
 廿日市市

【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12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 赤から廿日市宮島街道店 広島県廿日市市住吉1-3-37 0829-20-4129 17:00～24:00
年末年始12/31～

1/1
○

2 飲食店 あなご処　城山本店　さくら庵 広島県廿日市市宮島口1丁目10-7 0829-56-4901 10：00～18：00（土日曜日9：00～19：00） 不定休 ○

3 飲食店 あなごめしうえの　宮島口本店 広島県廿日市市宮島口1-5-11 0829-56-0006 9:00-19:00　9:00-18:00(水) 無し ○

4 飲食店 伊都岐珈琲etto 広島県廿日市市宮島口１丁目１１?８etto1F 0829-56-1212 10:00-18:00 無休 ○ ○

5 飲食店 伊都岐珈琲theterrace 広島県廿日市市宮島口１丁目１１?8etto2F 0829-56-1212 10:00-18:00 無休 ○ ○

6 飲食店 厳島BARL厳齋 広島県廿日市市宮島町860-7 0829-78-0793 10：00～20：00 不定休 ○ ○

7 飲食店 田舎茶屋わたや　大野店 広島県廿日市市前空5-1-19 0829-56-0100 11:00~22:00
年末年始

12/31~1/1
○

8 飲食店 田舎茶屋わたや　峠店 広島県廿日市市峠553 0829-40-0678 11:00~21:00
火曜日　（年末年始

12/31~1/1）
○

9 飲食店 イノクチ水産さかなや道場　広電廿日市駅前店 広島県廿日市市廿日市2-3ｰ6　マキノビル１F 0829-34-0277
日曜日～木曜日17:00～22:00　金曜・土曜・祝前

17:00～23:00
2022/01/01 ○ ○

10 飲食店 岩むら 広島県廿日市市宮島町464-1 0829-44-0554
11：00～15：00（土日祝祭11：00～16：

30）
木曜日 ○ ○

11 飲食店 インド料理ガネーシュ廿日市店 広島県廿日市市新宮1丁目9-34 082-931-3171 ○

12 飲食店 魚民 廿日市駅前店 広島県廿日市市駅前4-231階 0829-32-2988
月～木　17:00～2:00／金?土　17:00～3:00／

日?祝日　17:00～2:00
なし ○

13 飲食店 お好み焼　くらわんか 広島県廿日市市宮島町甲589の5 0829-44-2077 11:00～16:00 不定休 ○ ○

14 飲食店 お好み焼　michikusa　なかやん
広島県廿日市市大野1-1-27まちの駅ＡＤＯＡ大野ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

内
0829-54-0555 11:00～21:00

不定休(まちの駅ＡＤ

ＯＡ大野に準ずる)
○

15 飲食店 お好み焼まとちゃん 広島県廿日市市宮島町70-2 0829-78-1912 11：00～17：00（土曜日11：00～21：00） 火 ○ ○

16 飲食店 お好み焼きももちゃん 広島県廿日市市宮島町北之町浜553 0829-44-2100 10：00～17：00 不定休 ○

17 飲食店 お食事処　魚屋　田丸 広島県廿日市市大野1-1-27 080-3899-5976 11:00～21:00

不定休（まちの駅

ADOA大野に準ず

る）

○

18 飲食店 お食事処　大たに 広島県廿日市市宮島町１２ 0829-44-0364 11：00～16：30 不定休 ○ ○

19 飲食店 お食事処　快心友 広島県廿日市市宮島町中之町浜536-9 0829-44-1950 10:00～18:00 無 ○ ○

20 飲食店 お食事処　みやじまぐち 広島県廿日市市宮島口1-12-4 0829-56-1788
11:00～15:00(L.O14:30)/17:00～

22:00(L.O21:00)

火曜日(祝日の場合は

営業)
○ ○

21 飲食店 御食事処きらく 広島県廿日市市宮島町504-2 0829-44-0132 11：00~16：30 火曜日 ○ ○

22 飲食店 お食事処千代乃庵 広島県廿日市市宮島町滝町215-1 0829-44-0234 11:00～16:00 不定休 ○ ○

23 飲食店 お食事処とりい 広島県廿日市市宮島町大町1144 0829-44-2202 ８：３０～１７：００ なし ○ ○

24 飲食店 御食事処山一 広島県廿日市市宮島町1162-3 0829-44-2277 11:00～17:00 不定休 ○

25 飲食店 御茶処　沖みつ 広島県廿日市市宮島町中江町319-4 0829-44-0720 10：00～16：00 不定休 ○ ○

26 飲食店 牡蠣の門 広島県廿日市市宮島口1－11－8 0829-50-2222 10：00～18：00 年中無休 ○ ○

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。

※表中の店舗情報は、右記の日時点の情報となります。

　情報が変更される事もありますので、決済方法などを事前にお電話でご確認される事をお勧めいたします。

※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 かきの館寺岩 広島県廿日市市物見東一丁目１－３４ 0829-50-5517
10:00～17:00（平日）

10:00～20:00（土日祝）
不定休 ○

28 飲食店 牡蠣屋 広島県廿日市市宮島町539 0829-44-2747 10:00?17:00 不定休 ○ ○

29 飲食店 カクイチ横丁　宮島口店 広島県廿日市市宮島口１丁目11ー8　Etto１F 0829-30-7362 10:00?18:00 年中無休 ○ ○

30 飲食店 菓子処　きむら 広島県廿日市市宮島町592 0829-44-0041 10：00～18：00
不定休　火曜日か水

曜日
○

31 飲食店 菓匠茶屋　廿日市店 広島県廿日市市阿品3-1-1フジグランナタリー1階 0829-20-3636 9：00?21：00 なし ○

32 飲食店 ガスト安芸宮島 広島県廿日市市宮島口西１丁目３－３８ 0570-012-238 ○

33 飲食店 カナダカン 廿日市店 広島県廿日市市地御前1-23-27 0829-36-5551 11：00~22：00 なし ○ ○

34 飲食店 CAFE　HAYASHIYA 広島県廿日市市宮島町504-5 080-1932-0335 11：00～17：00（L.o.16:20） 火曜不定休　水曜日 ○ ○

35 飲食店 CAFE ROB 広島県廿日市市宮島口1-10-11　レアルマーレ2階 0829-30-9020
11:00~18：00　L.O/店内17：00　テイクアウト

17：30
毎週月 ○ ○

36 飲食店 CafeDiningBar fudoki 広島県廿日市市宮島口１－２－２４ 0829-56-2830 11：00～15：30/18：00～22：00 火曜日+不定休 ○ ○

