

256 Shrimp and beer La maschera しゅりんぷ あんど びあ ら ますけーら 広島市 中区薬研堀2-17 ロータリービル２Ｆ 082-247-3589 http://www.la-maschera.jp
257 もつ鍋博多 八丁堀店 もつなべはかた はっちょうぼりてん 広島市 中区八丁堀2-6 エントリー八丁堀ビル２Ｆ 082-228-0271

525 人有喜～蔵～ ひとありき くら 広島市 中区中町1-9 082-246-1680

526 山暖 やまひなた 広島市 中区大手町2-6-25 奥田ビル 082-246-0977

527 Living BAR Donbe どんべ 広島市 中区三川町10-18 082-541-2925

528 源蔵　舟入支店 げんぞうほんてん ふないりてん 広島市 中区舟入中町8-12 082-292-9952

529 みかはうす みかはうす 広島市 南区翠町2-27-13 082-254-8121

530 未奈子のカフェテラス 浪漫 みなこのかふぇてらす ろまん 広島市 安佐北区口田南2-15-54 082-845-2263

531 ラーメン居酒屋　田平屋 らーめんいざかや でんびらや 広島市 南区出汐1-3-21 082-256-6411

532 純子の店 じゅんこのみせ 広島市 中区舟入幸町18-7 082-293-5399

533 花山の隠れ家 はなやまの　かくれが 広島市 中区本通8-15 ＨＭ会館３Ｆ 082-245-0080

534 ＩＶＹ-アイビー あいびー 広島市 安芸区船越南3-1-29 福元屋ビル 082-821-2424

535 すずめの学校 すずめのがっこう 広島市 安佐北区口田4-6-30 082-845-1970

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

http://www.louid.jp/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~nagomu/
http://www.ganeshindo.com/
http://www.yakaina-yuntaku.com/
http://www.la-maschera.jp/
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539 肉料理専門店　榮互 にくりょうりせんもんてん　えいご 広島市 中区富士見町4-29 富士見ビル 082-546-0015

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

542 山河 さんが 広島市 中区土橋町3-14 YYビル 050-5798-6163

543 しん・スナックスタンド しん・すなっくすたんど 広島市 中区舟入中町8-2 082-294-0444

544 居酒家 琉津 Roots 風 いざかや るーつ かぜ 広島市 中区千田町2-1-2 アメリカンドリームビル101 082-248-6020

545 ともの店　幻霜亭 とものみせ　げんそうてい 広島市 佐伯区美鈴ヶ丘西1-3-12 ?

546 ギャラクシー ぎゃらくしー 広島市 安芸区阿戸町2167 082-856-0655

547 ラコントル らこんとる　（かふぇ　れすとらん　らこんとる） 広島市 中区加古町4-17 アステールプラザ 082-247-3910 

548 Cafe チェルシー かふぇ　ちぇるしー 広島市 東区光町1-6-23 光町ハイム 082-236-6977

549 GUERNICA nishio げるにか にしお 広島市 中区三川町9-5 大和ビル 082-249-8448

550 元気酒場　やん げんきさかば やん 広島市 中区千田町2-5-64 藤原ビル 082-249-2077

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

552 のーえんど～ のーえんど 広島市 中区本通1-20 082-249-6072

553 創作ダイニングBar YOUTH そうさく だいにんぐばー　ゆーす 広島市 中区三川町6-19 セントラルヒルズ並木 082-247-8570

554 海賊ジャック かいぞく じゃっく 広島市 中区流川町1-14 第二白菱ビル 082-248-8011

555 らどんな らどんな 広島市 中区流川町1-25 ジャンボプラザビル 082-245-3633

556 ポシェット ぽしぇっと 広島市 中区流川町1-25 ジャンボプラザビル 082-248-1855

557 しゃれお しゃれお 広島市 中区流川町1-25 ジャンボプラザビル 082-247-6503

558 E&E いーあんどいー 広島市 中区流川町2-1 ラークビル 082-541-4540

559 スタンド　雨やどり すたんど あまやどり 広島市 中区流川町2-7 マツヤビル 082-245-2998

560 ぱぶりっくばぁ　ばけらった ぱぶりっくばぁ ばけらった 広島市 中区流川町2-16 カープビル 082-541-1533

561 Zip じっぷ 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル 082-246-8730

562 彩華 さいか 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル 082-247-7716

563 マジョルカ まじょるか 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル 082-249-7575

564 しろ しろ 広島市 中区流川町2-24 082-243-0046

565 スターリィアイズ すたーりぃあいず 広島市 中区流川町2-24 082-248-0508

566 latte（ラテ） らて 広島市 中区流川町3-2 ミューズ流川 082-249-8331

567 セカンド　おうち せかんど おうち 広島市 中区流川町4-3 中新地ビル 082-248-0339

568 ラウンジ　プライム らうんじ ぷらいむ 広島市 中区流川町1-21 さくらびる 082-243-5818

569 シークレット しーくれっと 広島市 中区流川町4-8 東邦ビル 082-241-4805

570 ノラ のら 広島市 中区流川町4-8 ニシハラビル 082-246-7186

571 卓 たく 広島市 中区流川町4-15 パワービル１F 082-246-1140

572 キャディ きゃでぃ 広島市 中区流川町4-16 フレイヤビル 082-243-6678

573 王将 おうしょう 広島市 中区流川町4-16 フレイヤビル 082-244-7886

574 Pearl & Queen's Bar ぱーるあんど くいーんず ばー 広島市 中区流川町4-16 Kビル 082-249-9970

575 いまだ いまだ 広島市 中区流川町4-18 082-243-2578

576 杉 すぎ 広島市 中区流川町5-12 八番街ビル 082-247-5096

577 ヴヴ ヴヴ 広島市 中区流川町5-19 カサブランカビル 082-241-4926

578 未クラブ ひつじくらぶ 広島市 中区流川町5-19 カサブランカビル 082-241-4428
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579 よしまどかの店 よしまどかのみせ 広島市 中区流川町5-18 土岡ビル 082-247-6015

580 カトレア かとれあ 広島市 中区流川町5-19 082-245-0657

581 喜多緒 きたお 広島市 中区流川町6-11 大松ビル 082-249-8419

582 セント、アンドリュース せんと　あんどりゅーす 広島市 中区流川町6-5 津田ビル 082-247-0102

583 珠希 たまき 広島市 中区流川町3-2 ミューズ流川601 082-249-8382

584 ニュー ブリスベーン にゅー　ぶりすべーん 広島市 中区流川町7-6 082-246-7424

585 ニュークラブ　アプリターダ にゅーくらぶ　あぷりたーだ 広島市 中区流川町5-3 ?

586 J じぇい　（くらぶ　じぇい） 広島市 中区流川町8-9 森脇ビル１F 082-240-3939

587 明良 めいろう 広島市 中区流川町2-7 マツヤビル５F 082-541-1080

588 EVAHⅢ えヴぁ　すりー　（がーるずばー　えヴぁすりー） 広島市 中区流川町4-15 クラウンビル１F 082-246-7494

589 Age えいじーいー 広島市 中区薬研堀6-2 082-246-4766

590 ＥＶＡＨ　ＤＡＲＴＳ店 えヴぁ　だーつ　（がーるずばー　えヴぁだーつてん） 広島市 中区薬研堀6-2 ライトハウスビル 082-247-8434

591 EVAH えヴぁ 広島市 中区堀川町1-4 キャンドルビル 082-249-1156

592 Bar CHELSEA ばー ちぇるしー 広島市 中区流川町5-30 共栄センタービル 082-246-7446

593 アリス ありす 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル５F 082-243-0088

594 地鶏の店　日向 じどりのみせ ひゅうが 広島市 中区流川町2-22 インペリアル1stビル 082-241-8988

595 VANQUISH ばんきっしゅ 広島市 中区流川町8-1 ビラール中島ビル202 082-247-3499

596 ブラッサム ぶらっさむ 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル 082-247-8085

597 ワッキーズ　ダイナー わっきーず だいなー 広島市 中区流川町5-12 八番街ビル 082-241-8066

598 ソリード(Ｓｏｌｅａｄ) そりーど 広島市 中区流川町2-7 マツヤビル４階 082-242-7677

599 こまち こまち 広島市 中区流川町2-7 東洋バヒューム流川ビル 082-242-6223

600 Bar？ ばー　はてな 広島市 中区流川町8-26 ロキシー会館 082-578-2819

601 こうちゃん本店　中新地店 こうちゃんほんてん なかしんちてん 広島市 中区流川町4-2 新田ビル 082-249-1115

602 club Tiamo くらぶ てぃあも 広島市 中区流川町3-7 流川ビル 082-247-6747

603 リラックス りらっくす 広島市 中区流川町8-11 中川ビルB 082-241-2260

604 季節料理　しおむら きせつりょうり しおむら 広島市 中区薬研堀1-10 希ビル 082-249-7855

605 スタンド　ダッコ すたんど だっこ 広島市 中区薬研堀1-10 希ビル 082-240-5060

606 ジャンボ寿司清光 じゃんぼずし きよみつ 広島市 中区薬研堀1-14 メリディアンビル 082-248-3928

607 広島料理　西海 ひろしまりょうり さいかい 広島市 中区薬研堀1-14 にしむらビル１Ｆ 082-242-4242

608 スタンド　さわい すらんど さわい 広島市 中区薬研堀1-15 山園ビル 082-244-2804

609 本格炭火焼鳥　一太 ほんかくすみびやきとり いった 広島市 中区薬研堀2-2 082-248-3928

610 kawasaki かわさき 広島市 中区薬研堀2-2 082-243-5558

611 スタンド 藤 すたんど ふじ 広島市 中区薬研堀3-3 082-241-9666

612 和創　鷹 わそう たか 広島市 中区薬研堀2-8 082-504-6101

613 Sugi家 すぎや 広島市 中区薬研堀2-9 082-249-7225

614 朱鷺 とき 広島市 中区薬研堀3-6 第二オノビル 082-249-2592

615 ひとみ ひとみ 広島市 中区薬研堀3-6 第二オノビル 082-246-1771

616 梨苑 りおん 広島市 中区薬研堀3-10 リオンビル 082-244-1382

617 玉樹 たまき 広島市 中区薬研堀3-17 082-243-8777
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618 ハミング歌謡スタジオ　 はみんぐ かようすたじお 広島市 中区薬研堀4-9 082-245-3086

