
 三原市

【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 田所商店アクロスプラザ三原店 三原市円一町1-1-2-1 0848-62-2580 11:00～15:00、17:00～21:00 水曜日 ○

2 飲食店 カルビ屋大福　三原店 三原市円一町1-1-7 0848-67-8929
平日　11：00-15：0017：00-22：00土日祝日

11：00-15：0017：00-22：00
○

3 飲食店 ガスト広島三原 三原市円一町１丁目１－１フジグラン三原内 0570-012-237 ○

4 飲食店 ジョリーパスタ三原店 三原市円一町1丁目1番2号 0848-38-7888 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

5 飲食店 ビストロそうぼう 三原市円一町2-1-1 0848-62-7314 11:00~21:00 月・火 ○

6 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　三原皆実店 三原市皆実3-9-1 0848-61-0751 11：00～22：00 年中無休 ○ ○

7 飲食店 とんかつ　福まる 三原市宮浦5-6-21 0848-38-2904
10:45-15:30(L.O15:00),16:30-

21:30(L.O20:30)
火曜日 ○

8 飲食店 八剣伝　三原宮浦店 三原市宮浦6-1-37 0848-67-5022 17:30～2:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

9 飲食店 大阪王将　三原宮浦店 三原市宮浦6丁目25-35 0848-61-5827 11:00～22:00
年末年始12/31～

1/1
○

10 飲食店 お食事処蔵 三原市港町1丁目4-14 0848-64-3200 11：30～13：30　18：00～21：30
日・（年末年始

12/30～1/4）
○

11 飲食店 大吉　三原駅前店 三原市港町1丁目5-18 0848-63-2116 17：00～23：00 不定休 ○ ○

12 飲食店 minatomachi cafe bar   Joan 三原市港町３－３－５２F 090-2864-6155 20：00～25：00 木・日 ○ ○

13 飲食店 くし焼　狄 三原市港町3-6-2 0848-63-4885 17：00～23：00 日曜日 ○ ○

14 飲食店 Dinning & bar SAKANAZA 三原市港町三丁目3-1 0848-29-9029 17:00～23:00（ラストオーダー22:30） 火曜日 ○ ○

15 飲食店 海カフェNEJIRO 三原市糸崎8-14-25 0848-68-1218
11：00～15：00（平日）11：00～17:00(土

日祝）

火・水（年末年始休

み）
○ ○

16 飲食店 居酒屋　むらか美 三原市城町1-10-5 0848-63-6300 17:00~23:00

日曜日（日曜日が祝

日の場合は月曜日）

年末年始

（12/31~1/3）

○ ○

17 飲食店 うっかり肴場八兵衛 三原市城町１－１９－１ 0848-62-9556 18：00～23：00 月曜日たまに営業 ○ ○

18 飲食店 やまとのおおばんやき 三原市城町1-21-16 0848-36-5198 10：00～18：00 不定休 ○ ○

19 飲食店 や台ずし三原駅前町 三原市城町1-8-4 0848-62-2882 15：00～1：00 無 ○ ○

20 飲食店 げんなおし 三原市城町1丁目11-12 0848-38-2700 16：00～24：00 日・祝・他 ○ ○

21 飲食店 ぐらんどーる 三原市城町1丁目19-1呑村ビル1階 0848-38-1102 17：00～22：00 日 ○ ○

22 飲食店 くいもの屋わん　三原店 三原市城町1丁目4-1　イクス・テン4F 0848-81-0044 17：00～25：00 なし ○ ○

23 飲食店 浜べゑ　三原駅前店 三原市城町1丁目9ｰ1-1渡邊ビル1F 0848-61-2210
日曜日～木曜日16:00～23:00　金曜・土曜・祝前

16:00～23:00
2022/1/1 ○ ○

24 飲食店 徳川三原店 三原市城町2-13-1 0848-62-8824 AM10:00～PM23：00 年中無休 ○ ○

25 飲食店 カフェエクラン　イオン三原店 三原市城町2-13-1イオン三原店１F 0848-36-6313 9：00～18：30 なし ○ ○

26 飲食店 四六時中　三原店 三原市城町2-13-1イオン三原店1階 080-7329-5469 10:00-21:00 SCに準ずる ○

27 飲食店 モスバーガー三原店 三原市城町2-13-30 0848-64-1600 午前9:00～午後10:00 なし ○

28 飲食店 たこ風船　イオン三原店 三原市城町2丁目13－1イオン三原１F 0848-61-3902 10：00～20：00 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

