
 府中町

【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 や台ずし向洋駅前町 安芸郡府中町青崎南5-19 082-281-5528 15：00～1：00 無 ○ ○

2 飲食店 焼肉ぐりぐり家 広島府中店 安芸郡府中町大須１丁目１１-１５ 082-890-0029
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

3 飲食店 HIRO88イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-567-4788 10:00～22:00 無し ○

4 飲食店 廻鮮寿司しまなみイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0881 10:00～22:00 無し ○

5 飲食店 台湾小籠包ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-510-0309 11：00～22：00 無し ○

6 飲食店 ラーメン我馬　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-11081 082-561-0707 10：00～22：00 年中無休 ○ ○

7 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1-10851F 082-561-0039 11:00～22:00
モールの定休日に準じ

る
○

8 飲食店 大阪王将イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-13F 082-284-6103 10：00～22：00 なし ○ ○

9 飲食店 大和サンド 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール1F 082-236-3353 10：00-22：00 無 ○

10 飲食店 アソート　イオンモール広島府中 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中 082-561-0333 11：00～15：59　16：00～22：00 施設に準ずる ○ ○

11 飲食店 しゃぶ菜別邸　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2－1－1イオンモール広島府中１F 082-510-3111 10:00～22:00 施設に準ずる ○ ○

12 飲食店 デリフランス広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中1F 082-510-5025 10：00～22：00 館に準ずる ○

13 飲食店 はしや　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2－1－1イオンモール広島府中１F 082-561-0191 11:00～22:00 施設に準ずる ○ ○

14 飲食店 ハタケノパスタ　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2－1－1イオンモール広島府中１F 082-510-3105 10:00～22:00 施設に準ずる ○ ○

15 飲食店 鶏三和イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中1F 082-236-8138 10:00~22:00 なし ○

16 飲食店 ペッパーランチイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中3F 082-561-0630 10：00～22：00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ21：30） なし ○

17 飲食店 さくら食堂　府中 安芸郡府中町大須2-1-3056イオンモール府中内　3F 082-581-1051 10：00～21：00 年中無休 ○

18 飲食店 ちんちくりんイオンモ-ル広島府中店
安芸郡府中町大須2丁目1-1イオンモ-ル広島府中店ROJI

Dining内
082-285-2130 10：00～22：00 年中無休 ○

19 飲食店 長崎ちゃんめん　府中店 安芸郡府中町大須4-2-22 082-581-0297 11:00～22:00 なし ○

20 飲食店 ジョリーパスタ府中店 安芸郡府中町大須4-3-20 082-285-7011 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

21 飲食店 ガスト広島府中 安芸郡府中町大須４－５－２２ 0570-012-439 ○

22 飲食店 仙臺たんや利久　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須二丁目1番1号 082-510-2377
月~金11：00~22：00/土日祝11：00~21：

00
無し ○ ○

23 飲食店 げんこつらーめん　府中店 安芸郡府中町浜田1-2-16 082-284-1126 11:00~翌1:00　日曜11:00~22:00 なし ○

24 劇場・観覧場・映画館・演劇場 広島バルト11 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中4F 082-561-0600
8：00～24：00

※上映時間に準ずる
年中無休 ○

25 コンビニ・スーパー SDリアル府中店 安芸郡府中町大須1-11-162F 082-510-4147 9:30~20:00 年末年始1/1~1/3 ○ ○

26 小売店 ウォンツ府中新地店 安芸郡府中町新地2-16 082-890-0160 9：00～22：00 なし ○ ○

27 小売店 フレスタ安芸府中店 安芸郡府中町新地2番16号 082-236-1163 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

28 小売店 ファミリーマート府中町新地店 安芸郡府中町新地3-94 082-890-2131 24時間 年中無休 ○

29 小売店 セブンｰイレブン ハートインJR向洋駅 安芸郡府中町青崎南4-18 082-510-0425 6：00～23：00 なし ○

30 小売店 バッケンモーツアルト向洋駅前店 安芸郡府中町青崎南6-24 082-284-0555 9:00～20:00 年中無休 ○

31 小売店 にしき堂 イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0131 10：00～22：00 年中無休 ○

32 小売店 ビアードパパイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-569-7188 10：00～22：00 無し ○

33 小売店 マリオデザート　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0331 10：00～22：00 定休日なし ○ ○

※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

34 小売店 久世福商店イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1 082-236-7552 10：00～22：00 無し ○

35 小売店 branshes　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1　イオンモール広島府中　3Ｆ 082-207-1030 10：00-22：00 施設休館日に準ずる ○

36 小売店 ミタキヤイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1　イオンモール広島府中2F 082-561-0050 10：00～22：00 無し ○

37 小売店 コジマｘビックカメラ　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1　イオンモール広島府中増床棟2F 082-285-5252 10：00～22：00 なし ○ ○