37 飲食店 Cafe　Lente 広島県廿日市市宮島町1167-3 0829-44-1204 11：00～17：00 水・木 ○ ○

38 飲食店 カルビ大陸廿日市店 広島県廿日市市地御前1－10 0829-20-3660 11：30～15：0017：00～22：00 2022/01/01 ○ ○

39 飲食店 喫茶しま 広島県廿日市市宮島町588 0829-44-2672 8:30~17:00 水曜日不定休あり ○ ○

40 飲食店 ぎゃらりぃ宮郷 広島県廿日市市宮島町幸町東表４７６ 0829-44-2608 10:00～18:00 水曜日 ○ ○

41 飲食店 清盛茶屋 広島県廿日市市宮島町官有無番地 0829-44-0757 10：30～17：00 不定休 ○ ○

42 飲食店 錦水館 広島県廿日市市宮島町1133 0829-44-2131 24時間（電話受付　9:00～21:00） 不定休 ○ ○

43 飲食店 グローバルリゾート弥山 広島県廿日市市物見東1丁目1番24号 0829-55-0261 なし ○ ○

44 飲食店 ゲブラ 広島県廿日市市宮島町528-3 0829-44-2747 10:00?17:00 不定休 ○ ○

45 飲食店 珈琲創庫　安芸の宮島店 広島県廿日市市宮島町280　やまむら商店内 0829-44-2175 10：00～18：00 不定期休 ○ ○

46 飲食店 COCONA　anco 広島県廿日市市宮島町490 0829-20-5670 10：00～17：00 なし ○ ○

47 飲食店 COCONA　本店 広島県廿日市市宮島口1-12-5 0829-20-5670 10：00～17：00 なし ○ ○

48 飲食店 桜まる 広島県廿日市市宮島町510-2 080-5232-3960 11:00-16:00 不定休 ○

49 飲食店 sarasvati 広島県廿日市市宮島町407 0829-44-0611 11:30-16:00 不定休 ○ ○

50 飲食店
山陽自動車道 宮島サービスエリア(下り線) (株)広電宮

島ガーデン
広島県廿日市市上平良293 0829-38-0880 売店　24時間営業 無し ○ ○

51 飲食店 Gelateria&Factory Loop 広島県廿日市市宮島口1-3-29 0829-30-6811 11:00~17:00 不定休 ○

52 飲食店 汐まち庵1階　汐まち寿司つるみ 広島県廿日市市宮島町73－2 0829-44-0008 11:30~15:00　17:00~21:00 水曜日 ○ ○

53 飲食店 芝居茶寮水羽 広島県廿日市市宮島町大町1-2 0829-44-1570 10:00～1７:00 不定休 ○ ○

54 飲食店 旬菜しゃぶ重　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2－2－1ゆめタウン廿日市1F 0829-34-4321 11:00～21:00 施設に準ずる ○ ○

55 飲食店 笑福　宮島店 広島県廿日市市宮島町港町1162-6 0829-44-0411 10：30～19：30（冬季10：00～18：00） 不定休 ○ ○

56 飲食店 信州そば処そじ坊　廿日市ゆめタウン 広島県廿日市市下平良二丁目2-1ゆめタウン廿日市１Ｆ 0829-34-0063 11：00～22：00 施設に準ずる ○

57 飲食店 杉養蜂園　宮島店 広島県廿日市市宮島町589-6 0829-44-1338 9：00～17：45 なし ○ ○

58 飲食店 スシロー廿日市店 広島県廿日市市串戸5-1-28 0829-34-1071 11時00分～23時00分 なし ○

59 飲食店 瀬戸内グリルじぱんぐ 広島県廿日市市宮島町中江町306-1 090-2007-6109 11:00~22:00 不定 ○ ○

60 飲食店 素の間 広島県廿日市市宮島町389-1 070-8930-3714 11:00 ~ 17:00
火・水・木　※多客時

は営業する場合あり
○ ○

61 飲食店 武田風林亭 広島県廿日市市宮島町中之町浜５３６ 0829-44-2063 11:30~16:00
火曜日(祝日場合は

営業)
○ ○

62 飲食店 たち花 広島県廿日市市宮島町566-1 0829-44-0240 10:30~16:30 金曜日 ○ ○

63 飲食店 ChineseDining Bar JiJI 広島県廿日市市宮島口1-3-16 0829-20-5465 17:00~23:00 日曜日 ○ ○

64 飲食店 茶屋わたや 広島県廿日市市宮島口1-9-8 0829-56-0555 11:00~15:00　17:00~22:00 年中無休 ○ ○

65 飲食店 ちんちくりん宮島口店 広島県廿日市市宮島口1丁目11-8 0829-30-8737 11：00～19：00 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

66 飲食店 津田清風堂 広島県廿日市市宮島町５３６番地１ 0829-44-0232 10：00～17：30 なし ○ ○

67 飲食店 TeaWay　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目2-1　1階 0829-20-5209 10：00~21：00 年中無休 ○ ○

68 飲食店 D's Sweet Marche　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2－2－1ゆめタウン廿日市3F 0829-34-1205 11:00～21:00　(20:30オーダーストップ） 施設に準ずる ○

69 飲食店 鉄板ステーキろく丘ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良２丁目２－１ゆめタウン廿日市１F 0829-20-5967 11：00～21：00 不定休 ○ ○

70 飲食店 鉄板焼　お好み焼　花子　宮島口店 広島県廿日市市宮島口1-12-7おおのや旅館 1F 0829-30-8758 11：00～22：00 木曜日 ○ ○

71 飲食店 天心閣 広島県廿日市市宮島町413 0829-44-0611 13:00-17:00 水・木 ○ ○

72 飲食店 天扇 広島県廿日市市宮島町810－1 0829-44-1233 11:30~14:00　17：00～22：00 水曜日 ○ ○

73 飲食店 徳川廿日市店 広島県廿日市市下平良2-1-22 0829-32-1111 AM11:00～AM24：00
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

74 飲食店 ドラゴンレッドリバー　ゆめタウン廿日市 広島県廿日市市下平良2-1-66　ゆめタウン廿日市1F 0829-30-8310 11：00～21：00 施設休業日による ○

75 飲食店 とんかつ新宿さぼてん　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市１Ｆ 0829-20-5875 11：00～21：00（ラストオーダー20：00） 館に準ずる ○

