
 広島市南区

【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 銀のさら 広島南店 広島市南区旭3丁目13-17 082-250-1191 10:00～22:00 無休 ○ ○

2 飲食店 居魚屋うおはん　稲荷町店 広島市南区稲荷町5-25 082-262-8408

11：30～14：00

18：00～24：00

（ランチは平日のみ）

日曜日（月祝の場合

は日曜営業、月祝店

休）

○ ○

3 飲食店 まな～むぴぃすぅあ 広島市南区稲荷町８番地 082-261-5554 11：00-15：00　///17：00-22：00 火曜/第二・第四日曜 ○ ○

4 飲食店 クルーズフェリーSEA　PASEO 01　売店 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3710 5：45～22：50 なし ○

5 飲食店 クルーズフェリーSEA　PASEO 02　売店 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3710 5：45～22：50 なし ○

6 飲食店 広島ベイクルーズ銀河 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3344 9：00~17：30

予約センターは年中無

休。運航は月・火曜日

運休。

○

7 飲食店 インド料理ガネーシュ宇品店 広島市南区宇品海岸1丁目13-26みなとターミナルビル2階 082-254-7565 11：00～22：00 2023/1/1 ○

8 飲食店 かき小屋　宇品店 広島市南区宇品海岸1丁目広島みなと公園内 080-1630-8970 10：30～21：00（オーダーストップ20：00） 不定休、年末年始 ○

9 飲食店 24/7 coffee&roaster ujina 広島市南区宇品海岸3丁目12-38フレックスギャラリー 2F 082-250-0036 11:00-22:00(ラストオーダー21:00)
なし（年末年始は未

定）
○

10 飲食店 万八 広島市南区宇品西2-16-51ベイシティ 082-569-4211

(月~金)Lunch 11:30~15:00(L.O14:30)

Dinner 17:00~22:00(L.O21:30)　(土・日

祝)Lunch 11:30~15：00 Dinner

17:00~23:00(L.O22:30)

HPにてご確認ください。 ○ ○

11 飲食店 永斗麺　ベイシティ宇品店 広島市南区宇品西2-16-51ベイシティ宇品 082-569-4212
11：30~15：00(L.O14:45)　17：00~22：

00(L.O21：45)
HPにてご確認ください。 ○

12 飲食店 くら寿司広島宇品店 広島市南区宇品西4-1-50 082-207-1135 11:00-23:00 無休 ○ ○

13 飲食店 とり一　宇品店 広島市南区宇品西6-3-15 082-254-3300 平日 17:00～24:00  土日祝16:00～24:00 2022/1/1 ○

14 飲食店 すし遊館宇品店 広島市南区宇品西６丁目６-８ 082-250-0235
平日11：00～15：00　17：00～21：00土日祝

11：00～21：30
元日 ○ ○

15 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　南区宇品店 広島市南区宇品西6丁目6-8フレスポ宇品 082-250-9646 11：00～22：00
年末年始　12/31～

1/1
○

16 飲食店 太陽と大地のイタリアンベジ　ラソラ 広島市南区宇品西三丁目8番12号 082-569-5670
11:00～21:00（平日11:00～16:00）野菜の入

荷状況により変更あり。
年末年始 ○ ○

17 飲食店 スターバックスコーヒーイオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

18 飲食店 らあめん花月嵐　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

19 飲食店 ロッテリア　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

20 飲食店 杵屋　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

21 飲食店 oysterBar MABUI 広島駅前店 広島市南区猿猴橋町2-261F 082-207-0997 17:00~24:00（L.O23:00） なし ○ ○

22 飲食店 博多くろがね広島本店 広島市南区猿猴橋町2-3宏和ビル1F 082-568-0404
11:30～14:00

17:00～23:00
年末年始 ○ ○

23 飲食店 焼肉酒場　広島ホルモン 広島市南区猿猴橋町2-3宏和ビル2F 082-530-1471 17:00～23:00 年末年始 ○ ○

24 飲食店 北海道食市場　丸海屋広島本店 広島市南区猿猴橋町2-3宏和ビル3.4F 082-568-0188 17:00～23:00 年末年始 ○ ○

25 飲食店 Guesthouse akicafe inn 広島市南区猿猴橋町2番7号 070-5525-6971 16:00?22:00 不定休 ○ ○

26 飲食店 駅前浜けん 広島市南区猿猴橋町4-22 082-236-7610 17:00~24:00 無 ○

27 飲食店 徳ちゃん　猿猴橋店 広島市南区猿猴橋町4番23号 082-262-6501 17:00-23:30 なし ○ ○

※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

28 飲食店 おでん・串カツの店　ころん 広島市南区猿猴橋町5-16 082-567-6666
昼/11:30～14:00　　夜/18:00～24:00　日曜

/18:00～22:00
無休 ○

29 飲食店 餃子家 龍 カープロード店 広島市南区猿猴橋町6-1 082-264-8109 16：30~24：00 なし ○ ○

30 飲食店 CASCO   ROSSO 広島市南区猿猴橋町6-12 082-264-9999
17:30～24:00(月～土)　17:30～22:00(日・祝

日)　ランチ11:30～14:00(土・日・祝)
無休 ○

31 飲食店 としのや広島駅前店 広島市南区猿猴橋町6-17 082-261-1048
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 ○

32 飲食店 紀乃国屋 ぶんちゃん BAR 惑星216 広島市南区猿猴橋町６－１７宏和１２-１０２ 082-258-2298
月～木　11：30～15：00　18：00～22：00

金・土　11：30～15：00　18：00～23：00

日曜日（年末年始

12/31～1/3)
○ ○

33 飲食店 越後酒房　八海山　広島店 広島市南区猿猴橋町6-17宏和12ビル　501.502 082-569-6722 月～日、祝日、祝前日: 16:00～翌0:00 不定休 ○ ○

34 飲食店 藁家８８　広島店 広島市南区猿猴橋町６－１７宏和１２ビル４階 082-263-5188 17:00～24:00 日曜日 ○ ○

35 飲食店 焼肉ふるさと広島駅前店 広島市南区猿猴橋町6-18 082-568-2922 11:30~15:00/17:00~22:30
月（祝日の場合火曜

休み）
○

36 飲食店 広島カンバル　カープロード店 広島市南区猿猴橋町６-２ 082-258-2783 １6：００~２４：００ 月曜日 ○ ○

37 飲食店 とんから亭広島霞町 広島市南区霞２丁目５－７ 082-250-7727 ○

38 飲食店 ペッパーランチゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17 082-252-8229 10:00 - 21:00 なし ○

39 飲食店 倉式珈琲店ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17 082-250-7309 10：00～21：00 なし ○ ○

40 飲食店 鎌倉パスタ　ゆめﾀｳﾝ広島店 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島2F 082-250-2309 11:00～21:00 不定休日あり ○ ○

41 飲食店 信州そば処そじ坊　広島ゆめタウン 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島2F 082-250-6402 11：00～22：00 施設に準ずる ○

42 飲食店 おむらいす亭　ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島３F 082-250-6413 10:00～21:00 なし ○

43 飲食店 デザート王国　ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2－8－17ゆめタウン広島３F 082-250-5275 11:00～21:00 (20:30オーダーストップ） 施設に準ずる ○

44 飲食店 モスバーガーゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島3階フードコート 082-250-6144 10：00～22：00 年中無休 ○

45 飲食店 ラーメンスタンドGABA　ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2丁目8-173F 082-236-7333 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

