
 広島市安佐南区

【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 とみや毘沙門 広島市安佐南区安東1-1-49 082-836-3944
月・水・木／11:00～19:30　金～日／10:30～

19:30　※イートイン L.O.19:00
火曜日 ○ ○

2 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　安佐南区安東店 広島市安佐南区安東一丁目3-27 082-872-9032 11:00～23:00
年中無休（年末年始

休業の可能性あり）
○

3 飲食店 インド料理ビスヌ　イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-871-1311 11：00～22：00 無 ○ ○

4 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-850-3025 11:00～22:00（LO20:55）
モールの定休日に準じ

る
○

5 飲食店 菓匠茶屋　祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園1階 082-846-6366 10：00?21：00 なし ○

6 飲食店 Ｑ　祇園店
広島市安佐南区祇園３丁目２０-２１シンフォニー五反田１

０２
082-871-9939 １１：００?２１：００

月曜日（月曜日祝日

の場合、火曜日定

休）

○ ○

7 飲食店 おひつ屋　祇園 広島市安佐南区祇園3丁目2-1153区画 082-832-3520 10：00～21：00 年中無休 ○

8 飲食店 花あかり　祇園 広島市安佐南区祇園3丁目2-1158区画 082-832-3640 10：00～21：00 年中無休 ○

9 飲食店 マリオ テラス 広島市安佐南区祇園3丁目2-1イオンモール広島祇園 082-832-3663 11:00～22:00 定休日なし ○ ○

10 飲食店 焼肉ぐりぐり家 イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園３丁目２-１イオンモール広島祇園１Ｆ 082-962-4129 10：00～22：00 なし ○ ○

11 飲食店 鉄板ステーキろく丘イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンモール広島祇園１階 082-555-8277 11：00～22：00 不定休 ○ ○

12 飲食店 三河屋珈琲イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンモール広島祇園2階 082-962-2122 10：00～21：00 不定休 ○ ○

13 飲食店 八剣伝　東山本店 広島市安佐南区祇園3丁目25-23 082-871-5279
17：30～0：00※金・土・祝前日のみ／17：30～

翌2：00
年中無休 ○

14 飲食店 くら寿司広島祇園店 広島市安佐南区祇園3丁目3番20号 082-832-2610 11:00-23:00 無休 ○ ○

15 飲食店 スシロー広島古市店 広島市安佐南区古市1-25-24 082-830-0351 11時00分～23時00分 なし ○

16 飲食店 ガスト広島高取 広島市安佐南区高取北３丁目１４－７０ 0570-021-387 ○

17 飲食店 スパゲディー処　吉山BIANCO 広島市安佐南区沼田町吉山1429-4 082-839-3234
月～日　11：00～15：00／金～日　17：00～

20：00
火曜日 ○

18 飲食店 oishi（おいしい）吉山 広島市安佐南区沼田町吉山942-1 082-830-4141
10：00-17；00／ビュッフェランチ : 11：00-14：

30
火曜日 ○

19 飲食店 げんこつらーめん　祇園店 広島市安佐南区西原1-3-4 082-875-6116 11:00~翌1:00　日曜11:00~22:00 なし ○

20 飲食店 八剣伝　西原店 広島市安佐南区西原1丁目4-1 082-832-4402
17：30～0：00※金・土・祝前日のみ／17：30～

翌2：00
年中無休 ○

21 飲食店 としのや祇園店 広島市安佐南区西原5-20-6 082-875-1048
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 ○

22 飲食店 ばり?　祗園新道店 広島市安佐南区西原7丁目4-15 082-832-2133
11時～15時半（LO15時）18時～24時（LO23

時半）土日祝 11時～24時（LO23時半)
なし ○

23 飲食店 鎌倉パスタ　祗園新道店 広島市安佐南区西原8-40-4 082-875-1309 11:00～22:00 不定休日あり ○ ○

24 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　安佐南区西原店 広島市安佐南区西原八丁目9番20号 082-832-2729 11:00～24:00
年中無休（年末年始

休業の可能性あり）
○

25 飲食店 ねぎ庵川内店 広島市安佐南区川内5丁目32-9 082-831-7289
11:00~14:30 17:30~22:00 (土日祝

11:00~22:00)
なし ○ ○

26 飲食店 八剣伝 川内店 広島市安佐南区川内6-8-4せせら弐番館 1F 082-831-2688
平日・日・祝：17：30～翌0：00金・祝前：17：

30～翌0：00土：17：30～翌0：30
12/31・1/1 ○ ○

※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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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 辛部　相田店 広島市安佐南区相田1-19-1 082-846-5208
●11：30～15：00　　●18：00～22：00　（ラ

