
 呉市

【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 かつら音戸店 呉市音戸町鰯浜1丁目2番3号4階 0823-51-4007
平日11:00~14:30　17：00~21：00　土日祝

11:00~21:00
毎週火曜日 ○

2 飲食店 ココス呉広店 呉市広古新開1-3-18 050-3529-6333 10:00～2:00 なし ○

3 飲食店 ラーメン我馬　広店 呉市広古新開2-14-35 0823-76-3363 10：00～24：00
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

4 飲食店 長崎ちゃんめん　呉広店 呉市広古新開2-8-4 0823-74-2935 11:00～23:00 なし ○

5 飲食店 牛角広店 呉市広古新開6丁目9-7 0823-76-2929

日曜日16:00～0:00　月曜日17:00～0:00　火

曜日17:00～0:00　水曜日17:00～0:00　木曜

日17:00～0:00　金曜日17:00～0:00　土曜日

16:00～0:00

2022/1/1 ○ ○

6 飲食店 かっぱ寿司広島呉店 呉市広大新開2-21-11 082-331-4611
11:00～23:00（土10:00～23:00）(日祝

10:00～22:00）
年中無休 ○

7 飲食店 徳川広店 呉市広白石2-6-37 0823-70-0600 AM11:00～PM23：00(L.O22:00)
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

8 飲食店 まる吉 呉市広本町1丁目12-15101 0823-36-7768 15:30~24:00
年末年始

12/31~1/3
○ ○

9 飲食店 モスバーガー広本町店 呉市広本町3-14-30 0823-72-9141

平日：午前9:00～午後11:00

土曜日：午前9:00～午後9:00

日曜・祝日：午前9:00～午後9:00

無し ○

10 飲食店 ばり?　広本町店 呉市広本町3丁目13番65号 0823-36-3080
11時～15時半（LO15時）17時半～23時

（LO22時半）土日祝11時～23時（LO22時半）
なし ○

11 飲食店 大阪王将　呉焼山店 呉市焼山西3丁目4-13 0823-30-5155 11:00～22:00
年末年始12/31～

1/1
○

12 飲食店 焼肉ぐりぐり家 焼山店 呉市焼山西３丁目４-９ 082-330-3229
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

13 飲食店 お食事処 海里部 呉市倉橋町431番地 0823-53-2577
平日11:00～14:30／17：00～20:30

土日祝11:00～20:30
月曜日 ○

14 飲食店 cafe SLOW 呉市倉橋町571番地の1 0823-53-1141 11:00～21:30 月曜日 ○

15 飲食店 seaside cafe ALPHA 呉市倉橋町才ノ木576-7 0823-53-1311 11:00~17:00 水木曜日 ○ ○

16 飲食店 ヴェールマラン 呉市築地町3-3 0823-26-1111 7：00～10：00 無し ○ ○

17 飲食店 コートダジュール＆ジョフレ 呉市築地町3-3 0823-26-1133 10：00～18：00 無し ○ ○

18 飲食店 ハンバーグ&ステーキ　ソーニョ 呉市築地町3-3 0823-26-1133
11：30～14：30　17：30～21：00（平日）／

17：00～21：00（土日祝）
無し ○ ○

19 飲食店 日本料理　呉涛 呉市築地町3-3 0823-26-0005
11：30～14：30　17：30～21：00（平日）／

17：00～21：00（土日祝）
無し ○ ○

20 飲食店 カフェダイニング　イルマーレ 呉市中央1-1-1 0823-20-1116 11：30～21：00 無休 ○ ○

21 飲食店 フレンチレストラン　ベッセボワール 呉市中央1-1-1 0823-20-1115
11：30～14：30

17：00～21：00

平日の月曜日

（月曜日が祝日の場

合は翌日火曜日）

○ ○

22 飲食店 ロビーラウンジ　カスカード 呉市中央1-1-1 0823-20-1111 11：00～17：00 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。

※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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23 飲食店 呉阪急ホテル　宴会場 呉市中央1-1-1 0823-20-1113 9：00～21：00 無休 ○ ○