46 飲食店 しゃぶしゃぶ美山　広島店 広島市南区皆実町2丁目8-17ゆめタウン広島2F 082-555-5225 11:00~21:00 施設の規定に準ずる ○ ○

47 飲食店 一汁五穀　広島店 広島市南区皆実町2丁目8-17ゆめタウン広島2F 082-555-5001 11:00~21:00 施設の規定に準ずる ○ ○

48 飲食店 焼肉ぐりぐり家 PREMIUM ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町２丁目８－１７ゆめタウン広島２F 080-6052-9171
11：00～21：30

（L・O21:00）
○ ○

49 飲食店 上海常　広島店 広島市南区皆実町2丁目8-17ゆめタウン広島2F 082-569-4877 11:00~21:00 施設の規定に準ずる ○ ○

50 飲食店 ラーメン我馬　皆実店 広島市南区皆実町4-12-15 082-250-3030 11：00～24：00
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

51 飲食店 ホルモン焼きうどん一力 広島市南区皆実町4丁目２－１６ 082-256-7138 ○

52 飲食店 ジョリーパスタ皆実町店 広島市南区皆実町6-14-8 082-255-3714 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

53 飲食店 アパホテル〈広島駅前大橋〉レストラン　ラ・ベランダ 広島市南区京橋町2-26 082-568-6113 朝食：6:30～11:00 なし ○ ○

54 飲食店 広島乃風　アパホテル店 広島市南区京橋町2-261階 082-207-3833 18：00～23：00 無 ○

55 飲食店 瀬戸内料理　喜久本店 広島市南区京橋町２－６ 082-568-1888 昼11：00～14：00夜17：00～23：00

日曜、祝日（日曜日

の次の日が祝日であれ

ば日曜は営業）

○ ○

56 飲食店 トラットリア　リオコルノ 広島市南区京橋町5-14サンエールビル1階 082-236-1952 Lunch:11:30～　Dinner:18:00～

日・月・年末年始その

他臨時休業等は公式

SNSに都度掲載

○

57 飲食店 鉄板居酒屋かんてつ 広島市南区京橋町7-14NKビル102 082-261-6676 17:30~24:00(土曜～23:00) 基本日曜 ○ ○

58 飲食店 個室Dining　Rifugio 広島市南区京橋町8-10大文字ビル１F 082-258-5939 17：00～23：00 不定休 ○ ○

59 飲食店 炙焼　楽群 広島市南区元宇品町２－２２ 082-256-2941

平日11:30～15:00

17:00～23:00

土日祝11:30～23:00

年末年始12/31～

1/2
○ ○
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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

60 飲食店 お好み焼　かっくん 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 12:00~14:30(土休日のみ営業),17:30~21:00 水 ○ ○

61 飲食店 ラウンジ　モロキニ 広島市南区元宇品町23-11F 082-505-0608 10:00～18:00 ○ ○

62 飲食店 日本料理　広島 なだ万 広島市南区元宇品町23-120F 082-250-4700 7:00~10:00,11:30~14:30,17:00~21:00 ○ ○

63 飲食店 中国料理　李芳 広島市南区元宇品町23-121F 082-505-0608 12:00～15:00(季節により変更有) 月・火 ○ ○

64 飲食店 ステーキ＆シーフード　ボストン 広島市南区元宇品町23-122F 082-505-0608
12:00～15:00,17:30～21:30(季節により変更

有)
○ ○

65 飲食店 スカイラウンジ　トップ オブ ヒロシマ 広島市南区元宇品町23-123F 082-505-0608 7:00～10:30,17:30～21:30 ○ ○

66 飲食店 広島　なだ万 広島市南区元宇品町23-1グランドプリンスホテル広島20階 082-250-4700
8：00～10：00　11：30～13：30　17：30～

20：00
無 ○ ○

67 飲食店 お好み焼き てつ平駅前店 広島市南区荒神町４－３ 082-264-4530 11:00~14:3017:00~22:00 不定休 ○

68 飲食店 としのや出汐店 広島市南区出汐4-1-21 082-252-1048
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 ○

69 飲食店 八峯 広島市南区出汐４－２－１５ 082-256-5141 11：00～21：00 不定休 ○

70 飲食店 食辛房　広島駅前店 広島市南区松原町10-13F 082-567-9141
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）
○ ○

71 飲食店 三代目鳥メロ　広島駅南口店
広島市南区松原町１０－１ＨＩＲＯＳＨＩＭＡＦＵＬＬ

ＦＯＣＵＳ３Ｆ
082-506-2850

お手数ではございますが、詳細はWEBサイトをご覧くだ

さい。

お手数ではございます

が、詳細はWEBサイト

をご覧ください。

○ ○

72 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　広島駅南口店
広島市南区松原町１０－１ＨＩＲＯＳＨＩＭＡＦＵＬＬ

ＦＯＣＵＳ３Ｆ
082-506-1770

お手数ではございますが、詳細はWEBサイトをご覧くだ

さい。

お手数ではございます

が、詳細はWEBサイト

をご覧ください。

○ ○

73 飲食店 くいもの屋わん　広島駅南口店 広島市南区松原町10-1ヒロシマフルフォーカスビルB1 082-568-0055 17：00～25：00 なし ○ ○

74 飲食店 さかな市場広島総本店 広島市南区松原町10-1フルフォーカスビル4F 082-263-9801 17：00～23：30 年中無休 ○ ○

75 飲食店 だんまや水産広島2号店 広島市南区松原町10-１フルフォーカスビル４階 082-264-1456 15：00～23：00 12/31～1/1 ○ ○

76 飲食店 お玉のキャベツ　駅前ひろば店 広島市南区松原町10-1フルフォーカスビル６F 082-568-7840
11：00～23：00

L.O22：00
年中無休 ○

77 飲食店 一軒目酒場広島駅前店 広島市南区松原町10-１フルフォーカスビルB1階 082-263-7932
【月～金】15：00～24：00

【土日祝】13：00～24：00
12/31～1/1 ○ ○

78 飲食店 四季彩 広島店 広島市南区松原町１０-１広島フルフォーカスビル B1 080-9747-0670
[月～木]15:00～24:00　[金・土・祝前日]15:00

～翌01:00　[日・祝日]14:00～24:00
無休 ○ ○

79 飲食店 ひろしまお好み物語 駅前ひろば 広島市南区松原町10-1広島フルフォーカスビル6F 082-568-7890 10：00～２３：00 年中無休 ○ ○

80 飲食店 カラオケ館　広島駅前店 広島市南区松原町10-1広島ﾌﾙﾌｫ-ｶｽﾋﾞﾙ2F 082-568-1600 11：00～翌6：00 なし ○ ○

81 飲食店 串やき　おおまさ 広島市南区松原町10-22第2潮ビル2階 082-262-2748 17:30～24:00 日・祝 ○ ○

82 飲食店 たこ天髙可 広島市南区松原町10-29 082-261-0818
テイクアウト　8：00～19：00

飲食　17：00～23：00
不定休 ○

83 飲食店 ほのぼの横丁　広島駅前店 広島市南区松原町10-3広島フルフォーカスビル5F 082-258-4903
16：00～23：30

（土日祝14:00～23：30）
なし ○

84 飲食店 北海道　広島駅前店 広島市南区松原町10-3広島フルフォーカスビル5F 082-258-4930 16：00～23：00 なし ○

85 飲食店 Barscoバル 広島市南区松原町1-2 082-258-4271 10：00?21：00 2022/1/1 ○ ○

86 飲食店 DASHIとSOBA水車 広島市南区松原町1-2 082-236-7855 11:00～21:00 なし ○ ○

87 飲食店 ekie e's time cafe & ANDERSEN 広島市南区松原町1-2 082-568-0091 7:00～20:00 なし ○ ○

88 飲食店 Massa 広島市南区松原町1-2 082-567-4870 11:00～23:00 なし ○ ○

89 飲食店 PACHO 広島市南区松原町1-2 082-207-2622 8:00～23:00 なし ○ ○

90 飲食店 Tapas Kitchen 広島市南区松原町1-2 082-236-8858 11：00?23：00 なし ○ ○

91 飲食店 いっちゃん 広島市南区松原町1-2 082-263-2338 11:00～21:00 なし ○ ○
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92 飲食店 かなわ 広島市南区松原町1-2 082-236-3880 11:00～22:00 なし ○ ○