ストオーダー閉店15分前）

毎週火曜日　年末年

始12/31～1/1
○

28 飲食店 大阪王将広島大町店 広島市安佐南区大町西1-12-27 082-831-8686 11：00～22：00 なし ○ ○

29 飲食店 鳥三郎　大町店 広島市安佐南区大町西３－３－２８ 082-879-2401 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

30 飲食店 とり一　毘沙門店 広島市安佐南区大町東4-10-28 082-879-3166 平日17:00～24:00　土日祝16:00～24:00 2022/1/1 ○

31 飲食店 ジョリーパスタ五日市インター店 広島市安佐南区大塚西4-8-5 082-849-5265 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

32 飲食店 食辛房　広島中筋店 広島市安佐南区中筋1-1-1 082-877-9141

17:00～24:00(月～金)

11:00～15:00 17:00～ 24:00(土)

11:00～24:00(日・祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

33 飲食店 ジョリーパスタ祇園新道店 広島市安佐南区中筋1-1-37 082-877-6135 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

34 飲食店 八剣伝　中筋店 広島市安佐南区中筋2丁目7-9 082-831-5374
17：30～0：00※金・土・祝前日のみ／17：30～

翌2：00
年中無休 ○

35 飲食店 長崎ちゃんめん　安佐南店 広島市安佐南区中須1丁目3 082-876-1001 11:00～24:00 なし ○

36 飲食店 スシロー広島長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺1-6-7 082-832-8320 11時00分～23時00分 なし ○

37 飲食店 ゆず庵 広島長束店 広島市安佐南区長束2-11-3 082-836-3633 11:00 - 24:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

38 飲食店 温野菜長束店 広島市安佐南区長束2-1-18 082-874-8314
11:30～15:00  17:00～22:00（土日祝）

11:30～22:00
なし ○

39 飲食店 牛角長束店 広島市安佐南区長束2-1-182F 082-850-1129 17:00～23:00（土日祝　11:30～23:00） なし ○

40 飲食店 さぬきうどん食堂つるり 広島市安佐南区八木1-15-3 082-832-0881 11：00～20：30 2023/1/1 ○ ○

41 飲食店 とんぼ　八木店 広島市安佐南区八木1-20-12 082-830-2020 11：00～15：00（土日祝11：00～21：00） 無 ○

42 飲食店 ちんちくりん八木店 広島市安佐南区八木1丁目12-22 082-555-8758 11：30～14：00　17：00～22：00
火曜日・第3または第4

月曜日
○

43 飲食店 焼肉ぐりぐり家 八木店 広島市安佐南区八木１丁目２７-２７ 082-873-2929
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

44 飲食店 ガスト広島八木 広島市安佐南区八木１丁目２８－３９ 0570-021-434 ○

45 飲食店 徳川八木店 広島市安佐南区八木2-16-14 082-554-2225 AM11:00～PM23：00
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

46 飲食店 ココス八木店 広島市安佐南区八木2-4-18 050-3529-0414 10:00～24:00 なし ○

47 飲食店 かつや広島八木店 広島市安佐南区八木２－５－２０ 082-836-5551
10:30～24:30

(ラストオーダー24:00)
2022/1/1 ○ ○

48 飲食店 とりのすけ　八木店 広島市安佐南区八木5丁目4番地16号 082-873-2368 11時～24時(LO23時半） なし ○

49 飲食店 田舎茶屋わたや　沼田店 広島市安佐南区伴中央4-1-11 082-848-5995 11:00~22:00
年末年始

12/31~1/1
○

50 飲食店 川中醤油　醤の館 広島市安佐南区伴中央4丁目1-6 082-848-2632 10：00～18：00

水曜日（但し水曜日

が祝日の場合、翌

日）、年末年始

12/30-1/4予定）

○

51 飲食店 とんぼ　沼田店 広島市安佐南区伴中央5丁目2-5 082-555-8470 11：00～21：00 無 ○

52 飲食店 インド料理ガネーシュ沼田店 広島市安佐南区伴東5丁目20-33 082-811-9078 ○

53 飲食店 焼肉レストラン　はうでい亭　伴店 広島市安佐南区伴東7-39-1 082-849-5529 11:30～14:00　17:00～22:00
火曜日(年末年始

