
 広島市中区

【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 赤から広島えびす店 広島県広島市中区堀川町3-10　２階 082-545-8200 17：00～24：00 1/1,1/2 ○ ○

2 飲食店 あかんたれ 広島県広島市中区立町3-20菊崎ビル１F 082-245-4139
月-木　17:00-23:00(Food L.O.22:00)／ 金・

土　17:00-24:00(Food L.O.23:00)
日曜日 ○ ○

3 飲食店 安芸茶寮 広島県広島市中区三川町9-7 082-209-8872
昼　11:30～14:30(L.O.13:45)夜　17:00～

22:30(L.O.21:45)

不定休(当店HPよりご

確認ください)
○

4 飲食店 安芸若
広島県広島市中区立町4-8 グランドパーキング21 1階グランド

パーキング21 1階
082-504-9188 ランチ11：00～13：30夜17：00～23：00

日曜日（年末年始

12/31～1/1）
○ ○

5 飲食店 握手カフェ 広島県広島市中区大手町1-2-1 082-569-6802
握手カフェ=10:00～18:00 / ROOF TOP

BAR=18:30～23:00

握手カフェ=毎日営業

/ ROOF TOP BAR=

月火水

○ ○

6 飲食店 AGRI 広島県広島市中区中町４－１８ 082-246-7721
ランチ11:00～15:00　ディナー17:00～22：00　テ

イクアウト11:00～18:00

日曜日（年末年始

12月27日～1月5

日）

○ ○

7 飲食店 味わいお好み　一力 広島県広島市中区榎町1-14　坪井ビル1F 082-233-0181 11：30～14：0017：30～23：00 月 ○ ○

8 飲食店 アラパイマ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3310 11:00～19：00 パセーラに準ずる ○

9 飲食店 アルマンドリーノ 広島県広島市中区大手町2-8-4パークサイドビルB1F 082-504-0435 11:30～15:0017:30～22:00
日曜(年末年始

12/30～1/3)
○ ○

10 飲食店 アロイ 広島県広島市中区舟入町１番地１０号セジュールフジタ 082-296-6590 18:00～21:00 月曜 ○ ○

11 飲食店 アンデルセンカフェ 広島県広島市中区紙屋町1-3-8　ひろぎんHD本社ビル1F 082-504-3191
平日8:00～19:00　土曜10:00～19:00　日祝

10:00～18:00
年始（1/1～2） ○ ○

12 飲食店 and soup(アンドスープ） 広島県広島市中区立町6-5-1姫石ビル 070-8468-5595 11:00~18:30 未定 ○ ○

13 飲食店 イエスタディ 広島県広島市中区本通1-3 082-249-5666 8:00～24:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

14 飲食店 いきなりステーキ広島中央通り店 広島県広島市中区三川町2-1サンリバービル1F 082-569-8003 11：00～翌1時まで 年中無休 ○

15 飲食店 伊酒屋　マリオ 広島県広島市中区小町5-22 082-247-4956
LUNCH11:30~14:00 DINNER17:00~23:00

(L.O 22:00)

定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

16 飲食店 居魚屋うおはん　立町店 広島県広島市中区立町5-7　Gハウス2階 082-247-7797 18：00～24：00

日曜日（月祝の場合

は日曜営業、月祝店

休）

○ ○

17 飲食店 居酒屋　民宿 広島県広島市中区流川町2-22 082-241-3078
11:00～14:00、17:00～24:00(土日祝17:00

～24:00)
年始1/1 ○ ○

18 飲食店 居酒屋無名塾 広島県広島市中区大手町2-6-8 082-249-4255 11：30～14：00(平日）17：00～23：00 日曜日 ○ ○

19 飲食店 石まつ三代目 広島県広島市中区流川町3-14 082-241-9041 17:30-23：00 日祝日 ○ ○

20 飲食店 イタリア料理ソッジョルノ 広島県広島市中区小町1-20 082-545-8060 11:30～15:00、17:30～22:00
毎週月曜日、第一日

曜日
○ ○

21 飲食店 イタリア料理店　LiBERO 広島県広島市中区幟町10－14宇佐川本館ビル1階 082-223-1122 18：00～23：00（土日祝１２:００～23：00 火・第2月 ○ ○