93 飲食店 ぎをん椿庵 広島市南区松原町1-2 082-568-0309 11:00～22:00 なし ○ ○

94 飲食店 くにまつ＋武蔵坊 広島市南区松原町1-2 082-262-5123 11:00～21:00 なし ○

95 飲食店 さち福や 広島市南区松原町1-2 082-568-8745 8:00～20:00 なし ○ ○

96 飲食店 すし辰 広島市南区松原町1-2 082-207-3308 11:00～22:00 なし ○ ○

97 飲食店 スターバックス コーヒー 広島市南区松原町1-2 082-568-0215 7:00～22:00 2022/1/1 ○ ○

98 飲食店 だるま焼売 広島市南区松原町1-2 082-567-4136 11：00?23：00 なし ○ ○

99 飲食店 なるとキッチン 広島市南区松原町1-2 082-207-3357 11：00?23：00 なし ○ ○

100 飲食店 ばくだん屋 広島市南区松原町1-2 082-236-3889 11：00?21：00 なし ○ ○

101 飲食店 ビールスタンド重富 広島市南区松原町1-2 082-569-5610 平日16:00～21:00 土日祝10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

102 飲食店 ひろしまギョウザ 広島市南区松原町1-2 082-264-7226 11：00?23：00 なし ○ ○

103 飲食店 みっちゃん総本店 広島市南区松原町1-2 082-263-2217 10:00～22:00 2022/1/1 ○ ○

104 飲食店 むさし(１F) 広島市南区松原町1-2 082-261-0634 11:00～20:00 なし ○ ○

105 飲食店 一風堂 広島市南区松原町1-2 082-207-3368 11：00?22：00 なし ○ ○

106 飲食店 花木蘭　点心 広島市南区松原町1-2 082-236-8455 11:00～22:00 なし ○ ○

107 飲食店 海賊料理と牡蠣の店　村上海賊 広島市南区松原町1-2 082-258-3966 15:00～24:00 なし ○ ○

108 飲食店 韓美膳 広島市南区松原町1-2 082-569-9992 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

109 飲食店 魚喜 広島市南区松原町1-2 082-263-8190 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

110 飲食店 魚魚一 広島市南区松原町1-2 082-207-1713 11:00～22:00 なし ○ ○

111 飲食店 銀座ライオン 広島市南区松原町1-2 082-568-1536 11：00?22：00 なし ○ ○

112 飲食店 串かつ　寅卯 広島市南区松原町1-2 082-261-7727 11：00?22：00 なし ○ ○

113 飲食店 元祖揚げもみじ　もみじ堂 広島市南区松原町1-2 082-236-6224 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

114 飲食店 広島乃風 広島市南区松原町1-2 082-567-8360 11：00?23：00 なし ○ ○

115 飲食店 春水堂 広島市南区松原町1-2 082-569-9808 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

116 飲食店 焼肉ライク 広島市南区松原町1-2 082-258-1102 11：00～22：00 なし ○ ○

117 飲食店 酔心 広島市南区松原町1-2 082-567-5519 11:00～22:00 なし ○ ○

118 飲食店 星乃珈琲店 広島市南区松原町1-2 082-207-2822 7:00～22:00 2022/1/1 ○

119 飲食店 炭焼牛たん東山 広島市南区松原町1-2 082-569-4129 11:00～23:00 なし ○ ○

120 飲食店 中華そば我馬 広島市南区松原町1-2 082-207-3611 11:00～23:00 なし ○ ○

121 飲食店 電光石火 広島市南区松原町1-2 082-568-1751 11：00-23：00 なし ○ ○

122 飲食店 博多もつ鍋やまや 広島市南区松原町1-2 082-569-8065 11:00～23:00（14:00～17:00は物販のみ） なし ○ ○

123 飲食店 福ちゃん 広島市南区松原町1-2 082-568-1208 11:00～22:00 なし ○ ○

124 飲食店 陽なた 広島市南区松原町1-2 082-207-3902 11:00～21:30 なし ○ ○

125 飲食店 麗ちゃん 広島市南区松原町1-2 082-286-2382 11:00～21:30 なし ○ ○

126 飲食店 和久バル 広島市南区松原町1-2 082-236-3730 11：00?22：00 なし ○ ○

127 飲食店 炙り処　しょうの屋 広島市南区松原町1-2 082-236-8284 11：00～23：00 なし ○ ○

128 飲食店 鮨 広島 あじろや 広島市南区松原町1-2 082-258-5858 11：00?22：00 なし ○ ○

129 飲食店 ドトールコーヒーショップＪＲ広島駅新幹線店 広島市南区松原町1-2ＪＲ広島駅新幹線改札内 082-568-2087 6：00～20：00 なし ○ ○

130 飲食店 三代目綱元　さかなや道場　広島駅北口店 広島市南区松原町1-5Hグランヴィア広島B1F 082-568-0911
日曜日～木曜日16:00～23:00　金曜・土曜・祝前

16:00～24:00
2022/1/1 ○ ○

131 飲食店 たなごころ 広島駅新幹線口 広島市南区松原町1-5ホテルグランヴィア広島B1F 082-264-2086 17：00～24：00 年末年始 ○ ○

132 飲食店 コメダ珈琲店ヴィアイン広島新幹線口店 広島市南区松原町1-61F 082-258-5395 7：00～21：00 無休 ○
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133 飲食店 カフェ＆ブッフェ　「ディッシュパレード」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1132

6：30~10：00／12：00~14：30（平日）

11：30~15：00（土日祝 2部制 90分制）／

17：00~20：30

○ ○

134 飲食店 スカイレストランアンドラウンジ　「L&R」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1107
11：30~14：30（L.O 14：00）／17：

00~21：00（L.O 20：00）

水曜日（祝日は営

業）
○ ○

135 飲食店 ステーキハウス　「神石」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1105
11：30~14：30（L.O 14：00）／17：

00~21：00（L.O 20：00）

月曜日（祝日は営

業）
○ ○

136 飲食店 メインバー　「メイフラワー」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1135 19：00~23：00（L.O 22：40） 日曜日 ○ ○

137 飲食店 メザニンフロア　「ロビーラウンジ」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1104 10：00~17：00 ○ ○

138 飲食店 中国料理　「煌蘭苑」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1165
11：30~15：00（L.O 14：00）／17：

