
 広島市佐伯区

【やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）】利用可能店舗一覧]

2023年1月20日現在

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

1 飲食店 ガスト広島五日市 広島市佐伯区旭園２－１２ 0570-031-245 ○

2 飲食店 レーン焼肉ミスズ 広島市佐伯区皆賀4-19-6 082-922-2088

11:00～15：00

17:30～21:00(日～水）

17:30～22:00（金・土）

木 ○ ○

3 飲食店 ニパチ楽々園店 広島市佐伯区楽々園2-1-32 082-533-8381 16：00～1：00 無 ○ ○

4 飲食店 ジョリーパスタ楽々園店 広島市佐伯区楽々園4-1-24 082-921-6760 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

5 飲食店 や台ずし楽々園駅前町 広島市佐伯区楽々園4-2-20 082-922-0728 16：00～23：00 無 ○ ○

6 飲食店 かっぱ寿司広島佐伯店 広島市佐伯区隅の浜3-9-28 082-943-5582
月～木11:00～22:00 金11:00～23:00 土

10:00～23:00 日祝10:00～22:00
年中無休 ○

7 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　佐伯区隅の浜店 広島市佐伯区隅の浜３丁目9-30TSUTAYA２F 082-943-5549 11：00～23：00
年末年始　12/31～

1/1
○

8 飲食店 花あかり　五日市 広島市佐伯区五日市4丁目5-20 082-961-4250 10：00～21：00 年中無休 ○

9 飲食店 ラーメン我馬　五日市店 広島市佐伯区五日市7-3-24 082-922-3321 11：00～24：00
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

10 飲食店 ココス五日市店 広島市佐伯区五日市7-4-27 050-3529-0046 10:00～2:00 なし ○

11 飲食店 くいもの屋わん　広島五日市店 広島市佐伯区五日市駅前1-13-4　アイスタ五日市　3F 082-943-5511 17：00～25：00 なし ○ ○

12 飲食店 魚民 五日市北口駅前店 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

月～木　17:00～2:00

金?土　17:00～3:00

日?祝日　17:00～1:00

なし ○

13 飲食店 リトルマーメイド五日市駅店 広島市佐伯区五日市駅前1-31-1 082-921-2940 7:00～19:00 なし ○ ○

14 飲食店 ピッタ マリオ 広島市佐伯区五日市駅前1丁目1-21106 082-922-4956 11：00～22：00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

15 飲食店 大衆食堂　安ベゑ　五日市駅北口店 広島市佐伯区五日市駅前1丁目13ｰ4 0829-43-7621
月曜日～金曜日17:00～23:00　土曜11:30～

25:00日曜11:30～23:00
2022/1/1 ○ ○

16 飲食店 や台ずし五日市駅北口町 広島市佐伯区五日市駅前町1-10-51 082-924-2087 15：00～1：00 無 ○ ○

17 飲食店 IROHA village（五日市みなと工場） 広島市佐伯区五日市港2-1-1 082-943-6603 10：00～17：00 なし ○ ○

18 飲食店 としのや五日市本店 広島市佐伯区五日市中央5-1-10 082-299-1048
店内：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）宅

配：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）
元旦のみ ○

19 飲食店 牛角五日市城山店 広島市佐伯区五日市中央7-12-18 082-943-4129 17:00～22:00（土日祝　11:00～22:00） なし ○

20 飲食店 くら寿司広島五日市店 広島市佐伯区五日市中央7-25-12 082-533-7879 11:00-23:00 無休 ○ ○

21 飲食店 grasshopper cafe 広島市佐伯区五日市町石内6500-1 082-208-3935 11:00～18:00 水・木 ○ ○

22 飲食店 丸源ラーメン 広島五日市店 広島市佐伯区城山1-18-10 082-943-5570 10:30 - 25:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