22 飲食店 一利喜　えびす店 広島県広島市中区本通1-29 082-242-1253 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

23 飲食店 一利喜　本店 広島県広島市中区袋町6-52 082-246-1253 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

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

24 飲食店 一絆 広島県広島市中区新天地5-133F 082-245-0678 11：30～22：00 不定 ○

25 飲食店 厳島 広島県広島市中区新天地5-13 082-541-1181 11時00分～26時00分 ありません ○ ○

26 飲食店 インド料理ガネーシュ鷹野橋店 広島県広島市中区大手町5丁目6-16 082-246-7077 ○

27 飲食店 インド料理ガネーシュ本通り店 広島県広島市中区本通3-12 082-247-0022 ○

28 飲食店 Wellness　Dining艷 広島県広島市中区流川町5-15L’S流川2F 082-909-9118 17:30~24:00 日 ○ ○

29 飲食店 魚樽袋町支店 広島県広島市中区袋町2-19 082-545-7000

昼/11：30～14：30（LO 14：00）

夜/月～木/17：00～23：00（LO 22：00）

金～日/17：00～24：00（LO 23：00）

なし ○ ○

30 飲食店 魚樽本店 広島県広島市中区薬研堀3-8 082-546-0001
月～木/17：00～23：00（LO 22：00）

金・土/17：00～24：00（LO 23：00）
日曜日 ○ ○

31 飲食店 魚地心　広島流川店 広島県広島市中区堀川町5-14　荘保ビル2F～4F 082-245-1501
【日～木】17：00～24：00

【金土祝前日】17：00～翌1：00
無し ○ ○

32 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　胡町本店 広島県広島市中区胡町3-14　アーバン胡館1F 082-249-8089
11:30～14:00（LO）　17:00～AM2:30

（LO）
なし ○

33 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　広島バスセンターアクア店 広島県広島市中区基町6-277F 082-511-8220 11:00～22:00（LO21:00）
モールの定休日に準じ

る
○

34 飲食店 うまいもん屋 五ェ門　仏壇通り別館 広島県広島市中区堀川町1-16リュウト館2F 082-541-5041 18:00～21：30(LO) 不定休 ○

35 飲食店 旨飯酒場 えこ贔屓 広島県広島市中区大手町１丁目７-２０小松テナント1Ｆ 082-545-3655 11:30~14:00 17:00~22:00
月・第一火（年末年

始）
○ ○

36 飲食店 ウメ子の家 広島新天地プラザ店 広島県広島市中区新天地5-13新天地プラザ 6F 082-544-8877 17:00~23:30 無し ○ ○

37 飲食店 うらぶくろ浜けん 広島県広島市中区袋町6-45 082-246-1156 11:30~24:00 無 ○

38 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

　別棟1F　鉄板焼　「愛宕」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-9129

11:30～14：3017:00～21：0017:00～21：

30（金・土・祝）
水※変更の場合あり ○ ○

39 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

1F　「ザ・ラウンジ」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-1114 10:30～22：30 なし ○ ○

40 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

1F　オールデイダイニング「フリュティエ」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-1113

日～木　 6:00～21：00

金・土・祝　6:00～21：30
なし ○ ○

41 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

屋上「ルーフトップ・ビアガーデン」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-1111

11:30~14：30（土・日・祝）

17:00～21：30

営業期間：

2022/10/15迄

期間中無休

※雨天時中止

○ ○

42 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

5F　中国料理　「桃李」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-1118 11:30～14：3017:00～21：00 火※変更の場合あり ○ ○

43 飲食店
ANAクラウンプラザホテル広島

5F　日本料理　「雲海」
広島県広島市中区中町7-20 082-241-1117

11:30～14：3017:00～21：0017:00～21：

30（金・土・祝）

月・木※変更の場合あ

り
○ ○

44 飲食店 H's Burger stand & Bar 広島県広島市中区袋町4-1袋町産業ビル1階 082-576-3112
11～21時まで、日祝11時～19時(売り切れ次第閉

店の可能性あり）
水曜日 ○ ○

45 飲食店 EIGHT supperclub 広島県広島市中区新天地1-19　新天地レジャービル6階 082-545-5580 18：00～26：00
なし（年末年始は未