12/31～1/3)
○ ○

54 飲食店 ラーメン我馬　伴東店 広島市安佐南区伴東7-54-58 082-846-6911 11：00～25：00
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

55 飲食店 すたみな太郎広島大原店 広島市安佐南区伴東7-56-55 082-849-2911
11：30～15：30　17：00～22：00（平日）

11：00～22：00（土日祝）
なし ○ ○
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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

56 飲食店 尾道浪漫珈琲　西風新都店 広島市安佐南区伴南4-1-1 082-962-5488 9：00～18：00 年始　1日のみ ○

57 飲食店 ちんちくりんCOCORO店 広島市安佐南区伴南5丁目5-20 082-555-2221 11：30～14：00　17：00～22：00
火曜日・第3または第4

月曜日
○

58 飲食店 無敵ギョ-ザCOCORO店 広島市安佐南区伴南5丁目5-20 082-555-8668 11：30～14：00　17：00～22：00
火曜日・第3または第4

月曜日
○

59 飲食店 さくら食堂　緑井 広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン内　2F 082-831-1090 10：00～21：00 年中無休 ○

60 飲食店 菓匠茶屋　緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン緑井店1階 082-831-8191 9：00?21：00 なし ○

61 飲食店 たこ風船　フジグラン緑井店 広島市安佐南区緑井1丁目５－２フジグラン緑井２F 082-846-5688 10：00～21：00 なし ○

62 飲食店 鉄板ステーキろく丘フジグラン緑井店 広島市安佐南区緑井１丁目５－２フジグラン緑井３階 082-554-1555 11：00～22：00 不定休 ○ ○

63 飲食店 八剣伝 毘沙門店 広島市安佐南区緑井2-12-9ペルシャトウ加登 1F 082-870-3457
平日・日・祝：17：30～23：30金・祝前：17：

30～翌0：00土：17：30～翌0：00
12/31・1/1 ○ ○

64 飲食店 としのや緑井店 広島市安佐南区緑井3-11-24 082-870-1048
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 ○

65 飲食店 温野菜　毘沙門店 広島市安佐南区緑井３丁目12-13 082-830-0831 17時～22時（土曜17時～23時）
年末年始（12/31～

1/1）
○

66 飲食店 牛角　毘沙門店 広島市安佐南区緑井３丁目12-13 082-879-2989 17時～22時（土曜17時～23時）
年末年始（12/31～

1/1）
○

67 飲食店 ちんちくりん緑井店 広島市安佐南区緑井3丁目13-14 082-554-1604 11：30～14：00　17：00～22：00
火曜日・第3または第4

月曜日
○

68 飲食店 無敵ギョ-ザ緑井店 広島市安佐南区緑井3丁目13-14 082-554-1605 11：30～14：00　17：00～22：00
火曜日・第3または第4

月曜日
○

69 飲食店 マリオ・エスプレッソ ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-1ラクア緑井店1F 082-876-4956 10:00～22:00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

70 レンタカー ニッポンレンタカー　安古市営業所 広島市安佐南区古市3-3-3 082-877-0919 8:00～19：00 年末年始1/1 ○

71 レンタカー オリックスレンタカー広島インター店 広島市安佐南区川内5-13-8 082-830-5366 8：00～19：00 年始1/1~1-3 ○ ○

72 体験型アクティビティ ゲットエア広島 広島市安佐南区長束4-12-8 082-846-4433
平日12:00~19:00　土日祝10:00~19:00　（最

終入場18:00）
12/31と1/1 ○ ○

73 タクシー 城南交通 広島市安佐南区川内１丁目13番25号 082-877-2900 5:00～26:00 無し ○ ○

74 タクシー
広交タクシー株式会社

緑井営業所
広島市安佐南区緑井6丁目25-35 082-870-1616 24時間 なし ○

75 小売店 セブン-イレブン キヨスクJR下祗園駅 広島市安佐南区祇園3-11-1 082-962-1284 6：00～23：00 なし ○

76 小売店 ウォンツ祇園店 広島市安佐南区祇園3-15-21 082-832-5220 9：00～22：00 なし ○ ○

77 小売店 イオン広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-207-0246
1階食品売場7：00～23：00その他の売場9：00