23 飲食店 コロッケ倶楽部　五日市店 広島市佐伯区城山1-18-6 082-943-5678 10：00～29：00 無休 ○ ○

24 飲食店 神戸元町ドリアｱｳﾄﾚｯﾄ広島店 広島市佐伯区石内東4-1-1 082-208-1309 11：00～21：00 無し ○

25 飲食店 弁兵衛　ジアウトレット店 広島市佐伯区石内東４-１-1 082-208-5300 11:00～21:00 無休 ○ ○

26 飲食店 全国ご当地丼ぶり屋台
広島市佐伯区石内東4-1-1THE  OUTLETS  HIROSHIMA

1F
082-554-4418 11：00～21：00 施設に準ずる ○ ○

※この一覧は、各店舗がやっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）事務局に提出された登録希望店舗リストをもとに作成しています。

※店舗毎にクーポンのご利用スタート日が異なります。ご利用の際は、店舗にご確認いただくようお願いいたします。

※表示の都合上、情報が途切れている場合がありますので、ご了承ください。また、店舗・施設の都合により営業時間や休業日が変更となる場合がございます。詳細は各店舗・施設にお問い

合わせください。
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 広島市佐伯区

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

27 飲食店 デリフランス広島西風新都店
広島市佐伯区石内東4-1-1THEOUTLETS　HIROSHIMA

2F
082-208-4466 10：00～20：00 館に準ずる ○

28 飲食店 パステル　THE OUTLETS HIROSHIMA店 広島市佐伯区石内東4-1-1アウトレット広島1F 082-942-2125 10:00?20:00 無 ○ ○

29 飲食店 ?久好ジ・アウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1-1 082-299-6070 11：00～21：00 無し ○ ○

30 飲食店 藤い屋 THE OUTLETS HIROSHIMA店 広島市佐伯区石内東4丁目1－1 082-941-0137 10：00～20：00 なし ○ ○

31 飲食店 安芸乃　アウトレット 広島市佐伯区石内東4丁目1-1アウトレット内　1F 082-275-4280 10：00～21：00 年中無休 ○

32 飲食店 ぎをん椿庵　THE OUTLETS HIROSHIMA店 広島市佐伯区石内東4丁目1番1号 082-208-3309 11:00～21:00 不定休日あり ○ ○

33 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　佐伯区西風新都店 広島市佐伯区石内北二丁目2-2 082-849-5351 10:30～22:00
年中無休（年末年始

休業の可能性あり）
○

34 飲食店 菓匠茶屋　五日市店 広島市佐伯区八幡1-24-17サンリブ五日市店1階 082-926-1060 10：00?21：00 なし ○

35 飲食店 徳川五日市店 広島市佐伯区八幡東2-29-43 082-929-7771 AM11:00～PM23：00
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

36 飲食店 長崎ちゃんめん　佐伯店 広島市佐伯区八幡東3-21-13 082-927-8277 11:00～22:00 なし ○

37 飲食店 から好し広島八幡東 広島市佐伯区八幡東３丁目２６番１７－４号 082-926-2051 10時30分～23時30分　オーダーストップ23時 無 ○

38 飲食店 焼肉ぐりぐり家 石内バイパス利松店 広島市佐伯区利松１丁目１２-４１ 082-929-4129
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

39 鉄道・バス 広島電鉄　五日市営業センター 広島市佐伯区旭園 0570-55--400 10:30～13:00／14:00～19:00 日祝・年末年始 ○

40 鉄道・バス 広島電鉄　楽々園営業センター 広島市佐伯区楽々園 0570-55--400 10:30～13:00／14:00～19:00 日祝・年末年始 ○

41 鉄道・バス 広島電鉄　西風新都営業所 広島市佐伯区石内北5-2-13 082-941-5565 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