24 飲食店 鉄板焼　古鷹 呉市中央1-1-1 0823-20-1115
11：30～14：30

17：00～21：00

平日の月曜日

（月曜日が祝日の場

合は翌日火曜日）

○ ○

25 飲食店 日本料理　音戸 呉市中央1-1-1 0823-20-1118
11：30～14：30

17：00～21：00
無休 ○ ○

26 飲食店 トッキー 呉市中央1-9-11 0823-24-8595 11：00～22：00
年末年始(毎年変わり

ます)
○

27 飲食店 ジョリーパスタ呉店 呉市中央2-5-20 0823-24-5761 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

28 飲食店 ココス呉中央店 呉市中央2-5-22 050-3529-3980 10:00～2:00/7:00～2:00 なし ○

29 飲食店 鳥平 呉市中央2丁目5-2　2F 0823-23-9489 16:00~22:00 月曜日 ○ ○

30 飲食店 ガスト呉 呉市中央７丁目３－１８－１０１ 0570-011-829 ○

31 飲食店 銘酒処　酒狸 呉市中通１-１-28 0823-24-3238 17:00～23:00（金土祝前日17:00～23:30） 不定休 ○ ○

32 飲食店 一とり 呉市中通１－５－１４ 0823-26-6300 16：00～23：00 不定休 ○ ○

33 飲食店 オールカフェ×タニタカフェ呉店 呉市中通1丁目3-142F 0823-27-6300 10:00~18:00
日・祝(夏季休暇、年

末年始)
○ ○

34 飲食店 そばと地酒 彩華 Saika 呉市中通3-1-31三栄中通ビル1F 0823-24-4555
""11:30~14:00、17:30~23:30、

17:30~23:30（火金曜日夜のみ）""

日曜日、第2第４月

曜日
○ ○

35 飲食店 海のYeah 呉市中通3-2-1 0823-43-1259
土・日　11:30～14:30 17:00～23:00　月～金

17:00～23:00
不定休 ○ ○

36 飲食店 鳥八茶屋 呉市中通3-3-12 0823-21-6718 17:０0~22:30(L.O22:00) 月曜・月1回日曜日 ○ ○

37 飲食店 たいちゃんⅢ 呉市中通3-8-13 0823-23-5125 11:00~21:00 火 ○

38 飲食店 和楽　広島呉店 呉市中通3丁目1-17呉プラザビル1F・2F 0823-25-7330 18：00~24：00(LF23：00 LD23：30) HPにてご確認ください。 ○ ○

39 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　呉中通り店 呉市中通３丁目７－４新藤ビル１・２階 0823-32-3035
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。

無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。

○ ○

40 飲食店 や台ずし呉中通町 呉市中通4-1-4 0823-22-4328 16：00～1：00 無 ○ ○

41 飲食店 利根 呉市中通4-1-8 0823-21-4643
11：30～14：00（月～金）

17：00～22：00（月～土）
日曜日 ○ ○

42 飲食店 居酒屋　しんや 呉市中通4-2-8 0823-21-4861 16:00~23:00 不定休 ○ ○

43 飲食店 文弘 呉市中通4丁目2-26 0823-24-7670 17:00~23:00 日曜日 ○ ○

44 飲食店 ロッテリア 呉市宝町1-16 0823-23-7316 7：00～21：00 2022/1/1 ○

45 飲食店 徳兵衛 呉市宝町1-16 0823-24-0222 11：00～23：00 2022/1/1 ○ ○

46 飲食店 すし活 呉市宝町1-16JR呉駅2階 0823-25-8111 11:00~14:30　16:00~22:00 年末年始 ○

47 飲食店 はなの舞　呉レクレ店 呉市宝町2ｰ50レクレビル3F 0823-32-6031

日曜日～木曜日　昼11:30～14:00　夜17:00～

23:00

金曜・土曜・祝前　昼11:30～14:00　夜17:00～

24:00

2022/1/1 ○ ○

48 飲食店 九州魂呉駅前店 呉市宝町2-50レクレ3F 0823-32-0033 16：00～25：00 なし ○ ○

49 飲食店 魚民 呉駅前店 呉市宝町2-50レクレ3階 0823-21-9988
月～木　17:00～0:00／金?土　17:00～0:00／

日?祝日　17:00～0:00
なし ○

50 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　呉レクレ店 呉市宝町2-50レクレビル3F 0823-32-1277 11:00～22:00（LO21:20）
モールの定休日に準じ

