
 東広島市

【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 三河屋珈琲広島大学店 東広島市鏡山１丁目４大学会館前(バス) 082-423-7788 9：00～20：00 日、祝日 ○ ○

2 飲食店 辛部　黒瀬店 東広島市黒瀬町上保田29-1 0823-83-1860
●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
○

3 飲食店 八剣伝　黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原160-1 0823-83-1180 17:30～0:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

4 飲食店 モスバーガー黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原661-1 0823-82-0030 午前9:00～午後9:00 なし ○

5 飲食店 地場飯と地酒　満天 東広島市西条栄町1-4フラットホーム1階 082-423-1711 17：00～24：00 日曜 ○ ○

6 飲食店 魚民 西条駅前店 東広島市西条栄町2-3新21ビル1階 082-422-9088

月～木　17:00～2:00

金?土　17:00～4:00

日?祝日　17:00～2:00

なし ○

7 飲食店 山内農場 西条駅前店 東広島市西条栄町2-3新21ビル2階 082-422-8788

月～木　17:00～0:00

金?土　17:00～1:00

日?祝日　17:00～0:00

なし ○

8 飲食店 KURARA CAFE ソラオト 東広島市西条栄町7-19東広島芸術文化ホールくらら2階 082-423-0025 11:30～18：00 月曜 ○ ○

9 飲食店 蔵処　樽 東広島市西条栄町7-48 082-430-7080 11:30～14：00　17：00～23：00 月曜 ○ ○

10 飲食店 standing bar Radical 東広島市西条栄町9-33 080-1906-1477 17:00～23:00 土曜日・日曜日13:00～18: 00
月曜日・第２第４火

曜日
○ ○

11 飲食店 憩いの料亭　白竜湖 東広島市西条岡町10-20ホテルヴァンコーネル3F 082-422-1919
昼11：00～14：30　夜17：00～22：00(平日)

17：00～21：00(日祝)

水(年末年始12/31

～1/4)
○ ○

12 飲食店 岡町バル 東広島市西条岡町3-24 082-430-7539 17:00～24:00 月曜日 ○ ○

13 飲食店 KUSHIAGE 味彩 東広島市西条岡町4-14 082-423-0739 11:30~14:00 17:30~22:00 月・火 ○ ○

14 飲食店 炭焼炉端ふじやま 東広島市西条岡町4-8 082-426-5755 17:30～23:30 月曜日 ○ ○

15 飲食店 くぼまち割烹　しんすけ 東広島市西条岡町6-9 082-442-7950 11:00~14:00　17:00~21:00 日曜・祝日の月曜 ○ ○

16 飲食店 水軍の郷 東広島市西条岡町7-27 082-431-4777
昼 11:30～14:30 (L.O.14:00)夜 17:00～

22:30 (L.O.22:00)

不定休(当店HPよりご

確認ください)
○

17 飲食店 bar pretty vacant 東広島市西条岡町9-7竹内ストアC室 050-3578-2777 18：00～24：00

日・月（祝前日の場

合は翌日）＋不定休

（SNSにて月初で告

知）

○ ○

18 飲食店 鳥三郎　西条下見店 東広島市西条下見４２１３－１ 082-436-5732 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

19 飲食店 焼肉　一楽　西条下見店 東広島市西条下見6-8-19 082-426-3483 17時から～
年末年始12/31～

1/1
○ ○

20 飲食店 温野菜西条店 東広島市西条御条町1-22 082-431-0831 ○

21 飲食店 ココス西条店 東広島市西条昭和町11-2 050-3529-9794 10:00～2:00 なし ○

22 飲食店 ジョリーパスタ西条店 東広島市西条昭和町3-10 082-423-7760 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

23 飲食店 徳川西条店 東広島市西条昭和町3-15 082-424-0300 AM11:00～AM00：00
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