42 レンタカー トヨタレンタカー　五日市店 広島市佐伯区吉見園3-19 082-921-0100

8:00～20:00（1/4～12/30）

8:00～17:00（12/31）

10:00～16:00（1/1～1/2）

9:00～18:00（1/4）

なし ○

43 観光施設 湯来つり堀 広島市佐伯区湯来町菅沢849-1 0829-83-0556 9:00~17:00

木曜日　※1月13日・

20日・27日も休みま

す。

○ ○

44 観光施設 誠の桧湯 広島市佐伯区湯来町大字多田2666 0829-40-6016 10：00～17：00

月曜日（祝日の場合

は振替）、8/6、年末

年始12/29～1/3

○ ○

45 体験型アクティビティ 湯来交流体験センター 広島市佐伯区湯来町大字多田2563-1 0829-40-6016 9：00～18：00

月曜日（祝日の場合

は振替）、8/6、年末

年始12/29～1/3

○ ○

46 タクシー ツルキタクシー 広島市佐伯区五日市中央7-3-8 082-922-0269 ２４時間 なし ○ ○

47 タクシー 平和第一交通株式会社 広島市佐伯区石内北2-4-9 082-941-7280 年中無休 なし ○ ○

48 タクシー ささき観光　本社 広島市佐伯区湯来町伏谷１２５－１ 0829-86-2110 6:00～22:00 年中無休 ○

49 タクシー ささき観光　五日市営業所 広島市佐伯区八幡5丁目16-20 082-299-6799 6:00～22:00 年中無休 ○

50 旅館・ホテル おうちホテル五日市 広島市佐伯区海老園2-8-20 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

51 旅館・ホテル 広島市国民宿舎　湯来ロッジ 広島市佐伯区湯来町大字多田2563番地の１ 0829-85-0111
売店7:30～20:00　 レストラン

11:30~14:00,17:30~20:00
○ ○

52 百貨店・商業施設 五日市福屋 広島市佐伯区五日市駅前1丁目4-5 082-925-0301

10：00～19：00、地下食料品売場10：00～

20：00　（一部営業時間が異なる店舗がございま

す。）

1/1～1/2 ○

53 小売店 F time 広島市佐伯区海老園１－１０－４２ 080-7886-8160 １０時から17時 土曜日　日曜日 ○

54 小売店 はるやま五日市支店 広島市佐伯区海老園2丁目7番40号 082-922-0400 10:00 ～ 19:00 ○ ○

55 小売店 ウォンツ海老園店 広島市佐伯区海老園3-19-22 082-943-5850 9：00～22：00 なし ○ ○

56 小売店 フレスタ海老園店 広島市佐伯区海老園3丁目19-17 082-943-5300 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

57 小売店 ウォンツ皆賀店 広島市佐伯区皆賀3丁目10番1号 082-275-4317 9：00～21：00 なし ○ ○
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 広島市佐伯区

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

58 小売店 ドラッグセガミ皆賀店 広島市佐伯区皆賀３丁目２２－３１ 082-943-8632 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

59 小売店 バッケンモーツアルト楽々園店 広島市佐伯区楽々園4-14-1マックスバリュ楽々園内 082-943-8236 10:00～20:00 年中無休 ○

60 小売店 マックスバリュ楽々園店 広島市佐伯区楽々園４丁目１４－１ 082-925-0055 9：00～23：00 なし ○ ○

61 小売店 ザグザグ 楽々園店 広島市佐伯区楽々園五丁目9番11号 082-921-3880 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

62 小売店 テックランド 佐伯店 広島市佐伯区楽々園四丁目14-32 082-942-2731 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

63 小売店 ローソン広島コイン通り 広島市佐伯区五日市４丁目５-２２ 082-921-2553 ２４時間 なし ○

64 小売店 くすりのレデイ　五日市店 広島市佐伯区五日市７丁目３番１５号 082-943-5655 9：00～22：00 元旦のみ ○ ○

65 小売店 セブンｰイレブン キヨスクJR五日市駅 広島市佐伯区五日市駅前1-13-1 082-943-5243 6：00～22：00　土日祝　6：00～21：00 なし ○

66 小売店 バッケンモーツアルト五日市福屋店 広島市佐伯区五日市駅前1-4-5五日市福屋店内 082-961-4514 10:00～20:00 年中無休 ○

67 小売店 フタバ図書TSUTAYA　五日市福屋店 広島市佐伯区五日市駅前１丁目４－５ 082-925-0330 10:00～20:00 年中無休 ○

68 小売店 ゆめタウン五日市 広島市佐伯区五日市五丁目5番17号 082-923-5123
食品売場　9：00～21：00本館2F・3F直営売場

9：00～20：00
なし ○

69 小売店 ホームプラザナフコ西広島店 広島市佐伯区五日市港４丁目１番１２号 082-943-5725 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