00~21：00（L.O 20：00）

火曜日（祝日は営

業）
○ ○

139 飲食店 日本料理　「瀬戸内」 広島市南区松原町1番5号 082-262-1160
7：00~10：00／11：30~14：30（L.O 14：

00）／17：00~21：00（L.O 20：00）

月曜日（祝日は営

業）
○ ○

140 飲食店 魚燻 広島市南区松原町3-1　エキシティ　１F 082-207-1113 12：00～23：00 不定休 ○ ○

141 飲食店 スターバックスコーヒー広島蔦屋家電店 広島市南区松原町3－1－1 082-568-2662 08:00～21：00 なし ○

142 飲食店 魚屋と大衆酒場　大阪満マル 広島南口店 広島市南区松原町3-1-114号 エキシティヒロシマ愛友ウォーク 082-262-6688 全日11:30~23:00 なし ○

143 飲食店 NICK STOCK 広島駅前店 広島市南区松原町3-1-116エキシティ・ヒロシマ1F 082-264-7039 11：00～23：00 なし ○

144 飲食店 牛カツ京都勝牛 広島駅前店 広島市南区松原町3-1-116エキシティ・ヒロシマ1F 082-264-7974 11：00～21：00 なし ○

145 飲食店 YEBISU BAR エキシティ広島店 広島市南区松原町3-1EKICITY HIROSHIMA 1F 082-568-0304 11：30～22：00 2022/1/1 ○

146 飲食店 鮨広島あじろや本店 広島市南区松原町5-1ビックフロントビル4階 082-263-1555
昼11:30~12:00

夜17:00~22:00

月曜日（年末年始

12/30~1/4）
○

147 飲食店 ナカノターナーズ　広島駅前店 広島市南区松原町5－1ビッグフロントひろしまタワービル2F 082-263-5505 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

148 飲食店 暫　広島駅前店 広島市南区松原町5－1ビッグフロントひろしまタワービル4F 082-261-5741 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

149 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　福屋広島駅前店 広島市南区松原町9-1レストラン街11F 082-568-3755 11:00～22:00
モールの定休日に準じ

る
○

150 飲食店 ロマンカフェ　Jr 広島市南区松原町福屋広島駅前店10F 082-568-3788 10：30～18：00 年始　1日のみ ○

151 飲食店 お好み焼きひらた 広島市南区松川町3-1-110エキシティヒロシマ1F 082-236-3260
11：30～13：30　17：00～21：00　(月・日・

祝～19：00)
不定休 ○ ○

152 飲食店 ココス東雲店 広島市南区仁保新町1-4-25 050-3529-3465 10:00～24:00 なし ○

153 飲食店 ＲＥＤＨＥＬＭＥＴ 広島市南区西蟹屋2-2-12 082-207-2324
18：00～24：00（野球ホームゲーム日は試合開

始２時間前から営業）
無休 ○ ○

154 飲食店 Coco壱番屋西蟹屋店 広島市南区西蟹屋4-1-14 082-506-0228 11：00～23:30 無し ○

155 飲食店 オールカフェ×タニタカフェ　YMFGオールヘルスケアタウン店 広島市南区青崎1丁目2-142F 082-581-3922 9:00~18:00 夏季休暇、年末年始 ○ ○

156 飲食店 鉄板焼き　フワトロ 広島市南区大須賀町10-7 082-261-6022 18：00~26：00 不定休 ○ ○

157 飲食店 瀬戸海人　広島駅西店 広島市南区大須賀町11-9 082-262-3443 平日17:00~24:00　金土日17:00~26:00 なし ○ ○

158 飲食店 デニーロ 広島市南区大須賀町12-2 082-568-9266 17：00～0：00
日曜日(連休時変更

有）
○ ○

159 飲食店 大漁酒場　ざこ丸 広島市南区大須賀町13-25 082-236-6268 17：00～0：00
日曜日（連休時変更

有）
○ ○

160 飲食店 焼きジビエ　罠 広島市南区大須賀町13-29 082-262-4129 17：00～23：00 日曜日 ○

161 飲食店 Oyster　BAR SANGO 広島市南区大須賀町13番27-1号 082-568-1577 18：00～24：00 不定休 ○ ○

162 飲食店 スミバコ 広島市南区大須賀町13番27号 082-236-3584 18:00～24:00 不定休 ○ ○

163 飲食店 広島酒場 広島市南区大須賀町15－25 082-264-4649 17：00～0：00
日祝（年末年始

12/31～1/3）
○ ○

164 飲食店 ゆうゆう駅前店 広島市南区大須賀町９－２ 082-264-6127 12：00～24：00 日曜日 ○ ○
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165 飲食店 ぐっつり庵 広島市南区丹那町1-36 082-256-1520 17：00～24：00 水 ○ ○

166 飲食店 せとうち料理　ぐっつり亭　舌悦 広島市南区丹那町1番35号 082-254-7161 18：00～24：00 水 ○ ○

167 飲食店 ココス段原店 広島市南区段原2-1-29コンフォートＮ2ビル 050-3529-0053 10:00～2:00 なし ○

168 飲食店 てっぺん段原店 広島市南区段原2-13-13 082-262-1110
17：00～24：30（土日祝）11：30～14：00、

16：30～23：00
不定休 ○ ○

169 飲食店 焼肉ふるさと段原本店 広島市南区段原2-20-4 082-236-3350
11:30~15:00/17:00~22:30(土日祝日のみラン

チ）

木（祝日の場合水曜

日）
○

170 飲食店 酒と魚屋とまぐろ　魚吉段平 広島市南区段原2丁目1-6 082-236-9855 18：00～24：00 水曜日（変動有） ○ ○

171 飲食店 リトルマーメイド段原店 広島市南区段原3-9-27 082-567-7650 7:00～19:00 なし ○ ○

172 飲食店 ジョリーパスタ段原店 広島市南区段原南1-1-1 082-261-3380 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

173 飲食店 モスバーガー広島段原店 広島市南区段原南1-25-2 082-505-2552 7：00～24：00 年中無休 ○

174 飲食店 花あかり　段原 広島市南区段原南1-3-52広島段原ＳC内　6F 082-568-9600 11：00～21：00(20:００ラストオーダー） 年中無休 ○

175 飲食店 TONQAL 広島市南区的場町1-4-1辻ビル2階 082-258-2138 11:30?24:00 月曜日 ○ ○

176 飲食店 焼肉ジャンゴ 広島市南区的場町1丁目6-7 082-263-6665 火～土17：30～23：00　日17：30～22：00 月 ○

177 飲食店 ビジュエルパフェ 広島市南区東雲1-3-22 082-236-9215
１０：００?１８：００（ラストオーダー１７：３

０）

水・木（木のみ３日

前までの完全予約）

１２月２８日から１

月４日

○ ○

178 飲食店 くら寿司広島東雲店 広島市南区東雲3-6-18 082-890-0610 11:00-23:00 無休 ○ ○

179 飲食店 尾道ラーメン　壱世 広島市南区南蟹屋2-4-8　川手ビル1F 082-287-3151 11：00～15：00　17：00～21：00 月曜　その他不定休 ○

180 飲食店 豆匠広島本店 広島市南区比治山町6-24 082-506-1028 11:00～14：00　17：00～21：00 月（12/31～1/２） ○ ○