～22：00薬局9：00～21：00
無休 ○

78 小売店 ビアードパパイオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-871-6610 10：00～21：00 無し ○

79 小売店 PLSTイオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-11F 082-832-2086 10:00～21:00 なし ○ ○

80 小売店 サックスバー広島祇園店 広島市安佐南区祇園３－２－１イオンモール広島祇園１Ｆ 082-832-3807 10:00～21:00 無し ○ ○

81 小売店 JINS　イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園2F 082-836-6238 10:00～21:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

82 小売店 CHELSEA New York イオンモール広島祇園店
広島市安佐南区祇園3-2-1イオンモール広島祇園３F 区画

310
082-846-4363 10：00～21：00 なし ○

83 小売店 バッケンモーツアルトイオンモール祇園店 広島市安佐南区祇園3-2-1イオン祇園内1階 082-962-1414 10:00～21:00 年中無休 ○

84 小売店 ココカラファイン広島祇園店 広島市安佐南区祇園３丁目２－１－１３６ 082-832-3543 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

85 小売店 マリオデザート　イオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3丁目2-1イオンモール広島祇園 082-258-4956 10：00～21：00 定休日なし ○ ○

86 小売店 中央コンタクトイオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園３丁目2-1イオンモール広島祇園1F 082-850-0266 10:00~21:00 なし ○

87 小売店 無印良品　イオンモール広島祇園 広島市安佐南区祇園3丁目2-1イオンモール広島祇園1階 082-850-1185 10：00～21：00
イオンモール広島祇園

に準ずる
○

88 小売店 フタバ図書TSUTAYA ＧＩＧＡ祗園店 広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンモール広島祇園２Ｆ 082-832-3890 10:00～21:00 年中無休 ○
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89 小売店 CIQUETO ikkaイオンモール広島祇園店 広島市安佐南区祇園3丁目2-1イオンモール広島祇園3F 082-832-3610 10:00～21:00 年中無休 ○

90 小売店 スポーツオーソリティ広島祗園店 広島市安佐南区祇園3丁目2-1イオンモール広島祇園内2F 082-832-3572 10:00~21:00 なし ○ ○

91 小売店 スマートクロージングストア広島店 広島市安佐南区祇園4-50-1 082-962-2909
月～金12:00～20:00

土日祝日11:00～20:00
不定休 ○ ○

92 小売店 マックスバリュ祇園店 広島市安佐南区祇園４丁目５３番１号 082-850-0550 8：00～23：30 なし ○ ○

93 小売店 DCM祇園店 広島市安佐南区祇園４丁目９－３ 082-871-5588 9:00～19:30
1月1日、1月2日、1

月10日
○ ○

94 小売店 フレスタ祇園店 広島市安佐南区祇園町1丁目1-22 082-874-1785 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

95 小売店 セブンイレブン　広島古市１丁目店 広島市安佐南区古市1-29-8 082-877-6627 ２４時間 なし ○

96 小売店 セブンイレブン広島古市2丁目店 広島市安佐南区古市2丁目2-25 082-870-1188 24時間 なし ○ ○

97 小売店 ザグザグ 古市店 広島市安佐南区古市3-21-4 082-831-2552 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

98 小売店 バッケンモーツアルト安古市店 広島市安佐南区高取北1-6-11ゆめタウン安古市店内 082-872-1410 9:00～20:00 年中無休 ○

99 小売店 やまや高取店 広島市安佐南区高取北3-1-44 082-878-1678 10:00~21:30 年中無休 ○

100 小売店 マックスバリュ高取店 広島市安佐南区高取北３丁目１６番１８号 082-832-7810 8：00～23：00 なし ○ ○

101 小売店 ゆめタウン安古市 広島市安佐南区高取北一丁目6番11号 082-872-1333
食品売場　9：00～21：00直営売場（食費塗り場

除く）9：00～20：00
なし ○

102 小売店 リカーズ　東山本店 広島市安佐南区山本3-7-8 082-875-0365 9:00～22:00 年始元旦～2日 ○

103 小売店 バッケンモーツアルト東山本店 広島市安佐南区山本3-7-8フレスタ東山本店内 082-875-2729 9:00～19:00 年中無休 ○

104 小売店 ドラッグセガミ山本店 広島市安佐南区山本３丁目１２－６ 082-875-1861 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