619 スタンド 漁火 すたんど いさりび 広島市 中区薬研堀4-13 082-249-3200

620 Gen Go げんご 広島市 中区薬研堀5-18 パールビル 082-262-1619

621 歌謡スタジオ 歌苑 かようすたじお かえん 広島市 中区薬研堀6-2 ライトハウスビル 082-545-3422

622 サンクチュアリー さんくちゅありー 広島市 中区薬研堀7-8 ステイタス21ビル 082-240-6830

623 ぶるどっぐ ぶるどっぐ 広島市 中区薬研堀6-12 第四中山ビル 082-247-5601

624 お好み鉄板焼き ほな おこのみやき ほな 広島市 中区薬研堀7-2 サンコービル 082-241-6577

625 瀬戸内料理 くにさだ せとうちりょうり くにさだ 広島市 中区薬研堀7-2 シャネル館 082-249-0660

626 スタンド 御＆面 すたんど おんあんどめん 広島市 中区薬研堀7-6 ステイタス21ビル 082-242-4181

627 club Figaro くらぶ　ふぃがろ 広島市 中区堀川町1-18-4 082-249-7450

628 club Ｄｏｌｃｅ くらぶ　どるちぇ 広島市 中区薬研堀1-25 ジャンボプラザビル 082-242-7227

629 鉄板焼お好み焼き　修竜 てっぱんやき おこのみやき しゅうりゅう 広島市 中区薬研堀10-11 ハウスアピア１Ｆ 090-2484-9372

630 ミスティーザ みすてぃーざ 広島市 中区薬研堀8-6 メイセイパークビル２Ｆ 082-249-9935

631 ポロン ぽろん 広島市 中区薬研堀6-2 日経ビル薬研堀 082-246-0558

632 ソウル そうる 広島市 中区胡町2-11 082-243-6026

633 夢 ゆめ 広島市 中区胡町2-16 エイトバレー19 082-247-9955

634 沙羅 さら 広島市 中区胡町2-24 エントリービル 082-249-7160

635 ジュール じゅーる 広島市 中区胡町2-24 エントリービル 082-542-1566

636 ニューハーフpub ぶん・Bun・ぶん にゅーはーふぱぶ ぶん ぶん ぶん 広島市 中区胡町2-24 エントリービル 082-542-5102

637 プリベーラ ぷりべーら 広島市 中区胡町3-6 ジュエル胡館 082-545-5177

638 ＡＬＩＣＥ ありす 広島市 中区胡町3-6 ジュエル胡館 082-248-8878

639 大北 おおきた 広島市 中区胡町3-7 ロイヤルアサヒ館 082-243-0009

640 華みづき はなみづき 広島市 中区胡町3-7 ロイヤルアサヒ館 082-541-7541

641 泉 いずみ 広島市 中区胡町3-7 ロイヤルアサヒ館 082-247-2384

642 サロンド 榊原 さろん ど さかきばら 広島市 中区胡町3-11 クィーンビル 082-246-3110

643 津和野 つわの 広島市 中区胡町3-11 クィーンビル 082-246-7654

644 ひろしま気分 ひろしまきぶん 広島市 中区胡町2-20 ForYouビル４Ｆ 082-249-2339

645 ボルサリーノ ぼるさりーの 広島市 中区胡町3-12 パレ三番街 082-242-6103

646 ファンタジー ふぁんたじー 広島市 中区胡町3-12 パレ三番街 082-246-2278

647 Step & AG すてっぷあんどえーじー 広島市 中区胡町3-25 バイオレットビル 082-247-0622

648 クレイドル(Ｃｒａｄｌｅ) くれいどる 広島市 中区胡町4-24 クリタビル 082-246-0774

649 陽 よう 広島市 中区胡町3-12 パレ三番街 082-245-8804

650 パーフェクトラブ ぱーふぇくと らぶ 広島市 中区胡町2-7 ファーストビル 082-543-2898

651 club Voice くらぶ ぼいす 広島市 中区銀山町12-19 第５ダイヤモンドビル 082-545-4575

652 club apres くらぶ あぷれ 広島市 中区胡町3-11 クィーンビル 082-247-6550

653 CLUB CURE くらぶ きゅあ 広島市 中区胡町2-13 スコッチ胡館５Ｆ ?

654 LET’S れっつ 広島市 中区胡町2-11 第２ダイヤモンドビル 082-240-0907

655 ラウンジ　姫 らうんじ ひめ 広島市 中区胡町2-14 原田ビル2F 082-244-2027

656 たんぽぽ たんぽぽ　（らうんじ たんぽぽ） 広島市 中区胡町2-6 純正ビル 082-246-8956
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657 サウンド野の花 さうんど ののはな 広島市 中区胡町5-7 ウインザー 082-542-0087

658 vivi ヴぃヴぃ 広島市 中区胡町2-11 第２ダイヤモンドビル 082-247-9439

659 魚菜　黒田 ぎょさい くろだ 広島市 中区胡町2-12 082-247-3103

660 スマイル すまいる 広島市 中区胡町3-23 エビスビル２Ｆ 082-245-4650

661 Chloe くろえ 広島市 中区胡町2-13 スコッチ館 082-246-8661

662 鉄板焼・あみ焼　あぜさん てっぱんやき・あみやき あぜさん 広島市 中区堀川町1-2 第１船屋ビル 082-244-3939

663 Usque baugh（ウスケボ） 薬研堀通店 うすけぼ やげんぼりてん 広島市 中区堀川町1-4　小川ビル 082-246-9300

664 Usque baugh（ウスケボ） 仏壇通店 うすけぼ ぶつだんどおりてん 広島市 中区堀川町3-8 冨士ビル 082-244-2007

665 はちまき はちまき 広島市 中区堀川町1-7　福連木ビル１Ｆ 082-241-0934

666 Ｃ’s cafee しーず かふぇ 広島市 中区胡町2-10 グリーンビーズ 082-240-2444

667 エーデル えーでる 広島市 中区堀川町1-9　ライオンビル 082-246-8488

668 スタンド　レイ すたんど れい 広島市 中区堀川町1-9　ライオンビル 082-249-2334

669 サンチョパンサ さんちょぱんさ 広島市 中区堀川町1-10トーホービル 082-248-3412

670 club es くらぶ えす 広島市 中区堀川町1-10トーホービル 082-247-0667

671 ティエラ てぃえら 広島市 中区堀川町1-14 第１レックスビル 082-248-7088

672 ノウブル天馬 のうぶる てんま 広島市 中区堀川町1-14 第１レックスビル 082-246-1648

673 ユアーラウンジ　生 ゆあーらうんじ せい 広島市 中区堀川町1-14 第１レックスビル 082-248-0309

674 Ｍｒ.　ジョー みすたー じょー 広島市 中区堀川町1-14 第１レックスビル 082-249-5353

675 アルヴィナ アーク あるヴぃな あーく 広島市 中区堀川町1-15 ざくろビル 082-249-5257

676 ラウンジ　セーリング らうんじ せーりんぐ 広島市 中区堀川町1-25 岡辺ビル 082-542-0333

677 ぱるこ ぱるこ　（すたんど　ぱるこ） 広島市 中区堀川町1-25 岡辺ビル 082-249-5551

678 Memories めもりーず 広島市 中区堀川町1-25 成和ビル ?

679 ジャム じゃむ 広島市 中区堀川町1-28 082-542-5505

680 ラウンジ　てふ・てふ らうんじ てふてふ 広島市 中区堀川町1-29 アルファービル 082-249-5434

681 佳穂 かほ 広島市 中区堀川町1-30　吉四六ビル ?

682 ハイネ はいね 広島市 中区堀川町1-30　吉四六ビル 082-243-5534

683 衣舞 いぶ 広島市 中区堀川町1-30　吉四六ビル 082-241-4590

684 ラウンジ　ソフィー らうんじ そふぃー 広島市 中区堀川町1-36　サンプラザビル 082-244-9020

685 ルシール るしーる 広島市 中区堀川町1-36　サンプラザビル 082-244-9419

686 ちぇちぇ ちぇちぇ 広島市 中区堀川町1-36　サンプラザビル 082-247-8760

687 Lani らに 広島市 中区堀川町1-36　サンプラザビル 082-542-5517

688 和房　越間 わふさ　こしま 広島市 中区薬研堀7-16 082-246-2112

689 味處　おがわ あじどころ　おがわ 広島市 中区堀川町2-5 第２松尾ビル 082-244-5484

690 ラストチャンス らすとちゃんす 広島市 中区堀川町2-5 第２松尾ビル 082-240-7550

691 スタンド　勢伊子 すたんど せいこ 広島市 中区堀川町2-10 第２レックスビル 082-244-0707

692 花音 かのん 広島市 中区堀川町2-7 フェスタ高山 082-247-6608

693 プレステージ ぷれすてぃーじ 広島市 中区堀川町2-10 第２レックスビル 082-247-2519

694 白翠 はくすい 広島市 中区堀川町2-10 第２レックスビル 082-247-6640

695 ほくろ ほくろ 広島市 中区堀川町3-13 ラッキー会館 082-249-3196
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696 ラウンジ　メヌード らうんじ めぬーど 広島市 中区堀川町1-10ゴトービル 082-542-5998

697 ナグサ・バー なぐさばー 広島市 中区堀川町3-20 松月園ビル 082-243-4798

698 Ponny ぽにー 広島市 中区堀川町1-9　ライオンビル 082-246-8817

699 club Ritz くらぶ りっつ 広島市 中区堀川町1-11 仏壇通りビル３Ｆ 082-246-3775

700 菅 すが 広島市 中区堀川町1-10トーホービル６Ｆ 082-246-2332

701 ＪＵＮＯ じゅの 広島市 中区堀川町1-30　吉四六ビル 082-236-9929

702 和ごころ わごころ 広島市 中区胡町2-25 アクロスビル 082-247-7849

703 Ｉｒｉｅ あいり 広島市 中区堀川町1-30　吉四六ビル 082-236-9927

704 和風ダイニング 石 一四〇二 わふうだいにんぐ いし いしまつ 広島市 中区堀川町5-7 エフエスビル 082-246-3401

705 カフェ＆バー キャンジェネ かふぇあんどばー きゃんじぇね 広島市 中区堀川町3-20 シティビル602 082-246-1141

706 創作料理　ざこくらぶ そうさくりょうり ざこくらぶ 広島市 中区堀川町1-2 船屋ビルまんぷく村 082-247-0048

707 ぞう炊の店 やま田 ぞうすいのみせ やまだ 広島市 中区堀川町1-2 船屋ビルまんぷく村 050-5841-5464

708 club ＺＥＲＯ くらぶ ぜろ 広島市 中区堀川町1-10トーホービル 082-247-0667

709 ＮＯ　ＮＡＭＥ のー ねいむ 広島市 中区堀川町3-8 イテザⅢビル 082-246-3022

710 和のお店　きた わのおみせ きた 広島市 中区銀山町3-12 ホテルパオ 082-241-0356

711 炭火焼 西尾 すみびやき にしお 広島市 中区銀山町6-15 082-245-1129

712 サブリナ さぶりな 広島市 中区銀山町10-10 ステラ館 082-240-2595

713 ミスターレディパラダイス みすたーれでぃ ぱらだいす 広島市 中区銀山町11-4 アメリカ館 082-544-2929

714 Club DEEP CASTLE くらぶ でぃーぷ きゃっする 広島市 中区銀山町11-4 アメリカ館 082-246-3350

715 夜来香 いえらいしゃん 広島市 中区銀山町11-10 京ビル 082-244-0150

716 嫋 じょう 広島市 中区堀川町1-30 082-541-0808

717 リビング　ラブ　キョウコ りびんぐ らぶ きょうこ 広島市 中区銀山町11-13 ソシアルアサヒ館 082-243-7115

718 ラ・ジョイア ら・じょいあ 広島市 中区銀山町11-13 ソシアルアサヒ館 082-545-5267

719 lounge Irie らうんじ あいり 広島市 中区銀山町11-18 サンライトビル 082-241-4020

720 bebe べべ 広島市 中区銀山町11-18 082-541-0121

721 すたんど　ゆり すたんど　ゆり 広島市 中区堀川町3-8 マロービル 082-249-2319

722 すたんど　らむ すたんど　らむ 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル ?

723 クラブ　ポエム くらぶ　ぽえむ 広島市 中区銀山町11-20 082-241-3046

724 クラブ　タカタ くらぶ　たかた 広島市 中区銀山町11-20 082-241-7734

725 ラウンジ　アンシャンテ らうんじ あんしゃんて 広島市 中区銀山町11-20 082-240-0071

726 火のくるま ひのくるま 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル 082-243-7200

727 メルチ めるち 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル 082-246-9381

728 Cha*Cha ちゃちゃ 広島市 中区銀山町11-26 岡三ビル 082-248-4122

729 チャイニーズスタンド蘭蘭 ちゃいにーずすたんど らんらん 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル 082-246-8388

730 日本海庄や　広島東胡通り店 にほんかいしょうや　ひろしまひがしえびすどおりてん 広島市 中区銀山町11-26 082-504-8141

731 Brasd’ or ぶらどーる　（めいんばー ぶらどーる） 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル 082-247-6147

732 葦 あし 広島市 中区銀山町12-10 藤田観光ビル 082-243-4759

733 Lounge アンコール らうんじ あんこーる 広島市 中区銀山町12-15 第２サンアイビル 082-243-6941

734 うどんのかず うどんのかず 広島市 中区銀山町12-16 082-545-8535
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735 ダック だっく 広島市 中区銀山町12-17 082-244-3638