38 小売店 ボストン　イオンスタイル広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-11F 082-286-0157 10:00~20:00 無 ○

39 小売店
URBAN RESEARCH DOORSイオンモール広島府中

店
安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中 1F 050-2017-9106 10:00～22:00 不定休 ○ ○

40 小売店 カイルアンドキッチン広島 安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中　１F 082-581-1288 10:00～22:00 無 ○ ○

41 小売店
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCHイオン

モール広島府中店
安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中 2F 050-2017-9258 10:00～22:00 不定休 ○ ○

42 小売店 REGAL SHOES　a.k.a　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中1F 082-561-0045 10：00～22：00 不定休 ○ ○

43 小売店 サックスバー広島府中店 安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中１Ｆ 082-236-9772 10:00～22:00 無し ○ ○

44 小売店 CORNERS SPORTSAUTHORITY　広島府中 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中2F 082-510-5220 10:00~22:00 なし ○ ○

45 小売店 サックスバーアナザーラウンジ広島府中店 安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中２Ｆ 082-561-0800 10:00～22:00 無し ○ ○

46 小売店 サックスバージーン広島府中店 安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中２Ｆ 082-561-0801 10:00～22:00 無し ○ ○

47 小売店 スポーツオーソリティ広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中2F 082-561-0680 10:00~22:00 なし ○ ○

48 小売店 無印良品　イオンモール広島府中 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中２F 082-561-0063 10：00～22：00
イオンモール広島府中

に準ずる
○

49 小売店 サンキューマートイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中3F 070-8782-2267 10:00～22:00 施設に準ずる ○

50 小売店 バッケンモーツアルトソレイユ店 安芸郡府中町大須2-1-1イオンモール広島府中店内 080-6306-3850 10:00～20:00 年中無休 ○

51 小売店 イオンスタイル広島府中 安芸郡府中町大須2丁目1－1 082-561-0500
1階食品売場7：00～23：00その他の売場9：00

～23：003階10：00～22：00
無休 ○

52 小売店 ユニクロイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須２丁目1-1 082-561-0353
10：00～22：00（土日曜日10：00～22：

00）
無し ○

53 小売店 ロペピクニック イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2丁目1-11F 082-561-0513 10:00~22:00 無し ○ ○

54 小売店 PLSTイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2丁目1-12F 082-569-7882 10:00～22:00 なし ○ ○

55 小売店 フタバ図書TSUTAYA　ＴＥＲＡ広島府中店 安芸郡府中町大須２丁目１－１３０２２ 082-561-0770 10:00～22:00 年中無休 ○

56 小売店 ココカラファインイオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須２丁目１－１３０２４ 082-561-0241 10：00～22：00 年中無休 ○ ○

57 小売店 JINS 広島府中店 安芸郡府中町大須2丁目1-1イオンモール広島府中　2F 082-287-3678 10:00～22:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

58 小売店 コスメーム　イオンモール広島府中店 安芸郡府中町大須2丁目1番1号イオンモール広島府中1階 082-287-1378 10：00～22：00 無し ○ ○

59 小売店 セブンイレブン広島矢賀店 安芸郡府中町大須2丁目5-19 082-288-9565 24時間 年中無休 ○ ○

60 小売店 エディオン安芸府中店 安芸郡府中町大須3丁目9-21 082-281-6111 １０：００～１９：００ なし ○ ○

61 小売店 ユアーズ　府中店 安芸郡府中町大通2-5-5 082-890-6801 9:00～22:00 ○

62 小売店 クスリ岩崎チェーン　広島府中南店 安芸郡府中町桃山２－１－２５ 082-890-7255 9:30-21:00 年始のみ ○

63 小売店 ウォンツ府中浜田店 安芸郡府中町浜田2丁目1-37 082-569-8697 ○ ○

64 小売店 ファミリーマート浜田一丁目店 安芸郡府中町浜田一丁目6-10 082-890-3906 24時間 年中無休 ○

65 小売店 ローソン府中町本町一丁目店 安芸郡府中町本町1-13-3 080-281-4848 24時間 無休 ○

66 小売店 セブンイレブン広島府中本町店 安芸郡府中町本町2丁目5-11 082-288-8476 24時間 年中無休 ○ ○

67 小売店 ウォンツ府中本町店 安芸郡府中町本町4-12-22 082-890-3170 9：00～22：00 なし ○ ○

68 小売店 やまや府中店 安芸郡府中町茂陰1-10-21 082-510-3131 10:00~21:30 年中無休 ○

69 理容・美容 ウィスタリアフィールドＡＶＥＤＡ 安芸郡府中町大須２－２－１イオンモール広島府中2F 082-890-1058 10:00～22:00 年中無休 ○

70 理容・美容 ウィスタリアフィールドＶＩＬＬＡ 安芸郡府中町本町２－９－２７ 082-581-1058 9:00~20:00 毎週月曜日 ○
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