29 飲食店 焼肉ぐりぐり家 三原店 三原市城町２丁目１３-４８ 0848-61-1129
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

30 飲食店 ひよこめ 三原市城町2丁目2-1第2勝原ビル1Ｆ 0848-67-5919 11:30~13:20 Ｌo     17:00~21:00Ｌo
昼営業(土　日)  夜

営業（日)
○

31 飲食店 下町の居酒屋　六文銭 三原市城町2丁目2-21浮城ビル1階 0848-63-2591 17:00～23：00
日曜日（月曜祝祭日

の場合、日曜営業）
○ ○

32 飲食店 和食処　登喜将 三原市城町3-2-7 0848-62-7393 11：30～13：30　　17：00～21：30 水、火は隔週 ○

33 飲食店 むすび　古民家カフェ＆宿 三原市須波1-2-19 0848-88-9155 11：00-21：00(夜は完全予約制) 月曜日・火曜日 ○ ○

34 飲食店 レストランmio 三原市須波西1-5-26 050-3749-9903 臨時休業中 ○ ○

35 飲食店 リストランテゾーナ　フォルトゥナート 三原市須波西1-7-2 0848-81-2055 11:00~17:00 水・木・金 ○

36 飲食店 道の駅よがんす白竜 三原市大和町和木652-3 0847-35-3022 9:00～17:00(土日祝日9:00～18：00) 第３木曜日 ○ ○

37 飲食店 リストランテ フォルネッロ 三原市本郷町上北方1361 0848-60-8211

Lunch／11:30～14:30（オーダーストップ／

14:00）

Dinner／17:00～20:00（オーダーストップ／

19:00）

火曜日 ○ ○

38 飲食店 レストラン　アチェロ 三原市本郷町善入寺64-25 0848-60-8188

朝食06:00～9:30

昼食11:00～14:30

喫茶14:30～17:00

なし ○ ○

39 飲食店 日本料理　矼 三原市本郷町善入寺64-25 0848-60-8188
昼食11:00～14:30

夕食17:00～20:30
月曜の昼食 ○ ○

40 飲食店 お好み焼みっちゃん広島空港 三原市本郷町善入寺64-31 0848-86-8040 10：00～20：00 無 ○

41 飲食店 ごはんや空港店 三原市本郷町善入寺64-31 0848-60-8215 11:00～21：00 年中無休 ○ ○

42 飲食店 ステラデューコーヒー　　　広島空港店 三原市本郷町善入寺64-31 050-3577-7899 7：00-18：30 なし ○ ○

43 飲食店 OYSTER FARM Hiroshima 三原市本郷町善入寺64-31　広島空港ビル2階 0848-86-8330 8：00～20：00 無し ○ ○

44 飲食店 そば処　菜の里 三原市本郷町善入寺平岩64-31　広島旅客ターミナルビル3F 0848-60-8330 11：00～19：45 なし ○

45 飲食店 ロイヤルホスト広島空港店
三原市本郷町善入寺平岩64-31広島空港旅客ターミナルビル

3F
0848-86-8223 6：30～20：00 年中無休 ○

46 飲食店 Hattendo Cafelie 三原市本郷町善入寺用倉山10064番190 0848-86-8622
平日　10:00~16:00(15:30LO)土日祝

10:00~17:00(16:30LO)

水曜日(年末年始予

定12/31~1/1)
○ ○

47 飲食店 八天堂 天空カフェ 三原市本郷町善入寺用倉山10064番196-2 0848-86-8611
平日　10:00～16:00(15:30LO) 土日祝　10:00

～17:00(16:30LO)

水曜日(年末年始予

定12/31~1/1)
○ ○

48 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　広島空港店 三原市本郷町大字善入寺字平岩64-31 0834-33-3050 10:00～21:00
モールの定休日に準じ

る
○

49 飲食店 くりきんとん亭 三原市本郷南三丁目29-17 0848-86-2456 9：00～22：00
年末年始12/31～

1/3
○ ○

50 弁当・フードデリバリー ウラベ水産加工　フジグラン三原店　「たこ楽天」 三原市円一町1-1-7フジグラン三原1F 0848-62-5218 9：00～20：00 年中無休（不定休） ○ ○