る
○

51 飲食店 呉ハイカラ食堂 呉市宝町4-21　折本マリンビル3号館2階 0823-32-3108 11：00～15：30
火曜日(年末年始

12/28～1/3)
○ ○

52 飲食店 たんとと和くら　ゆめタウン呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉　3Ｆ 0823-69-8001 11:00~21:00 施設に準ずる ○

53 飲食店 101ゆめタウン呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3F 0823-43-1230 10：00～20：00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ20：00） なし ○ ○
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54 飲食店 キッチンブーレ　呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3F 0823-23-5108 11:00~21:00 施設の規定に準ずる ○ ○

55 飲食店 ペッパーランチゆめタウン呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3F 0823-27-4020 10：00～20：00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ20：00） なし ○ ○

56 飲食店 信州そば処そじ坊　呉ゆめタウン 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3F 0823-24-7717 11：00～21：00 施設に準ずる ○

57 飲食店 鎌倉パスタ　ゆめﾀｳﾝ呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3階 0823-32-0309 11:00～21:00 不定休日あり ○ ○

58 飲食店 定食屋百菜旬　ゆめタウン呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉店3F 050-8883-4382 11:00?21:00(L.o.20:30) なし ○ ○

59 飲食店 SeasideCafe BEACON 呉市宝町5-20大和ミュージアム西隣 0823-23-6000 11：00～18：00（LO17：00）
火（大和ミュージアム

に準ずる）
○ ○

60 飲食店 瀬戸内バル　五十六 呉市宝町6-77 0823-21-5160 17：00～23：00(Lo.22:30) 日曜日 ○

61 飲食店 潮待ち館 呉市豊町御手洗187-1 050-3558-4141 11:00~17:00
月～金曜日（日祝除

く）
○

62 飲食店 船舶カフェ若長 呉市豊町御手洗325 050-3558-4141 11:00~17:00
月～金曜日（日祝除

く）
○

63 飲食店 呉森沢ホテル（株） 呉市本町15-22 0823-21-5188 24時間 無し ○

64 飲食店 居酒屋　利根本店 呉市本町2-2101 0823-24-6166 17:00~23:00 火 ○

65 飲食店 日本料理　花月 呉市本通２－１－５ 0823-23-1960 11:30~13:30LO  17:30~21:00LO
月（年末年始１２

/30~1/5)
○ ○

66 飲食店 五月荘 呉市本通2丁目4-10 0823-21-5121 10：00～14：30　　17：00～21：30 火曜日 ○ ○

67 飲食店 長崎ちゃんめん　呉本通店 呉市本通7-4-25 0823-32-2471 11:00～21:30 なし ○

68 飲食店 大衆肉酒場ほんで 呉市本通り3丁目1-16Noble本通り1F 0823-23-0772 11:30-23:00 無し ○ ○

69 弁当・フードデリバリー うみねこベーカリー 呉市吉浦新町	1丁目2-24 0823-61-2391 10時→18時
月曜日・火曜日・水曜

日
○

70 鉄道・バス 有限会社なべタクシー　本社営業所（貸切バス） 呉市警固屋４丁目５番１３号 0823-28-1122 年中無休 年中無休 ○ ○

71 鉄道・バス 広島電鉄　警固屋営業所 呉市警固屋4丁目9-1 0823-20-2080 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

72 鉄道・バス 広島電鉄　広営業所 呉市広白岳5丁目1-28 0823-36-3160 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

73 鉄道・バス 広島電鉄　焼山営業所 呉市焼山北3丁目1-12 0823-36-2490 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

74 鉄道・バス 広島電鉄　呉中央営業所 呉市築地町2-8 0823-36-2460 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