736 ＣＡ しーえー 広島市 中区堀川町1-11 仏壇通りビル 082-545-7233

737 アンティーク あんてぃーく　（アンティーク奈？） 広島市 中区銀山町12-9 ８７ビル 082-248-7345

738 鉄板焼　百百の木 てっぱんやき もものき 広島市 中区銀山町12-20 ８７ビル 082-244-4101

739 初舞 うぶ 広島市 中区銀山町12-20 ８７ビル 082-247-7736

740 炭火串焼き 純 すみびくしやき じゅん 広島市 中区銀山町12-22 イギリス館 082-248-2848

741 まつお まつお 広島市 中区銀山町12-22 082-249-9007

742 和味庵 なごみあん 広島市 中区銀山町12-22 マツヤビル 082-541-7531

743 ＰＰ side ぴーぴー さいど 広島市 中区銀山町13-13 シャトレ３ビル 082-247-8887

744 lounge Jadore らうんじ じゃどーる 広島市 中区銀山町12-9 ８７ビル 082-247-0114

745 Girl’ｓ bar ポーカーフェイス がーるずばー ぽーかーふぇいす 広島市 中区銀山町12-19 第５ダイヤモンドビル 082-542-8900

746 Begin びぎん 広島市 中区銀山町11-14 シルバービル 082-246-8085

747 崚 りょう 広島市 中区銀山町12-20 ８７ビル 082-242-2004

748 琥珀 こはく 広島市 中区銀山町11-4 082-247-8365

749 ＫＯＺＵ　ＫＯＺＵ こうづ　こうづ 広島市 中区銀山町11-24 住谷ビル 082-248-6681

750 銀山ベース かなやまべーす 広島市 中区銀山町1-2 銀山町アパートメント 082-246-2238

751 貴流ROCK & LIVE BAR SLOW DOWN すろーだうん 広島市 中区新天地1-28 ソレイユビルＢ1 082-246-1755

752 バックビート ばっくびーと 広島市 中区三川町9-16 082-247-0074

753 ぱぶ宴盃家 ぱぶ えんぱいや 広島市 中区新天地1-11 シャトル館 082-247-4477

754 ONE SHOT JACK わん しょっと じゃっく 広島市 中区新天地1-24 壱番館ビル 082-247-0011

755 Bar Komatsu ばー こまつ 広島市 中区新天地1-24 壱番館ビル 082-541-1235

756 ラスベガス・ダーツバー らすべがす・だーつばー 広島市 中区新天地1-26 かすみやビル 082-541-4000

757 エレナ えれな 広島市 中区新天地1-26 三村ビル 082-247-2760

758 じごや じごや 広島市 中区新天地5-23 お好み共和国 082-249-8130

759 good ぐっど 広島市 中区銀山町12-13 センチュリーハウス 082-241-6166

760 青二さい あおにさい　（いざかや　あおにさい） 広島市 中区新天地1-17 082-240-2215

761 LUSSE るっせ 広島市 中区新天地1-26 三村ビル 082-247-1211

762 AMATERAS あまてらす 広島市 中区新天地6-1 グランポルトビル 082-246-7554

763 neuf　cafe ぬふ かふぇ 広島市 中区新天地5-21 082-504-9600

764 MARVELOUS まーべらす 広島市 中区新天地6-1 グランポルトビル 082-246-7554

765 Usque baugh うすけぼ　（ばー　うすけぼ） 広島市 中区新天地6-1 グランポルトビル 082-248-4818

766 喜代 きよ 広島市 中区田中町2-28 082-249-0355

767 ナイトパブ　ハニーハート ないとぱぶ はにーはーと 広島市 中区田中町1-12-5 082-249-0400

768 プリンセスプリンセス ぷりんせす ぷりんせす 広島市 中区田中町6-3 音戸温泉ビル 082-247-7260

769 日本一桃太郎 にっぽんいちももたろう 広島市 中区新天地6-10 本州会館4F 082-246-0072

770 CLUB QUATTRO くらぶ くあとろ 広島市 中区本通10-1 広島パルコ本館10F 082-542-2280

771 くらぶ 穂 くらぶ すい 広島市 中区堀川町1-9　ライオンビル 082-241-4181

772 オリエンタルサロン おりえんたるさろん 広島市 中区流川町1-5 082-541-4560

773 マダムローラン まだむろーらん 広島市 中区流川町1-24 第２味の館ビル 082-246-0909
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774 クラブ 羝 くらぶ てい 広島市 中区流川町1-24 第２味の館ビル 082-244-7676

775 クラブ 響 くらぶ　ひびき 広島市 中区銀山町12-14 薬研堀ビル 082-244-1949

776 クラブ 翔 くらぶ　しょう 広島市 中区銀山町12-14 薬研堀ビル 082-245-0707

777 クラブ 彩 くらぶ　さい 広島市 中区銀山町12-14 薬研堀ビル 082-247-9511

778 Memories メモリーズ 広島市 中区新天地6-10-B1F 082-242-6166

779 ＢＩＧ　ＢＯＸ びっぐ　ぼっくす　 広島市 中区新天地6-10 082-246-0072

780 ㈲東来軒 とうらいけん 広島市 南区出汐1-17-1 082-254-7200

781 冷麺 かず れいめん　かず 広島市 東区光町2-12-21 082-264-0043 http://www.megaegg.ne.jp/~reimenkazu
788 PURE SOUND SALON RAKUEN ぴあー さうんど さろん らくえん 広島市 中区江波本町15-34 082-942-0723 http://www.ra-ku-en.net/
789 faborite room 裕 ゆう 広島市 西区横川町3-1-7 082-292-8899

823 大阪王将 広島可部店 おおさかおうしょう ひろしまかべてん 広島市 安佐北区可部7-4-3 082-824-8880 http://www.ekura.co.jp
825 やすだ亭 やすだてい 広島市 安佐南区西原8-38-21 082-874-0279 http://www.advance-design.org/yasudatei/
837 Chinese Restaurant 天山 ちゃいにーず れすとらん てんざん 広島市 中区西白島町16-21 082-223-0103 http://www.hr-tenzan.jp/
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/
868 スタンド 恵美 すたんど えみ 広島市 南区仁保1-3-10 082-283-6253

922 天下一品　中筋店 てんかいっぴん　なかすじてん 広島市 安佐南区中筋1-3-10 中筋Ｋビル1Ｆ 082-870-8101

923 天下一品　府中店 てんかいっぴん　ふちゅうてん 広島市 東区矢賀4-12-13　アルカディア矢賀1Ｆ 082-286-8101

924 天下一品　東雲店 てんかいっぴん　しののめてん 広島市 南区東雲本町2-21-12 082-287-8101

925 天下一品　海田店 てんかいっぴん　かいたてん 広島市 安芸区船越南3-27-33 082-824-5101

926 天下一品　新天地店 てんかいっぴん　しんてんちてん 広島市 中区新天地2-22 082-244-7101

927 天下一品　楽々園店 てんかいっぴん　らくらくえんてん 広島市 佐伯区隅の浜2-1-17 082-925-1101

957 芸州本店 げいしゅうほんてん 広島市 中区立町3-13 国際ホテル２Ｆ 082-248-2558 http://www.kokusai.gr.jp/restaurant/geisyu/
960 オズトロ おずとろ 広島市 南区大洲5-5-39 082-510-0026 http://gmano.jp/
961 しゃぶしゃぶ温野菜 しゃぶしゃぶおんやさい 広島市 南区大洲5-5-39 082-510-0831 http://gmano.jp/
973 日本料理　髙山 にほんりょうり　たかやま 広島市 中区幟町11-8 082-211-2525

982 集来軒 しゅうらいけん 広島市 中区袋町1-30 082-249-1606

1000 PABU 70 ぱぶ ななじゅう 広島市 中区流川町4-21 第27エルザビル4F 082-249-0044

1001 河庄 かわしょう 広島市 中区銀山町6-7 藤田ビル１F 082-247-5002

1015 蕎麦きり吟 そばきり ぎん 広島市 南区段原1-7-18 082-236-3269 http://hawaiikona.cc/soba
1023 居酒屋 民宿 いざかや みんしゅく 広島市 中区流川町2-22 大徳ビル１F 082-241-3078 http://www.hotpepper.jp/strJ000026942/
1025 うぐいす うぐいす 広島市 中区流川町4-5 082-247-7308

1027 Lounge 佐々木 らうんじ　ささき 広島市 中区堀川町3-3 津田文ビル４階

1043 一味 いちみ 広島市 安佐南区古市1-15-8 082-870-8813

1048 中華大酒房 家座冨 ちゅうかだいしゅぼう かざふ 広島市 中区三川町10-13 榎崎ビル２Ｆ 082-545-7888 http://www.kazafu.jp/
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/
1053 豆匠 広島本店 とうしょう ひろしまほんてん 広島市 南区比治山町6-24 082-506-1028 http://r.gnavi.co.jp/y000506/
1054 芸州 胡店 げいしゅう えびすてん 広島市 中区堀川町3-13 ラッキー会館３Ｆ 082-243-6165 http://r.gnavi.co.jp/y000503/
1055 えびすの宴 えびすのうたげ 広島市 中区堀川町3-13 ラッキー会館２Ｆ 082-243-6166 http://r.gnavi.co.jp/y000528/
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1056 ひろしま国際ホテル ひろしまこくさいほてる 広島市 中区立町3-13 082-248-2323 http://www.kokusai.gr.jp/
1057 トンフォン とんふぉん 広島市 中区立町3-13 082-240-0558

1058 空庭Bisとろ KURUKURU そらにわびすとろ くるくる 広島市 中区立町3-13 082-240-7556

1059 スペイン・バル ミ・カーサ すぺいん・ばる み・かーさ 広島市 中区立町3-13 082-248-6796

1060 徳川　総本店 とくがわ　そうほんてん 広島市 中区胡町5-12-2F 082-241-7100 http://www.tokugawa.jp/
1061 徳川　可部店 とくがわ　かべてん 広島市 安佐北区可部5-11-17 082-815-2775 http://www.tokugawa.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/
1064 徳兵衛　毘沙門台店 とくべえ　びしゃもんだいてん 広島市 安佐南区大町東4-10-36 082-879-0141 http://www.tokugawa.jp/
1065 徳川　戸坂店 とくがわ　へさかてん 広島市 東区戸坂大上4-30-11 082-220-1818 http://www.tokugawa.jp/
1067 徳川　南区民センター店 とくがわ　みなみくみんせんたーてん 広島市 南区比治山本町16-35 082-505-1620 http://www.tokugawa.jp/
1070 徳川　ベスト電器店 とくがわ　べすとでんきてん 広島市 南区西蟹屋1-1-7 082-567-2388 http://www.tokugawa.jp/
1073 徳川　フジグラン広島店 とくがわ　ふじぐらんひろしまてん 広島市 中区宝町2-1-3F 082-236-1145 http://www.tokugawa.jp/
1075 とくとく　駅ビル店 とくとく　えきびるてん 広島市 南区松原町2-37-2F 082-506-2252 http://www.tokugawa.jp/
1077 徳川　五日市店 とくがわ　いつかいちてん 広島市 佐伯区八幡東2-29-43 082-929-7771 http://www.tokugawa.jp/
1079 徳川　イオン宇品店 とくがわ　いおんうじなてん 広島市 南区宇品東6-1-15-1F 082-250-0480 http://www.tokugawa.jp/
1080 徳兵衛　広島新幹線店 とくべえ　ひろしましんかんせんてん 広島市 南区松原町1-2-2F 082-263-0200 http://www.tokugawa.jp/
1081 徳兵衛　紙屋町店 とくべえ　かみやちょうてん 広島市 中区大手町1-4-31-2F 082-247-2260 http://www.tokugawa.jp/
1082 徳川　フジグラン緑井店 とくがわ　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2-2F 082-831-8133 http://www.tokugawa.jp/
1086 ホテルセンチュリー２１広島 ほてるせんちゅりーにじゅういち ひろしま 広島市 南区的場町1-1-25 082-263-3111 http://www.century21.gr.jp/
1087 京もみじ きょうもみじ 広島市 南区的場町1-1-25 082-263-5531

1088 フィレンツェ ふぃれんつぇ 広島市 南区的場町1-1-25 082-263-5270

1090 酔心 広島駅ビル店 すいしん ひろしまえきびるてん 広島市 南区松原町2-37 アッセ６階 082-568-1120 http://www.suishin.or.jp/
1091 酔心 新幹線店 すいしん しんかんせんてん 広島市 南区松原町1-2 新幹線名店街 082-568-2251 http://www.suishin.or.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/
1093 釜飯 酔心本店 かまめし すいしんほんてん 広島市 中区立町6-7 082-247-4411 http://www.suishin.or.jp/
1094 寿司 酔心 すし すいしん 広島市 中区立町6-7 082-247-2331 http://www.suishin.or.jp/
1095 酔心 毘沙門店 すいしん びしゃもんてん 広島市 安佐南区緑井3-13-10 082-879-2211 http://www.suishin.or.jp/
1096 酔心 五日市店 すいしん いつかいちてん 広島市 佐伯区五日市5-4-21 082-922-8663 http://www.suishin.or.jp/
1097 ㈱一膳 いちぜん 広島市 安佐北区可部5-12-3 082-815-1016

1098 広島酒呑童子 ひろしましゅてんどうじ 広島市 中区大手町1-4-25 082-247-9300

1099 だんまや水産　広島駅前店 だんまやすいさん　ひろしまえきまえてん 広島市 南区松原町2-50 広島西NKビル2F 082-264-4130 http://www.yoronotaki.co.jp/index.html
1100 だんまや水産　広島駅前2号店 だんまやすいさん　ひろしまえきまえにごうてん 広島市 南区松原町10-15 フルフォーカスビル4F 082-264-1456 http://www.yoronotaki.co.jp/index.html
1101 一軒め酒場　広島駅前店 いっけんめさかば　ひろしまえきまえてん 広島市 南区松原町4-17 082-263-7932 http://www.yoronotaki.co.jp/index.html
1102 釜焼鳥本舗おやひなや 並木店 かまやきとりほんぽおやひなや なみきてん 広島市 中区三川町10-12 第一平田ビル1階 082-545-3330