定）
○

46 飲食店 8 STREET 広島県広島市中区流川町5-15　春陽堂ビル1階 082-247-6107 18:00～24:00 不定休 ○ ○

47 飲食店 永斗麺　紙屋町本店 広島県広島市中区紙屋町1-5-22MKビル1F 082-205-6277
(月~金)11:30~15:30 18:00~23:00

(土)11:30~23:00　(日)11:30~20:00

HPにてご確認くださ

い。
○

48 飲食店 えびす海鮮さかな市場 広島県広島市中区堀川町3-13　ラッキー会館B1F 082-545-0556 17：00～23：30 年中無休 ○ ○

49 飲食店 エビスキッチン 広島県広島市中区本通1-29 082-246-5959 １７：００～２４：００ 12月31日、1月2日 ○

50 飲食店 エビス傳八 広島県広島市中区堀川町4-3　胡ビル 082-248-7700

月～木 18:00 ～ 0:00（L.O.23:00）

　　　金・土 18:00 ～ 25:00（L.O.00:00）

　　　日・祝 17:00 ～ 23:00（L.O.22:00）

年始1/1.2.3.4休み ○ ○

51 飲食店 えびすの宴 広島県広島市中区堀川町3-13　ラッキー会館2階 082-243-6166 17：00～24：00 日（12/31～1/1） ○ ○

52 飲食店 M‘s 広島県広島市中区新天地2-12　濶久BLD　2階 082-246-8180 18:00～24:00 不定休 ○
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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

53 飲食店 猿々楽々　えびす通り店 広島県広島市中区堀川町3-20天満屋エビスクラブ5F 082-247-7750 17：30~24：00(LF23：00 LD23：30)
HPにてご確認くださ

い。
○ ○

54 飲食店 猿々楽々　大手町店 広島県広島市中区大手町2-7-30パシフィカ紙屋町1F 082-240-1020 17：30~24：00(LF23：00 LD23：30)
HPにてご確認くださ

い。
○ ○

55 飲食店 oysterBar MABUI 並木店 広島県広島市中区三川町3-12　カールビル1F 082-249-3155 16:00~25:00 なし ○ ○

56 飲食店 oysterBar MABUI 袋町 広島県広島市中区袋町2-26　カッパーハウス1F 082-249-2490 17:00~24:00 なし ○ ○

57 飲食店 オーティス 広島県広島市中区加古町1-20　倉本ビル1階 082-249-3885 11:30~22:00　日祝14:00~21:00 ○

58 飲食店 大手町酒場赤まる 広島県広島市中区大手町２丁目1-7 082-247-8815 11：30～0：00（土曜15：00～0：00）
日祝（年末年始

12/31～1/3）
○ ○

59 飲食店 オールデイダイニング「モザイク」 広島県広島市中区富士見町１１－１２ 082-243-2700 6:30～22:00 無し ○ ○

60 飲食店 お竈突 広島県広島市中区胡町3-15　WAOビル4階 082-545-7886 17:00～24:00(L.O.23:30)
不定休(当店HPよりご

確認ください)
○

61 飲食店 お好み村　てつ 広島県広島市中区新天地5-132階H号 090-7594-6664 11:00～22:00 不定休 ○ ○

62 飲食店 お好み村 てっ平 広島県広島市中区新天地5-13 082-541-0012 11:00~21:00 不定休 ○

63 飲食店 お好み村　廣島お好み焼き祿 広島県広島市中区新天地5-13新天地プラザ４階 082-248-2660 11:30-14:30 17:30-23:00 木曜日 ○ ○

64 飲食店 お好み村　桃太郎 広島県広島市中区新天地5-13　2F 082-249-8290 11:00~21:00
月曜日（祝日の場合

は火曜日)
○ ○

65 飲食店 お好み焼き ええがい 広島県広島市中区新天地5-13新天地プラザ4階B号 082-249-1819 11:30~24:00 火曜 ○ ○

66 飲食店 お好み焼き　新天地　みっちゃん 広島県広島市中区新天地6-12 082-243-5935
11：00～14：0017:00～20:30 時間変更をする