70 小売店 ウォンツ五日市コイン通り店 広島市佐伯区五日市中央1-1-3 082-943-8510 9：00～22：00 なし ○ ○

71 小売店 ㈱デイ・リンク　デイ・リンク五日市店 広島市佐伯区五日市中央4-1-8 082-922-8151 9:00～20:00 (年始1/1～1/3) ○

72 小売店 エディオン五日市店 広島市佐伯区五日市中央4丁目15-22 082-922-2251 １０：００～１９：００ 1月11日（水） ○ ○

73 小売店 ローソン・ポプラ 五日市中央北店 広島市佐伯区五日市中央５-９-２３ 082-943-5822 24時間営業 定休日なし ○ ○

74 小売店 ウォンツ波出石店 広島市佐伯区五日市中央7-16-6 082-943-5205 9：00～22：00 なし ○ ○

75 小売店 フレスタ波出石店 広島市佐伯区五日市中央7丁目16-26 082-943-5111 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

76 小売店 リカーズ　河内店 広島市佐伯区五日市町下河内川坂39-1 082-929-4166 9:00～20:30 年始元旦～2日 ○

77 小売店 フレスタ河内店 広島市佐伯区五日市町下河内川坂41-1 082-927-6688 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

78 小売店 セブン-イレブン広島石内バイパス店 広島市佐伯区五日市町石内4167-4 082-941-2941 24時間 無し ○ ○

79 小売店 ANTBAKERY by mugimugi 広島市佐伯区五日市町石内6500-1 082-208-5599 9:00～17:00 水曜日 ○

80 小売店 パレット石内店 広島市佐伯区五日市町大字石内6741 082-926-2411 10：00～20：00 無休 ○

81 小売店 マックスバリュ石内店 広島市佐伯区五日市町大字石内字福永６４７１番地 082-926-3515 9：00～23：00 なし ○ ○

82 小売店 ローソン・ポプラ 三筋店 広島市佐伯区三筋２-１-１ 0829-22-3517 24時間営業 定休日なし ○ ○

83 小売店 ユアーズ  三筋店 広島市佐伯区三宅1-1-7 082-921-0666 0:00～24：00 ○

84 小売店 ローソン広島城山一丁目店 広島市佐伯区城山1-18-6 082-923-3900 24時間 無休 ○

85 小売店 クスリ岩崎チェーン　五日市城山店 広島市佐伯区城山１丁目１４－１７ 082-943-9010 9:30-21:00 年始のみ ○

86 小売店 ローソン広島石内東店 広島市佐伯区石内東1-1-8 082-941-0222 ２４時間 なし(年中無休) ○ ○

87 小売店 FUKUNARY 　 THE OUTLETS HIROSHIMA店 広島市佐伯区石内東4-1-1　1Ｆ 082-554-5883 10:00～20:00 なし ○ ○

88 小売店 PSFA アウトレット広島店
広島市佐伯区石内東4-1-1２階アウトレットフロア　６０８区

画
082-208-2083 10：00～20：00 無し ○

89 小売店 Foxfire FACTORY OUTLET 広島
広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLET

HIROSHIMA129区画
082-208-0604 10：00～20：00 なし ○ ○

90 小売店 グラニフ　アウトレット広島店
広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLETS HIROSHIMA

126区
082-942-2322 10:00～20:00 無し ○ ○

91 小売店 大垣書店　ジアウトレット広島店
広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLETS HIROSHIMA

1F
082-208-3680 10:00～20:00 無休 ○

92 小売店 B.C STOCK広島
広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLETS HIROSHIMA

