
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

005 とんかつ和佳葉 とんかつ わかば 三次市 十日市中3-3-9 0824-62-0472

006 びっくり屋食堂 びっくりや しょくどう 三次市 十日市東1-1-22 0824-63-4078

007 寿楽 じゅらく 三次市 十日市中2-5-14 0824-63-5670

008 中華料理　北京楼 ちゅうかりょうり　ぺきんろう 三次市 十日市中2-5-13 0824-63-2982

009 食彩屋　ちから しょくさいや　ちから 三次市 十日市中3-12-7 0824-62-2436

010 串げん くしげん 三次市 十日市東1-1-18 0824-63-9515

029 小鳥屋 ことりや 三次市 十日市中3-13-5 0824-62-2948

030 味醸造みわざくら あじじょうぞう みわざくら 三次市 十日市中3-7-9 0824-63-3580

031 ガキ大将 がきだいしょう 三次市 十日市中1-10-24 0824-63-0566

032 砂漠の花 さばくのはな 三次市 十日市中3-7-11 0824-68-1187

033 創作鉄板料理　笑家 そうさくてっぱんりょうり　しょうや 三次市 十日市中2-8-8 0824-63-0058

034 食事処　ふくしま しょこじどこ　ふくしま 三次市 十日市中2-8-10 0824-62-8382

035 吉祥 きっしょう 三次市 十日市中2-7-19 0824-62-8383

168 三次ロイヤルホテル㈱ みよし ろいやるほてる 三次市 十日市東6-13-25 0824-62-5161 http://www.miyoshi-royal.co.jp
537 ミュージックパブ　夢工場 みゅーじっくぱぶ ゆめこうじょう 三次市 十日市南1-11-3 0824-65-6073

791 お好み焼き プー太郎 おこのみやき ぷーたろう 三次市 布野町上布野1353-22 0824-54-2873

792 お好焼 美里歩 おこのみやき みりーぶ 三次市 甲奴町本郷2097-2 0847-67-2417

793 お好みお食事 いまちゃん おこのみ おしょくじ いまちゃん 三次市 塩町2130-7 0824-66-3033 http://www.oko-imachan.jp
794 食事と喫茶 アマンド しょくじときっさ あまんど 三次市 甲奴町本郷2097-2 0847-67-2417

795 わらべ わらべ 三次市 甲奴町小童2584-1 0847-67-3800

796 お好み屋 おこのみや 三次市 君田町東入君683-4 0824-53-2007

797 あきやま旅館 喫茶プレゴ きっさ ぷれご 三次市 甲奴町西野545-2 0847-67-2345

808 八剣伝 三次十日市店 はっけんでん みよしとおかいちてん 三次市 十日市中2-2-32 0824-64-0088 http://www.ekura.co.jp
829 カフェアンドレストラン Canoe かふぇあんどれすとらん かのえ 三次市 作木町香淀116 0824-55-7057 http://www.genkimurasakugi.or.jp
830 作木ふるさと活性化センター 川の駅「常清」 さくぎふるさとかっせいかせんたー かわのえき じょうせい 三次市 作木町下作木1530 0824-55-7020 http://www.genkimurasakugi.or.jp
831 たきみや食堂 たきみや しょくどう 三次市 作木町下作木1572 0824-55-2038

832 居酒屋 あい いざかや あい 三次市 甲奴町本郷652-11 0847-67-2427

833 ひさご ひさご 三次市 吉舎町三玉585-1 0824-43-2180

834 鉄板焼 樹希 てっぱんやき きき 三次市 吉舎町海田原144-2 0824-43-4100

841 Salon de PAPIYON さろん ど ぱぴよん 三次市 作木町下作木1544 0824-55-2022

843 三次グランドホテル みよし ぐらんどほてる 三次市 十日市南1-10-1 0824-63-3111 http://www.hakuwa.co.jp/mgh/
861 塩町食堂 しおまちしょくどう 三次市 塩町2179-3 0824-66-1043

862 物産館みわ375 ぶっさ 三次市 三和町上壱2098-1 0824-52-3838

863 中村家 なかむらや 三次市 三和町敷名4747 0824-52-3342

864 道の駅 ゆめランド布野 みちのえき ゆめらんどふの 三次市 布野町下布野661-1 0824-54-2929

966 カラオケ喫茶 Ｋ からおけきっさ けい 三次市 吉舎町清綱537-2 0824-43-2028

967 中華そば　王公 ちゅうかそば　おうこう 三次市 吉舎町清綱490-1 0824-43-2277

976 ふきよせ ふきよせ 三次市 三次町1468-2 0824-62-2239

978 中華料理 一休 ちゅうかりょうり いっきゅう 三次市 有原町東大山174-8 0824-52-3719
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990 スナック マツミ楼 すなっく まつみろう 三次市 十日市東1-9-27 0824-63-7222