51 鉄道・バス 備三タクシー株式会社三原営業所 三原市皆実2丁目5-28 0848-64-5454 早朝６時～深夜３時 年中無休 ○

52 鉄道・バス 芸陽バス　三原営業所 三原市古浜2丁目6番14号 0848-62-6241 7:00～20:00 年中無休 ○

53 鉄道・バス 三原交通株式会社三原本社 三原市西野4丁目4-1 0848-62-1855 8:00~17:00
土・日（年末年始

12/30~1/3）
○ ○

54 レンタカー ニッポンレンタカー　三原駅前営業所 三原市城町1-8-1三原駅前ビル1階 0848-62-0919 8:00～20：00 ○

55 レンタカー オリックスレンタカー広島空港店 三原市本郷町善入寺1782 0848-86-0544 8：00～20：00 無し ○

56 レンタカー トヨタレンタカー　広島空港店 三原市本郷町善入寺64-153 0848-86-9500 8:00～20:00 なし ○

57 レンタカー ニッポンレンタカー　広島空港営業所 三原市本郷町善入寺94-63 0848-86-9919 8:00～20：00 なし ○

58 タクシー ローズタクシー　三原営業所 三原市城町１－２－１ 0848-63-2111 8:00～17:00 無 ○ ○

59 タクシー 徳良タクシー 三原市大和町下徳良1904-1 0847-33-0234 24時間営業 年中無休 ○ ○

60 旅館・ホテル ホテルリブマックスBUDGET三原駅前 三原市館町1-3-5 0848-81-0090 12：00～翌朝8：00 なし ○ ○
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61 旅館・ホテル 三原国際ホテル 三原市城町一丁目2-1 0848-63-2111 11：00~14：00　17：00~20：30
年末年始

12/30~1/1
○ ○

62 旅館・ホテル ホテル白竜湖リゾート 三原市大和町箱川4007番地の7 0847-34-0006

7：00～21：00（レストラン11：00～14：30

17:30~20:00    日帰り入浴10：00～15：00ラ

スト入場14：00）

水（祝前日、祝日は

営業します）
○ ○

63 旅館・ホテル 広島エアポートホテル 三原市本郷町善入寺64-25 0848-60-8111 24時間 なし ○ ○

64 その他運送サービス JR駅レンタカー三原営業所 三原市城町1-1-1 0840-63-5069 8：00～20：00 年中無休 ○

65 小売店 ビジネスレザーファクトリー広島空港店 広島市三原市本郷町善入寺64番31 0848-86-8167 10:30-18:30　※平日13-14時　休業 なし ○ ○

66 小売店 天満屋三原ショップ 三原市円一町1-1-7 0848-62-8111 10：00~20：00
年中無休

（元日のみ休業）
○

67 小売店 嵜本珈琲　広島三原店 三原市円一町1-1-7 0848-29-4029 10:00～19:00 ○

68 小売店 ヒマラヤフジグラン三原店 三原市円一町1-1-7　フジグラン三原店2階 0848-61-5615 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

69 小売店 バッケンモーツアルトフジ三原店 三原市円一町1丁目1-7フジグラン三原店内 0848-67-9358 9:00～20:00 年中無休 ○

70 小売店 ウォンツアクロスプラザ三原店 三原市円一町1丁目1番2-2号 0848-38-9401 9：00～22：00 なし ○ ○

71 小売店 DCM三原円一店 三原市円一町２丁目６番１号 0848-36-6501 09:00～19:30 1月1日、1月10日 ○ ○

72 小売店 スーパードラッグひまわり三原南店 三原市円一町2丁目6番27号 0848-61-0185 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

73 小売店 エディオンアクロスプラザ三原店 三原市円一町一丁目1-2-2 0848-62-5111 １０：００～２０：００ なし ○ ○

74 小売店 くすりのレデイ　三原店 三原市円一町一丁目1-7 0848-61-0330 9：00～20：00 元旦のみ ○ ○

75 小売店 ローソンアクロスプラザ三原店 三原市円一町一丁目1番2-4 0848-64-1515 ２４時間営業 年中無休 ○

76 小売店 フジグラン三原 三原市円一町一丁目１番７号 0848-61-0011
食品館は9：00から22：00まで。生活館は9：00か

ら21：00まで。
なし ○

77 小売店 ホームプラザナフコ本郷店 三原市下北方１丁目１４番１０号 0848-85-0661 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

78 小売店 マックスバリュ本郷店 三原市下北方１丁目１４番１号 0848-85-0565 8：00～22：00 なし ○ ○

79 小売店 スーパードラッグひまわり三原中央店 三原市皆実1丁目25番1号 0848-38-7275 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