24 飲食店 博多ラーメン　一龍　西条店 東広島市西条昭和町4-3 082-421-3659 11：00～23：00 毎週月曜日 ○

25 飲食店 酒泉館 東広島市西条上市町2-4 082-423-2021 10：00～17：00
月～金　年末年始・盆

休みあり
○ ○

※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

26 飲食店 立ち飲みぜろ次屋 東広島市西条西本町12-1播磨ビル1F 082-437-5190 ○

27 飲食店 バーミヤン東広島 東広島市西条中央１丁目５－１０ 082-420-0298 ○

28 飲食店 牛角西条中央店 東広島市西条中央3-4-2 0824-24-2929 11：30～14：30　　17：00～22：30
年末年始12/31～

1/2）
○

29 飲食店 焼肉ふるさと西条店 東広島市西条中央3-5-1 082-421-0088 11:30~15:00/17:00~22:30
火（祝日の場合水曜

休み）
○

30 飲食店 欧風食堂　ビストロパパ 東広島市西条中央7-2-3 082-424-8808 11:00~14:45  17:30~22:00頃
不定休（年末年始

12/30～1/2
○

31 飲食店 ラーメン我馬　西条店 東広島市西条中央7-3-5 082-493-8777 10：00～24：00
年末年始12/31～

1/3
○ ○

32 飲食店 和菜亭　次郎丸 東広島市西条町下見1076-1 082-423-7556 昼11：00～15：00　夜17：30～21：00
月曜日・火曜日(午

後)
○ ○

33 飲食店 焼肉牛皇 東広島市西条町下見4409-3共栄ビル1F 082-422-2485 11：00～14：30　　17：00～23：00 水曜日 ○ ○

34 飲食店 おいしい和食　華ごころ 東広島市西条町下見459-17 082-421-8756 11：30～14：30　17：00～21：00 毎週火曜日 ○ ○

35 飲食店 リトルマーメイドゆめタウン学園店 東広島市西条町下見6-2-32ゆめタウン学園店内 082-430-7382 9:30～21:00 なし ○ ○

36 飲食店 ガスト東広島西条インター 東広島市西条町吉行８５５－５ 0570-011-818 9:00～23:30 なし ○

37 飲食店 しゃぶ葉東広島フジグラン 東広島市西条町御薗宇４３０２ 082-493-7600 ○

38 飲食店 焼肉ぐりぐり家 西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇４３８２-１ 082-493-8829
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

39 飲食店 大阪王将　西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇4382-1 082-493-5753 11:00～23:00
年末年始12/31～

1/1
○

40 飲食店 スシローフジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇4405 082-493-7823 11時00分～23時00分 なし ○

41 飲食店 菓匠茶屋　東広島店 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン東広島店1階 082-493-5230 9：00?21：00 なし ○

42 飲食店 とりあえず吾平東広島店 東広島市西条町御薗宇5171-1 082-431-6039 17:00～24：00 2022/1/1 ○ ○

43 飲食店 炭火焼肉屋さかい　東広島西条店 東広島市西条町御薗宇５４８3－１ 082-431-6788 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

44 飲食店 Steak COO 東広島市西条町御薗宇6276-1 082-423-5752 18:00～24:00
第一水曜日(年末年

始12/30～1/2)
○

45 飲食店 うまいもん屋五エ門東広島店 東広島市西条町御薗宇6276-1 082-493-5133 11:30～14:30、18:00～24:00
第一水曜日(年末年

始12/30～1/2)
○

46 飲食店
ステラデューコーヒー　　　道の駅西条　　　　　　　のん太の

酒蔵店
東広島市西条町寺家10020-43 0824-63-0339 10：00-18：00 なし ○ ○

47 飲食店 OKONON 東広島市西条町寺家10020-43道の駅西条のん太の酒蔵 082-422-3838 10:00～18:00 無し ○

48 飲食店 リストランテファミリア 東広島市西条町寺家10020-43道の駅西条のん太の酒蔵内 082-426-6533 11：00～18：00（LO/17：30） 無し ○ ○

