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 広島県酒造組合（広島市中区・梅田
う め だ

修
しゅう

治
じ

会長）は，広島の酒造りと観光を盛り上げるため，県外か

らの宿泊客にお酒を購入してもらうクーポン事業を行っています。 
  この度，県内のお酒の主な購買層である県民の皆様にも魅力を知ってもらうきっかけにしてもらう

ため，１２月８日（木）チェックイン分から，県民の皆様が対象の宿泊施設に宿泊した場合にも，ク
ーポン券をお渡しします。 

 
＜飲んでみんさい！広島の酒クーポン事業について＞ 
  （概要） 
  広島の酒造りや観光を盛り上げるため，広島県酒造組合が「県産酒類を活用した観光復活支援事

業」を活用して実施します。 
  宿泊客に，広島県産酒類の購入に使えるクーポンを宿泊施設でお渡しします。 
 
  （クーポン券について） 
  ・配付対象者：対象の宿泊施設に宿泊した旅行者（２０歳以上に限る） 
  ・配付枚数：額面２千円（千円券×２枚のセット）を３０万セット 
  ・配付時期：１０月７日から１月３０日宿泊分まで（なくなり次第終了） 
   ※クーポンの利用期限はチェックアウト日。最終的な使用期限は１月３１日。 
  ・配布場所：県内宿泊施設 147 施設 
  ・利用店舗：県内の主要ゲートウエイを中心に観光客が訪れる店舗１６１店 
  ・宿泊施設への配付済枚数：21 万枚 
       ※１２／１現在 

※専用 WEB サイトやコールセンターで確認ください。 

飲んでみんさい！広島の酒クーポン事業 
クーポン券の配付範囲を拡大 

県外からの宿泊客に加えて，県民の皆様が宿泊した場合も！ 

資料提供      
令和４年 12 月 6 日 
課 名：観光課 
担 当 者：矢野 
内 線：２４２０ 
直通電話：082-513-2420 
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専用ＷEB サイト 
https://hiroshimanosake.com/ 

コールセンター 
０８２－５６９－９５０２ 
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エリア 店舗名 

江田島 ホテル ご安航 

江田島 shiga house シガハウス 

大久野島 休暇村 大久野島 

大崎上島 きのえ温泉ホテル清風館 

尾道 ホテルいんのしま 

尾道 ビュウホテルセイザン 

尾道 天然温泉 尾道ふれあいの里 

尾道 SIMA inn 

尾道 尾道のおばあちゃんとわたくしホテル 

尾道 グリーンヒルホテル尾道 

尾道 尾道国際ホテル 

尾道 尾道第一ホテル 

尾道 シーサイドホステル LightHouse 

尾道 AGAL onomichi 

尾道 尾道ゲストハウス いろは荘 

尾道 大蔵の宿 

尾道 向島の家 

尾道 HOTEL BEACON ONOMICHI 

尾道 おのみち 帆聲 

北広島 広島北ホテル 

北広島 どんぐり荘 

北広島 あるぺん屋・八幡高原酒造 

呉 呉阪急ホテル 

呉 コンフォートホテル呉 

呉 ビジネス旅館 野村 

呉 クレイトンベイホテル 

呉 国民宿舎野呂高原ロッジ 

呉 グリーンピアせとうち 

西条 西条ゲストハウス八反 

西条 東広島グリーンホテルモーリス 

西条 ホテル賀茂 

西条 HOTEL VAN CORNELL 

庄原 帝釈峡観光ホテル養浩荘 

庄原 帝釈峡観光ホテル錦彩館 

別紙１ 【配付宿泊施設】 ※12 月 1 日現在，順不同 

エリア 店舗名 

庄原 桜花の郷 ラ・フォーレ庄原 

瀬戸田 Ｏｎｚｏ 

瀬戸田 住之江旅館 

瀬戸田 ちいさなお宿 Link(輪空)  