75 鉄道・バス 広島電鉄　宝町営業センター 呉市宝町1-10 0570-55--400 10:30～19:00 日祝・年末年始 ○

76 海上運送 艦船めぐり受付 呉市宝町4番44号 082-251-4354 10:00~15:00 火曜日 ○ ○

77 レンタカー トヨタレンタカー　呉三条店 呉市三条3-3-11 0823-25-0100

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（1/3）

なし ○

78 観光施設 おんど観光文化会館うずしお 呉市音戸町鰯浜１－２－３ 0823-50-0321 ９：３０－１７：００
毎週火曜日(祝日の

場合翌日)
○ ○

79 観光施設 入船山記念館 呉市幸町4-6 0823-21-1037 9：00～17：00

火（祝日の場合は翌

日）（年末年始

12/29～1/3）

○

80 タクシー 有限会社東和交通 呉市海岸１丁目７番８号 0823-22-2200 ２４時間 無し ○ ○

81 タクシー
有限会社なべタクシー　本社営業所（ハイヤー・タク

シー）
呉市警固屋４丁目５番１３号 0823-28-1122 年中無休 年中無休 ○ ○

82 旅館・ホテル 一般財団法人休暇村協会グリーンピアせとうち 呉市安浦町三津口326-48 0823-84-0262 7：00~21:00 不定休 ○ ○

83 旅館・ホテル かつら本店 呉市蒲刈町宮盛1633-2 0823-66-0114
平日11:00~14:30　17：00~21：00　土日祝

11:00~21:00
毎週火曜日 ○ ○

84 旅館・ホテル 県民の浜　輝きの館 呉市蒲刈町大浦字前沖浦7605 0823-66-1177 8:00～18:00 無し ○ ○

85 旅館・ホテル 国民宿舎野呂山高原ロッジ 呉市川尻町板休５５０２番３７ 0823-87-2390 10：00～17：00 不定休 ○ ○

86 旅館・ホテル シーサイド桂ケ浜荘 呉市倉橋町才ノ木576-7 0823-53-0231 11:00~21:30
水曜日

※臨時休業あり
○ ○

87 旅館・ホテル 呉阪急ホテル 呉市中央1-1-1 0823-20-1111 0：00～24：00 無休 ○ ○
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88 旅館・ホテル SOLA SPA 呉 大和温泉 呉市宝町２－５０レ呉ビル５F６F 0823-24-1171 ○

89 旅館・ホテル GUESTHOUSE醫 呉市豊町御手洗255-２ 070-2365-0924 12:00~16:00 16:00~翌9:30 木曜日 ○

90 旅館・ホテル 閑月庵新豊 呉市豊町御手洗313 050-7128-3003 15:30~翌11：00 なし ○

91 旅館・ホテル 呉森沢ホテル株式会社 呉市本町１５－２２ 0823-21-5188 24ｈ なし ○

92 百貨店・商業施設 福屋焼山店 呉市焼山中央1丁目13-17 0823-34-2500 10：00～18：00
毎週水曜日、1/1～

1/2
○

93 百貨店・商業施設 福屋呉店 呉市中通り3丁目1-20 0823-23-1114 10：00～18：00
毎週水曜日、1/1～

1/2
○

94 その他運送サービス JR駅レンタカー呉営業所 呉市宝町1-16 0823-23-8231 8：00～20：00 年中無休 ○

95 スポーツ 郷原カントリークラブ 呉市郷原町西横尾412 0823-77-1111 8：00~17：00 1/1　不定休 ○ ○

96 小売店 バッケンモーツアルト阿賀店 呉市阿賀中央5-1-15ゆめマート阿賀店 0823-72-4639 9:30～20:00 年中無休 ○

97 小売店 ゆめマート阿賀 呉市阿賀中央五丁目1番15号 0823-76-5010 9：00～22：00 なし ○

98 小売店 盛川酒造 呉市安浦町原畑44番地 0823-84-2002 9:00~17:00

日・祝日

（年末年始

12/30~1/5)

○

99 小売店 ドラッグコスモス安浦店 呉市安浦町中央北2丁目１２-７ 0823-70-6160 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