76 飲食店 長崎ちゃんめん　廿日市店 広島県廿日市市桜尾本町906-1 0829-32-8619 11:00～22:00 なし ○

77 飲食店 那かむらゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市１F 050-8883-0412 11:00?21:00(L.o.20:30) なし ○ ○

78 飲食店 庭カフェ御山 広島県廿日市市宮島町５２７－２ 0829-44-2777 11:00~20:30
火曜日(臨時休業あ

り)
○ ○

79 飲食店 グランヴィリオホテル宮島-和蔵-　バーラウンジ瀬戸 広島県廿日市市宮島口西1-1-38 050-5576-8003 ○ ○

80 飲食店 BACCANO 広島県廿日市市宮島町幸町西浜435-3 0829-44-2880 11:00～17:00 不定休 ○

81 飲食店 HANAIKADA 広島県廿日市市沖塩屋4-4-51 0829-20-5586 11：30～14：00　17：00～21：00 不定休 ○ ○

82 飲食店 百菜ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-1317-30 050-8883-5734 11:00~21:00 なし ○ ○

83 飲食店 広島ラーメン椛 広島県廿日市市宮島口１丁目１１?８etto 2階 0829-30-6557
11：00～19：00

(10/16～11/30は20時まで営業)
年中無休 ○ ○

84 飲食店 フクヤ 広島県廿日市市宮島町浜之町８５５－１ 0829-44-0217 11:00～17:00 不定休 ○ ○

85 飲食店 藤い屋　宮島本店 広島県廿日市市宮島町1129 0829-44-2221 9：30～17：00 なし ○ ○

86 飲食店 プチ平家 広島県廿日市市宮島町52 0829-44-0300 11：00～16：00 不定休 ○ ○

87 飲食店 プリムベェール 広島県廿日市市宮島町463-1 0829-44-1661 10:30~17:00 不定休 ○ ○

88 飲食店 ホテル宮島別荘 広島県廿日市市宮島町1165 0829-44-1180 チェックイン15：00　チェックアウト11：00 不定休 ○ ○

89 飲食店 まいどおおきに廿日市食堂 広島県廿日市市地御前1-27-1 0829-20-5585 6：00～23：00 年中無休 ○

90 飲食店 マリオ　ディ　マーレ 広島県廿日市市阿品3-1-2 0829-20-3233 11:00～22:00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

91 飲食店 水羽荘 広島県廿日市市宮島町西大西町 0829-44-0173 10:30～1６:00 不定休 ○ ○

92 飲食店 みっちゃん総本店　廿日市ゆめタウン店 広島県廿日市市下平良２－２－１ 0829-30-8966 １１：００－２１：００ なし ○ ○

93 飲食店 MIYAJIMA CAF? 広島県廿日市市宮島口1-9-8 0829-56-0555 11:00~21:00 年中無休 ○ ○

94 飲食店 宮島いちわ 広島県廿日市市宮島町532番地 0829-30-8484 11:30～16:30
月曜日、団体食事あ

る時は不定休
○ ○

95 飲食店 みやじまぐちの想い出shop epilo 広島県廿日市市宮島口1-5-11 080-3879-0016 10:30~18:00(土日祝10:30~19:00) 不定休 ○ ○

96 飲食店 宮島珈琲 広島県廿日市市宮島町464-3 0829-44-0056
9:00-18:00

時期により異なる
無し ○ ○

97 飲食店 宮島サービスエリア上り線 広島県廿日市市上平良広池297-9 0829-38-0241 24時間 なし ○ ○

98 飲食店 みやじま食堂 広島県廿日市市宮島町590-5 0829-44-0321 11：00～20：00 年中無休 ○ ○

99 飲食店 宮島鮨まいもん 広島県廿日市市宮島口1-8-14 0829-20-5157
11：00～14：00 （Ｌ.Ｏ13：30）

17：00～22：00 （Ｌ.Ｏ21：00）
水 ○ ○

100 飲食店 みやじま華屋敷 広島県廿日市市宮島町531-2 0829-44-0180 10：00～19：00 なし ○ ○

101 飲食店 宮島BAL　蔵　Vitto 広島県廿日市市宮島町1165 0829-44-2193 9：00～23：00　ラストオーダー　22：30 不定休 ○ ○

102 飲食店 MIYAJIMA　BREWERY　ビアスタンド 広島県廿日市市宮島町459-2 0829-40-2607 12：30～17：00（土日祝11：30～17：00） 年中無休 ○ ○

103 飲食店 MIYAJIMA　BREWERY　レストラン 広島県廿日市市宮島町459-2 0829-40-2607 12:30～15:00（土日祝11：30～15：00） 水・木（不定休） ○ ○
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104 飲食店 ミヤシ?マヘ?ース 広島県廿日市市宮島町310 090-2567-4417 11:00～16:00、19:00～21:00 木 ○ ○

105 飲食店 宮島りらっくま茶房飲食 広島県廿日市市宮島町537番地 0829-30-7834
10：30～17：30　（12/6～3/5の期間　10：30

～17：00）
年中無休 ○ ○

106 飲食店 みやじマリンキッチン 広島県廿日市市宮島町10-3 0829-40-2055 9：00～16：30 無休 ○

107 飲食店 宮島レ・クロ 広島県廿日市市宮島町527-1 0829-30-7196 11：30～20：00 不定休 ○

108 飲食店 三遊姫 広島県廿日市市宮島町幸町西浜459-7 0829-44-2798 10：00～16：30 不定休 ○

109 飲食店 目利きの銀次 廿日市駅前店 広島県廿日市市駅前4-232階 0829-31-5988
月～木　17:00～0:00／金・土　17:00～0:00／

日?祝日　17:00～0:00
なし ○

110 飲食店 紅葉堂　etto店 広島県廿日市市宮島口1-11-8　etto１F 0829-56-1234 10:00~18:00 無休 ○ ○

111 飲食店 紅葉堂　弐番屋 広島県廿日市市宮島町512-1 0829-44-1623 9：30～17：30頃（季節により変動有） 不定休 ○ ○

112 飲食店 (株)もみじの木 広島県廿日市市宮島口1-5-10 0829-56-0515 10:30～15:00　17:00～22:00 月曜日 ○

113 飲食店 焼がきのはやし 広島県廿日市市宮島町505-1 0829-44-0335 10：30～17：00（L.o.16:30） 水曜日　祝日除く ○ ○

114 飲食店 焼肉ぐりぐり家 ＰＲＥＭＩＵＭ ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良２?２?１ゆめタウン廿日市１Ｆ 0829-20-4029 11：00～21：30 なし ○ ○