181 飲食店 ごはんや広島店 広島市南区比治山本町12-18 082-253-0300 10：00～16：00 不定休 ○ ○

182 飲食店 庭園と料亭　半べえ 広島市南区本浦町8番12号 082-282-7121 11：30～21：30 火 ○ ○

183 鉄道・バス
中国ジェイアールバス　広島駅新幹線口１階バスきっぷう

りば
広島市南区松原町1-3 0570-010-666 8:30~18:30 なし ○

184 鉄道・バス 広島電鉄　広島駅営業センター 広島市南区松原町2-37 0570-55--400 10:30～19:00 年末年始 ○

185 海上運送 タクシーボート広島 広島市南区宇品東3-2-13 090-9061-6494 10:00~18:00 不定休 ○ ○

186 海上運送 イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100

★1階食品フロア7：00～24：00、住居余暇フロア

9：00～24：00（調剤薬局は9：00～19：00）

★2階衣料品フロア9：00～22：00　★その他テナン

トは店舗により異なります。店舗へ問い合わせもしくは

HPをご覧ください。

なし※一部テナントは

ございますので、店舗に

お問い合わせくださいま

せ

○

187 レンタカー ワンズネットワーク広島駅前店 広島市南区京橋町2-26 070-1432-8236 8：00～20：00 無休 ○ ○

188 レンタカー ニッポンレンタカー　広島駅南口営業所 広島市南区荒神町3-14 082-264-0919 7:00～21：00 ○

189 レンタカー ガッツレンタカー　広島向洋駅店 広島市南区東青崎町2-41 082-258-1643 9：00～19：00 火曜日 ○

190 観光施設 広島温泉　瀬戸の湯(ご宿泊者専用) 広島市南区元宇品町23-13F 082-256-1111 6:00~24:00 ○ ○

191 体験型アクティビティ 広島市シェアサイクルぴーすくる 広島市南区京橋町2-29SSビル 082-568-5760 8:30～18:00 なし ○ ○

192 体験型アクティビティ OKOSTA 広島市南区松原町1-2 082-207-1277 10：00～20：30 なし ○ ○

193 タクシー つるみ第一交通有限会社 広島市南区仁保新町1-8-39 082-283-0111 年中無休 なし ○ ○

194 タクシー 有限会社　エンゼルキャブ 広島市南区東雲本町2-15-9 082-281-7100 ２４時間 無し ○

195 タクシー 有限会社オーケーキャブ 広島市南区楠那町5番24号 082-281-2728 6：00～6：00 無休 ○

196 旅館・ホテル The　Island 広島市南区宇品町金輪島5097-5 070-8908-5127 24時間 なし ○ ○

197 旅館・ホテル アパホテル〈広島駅前大橋〉 広島市南区京橋町2-26 082-568-6111 フロント24時間対応 なし ○ ○

198 旅館・ホテル SUMIYA Spa＆Hotel 広島市南区京橋町6-18 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

199 旅館・ホテル CUBIC.30 / キュービック.30 広島市南区金屋町8-15 082-909-2847 24時間 なし ○ ○
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200 旅館・ホテル グランドプリンスホテル広島 広島市南区元宇品町23-1 082-256-1111 0:00～24:00 ○ ○

201 旅館・ホテル アパホテル〈広島駅前〉 広島市南区松原町10-11 082-264-9111 24時間 なし ○ ○

202 旅館・ホテル ホテルグランヴィア広島 広島市南区松原町1番5号 082-262-1111 00：00～24：00 ○ ○

203 旅館・ホテル ホテル川島 広島駅直結 広島市南区松原町5-1 082-263-3535 6:00～24:00 ナシ ○ ○

204 旅館・ホテル おうちホテル比治山 広島市南区松川町5-3 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

205 旅館・ホテル ベッセルイン広島駅前 広島市南区西蟹屋一丁目1番1号 082-568-1177 24時間 なし ○ ○

206 旅館・ホテル ホテルクラス広島 大州 広島市南区大州2丁目10-19 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

207 旅館・ホテル おうちホテル段原 広島市南区段原南1丁目1-6 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

208 宿泊施設に準ずる施設 宝石物語 広島市南区松原町1-5ホテルグランヴィア広島1F 082-262-8107 10:00~19:00 水 ○ ○

209 百貨店・商業施設 福屋広島駅前店 広島市南区松原町9-1 082-568-3111
10：30～19：30　（一部営業時間が異なる店舗

がございます。）
2022/1/1 ○

210 コンビニ・スーパー セブンイレブン広島的場2丁目 広島市南区的場町2丁目6-10 082-261-5370 ○

211 その他運送サービス JR駅レンタカー広島営業所 広島市南区松原町1-2 082-263-5933 8：00～20：00 年中無休 ○

212 スポーツ フィットネスジム(宿泊者専用) 広島市南区元宇品町23-13F 082-256-1111 6:00~21:00 ○ ○

213 小売店 セブンイレブン　広島駅前通り店 広島市南区稲荷町4-5 082-263-4450 24時間 無休 ○

214 小売店 SEA　SPICA　売店 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3710 8：30~18：15 不定休 ○

215 小売店 スーパージェット宮島　売店 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3710 7：30～21：40 不定休 ○

216 小売店 スーパージェット道後　売店 広島市南区宇品海岸１丁目13-13 082-255-3710 7：30～21：40 不定休 ○

217 小売店 フレックスギャラリー広島店 広島市南区宇品海岸3丁目12-38 082-255-6752 11：00～18：30
火・年末年始12/31

～1/1
○

218 小売店 DCM宇品店 広島市南区宇品海岸３丁目７－６５ 082-255-1213 09:30～19:00
1月1日、1月2日、1

月3日、1月31日
○ ○

219 小売店 イオンみゆき店 広島市南区宇品御幸1-9-12 082-255-1338 7:00～24:002階、3階は9:00～21:00 年中無休 ○

220 小売店 マツモトキヨシ　広島御幸の杜店 広島市南区宇品御幸2-18-12 082-250-8865 09:00～20:00 元旦 ○ ○

221 小売店 セブンイレブン　広島宇品神田4丁目店 広島市南区宇品神田4丁目13-14-1 082-256-9311 24時間 無休 ○

222 小売店 ファミリーマート宇品神田店 広島市南区宇品神田五丁目２６－３ 082-250-3322 24時間 年中無休 ○

223 小売店 エディオン宇品店 広島市南区宇品西2-16-51 082-250-0211 １０：００～２０：００ なし ○ ○

224 小売店 スポーツオーソリティ広島店 広島市南区宇品西2-16-51ベイシティ宇品 082-250-0001 10:00~20:00 なし ○ ○

225 小売店 JEANS FACTORY宇品店 広島市南区宇品西3-1-46 082-250-7171 10：00～21：00 なし ○

226 小売店 ローソン・ポプラ 宇品海岸店 広島市南区宇品西４-３-２４ 082-255-2911 24時間営業 定休日なし ○ ○

227 小売店 ココカラファイン宇品テラス店 広島市南区宇品西４丁目１－５０ 082-251-5510 9：00～22：00 年中無休 ○ ○

228 小売店 MEGAドン・キホーテ宇品店 広島市南区宇品西5-1-1 0570-047-511 9：00～29：00 年中無休 ○ ○

229 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウンみゆき店 広島市南区宇品西6-7-14 082-250-2120 10:00～21:00 年中無休 ○

230 小売店 スーパードラッグひまわり宇品店 広島市南区宇品西6丁目6-3 082-255-6355 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

231 小売店 フレスタ宇品店 広島市南区宇品西6丁目6-3 082-250-1500 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