100 小売店 ホームプラザナフコ安浦店 呉市安浦町内海北２丁目３番３８号 0823-85-0012 8：30～19：00 2022/1/1 ○ ○

101 小売店 瀬戸内ライフ 呉市音戸町高須2-10-18 090-2800-5555 10:00~17:00 不定休 ○ ○

102 小売店 榎酒造株式会社 呉市音戸町南隠渡2-1-15 0823-52-1234 9:00~19:00(土10:00~18:00)
日・祝（年末年始

12/31~1/4）
○ ○

103 小売店 ウォンツ音戸波多見店 呉市音戸町波多見4-2-55 0823-50-0122 9：00～20：00 なし ○ ○

104 小売店 ホームプラザナフコ音戸店 呉市音戸町畑３丁目２０番２２号 0823-50-1021 8：30～18：00 2022/1/1 ○ ○

105 小売店 海駅三之関 呉市下蒲刈町下島2358-1 0823-70-8282 9：00～17：00
火・水（祝日の場合は

営業）
○ ○

106 小売店 セブンイレブン呉市海岸店 呉市海岸2丁目11-1 0823-25-5344 24時間営業 なし ○ ○

107 小売店 ホームプラザナフコ光町店 呉市海岸４丁目１６－３ 0823-25-7477 8：30～19：30 2022/1/1 ○ ○

108 小売店 であいの館 呉市蒲刈町向字西脇985番地1 0823-68-0120 9：30～17：00 年中無休 ○ ○

109 小売店 有限会社　沖元水産 呉市吉浦新町１丁目３番地 0823-36-5233 8:30~16:30
日（年末年始

12/31~1/4）
○ ○

110 小売店 ウォンツ警固屋店 呉市警固屋4-9-20 0823-20-2611 9：00～21：00 なし ○ ○

111 小売店 フレスタ警固屋店 呉市警固屋4丁目9-10 0823-20-2828 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

112 小売店 ポイント呉警固屋店 呉市警固屋4丁目9-25 0823-20-2911

月～木：午前9時～午後8時

金曜･祝日前：午前9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7時

なし ○ ○

113 小売店 ザグザグ 呉広店 呉市広駅前1-7-38 0823-73-0239 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

114 小売店 はるやま呉店 呉市広古新開5-3-25 0823-71-0963 10:00-19:00 なし ○ ○

115 小売店 イエローハット広中央店 呉市広古新開5-4-4 0823-74-6312 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

116 小売店 リバーズ 呉市広古新開7-35-1 0823-73-3007 9:30～20:00まで 1/1元旦のみ ○ ○

117 小売店 スーパードラッグひまわり広店 呉市広古新開7丁目25番7号 0823-27-7610 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

118 小売店 くすりのレデイ　広古新開店 呉市広古新開三丁目5番33号 0823-27-3663 9：00～22：00 元旦のみ ○ ○

119 小売店 あき水産　輝 呉市広小坪1-45-4 0823-71-1800 ○

120 小売店 安芸商店 呉市広小坪1-45-4 0823-71-1800 ○

121 小売店 エディオン広店 呉市広中町1-18 0823-72-5111 １０：００～１９：００ なし ○ ○

122 小売店 スーパードラッグひまわり広中央店 呉市広中町1-25 0823-27-3881 9：00-22：00 年中無休 ○ ○
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123 小売店 フタバ図書TSUTAYA　広店 呉市広中町１－９ 0823-73-1128
1F10:00～22:00

2F10:00～23:00
年中無休 ○

124 小売店 セブンｰイレブン ハートインJR広駅 呉市広中町2-6 082-370-0200 6：00～24：00 なし ○

125 小売店 ウォンツ広白石店 呉市広白石1-3-35 0823-76-5655 9：00～22：00 なし ○ ○

126 小売店 フレスタ広店 呉市広白石1丁目5-1 0823-76-5111 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

127 小売店 テックランド 呉店 呉市広白石四丁目5-39 0823-27-3377 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

128 小売店 マックスバリュ広東店 呉市広白石二丁目１２番３５号 0823-76-3900 7：00～23：00 なし ○ ○

129 小売店 イオン広店 呉市広本町2-17-1 0823-73-0139

1階食品売場7：00～22：00

2階衣料品等売場8：00～21：00

3・4階専門店売場9：00～21：00

無 ○

130 小売店 ウォンツ広本町店 呉市広本町3-21-1 0823-76-0955 9：00～21：00 なし ○ ○

131 小売店 ウォンツ藤三広店 呉市広本町3丁目13番71号 0823-69-9117 9：00～21：00 なし ○ ○

132 小売店 セブンイレブン呉潜水艦　桟橋前店 呉市昭和町6-17 0823-32-6570 24H営業 年中無休 ○ ○

133 小売店 ウォンツ焼山店 呉市焼山此原町22-11 0823-30-3200 10：00～21：00 なし ○ ○

134 小売店 スーパードラッグひまわり焼山店 呉市焼山西3丁目5番5号 0823-30-5380 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