115 飲食店 や台ずし廿日市駅前町 広島県廿日市市駅前4-21 0829-32-7722 16：00～23：00 無 ○ ○

116 飲食店 宿屋食堂＆バー まめたぬき 広島県廿日市市宮島町1133 0829-44-2152
昼）11：00～15：00　ラストオーダー14：30夜）

17：00～21：00　ラストオーダー20:30
不定休 ○ ○

117 飲食店 山代屋 広島県廿日市市宮島町102 0829-44-0258 11：30～15：00 不定休 ○

118 飲食店 大和珈琲 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市1F 0829-30-9911 9：00-21：00 無 ○

119 飲食店 大和屋 広島県廿日市市宮島町１６ 0829-44-2353 11：00～16：00 不定休 ○ ○

120 飲食店 湯屋わたや 広島県廿日市市宮浜温泉2-2-1 0829-50-0808 11:00~21:00

毎月第3火曜日（第

3火曜日が祝日の場

合は翌日が休業）

○ ○

121 飲食店 瑠羽樹 広島県廿日市市宮島町中江町319-3 0829-44-2700 9:00-16:30 不定休 ○

122 飲食店 和ダイニングIppo
広島県廿日市市大野1丁目10-16　グローバルリゾート

ONOdeLUNE1F
0829-54-2022 昼11:30~14:00 夜17:00~22:00

月(祝日の場合は翌火

曜)
○ ○

123 タクシー 有限会社津田交通 広島県廿日市市津田4771 0829-72-0338 9:00~17:00 無 ○ ○

124 旅館・ホテル 安芸グランドホテル&SPA 広島県廿日市市宮島口西1-1-17 0829-56-0111
ランチ(11:30～14:00 L.O.13:00) ディナー

(17:00～21:00 L.O. 20:00)
なし ○ ○

125 旅館・ホテル 潮原温泉松かわ 広島県廿日市市吉和391-3 0829-77-2224 10時～20時 毎週月・火曜日 ○ ○

126 旅館・ホテル おうちホテル廿日市駅前 広島県廿日市市平良山手3-25 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

127 旅館・ホテル おうちホテル宮島口 広島県廿日市市宮島口4丁目3-52-3 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

128 旅館・ホテル おもてなしホステル宮島 広島県廿日市市地御前5丁目15-10 0829-36-3677 6時～24時 なし ○ ○

129 旅館・ホテル KIYOMORI 広島県廿日市市宮島町730-9 050-3561-5322 24時間 なし ○ ○

130 旅館・ホテル グランヴィリオホテル宮島-和蔵-　　お土産処「もみじ」 広島県廿日市市宮島口西1-1-37 050-5576-8002 08時~21時 ○ ○

131 旅館・ホテル 聚景荘 広島県廿日市市宮島町50 0829-44-0300 24時間 不定休 ○ ○

132 旅館・ホテル 庭園の宿石亭 広島県廿日市市宮浜温泉３丁目５－２７ 0829-55-0601 10:00～19:00 不定休 ○ ○

133 旅館・ホテル Bar & Hotel Colors MIYAJIMA 広島県廿日市市宮島口１丁目8-11 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

134 旅館・ホテル HEM’S HOTEL 広島県廿日市市宮島町662 070-8527-1228 カフェ（11:00~16:00) 宿泊（16:00~21:00)
カフェ（月?水）　宿

泊（不定休）
○ ○

135 旅館・ホテル ペンションあんばらんす 広島県廿日市市宮浜温泉2-13-12 0829-55-1883 17:00～10:00 不定休 ○ ○

136 旅館・ホテル ホテル菊乃家 広島県廿日市市宮島町335 0829-40-2400 ７：00～23：00 なし ○ ○

137 旅館・ホテル ホテルみや離宮 フロント 広島県廿日市市宮島町849 0829-44-2111 24時間

年中無休※天候状況

によって変わることがあり

ます。

○

138 旅館・ホテル 宮島シーサイドホテル 広島県廿日市市宮島町967 0829-44-0118 7:00～21:00 不定休 ○ ○

139 旅館・ホテル 宮島しろ 広島県廿日市市宮島町46-2 082-909-2847 24時間 なし ○ ○
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140 旅館・ホテル みやじま杜の宿 広島県廿日市市宮島町大元公園内 0829-44-0430 7：00～21：30
年中無休（メンテナン

ス日あり）
○ ○

141 旅館・ホテル 宮島山一別館 広島県廿日市市宮島町1162-4 0829-44-0700 11:00～20:00 不定休 ○

142 旅館・ホテル 宮浜温泉　旅館かんざき 広島県廿日市市宮浜温泉1-21-42 0829-55-0030 13：00～21：00（日帰り入浴） 不定休 ○ ○

143 旅館・ホテル 宮浜グランドホテル 広島県廿日市市宮浜温泉2丁目5-4 0829-55-2255 7：00～22：00 不定休 ○ ○

144 旅館・ホテル 民宿　かまだ 広島県廿日市市宮島町１１６６ 0829-44-0406 チェックイン　15:00～ なし ○ ○

145 旅館・ホテル 女鹿平温泉クヴェーレ吉和 広島県廿日市市吉和4291 0829-77-2277 11:00~19:00 月曜日 ○ ○

146 旅館・ホテル リブマックスリゾート安芸宮島 広島県廿日市市宮島町魚之棚町634 0829-40-2882 ２４時間 なし ○ ○

147 旅館・ホテル リブマックスリゾート安芸宮浜温泉 広島県廿日市市宮浜温泉2-6-18 0829-54-2777 24時間 なし ○ ○

148 旅館・ホテル リブマックスリゾート宮浜温泉ocean 広島県廿日市市宮浜温泉2-13-10 0829-50-0070 24時間 なし ○ ○

149 宿泊施設に準ずる施設 宮島　離れの宿　IBUKU別邸 広島県廿日市市宮浜温泉１丁目２１－４８ 0829-50-0129 ○ ○

150 宿泊施設に準ずる施設 宮島　離れの宿　IBUKU本館 広島県廿日市市宮浜温泉１丁目２１－４８ 0829-50-0129 ○ ○

151 宿泊施設に準ずる施設 宮島グランドホテル有もと 広島県廿日市市宮島町南町３６４ 0829-44-2411
8:00~11:00

15:00~20:30
なし ○ ○

152 宿泊施設に準ずる施設 宮島コーラルホテル 広島県廿日市市宮島口１－９－８ 0829-56-0555 ○ ○

153 その他運送サービス 人力車えびす屋宮島 広島県廿日市市宮島町556-3 0829-44-1944 9：00～17：00（季節で変動あり） なし ○ ○

154 その他運送サービス 宮島ロープウエー 広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園内　官有無番地 0829-44-0316 9:00～16:00　（下り最終16:30）
年二回　定期点検期