105 小売店 フレスタ東山本店 広島市安佐南区山本3丁目7-8 082-871-1100 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

106 小売店 セブン-イレブン広島山本４丁目店 広島市安佐南区山本４丁目１０－３０ 082-871-0115 ２４時間営業 年中無休 ○

107 小売店 ローソン広島山本七丁目店 広島市安佐南区山本7-4-21 082-875-1528 24Ｈ 無 ○

108 小売店 リカーズ　沼田店 広島市安佐南区沼田町伴字中大原5814-1 082-849-5008 9:00～20:00 年始元旦～2日 ○

109 小売店 イエローハット広島上安店 広島市安佐南区上安2-26-6 082-878-3121 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

110 小売店 ファミリーマート上安一丁目店 広島市安佐南区上安一丁目20 082-872-6002 24時間 年中無休 ○

111 小売店 くすりのレデイ　上安店 広島市安佐南区上安一丁目5番21号 082-962-8195 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

112 小売店 フタバ図書TSUTAYA　GIGA上安店 広島市安佐南区上安二丁目２７－２ 082-832-7581 10:00～22:00 年中無休 ○

113 小売店 FUKUNARY 西原工場店 広島市安佐南区西原1-27-10 082-874-1330 10:00～17：00 土・日・祝 ○

114 小売店 AOKI広島祇園新道店 広島市安佐南区西原４丁目26-20 082-871-6888 10：00～20：00 無し ○

115 小売店 ウォンツ西原店 広島市安佐南区西原5-6-9 082-832-2870 9：00～22：00 なし ○ ○

116 小売店 ウォンツ西原６丁目店 広島市安佐南区西原6丁目18-18 082-850-0617 9：00～22：00 なし ○ ○

117 小売店 ドラッグセガミ西原店 広島市安佐南区西原６丁目９－３６ 082-832-2311 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

118 小売店 ミスタードーナツ　祇園新道ショップ 広島市安佐南区西原7丁目7-37 082-871-0086 9:00～21:00 なし ○

119 小売店 ローソン広島西原八丁目店 広島市安佐南区西原8-38-10 082-871-2220 24Ｈ 無 ○

120 小売店 ウエルシア広島西原店 広島市安佐南区西原8-38-29 082-832-3361 9:00 ～ 24:00 無休 ○

121 小売店 ドン・キホーテ広島祇園店 広島市安佐南区西原9-15-23 0570-025-411 9：00～27：00 年中無休 ○ ○

122 小売店 ゆめタウン祇園 広島市安佐南区西原五丁目19番44号 082-874-8111 直営売場　9：00～21：00 なし ○

123 小売店 ファミリーマート西原八丁目店 広島市安佐南区西原八丁目24-15 082-850-2666 24時間 年中無休 ○

124 小売店 スーパードラッグひまわり川内店 広島市安佐南区川内1丁目10-7 082-225-8670 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

125 小売店 やまやせせらぎ店 広島市安佐南区川内5-15-22 082-870-4366 10:00~21:30 年中無休 ○

126 小売店 DCM川内店 広島市安佐南区川内５丁目１－２２ 082-870-5211 09:00～20:00 2023/1/1 ○ ○

127 小売店 ドラッグコスモスかわうち店 広島市安佐南区川内５丁目３１－１６ 082-831-6801 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

128 小売店 くすりのレデイ　川内店 広島市安佐南区川内6丁目27番25号 082-830-6331 9：00～22：00 元旦のみ ○ ○
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129 小売店 ウォンツ安古市店 広島市安佐南区相田1-1-44 082-830-5560 9：00～22：00 なし ○ ○

130 小売店 リカーズ　相田店 広島市安佐南区相田1-1-44 082-870-6816 9:00～22:00 年始元旦～2日 ○

131 小売店 唐揚げ専門　いけ田商店 広島市安佐南区相田1-16-19 082-878-6622 10：30～21:00 12/31,1/1 ○

132 小売店 フレスタ相田店 広島市安佐南区相田1丁目1-44ｱｰﾊﾞｽ安古市 082-831-8811 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

133 小売店 ドラッグセガミ大町店 広島市安佐南区大町西１丁目１３－４３ 082-831-2210 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