135 小売店 バッケンモーツアルト焼山店 呉市焼山中央1-13-17福屋焼山店内 0823-34-2333 10:00～18:00 水曜日 ○

136 小売店 ホームプラザナフコ焼山店 呉市焼山中央１丁目１４ー１ 0823-34-1575 9：00～18：00 2022/1/1 ○ ○

137 小売店 ドラッグセガミ焼山店 呉市焼山中央２－８－８ 0823-30-3076 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

138 小売店 エディオン焼山店 呉市焼山北1-4-26 0823-33-5111 １０：００～１９：００ なし ○ ○

139 小売店 ザ・ビッグ焼山店 呉市焼山北１丁目２１－１ 0823-34-0222 8：00～21：00 なし ○ ○

140 小売店 DCM焼山店 呉市焼山北１丁目８番１号 0823-30-5511 09:00～19:30 1月1日、1月31日 ○ ○

141 小売店 ドラッグコスモス焼山北店 呉市焼山北３丁目１－２０ 0823-30-6776 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

142 小売店 エディオン呉本店 呉市西中央4-1-48 0823-21-4931 １０：００～２０：００ なし ○ ○

143 小売店 ウォンツ呉片山店 呉市西片山町2-4 0823-32-1577 9：00～21：00 なし ○ ○

144 小売店 ゆめマート川尻 呉市川尻町西一丁目25番30号 0823-87-3341 8：00～21：00 なし ○

145 小売店 ウォンツ川尻店 呉市川尻町東4-2-4 0823-70-5870 9：00～21：00 なし ○ ○

146 小売店 バラエティーショップ 呉市倉橋町431番地 0823-53-2575
平日・土曜日10:00～17:00日曜日・祝日10:00

～17:00

月曜日（祝日の場合

は翌日）
○ ○

147 小売店 スーパードラッグひまわり呉築地店 呉市築地町2-54 0823-27-5780 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

148 小売店 土産物売場 呉市築地町3-3 0823-26-1111 00：00～24：00（24時間営業） 無し ○ ○

149 小売店 アビステブティック　呉阪急ホテル店 呉市中央1丁目1－1　呉阪急ホテル1Ｆ 0823-24-5155 10:00～19:00 なし ○ ○

150 小売店 セブンイレブン呉市役所前店 呉市中央6-1-15 0823-23-6611 24時間営業 ○

151 小売店 （株）制服のフジ 呉市中通1-1-21 0823-21-7731 9：00～18：30 日・祝 ○ ○

152 小売店 セブンイレブン呉中通1丁目店 呉市中通1-2-18 0823-21-3519 24時間営業 ○

153 小売店 ステッチハウス 呉市中通1-3-22 0823-23-0488 平日10：00～17:30 /日祝11:00～18:30 不定休 ○ ○

154 小売店 昴珈琲店　呉本店 呉市中通2-5-3 0823-21-7730 ９じ～17じ
火（年末，1/1～

1/3）
○ ○

155 小売店 HIGHBRID 呉市中通2-7-9 0823-25-7624 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

156 小売店 ローソン呉中通店 呉市中通3-4-15 0823-21-1841 24時間 なし ○ ○

157 小売店 ココカラファイン呉れんが通り店 呉市中通３丁目２番１８号クレアル１Ｆ 0823-32-2011 9：00～20：00 年中無休 ○ ○

158 小売店 蜜屋　本店 呉市中通3丁目5-10 0823-21-3255 9:00～18:00 火 ○ ○

159 小売店 リアル呉 呉市中通3丁目5-3ポポロ呉館2F 0823-24-8736 10:00~20:00 不定休 ○ ○

160 小売店 ウォンツ呉中通店 呉市中通三丁目4番10号 0823-32-0710 9：00～21：00 なし ○ ○

161 小売店 ドラッグセガミ坪ノ内店 呉市坪ノ内町３ー６ 0823-32-7760 9：00～21：00 年中無休 ○ ○
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162 小売店 ヒマラヤ呉駅前店 呉市宝町1-12 0823-32-6230 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

163 小売店 おみやげ街道呉 呉市宝町1-16 082-332-5857 6：00～22：00 なし ○ ○

164 小売店 ココカラファイン 呉市宝町1-16 0823-32-0139 9：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