49 飲食店 ガスト西条寺家 東広島市西条町寺家３９８３ 0570-011-625 ○

50 飲食店 広島お好み焼　鉄板焼　安芸ノ屋 東広島市西条町寺家4745 082-421-4290
11:00～14:30

17:00～21:30
月曜日 ○ ○

51 飲食店 焼肉ぐりぐり家 西条寺家店 東広島市西条町寺家４７５１-２ 082-426-6929
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

52 飲食店 すし遊館あさひ ゆめモール西条店 東広島市西条町助実字原北1211番地 082-493-5222
平日11：00～15：00　16：30～21：00　　土・

日・祝11：00～21：15
元旦 ○ ○

53 飲食店 鳥三郎　東広島西条店 東広島市西条町土与丸１２０４－２ 082-431-4120 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

54 飲食店 まいどおおきに東広島西条食堂 東広島市西条町土与丸1216-1 082-422-6542 7：00～23：00 年中無休 ○

55 飲食店 とんぼ　西条店 東広島市西条町土与丸4丁目650-2 082-490-3088

11：00～15：00

18：00～21：00

（土日祝11：00～21：00）

無 ○

56 飲食店 ペッパーランチゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸1-5-7ゆめタウン東広島4階 082-437-5897 10：00-19：00 年中無休 ○
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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

57 飲食店 ﾗｰﾒﾝｵﾌﾞﾄｩﾃﾞｨｶｲｽｷﾞ 東広島市西条土与丸1丁目5-7ゆめタウン東広島4F 0824-37-5345 10:00～21：00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ20：30） なし ○ ○

58 飲食店 くら寿司東広島店 東広島市西条土与丸2-2-32 082-493-7610 11:00-23:00 無休 ○ ○

59 飲食店 来来亭　土与丸店 東広島市西条土与丸５丁目3-24 082-421-0070 11：00～24：00
年中無休（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ定

休日あり）
○ ○

60 飲食店 しょうの助 東広島市西条本町12-5　賀茂泉館1F 082-424-2088 17:00~0:00
日曜（年末年始

12/31～1/1)
○

61 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　広島西条駅前店 東広島市西条本町１２－５賀茂泉館２階 082-493-5605
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。

○ ○

62 飲食店 三代目鳥メロ　広島西条駅前店 東広島市西条本町１２－５賀茂泉館３階 082-493-7370
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。

○ ○

63 飲食店 や台ずし西条駅前町 東広島市西条本町１３ 082-422-0482 16：00～2：00 無 ○ ○

64 飲食店 すし亭西条駅前店 東広島市西条本町1-3 082-431-4700
17：00～24：00（月～土）11：30～22：00

（日、祝）

年末年始（12/31～

1/2）
○ ○

65 飲食店 くぐり門珈琲店 東広島市西条本町17-1 082-426-3005 10：00～17：00　　　　（カフェは16：30） 火曜日 ○ ○

66 飲食店 や台ずし西条駅酒蔵通町 東広島市西条本町2-16 082-424-1628 16：00～1：00 無 ○ ○

67 飲食店 日本酒ダイニング　佛蘭西屋 東広島市西条本町９-１１ 082-422-8008 11:30~21:00
毎週木曜日　第２第

４月曜日
○

68 飲食店 Restaurant Kazu MARUYAMA 東広島市八本松東１丁目1-12 082-426-3382 11:00～21:30 第1・第3水曜日 ○

69 飲食店 お好み焼　おおにし 東広島市八本松東6-1-15 082-427-3619
10：00～15：00

17：00～22：00
12/31　1/1 ○

70 飲食店 焼肉　GEN 東広島市八本松東6-1-15 082-426-5529 10：00～15：0017：00～22：30 不定休12/31　1/1 ○

71 弁当・フードデリバリー 菜遊季 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン東広島店内１F 082-424-5688 ○