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

1104 JOE'S KITCHEN じょーず きっちん 広島市 中区薬研堀3-8 岡ビル２Ｆ 082-243-6550

1105 廣島屋　波平商店 ひろしまや　なみへいしょうてん 広島市 南区松原町4-18 ライオン松原B1F 082-263-6808 http://nami-hei.com/
1106 廣島屋　海平商店 ひろしまや　うみへいしょうてん 広島市 中区袋町8－11 森田ビル1F 082-249-9219 http://umihei.com/
1107 CARCHELO かるちぇろ 広島市 中区本通1-1 サンシャイン4ビルB1F 082-246-0350
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1109 長浜ラーメン博多屋 仁保店 ながはまらーめんはかたや にほてん 広島市 南区仁保3-8-6 082-282-4188

1110 長浜ラーメン博多屋 古市店 ながはまらーめんはかたや ふるいちてん 広島市 安佐南区中須1-8-3 082-870-8308

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

1116 長浜ラーメン博多屋 宇品店 ながはまらーめんはかたや うじなてん 広島市 南区宇品海岸1-2-22 082-254-7685

1119 鉄ぱん屋 弁兵衛 新天地店 てっぱんや べんべい しんてんちてん 広島市 中区新天地1-2 082-249-2800

1120 丁度飯家 ちょうどいいや 広島市 中区流川町2-24 ビトウビル2Ｆ 082-541-1564

1124 廣島鉄板Grill　Dining　鐵‐くろがね‐ ひろしまてっぱん　ぐりるだいにんぐ　くろがね 広島市 中区流川町2-7　TOYO PERFUME　２Ｆ 082-246-5828 http://kuro-gane.jp
1125 月寅　紙屋町店 つきとら　かみやちょうてん 広島市 中区紙屋町1-1-1 東和ビルＦ1 082-244-5440 http://tsukitora.jp/
1128 スタンド 笑の樹 すたんど　えみのき 広島市 中区胡町2-10 082-241-4649

1129 ペルル（Ｐｅｒｌｅ） ぺるる 広島市 中区銀山町11-24 082-249-1059

1130 シャレード しゃれーど 広島市 中区銀山町11-20 082-247-8475

1131 あん あん 広島市 中区銀山町11-25 第１ダイヤモンドビル 082-240-6927

1132 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｄｏ らうんじ どぅー 広島市 中区堀川町1-11 仏壇通りビル２階 082-246-0313

1133 居酒屋 Waiwai いざかや わーいわい 広島市 中区銀山町11-23 西川ビル 082-545-9211

1135 源蔵本店 げんぞうほんてん 広島市 南区猿猴橋町5-18 082-263-3855

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

1138 焼肉敏　猿猴橋店 やきにくとし えんこうばしてん 広島市 南区猿猴橋町6-4 082-262-4460

1140 たか福 たかふく 広島市 中区胡町3-15-5 082-249-8888 http://www.ryutei.jp/
1141 中華そば くにまつ ちゅうかそば くにまつ 広島市 中区八丁堀8-10 清水ビル１Ｆ 082-222-5022

1142 リストランテ フォンタナ りすとらんて ふぉんたな 広島市 中区上幟町7-14　ホテルJALシティ広島1階 082-223-2580 http://hiroshima.jalcity.co.jp
1143 イタリア料理 イプシロン いたりありょうり　いぷしろん 広島市 中区十日市町2-9-25 福地産業ビル１Ｆ 082-231-8007

1144 風に吹かれて かぜにふかれて 広島市 中区幟町12-5 パークハイツ102 082-222-1200

1145 ポワブリエール 舟入本店 ぽわぶりえーる ふないりほんてん 広島市 中区舟入南3-12-24 082-234-9090 http://www.poivriere.com/
1146 正弁丹吾 しょうべんたんご 広島市 中区三川町10-26 082-248-0672 http://tango823.com/
1147 料亭久里川 りょうてい くりかわ 広島市 中区千田町3-2-3 082-245-2854 http://www.kurikawa.com/
1149 鉄板屋 我んが てっぱんや がんが 広島市 中区立町3-23 082-249-8688 http://www.ganga-since2010.com/
1151 月あかり つきあかり 広島市 中区大手町1-8-9 082-545-7777 http://in-smart.co.jp/
1152 利久 りきゅう 広島市 中区流川町1-7 082-545-6666 http://in-smart.co.jp/
1153 玉の井 たまのい 広島市 中区三川町10-13 082-545-0123 http://in-smart.co.jp/
1154 Café SPICE かふぇ すぱいす 広島市 中区流川町1-6 082-246-7934 http://in-smart.co.jp/
1155 漣坊 れんぼう 広島市 中区薬研堀2-3 082-545-7778 http://in-smart.co.jp/
1156 お花 おはな 広島市 中区流川町3-4 082-545-7555 http://in-smart.co.jp/
1157 zucchini ずっきーに 広島市 中区大手町1-5-18 082-546-0777 http://in-smart.co.jp/
1158 魚樽本店 うおたるほんてん 広島市 中区薬研堀3-8 082-546-0001 http://in-smart.co.jp/
1159 喜多よし きたよし 広島市 中区紙屋町2-2-18 082-546-6666 http://in-smart.co.jp/
1160 魚樽 袋町支店 うおたる ふくろまちしてん 広島市 中区袋町2-19 082-545-7000 http://in-smart.co.jp/
1161 かめ福 かめふく 広島市 中区新天地1-9 082-543-2222 http://in-smart.co.jp/
1162 ROCKY BEAR ろっきー べあー 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3801 http://in-smart.co.jp/
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1163 Le JYAN JYAN る じゃん じゃん 広島市 中区袋町4-1 082-545-2828 http://in-smart.co.jp/
1164 みよし みよし 広島市 中区堀川町2-5 082-543-2000 http://in-smart.co.jp/
1165 とみや とみや 広島市 中区袋町2-6 082-236-3929 http://in-smart.co.jp/
1166 万作 まんさく 広島市 中区堀川町1-28 082-544-0009 http://in-smart.co.jp/
1167 居酒屋 無名塾 いざかや むめいじゅく 広島市 中区大手町2-6-8 ２Ｆ 082-249-4255

1168 ホテル法華クラブ　レストラン「ロータス」 ほてるほっけくらぶ れすとらん ろーたす 広島市 中区中町7－7 082-248-3371

1169 ホテルグランヴィア広島 ほてるぐらんう゛ぃあひろしま 広島市 南区松原町1-5 082-262-1111 http://www.hgh.co.jp/
1170 石焼きダイニング ヒカリ いしやきだいにんぐ ひかり 広島市 中区新天地1-11 シャトル館２Ｆ 082-243-0106

1174 麺鮮醤油房 周月 めんせんしょうゆぼう しゅうげつ 広島市 中区国泰寺町2-4-12 082-236-7547

1175 AGRI あぐり 広島市 中区中町4-18 082-246-7721

1176 ラウンジ 睦月 らうんじ むつき 広島市 中区薬研堀6-19 筒井ビル２Ｆ 082-247-5960

1177 お好みハウス のんのん おこのみはうす のんのん 広島市 南区段原南2-12-5 082-261-4109

1179 すしと刺身の店 すし亭 胡町店 すしとさしみのみせ すしてい えびすまちてん 広島市 中区胡町4-21 朝日生命ビル１Ｆ 082-249-1808 http://hinoki.to/
1180 すしと刺身の店 すし亭 中の棚店 すしとさしみのみせ すしてい なかのたなてん 広島市 中区本通1-5 VIVA21ビル２Ｆ 082-541-7773 http://hinoki.to/
1181 すしと刺身の店 すし亭 紙屋町店 すしとさしみのみせ すしてい かみやちょうてん 広島市 中区大手町1-4-31 082-545-1333 http://hinoki.to/
1182 すしと刺身の店 すし亭 光町店 すしとさしみのみせ すしてい ひかりまちてん 広島市 東区光町1-11-13 光町ビル 082-586-6500 http://hinoki.to/
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

1192 すし丸 可部店 すしまる かべてん 広島市 安佐北区可部7-4-13 082-815-7301 http://susi-maru.co.jp/
1193 すし丸 フォレオ 広島東店 すしまる ふぉれお ひろしまひがしてん 広島市 東区温品1-1121-1 082-508-6620 http://susi-maru.co.jp/
1194 すし丸 高陽店 すしまる こうようてん 広島市 安佐北区落合南4-2-10 082-841-2230 http://susi-maru.co.jp/
1195 café GROW かふぇ ぐろう 広島市 東区牛田本町1-9-16 082-222-0177

1201 HAPPI-NESS はぴねす 広島市 中区胡町2-16 エイトバレー19ビル６Ｆ 082-544-1717

1202 春帆楼 広島店 しゅんぱんろう ひろしまてん 広島市 中区銀山町10-17 082-245-1919 http://www.shunpanro.com/hiroshima/
1203 倉凛 そうりん 広島市 中区流川町2-22 有楽ビル１F 082-243-0404

1205 駅前酒場 ＡＫＡＭＡＲＵ 的場店 えきまえさかば あかまる まとばてん 広島市 南区的場町1-1-5 082-264-2215

1206 寿司処 一貫 すしどころ いっかん 広島市 中区薬研堀4-8 082-247-5574

1207 中国料理 団欒亭ー ちゅうごくりょうり だんらんてー 広島市 中区薬研堀3-14 082-244-0029

1208 中国料理 金龍飯店 ちゅうごくりょうり きんりゅうはんてん 広島市 安佐南区西原5-1-3 082-570-5618 http://www.kinryu-hanten.jp/
1209 ラ・フォンターナ ら・ふぉんたーな 広島市 安佐南区祇園2-3-1 082-875-1120

1213 蓮根 広島店 れんこん ひろしまてん 広島市 中区堀川町4-20 タカタアレービル B1F 082-546-0707 http://www.kotobukifoods.com/
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

1217 インド料理 ガネーシュ 本通り店 いんどりょうり がねーしゅ ほんどおりてん 広島市 中区本通3-12 富士商会ビル２Ｆ 082-247-0022 http://www.ganeshindo.com
1219 魚民 広島南口駅前店 うおたみ　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル２階 082-263-4188

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

1223 魚民 五日市北口駅前店 うおたみ　いつかいちきたぐちえきまえてん 広島市 佐伯区五日市駅前1-13-4 五日市駅東ビル３階 082-921-0288

1229 魚民 広島北口駅前店 うおたみ　ひろしまきたぐちえきまえてん 広島市 南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島地下１階 082-264-2388

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

1232 魚民 広島新天地店 うおたみ　ひろしましんてんちてん 広島市 中区新天地6-1 グランポルトビル３階 082-249-3688
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1233 笑笑 広島南口駅前店 わらわら　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル地下１階 082-262-9088

1236 笑笑 広島八丁堀店 わらわら　ひろしまはっちょうぼりてん 広島市 中区堀川町4-17 小松屋ビル 082-246-4888

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

1238 笑笑 五日市北口駅前店 わらわら　いつかいちきたぐちえきまえてん 広島市 佐伯区五日市駅前1-13-4 五日市駅東ビル３階 082-921-2488

1240 月の宴 広島新天地店 つきのうたげ　ひろしましんてんちてん 広島市 中区新天地1-20 広島帝劇会館２階 082-246-4288

1241 白木屋 広島南口駅前店 しらきや　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル４階 082-262-6488

1242 白木屋 広島流川店 しらきや　ひろしまながれかわてん 広島市 中区堀川町1-15 ざくろビル３階 082-541-3588

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

1244 くろ○ 広島八丁堀店 くろまる　ひろしまはっちょうぼりてん 広島市 中区堀川町4-17 小松屋ビル地下１階 082-247-8988

1247 千年の宴 広島本通り店 せんねんのうたげ　ひろしまほんどおりてん 広島市 中区本通3-5 せらかぐビル地下１階 082-247-9188

1250 千年の宴 広島南口駅前店 せんねんのうたげ　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル３階 082-261-3188

1251 みつえちゃん 広島南口駅前店 みつえちゃん　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル４階

1252 モンテビア 広島 もんてびあ　ひろしま 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル１階 082-262-0988

1253 すしざむらい 広島南口駅前店 すしざむらい　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル１階 082-262-7588