場合もございます
月、木　2/22 ○

67 飲食店 お好み焼　千房 広島県広島市中区基町6-78 082-502-6401 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

68 飲食店 お好み焼き　鉄板焼き　蔵屋　大手町本店 広島県広島市中区大手町3-8-4佐野ビル1F 082-545-2242
昼11:30～14:00夜17:00～24:00(土祝17:00

～24:00)
日曜日 ○ ○

69 飲食店 お好み焼き　鉄板焼き　蔵屋　紙屋町店 広島県広島市中区大手町2丁目2-13 082-207-3345
昼11:30から14:00 夜17:00から24:00(土祝

17:00から24:00)
日曜日 ○ ○

70 飲食店 お好み焼き　鉄板焼き　蔵屋　小町店 広島県広島市中区小町5-230024ビル1F 082-504-9222
昼11:30から14:00夜17:00から24:00(土祝

17:00から24:00)
日曜日 ○ ○

71 飲食店 お好み焼き　鉄板焼き　蔵屋　中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-14畑正ビル2F 082-243-7057 17:00から午前1:30 月曜日 ○ ○

72 飲食店 お好み焼き・鉄板焼き　そり家 広島県広島市中区八丁堀13－17ソラリスビル１F 082-836-7797 11：30～23：00
日曜日（年末年始

12/31～1/1）
○ ○

73 飲食店 お好み焼き 鉄板焼き やつなみ 広島県広島市中区上八丁堀7-27　藤岡ビル1F 082-962-2230 11:30～13:0017:00～21:30 日 ○ ○

74 飲食店 お好み焼　花子　本店 広島県広島市中区国泰寺町1-3-14　os2ビル 2F 082-240-0875 11：00～22：00 日・祝 ○ ○

75 飲食店 お好み焼　やけっぱち 広島県広島市中区東白島町15-3 082-222-4547 17:00~23:00 火 ○

76 飲食店 お好み焼き　若貴 広島県広島市中区紙屋町2丁目3-21　301号 082-541-0909 11:00~22:00 不定休 ○ ○

77 飲食店 お好み焼き・鉄板焼　流川八昌 広島県広島市中区流川町8-20エイトビル2F 082-243-8400 16：00～翌日4：00（又は5：00） なし ○ ○

78 飲食店 お好み焼き鉄板串焼きやまだ 広島県広島市中区大手町1丁目4-29　ファブリカビル1F 082-569-8870 ランチ11：30～14：00ディナー17:30～23：00 日曜 ○ ○

79 飲食店 お好み焼長田屋 広島県広島市中区大手町1丁目７－１９ 082-247-0787 11：00～20：30
火曜日・第２第４水

曜日
○ ○

80 飲食店 尾崎牛No.8 広島県広島市中区堀川町3－20エビスクラブビルB１ 082-247-3310
17：00～23：00（土日曜日11：00～23：

00）

水（年末年始12/31

～1/2）
○ ○

81 飲食店 お酒の美術館 ポプラ八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀3-10 082-221-0720 日曜 休業日 ○ ○

82 飲食店 おにぎり仁多屋大手町本店 広島県広島市中区大手町2-11-15 082-569-5622 10：00~19：00(土日曜日9：00~19：00) 2022/01/01 ○ ○

83 飲食店 おねぎや 袋町店 広島県広島市中区袋町1-13日専連ビル 1F 082-243-6351 17:00-23:00 なし ○ ○

84 飲食店 尾道らーめん　三公 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3314 11:00～22：00 パセーラに準ずる ○

85 飲食店 おばんざい優友 広島県広島市中区中町２－２２Ｆ 080-1640-1288 18:00～23:00
日・祝（年末年始・夏

季休暇）
○ ○

86 飲食店 お料理　貫路 広島県広島市中区中町3-211F 082-249-4281 17：30～22：30 日曜日 ○ ○
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87 飲食店 御料理　粋人 広島県広島市中区八丁堀13-15 082-228-6005 18：00～22：00
日・祝（年末年始・お