72 鉄道・バス 中国ジェイアールバス　東広島支店 東広島市黒瀬町南方806-1 0570-010-666 9:00~17:30 なし ○

73 鉄道・バス 芸陽バス　西条営業所 東広島市西条西本町21番39号 082-422-3126 7:00～20:00 年中無休 ○

74 鉄道・バス 芸陽バス　豊栄営業所 東広島市豊栄町清武35番地1 082-432-2326 7:00～20:00 年中無休 ○

75 レンタカー ニッポンレンタカー　東広島駅前営業所 東広島市三永1-5-18 082-420-6619 8:00～20：00 ○

76 レンタカー ニッポンレンタカー　西条駅前営業所 東広島市西条栄町2-1 082-423-2766 8:00～20：00 なし ○

77 レンタカー トヨタレンタカー　東広島店 東広島市西条町寺家6857 082-422-5217

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 ○

78 観光施設 天然温泉 ホットカモ 東広島市西条町御薗宇6179-1 082-422-0888 8：00～24:00 年中無休 ○ ○

79 劇場・観覧場・映画館・演劇場 T・ジョイ東広島 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン東広島 SC3F 082-493-6781 劇場ホームページをご確認ください※上映時間に準ずる 年中無休 ○

80 タクシー 株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御薗宇3387 082-423-2121 24時間営業 なし ○

81 タクシー こころよい介護タクシー 東広島市西条町寺家4830-4 082-423-4689 8:00～18:00 日曜日 ○ ○

82 旅館・ホテル 獅子伏温泉　ホテルエリアワン広島ウイング 東広島市河内町入野11296-72 082-437-1234 ２４時間 なし ○ ○

83 旅館・ホテル ベッセルホテル東広島 東広島市三永二丁目6番36号 082-426-2222 無休 なし ○ ○

84 旅館・ホテル 割烹ホテル一ぷく 東広島市西条朝日町11-31 082-424-3955
11:00～14:00

17:00~21:00

月（夏季・年末年始

不定休）
○ ○

85 百貨店・商業施設 福屋西条店 東広島市西条西本町28-30 082-423-7371 10：00～19：00 1/1～1/2 ○

86 スポーツ 広島国際ゴルフ倶楽部 東広島市黒瀬町南方10199-70 0823-82-2550 8：00～17：00（土日祝7：00～17：00） 無 ○ ○

87 スポーツ 賀茂ボール 東広島市西条町御薗宇6120 082-422-0777
月～木 9：00～23：00、金 9：00～24:00、土

9：00～24:00、日 9：00～23：00
無 ○ ○

88 小売店 セブンイレブン安芸津三津店 東広島市安芸津町三津4393-1 0846-45-4440 24H なし ○
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89 小売店 ゆめマート安芸津店 東広島市安芸津町三津４３９７－２０ 0846-45-2511 8：30～21：00 なし ○

90 小売店 スーパードラッグひまわり安芸津店 東広島市安芸津町風早3154-1 0846-46-0020 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

91 小売店 ドラッグセガミ白市駅前店 東広島市高屋小谷３２７９－１ 082-491-0048 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

92 小売店 ウォンツ高屋店 東広島市高屋町杵原1288番 082-437-3317 9：00～21：00 なし ○ ○

93 小売店 ザグザグ 東広島高屋店 東広島市高屋町杵原1324-1 082-434-5139 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