2F
082-941-7406 10:00-20:00 不定休 ○ ○

93 小売店
URBAN RESEARCH warehouseTHE OUTLETS

HIROSHIMA店

広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLETS HIROSHIMA

2F
082-942-3887 10:00～20:00 不定休 ○ ○

94 小売店 Ray Cassin　THE OUTLETS HIROSHIMA店
広島市佐伯区石内東4-1-1THE　OUTLETS　HIROSHIMA

2F　区画508
082-942-0960 10:00～20:00 施設定休日に準ずる ○ ○
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95 小売店 w closet TOH広島店
広島市佐伯区石内東4-1-1THE OUTLETS HIROSHIMA

2階
082-961-5245 10：00～20:00 なし ○ ○

96 小売店 ビームスアウトレット 広島
広島市佐伯区石内東4-1-1THEOUTLETS HIROSHIMAグ

ランドフロア
082-961-6260 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

97 小売店 アディダスファクトリーアウトレット広島 広島市佐伯区石内東4-1-1ジ アウトレット広島2F 082-941-5830 10:00-20:00 無し ○

98 小売店
ブルーレーベル / ブラックレーベル クレストブリッジ　ジ・アウ

トレット広島店
広島市佐伯区石内東4-1-1ジ・アウトレット広島203区画 082-942-2551 10:00～20:00 なし ○ ○

99 小売店 アディダスゴルフファクトリーアウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4-1-1ジアウトレット広島2F 082-941-2730 10:00-20:00 なし ○

100 小売店 イオンスタイル西風新都 広島市佐伯区石内東4丁目1-1 082-941-7150 9:00~21:00 なし ○

101 小売店 にしき堂 ジ　アウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1-1 082-941-5205 10：00～20：00 年中無休 ○

102 小売店 コロンビアスポーツウェア　ジアウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1－1 　ジアウトレット広島２F 0829-41-0740 10：00～20：00 無 ○ ○

103 小売店 Manhattan Portage　ジアウトレット広島 広島市佐伯区石内東4丁目1-1316区画 082-554-5109 10:00～20:00 館に準ずる ○

104 小売店 AQUA SILVER　THE OUTLETS 広島店
広島市佐伯区石内東4丁目1-1THE OUTLETS

HIROSHIMA 2階 109区画
082-942-6885 10:00-20:00 不定休 ○ ○

105 小売店
韓国商店イルソイルソ　THE OUTLET HIROSHIMA

店
広島市佐伯区石内東4丁目１-１ジ・アウトレット広島742区画 082-533-7950 10：00～20：00 年中無休 ○

106 小売店 瀬戸内トリップ　アウトレット店 広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジｱｳﾄﾚｯﾄ広島1F-1013 082-554-4508 10：00～20：00 無 ○

107 小売店 SAN-B P.H.Marche　ジアウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島1階 082-942-2114 10：00～20：00 ○

108 小売店 丞-TASUKU- 広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島1階 082-208-1039 10：00～20：00 ○

109 小売店 ココカラファインジアウトレット広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島店内1F 082-942-3728 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

110 小売店
サンクゼール・久世福商店THE OUTLETS

HIROSHIMA店
広島市佐伯区石内東4丁目1番1号 082-208-4370 10：00～20：00 無し ○

111 小売店 THE　OUTLET　HIROSHIMA　ミキハウスリプロ 広島市佐伯区石内東4丁目1番1号2F　527区画 082-533-7130 10：00～20：00 無休 ○