134 小売店 ウォンツ大町西店 広島市安佐南区大町西3丁目5-22 082-831-0137 9：00～22：00 なし ○ ○

135 小売店 ゆめマート大町店 広島市安佐南区大町東１－１０－２３ 082-876-1711 9：30～22：30 2023/1/1 ○

136 小売店 やまや大町店 広島市安佐南区大町東1-12-16 082-870-9860 10:00~21:30 年中無休 ○

137 小売店 ウォンツフジ古市店 広島市安佐南区大町東1-19-51 082-207-4517 9：00～22：00 なし ○ ○

138 小売店 セブンｰイレブン キヨスクJR大町駅 広島市安佐南区大町東2-9-28 082-831-1310 6：15～20：30（日祝）7：15～19：00 なし ○

139 小売店 ユニクロ　安佐南大町店 広島市安佐南区大町東3丁目15-22 082-830-0084
（平日）11:00～20:00　（土日祝）10:00～

20:00
2022/1/1 ○

140 小売店 ザ・ビッグ安古市店 広島市安佐南区大町東３丁目３２－８ 082-877-7811 8：00～21：00 なし ○ ○

141 小売店 フジ古市店 広島市安佐南区大町東一丁目１９番５１号 082-554-0411 9：00～22：00まで。 なし ○

142 小売店 ホームプラザナフコ西風新都店 広島市安佐南区大塚西３丁目２番３３号 082-849-2811 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

143 小売店 バッケンモーツアルト西風新都店 広島市安佐南区大塚西6-6-1マックスバリュ西風新都店内 082-849-0641 10:00～20:00 年中無休 ○

144 小売店 フレスタＡシティ店 広島市安佐南区大塚西6丁目12-1Aｼﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ内 082-848-6644 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

145 小売店 ドラッグコスモス西風新都店 広島市安佐南区大塚西６丁目２－１７ 082-849-5202 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

146 小売店 クスリ岩崎チェーン　西風新都店 広島市安佐南区大塚西６丁目６－１ 082-849-5460 9:00-21:00 年始のみ ○

147 小売店 ファミリーマートＡシティー店 広島市安佐南区大塚西六丁目13-1 082-849-5326 24時間 年中無休 ○

148 小売店 マックスバリュ西風新都店 広島市安佐南区大塚西六丁目６番１号 082-811-9040 9：00～23：30 なし ○ ○

149 小売店 にしき堂 祇園新道中筋店 広島市安佐南区中筋1丁目9-6 082-870-2261 9：00～18：00 年中無休 ○

150 小売店 セブンイレブン　広島中筋2丁目店 広島市安佐南区中筋2-4-16 082-879-5155 ２４時間 なし ○

151 小売店 ユアーズ  中筋店 広島市安佐南区中筋4-12-3 082-877-8251 0:00～24：00 ○

152 小売店 フタバ図書TSUTAYA　ＭＥＧＡ中筋店 広島市安佐南区中筋４丁目１１－７ 082-830-0600
10:00～24:00

(タリーズ10:00～23:00)
年中無休 ○

153 小売店 フレスタ中筋店 広島市安佐南区中筋4丁目125-2 082-555-9966 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

154 小売店 ウォンツ中須店 広島市安佐南区中須一丁目7番7号 082-962-7817 9：00～22：00 なし ○ ○

155 小売店 パティスリー　ケー・サヴール 広島市安佐南区長楽寺1-22-18 082-872-8121 10：00～19：00 月曜（1/1～1/3） ○

156 小売店 ウォンツ長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺1-29-25 082-872-8030 9：00～21：00 なし ○ ○

157 小売店 くすりのレデイ　長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺１丁目３番１６号 082-832-7511 9：00～22：00 元旦のみ ○ ○

158 小売店 レデイ薬局　長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺１丁目３番16号 082-836-3007 9：00～18：00

木･日曜、祝日、年末

年始

(営業日の13:00～

14:00閉局）

○ ○

159 小売店 セブンイレブン広島長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺1丁目8-15 082-872-4711 24時間 なし ○

160 小売店 エディオン祇園店 広島市安佐南区長束1丁目32-44 082-509-1111 １０：００～１９：００ 1月11日（水） ○ ○

161 小売店 ローソン　広島長束二丁目店 広島市安佐南区長束２丁目１１-５ 082-237-9889 0：00～23：59 年中無休 ○

162 小売店 フレスタ長束店 広島市安佐南区長束3丁目38-12 082-238-0424 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