1254 山内農場 広島南口駅前店 やまうちのうじょう　ひろしまみなみぐちえきまえてん 広島市 南区松原町10-32 宏和14ビル５階 082-262-6588

1256 山内農場 新天地店 やまうちのうじょう　しんてんちてん 広島市 中区新天地6-1 グランポルトビル３階 082-246-9088

1260 ひろしま八雲 ひろしまやぐも 広島市 中区富士見町4-9 広越本社ビル1･2F 082-244-1551 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1261 民芸食事処 八雲流川店 みんげいしょくじどころ やぐもながれかわてん 広島市 中区流川町1-24 第2味の館ビル1･2･3F 082-243-4500 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1262 てっぱん料理 味味亭 てっぱんりょうり みみてい 広島市 中区富士見町4-9 広越本社ビル3F 082-247-1129 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1263 日本料理八雲 三井ガーデンホテル広島店 にほんりょうりやぐも みついがーでんほてるひろしまてん 広島市 中区中町9-12 三井ガーデンホテル広島2F 082-546-0008 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1264 日変り料理　福一 ひがわりりょうり ふくいち 広島市 中区堀川町1-15 ざくろビル1F 082-244-2910 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1265 中国小皿料理 拍拍飯店 ちゅうごくこざらりょうり ぱくぱくはんてん 広島市 中区堀川町4-11 アサヒビール館2･3F 082-247-8801 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1266 漁師屋台 がっつり りょうしやたい がっつり 広島市 中区立町4-15 英万里ビル1F 082-545-4137 http://www.hirokoshi.co.jp/list
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
1269 ピアノバー ぴあのばー 広島市 中区流川町1-5 ルッソビル1F 082-541-4560 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1270 ルッソラウンジ るっそらうんじ 広島市 中区流川町1-5 ルッソビル2F 082-541-4560 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1271 ルッソダイニング るっそだいにんぐ 広島市 中区流川町1-5 ルッソビル3F 082-541-4560 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1272 味処 あじどころ 広島市 中区流川町1-5 ルッソビル5F 082-541-4560 http://www.hirokoshi.co.jp/list
1274 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 薬研掘総本店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　やげんぼりそうほんてん 広島市 中区田中町6-3 音戸温泉ビル1F 082-240-8222 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1275 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 流川店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　ながれかわてん 広島市 中区堀川町2-11 082-543-2130 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
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/
1277 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 八木店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　やぎてん 広島市 安佐南区川内6-22-13 082-870-6101 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1278 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 立町店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　たてまちてん 広島市 中区本通1-27-２F 082-249-5757 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1363 活けす料理　水軍の宴 いけすりょうり すいぐんのうたげ 広島市 中区流川町7-15 むぎくらビル1F 082-249-8484 http://www.utage.net/
1365 お竈突 おくど 広島市 中区胡町3-15 えびす通りK2ビル4F 082-545-7886 http://oku-do.com/
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/
1367 瀬戸寿司割烹　安芸茶寮 せとずしかっぽう あきさりょう 広島市 中区三川町9-7 082-209-8872 http://www.akisaryo.com/main.html
1368 ご当地海鮮 波平キッチン ごとうちかいせん なみへいきっちん 広島市 南区松原町2-37 ひろしま駅ビル ASSE2F 082-568-1108 http://www.namihei-kitchen.com/

http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
http://www.utage.net/
http://oku-do.com/
http://www.ganyutei.jp/
http://www.akisaryo.com/main.html
http://www.namihei-kitchen.com/


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

1449 Sante さんて 広島市 中区大手町2-4-3 082-246-1010 http://in-smart.co.jp/
1498 焼肉 白李 舟入店 やくにく はくり ふないりてん 広島市 中区舟入南6-3-26 082-296-2995

1499 焼肉 白李 西原店 やくにく はくり にしはらてん 広島市 安佐南区西原7-12-27 082-846-1250

1554 魅食酒房 永遠家８２５ みしょくしゅぼう とわや ８２５ 広島市 中区堀川町5-14 2･3･4Ｆ 082-248-8250

1555 囲酒家 永遠の縁卓 いざかや とわのえんたく 広島市 南区段原南1-18-1 082-254-3663

1556 和心家 永遠の別宅 わごころや とわのべったく 広島市 東区光町2-5-10 082-261-0122

1557 新鮮 永遠の刻 しんせん とわのとき 広島市 佐伯区五日市中央6-11-20 082-921-5177

1558 蒸し庵 永遠希 むしあん とわき 広島市 中区基町11-13 広島第一ビルディングＢ1Ｆ 082-224-0108

1559 八百豚 八丁堀本店 やおとん はっちょうぼりほんてん 広島市 中区八丁堀11-12-2Ｆ 082-224-1082

1560 永遠の漁場 とわのりょうば 広島市 中区舟入町6-6-2Ｆ 082-295-5707

1834 海鮮うまいもん 潮家 総本店 かいせんいまいもん しおや そうほんてん 広島市 中区銀山町11-10 京ビル5･6F 082-504-7641

1836 瀬戸の味わい 京口庵 潮家 せとのあじわい きょうぐちあん しおや 広島市 中区上八丁堀8-16 広島パシフィックホテル1F 082-502-0408

1857 めん徳 大手町店 めんとく おおてまちてん 広島市 中区大手町2-2-11

1872 インド料理 カナック いんどりょうり かなっく 広島市 中区大手町2-2-10-1Ｆ 082-236-7308 http://kanak-hiroshima.com/jp/
1977 旬魚 きっ川 しゅんぎょ きっかわ 広島市 中区本通5-13 082-241-0002

1982 ㈱空華 くうげ 広島市 中区立町6-11 立町ビルＢ１Ｆ 082-545-3782 http://www.hotpepper.jp/strJ000027646/
2042 Renge れんげ 広島市 安佐南区西原8-36-4 082-871-8720 http//@meblo.jp/rengenohibi
2052 食市場萬屋 しょくいちばよろずや 広島市 安佐南区東野1-20-32 082-871-8421

2058 歌謡スタジオKMK かよう 広島市 安佐南区相田2-4-16 082-878-1830

2192 花婚 はなこん 広島市 安佐南区祇園3-12-46 082-846-0160

2211 歌食の店希らら きらら 広島市 安佐南区祇園3-7-20-103 082-874-7763

2216 お好み焼さよ おこのみやき さよ 広島市 安佐南区祇園6-10-18 082-874-1584

2228 詩音 しおん 広島市 安佐南区祇園1-17-15 082-875-6011

2229 五十番 ごじゅうばん 広島市 安佐南区祇園1-6-19 082-874-1221

2231 茶川 ちゃがわ 広島市 安佐南区祇園2-47-24 082-874-0025

2234 歌謡スタジオK&K かようすたじお けいあんどけい　 広島市 安佐南区西原5-20-5 082-871-1515

2235 スタンド南海 すたんどみなみ 広島市 安佐南区大町東1-8-31-1 082-876-1078

2237 お好み焼ねぎ庵 ねぎあん 広島市 安佐南区川内5-32-9 082-831-7289

2240 御用寿司下祇園店 ごようずし しもぎおんてん 広島市 安佐南区祇園2-45-14 082-874-1238

2287 得得うどん祇園店 とくとくうどんぎおんてん 広島市 安佐南区西原7-10-3 082-875-2902

2345 居酒屋海龍 いざかや かいりゅう 広島市 安佐南区西原1-8-15 082-874-2414

2384 河童　古市橋店 かっぱふるいちばしてん 広島市 安佐南区古市3-30-19 082-876-2914

2439 お好み焼ひろもと おこのみやき ひろもと 広島市 安芸区船越1-45-13 082-822-3574

2440 小料理泰心 こりょうり　たいしん 広島市 安芸区船越南1-4-9 082-823-4731

2441 お好み焼ちあき おこのみやき ちあき 広島市 安芸区船越3-13-21 082-823-9058

2442 たむら たむら 広島市 安芸区船越3-12-3 082-822-8912

2443 お好み河内屋 おこのみ かわちや 広島市 安芸区船越5-15-25 082-824-1124

2444 鉄板焼 強優賢 てっぱん つやか 広島市 安芸区船越3-14-36 082-824-3156

2445 お好み焼たもと たもと 広島市 安芸区船越1-39-15 082-822-3600

http://in-smart.co.jp/
http://kanak-hiroshima.com/jp/
http://www.hotpepper.jp/strJ000027646/
mailto:http//@meblo.jp/rengenohibi
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2446 たま家 たまや 広島市 安佐南区祇園2-1-31 082-871-3205 http://www.rakkumauku.co.jp/tamaya/
2468 ジャパニーズテーブルちゃぶ家 じゃやぱにーずてーぶるちゃぶや 広島市 安佐南区古市2-1-1 082-876-4840

2470 スタンドりな すたんど りな 広島市 安佐南区緑井2-25-25 082-879-2212

2471 ひろしまランメン ひろしまらんめん 広島市 安佐南区西原6-9-28 082-874-1027

2472 和食ダイニング壱の糸 わしょくだいにんぐいちのいと 広島市 安佐南区西原5-11-3シャンテ中垣1Ｆ 082-874-7991

2482 Ｓinnya創作＆和彩 しんやそうさくあんどわさい 広島市 安佐南区西原5-20-2 082-875-3633

2488 お好み焼　三幸 おこのみやきさんこう 広島市 安佐南区西原1-23-12 082-871-9111

2489 笑味処　うつろ木 しょうみどころうつろぎ 広島市 安佐南区緑井8-9-21 082-877-2823

2490 オステリアファーヴェ おすてりあふぁーヴぇ 広島市 安佐南区川内6-27-4 082-877-1020

2491 ㈲茶寮 ちゃりょ 広島市 安佐南区上安5-13-6 082-872-1120

2492 お好み焼フロック おこのみやきふろっく 広島市 安佐南区安東7-11-22 082-878-1497

2499 カフェレストランアルル かふぇれすとらんあるる 広島市 安芸区船越南3-2-16 082-822-0568

2503 炭焼和牛和火 すみびわぎゅうわび 広島市 安佐南区八木1-20-12 082-962-2781 http://w-wabi.com/yagi/
2505 談笑亭 だんしょうてい 広島市 安佐南区緑井2-28-30 082-877-0092

2506 カラオケひっと からおけひっと 広島市 安佐南区上安2-1-10 082-878-2055

2507 ナイトラウンジ 吐洞 ないとらうんじ とぼけ 広島市 安佐南区長楽寺2-13-3 082-872-1891

2508 居酒屋カラオケろりえ いざかやからおけ ろりえ 広島市 安佐南区安東1-2-5 082-872-6219

2509 居酒屋龍馬 いざかやりょうま 広島市 安佐南区沼田町伴7778-1 082-849-1784

2510 来夢来人 らいむらいと 広島市 安佐南区大町東3-29-17 082-870-7399

2511 三千浦 みちうら 広島市 安佐南区高取北3-6-8 082-878-1650

2512 スタンドさくら すたんどさくら 広島市 安佐南区大町東3-29-7 082-877-5644

2513 竹鶴安古市店 たけつる ふるいちてん 広島市 安佐南区大町東3-8-31 082-879-0888

2514 ｙｏｒｉｍｉｃｈｉつゆ草 よりみち つゆぐさ 広島市 安佐南区長楽寺1-3-28 082-872-5337

2515 中華料理新楽 ちゅうかりょうり しんらく 広島市 安佐南区中筋3-26-11 082-879-9535

2516 居酒屋すずめ いざかやすずめ 広島市 安佐南区大町西3-12-28 082-879-6678

2517 おいで，家 おいでや 広島市 安佐南区大町西3-11-3 082-877-4731

2518 将福 しょうふく 広島市 安佐南区大町東1-1-17 082-879-0005

2519 お好み焼大松 おこのみやきだいまつ 広島市 安佐南区大町東1-4-20 082-877-3546

2520 カラオケ居酒屋たかみ たかみ 広島市 安佐南区高取南1-4-1 082-872-8301

2521 パブニュー№1 ぱぶにゅー 広島市 安佐南区大町西3-21-11 082-877-3003

2522 ラウンジｇ らうんじ 広島市 安佐南区上安2-11-12 082-872-1151

2523 小料理きぬがわ こりょうりきぬがわ 広島市 安佐南区上安2-16-34 082-848-2553

2524 スナック順 すなっくじゅん 広島市 安佐南区高取北1-60-2 082-872-3333

2526 すし辰緑井本店 すしたつみどりいほんてん 広島市 安佐南区緑井5-20-27 082-831-3155

2527 チャイニーズ居酒屋ターレン ちゃいにーずいざかやたーれん 広島市 安佐南区緑井3-12-15 082-877-7117

2533 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん八木店 おこのみやき・てっぱんやき ちんちくりん やぎてん 広島市 安佐南区川内6-22-13 082-870-6101 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/shop/yagi/index.html
2548 鳥太郎西原店 とりたろうにしはらてん 広島市 安佐南区西原7-5-21-101 082-871-7686

