
 広島市安佐北区

【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 安佐サービスエリア　上り線 広島市安佐北区安佐町鈴張3796-2 082-835-2601 24時間営業 なし ○ ○

2 飲食店 安佐サービスエリア　下り線 広島市安佐北区安佐町鈴張3924 082-835-2355 24時間営業 なし ○ ○

3 飲食店 ステーキガスト広島可部 広島市安佐北区可部１丁目１５－８ 082-819-3077 ○

4 飲食店 三代目綱元　さかなや道場　可部店 広島市安佐北区可部3丁目37ｰ36可部桝本店舗1F 082-819-0431
日曜日～木曜日17:00～23:00　金曜・土曜・祝前

17:00～24:00
2022/1/1 ○ ○

5 飲食店 徳川可部店 広島市安佐北区可部5-11-17 082-815-2775 AM11:00～PM22：00 年中無休 ○ ○

6 飲食店 菓匠茶屋　可部店 広島市安佐北区可部5-11-17サンリブ可部店1階 082-814-0705 9：00～19：00 なし ○

7 飲食店 焼肉ぐりぐり家 可部店 広島市安佐北区可部７丁目４-１３ 082-819-0029
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

8 飲食店 大阪王将　広島可部店 広島市安佐北区可部7丁目4-3 082-824-8880 11:00～22:00
年末年始12/31～

1/1
○

9 飲食店 ココス可部店 広島市安佐北区可部南5-14-14 050-3529-2168 10:00～24:00 なし ○

10 飲食店 まいどおおきに広島高陽食堂 広島市安佐北区口田3丁目1-13 082-847-3848 7：00～23：00 年中無休 ○

11 飲食店 スシロー高陽店 広島市安佐北区深川5丁目30-38 082-841-2017 11時00分～23時00分 なし ○

12 飲食店 焼肉ぐりぐり家 高陽店 広島市安佐北区深川５丁目３０-３８アクロスプラザ高陽２Ｆ 082-841-1929
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

13 飲食店 ガスト高陽町 広島市安佐北区落合南２丁目２番４号 0570-011-394 全日9:00-22:30 年中無休 ○

14 鉄道・バス 広島電鉄　安佐営業所 広島市安佐北区安佐町飯室1576 082-835-1860 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

15 鉄道・バス 広島交通　高陽営業所 広島市安佐北区倉掛3-1-1 082-842-2350 9：00～17：00 年中無休 ○

16 鉄道・バス 中国ジェイアールバス　広島支店 広島市安佐北区落合南6丁目1番2号 0570-010-666 9:00~17:30 なし ○

17 小売店 久地パーキングエリア上り線 広島市安佐北区安佐町久地1813 082-837-2261
飲食コーナー　11：00～19：00

売店コーナー　7：00～19：00
年中無休 ○ ○

18 小売店 久地パーキングエリア下り線 広島市安佐北区安佐町久地1834 082-837-2266
飲食コーナー　11：00～19：00

売店コーナー　8：00～20：00
年中無休 ○ ○

19 小売店 リカーズ　コムズ店 広島市安佐北区安佐町飯室1592 082-810-2037 9:00～20:00 年始元旦～2日 ○

20 小売店 フレスタコムズ店 広島市安佐北区安佐町飯室1592ｺﾑｽﾞ安佐ﾊﾟｰｸ1F 082-810-2250 AM09:00～PM08:00 1/1～1/2 ○

21 小売店 ローソン広島飯室西店 広島市安佐北区安佐町飯室3450-1 082-516-5485 24時間 なし ○

22 小売店 ウォンツ飯室店 広島市安佐北区安佐町飯室4224番1 082-810-2177 9：00～21：00 なし ○ ○

23 小売店 ウォンツ可部店 広島市安佐北区可部3-8-43 082-815-0101 9：00～22：00 なし ○ ○

24 小売店 ゆめマート可部店 広島市安佐北区可部５－１６－１３ 082-815-7511 9：00～22：00 2022/1/1 ○

25 小売店 やまや可部店 広島市安佐北区可部5-17-8 082-810-0371 9:00~21:00 年中無休 ○

26 小売店 イエローハット　モンテ可部店 広島市安佐北区可部5-8-4 082-815-1815 10:00-19:30（日・祭10:00-19:00）
（年末年始1/1-

1/2）
○ ○

27 小売店 バッケンモーツアルトマルナカ可部店 広島市安佐北区可部7-4-13マルナカ可部店内 082-814-6810 10:00～20:00 年中無休 ○

28 小売店 マルナカ可部店 広島市安佐北区可部７丁目４番１３号 082-819-3001 9：00～22：00 なし ○ ○

29 小売店 スーパードラッグひまわり可部北店 広島市安佐北区可部8丁目13番7号 082-562-2275 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

30 小売店 ドラッグコスモス可部南店 広島市安佐北区可部南２丁目２４－２７ 082-819-1231 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

31 小売店 ウエルシア広島可部南店 広島市安佐北区可部南5-9-17 082-819-2021 9:00 ～ 24:00 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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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