232 小売店 ゆめタウンみゆき 広島市南区宇品西六丁目7番14号 082-255-6000
食品売場　9：00～21：00ドラッグ売場　9：00～

21：00
なし ○

233 小売店 テックランド ゆめタウンみゆき店 広島市南区宇品西六丁目7番14号ゆめタウンみゆき店2F 082-236-8439 10：00～20：00 ○ ○

234 小売店 ウォンツ宇品東店 広島市南区宇品東2-3-18 082-250-3320 9：00～21：00 なし ○ ○

235 小売店 コジマ×ビックカメラ宇品店 広島市南区宇品東5-2-35 082-251-7211 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

236 小売店 パレット宇品店 広島市南区宇品東6丁目1-15イオン宇品店 082-258-3025 10:00~21:00 無休 ○

237 小売店 バッケンモーツアルト宇品店 広島市南区宇品東6丁目1-15イオン宇品店内 082-250-8300 9:00～21:00 年中無休 ○

238 小売店 ローソン　広島猿猴橋店 広島市南区猿猴橋町5丁目2-1 082-262-0557 24時間営業 なし ○

239 小売店 にしき堂 ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17 082-250-6264 10：00～21：00 年中無休 ○
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240 小売店 Francfranc　ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島1F109区画 03-4216-4021 10:00～21:00 無休 ○

241 小売店 ユニクロゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2－8－17ゆめタウン広島３F 082-250-6444 10:00～21:00 年中無休 ○

242 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2-8-17ゆめタウン広島内 082-256-0528 10:00～21:00 年中無休 ○

243 小売店 サックスバー アナザーラウンジ広島ゆめタウン 広島市南区皆実町２丁目2-224ゆめタウン広島本店１Ｆ 082-250-6225 10:00～21:00 無し ○ ○

244 小売店 ikkaゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2丁目8-17ゆめタウン広島2F 082-250-6190 10:00～21:00 年中無休 ○

245 小売店 サンキューマートゆめタウン広島店 広島市南区皆実町2丁目8-17ゆめﾀｳﾝ広島3F 070-8782-2300 10:00～21:00 施設に準ずる ○

246 小売店 ウォンツ皆実町店 広島市南区皆実町5-20-9 082-250-0660 9：00～22：00 なし ○ ○

247 小売店 セブンーイレブン広島皆実６丁目店 広島市南区皆実町６丁目９４１番２ 082-255-6565 24ｈ 無し ○

248 小売店 ゆめタウン広島 広島市南区皆実町二丁目8番17号 082-252-8000
食品売場　9：00～22：00直営売場（食品売場

除く）9：00～21：00
なし ○

249 小売店 ローソン　アパホテル広島駅前大橋店 広島市南区京橋町２ー２６ 082-207-2310 24時間営業 なし ○

250 小売店 セブンイレブン広島京橋東店 広島市南区京橋町9-21 082-263-5305 24H なし ○

251 小売店 ファミリーマート広島金屋町店 広島市南区金屋町2-15 082-568-4588 24時間営業 なし ○

252 小売店 NOUVEAU 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 9:00～19:00 ○ ○

253 小売店 Seven Sisters 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 10:00～19:00 ○ ○

254 小売店 インポートファッショングッズ　ジョナ 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 10:00～19:00 ○ ○

255 小売店
コンビニエンスショップ 「生活彩家 グランドプリンスホテル広

島店」
広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 8:00～22:00 ○ ○

256 小売店 フラワーショップ　Ｍｏｎｅｔ 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 10:00～18:00 ○ ○

257 小売店 マシュリ(mashurie)　広島店 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 9:00～15:00 水 ○ ○

258 小売店 メンズリゾートカジュアル　シナコバ広島店 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 11:00～19:00 ○ ○

259 小売店 詩仙堂 広島市南区元宇品町23-11F 082-256-1111 11:00～19:00 ○ ○

260 小売店 セブンシスターズ広島店 広島市南区元宇品町２３－１グランドプリンスホテル１F 082-250-7148 ○ ○

261 小売店 セブンイレブン広島出汐1丁目店 広島市南区出汐1丁目17-14 082-256-7175 24H 年中無休 ○ ○

262 小売店 セブンイレブン広島広大病院前店 広島市南区出汐1丁目6-10 082-251-2730 24H 年中無休 ○ ○

263 小売店 セブンイレブン広島出汐4丁目店 広島市南区出汐4-2-5 082-255-8102 24H なし ○

264 小売店 八天堂　新幹線構内店 広島市南区松原町１ 082-542-0067 8：00～20：00 なし ○

265 小売店 セブンイレブン広島松原町店 広島市南区松原町10-25 082-264-0352 24時間営業 なし ○

266 小売店 BAKE CHEESE TART 広島市南区松原町1-2 082-207-3207 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

267 小売店 Boston(１F) 広島市南区松原町1-2 082-262-5521 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

268 小売店 Boston(２F) 広島市南区松原町1-2 082-568-6308 8:00～20:00 なし ○ ○

269 小売店 COCONCA 広島市南区松原町1-2 082-258-3858 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

270 小売店 Dim sum & Deli Fuki 広島市南区松原町1-2 082-264-0550 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

271 小売店 Green gourmet 広島市南区松原町1-2 082-207-0797 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

272 小売店 HOT　DELICA　じんぼ 広島市南区松原町1-2 082-262-1674 8：00～20:00 なし ○ ○

273 小売店 MARIO DESSERT 広島市南区松原町1-2 082-568-0155 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

274 小売店 ＰＬＡＺＡ 広島市南区松原町1-2 082-207-3502 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

275 小売店 RINGO 広島市南区松原町1-2 082-569-5338 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

276 小売店 SAJIN-茶人-/バッケンモーツアルト 広島市南区松原町1-2 082-262-7710 10:00～21:00 2022/1/1 ○

277 小売店 SAKE PLACE 広島市南区松原町1-2 082-567-4488 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

278 小売店 shodai bio nature 広島市南区松原町1-2 082-258-4097 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

279 小売店 TAVOLA! by JUPITER 広島市南区松原町1-2 082-568-5110 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

280 小売店 ア ドゥ ヴィーヴル 広島市南区松原町1-2 082-569-6233 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○
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281 小売店 アーバンリサーチストア 広島市南区松原町1-2 050-2017-9216 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

282 小売店 あじろや広島駅新幹線弁当工房 広島市南区松原町1-2 082-261-1678 9:00~20:00 なし ○

283 小売店 アディクション 広島市南区松原町1-2 082-207-1747 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

284 小売店 アンフィ 広島市南区松原町1-2 082-568-2332 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

285 小売店 いずの 広島市南区松原町1-2 082-261-1285 8:00～21:00 なし ○ ○

286 小売店 イセタンミラー メイク＆コスメティクス 広島市南区松原町1-2 082-207-3788 10:00～20:00 2022/1/1 ○

287 小売店 イソップ 広島市南区松原町1-2 082-264-2877 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

288 小売店 おみやげ街道エキエ広島 広島市南区松原町1-2 082-568-9133 8：00～21：00 なし ○ ○

289 小売店 おみやげ街道広島新幹線改札内中央 広島市南区松原町1-2 082-568-5253 6：00～22：00 なし ○ ○

290 小売店 オルビス 広島市南区松原町1-2 082-262-8330 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

291 小売店 ガーランドオブデュウ 広島市南区松原町1-2 082-207-0868 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

292 小売店 ごちそうおむすび膳七 広島市南区松原町1-2 082-568-2570 8:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