94 小売店 クスリ岩崎チェーン　東広島高屋店 東広島市高屋町杵原１７７６ 082-420-4050 9:00-20:00 年始のみ ○

95 小売店 マックスバリュ高屋店 東広島市高屋町杵原１７７６番地 082-491-0501 8：00～23：00 なし ○ ○

96 小売店 セブンイレブン山陽道小谷SA下り店 東広島市高屋町小谷5237-1 082-434-3600 ２４H なし ○

97 小売店 小谷サービスエリア下り 東広島市高屋町小谷5237-1 0824-34-6568 24ｈ なし ○ ○

98 小売店
アンデルセン小谷サービスエリア上り線（ベーカリー、ショッ

ピング、テイクアウト、レストランコーナー）
東広島市高屋町小谷5661 082-434-6745

ベーカリー 7:00～22:00ショッピング 24時間営業テイ

クアウト 9:00～19:00レストランコーナー 11:00～

21:00

なし ○

99 小売店 ホームプラザナフコ黒瀬店 東広島市黒瀬春日野１丁目１３２番４ 0823-83-6411 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

100 小売店 ローソン黒瀬インター店 東広島市黒瀬町兼広10880 0823-82-6662 24時間営業 なし ○ ○

101 小売店 くすりのレデイ　黒瀬店 東広島市黒瀬町上保田72番地1 0823-81-0021 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

102 小売店 ドラッグコスモス黒瀬店 東広島市黒瀬町上保田87-1 0823-81-2070 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

103 小売店 スーパードラッグひまわり黒瀬店 東広島市黒瀬町菅田402-1 0823-36-6781 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

104 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原100-1ゆめタウン黒瀬店内 0823-83-6320 9:30～21:00 年中無休 ○

105 小売店 ゆめタウン黒瀬 東広島市黒瀬町楢原100番地の1 0823-82-5511
食品売場・薬品売場　9：00～21：00直営売場

（食品・薬品売場除く）9：30～20：00
なし ○

106 小売店 ウォンツ黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原664-1 0823-83-6360 9：00～21：00 なし ○ ○

107 小売店 金光酒造　蔵元直売所 東広島市黒瀬町乃美尾字東門前1371-1 0823-82-2006 10：00～17：15 日・祝 ○ ○

108 小売店 おみやげ街道東広島 東広島市三永1-4-24 082-426-0805 6：15～19：40 なし ○ ○

109 小売店 セブンイレブン東広島駅前店 東広島市三永２丁目６－３０ 082-426-2333 ０：００～２３：５９ なし ○

110 小売店 セブンイレブン　山陽道奥屋　PA上り店 東広島市志和町奥屋字春日山365 082-433-2377 24時間 無し ○

111 小売店 奥屋パーキングエリア下り線 東広島市志和町奥屋大谷山368-1 082-433-2957 7：00～19：00 年中無休 ○ ○

112 小売店 フタバ図書TSUTAYA　広大前店 東広島市西条下見６－２－３２ゆめタウン学園店２Ｆ 082-431-6730 9:30～20:00 年中無休 ○

113 小売店 Calm 東広島市西条下見６丁目１１－２４龍玉マンション２ー１階 082-437-4533 11:00~19:00 第２・３火／毎週水 ○ ○

114 小売店 エディオン西条学園店 東広島市西条下見6丁目2-16 082-421-1144 １０：００～１９：００ なし ○ ○

115 小売店 ホームプラザナフコ東広島店 東広島市西条下見７丁目４番１号 082-431-5171 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

116 小売店 ゆめタウン学園店 東広島市西条下見六丁目2-32 082-423-1361
食品売場　9：00～23：002F直営売場　9：30

～20：00
なし ○

117 小売店 ユニクロ東広島店 東広島市西条御条町1-23 082-493-7251 11:00~20:00 土日祝10:00～20:00 2022/1/1 ○

118 小売店 ローソン西条御条店 東広島市西条御条町５－１３ 082-423-8549 24時間営業 無休 ○

119 小売店 ウォンツ西条御条店 東広島市西条御条町5-20 082-437-5407 9：00～22：00 なし ○ ○

120 小売店 ゆめマート西条 東広島市西条助実1189-1 082-431-5050 9：00～22：00 なし ○

121 小売店 カメラのサエダ　東広島店 東広島市西条昭和町12-46 082-493-6500 10：00～19：00 なし ○ ○

122 小売店 やまや西条店 東広島市西条上市町9-41 082-493-8521 10:00~21:30 年中無休 ○

123 小売店 ザグザグ 西条西本町店 東広島市西条西本町27番33号 082-421-2739 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