2549 焼肉心楽 やきにくしんらく 広島市 安佐南区西原2-1-1 082-875-6610

2550 小料理濃 こりょうりこい 広島市 安佐南区山本1-13-19 082-874-0404

http://w-wabi.com/yagi/
http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/shop/yagi/index.html
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2551 中華ハウス醍醐 ちゅうかはうすだいご 広島市 安佐南区西原7-8-4 082-871-1817

2552 居酒屋きまぐれ いざかや きまぐれ 広島市 安佐南区祇園8-4-25 082-875-0155

2553 旬菜えん しゅんさいえん 広島市 安佐南区川内6-43-18 082-879-5048

2555 焼肉やまと やきにくやまと 広島市 安佐南区山本1-17-7 082-875-4566

2556 炭火焼肉まきの すみびやきにくまきの 広島市 安佐南区安東1-3-31 082-878-1853

2558 みほり峠広島大町店 みほりとうげひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区中須1-738-1 082-876-2911

2569 Ys　Ｄｉｎｉｇ　一博 わいずだいにんぐいっぱく 広島市 安佐南区大町東3-25-14 082-876-0535

2570 居酒屋緒 いざかや　みさお 広島市 安佐南区大町東1-11-13 082-870-0707

2571 カルビ亭 かるびてい 広島市 安佐南区古市3-21-7 082-879-2929

2572 ばくだん屋八木店 ばくだんややぎてん 広島市 安佐南区八木1-26-27 082-830-2020

2573 陣屋 じんや 広島市 安佐南区緑井2-27-42 082-877-5000

2574 和伊創彩一片の淡紅桜 わいそうさいひとひらのうすべにさくら 広島市 安佐南区西原6-30-4 082-875-7492

2575 居酒屋むらかみ いざかやむらかみ 広島市 安佐南区緑井2-25-24サングリーン1Ｆ 082-879-5767

2576 Ｇｉｏｎ寿司富 ぎおんすしとみ 広島市 安佐南区西原1-7-18 082-874-4438

2579 スタンドあび すたんどあび 広島市 中区銀山町11-25（第一ダイヤモンドビル2Ｆ） 090-7130-7487

2595 康楽苑 こうらくえん 広島市 安佐北区安佐町毛木1804 082-810-3212

2596 お好み焼きすず おこのみやき すず 広島市 安佐北区安佐町鈴張1847-2 082-835-0226

2597 カレーの店桃丘 かれーのみせとうきゅう 広島市 中区袋町9-4第1田中ビル2Ｆ 082-246-0433

2600 食事処安芸の友 しょくじどころあきのとも 広島市 安佐北区安佐町小河内661-2 082-837-2131

2629 八剣伝中野東店 はっけんでんなかのひがしてん 広島市 安芸区中野5-15-1 082-893-6511

2632 お好み焼き幸 おこのみやきゆき 広島市 安佐北区久地6473-1 082-837-2520

2667 ＹＯＫＯＴＡＹＡ よこたや 広島市 南区宇品神田5-26-7 082-299-1950

2668 すし遊館宇品店 すしゆうかんうじなてん 広島市 南区宇品西6-6-8（フレスタ宇品内） 082-250-0235

2669 喫茶フレンド きっさふれんど 広島市 南区宇品海岸3-8-37 082-255-2003

2670 焼肉蓮 やきにくれん 広島市 南区東雲本町2-5-10 082-287-1411

2671 お好み焼しんちゃん おこのみやきしんちゃん 広島市 南区宇品西6-2-4-104 082-251-8277

2672 和恵 わけい 広島市 南区宇品西6-2-4-103 082-250-0703

2673 磯寿し いそすし 広島市 南区東雲本町2-10-32 082-281-8254

2674 あかね茶屋 あかねちゃや 広島市 南区宇品東3-4-34 082-250-5838

2675 八剣伝 はっけんでん 広島市 南区東雲本町2-7-12 082-510-3500

2676 宝華園 ほうかえん 広島市 南区東雲本町2-10-23 082-283-6876

2677 カラオケ喫茶勝 からおけきっさ 広島市 南区宇品西6-2-4 082-253-6588

2681 うどん食堂つるり うどんしょくどうつるり 広島市 安佐南区八木1-25-3 082-832-0881

2682 八剣伝川内店 はっけんでんかわうちてん 広島市 安佐南区川内6-8-4-1階 082-831-2688

2683 八剣伝可部中央店 はっけんでんかべちゅうおうてん 広島市 安佐北区可部3-37-32 082-819-2020

2685 八剣伝光町店 はっけんでんひかりまちてん 広島市 東区光町1-9-21 082-568-1237

2686 八剣伝毘沙門店 はっけんでんびしゃもんてん 広島市 安佐南区緑井2-12-9 082-870-3457

2687 居心伝可部店 いしんでんかべてん 広島市 安佐北区可部町3-20-26 082-810-0607

2688 川内元気食堂ざこかい菜 かわうちげんきしょくどうざこかいな 広島市 安佐南区川内6-8-2 082-877-6611
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2689 らーめんパオ八木店 らーめんぱおやぎてん 広島市 安佐南区緑井6-2-9 082-879-0451

2690 快活ＣＬＵＢ広島祇園店 かいかつくらぶひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区西原9-15-20 082-832-4088 http://www.kaikatsu.jp
2691 すき家広島北 すきやひろしまきた 広島市 安佐南区西原5-6-5 03-5783-8850 http://www.sukiya.jp
2692 お好み焼・鉄板焼はな おこのみやきてっぱんやきはな 広島市 南区皆実町4-9-30 082-254-3903

2693 もつ鍋郷家 もつなべごうや 広島市 南区翠町3-7-6 082-256-7789

2694 ホルモン焼肉ぶち皆実町店 ほるもんやきにくぶちみなみまちてん 広島市 南区皆実町5-6-26 082-505-6007

2695 お食事処みやち おしょくじどころみやち 広島市 南区宇品神田2-19-9 082-254-1790

2696 串処ＩＣＨＩ くしどころいち 広島市 南区翠5-7-19 082-252-4551

2697 レストランカナディアンＰＡＯ れすとらんかなでぃあん 広島市 南区宇品東6-1-15 082-250-8332

2698 ㈲八兵衛 やへい 広島市 安佐南区西原4-33-41 082-875-7908

2699 きん菜屋中須店 きん 広島市 安佐南区中須2-14-7 082-831-8929

2700 蔵造 くらぞう 広島市 安佐南区緑井6-7-7 082-876-3453

2701 骨付豚弌歩 いっぽ 広島市 安佐南区西原1-18-11 082-871-5139

2702 お好み焼楓 おこのみやき かえで 広島市 安佐南区八木1-20-24 082-830-2888

2703 珍豚春　祇園店 ちんとんしゃんぎおんてん 広島市 安佐南区西原3-24-12 082-875-6333

2704 すき家54号広島ＩＣ店 すきや ごじゅうよんごう ひろしまいんたーちぇんじてん 広島市 安佐南区緑井5-19-36 0120-498-007

2705 炭火焼肉虎至 すみびやきにくとらじ 広島市 安佐南区大町東3-21-40 082-870-5529

2706 鉄ぱん屋弁兵衛八木店 てっぱんや べんべい やぎてん 広島市 安佐南区八木1-12-22 082-873-2828 http://www.benbe.jp/yagi
2727 食事処ふくや しょくじどころふくや 広島市 安佐北区白木町小越213-7 082-828-2325

2731 広島焼肉専門おく屋 ひろしまやきにくせんもんおくや 広島市 安佐南区八木2-16-13 082-873-6328

2732 居食屋悟空 いしょくやごくう 広島市 安佐南区緑井5-20-4 082-870-1308

2737 の～えんどう～ のえんどう 広島市 中区本通り1-20 082-249-6072

2738 Ｃｈｌｏｅ くろえ 広島市 中区胡町2-13スコッチ館胡5Ｆ 082-246-8661

2739 ナイスミドル ないすみどる 広島市 中区堀川町1-10ﾄｰﾎｰﾋﾞﾙ 082-545-0420

2740 ＢＡＲ２５ａｎｓ ばーにじゅうご 広島市 中区立町15-2 082-249-8821

2741 Sｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｃ，Ｑ，Ｂ しょっとばー 広島市 中区流川町8-4日宝ﾐﾝｸｽﾋﾞﾙ 082-243-6678

2742 井ろハ いろは 広島市 中区銀山町11-25 082-247-0696

2743 Ｍ・Ａ・Ｄ えむ・えー・でぃー 広島市 中区銀山町6-12 082-248-3578

2744 オイスターバー袋町 おいすたーばーふくろまち 広島市 中区袋町2-26 082-942-2277

2745 カフェポンテ かふぇぽんて 広島市 中区大手町1-9-21 082-247-7471

2746 トルコ料理カルシャカ とるこりょうりかるしゃか 広島市 中区大手町2-6-20 082-247-2202

2747 Ｂｏｕｒ　ｂｏｎ　ｓｑｕａｒｅ ばー ぼん すくえあー 広島市 中区三川町1-2細川ビル 082-242-3668

2748 立ち飲みの店廣島酒匠寛 たちのみのみせ ひろしまさかしょう ひろし 広島市 中区中町2-8 082-246-0712

2749 Ｄｉｏｎ でぃおん 広島市 中区堀川町3-8ﾏﾛｰﾋﾞﾙ 082-543-2066

2750 Ｃｌｅａｒ くりあー 広島市 中区堀川町1-9 082-246-4002

2751 ラウンジゆら らうんじ ゆら 広島市 中区胡町2-14 082-244-2027

2752 ＷＡＫＵＷＡＫＵ わくわく 広島市 中区流川5-8 082-246-1030

2753 明珠 めいしゅ 広島市 中区堀川町3-8マロービル

2754 Ｏｍａｈａ おまは 広島市 中区流川町1-18 082-246-8908
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2755 ＡＵＲＡ おーら 広島市 中区堀川3-2 082-247-5477