165 小売店 サラダボウル 呉市宝町1-16 0823-32-2757 9：00～20：00 2022/1/1 ○

166 小売店 セブンｰイレブン ハートインJR呉駅 呉市宝町1-16 082-320-0531 6：00～24：00 なし ○ ○

167 小売店 ブルーブルーエ 呉市宝町1-16 0823-23-2776 9：00～20：00 2022/1/1 ○

168 小売店 フレスタ 呉市宝町1-16 0823-22-0112 9：00～22：00 2022/1/1 ○

169 小売店 リサイクルキング 呉市宝町1-16 0823-32-5270 9：00～20：00 2022/1/1 ○

170 小売店 リトルマーメイド 呉市宝町1-16 0823-23-7361 9：00～20：00 2022/1/1 ○

171 小売店 廣文館 呉市宝町1-16 0823-32-5780 9：00～20：00 2022/1/1 ○

172 小売店 ココカラファイン呉駅店 呉市宝町１-１６呉駅ビル「クレスト」内 0823-32-0139 10：00～20：00 年中無休 ○ ○

173 小売店 Sローソンフタバ図書呉駅レクレ店 呉市宝町２－５０ 0823-32-7830 7:00～22:00 年中無休 ○

174 小売店 フタバ図書TSUTAYA　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 呉市宝町２－５０ 0823-32-7830 8:45～21:00 年中無休 ○

175 小売店 ユニクロ呉レクレ店 呉市宝町2-50　レクレ２階 0823-32-2744 10:00~20:00 2022/1/1 ○

176 小売店 イエローハット呉宝町店 呉市宝町2-8 0823-32-1680 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

177 小売店 セブン-イレブン呉中央桟橋ターミナル店 呉市宝町4-44 0823-24-0758 平日5:40から20:00(日曜祝日6:20から20:00) 不定休 ○

178 小売店 ゆめタウン呉 呉市宝町5-10 0823-23-9200 全館　9：00～21：00 なし ○

179 小売店 ラパックス呉ゆめタウン 呉市宝町５－１０ゆめタウン呉２Ｆ 0823-32-7848 9:00～21:00 無し ○ ○

180 小売店 無印良品　ゆめタウン呉 呉市宝町5-10ゆめタウン呉3階 0823-32-5485 10：00～20：00 ゆめタウン呉に準ずる ○

181 小売店 バッケンモーツアルトゆめタウン呉店 呉市宝町5-10ゆめタウン呉店内 0823-32-5517 9:00～21:00 年中無休 ○

182 小売店 ミュージアムショップやまと 呉市宝町5-20 0823-32-1123 9：00～18：00
火（祝日の場合は翌

日）
○

183 小売店 山城屋酒店宝町店 呉市宝町6-77 0823-21-9015 11：00～19:00
年中無休(年末年始

を除く）
○

184 小売店 村尾昌文堂 呉市豊町大長5905-1 0823-66-2025 9時～17時 無休 ○ ○

185 小売店 GLAMPISPA瀬戸内 呉市豊町大長6164 0823-66-2200 15：00～20：00 無休 ○ ○

186 小売店 ウォンツ呉四ツ道路店 呉市本通2-6-1 0823-32-1517 9：00～22：00 なし ○ ○

187 小売店 呉山城屋 呉市本通２－６－６ 0823-21-2722 11：00～18：30 日曜日・祝日 ○

188 小売店 至誠堂書店 呉市本通２丁目１－１９ 0823-21-3494 9：00　～20：00 日曜日 ○

189 小売店 バッケンモーツアルト呉本通り店 呉市本通3-1-19 0823-25-9027 10:00～19:00 年中無休 ○

190 小売店 ローソン呉本通り店 呉市本通3-5-1 0823-24-8988 24時間 なし ○ ○

191 小売店 宝石の山本 呉市本通３丁目１－１３ 0823-22-9752 10:00~18:00 火曜日 ○

192 小売店 千福ギャラリー三宅屋商店 呉市本通７－７－１ 0823-22-3838
１２：００～１６：００

（平日のみの営業）
土・日・祝・年末年始 ○ ○

193 娯楽施設 ビッグエコー呉駅前店 呉市宝町2-8 0823-32-3377 10：00～1：00（金土曜日10：00～5：00） 無し ○ ○

194 娯楽施設 カラオケBanBan呉店 呉市本通3-3-5 050-3134-0698 10：00～30：00 年中無休 ○
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