124 小売店 悠々サイクル 東広島市西条中央3-6-1渡部ビル2 070-8314-9619 10：00-19：00 金曜 ○

125 小売店 フレスタ西条店 東広島市西条中央4-1-1 082-424-0505 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

126 小売店 マツモトキヨシ　フレスタ西条店 東広島市西条中央4-1-1 082-493-8022 09:30～20:30 元旦 ○ ○
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127 小売店 イエローハット西条中央店 東広島市西条中央5-2-12 082-431-5002 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

128 小売店 ドラッグコスモス西条中央店 東広島市西条中央７丁目２－１４ 0824-31-4115 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

129 小売店 ローソン東広島西条東店 東広島市西条町下見4167-1 082-423-5411 24時間営業 なし ○ ○

130 小売店 くすりのレデイ　下見店 東広島市西条町下見4625-1 082-493-8870 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

131 小売店 ウォンツ西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇2850-1 082-493-8677 9：00～21：00 なし ○ ○

132 小売店 くすりのレデイ　東広島店 東広島市西条町御薗宇4302番地 082-493-5705 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

133 小売店 TAN TAN　東広島店 東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島１F 082-421-1065 10時～20時 なし ○

134 小売店 ラパックス ワールド東広島フジグラン 東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島１Ｆ 082-493-5182 9:00～21:00 無し ○ ○

135 小売店 フジグラン東広島 東広島市西条町御薗宇４４０５番地 082-431-5611
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 ○

136 小売店 ヒマラヤフジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇4405番地　フジグラン東広島2階 082-493-6200 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

137 小売店 エディオン東広島本店 東広島市西条町御薗宇4598-1 082-423-3211 １０：００～２０：００ なし ○ ○

138 小売店 テックランド 東広島店 東広島市西条町御薗宇5186-1 082-426-3200 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

139 小売店 ローソン東広島西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇6200-2 082-422-1565 24時間営業 なし ○ ○

140 小売店 ポイント東広島店 東広島市西条町御薗宇6490 082-431-4181

月～金：午前10時～午後9時

土曜：午前4時～午後9時

日曜･祝日：午前4時～午後8時

なし ○ ○

141 小売店 スーパードラッグひまわり東広島店 東広島市西条町御薗宇6508-1 082-422-0535 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

142 小売店 セブンイレブン東広島御薗宇坪内店 東広島市西条町御薗宇坪内５４７３－１ 082-423-3636 ０：００～２３：５９ なし ○

143 小売店 道の駅西条のん太の酒蔵 直売所 東広島市西条町寺家10020番地43 082-493-8131 9:00～20:30 なし ○ ○

144 小売店 ローソン東広島西条町寺家店 東広島市西条町寺家1817-1 082-437-5265 24時間営業 なし ○ ○

145 小売店 ウォンツ西条西店 東広島市西条町寺家3791-1 082-431-3611 9：00～22：00 なし ○ ○

146 小売店 マックスバリュ西条西店 東広島市西条町寺家３７９１番地１ 082-493-8020 7：00～23：30 なし ○ ○

147 小売店 ドラッグコスモス寺家店 東広島市西条町寺家５０１６－１ 0824-93-6818 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

148 小売店 はるやま広島西条店 東広島市西条町寺家5481-1 082-423-3629 10:00～20:00 なし ○ ○

149 小売店 くすりのレデイ　広島西条店 東広島市西条町寺家6586-12 082-493-8472 9：00～22：00 元旦のみ ○ ○

150 小売店 ケーズデンキ　東広島店 東広島市西条町助実1232番地 082-431-5511
10:00～21:00

当面の間、20時閉店となります。
2023/1/1 ○

151 小売店 セブンイレブン東広島三永店 東広島市西条町上三永1869番地 082-426-1107 24時間 なし ○

152 小売店 ミモザ西条店 東広島市西条町西条東1033 082-437-3360 10:00~21:00 2023/1/1 ○

153 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン学園店 東広島市西条町大字下見6-2-32ゆめタウン学園店内 0824-23-7455 9:30～20:00 年中無休 ○