2756 Ｌａｒｇｅｌｉ らるじゅりー 広島市 中区流川町1-18 082-244-7122

2757 ＦＩＲＳＴ　ＧＡＴＥ ふぁすと げいと 広島市 中区新天地6-1ｸﾞﾗﾝﾎﾟﾙﾄ6Ｆ 082-247-8838

2758 我美 がび 広島市 中区流川町2-24　蔵ﾋﾞﾙ3Ｆ 082-249-3800

2759 ＣＯＲＡＺＯＮ こらぞん 広島市 中区流川町2-24　蔵ﾋﾞﾙ5Ｆ 082-247-7737

2760 Ｃｌｕｂ　ｅｓ くらぶ えす 広島市 中区堀川町1-10　ﾄﾎｰﾋﾞﾙ4Ｆ 082-247-0667

2761 とり家むらかみ とりや むらかみ 広島市 中区榎町1-29 082-292-6615

2762 紫乃 しの 広島市 中区胡町2-20ＦｏｒＹｏｕﾋﾞﾙ 080-1917-1272

2763 ダイニング慶彦 だいにんぐ　よしひこ 広島市 中区胡町3-15Ｋ2ﾋﾞﾙ 082-569-4129

2764 ティアトル てぃあとる 広島市 中区流川2-23　ｳﾞｫｰｸﾋﾞﾙ4Ｆ

2765 Ｓｐａｒｒｏｗ すくろーる 広島市 中区幟町10-17有野商店

2766 Ｈｉｓｔｏｒｙ ひすとりー 広島市 中区銀山町11-25 082-248-661

2767 ＬＡＲＵＳ らるす 広島市 中区薬研堀1-10希ﾋﾞﾙ

2768 Ｊ じぇい 広島市 中区流川町8-9森脇ﾋﾞﾙ 082-240-3939

2769 ＢＡＲ？ ばーはてな 広島市 中区流川町8-26ﾛｷｼｰ会館 082-578-2819

2770 津和野 つわの 広島市 中区胡町3-9ｸｲｰﾝﾋﾞﾙ 082-223-5585

2771 美紺色 みかんいろ 広島市 中区胡町3-9愛ﾋﾞﾙ 082-247-6765

2772 千万喜鮨 ちまきずし 広島市 中区堀川町2-10 082-241-8800

2773 鮨乃家かわごえ すしのや　かわごえ 広島市 中区新天地1-27ﾎﾘｶﾜﾋﾞﾙ 082-240-0711

2774 さかい本店 さかいほんてん 広島市 中区胡町3-12 082-249-1988

2775 四季祭 しきさい 広島市 中区幟町12-9幟町ﾋﾞﾙ 082-225-5753

2776 旬彩鮨家ＫａｉＲｙｕ しゅんさいすしや かいりゅー 広島市 中区三川町10-18 082-247-5622

2777 瀬戸寿司割烹安芸茶寮 せとずしかっぽう あきさりょう 広島市 中区三川町9-7 082-209-8872

2778 さかもと屋市兵衛 さかもとやいちべえ 広島市 中区舟入中町3-36 082-231-0833

2779 鮨や之里 すしや のりさと 広島市 中区胡町3-9愛ビル 082-247-4739

2780 すし健 すしけん 広島市 中区東白島町9-1ハイライズ渡辺 082-224-3837

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

2785 うえ乃寿司 うえのすし 広島市 南区仁保新町1-5-10 082-282-6528

2798 家族飯店 かぞくはんてん 広島市 南区東霞町1-17 082-254-0816

2799 和ごころ田じま わごころたじま 広島市 南区東雲3-3-1 082-236-6761

2800 千寿 せんじゅ 広島市 中区幟町12-15 082-221-2687

2801 カラオケスナックＦ からおけすなっくえふ 広島市 中区加古町2-20 082-243-3934

2802 カラオケスナックサンタ からおけすなっくさんた 広島市 中区舟入南4-10-25 082-296-7771

2803 山珍 さんちん 広島市 中区堀川町1-3第1ｼﾝｺｰﾋﾞﾙ 082-541-7277

2804 餃子センター ぎょうざせんたー 広島市 中区流川町5-27 082-243-1148

2805 お好みハウス花ふぶき おこのみはうすはなふぶき 広島市 安佐北区白木町秋山2451 082-828-3939
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2806 お好み焼美樹 おこのみやきみき 広島市 安佐北区白木町小越9-1 082-828-1322

2807 山口 やまぐち 広島市 安佐北区白木町小越1438-1 082-828-0524

2808 ㈲吉鮨 よしずし 広島市 中区本通り8-11　八百金ﾋﾞﾙ 082-240-5300

2809 ㈲イタリア亭ポルタポルテ いたりあていぽるたぽるて 広島市 中区袋町9-4 082-249-5788

2810 たぬき たぬき 広島市 中区中町1-7 082-247-3617

2811 食の縁・洞来洞来 しょくのえん・どきどき 広島市 中区中町1-13日進ﾋﾞﾙ1Ｆ 082-545-2655

2812 食の縁・すみか しょくのえん・すみか 広島市 中区袋町1-13 082-240-2223

2813 だんだん屋 だんだんや 広島市 中区新天地1-28おぺらはうすB1 082-244-1656

2814 デンスケ でんすけ 広島市 中区三川町10-18下井ﾋﾞﾙ 082-247-3566

2815 なかもと なかもと 広島市 中区胡町2-16ｴｲﾄﾊﾞﾚｰ19 082-247-2456

2816 小林家鮮 こばやしやせん 広島市 中区胡町3-7濱岡ﾋﾞﾙ１階 082-544-5884

2817 柳橋こだに やなぎばしこだに 広島市 中区銀山町1-1 082-246-7201

2818 串道楽楽車 くしどうらく だんじり 広島市 中区胡町4-7河野ﾋﾞﾙ 082-249-6880

2819 ふじ忠 ふじちゅう 広島市 中区堀川町1-3第一ｼﾝｺｳﾋﾞﾙ 082-247-6867

2820 小料理一政 こりょうり いちまさ 広島市 中区堀川町1-25 082-247-9944

2821 ㈲笑福 しょうふく 広島市 中区堀川町4-8 082-247-8270

2822 炭火焼右近 すみびやきうこん 広島市 中区堀川町4-8 082-241-5101

2823 鮨おお井 すしおおい 広島市 中区流川町1-14 082-245-3695

2824 まど居 まどい 広島市 中区流川町1-17-2 082-241-4515

2825 よがんす よがんす 広島市 中区流川町3-15 082-241-5407

2826 居酒屋とりい いざかやとりい 広島市 中区流川町3-15 082-246-4303

2827 きらく きらく 広島市 中区流川町4-16Kﾋﾞﾙ 082-248-1746

2828 御食事処むかで おしょくじどころむかで 広島市 中区流川町5-3きらく街 082-245-1972

2829 鶴寿司 つるずし 広島市 中区流川町5-19土岡ﾋﾞﾙ 082-243-0369

2830 とと家 ととや 広島市 中区流川町6-10 082-243-5500

2831 権兵衛 ごんべえ 広島市 中区薬研堀1-23 082-241-0029

2832 うどん・そば・大八 うどん・そば・だいはち 広島市 安佐北区白木町小越243-4 082-578-0779

2833 お好みたんぽぽ おこのみたんぽぽ 広島市 安佐北区小河原町77-1 082-844-0676

2834 いこいさかえ店 いこいさかえてん 広島市 安佐北区可部7-7-14 082-814-2311

2835 丸ちゃん まるちゃん 広島市 安佐北区白木町三田4487-1 082-828-1497

2836 龍鳳 りゅうほう 広島市 安佐北区真亀1-25-3 082-843-1133

2837 牛角可部店 ぎゅうかくかべてん 広島市 安佐北区可部1-6-52 082-815-8929

2838 ㈱すかいらーくステーキガスト広島可部店 すかいらーくすてーきがすとひろしまかべてん 広島市 安佐北区可部1-16-8 082-819-3077

2839 蔵ほたる くらほたる 広島市 安佐北区白木町井原2010 082-828-2708 http;//kurahotaru2.net
2840 すし辰可部店 すしたつかべてん 広島市 安佐北区可部1-6-40 082-819-1580 http;//ｗｗｗ．v-style.co.jp
2841 RAKUEN らくえん 広島市 中区江波本町15-34 082-942-0723 http;//www.ra-ku-en.net/
2844 スペイン料理バスク すぺいんりょうりばすく 広島市 中区国泰寺町1-3-14 082-246-7704

2845 さいぜりあひろしまだんばらＳＣてん 広島市 南区段原南1-3-52　6Ｆ 082-568-7602

2846 サイゼリヤゆめタウンみゆき店 さいぜりやゆめたうんみゆきてん 広島市 南区宇品西6-7-14 082-250-3931

../../../h2542/AppData/Roaming/登録店登録/登録起案/H29.2.1/http;/kurahotaru2net
../../../h2542/AppData/Roaming/登録店登録/登録起案/H29.2.1/http;/kurahotaru2net
mailto:http;//kurahotaru2net
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2847 ㈱サイゼリヤ広島宇品店 さいぜりやひろしまうじなてん 広島市 南区翠5-18-10 082-250-7737

2848 フリーマン ふりーまん 広島市 中区堀川町1-3第一ｼﾝｺｰﾋﾞﾙ3Ｆ 082-249-1748

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

2853 みっちゃん総本店 みっちゃんそうほんてん 広島市 中区八丁堀６-７ 082-221-5438

2854 Bar  PACE ばーぱーちぇ 広島市 中区流川町2-18カミセビル4Ｆ 082-247-8772

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

2856 ちなみ ちなみ 広島市 中区堀川町2-7 082-246-0988

2857 中華料理太龍 ちゅうかりょうりたいりゅう 広島市 南区皆実町1-11-8 082-254-8101

2863 宮島カンツリー倶楽部 みやじまかんつりーくらぶ 広島市 佐伯区三宅町1050 082-922-1161 http://miyajimacc.jp/
2865 LOFT ろふと 広島市 中区堀川町4-4 082-240-2777

2866 キャロット きゃろっと 広島市 安佐北区亀山5-6-24 082-814-8245

2867 喫茶バルコ きっさ ばるこ 広島市 安佐北区可部3-38-34 082-815-6622

2869 Ｓｔａｎｄ　ＷｉＬＬ すたんど うぃる 広島市 佐伯区五日市中央4-1-8桂ビル２Ｆ 082-924-8010

2870 ＢＡＲ　Ｇ’ｓ ばー じーず 広島市 佐伯区五日市中央4-1-8桂ビル２Ｆ 082-922-8658

2871 サラリーマン割烹味処一翔 さらりーまんかっぽうあじどころいっしょう 広島市 中区八丁堀9-11 082-224-3175

2872 Ｌ＠　Ｍａｒｉｕｓ ら　まりうす 広島市 中区流川6-12バルビル5Ｆ 082-240-0237 http://lamarius.com
2873 和食屋　百合 わしょくや　ゆり 広島市 安佐北区あさひが丘3-18-5-4 082-838-0990

2895 らうんじ蝶 らうんじちょう 広島市 中区胡町2-11第2ダイヤモンドB3F 082-249-8112

2896 すたんど騎士（ナイト） すたんどきし（ないと） 広島市 中区堀川町3-7ロイヤルアサヒ館3F 082-249-5868

2903 初ちゃん はっちゃん 広島市 中区東平塚町9-12

2904 すし健光町店 すしけんひかりまちてん 広島市 東区光町1-6-27

2905 セイビア せいびあ 広島市 中区銀山町11-25第一ダイヤモンドビル２Ｆ

2908 新華園 しんかえん 広島市 安佐南区長束3-42-24

2909 日本海庄や広島東胡通り店 にほんかいしょうやひろしまひがしえびすどおりてん 広島市 中区銀山町11-20

2910 スタンド大北 すたんどおおきた 広島市 中区胡町3-7 082-243-0009

2911 串処 道仲 くしどころ どうちゅう 広島市 中区胡町3-23-1F

2912 川せ かわせ 広島市 中区堀川町1-33

2913 鉄板焼きの店 春来 てっぱんやきのみせ はるき 広島市 中区流川町3-17北政ビル１Ｆ 082-542-7555

2914 お好み焼き・鉄板焼 春来 おこのみやき・てっぱんやき はるき 広島市 中区大手町1地下街312 082-546-3125

2915 Ｋハウス けいはうす 広島市 中区胡町3-7

2917 紙屋町パーラー かみやちょうぱーらー 広島市 中区基町6-78パセーラ5F 082-502-3311

2923 唐魂　深川店 とうこん　ふかわてん 広島市 安佐北区小河原町201-1 082-844-2050

2924 お食事処 いなか おしょくじどころ　いなか 広島市 安佐北区可部5-1-24 082-815-5493

2925 広島つけ麺 かみ ひろしまつけめん かみ 広島市 南区翠町3-11-19 082-255-6575

2926 ビリー・ザ・キッド矢野店 びりー・ざ・きっどやのてん 広島市 安芸区矢野西1-34-20 082-888-2222 www.billy.co.jp
2927 ビリー・ザ・キッド流川店 びりー・ざ・きっどながれかわてん 広島市 中区流川町5-17 082-541-6666 www.billy.co.jp
2928 ビリー・ザ・キッド愛宕店 びりー・ざ・きっどあたごてん 広島市 東区愛宕町8-26 082-261-4444 www.billy.co.jp

http://www.hiroshima-sunplaza.or.jp/restaurant/
http://miyajimacc.jp/
http://lamarius.com/
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2929 ビリー・ザ・キッド五日市店 びりー・ざ・きっどいつかいちてん 広島市 佐伯区五日市中央2-1-3 082-925-6666 www.billy.co.jp
2930 ビリー・ザ・キッド緑井店 びりー・ざ・きっどみどりいてん 広島市 安佐南区緑井6-2-15 082-870-6666 www.billy.co.jp
2933 ビリー・ザ・キッド大町店 びりー・ざ・きっどおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-11-10 082-879-3311 www.billy.co.jp
2934 ビリー・ザ・キッド祇園店 びりー・ざ・きっどぎおんてん 広島市 安佐南区長束1-2-15 082-239-7777 www.billy.co.jp
2935 カラオケ・コア からおけ・こあ 広島市 安佐南区長束2-1-21 082-871-1150

2936 カラオケ屋 詩衣音 からおけや しきね 広島市 安佐南区大町東3-29-17 082-877-6673

2938 カラオケ本舗まねきねこ広島流川店 からおけほんぽまねきねこひろしまながれかわてん 広島市 中区流川町8-20 082-544-3955 www.karaokemanekineko.jp
2947 カラオケ本舗まねきねこ広島八木店 からおけほんぽまねきねこひろしまやぎてん 広島市 安佐南区八木1-20-12 082-225-8848 http://www.karaokemanekineko.jp
2949 カラオケ本舗まねきねこ広島五日市店 からおけほんぽまねきねこひろしまいつかいちてん 広島市 佐伯区五日市7-13-32 082-943-5561