80 小売店 ザグザグ 三原皆実店 三原市皆実4-19-16 0848-64-3177 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

81 小売店 セブンイレブン　三原久井店 三原市久井町下津1641-9 0847-32-6520 24時間 なし ○

82 小売店 ヤマザキＹショップふくもと 三原市久井町坂井原2788 0847-32-6308 AM7:00～PM8:00 年始1/1～1/5 ○ ○

83 小売店 高坂パーキングエアリ上り線 三原市久井町山中野大幡435-26 0847-32-8511 7：00～19：00 年中無休 ○ ○

84 小売店 高坂パーキングエアリ下り線 三原市久井町山中野平草田447 0847-32-8512 7：30～19：30 年中無休 ○ ○

85 小売店 ユニクロ三原店 三原市宮浦3-35-11 0848-60-0282 11:00～19:00 2022/1/1 ○

86 小売店 イエローハット三原宮浦店 三原市宮浦4-13-12 0848-62-5945 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

87 小売店 スーパードラッグひまわり宮浦店 三原市宮浦5丁目16-16 0848-61-4715 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

88 小売店 ウォンツ三原宮浦店 三原市宮浦6-1-1 0848-61-0610 9：00～21：00 なし ○ ○

89 小売店 廣文館　みどり宮浦店 三原市宮浦6-7-22 0848-60-0410 10：00～20：00 元旦のみ ○ ○

90 小売店 ドラッグコスモス宮浦店 三原市宮浦６丁目１７－１６ 0848-61-3211 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

91 小売店 ローソン三原宮浦大通り店 三原市宮浦四丁目13-17 0848-63-2900 ２４時間営業 年中無休 ○

92 小売店 ウォンツ三原古浜店 三原市古浜1-4-1 0848-61-5510 9：00～22：00 なし ○ ○

93 小売店 セブンイレブン三原港町店 三原市港町3丁目14-1 0848-63-9711 24時間 年中無休 ○

94 小売店 道の駅みはら神明の里 三原市糸崎4-21-1 0848-63-8585 9:00～18:00 毎月第３火曜日 ○

95 小売店 浜吉　糸崎営業所 三原市糸崎4-3-56 0848-62-2121 8：00～17：00 年中無休 ○ ○

96 小売店 ローソン・ポプラ 三原沼田東店 三原市沼田東町両名１００６-１ 0848-66-1013 24時間営業 定休日なし ○ ○

97 小売店 浜吉　三原売店 三原市城町1-1　JR三原駅構内 0848-62-2121
9：00～14：00（営業時間変更することがありま

す）
月～木 ○ ○

98 小売店 おみやげ街道三原 三原市城町1-1-1 084-867-1834 6：00～22：00 なし ○ ○
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99 小売店 ローソン　三原駅前店 三原市城町1-1-6 0848-64-6883 24時間 なし ○ ○

100 小売店 ゑびす家ニコニコモール店 三原市城町1-2-1ペアシティ三原西館１F 0848-62-8196 9：00～18：00 年始1/1～1/3 ○ ○

101 小売店 ゑびす家本店 三原市城町1-8-2 0848-62-5121 8：00～18：45 無休 ○ ○

102 小売店 フレスタ三原駅前店 三原市城町1丁目3-2 0848-29-5300 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

103 小売店 イオン三原店 三原市城町2丁目13-1 0848-62-8888 食品8時～22時非食品9時～22時 年中無休 ○

104 小売店 スーパードラッグひまわり三原店 三原市城町2丁目13番48号 0848-61-2567 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

105 小売店 はるやま三原店 三原市城町2丁目13番48号ｴｽﾎﾟ三原 0848-63-5969 ○ ○

106 小売店 テックランド 三原店 三原市城町三丁目10-3 0848-61-0230 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

107 小売店 瀬戸内醸造所　須波西店 三原市須波西1-5-26 050-3749-9903 11:00~1700
平日(土日祝のみ営

業)
○ ○

108 小売店 フレスタ西町店 三原市西町1-1-16 0848-61-5900 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