163 小売店 フレスタ長束北店 広島市安佐南区長束6丁目8-20 082-836-3080 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

164 小売店 ウォンツ長束店 広島市安佐南区長束三丁目１０番12号 082-509-1077 9：00～21：00 なし ○ ○

165 小売店 ウォンツ東原店 広島市安佐南区東原2-8-22 082-850-1580 9：00～21：00 なし ○ ○

166 小売店 フレスタ東原店 広島市安佐南区東原3丁目30-12 082-850-1301 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

167 小売店 ゴルフ5広島八木店 広島市安佐南区八木1-18-12 082-873-2912 10：00～20：00 無し ○ ○
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168 小売店 ウォンツ八木城南店 広島市安佐南区八木1-28-9 082-830-2210 9：00～21：00 なし ○ ○

169 小売店 スポーツデポ広島八木店 広島市安佐南区八木1丁目17-18 082-873-5700 10：00～20：00 無し ○ ○

170 小売店 ユニクロ　広島八木店 広島市安佐南区八木1丁目21-1 082-832-0180 平日11:00~20:00　土日祝10:00~20:00 2022/1/1 ○

171 小売店 ポイント広島八木店 広島市安佐南区八木1丁目27-16 082-830-2711

月～金：午前10時～午後9時

土曜：午前9時～午後9時

日曜･祝日：午前9時～午後7時

なし ○ ○

172 小売店 イエローハットやぎ店 広島市安佐南区八木2-16-18 082-873-4711 10：00～19：00
正月休み（1/1～

1/2）
○

173 小売店 テックランド広島八木店 広島市安佐南区八木2-17-1 082-832-0771 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

174 小売店 エディオン八木店 広島市安佐南区八木2丁目16-10 082-873-7711 １０：００～２０：００ なし ○ ○

175 小売店 ウォンツ八木店 広島市安佐南区八木5-5-33 082-830-2780 9：00～22：00 なし ○ ○

176 小売店 ファミリーマート八木二丁目店 広島市安佐南区八木二丁目19-52 082-830-5665 24H なし ○ ○

177 小売店 ゆめマート八木 広島市安佐南区八木二丁目6番39号 082-873-1400 9：00～23：00 なし ○

178 小売店 JEANS FACTORY沼田店 広島市安佐南区伴中央5-2-1 082-849-2611 10：00～21：00 なし ○

179 小売店 ウォンツ伴中央店 広島市安佐南区伴中央6-17-21 082-225-8427 9：00～21：00 なし ○ ○

180 小売店 ローソン広島沼田町伴店 広島市安佐南区伴東5-20-42 082-848-8810 24時間 無休 ○

181 小売店 ウォンツ伴東店 広島市安佐南区伴東5-26-2 082-849-4270 9：00～21：00 なし ○ ○

182 小売店 セブン-イレブン広島伴東5丁目店 広島市安佐南区伴東5丁目12-17 082-848-5501 24時間 無し ○ ○

183 小売店 ホームプラザナフコ沼田店 広島市安佐南区伴東５丁目１３番１７号 082-848-7790 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

184 小売店 スーパードラッグひまわり伴東店 広島市安佐南区伴東5丁目21番2号 082-962-2225 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

185 小売店 沼田パーキングエリア上り線 広島市安佐南区伴東5丁目24-1 082-848-8831 7：00～19：00 年中無休 ○ ○

186 小売店 ザグザグ 沼田伴店 広島市安佐南区伴東7-58-5 082-848-3960 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

187 小売店 フレスタ沼田店 広島市安佐南区伴東7丁目59-16 082-830-1700 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

188 小売店 エディオン沼田店 広島市安佐南区伴東五丁目19番14号 082-848-9811 １０：００～１９：００ なし ○ ○

189 小売店 ゆめマート沼田 広島市安佐南区伴東七丁目31番34号 082-848-8700 9：00～23：00 なし ○

190 小売店 ウォンツ沼田伴店 広島市安佐南区伴東七丁目61番1号 082-849-6500 9：00～21：00 なし ○ ○

191 小売店 セブン-イレブン山陽道沼田ＰＡ下り店 泉 広島市安佐南区伴東町136-1 082-849-0053 24時間 無し ○ ○

192 小売店 ウォンツフレスポ西風新都店 広島市安佐南区伴南4-1-1 082-849-5650 9：00～21：00 なし ○ ○

193 小売店 くすりのレデイ　毘沙門店 広島市安佐南区毘沙門台2丁目43番12号 082-831-1700 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