154 小売店 ドラッグコスモス土与丸店 東広島市西条町土与丸１１９８－１ 0824-93-6668 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

155 小売店 DCM土与丸店 東広島市西条町土与丸五丁目６番１７号 082-493-5235 09:00～19:30
1月1日、1月2日、2

月7日
○ ○

156 小売店 廣島香月　ゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸1－5－7 082-424-8333 9：30～20：00 不定休 ○

157 小売店 サックスバー東広島 東広島市西条土与丸１－５－７ゆめタウン東広島２Ｆ 0824-93-5856 10:00～20:00 無し ○ ○

158 小売店 無印良品　ゆめタウン東広島 東広島市西条土与丸1-5-7ゆめタウン東広島別館2階 082-493-5822 10：00～20：00
ゆめタウン東広島に準

ずる
○

159 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸1丁目5-7ゆめタウン東広島店内 0824-21-1755 9:30～20:00 年中無休 ○

160 小売店 ゆめタウン東広島 東広島市西条土与丸一丁目5-7 082-423-1111
食品売場　9：00～21：00直営売場（食品売場

除く）9：30～20：00
なし ○

161 小売店 杉井酒舗 東広島市西条本町11-19 082-422-2671
０９：00～1８：３0（日曜日10：00～17：

00）
1月1日～3日 ○ ○

162 小売店 おみやげ街道西条 東広島市西条本町12-3 082-493-5516 10：00～20：00　(土日祝)9：00～19：00 なし ○ ○

163 小売店 セブンｰイレブン ハートインJR西条駅南口 東広島市西条本町12-3 082-493-6828 24時間営業 なし ○ ○
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164 小売店 マツモトキヨシ　西条駅店 東広島市西条本町12-3（JR西条駅内） 082-493-5150 10:00～20:00 なし ○ ○

165 小売店 白牡丹酒造見学室 東広島市西条本町１５－５ 082-422-2142 平日9:30～16:00　土日10:30～16:00
祝祭日・4月～10月の

第2・4土曜
○

166 小売店 亀齢酒造　万年亀舎 東広島市西条本町8-18 082-422-2171
平日　9：00～16：00

土日祝　10：30～16：00
不定休 ○

167 小売店 賀茂鶴酒造 見学室直売所 東広島市西条本町9-7 082-422-2122 9:00～18:00（土日祝10:00～18:00) 不定休 ○ ○

168 小売店 セブンイレブン東広島八本松米満店 東広島市八本松町米満５０１-１ 082-427-4710 24時間営業 年中無休 ○ ○

169 小売店 フタバ図書TSUTAYA　八本松店 東広島市八本松東３－１１－９ 082-420-1128 10:00～22:00 年中無休 ○

170 小売店 ウォンツ八本松店 東広島市八本松東7-8-10 082-427-0101 9：00～21：00 なし ○ ○

171 小売店 ドラッグコスモス八本松店 東広島市八本松東７丁目６－１１ 0824-97-4415 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

172 小売店 ゆめマート八本松 東広島市八本松東三丁目10番2号 082-427-1200
食品・衣料品売場　9：00～22：00　薬品売場

9：00～21：00
なし ○

173 理容・美容 りらくる東広島店 東広島市西条中央3-26-21 082-421-7655 9:00-24:00 無 ○

174 ガソリンスタンド (株)吉田石油店　ルート2東広島サービスステーション 東広島市西条町下三永60-1 082-426-0211 24時間(クーポン利用可能時間9：00～18：00) 年中無休 ○
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