間あり
○

155 スポーツ 酒と器　久保田 広島県廿日市市宮島町481　（町家通り） 0829-44-2228 9：00-18：00 なし ○ ○

156 小売店 アバンセゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良二丁目2番1号 0829-20-4500 9:00～21:00 ○

157 小売店 アルク廿日市店 広島県廿日市市新宮一丁目9番34号 0829-34-0920 9：30～24：00 年始1/1～1/2 ○

158 小売店 石ころ館　宮島 広島県廿日市市宮島町462 0829-40-2505 9：30～17：30 なし ○ ○

159 小売店 ikkaゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良二丁目2-1　ゆめタウン廿日市2F 0829-34-0585 10:00～21:00 年中無休 ○

160 小売店 厳島劇場 広島県廿日市市宮島町279-1 0829-44-0133 ８：００～17：00 なし ○ ○

161 小売店 岩むら 広島県廿日市市宮島口1丁目10-8 0829-56-0005 9:00～19:00 火曜日　水曜日 ○

162 小売店 （株）岩村菓子舗 広島県廿日市市宮島口1-5-13 0829-56-0205 8：00～19：30 水 ○ ○

163 小売店 有限会社岩村もみじ屋 広島県廿日市市宮島町304-1 082-944-0207 9：00～17：00 水曜 ○ ○

164 小売店 ウォンツ大野店 広島県廿日市市大野中央5-1-45 0829-50-5580 9：00～22：00 なし ○ ○

165 小売店 ウォンツ大野早時店 広島県廿日市市大野早時3406-25 0829-50-2080 9：00～22：00 なし ○ ○

166 小売店 ウォンツ佐方店 広島県廿日市市佐方4-2-20 0829-20-1027 9：00～22：00 なし ○ ○

167 小売店 ウォンツJA広島総合病院前店 広島県廿日市市地御前一丁目10番34号 0829-30-8907 9：00～22：00 なし ○ ○

168 小売店 ウォンツ鷹の巣店 広島県廿日市市永原1241 0829-40-0177 9：00～21：00 なし ○ ○

169 小売店 ウォンツ廿日市新宮店 広島県廿日市市新宮1-9-34 0829-34-0120 9：30～22：00 なし ○ ○

170 小売店 ウォンツハローズ宮内店 広島県廿日市市宮内4452番 0829-37-2177 9：00～21：00 なし ○ ○

171 小売店 ウォンツファーマーズみやうち店 広島県廿日市市宮内4-12-44 0829-20-4517 9：00～22：00 なし ○ ○

172 小売店 ウォンツ宮内店 広島県廿日市市宮内4479 0829-37-0027 9：00～22：00 なし ○ ○

173 小売店 エディオン廿日市店 広島県廿日市市新宮1-9-34 0829-32-1115 １０：００～２０：００ なし ○ ○

174 小売店 大野漁協直売所 広島県廿日市市宮島口1-11-1 080-1900-6341
10：00～1８：00（土日曜日・祝日10：00～１

９：00）
なし ○ ○

175 小売店 おきな堂 広島県廿日市市宮島口1丁目10-7 0829-56-0007 10:00~18:15

通常木曜日（1日・祝

日が木曜にあたる場合

は振替あり）

○ ○

176 小売店 おみやげ街道宮島 広島県廿日市市宮島町1162-18 0829-40-2936 8：00～18：00 なし ○ ○

177 小売店 おみやげ街道宮島口 広島県廿日市市宮島口1-3-23 0829-50-1788 6：30～21：00 なし ○ ○

178 小売店 おみやげ街道宮島口ターミナル 広島県廿日市市宮島口1丁目11番1号 0829-50-1020 7：20～19：30 なし ○ ○
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179 小売店 おみやげハウスさとう 広島県廿日市市宮島町下中西110 0829-44-0322 9:00～17:00 不定休 ○ ○

180 小売店 開運処仁舎　宮島店 広島県廿日市市宮島町中之町浜1131 0829-44-1516
10：00～18：00（12/6～3/5の期間　10：00

～17：30）
年中無休 ○ ○

181 小売店 楓乃樹 広島県廿日市市宮島口1丁目11-8 0829-20-4084 9:00~19:00 無 ○

182 小売店 株式会社佐久間海産商会 広島県廿日市市宮島口1-1-13 0829-56-0236 ９：００～１７：００ なし ○ ○

183 小売店 株式会社やまだ屋 etto店 広島県廿日市市宮島口1-11-8 0829-56-2100 10:00～18:00
ettoの休業日に準じま

す
○

184 小売店 株式会社やまだ屋 おおのファクトリーショップ 広島県廿日市市沖塩屋2-10-52 080-3879-4871 8:30～18:00 年中無休 ○

185 小売店 株式会社やまだ屋 廿日市 tina court 店 広島県廿日市市新宮1-9-34 0829-34-3035 9:30～17:00
tina courtの休業日

に準じます
○

186 小売店 株式会社やまだ屋 宮島本店 広島県廿日市市宮島町835-1 0829-44-0511 9:00～18:00※変更の可能性あり。HPを要チェック。 年中無休 ○

187 小売店 宮島焼圭斉窯 広島県廿日市市宮島口1丁目7-9 0829-56-0038 9:00～18:00
水・年末年始12/30

～1/3
○ ○

188 小売店 観光センター　鳥居屋 広島県廿日市市宮島町４９２番地 0829-44-2200 ８：３０～１７：００ なし ○ ○

189 小売店 きじま商店 広島県廿日市市宮島町甲４５９番地 0829-44-0252 09：00～19：00 不定休 ○

190 小売店 木村ほてい堂 広島県廿日市市宮島町459-9 0829-44-0407 10:00～18:00 水曜日 ○ ○

191 小売店 木村屋 広島県廿日市市宮島町838 0829-44-0187 10:00~17:00 不定休 ○

192 小売店 九州屋 広島県廿日市市宮島町840-2 0829-44-0555 9:00~17:30 不定休 ○

193 小売店 喜来々宮島店 広島県廿日市市宮島町590-2 0829-44-2450
10：00～18：00（12/6～3/5の期間　10：00

～17：30）
年中無休 ○ ○

194 小売店 クスリ岩崎チェーン　広島廿日市店 広島県廿日市市住吉１丁目６－２４ 082-934-4755 9:00-21:00 年始のみ ○

195 小売店 グランサックス廿日市ゆめタウン 広島県廿日市市下平良２－２－１　ゆめタウン廿日市１Ｆ 0829-34-4650 10:00～21:00 無し ○ ○