293 小売店 しま市場アバンセ 広島市南区松原町1-2 082-263-6010 8:00～20:00 なし ○ ○

294 小売店 じんぼ 広島市南区松原町1-2 082-569-7003 8:00～20:00 なし ○ ○

295 小売店 スミス 広島市南区松原町1-2 082-264-7922 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

296 小売店 セブン-イレブン キヨスク 広島新幹線下りホーム西 広島市南区松原町1-2 082-262-0713 7：10～21：00 なし ○ ○

297 小売店 セブン-イレブン キヨスク 広島新幹線上りホーム西 広島市南区松原町1-2 082-261-1670 5：35～22：00 なし ○ ○

298 小売店 セブン-イレブン ハートイン エキエ広島新幹線口 広島市南区松原町1-2 082-568-8087 6：00～23：00 なし ○ ○

299 小売店 セブンｰイレブン キヨスク 広島新幹線上りホーム東 広島市南区松原町1-2 082-567-2351 6：50～21：00 なし ○ ○

300 小売店 チャイニーズダイニング夢 広島市南区松原町1-2 082-261-7070 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

301 小売店 にしき堂1号店 広島市南区松原町1-2 082-262-1333 8:00～21:00 なし ○ ○

302 小売店 にしき堂2号店 広島市南区松原町1-2 082-263-6355 8:00～21:00 なし ○ ○

303 小売店 バッケンモーツアルト 広島市南区松原町1-2 082-568-8586 8:00～21:00 なし ○

304 小売店 バッケンモーツアルト新幹線口2階 銘品館店 広島市南区松原町1-2 082-207-1718 8:00～20:00 年中無休 ○

305 小売店 ビープル 広島市南区松原町1-2 082-258-2770 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

306 小売店 フルリール アネモネ 広島市南区松原町1-2 082-568-5677 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

307 小売店 マツモトキヨシ 広島市南区松原町1-2 082-568-1830 9:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

308 小売店 マルシェドブルーエプリュス 広島市南区松原町1-2 082-263-5325 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

309 小売店 ミラ オーウェン 広島市南区松原町1-2 082-207-1388 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

310 小売店 むさし(２F) 広島市南区松原町1-2 082-207-0634 8:00～19:00 なし ○ ○

311 小売店 やまだ屋 広島市南区松原町1-2 082-263-4941 9:00～21:00 なし ○ ○

312 小売店 ユアーズ 広島市南区松原町1-2 082-568-0250 8:00～22:00 2022/1/1 ○ ○

313 小売店 ラブラリー バイ フェイラー 広島市南区松原町1-2 082-259-3308 10:00～22:00 2022/1/1 ○ ○

314 小売店 リンツショコラブティック エキエ広島店 広島市南区松原町1-2 082-236-8670 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

315 小売店 ルピシア 広島市南区松原町1-2 082-264-7778 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

316 小売店 ロクシタン 広島市南区松原町1-2 082-506-0024 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

317 小売店 ロビネ・ペタル 広島市南区松原町1-2 082-568-1777 10:00～20:00 2022/1/1 ○

318 小売店 茅乃舎 広島市南区松原町1-2 082-236-3300 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

319 小売店 京鳥 広島市南区松原町1-2 082-258-5000 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

320 小売店 御菓子処　亀屋 広島市南区松原町1-2 082-263-0262 8:00～20:00 なし ○ ○

321 小売店 御菓子所　高木 広島市南区松原町1-2 082-569-5952 8:00～20:00 なし ○ ○

322 小売店 御菓子所　平安堂梅坪 広島市南区松原町1-2 082-263-6360 8:00～20:00 なし ○ ○

323 小売店 広島チョコラトリー 広島市南区松原町1-2 082-567-2022 8:00～20:00 なし ○ ○
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324 小売店 広島駅弁当下りホーム売店 広島市南区松原町1-2 082-261-1678 11:00~19:00 なし ○

325 小売店 広島駅弁当上りホーム売店 広島市南区松原町1-2 082-261-1678 10:00~20:00 なし ○

326 小売店 旬果瞬菓　共楽堂 広島市南区松原町1-2 082-567-2022 8:00～20:00 なし ○ ○

327 小売店 島ごころ　SETODA 広島市南区松原町1-2 082-264-9922 8:00～21:00 なし ○ ○

328 小売店 藤い屋 広島市南区松原町1-2 082-263-0358 8:00～20:00 なし ○ ○

329 小売店 八天堂 広島市南区松原町1-2 082-263-0222 8:00～20:00 なし ○ ○

330 小売店 楓乃樹 広島市南区松原町1-2 082-263-9141 8:00～21:00 なし ○

331 小売店 楓乃樹 広島市南区松原町1-2 082-569-8480 8:00～20:00 無 ○ ○

332 小売店 蜜屋 広島市南区松原町1-2 082-207-3280 8:00～21:00 なし ○ ○

333 小売店 夢百選 広島市南区松原町1-2 082-568-4305 8：00～19：00 なし ○ ○

334 小売店 立町カヌレ＋ 広島市南区松原町1-2 082-569-6712 10:00～21:00 2022/1/1 ○ ○

335 小売店 廣島　香月 広島市南区松原町1-2 082-568-7011 8:00～21:00 なし ○ ○

336 小売店 廣島香月　銘品館店 広島市南区松原町1-2 082-236-8288 8：00～20：00 不定休 ○

337 小売店 廣島驛辨當(ひろしま銘品館) 広島市南区松原町1-2 082-261-1678 5:30~21:30 なし ○

338 小売店 廣文館 広島市南区松原町1-2 082-506-3288 8:30～21:00 2022/1/1 ○ ○

339 小売店 櫟 kunugi 広島市南区松原町1-2 082-568-1001 8:00～20:00 なし ○ ○

340 小売店 驛むすび 広島市南区松原町1-2 082-568-8528 8:00～20:00 なし ○ ○

341 小売店 山豊　銘品館店 広島市南区松原町1-2　新幹線改札口内 090-8005-8003 8：00～17：00 年中無休 ○ ○

342 小売店 藤い屋　広島銘品館店 広島市南区松原町1-2広島駅新幹線改札内 082-258-5853 8：00～20：00 なし ○ ○

343 小売店 広島駅銘品館店 広島市南区松原町1-2新幹線改札内 082-569-4710 8：00～20：00 年中無休 ○

344 小売店 株式会社やまだ屋 ひろしま銘品館店 広島市南区松原町1-2新幹線柵内コンコース 082-546-9006 8:00～19:00 年中無休 ○

345 小売店 インポートファッショングッズジョナ　グランヴィア広島店 広島市南区松原町1-5 082-262-7008 10：00～17：00 なし ○

346 小売店 アビステホテルブティック　ホテルグランヴィア広島店 広島市南区松原町1-5　ホテルグランヴィア広島1Ｆ 082-263-0050 10:30～19:00 なし ○ ○

347 小売店 チャビーブティック　ホテルグランヴィア広島店 広島市南区松原町1-5　ホテルグランヴィア広島1Ｆ 082-261-4655 10:00～19:00 なし ○ ○