109 小売店 セブンイレブン　広島大和町店 三原市大和町下徳良1904-8 0847-33-0263 24時間 なし ○

110 小売店 ローソン・ポプラ 三原本郷店 三原市南方３-１１-１５ 0848-85-0761 24時間営業 定休日なし ○ ○

111 小売店 セブンイレブン　三原久井インター店 三原市八幡町垣内470-1 0848-65-8111 24時間 なし ○

112 小売店 セブンイレブン山陽道八幡PA下り店 三原市八幡町美生495番地３ 0848-65-8771 24時間 なし ○

113 小売店 フォレストヒルズガーデン　お土産販売 三原市本郷町上北方1361 0848-60-8211 9：00～19：00 なし ○ ○

114 小売店 セブンイレブン　本郷インター店 三原市本郷町船木1423-1 0848-86-2211 24時間 無し ○ ○

115 小売店 広島エアポートホテル　ショップ 三原市本郷町善入寺64-25 0848-60-8111 24時間 なし ○ ○

116 小売店 浜吉　広島空港店 三原市本郷町善入寺64-31広島空港2F 0848-86-8817
6：30～19：30（現在時短営業実施中9：00～

18：00）
年中無休 ○ ○

117 小売店 廣文館　広島空港店 三原市本郷町善入寺64-31広島空港2F 0848-60-8223 7：00～20：30（当面の間　8：00～19：00） なし ○ ○

118 小売店 ANA FESTA広島店 三原市本郷町善入寺64-31広島空港ターミナルビル内 0848-86-8765 6：50～20：00 なし ○ ○

119 小売店 くすりのウェルネス広島空港店 三原市本郷町善入寺64-31広島空港ビル2階 070-5675-2767 7:00~19:00 ○

120 小売店 久羅沙喜 三原市本郷町善入寺64-31広島空港ビル2階 久羅沙喜 0848-86-8014 8：00～19：30
年中無休(広島空港

に準じる）
○

121 小売店 空港専門大店　広島店 三原市本郷町善入寺64-31広島空港旅客ターミナル2階 0848-86-8036
7：00～20：00※コロナの状況により変更有、HP確

認
なし ○ ○

122 小売店 藤い屋　IROHA port 三原市本郷町善入寺64-31広島国際空港構内 080-2945-2744 8：00～18：00 なし ○ ○

123 小売店 Yショップ広島空港店 三原市本郷町善入寺64番地31 080-6476-3383 8：00～20:00 無休 ○ ○

124 小売店 広島国際空港　催事場 三原市本郷町善入寺64番地31 0848-86-8164 不定期 不定休 ○ ○

125 小売店 八天堂　広島空港店 三原市本郷町善入寺64番地31 0848-86-8622 8：00～18：00 無休 ○ ○

126 小売店 にしき堂 広島空港店 三原市本郷町善入寺平岩264-31広島空港2F 0848-86-8778 7：00～20：00 年中無休 ○

127 小売店 BLUE SKY広島空港店 三原市本郷町善入寺平岩64-31広島空港ターミナルビル内 0848-86-8620 6：40～19：45 なし ○ ○

128 小売店 空の駅オーチャード 三原市本郷町善入寺用倉山10064番196 0848-60-8390 10:00～16:00（土日祝10:00～17:00） 水(年末年始） ○ ○

129 小売店 広島空港福屋ショップ 三原市本郷町大字善入寺平岩64-31広島空港内 0848-86-8811 7：00～20：00 無休 ○ ○

130 小売店 ドラッグコスモス三原本郷店 三原市本郷南３丁目２０－２１ 0848-85-0776 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

131 小売店 スーパードラッグひまわり本郷店 三原市本郷南3丁目28番13号 0848-86-2005 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

132 小売店 フレスタ本郷店 三原市本郷南4-43-1 0848-86-5450 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

133 小売店 フレスタ明神店 三原市明神2丁目10-1 0848-60-1001 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

134 小売店 ローソン三原明神南店 三原市明神一丁目5-20 0848-61-0046 ２４時間営業 年中無休 ○

135 小売店 ローソン三原明神店 三原市明神四丁目3-3 0848-62-4377 ２４時間営業 年中無休 ○

136 小売店 フレスタ三原店 三原市頼兼1丁目1-35 0848-67-7766 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

137 小売店 DCM三原店 三原市頼兼１丁目１番３８号 0848-67-5566 09:00～19:00
1月1日、1月2日、1

月3日、2月14日
○ ○
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138 小売店 スーパードラッグひまわり江南店 三原市和田3丁目4番1号 0848-29-9699 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

139 理容・美容 りらくる三原店 三原市宮浦4丁目12-13 0848-63-3345 9:00-24:00 無 ○

140 娯楽施設 カラオケBanBan宮浦店 三原市宮浦５丁目1-30 050-3134-0798
11：00～27：00（金土祝前11：00～29：

00）
年中無休 ○
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