196 小売店 小林一松堂 広島県廿日市市宮島町470-2 0829-44-0067 9:00~18:00 不定休 ○ ○

197 小売店 小林物産店 広島県廿日市市宮島町甲844-2 0829-44-0138 9：00～17：30 不定休 ○ ○

198 小売店 ザ・ビッグ宮内店 広島県廿日市市宮内字北山１２６８－１ 0829-38-1000 8：00～21：00 なし ○ ○

199 小売店 佐伯屋 広島県廿日市市宮島町406 0829-44-0243 10：00～17：00 水曜日 ○ ○

200 小売店 坂本菓子舗 広島県廿日市市宮島町４５５番地 0829-44-0380 9:00~17:00 不定休 ○ ○

201 小売店 佐々木八重子の店 広島県廿日市市宮島町389-2 0829-44-0212 10：00～17：00 不定休 ○ ○

202 小売店 茶和々宮島店 広島県廿日市市宮島町553-5 0829-40-2888
10：00～18：00（12/6～3/5の期間　10：00

～17：30）
年中無休 ○ ○

203 小売店 サンキューマートゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目2-1ゆめﾀｳﾝ廿日市3F 070-8782-2315 10:00～21:00 施設に準ずる ○

204 小売店 讃美牡蠣 広島県廿日市市宮島口１－１１－１ 0829-30-7610 9:00  ~18:00（土日祝日10:00~19:00） なし ○ ○

205 小売店 しかとレモン 宮島店 広島県廿日市市宮島口1-11-8etto内1階 0829-30-6565 10:00～18:00 無し(施設に準ずる) ○ ○

206 小売店 島旨PAN 広島県廿日市市宮島町1165 0829-70-9002 9：00～17：00　※変動あり 不定休 ○ ○

207 小売店 島ごころ　宮島口店 広島県廿日市市宮島口一丁目１１－８ 0829-30-6318
当面 １０：００～１８：００

(通常 ９：００～１９：００)
原則、年中無休 ○ ○

208 小売店 杓子の家 広島県廿日市市宮島町488番地 0829-44-0084 10：00～16：30 水曜日 ○

209 小売店 JINS　ゆめタウン廿日市店
広島県廿日市市下平良2丁目2番1 号  ゆめタウン廿日市　3

階
0829-32-9558 9:00～21:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

210 小売店 スーパードラッグひまわり陽光台店 広島県廿日市市陽光台三丁目1番2 0829-30-6340 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

211 小売店 セブン-イレブン　廿日市陽光台店 広島県廿日市市陽光台５丁目１３－４ 0829-20-2927 ２４時間営業 年中無休 ○

212 小売店 セブンイレブン広島宮島口 広島県廿日市市宮島口１丁目12番３号 0829-56-0417 24時間営業 年中無休 ○ ○

213 小売店 セブンｰイレブン キヨスクJR廿日市駅 広島県廿日市市駅前1-1 082-934-0301 6：30～22：00 なし ○

214 小売店 だいこん屋 広島県廿日市市宮島町461-1 0829-44-2161 8:30~17:00 不定休 ○ ○

215 小売店 大伸堂 広島県廿日市市宮島口1-4-11 0829-56-0380 9:00~21:00 火 ○ ○
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216 小売店 高津堂 広島県廿日市市宮島口西2丁目６番２５号 0829-56-0234 8：00～18：00 年中無休 ○

217 小売店 CHELSEA New York ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-1ゆめタウン廿日市店２F 区画208 0829-30-6337 10：00～21：00 なし ○

218 小売店 Child's garden 広島県廿日市市地御前3丁目12-16 0829-59-2883 11：00～18：00 水曜日（不定休） ○

219 小売店 Chopper Chop Shop 広島県廿日市市宮島町1128-7 090-8718-8965 10：30～17：30 不定休 ○ ○

220 小売店 津田商店 広島県廿日市市宮島町95-1 0829-44-0567 9:00～19:00 水曜日 ○

221 小売店 つただに仙岳堂 広島県廿日市市宮島町357 0829-44-0231 10：00～17：00 不定休 ○ ○

222 小売店 津田屋 広島県廿日市市宮島町843-3 0829-44-0682 9:00～18:00 水曜日 ○

223 小売店 ドラッグコスモス阿品店 広島県廿日市市阿品２丁目２６－１６ 0829-36-4151 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

224 小売店 ドラッグコスモス大野店 広島県廿日市市大野棚田1509 0829-50-5388 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

225 小売店 ドラッグコスモス佐方店 広島県廿日市市城内１丁目２－２１ 0829-34-3880 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

226 小売店 株式会社中丸勝啓本店 広島県廿日市市宮島町1128-5 0829-44-2215 ９：００～１７：００ 不定休 ○

227 小売店 ニューヤマザキデイリーストア　廿日市市役所売店 広島県廿日市市下平良1-11-1 0829-31-6650 8:00~19:00　8:00~15:00(土・日・祝) 年末年始 ○ ○

228 小売店 廿日市ロフト 広島県廿日市市下平良2-2-1ゆめタウン廿日市2階 0829-31-6210 10：00～21：00
ゆめタウン廿日市に準

ずる
○

229 小売店 バッケンモーツアルトナタリー店 広島県廿日市市阿品3-1-1フジグランナタリー店内 0829-36-5339 9:00～21:00 年中無休 ○

230 小売店 バッケンモーツアルト廿日市店(アウトレット) 広島県廿日市市木材港北15-24 0829-34-4324 10:00～20:00 年中無休 ○

231 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目2-1ゆめタウン廿日市店内 0829-20-5441 9:00～21:00 年中無休 ○

232 小売店 バッケンモーツアルトわいず亭フジナタリー店 広島県廿日市市阿品3-1-1フジグランナタリー店内 0829-36-5035 9:00～21:00 年中無休 ○