瀬戸田 旅館つつ井 

瀬戸田 Azumi Setoda 

瀬戸田 yubune 

竹原 グリーンスカイホテル竹原 

竹原 NIPPONIA HOTEL 竹原製塩町 

鞆の浦 隠れ家 作右衛門 

鞆の浦 ホテル鷗風亭 

鞆の浦 景勝館漣亭 

鞆の浦 汀邸 遠音近音 

鞆の浦 潮待ちホテル 

鞆の浦 人生感が変わる宿 ここから 

廿日市 コテージワン 宮島街道店  

廿日市 もみのき荘 

廿日市 おもてなしホステル 宮島 

廿日市 古民家の宿 RYU 

廿日市 グローバルリゾート弥山 

廿日市 グローバルリゾート ONO de LUNE 

東広島 瀬戸内ヴィラ ダイアリー大芝島 

東広島 Y51 by the sea  

広島市 ホテルアストンプラザ広島海田市駅前 

広島市 ふろや旅館 

広島市 コテージワン 広島店 

広島市 ロマネスコレンタルスペース 

広島市 広島市国民宿舎 湯来ロッジ 

広島市 広島の宿相生 

広島市 ホテルエクシル広島流川通り 

広島市 サンチャゴゲストハウス広島 

広島市 サンチャゴホテル 

広島市 セジュールフジタ本館 
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エリア 店舗名 

広島市 セジュールフジタ別館河原町 

広島市 ひろしま国際ホテル 

広島市 ホテルリブマックス広島舟入町リバーサイド 

広島市 カンデオホテルズ広島八丁堀 

広島市 セジュールイン流川 

広島市 ホテルリブマックス広島平和公園前 

広島市 スーパーホテル広島 

広島市 36hostel（ｻﾙﾎｽﾃﾙ） 

広島市 ANA クラウンプラザホテル広島 

広島市 ホテルスイート広島白島 

広島市 ホテルプロモート広島 

広島市 ビジネス旅館はらだ 

広島市 EN Hotel Hiroshima 

広島市 カプセルホテル ニュージャパン EX 

広島市 パークサイドホテル広島平和公園前 

広島市 セジュールフジタ別館観音本町 

広島市 阿品邸 

広島市 広島ゲストハウス緑 

広島市 ホテル広島サンプラザ 

広島市 ホテルスイート広島横川 

広島市 APPOINT3 

広島市 ウィークリーアポイント２ 

広島市 ホテルリブマックス PREMIUM 広島 

広島市 神田山荘 

広島市 ビジネスホテル ニューよりしろ 

広島市 ホテルクリスタル広島 

広島市 ホテルグランザパークⅡ 

広島市 寄本旅館 

広島市 ホテル広島ガーデンパレス 

広島市 アーバイン広島エグゼクティブ 

広島市 Guesthouse akicafe inn 

広島市 ベッセルイン広島駅前 

広島市 LUZULI Hiroshima Hotel ＆ Lounge 

広島市 NAGI Hiroshima Hotel ＆ Lounge 

広島市 ゲストハウス COCO 広島 

福山 あおいビジネスホテル 

エリア 店舗名 

福山 民宿あそび 

福山 ビジネスイン福山 

福山 みかど別館 

福山 福山プラザホテル 

福山 ホテルエリアワン福山 

福山 太進館 

福山 カンデオホテルズ福山 

福山 ベッセルイン福山駅北口 

福山 サンホテル福山 

福山 ビジネスホテルニュー長和島 

福山 福山ニューキャッスルホテル 

福山 AREA INN FUSHIMICHO １－１６ 

福山 AREA INN FUSHIMICHO FUKUYAMA 
CASTLE SIDE ２－８ 

福山 ホテルトレンド福山駅前 

福山 福山オリエンタルホテル 

福山 ANCHOR HOTEL FUKUYAMA 

福山 福山ロイヤルホテル 

三原 ホテルヤッサ 

三原 ホテル白竜湖リゾート 

宮島 宮島シーサイドホテル 