32 小売店 香月堂　フジグラン高陽店 広島市安佐北区亀崎1－1－6 082-843-5113 9：00～　21：00 不定休 ○

33 小売店 バッケンモーツアルト高陽店 広島市安佐北区亀崎1-1-6フジグラン高陽店内 082-845-3360 9:00～21:00 年中無休 ○

34 小売店 廣文館　フジグラン高陽店 広島市安佐北区亀崎1-1-6フジグラン内3F 082-842-4604 9：00～21：00 なし ○ ○

35 小売店 メディコ２１・高陽店 広島市安佐北区亀崎1丁目1番6号 082-845-2243 9：00～20：00 年中無休 ○ ○

36 小売店 フジグラン高陽 広島市安佐北区亀崎一丁目１番６号 082-843-5111
食品館、衣料・くらしの品フロアともに、9：00から21：

00まで。
なし ○

37 小売店 ドラッグコスモス亀山店 広島市安佐北区亀山２丁目１０-１２ 082-819-2907 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

38 小売店 エディオン可部店 広島市安佐北区亀山2丁目10-17 082-814-2344 １０：００～１９：００
あり（月によって異なり

ます）
○ ○

39 小売店 DCM可部店 広島市安佐北区亀山２丁目２５－６ 082-819-3545 09:00～20:00
1月1日、1月2日、1

月24日
○ ○

40 小売店 スーパードラッグひまわり可部店 広島市安佐北区亀山2丁目25-9-2 082-812-0303 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

41 小売店 イエローハット広島可部店 広島市安佐北区亀山3-13-14 082-814-1616 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

42 小売店 ウォンツ亀山店 広島市安佐北区亀山3-3-19 082-814-3030 9：00～22：00 なし ○ ○

43 小売店 フレスタ可部店 広島市安佐北区亀山3丁目14-15 082-814-3155 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

44 小売店 フタバ図書TSUTAYA　可部センター店 広島市安佐北区亀山５丁目５－１８ 082-812-2811
9:00～22:00

(一部の売場は10:00～22:00)
年中無休 ○

45 小売店 ローソンフタバ図書可部センター店 広島市安佐北区亀山５丁目５－１８ 082-814-3133 24時間営業 年中無休 ○

46 小売店 マックスバリュ可部西店 広島市安佐北区亀山９丁目１３－１４－１４ 082-819-3080 8：00～22：00 なし ○ ○

47 小売店 ホームプラザナフコ安佐北店 広島市安佐北区亀山９丁目１３番１４－１２号 082-815-1981 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

48 小売店 ローソン 安佐市民病院店 広島市安佐北区亀山南１-２-１ 082-814-8728 7:00~21:00 定休日なし ○ ○

49 小売店 ファミリーマート可部虹山店 広島市安佐北区亀山南四丁目2-22 082-819-2215 24時間 年中無休 ○

50 小売店 ウォンツ高陽矢口店 広島市安佐北区口田1-21-23 082-845-7077 9：00～21：00 なし ○ ○

51 小売店 おかず工房矢口店 広島市安佐北区口田1丁目8-6 082-843-1600 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

52 小売店 ウォンツ口田店 広島市安佐北区口田3-30-4 082-841-1007 9：00～22：00 なし ○ ○

53 小売店 マックスバリュ高陽店 広島市安佐北区口田４丁目６－３２ 082-842-1155 8：00～23：00 なし ○ ○

54 小売店 フレスタ口田南店 広島市安佐北区口田南2-16-7 082-842-0100 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

55 小売店 ウォンツフジ三入店 広島市安佐北区三入2-17-38 082-810-5807 9：00～21：00 なし ○ ○

56 小売店 ウォンツ三入店 広島市安佐北区三入3-17-1 082-810-5510 9：00～21：00 なし ○ ○

57 小売店 フジ三入店 広島市安佐北区三入二丁目１７番３８号 082-818-7111 9：00から21：00まで。 なし ○

58 小売店 ホ-ムプラザナフコ高陽店 広島市安佐北区小河原町１４８－１ 082-844-1381 8：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

59 小売店 ウォンツアクロスプラザ高陽店 広島市安佐北区深川5-30-38 082-841-5611 9：00～21：00 なし ○ ○

60 小売店 ユアーズ アクロスプラザ高陽店 広島市安佐北区深川5-30-38 082-841-1050 9:00～23:00 ○

61 小売店 ホームプラザナフコ白木店 広島市安佐北区白木町市川１５０－１ 082-828-7151 8：30～18：30 2022/1/1 ○ ○

62 小売店 ユアーズ  白木店 広島市安佐北区白木町小越188-1 082-828-2666 9:00～21:00 ○

63 小売店 ウォンツ白木店 広島市安佐北区白木町小越202 082-828-7667 9：00～21：00 なし ○ ○

64 小売店 ウォンツ高陽落合店 広島市安佐北区落合1-45-13 082-841-4077 9：00～22：00 なし ○ ○

65 小売店 エディオン高陽店 広島市安佐北区落合南3-2-12 082-843-8411 １０：００～１９：００
あり（月によって異なり

ます）
○ ○

66 小売店 やまや高陽店 広島市安佐北区落合南5-28-35 082-843-3144 10:00~21:30 年中無休 ○

67 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フジ高陽店 広島市安佐北区亀崎1-1-6 082-843-5285 9：00～20：00 年始1/1～1/3 ○

68 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フジ三入店 広島市安佐北区三入2-17-38 082-818-0760 8：00～20：00 年始1/1～1/3 ○

69 理容・美容 りらくる広島可部店 広島市安佐北区可部南4-1-6 082-814-0006 9:00-24:00 無 ○

70 理容・美容 りらくる広島矢口店 広島市安佐北区口田南7-12-21 082-845-5233 9:00-24:00 無 ○
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