348 小売店 熊野筆セレクトショップ広島店 広島市南区松原町1-5ホテルグランヴィア 082-568-5822 10：00～19：00 年末年始 ○ ○

349 小売店 ルーシーローゼ広島店 広島市南区松原町1-5ホテルグランヴィア広島1F 082-506-1638 11：00-17：00 無休 ○

350 小売店 アントレマルシェ広島 広島市南区松原町2-37 082-568-1147 7：00～20：00 なし ○ ○

351 小売店 セブン-イレブン ハートイン JR広島駅在来改札内 広島市南区松原町2-37 082-568-5190 5：45～24：00 なし ○ ○

352 小売店 セブン-イレブン ハートインJR広島駅中央口 広島市南区松原町2-37 082-568-1760 6：00～24：00 なし ○ ○

353 小売店 カルビープラス　広島駅店
広島市南区松原町2－37ＪＲ広島駅アントレマルシェ広島店

内
082-262-2011

9：00～20：00

（土日祝8：00～20：00）

なし（休業日は施設

に準じる）
○

354 小売店 ミスタードーナツ　JR広島ｽﾃｰｼｮﾝショップ 広島市南区松原町2-37広島駅構内2F 082-261-3789 7:00～22:00 なし ○

355 小売店 ローソン　広島JPビルディング店 広島市南区松原町2-62 082-263-2070 ２４時間 年中無休 ○

356 小売店 ヴェルデキオスコ　広島店 広島市南区松原町3-1-1　エディオン蔦屋家電内1Ｆ 082-207-1887 10：00～20：00 2022/1/1 ○

357 小売店 セブン-イレブンエキシティひろしま店 広島市南区松原町３－１－１０７ 082-262-5523 06：00～翌01：00 年中無休 ○ ○

358 小売店 エディオン蔦屋家電 広島 広島市南区松原町3番1-1号 082-264-6511 １０：００～２０：００ なし ○ ○

359 小売店 ビックカメラ 広島駅前店 広島市南区松原町5-1 082-506-1111 10:00 ～ 20:00 年中無休 ○ ○

360 小売店 ファミリーマート広島松原町店 広島市南区松原町5-1 082-568-2118 24時間営業 無し ○ ○

361 小売店 銀座に志かわ　広島駅前店 広島市南区松原町5番1号 082-506-2400
9:00～18:00(月～金)

6:00～18:00(土日）

年末年始12/31～

1/2
○ ○

362 小売店 バッケンモーツアルト福屋広島駅前店 広島市南区松原町9-1 082-568-3043 10:30～19:30 年中無休 ○

363 小売店 ファミリーマート上東雲町店 広島市南区上東雲町27-13 082-890-7730 24H なし ○ ○

364 小売店 ローソン広島仁保新町店 広島市南区仁保新町2-5-41 082-287-7128 24Ｈ 無 ○
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365 小売店 クスリ岩崎チェーン　広島翠町店 広島市南区翠２丁目９－１５ 082-250-3711 10:00-21:00 年始のみ ○

366 小売店 ㈱デイ・リンク　デイ・リンク旭町店 広島市南区西旭町14-20 082-250-0800 10:00～20:00 (年始1/1～1/3) ○

367 小売店 ファミリーマート西旭町店 広島市南区西旭町14-25 082-250-7411 24時間（日曜日のみ23時~翌6時時短） なし ○

368 小売店 ファミリーマート出汐町南店 広島市南区西旭町7-28 082-250-7757 24時間 なし ○

369 小売店 ケーズデンキ　広島本店 広島市南区西蟹屋4丁目1番1号 082-568-1900
10:00～21:00

当面の間、20時閉店となります。
2022/1/1 ○

370 小売店 エディオン青崎店 広島市南区青崎１丁目6-17 082-281-7728 9：00～19：00 日曜,祝祭日 ○ ○

371 小売店 セブン-イレブン広島大州1丁目店 広島市南区大州1-1-3 082-287-0327 24時間 年中無休 ○ ○

372 小売店 ウォンツ大州店 広島市南区大州3-7-10 082-283-8031 10：00～22：00 なし ○ ○

373 小売店 ピザーラ広島南 広島市南区段原2丁目13-101F 082-262-1766 平日16-23土日祝11-23 なし ○ ○

374 小売店 ローソン　広島段原店 広島市南区段原3丁目3-36 082-263-0766 ２４時間 年中無休 ○

375 小売店 ウォンツ段原店 広島市南区段原南1-1-21 082-568-0350 9：00～22：00 なし ○ ○

376 小売店 マックスバリュ段原店 広島市南区段原南１－３－５２ 082-568-2666 8：00～23：00 なし ○ ○

377 小売店 イオン広島段原店 広島市南区段原南1-3-52　2F 082-535-5713 10:00~21:00 なし ○

378 小売店 バッケンモーツアルトイオン段原店 広島市南区段原南1-3-52広島段原ＳＣ1F 082-568-5133 10:00～21:00 年中無休 ○

379 小売店 ikka広島段原ショッピングセンター店 広島市南区段原南1-3-52広島段原ショッピングセンター2F 082-568-2261 10:00～21:00 年中無休 ○

380 小売店 やまや東雲店 広島市南区東雲1-8-11 082-890-0102 10:00~21:30 年中無休 ○

381 小売店 フレスタ東雲店 広島市南区東雲1丁目7-10 082-281-1011 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

382 小売店 セブンイレブン広島東雲3丁目店 広島市南区東雲３丁目６－６ 082-287-7111 24時間営業 年中無休 ○ ○

383 小売店 ウォンツ東雲店 広島市南区東雲本町2-4-19 082-890-3801 9：00～21：00 なし ○ ○

384 小売店 ㈱デイ・リンク　デイ・リンク東雲店 広島市南区東雲本町2-4-23 082-510-1055 9:00～20:00 (年始1/1～1/3) ○

385 小売店 ココカラファイン東雲店 広島市南区東雲本町２丁目１６ー４ 082-890-1181 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

386 小売店 セブンイレブン広島東青崎町店 広島市南区東青崎町７－１２ 082-288-8533 ２４時間 なし ○ ○

387 小売店 ユアーズ　本浦店 広島市南区東本浦町18-7 082-284-1289 9:00～22:00 ○

388 小売店 ウォンツ本浦店 広島市南区東本浦町22-32 082-890-7750 9：00～20：00 なし ○ ○

389 小売店 ファミリーマート東本浦店 広島市南区東本浦町23-1 082-890-0188 24時間 年中無休 ○

390 小売店 セブンイレブン　広島楠那町店 広島市南区楠那町5-17 082-254-3641 24時間 無休 ○

391 理容・美容 頭みんの森 広島市南区京橋町7-14NKビル305 082-261-2797 12：00～21：00 不定休 ○ ○

392 理容・美容 ラフィネ・プリュス 広島市南区松原町1-2 082-263-5381 10:00～20:00 2022/1/1 ○ ○

393 理容・美容 りらくる仁保新町店 広島市南区仁保新町2丁目3-26 082-287-7444 9:00-24:00 無 ○

394 理容・美容 りらくる広島大州店 広島市南区南蟹屋1-1-28エルミタージュ安芸101 082-286-3633 9:00-24:00 無 ○

395 娯楽施設 スパ 「SPA THE BLUE PRINCE」 広島市南区元宇品町23-13F 082-505-0607 12:00~20:00 火 ○ ○

396 その他サービス ビック・ママ 広島市南区松原町1-2 082-568-0388 10:00～19:00 2022/1/1 ○ ○

397 その他 PETEMO　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

398 その他 カラースタジオ　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

399 その他 デイリーファッションパレット　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

400 その他 パレットプラザ　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

401 その他 マジックミシン　イオン宇品店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○

402 その他 未来屋書店 広島市南区宇品東6丁目1番15号 082-250-8100 ○
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