194 小売店 コジマ×ビックカメラ広島インター緑井店 広島市安佐南区緑井1-3-1 082-831-5511 10:00~20:00 なし ○ ○

195 小売店 プリンセスジュエリー緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2　フジグラン緑井１F 082-831-8833 9：00-21：00 なし ○ ○

196 小売店 廣文館　フジグラン緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン緑井1F 082-831-1160 9：00～21：00 なし ○ ○

197 小売店 バッケンモーツアルト緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン緑井店内 082-876-3433 9:00～21:00 年中無休 ○

198 小売店 メディコ２１・緑井店 広島市安佐南区緑井1丁目5番2号 082-831-8180 9：00～20：00 元旦のみ ○ ○

199 小売店 メディコ２１緑井コスメ店 広島市安佐南区緑井1丁目5番2号 082-831-8190
9：00～20：00(薬局)　9：00～21：00(コス

メ）
○ ○

200 小売店 ウォンツ緑井店 広島市安佐南区緑井3-17-20 082-877-4115 9：00～22：00 なし ○ ○

201 小売店 セブンイレブン広島緑井３丁目 広島市安佐南区緑井３丁目１７－１８ 082-877-1233 ２４Ｈ営業 なし ○ ○

202 小売店 マツモトキヨシ　ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-1 082-877-6121 10:00～21:00 なし ○ ○

203 小売店 藤い屋　ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-1 082-876-5108 10：00～20：00 なし ○ ○

204 小売店 ボストン　ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-11F 082-876-5141 10:00~20:00 無 ○

205 小売店 サックスバー緑井ラクア店 広島市安佐南区緑井５－２２－１ラクア緑井２Ｆ 082-554-1225 10:00～21:00 無し ○ ○

206 小売店 靴下屋ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-1ラクア緑井2F 082-876-5204 10:00～21:00
ラクア緑井の休業日に

準ずる
○ ○
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 広島市安佐南区
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207 小売店 MARIO DESSERT & CAFE 緑井店 広島市安佐南区緑井5-22-1ラクア緑井店1F 082-830-0330 10:00～21:00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

208 小売店
キッチンプロデュースサンビー

ラクア広島店
広島市安佐南区緑井5丁目22-1 082-836-3571 10：00～21：00 ○

209 小売店 ラクア緑井 広島市安佐南区緑井５丁目２２番地１ 082-207-4860 10：00～21：00まで。 なし ○

210 小売店 はるやま広島緑井店 広島市安佐南区緑井6-23-1 082-877-6177 10:00～20：00 ○ ○

211 小売店 シューズ愛ランド　広島緑井店 広島市安佐南区緑井6丁目2番11号 082-830-0272 10：00～21：00 無し ○ ○

212 小売店 フジグラン緑井 広島市安佐南区緑井一丁目5番２号 082-831-8100
食品館は9：00から22：00まで。衣料・くらしの品フロ

アは9：00から21：00まで。
なし ○

213 小売店 ファミリーマート緑井三丁目店 広島市安佐南区緑井三丁目11-27 082-831-7801 24時間 年中無休 ○

214 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　生協安東店 広島市安佐南区安東1-1-8 082-872-7557 9：30～19：00 年始1/1～1/3 ○

215 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　イオンモール広島アクア店 広島市安佐南区祇園3-2-1 082-832-3600 10：00～21：00 無休 ○

216 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　ゆめタウン安古市店 広島市安佐南区高取北1-6-11 082-872-0029 10：00～20：00 年始1/1～1/3 ○

217 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フジ古市店 広島市安佐南区大町東1-19-51 082-555-9968 9：00～20：00 年中無休 ○

218 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フジ緑井店 広島市安佐南区緑井1-5-2 082-876-2468 9：00～20：00 年始1/1～1/3 ○

219 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　ラクア緑井店 広島市安佐南区緑井5-1369-1 082-876-5140 10：00～20：00 年始1/1～1/3 ○

220 理容・美容 りらくる安東店 広島市安佐南区安東1丁目5-12 082-87--777 9:00-24:00 無 ○

221 娯楽施設 ビッグエコー大町店 広島市安佐南区大町東3-27-4 082-831-2655 10：00～5：00 無し ○ ○
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