112 小売店 ＧＵＥＳＳ　ジ アウトレット広島店
広島市佐伯区石内東4丁目1番1号THE OUTLET

HIROSHIMA 234区画
082-942-5153 10:00~20:00 施設の休業日に準じる ○ ○

113 小売店
AS KNOW AS outlet THE OUTLETS

HIROSHIMA

広島市佐伯区石内東4丁目1番1号THE OUTLETS

HIROSHIMA 2F アウトレットフロア
082-533-7213 10:00～20：00

THE OUTLETS

HIROSHIMAの休館

日に準ずる

○ ○

114 小売店
はるやま商事株式会社Trans Continentsジアウトレッ

ト広島店

広島市佐伯区石内東4丁目1番1号THE　OUTLETS

HIROSHIMA　2階
082-208-3131 10：00～20：00 無し ○ ○

115 小売店 JUN&ROPEジアウトレット広島店 広島市佐伯区石内東四丁目１－１ 082-961-4670 10：00～20：00 無 ○

116 小売店 湯来特産品市場館 広島市佐伯区湯来町大字多田2563-1 090-3176-6102 8：30～16：30

月曜日（祝日の場合

は振替）、年末年始

12/31～1/3

○ ○

117 小売店 ウォンツ藤垂園店 広島市佐伯区藤垂園1-12 082-943-7771 9：00～21：00 なし ○ ○

118 小売店 マックスバリュ藤垂園店 広島市佐伯区藤垂園１番２２号 082-925-1720 9：00～23：00 なし ○ ○

119 小売店 バッケンモーツアルトサンリブ五日市店 広島市佐伯区八幡1-24-17サンリブ五日市店内 082-928-5546 10:00～21:00 年中無休 ○

120 小売店 フタバ図書TSUTAYA　ＧＩＧＡ五日市店 広島市佐伯区八幡１－２６－１０ 082-926-3620 10:00～22:00 年中無休 ○

121 小売店 ココカラファインサンリブ五日市店
広島市佐伯区八幡１丁目２４－１７サンリブ五日市店内１

Ｆ
082-530-3081 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

122 小売店 ウォンツ八幡３号店 広島市佐伯区八幡2-1-3 082-926-2107 9：00～21：00 2023/1/1 ○ ○

123 小売店 やまや五日市店 広島市佐伯区八幡2-6-22 082-926-0105 10:00~21:00 年中無休 ○

124 小売店 ザ・ビッグ五日市店 広島市佐伯区八幡２丁目２４－３２ 082-928-5151 8：00～21：00 なし ○ ○

125 小売店 ローソン広島八幡一丁目店 広島市佐伯区八幡一丁目29番12-3号 082-921-2772 ２４時間 年中無休 ○

126 小売店 ローソン広島八幡五丁目店 広島市佐伯区八幡五丁目15番1号 082-929-1288 ２４時間 年中無休 ○

127 小売店 ウォンツ八幡店 広島市佐伯区八幡東3-14-12 082-927-2302 9：00～20：00 なし ○ ○
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128 小売店 イエローハット五日市店 広島市佐伯区八幡東3-19-4 082-929-4525 10：00～19：00
正月休み（1/1～

1/2）
○

129 小売店 ウォンツ八幡西店 広島市佐伯区八幡東3-19-8 082-926-4410 9：00～22：00 なし ○ ○

130 小売店 株式会社やまだ屋 五日市店 広島市佐伯区八幡東3-26-37 082-926-2210 9:00～17:00 年中無休 ○

131 小売店 ローソン広島八幡東店 広島市佐伯区八幡東4-2-48 082-927-2771 ２４時間 なし(年中無休) ○ ○

132 小売店 セブン-イレブン広島八幡東4丁目店 広島市佐伯区八幡東4丁目28-61-6 082-927-1633 24時間 無し ○ ○

133 小売店 ゆめマート八幡 広島市佐伯区八幡東三丁目29番8号 082-927-8500 9：00～22：00 なし ○

134 小売店 イエローハット五日市南店 広島市佐伯区美の里2-2-36 082-925-5522 10：00～19：00
正月休み（1/1～

1/2）
○

135 小売店 フレスタ美鈴が丘店 広島市佐伯区美鈴が丘西1丁目6-1 082-926-0015 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

136 小売店 デイリーヤマザキ広島美鈴が丘店 広島市佐伯区美鈴が丘西2-2-8 082-928-4110 6～24時 無 ○

137 小売店 DCM五日市店 広島市佐伯区利松１丁目２番３５号 082-927-7111 9:00～19:30
1月1日、1月2日、2

月7日
○ ○

138 理容・美容 りらくる広島八幡店 広島市佐伯区八幡東3-26-37 082-929-3455 10:00-24:00 無 ○
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