宮島 HEM'S HOTEL 

宮島 さくらや 

宮島 旅彩のお宿 水羽荘 

宮島 水羽荘別邸 葉もれび 

宮島 リブマックスリゾート安芸宮島 

宮島 民宿かまだ 

宮島 宮島 女性限定のお宿 藤のや 

宮島 国民宿舎みやじま杜の宿 

宮島 錦水館 

宮島 ホテル宮島別荘 

宮島 ホテル 菊乃家 

宮島口 宮島コーラルホテル 

宮島口 安芸グランドホテル 

宮島口 みやじま庵廣島 
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エリア 店舗名 

宮島口 グランヴィリオホテル宮島 和蔵 

宮浜温泉 リブマックスリゾート宮浜温泉 Ocean 

宮浜温泉 宮浜グランドホテル 

宮浜温泉 ペンションあんばらんす 

宮浜温泉 宮浜温泉 旅館かんざき 

宮浜温泉 宮島離れの宿 IBUKU 本館 

宮浜温泉 宮島離れの宿 IBUKU 別邸 

宮浜温泉 旅籠 桜 

三次 山仕事体験民宿気楽坊 

三次 ホテルクラウンヒルズ三次 

（147 施設） 
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エリア 店舗名 

安芸太田 川本酒造場 

安芸高田 向原酒造株式会社 

安芸高田 道の駅三矢の里あきたかた(あきたかた NAVI） 

江田島 江田島銘醸株式会社 

江田島 津田酒造株式会社 

大久野島 休暇村大久野島 

大崎上島 松浦酒類食料品店 

尾道 尾道福屋 

尾道 天然温泉 尾道ふれあいの里 

尾道 有限会社浦上酒店 

尾道 有限会社亀田商店 

尾道 ロープウェイ前ええもんや 

尾道 株式会社吉源酒造場 

尾道 尾道ええもんや 

尾道 株式会社向酒店 

尾道駅 おみやげ街道尾道 

北広島 加計屋酒店 

北広島 八幡高原酒造 

北広島 小野酒造株式会社 

北広島 道の駅舞ロード IC 千代田 

北広島 道の駅豊平どんぐり村 どんぐり荘 

熊野 株式会社 馬上酒造 

呉 おみやげ街道呉（JR 呉駅 2 階） 

呉 おんど観光文化会館うずしお 

呉 株式会社リカーズ 呉駅ビル店 

呉 グリーンピアせとうち 

呉 クレイトンベイホテル 

呉 呉山城屋 

呉 呉艦船めぐり 

呉 国民宿舎 野呂高原ロッジ 

呉 福屋呉店 

呉 福屋焼山店 

呉 山城屋酒店･宝町店 

別紙２ 【クーポン取扱店舗】 ※12 月 1 日現在，順不同 

エリア 店舗名 

呉 榎酒造株式会社 

呉 ㈱亀福 

呉 盛川酒造株式会社 

呉 千福ギャラリー三宅屋商店 

呉 中野光次郎本店 

呉 林酒造株式会社 

西条 JA 交流ひろば「とれたて元気 となりの農家店」 

西条 掛井酒店 

西条 西条酒蔵通り観光案内所（東広島市観光協会）  

西条 杉井酒舗 

西条 福屋西条店 

西条 賀茂泉酒造株式会社 

西条 賀茂鶴酒造株式会社 

西条 亀齢酒造 万年亀舎 

西条 山陽鶴酒造株式会社 

西条 西條鶴醸造株式会社 

西条 白牡丹酒造株式会社 

西条 福美人酒造株式会社 

西条駅 おみやげ街道 西条店 

庄原 生熊酒造株式会社 

庄原 有限会社宮西商店 

庄原 有限会社北村醸造場 

庄原 道の駅たかの 

新尾道駅 新尾道駅 ええもんや 

新尾道駅 新尾道駅バスセンター おのみちみやげ 

瀬戸田 マツシゲ リカーショップ 

瀬戸田 有限会社 茶谷屋 

瀬戸田 (有)せき酒店 

世羅 mantenere(有) 世羅きのこ園 

世羅 世羅ワイナリー 

世羅 道の駅世羅 

竹原 グリーンスカイホテル竹原 
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エリア 店舗名 

竹原 たけはら海の駅 前川酒店 

竹原 有限会社 前川酒店 