233 小売店 はつこいマーケット（はつかいち観光協会） 広島県廿日市市宮島口一丁目11-1 0829-30-8021 10：00～19：00 年中無休 ○

234 小売店 はるやま廿日市店 広島県廿日市市地御前1-23-32 0829-36-2720 ○ ○

235 小売店 風籟堂　宮島店 広島県廿日市市宮島町５８９－６ 072-807-5337 9：00～18：00 不定休 ○ ○

236 小売店 風籟堂　もみじサンド＆レモン店 広島県廿日市市宮島町３８９－２　佐々木八重子の店　左 072-807-5337 9：00～18：00 不定休 ○ ○

237 小売店 風籟堂　紅葉谷店 広島県廿日市市宮島町３８９－２　佐々木八重子の店　右 072-807-5337 9：00～18：00 不定休 ○ ○

238 小売店 藤い屋　宮島口店 広島県廿日市市宮島口1-12-1 0829-56-3638 10：00～17：00 なし ○ ○

239 小売店 藤い屋　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1 0829-30-6752 10：00～20：00 なし ○ ○

240 小売店 フジグランナタリー 広島県廿日市市阿品三丁目１番１号 0829-20-3311
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 ○

241 小売店 フジ廿日市店 広島県廿日市市城内二丁目１４番１０号 0829-20-5190 9：00～22：00まで。 なし ○

242 小売店 フジヤ物産店 広島県廿日市市宮島町108番地 0829-44-0142 9:00~17:00 無休 ○

243 小売店 branshes　シュシュゆめタウン廿日市店
広島県廿日市市下平良2丁目２番－１号　ゆめタウン廿日市

3F
0829-30-8785 10：00-21：00 施設休館日に準ずる ○

244 小売店 Francfranc　廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目2番1号ゆめタウン廿日市1階 03-4216-4021 10:00～21:00 無休 ○

245 小売店 フレスタ廿日市住吉店 広島県廿日市市住吉1丁目2-45 0829-34-2789 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

246 小売店 bakery sora 広島県廿日市市対厳山2丁目14-10 0829-30-8728 平日9:00～18:00土日祝8:00～18:00 水・木 ○ ○

247 小売店 ホームプラザナフコ阿品店 広島県廿日市市阿品台３丁目２－１ 0829-37-3811 8：30～20：00 2022/01/01 ○ ○

248 小売店 ボストン　ザ・ビッグ宮内店 広島県廿日市市宮内1268-1 0829-38-2294 9:00~20:00 無 ○

249 小売店 ボストン　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-11F 0829-31-6131 9:00~20:00 無 ○

250 小売店 北海道うまいもの館 ゆめタウン廿日市店
広島県廿日市市下平良2-1ゆめタウン廿日市店１階 区画

131
0829-30-6228 10：00～21：00 なし ○

251 小売店 ぽっちり 宮島店 広島県廿日市市宮島町中之浜504-2 0829-20-4025
10:00～17:30

冬期平日 10:00～17:00
無し ○
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252 小売店 ホテルみや離宮 売店 広島県廿日市市宮島町849 0829-44-2111 8：00～19：00

年中無休※天候状況

によって変わることがあり

ます。

○

253 小売店 まちの駅ＡＤＯＡ大野 広島県廿日市市大野1-1-27 0829-54-3280 9:00～18:00

年中無休(一部の店

舗不定休)ＨＰにてご

確認下さい。

○ ○

254 小売店 マックスバリュ佐伯店 広島県廿日市市友田５６３ 0829-74-3555 7：00～22：00 なし ○ ○

255 小売店 マツモトキヨシ　ピュアークック青葉台店 広島県廿日市市宮島口上2丁目20-13 0829-50-2130 09:00～21:00 なし ○

256 小売店 株式会社　まる福物産 広島県廿日市市宮島町520-1 0829-44-0550 9：30～16：30 ○ ○

257 小売店 宮島御砂焼　対厳堂 広島県廿日市市宮島口1-3-39 0829-56-0027 10：30～17：30 水曜日 ○

258 小売店 宮島観光協会桟橋売店 広島県廿日市市宮島町1162-18 0829-44-2011 9:00～18:00 無し ○ ○

259 小売店 宮島工芸製作所 広島県廿日市市宮島町617 0829-44-0330 8：00～17：00
日（年末年始12/30

～1/5）
○ ○

260 小売店 宮島しゃも絵工房シカタ店 広島県廿日市市宮島町表参道589-2 090-2801-7836 10：00～17：00
火曜日・水曜日・金曜

日
○ ○

261 小売店 宮島醤油屋本店 広島県廿日市市宮島町中之町表504-6 0829-44-0113 10時-17時 不定休 ○

262 小売店 宮島水族館ミュージアムショップ 広島県廿日市市宮島町10-3 0829-44-1118 9：00～17：00 無休 ○

263 小売店 宮島手づくり工房 広島県廿日市市宮島町北之町浜566-1 0829-40-2731 9:00?17:30 不定休 ○ ○

264 小売店 宮島鉄鍋火屋本店 広島県廿日市市宮島町浜之町8561Ｆ 0829-44-1101 10時－17時 不定休 ○

265 小売店 宮島のおみやげ処　ふなつき 広島県廿日市市宮島町甲586 0829-44-0333 9:30~17:00 火曜日 ○ ○

266 小売店 宮島博多屋 広島県廿日市市宮島町乙459-5 0829-44-0341 ９：００～１７：００ 年中無休 ○ ○

267 小売店 宮島横丁 広島県廿日市市宮島町５９３ 0829-30-7150 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

268 小売店 宮島りらっくま茶房ショップ 広島県廿日市市宮島町537番地 0829-30-7833
10：00～18：00（12/6～3/5の期間　10：00

～17：30）
年中無休 ○ ○

269 小売店 株式会社ミヤトヨ本店 広島県廿日市市宮島町854-1 0829-44-0148 9：00～17：00 不定休 ○

270 小売店 民芸藤井屋 広島県廿日市市宮島町1132 0829-44-2047 9：00~18：00 不定休 ○ ○

271 小売店 無印良品　ゆめタウン廿日市 広島県廿日市市下平良2丁目2-1ゆめタウン廿日市1F 0829-30-7527 10：00～21：00
ゆめタウン廿日市に準

ずる
○

272 小売店 ムラサキスポーツゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1ゆめタウン廿日市店3F 0829-20-4161 10：00～21：00 無し ○ ○

273 小売店 メディコ２１・ナタリー店 広島県廿日市市阿品3-1-1 0829-20-3566 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

