
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

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

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/
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

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
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

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

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

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

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

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

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 

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

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

http://www.louid.jp/
http://www.ganeshindo.com/
http://www.yakaina-yuntaku.com/
http://www.la-maschera.jp/
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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

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
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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

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
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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

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 ?
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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

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
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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

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
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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

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

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/
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/
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

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/
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

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

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/
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/
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

http://www.ra-ku-en.net/
http://www.hr-tenzan.jp/
http://www.kokusai.gr.jp/restaurant/geisyu/
http://www.kazafu.jp/
http://r.gnavi.co.jp/y000503/
http://r.gnavi.co.jp/y000528/
http://www.kokusai.gr.jp/
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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/
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/
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/
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/
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

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

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

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

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

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/
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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/
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

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

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/
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

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

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/
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
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

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

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

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

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

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
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
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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/
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/
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
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

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

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/
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

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

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

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.akisaryo.com/main.html
http://in-smart.co.jp/
http://kanak-hiroshima.com/jp/
http://www.hotpepper.jp/strJ000027646/
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2754 Ｏｍａｈａ おまは 広島市 中区流川町1-18 082-246-8908

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

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

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
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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

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

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

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

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

2865 LOFT ろふと 広島市 中区堀川町4-4 082-240-2777

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
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

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

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

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

mailto:http;//kurahotaru2net
http://lamarius.com/
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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
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

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

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

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

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

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

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/
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/
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

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

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
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

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

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

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

3222 登きや ときや 広島市 中区白島中町14-8 082-222-4302 https://tokiya.net/
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

http://4kiya.com/
http://4kiya.com/
https://tokiya.net/
https://www.susanoo-hiroshima.com/