盆）その他
○ ○

88 飲食店 CasaMila　大手町店 広島県広島市中区大手町2-1-12　青木ビル1階 082-240-0048 11：30～23：00 不定休 ○ ○

89 飲食店 海鮮居酒屋やぶれかぶれ 広島県広島市中区舟入本町6-10　トモケイビル1F 082-233-8693
11:00~14:00（ランチ営業）17:00~24:00（通

常営業）

月(年末年始12/31

～1/3)
○ ○

90 飲食店 カイゾク ディ メイプルシティ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-227-0015 10：30～22：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

91 飲食店 かき小屋豊丸水産　広島本通り店 広島県広島市中区本通り7ｰ24マンヨシビル2F 082-543-5861
日曜日～木曜日11:30～23:00　金曜日・土曜日

11:30～24:00
2022/01/01 ○ ○

92 飲食店 かき小屋袋町店　海平商店 広島県広島市中区袋町8-11　森田ビル1階 082-249-9219 17:00～23:00（ラストオーダー 22:30)

日曜日（ただし、月曜

日が祝日の時は日曜

日は営業して月曜日

が休業）、年末年始

○

93 飲食店 かきと水晶焼き　空 広島県広島市中区堀川町1-2第一船屋ビル2F 082-246-7999 17:00~26:00 不定休 ○ ○

94 飲食店 かき船かなわ 広島県広島市中区大手町1丁目地先 082-241-7416 11：00～14：30、17：00～22：00
年末年始　12月29

日～1月3日
○ ○

95 飲食店 菓酒ＭＡＲＵ 広島県広島市中区袋町8-11 082-207-0781
11：30～14：00　土日祭日12：00～14：00

夜営業18：00～0：00
月曜夜 ○ ○

96 飲食店 菓匠茶屋　広島店 広島県広島市中区宝町2-1フジグラン広島店１階 082-241-1161 9：00～21：00 なし ○

97 飲食店 ガスト国泰寺 広島県広島市中区国泰寺町１丁目９－２０ 0570-001-952 ○

98 飲食店 ガスト広島本通 広島県広島市中区本通８－２３本通ヒルズＢ１Ｆ 0570-001-972 ○

99 飲食店 風に吹かれて 広島県広島市中区幟町12番5号 082-222-1200 11：30~22：00 日曜日 ○ ○

100 飲食店 勝手にサワー 白木屋 広島八丁堀駅前店 広島県広島市中区堀川町4-17小松屋ビル地下1階 082-247-8988
月～木　15:00～0:00／金・土　15:00～0:00／

日?祝日　15:00～0:00
なし ○

101 飲食店 かに通　広島店 広島県広島市中区銀山町4-13 082-247-6661
ランチ11：00～15:00　ディナー17：～23：00

土日祝11：00～23：00

年末年始12/31～

1/1
○

102 飲食店
CAFE DI ESPRESSO珈琲館三井ガーデンホテル広島

店
広島県広島市中区中町9－12　三井ガーデンホテル広島１F 082-242-2708 7:00～19:00(平日)7:00～17:00(土・日・祝) 不定休 ○ ○

103 飲食店 caf? citron 広島県広島市中区小町1-1木村ビル 2F 082-247-4106 11:30-22:00(土日祝日11:00-23:00)
なし（年末年始は未

定）
○

104 飲食店 カフェ 風車　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3267 10：30～21：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

105 飲食店 Caffe Ponte 広島県広島市中区大手町1-9-21 082-247-7471
平日10：00～22：00

土日祝8：00～22：00
なし ○ ○

106 飲食店 紙屋町パーラー 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3311 11：00～18：00 パセーラに準ずる ○

107 飲食店 かめ福 広島県広島市中区新天地1-9 082-543-2222

月～木/18：00～24：00

金・土・祝前/17：00～25：00

日・祝/17：00～22：00

なし ○ ○

108 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 八丁堀店 広島県広島市中区堀川町５－１６胡町共同ビル２階 082-544-2680
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。

○ ○

109 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　広島ミライザカ本通り店 広島県広島市中区大手町１丁目５番８号　マリーベルＢ１階 082-545-1946
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。

○ ○

110 飲食店 カラオケ館　中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-14-1広島B&Vﾋﾞﾙ 082-504-7171 11：00～翌6：00 なし ○ ○