999 当たり屋 粟屋店 あたりや あわやてん 三次市 粟屋町2300 0824-62-5505

1007 楽味家 えのき たのしみや えのき 三次市 南畑敷町582-14 0824-64-3200 http://tanosimiya-enoki.com/
1008 中華村 悟空 ちゅうかむら ごくう 三次市 十日市東1-6-22 0824-64-1528

1112 長浜ラーメン博多屋 三次店 ながはまらーめんはかたや みよしてん 三次市 十日市南1-9-13 0824-63-0003

1173 たつ膳 たつぜん 三次市 三次町1573 0824-62-5517

1295 炉端焼 火車 ろばたやき ひのくるま 三次市 十日市中2-7-17 0824-64-1717

1296 すし肴処 藤 すしさかなどころ ふじ 三次市 十日市中2-11-1 0824-62-0416

1297 食一家 団欒 しょくいっか だんらん 三次市 十日市中2-11-32 0824-63-4515

1333 自家製麺 うどん日和 じかせいめん うどんびより 三次市 十日市中3-16-5 0824-64-1039

1807 こうちゃん こうちゃん 三次市 十日市中11-3 0824-63-5798

1808 炉端かば 三次店 ろばたかば みよしてん 三次市 十日市中2-2-6 080-1933-4658

1809 お好み焼 鉄板焼 空 おこのみやき てっぱんやき　そら 三次市 十日市中1-3-31 0824-62-3379

1853 めん徳 三次店 めんとく みよしてん 三次市 畠敷町27-1 0824-64-2300

1854 めん徳 十日市店 めんとく とおかまちてん 三次市 十日市南1-10-18 0824-63-7317

2474 好きやねん すきやねん 三次市 十日市東1-16-5 0824-62-2552

2598 あみんギャラリー＆ミール あみんぎゃらりーあんどみーる 三次市 甲奴町本郷1063-13 0847-67-5211

2599 祇園茶屋 ぎおんちゃや 三次市 甲奴町小童1051-1 0847-67-3300

2788 蛇の目寿司 じゃのめずし 三次市 十日市中2-4-35 0824-63-5797

2789 ともえ寿司 ともえずし 三次市 十日市中3-2-10 0824-62-2909

2790 むらたけ総本家 むらたけそうほんけ 三次市 十日市東6-1-8 0824-63-0666

2791 海月 うみづき 三次市 十日市南1-6-11 0824-63-7359

2792 ぎおん ぎおん 三次市 秋町1060-3 0824-67-3751

2793 香蘭 こうらん 三次市 畠敷町65-8 0824-64-6776

2794 元祖たむ商店 がんそたむしょうてん 三次市 南畠敷町68-4 0824-55-6855

2795 火車 かしゃ 三次市 十日市中2-7-17 0824-64-1717

3036 お食事　あられ おしょくじ　あられ 三次市 十日市中2-12-31 080-2945-8011

3092 レストラン　ヴイ れすとらん　ゔい 三次市 十日市中1-1-10 0824-63-7050

3211 鶴鳴館 かくめいかん 三次市 三次町1857-5 0824-62-2187

3213 ひさご ひさご 三次市 吉舎町三玉585-1 0824-43-2180

3214 美味彩々　らんや びみさいさい　らんや 三次市 南畑敷町502-5 0824-64-3888 ran-ya.co.jp
3215 居酒屋　坊ちゃん いざかや　ぼっちゃん 三次市 南畑敷町515-9 0824-64-1915

3216 山藤花 さんとうか 三次市 南畑敷町318-1 0824-63-2233 https://shanghainese-restaurant-3.business.site/
3217 Ｐｉｚｚｅｒｉａ＆Ｃａｆｅ　Ｂｒｅｅｚｅ ひっつぇりああんどかふぇ　ぶりーぜ　 三次市 粟屋町2687-1 050-5535-0834

3219 御食事処　すぎの おしょくじどころ　すぎの 三次市 十日市西1-4-22  0824-63-8533

3220 鳥小屋 とりごや 三次市 十日市中3-13-5  0120-62-2948

3221 居酒屋　橙　ｄａｉ-ｄａｉ いざかや　だいだい 三次市 十日市中2-11-32 0824-63-3007

3230 Ａｌｏｈａ　ｔｉｍｅ あろは　たいむ 三次市 三次町1000-1 080-4558-1414

3231 飲食スナック　エミ いんしょくすなっく　えみ 三次市 三次町1273-1 0824-63-0510
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3235 恵族 めぐみや 三次市 十日市中2-8-11 080-2881-1461