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

2951 カラオケ本舗まねきねこ広島大州店 からおけほんぽまねきねこひろしまおおずてん 広島市 南区大州3-7-10 082-890-5933

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

2956 Ｏｎｅ　ｎｉｇｈｔ わんないと 広島市 佐伯区五日市中央4-1-2 082-924-6966

2958 きらら ３７３ きらら さんななさん 広島市 南区皆実町5-6-16 082-256-3333

2962 ㈱むさし宝店 むさしたからてん 広島市 中区宝町4-5 082-249-6340

2963 ㈱むさし胡店 むさしえびすてん 広島市 中区堀川町5-19 082-247-6340

2964 ㈱むさし本通店 むさしほんどおりてん 広島市 中区本通4-15 082-247-6341

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

2966 ㈱むさし新幹線店 むさししんかんせんてん 広島市 南区松原町1185 082-261-0634

2967 ㈱むさしマツダスタジアム店 むさしまつだすたじあむてん 広島市 南区南蟹屋町2-3-1 082-568-6340

2971 MUSE&ビッグエコー広島船越店 みゅーずあんどびっぐえこーひろしまふなこしてん 広島市 安芸区船越南1-2-2 082-847-5739

2972 ビッグエコー広島流川通り店 びっぐえこーひろしまながれかわどおりてん 広島市 中区堀川町1-19 082-543-5252

2973 ビッグエコー広島安古市店 びっぐえこーひろしまやすふるいちてん 広島市 安佐南区相田1-1-44 082-831-3507

2974 ビッグエコー広島本店 びっぐえこーひろしまほんてん 広島市 中区三川町1-18 082-546-0050

2975 ビッグエコー広島大町店 びっぐえこーひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-27-4 082-831-2655

2978 ピッツェリア・カナダカン祇園店 ぴっつぇりあ・かなだかんごおんてん 広島市 安佐南区西原5-19-44 082-874-8887 www.itsuji.co.jp
2986 廣島酒処 じょうや ひろしまさけどころ じょうや 広島市 中区大手町1-4-24 082-249-1775

2987 そば庄出雲大町店 そばしょういずもおおまちてん 広島市 安佐南区大町東3-15-1 082-870-3271

2992 めし処 和行 めしどころ かずゆき 広島市 佐伯区五日市5-11-26 082-923-4561

2994 初見鮨 はつみすし 広島市 安佐北区あさひが丘4-12-31 082-838-0130

2995 焼肉 あさひ やきにく あさひ 広島市 安佐北区可部4-19-10 082-815-6233

2996 乙斗精 おっとせい 広島市 安佐北区口田4-6-30 082-842-2155

2997 加門 かもん 広島市 安佐北区口田南2-12-2 082-854-4333

2998 酔 すい 広島市 安佐北区可部7-6-15 082-814-1116

3000 カラオケ カンタミーア からおけ かんたみーあ 広島市 安佐南区緑井6-21-1 082-830-0454 http://www.provanet.co.jp/
3003 小料理 たま季 こりょうり たまき 広島市 南区大須賀町11-8 082-261-2810

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
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/
3009 ミョンドンヤ　とっさんラーメン　フードコート広島 みょんどんや　とっさんらーめん　ふーどこーとひろしま 広島市 中区宝町2-1 082-236-3181

http://www.itsuji.co.jp/
http://www.provanet.co.jp/
http://www.h-diamond-hotel.com/
http://www.hanano.net/
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3010 リンガーハット　フジグラン広島店 りんがーはっと　ふじぐらんひろしまてん 広島市 中区宝町2-1 082-504-6026

3015 どんと広島 どんとひろしま 広島市 中区宝町2-1 082-542-3488

3041 お好みハウス　花ふゞき おこのみはうす　はなふぶき 広島市 安佐北区白木町秋山2451 082-828-3939

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

3051 炉端まじめや　広島立町店 ろばたまじめや　ひろしまたてまちてん 広島市 中区立町1-8樹里絵ビル２Ｆ 082-245-3455 http://r.gnavi.co.jp/brcfa6eu0000/
3052 まじめや　広島中央通り店 まじめや　ひろしまちゅうおうどおりてん 広島市 中区三川町2-4ヒツジヤビル２Ｆ 082-244-9321 http://r.gnavi.co.jp/9x3dpem60000/
3053 ぶれいこう　袋町店 ぶれいこう　ふくろまちてん 広島市 中区袋町2-20ヒロシマスクエアビル３Ｆ 050-7302-0684 http://r.gnavi.co.jp/dmmnu7fk0000/
3054 えんや　新幹線口店 えんや　しんかんせんぐちてん 広島市 東区若草町11-2グランアークテラス２Ｆ 082-264-2340 http://r.gnavi.co.jp/gxk4zp7t0000/
3055 鶏三味　新幹線口店 とりざんみ　しんかんせんぐちてん 広島市 東区若草町11-2グランアークテラス２Ｆ 082-262-0121 http://r.gnavi.co.jp/y500702/
3056 海奏　新天地店 かなで　しんてんちてん 広島市 中区新天地5-13新天地プラザ５Ｆ 082-243-4443 http://r.gnavi.co.jp/y500701/
3057 ゆずの小町　紙屋町店 ゆずのこまち　かみやちょうてん 広島市 中区紙屋町2-3-20アーバンＢＬＤＧ紙屋町２Ｆ 082-247-0749 http://r.gnavi.co.jp/y500700/
3059 日本料理　善おか にほんりょうり　よしおか 広島市 中区河原町3-14 082-291-8711

3060 四季や　袋町店 しきや　ふくろまちてん 広島市 中区袋町7-26 082-249-1120 http://4kiya.com/
3061 四季や　堀川店 しきや　ほりかわてん 広島市 中区堀川町1-15　ザクロビル５Ｆ 082-236-7200 http://4kiya.com/
3062 麗ちゃん れいちゃん 広島市 南区松原町2-37 082-286-2382 http://www.o-reichan.jp/
3063 啐啄　いな村 そったく　いなむら 広島市 中区東白島町15-4　ヨシノビル２階 082-227-1117

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

3065 ＣＯＣＯＫＵＲＵ ここくる 広島市 中区橋本町7-11 082-221-0087

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

3069 ＪＯＹＳＯＵＮＤ広島中央通り店 じょいさうんど　ひろしまちゅうおうどおりてん 広島市 中区新天地1-20　広島帝劇会館１Ｆ 082-504-8000 http://shop.joysound.com/shop/joysound-hiroshimachuodori
3070 ＪＯＹＳＯＵＮＤ広島えびす通り店 じょいさうんど　ひろしまえびすどおりてん 広島市 中区堀川町3-19 第２サンリバーもりやま 080-242-1161 http://shop.joysound.com/shop/joysound-hiroshimaebisu
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/

http://4kiya.com/
http://4kiya.com/
http://www.o-reichan.jp/
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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

3090 京もつ鍋ホルモン朱々　広島大町店 きょうもつなべほるもんしゅしゅ　ひろしまおおまちてん 広島市 安佐南区大町東1-4-6 082-877-3929 https://www.facebook.com/shushu.hiroshimaoomachi/
3091 アジアン あじあん 広島市 中区袋町7-11 082-545-9877

3096 味どころ　味邑 あじどころ　みさと 広島市 中区鉄砲町6-2 082-228-9338

3099 ごはんや広島店 ごはんやひろしまてん 広島市 南区比治山本町12-18 082-253-0300

3100 とろさば料理専門店　ＳＡＢＡＲ+広島国際通り店 とろさばりょうりせんもんてん　さばーぷらすひろしまこくさいどおりてん 広島市 中区本通4-25 082-240-5050

3108 徳川　安古市店 とくがわ　やすふるいちてん 広島市 安佐南区古市3-21-7 082-879-9996

3109 徳川　富士見店 とくがわ　ふじみてん 広島市 中区富士見町11-3-1F 082-241-5008

3110 万豚記 わんつーちぃー 広島市 中区基町6-78 082-502-3388

3111 ろく丘　フジグラン緑井店 ろくおか　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-554-1555

3112 じゃんじゃか緑井 じゃんじゃかみどりい 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン緑井３Ｆ 082-831-8003

3113 たこ風船　フジグラン緑井店 たこふうせん　ふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン緑井２Ｆ 082-846-5688

3114 さくら食堂 さくらしょくどう 広島市 安佐南区緑井1-5-2　２Ｆフードコート 082-831-1090

3115 珈琲伝説　緑井店 こーひーでんせつ　みどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2　フジグラン３Ｆ 082-831-8008

3116 かご花緑井店 かごはなみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-831-8002

3117 モスバーガーフジグラン緑井店 もすばーがーふじぐらんみどりいてん 広島市 安佐南区緑井1-5-2 082-831-8155

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

3126 とんかつ浜勝　イオン広島祇園店 とんかつはまかつ　いおんひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3606

3127 花あかり はなあかり 広島市 安佐南区祇園3-2-1-153 082-832-3520

3128 ヘルシー麺 with 麦とろ物語 へるしーめん　うぃず　むぎとろものがたり 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-962-1280

3129 リンガーハット りんがーはっと 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3607

3130 グレイスガーデン ぐれいすがーでん 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-871-6565

3131 マリオテラス まりおてらす 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-832-3663 http://www.sanmario.com/
3132 春夏秋冬 しゅんかしゅうとう 広島市 安佐南区祇園3-2-1-158 082-832-3640

3133 ろく丘 ろくおか 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-555-8277

3134 幸楽苑 こうらくえん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-225-8551

3135 咲きや さきや 広島市 安佐南区祇園3-2-1-３Ｆ 082-850-1120

3136 五ェ門　イオンモール広島祇園店 ごえもん　いおんもーるひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1-１Ｆ 082-850-3025 http://goemon.in
3137 焼肉ぐりぐり家　イオンモール祇園店 やきにくぐりぐりや　いおんもーるぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-962-4129 http://www.fresca-co.jp/
3138 食彩健美　野の葡萄　イオンモール広島祇園店 しょくさいけんび　ののぶどう　いおんもーるひろしまぎおんてん 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-850-3911

3139 三河屋珈琲 みかわやこーひー 広島市 安佐南区祇園3-2-1 082-962-2122

3140 Ｉｍ　Ａｒｏｉ いむ・あろい 広島市 中区本通8-15　ＨＭ本通会館３Ｆ 082-207-0621 https://imaroi622.wixsite.com/imaroi
3141 深山 しんざん 広島市 中区本通8-18　ＨＭ本通会館５Ｆ 082-248-4828

3142 Ｃ－ＭＥＮ しーめん 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3143 唐屋 からや 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

https://www.facebook.com/shushu.hiroshimaoomachi/
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3144 匠の球飯 たくみのたまめし 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3145 デリカテッセン でりかてっせん 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3146 ＳＷＥＥＰ（304） すいーぷ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3147 ＲＯＯＴＥＲＳ るーたーず 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3148 お父さん，野球にする？ビールにする？それとも肉にする！？ おとうさん，やきゅうにする？びーるにする？それともにくにする！？ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3149 はなおか はなおか 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3150 たこフェス！！！ たこふぇす！！！ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3151 おやじのおつまみ おやじのおつまみ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3152 ポテラバ ぽてらば 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3153 トロケルウマサ とろけるうまさ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3154 カープうどん かーぷうどん 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3155 こいむすび こいむすび 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3156 てっぱん てっぱん 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3157 新橋や しんばしや 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3158 Ｋｏｉ　ｃｏｕｒｔ８ こい　こーとえいと 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3159 こもちづき こもちづき 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3160 ロティサリー☆キング ろてぃさりーきんぐ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3161 一文字屋 いちもんじや 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3162 あげます，まきます，がんばります。 あげます，まきます，がんばります。 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3163 ＳＷＥＥＰ（601） すいーぷ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3164 ＳＷＥＥＰ（602） すいーぷ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3165 ＳＷＥＥＰ（607） すいーぷ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

3166 ＳＷＥＥＰ（608） すいーぷ 広島市 南区南蟹屋2-3-1　マツダスタジアム内 082-298-9090

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

3222 登きや ときや 広島市 中区白島中町14-8 082-222-4302 https://tokiya.net/
3223 nico curry にこかれー 広島市 南区宇品神田4-12-5 070-4491-0380 https://nicocurry.com/
3228 Gallery 神秘カフェ素戔男尊 ぎゃらりー しんぴかふぇ すさのお 広島市 中区西十日市町10-13 082-275-5353 https://www.susanoo-hiroshima.com

https://tokiya.net/
https://nicocurry.com/
https://www.susanoo-hiroshima.com/