274 小売店 紅葉堂　参番屋 広島県廿日市市宮島町1183-1 090-7994-9690 11:00~16:30 不定休 ○ ○

275 小売店 紅葉堂　本店 広島県廿日市市宮島町448-1 0829-44-2241 9：00～17：30頃（季節により変動有） 不定休 ○ ○

276 小売店 桃井物産店 広島県廿日市市宮島町８５６－1 0829-44-0063 10:00～17:00 不定休 ○

277 小売店 八木物産店 広島県廿日市市宮島町５９４ 0829-44-0367 9:30?17:30 不定休 ○ ○

278 小売店 株式会社やまだ屋　有の浦店 広島県廿日市市宮島町１１８３－５ 080-4557-3452 9:00～18:00※変更の可能性あり。HPを要チェック。 年中無休 ○

279 小売店 やまむら商店 広島県廿日市市宮島町280 0829-44-2175 11：00～17：00 不定休 ○ ○

280 小売店 株式会社　山本運夫商店 広島県廿日市市宮島町519 0829-44-2211 8:00～17:00 特になし ○ ○

281 小売店 山本門次商店 広島県廿日市市宮島町459-1 0829-44-0470 9:00-18:00（時期により変更有） 不定休 ○

282 小売店 やまや宮内店 広島県廿日市市宮内4-11-23 0829-20-2134 10:00~21:00 年中無休 ○

283 小売店 ユアーズ  大野店 広島県廿日市市大野下更地1714 0829-56-4910 9：00～22:00 ○

284 小売店 ユアーズ　宮内店 広島県廿日市市宮内1-10-8 0829-39-6226 9:00～23:00 ○

285 小売店 （有）木村家本店 広島県廿日市市宮島町844-1 0829-44-0211 9：30～18：00 不定 ○ ○

286 小売店 遊膳宮島店 広島県廿日市市宮島町593　正木屋店舗内 0829-44-0690
10：00～18：00（12/6～3/5の期間　10：00

～17：30）
年中無休 ○ ○

8／9



 廿日市市

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

287 小売店 ユザワヤ　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市３階 0829-20-4343 10：00～21：00 なし ○

288 小売店 ユニクロゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目２－１ 0829-34-4388
10:00～21:00

（ゆめタウン廿日市に準ずる）

ゆめタウン廿日市に準

ずる
○

289 小売店 ゆめタウン廿日市 広島県廿日市市下平良二丁目2番1号 0829-34-1311

食品売場　9：00～21：30　ドラッグ売場　9：00

～21：30直営売場（食品売場除く）9：00～

21：00

なし ○

290 小売店 ゆめタウン廿日市　VIS店 広島県廿日市市下平良2-2-1　1F 0829-30-8414 10:00～21:00 なし ○ ○

291 小売店 リカー＆フーズタナカ 広島県廿日市市佐方647 0829-31-3206 ８時から20時 火曜日 ○ ○

292 小売店 龍宮堂 広島県廿日市市宮島町甲589-7 0829-44-2288 9：30～17：00 水曜日 ○ ○

293 小売店 旅行の友本舗 広島県廿日市市宮島口1-11-8 etto1階 0829-30-7707 10：00～18：00 なし ○ ○

294 小売店 ローソン廿日市梅原店 広島県廿日市市梅原1-5-34 0829-55-3066 24時間 無休 ○

295 小売店 ロペピクニック　ゆめタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良2-2-12階 0829-30-9505 10:00~21:00 なし ○

296 理容・美容 ウィスタリアフィールドＯＲＢ 広島県廿日市市宮内１５２２－２ 0829-38-1058 9:00~20:00 毎週月曜日 ○

297 理容・美容 ウィスタリアフィールドＰＯＲＴ 広島県廿日市市下平良２－２－１ゆめタウン廿日市２Ｆ 0829-32-1058 9:00~21:00 年中無休 ○

298 ガソリンスタンド 廿日市木材団地共同給油所 広島県廿日市市木材港南2-2 0829-31-0939 7:00～19:00（日・祝日8:00～19:00）
年始1/1～1/2、

GW、盆
○ ○

299 鉄道・バス 広島電鉄　宮島口営業センター 広島県廿日市市宮島口1丁目3-23 0570-55--400 10:30～13:00／14:00～19:00 年末年始 ○

300 海上運送 JR西日本宮島フェリー　宮島口桟橋 広島県廿日市市宮島口1丁目11番5号 0829-56-2045 5:30～22:42（電話受付9:00～17:00） なし ○

301 海上運送 JR西日本宮島フェリー　宮島桟橋 広島県廿日市市宮島町1162-18 0829-44-0035 5:30～22:14（電話受付9:00～17:00） なし ○

302 レンタカー オリックスレンタカー広島廿日市駅前店 広島県廿日市市平良山手　11-51 0829-30-8338 8：00～19：00 年始1/1~1-3 ○ ○

303 観光施設 安芸の幸　たかき 広島県廿日市市宮島口1丁目11-8etto 0829-56-1000 10:00~18:00 無 ○ ○

304 観光施設 べにまんさくの湯 広島県廿日市市宮浜温泉2-2-1 0829-50-0808 11:00~22:00

毎月第3火曜日（第

3火曜日が祝日の場

合は翌日が休業）

○ ○

305 観光施設 宮島北大路魯山人美術館 広島県廿日市市宮島町60-1 0829-78-0885 9：00～17：00(最終入館受付　16：30) 年中無休 ○ ○

306 観光施設 宮島写真 広島県廿日市市宮島町１０８番地 0829-44-2244 9:00～16:00 なし ○ ○

307 観光施設 宮島水族館 広島県廿日市市宮島町１０－３ 0829-44-2010 9：００～１７：００（最終入館１６：００）

令和５年１月１７日

（火）・１８日

（水）　施設整備点

検のため臨時休館

○ ○

308 観光施設 宮島ホテル　まこと 広島県廿日市市宮島町755番地 0829-44-0070 15:00~10:00 無 ○ ○

309 体験型アクティビティ okeikoJapan宮島 広島県廿日市市宮島町741-1 0829-30-9888 10：00～17：00
年末年始12/28～

1/3
○ ○

310 体験型アクティビティ 県立もみのき森林公園 広島県廿日市市吉和1593-75 0829-77-2011 9：00～17：00 第3火曜日 ○

311 体験型アクティビティ SUP宮島 広島県廿日市市宮島町　977?3 070-2809-2288 9：00～17：00 なし ○ ○

312 体験型アクティビティ みやじま紅葉の賀 広島県廿日市市宮島町593　2階 0829-44-0175 10：00～17：00 不定休 ○
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