竹原 瀬戸内醸造所株式会社 竹原直売所 

竹原 竹鶴酒造 

竹原 中尾醸造 

竹原 藤井酒造・酒蔵交流館 

竹原 道の駅たけはら 

鞆の浦 入江豊三郎本店 蔵店 

鞆の浦 入江豊三郎本店 渡船場店 

鞆の浦 景勝館漣亭 

鞆の浦 ともてつバスセンター 

鞆の浦 ホテル鷗風亭 

鞆の浦 株式会社岡本亀太郎本店 

鞆の浦 八田保命酒舗 

鞆の浦 有限会社入江豊三郎本店 

廿日市 ＳＡＫＵＲＡＯ B&D ビジターセンター 

廿日市 おもてなしホステル宮島 

廿日市 リカー＆フーズ タナカ 

東広島 株式会社今田酒造本店 

東広島 金光酒造合資会社 

東広島 道の駅 湖畔の里福富 

東広島 おみやげ街道 東広島 

広島駅 アバンセ ekie 広島駅店 

広島駅 おみやげ街道エキエ 酒ます枡 

広島駅 おみやげ街道広島新幹線改札内中央 

広島駅 福屋広島駅前店 

広島駅 酒商山田 エディオン蔦屋家電店 

広島駅 株式会社リカーズ SAKE PLACE ekie 広島店 

広島空港 広島空港福屋ショップ 

広島空港 空の駅オーチャード 

広島空港 藤い屋 IROHA port 店 

広島市 合名会社梅田酒造場 

広島市 旭鳳酒造株式会社 

広島市 JA 交流ひろば「とれたて元気 広島店」 

広島市 五日市福屋 

エリア 店舗名 

西条 道の駅 西条のん太の酒蔵 

広島市 おりづるタワー 

広島市 株式会社原本店 

広島市 カンデオホテルズ広島八丁堀 

広島市 酒商山田 幟町店 

広島市 酒商山田 八丁堀店 

広島市 そごう広島店 

広島市 てらや 

広島市 福屋八丁堀本店 

広島市 大和屋酒舗 

広島市 やまとや酒舗 Naka-machi 

広島市 夢ぷらざ 

広島市 株式会社リカーズ SAKE PLACE アルパーク店 

広島市 ホテル広島サンプラザ 

広島市 山城屋酒店･レクト店 

広島市 有限会社 リカーショップイシカワ 

広島市 有限会社山中酒店 

広島市 前田酒店 

広島市 国民宿舎 湯来ロッジ 

広島市 酒商山田 宇品本店 

福山 (有)濱岡酒店 

福山 WINE SHOP CHOISIR 

福山 カンデオホテルズ福山 

福山 天満屋福山店 

福山 福田商店 

福山 福山ニューキャッスルホテル 

福山 福山わいん工房 

福山 藤井酒店 

福山 山野峡大田ワイナリー 

福山 リカーショップ安田 

福山 株式会社天寶一 

福山 酒のノダ 

福山 酒のマエダ 
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 エリア 店舗名 

福山 地酒屋 アンクル（さんすて福山） 

福山 備後福山ブルーイングカレッジ 

福山駅 おみやげ街道福山 

福山駅 おみやげ街道福山新幹線 

三原 株式会社醉心山根本店 

三原 瀬戸内醸造所 須波西販売店 

三原 道の駅みはら神明の里 

三原 道の駅よがんす白竜 

三原駅 おみやげ街道 三原 

宮島 MIYAJIMA BREWERY 

宮島 九州屋 

宮島 国民宿舎みやじま杜の宿 

宮島 博多屋 

宮島 酒と器 久保田 

宮島 宮島鉄鍋火屋本店（ミヤジマテッカヤホンテン） 

宮島 やまむら商店 

宮島 有限会社津田商店 

宮島口 安芸グランドホテル ショッピングプラザ 

宮島口 おみやげ街道 宮島口 

宮島口 おみやげ街道 宮島口ターミナル 

宮島口 カクイチ横丁宮島口店 

宮島口 はつこいマーケット 

宮島口 宮島コーラルホテル 

宮浜温泉 宮島離れの宿 IBUKU 別邸 

宮浜温泉 宮島離れの宿 IBUKU 本館 

三次 株式会社広島三次ワイナリー 

三次 トレッタみよし 

三次 福屋三次店 

（161 店舗） 