111 飲食店 カラオケ館　広島本通店 広島県広島市中区本通9-33 082-246-0087
日～木・祝　11:00～翌1:00

金・土・祝前日　11:00～翌5:00
なし ○ ○

112 飲食店 唐々亭　銀山店 広島県広島市中区銀山町11-14 082-249-5450 18:00～27:30 日・月 ○
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113 飲食店 唐々亭　新天地店 広島県広島市中区新天地1-14 082-241-4333 11:30～27:30 なし ○ ○

114 飲食店 がらく 広島県広島市中区富士見町6-13 082-244-5755 11：30～14：30  18：00～26：00
なし（年末年始1/1

～1/2）
○ ○

115 飲食店 からたちの花 広島県広島市中区銀山町7-8　ENホテル1階 082-243-8808 11:00～14：00 日・祝日 ○ ○

116 飲食店 辛部　宝町店 広島県広島市中区宝町1-17CASA.DEL101 082-236-6815
●11：30～15：00　　●18：00～24：00

（ラストオーダー閉店15分前）

年末年始12/31～

1/1
○

117 飲食店 Calma（カルマ） 広島県広島市中区薬研堀3-6　2階 082-567-5117 18:00~23:00（金土18:00~24:00)
日・月（年末年始

12/30~1/6）
○ ○

118 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋 中区大手町店 広島県広島市中区大手町2-7-2　Balcom大手町ビル1階 082-543-5535 11：00～23：00 なし ○

119 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　中区新天地店 広島県広島市中区三川町2-4ヒツジヤビル１F 082-249-7031 11：00～23：00
年末年始　12/31～

1/1
○

120 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　中区東千田店 広島県広島市中区東千田町2丁目3-21 082-504-3551 11:00~24:30 2023/01/01 ○

121 飲食店 韓国BAR ONECHICKEN 堀川店 広島県広島市中区堀川町３?１７ 082-236-6632 １7：００~２6：００
月曜日（祝日の場合

は営業致します）
○ ○

122 飲食店 韓国焼肉牛舞 広島県広島市中区袋町6-4　EXAビル1階 082-249-4311 11:30~14:00 17:00～24:00

祝（年末年始

12/31ー1/2）日曜

日：11:30~14:00

○ ○

123 飲食店 完全個室　獅魂 新天地 広島県広島市中区新天地1－3　広島第3ビル　6F 082-247-3768 17：00?25：00
?（祝前?の場合は営

業し、翌?休)
○ ○

124 飲食店 元祖へんくつや　新天地店 広島県広島市中区新天地2-12　濶久BLD　1階 082-242-8918 11:00～26:00 無休 ○ ○

125 飲食店 元祖へんくつや　本店 広島県広島市中区新天地2-8　吉岡ビル　1階 082-542-8119 11:00～23:00 火曜日、水曜日 ○ ○

126 飲食店 喜とん　大手町店
広島県広島市中区大手町2-8-2フージャーズ広島大手町ビル

1F
082-567-5520

11:30～15:00　17:00～23:00（日曜22：

00）

年末年始12/31～

1/3
○

127 飲食店 喜とん　立町店 広島県広島市中区立町1－26　泰平ビル１F 082-247-1600
11:00～15:00　17:00～22:00（日曜21：

00）

年末年始12/31～

1/3
○

128 飲食店 喜多よし 広島県広島市中区紙屋町2-2-18 082-546-6666
11:30～15:00(L.O.14:00)

17:30～23:00(L.O.22:00)
日曜日 ○ ○

129 飲食店 喫茶さえき 広島県広島市中区紙屋町1-4-25 082-246-9339 10:00～18:00（18:00以降は予約営業のみ）
第2,4日曜日（年末

年始12/29～1/3）
○ ○

130 飲食店 キッチンきゅうこん 広島県広島市中区本川町2丁目4-22　102 082-554-5616
平日7:30~20:00（金曜21:00）土曜

9:00~21:00日曜9:00~17:00
毎週月曜日 ○ ○

131 飲食店 きてや広島本川店 広島県広島市中区本川町2丁目6-11 082-295-0918 17：30～23：00 日曜日 ○

132 飲食店 木村屋本店 広島県広島市中区大手町1丁目1-10 082-258-4877
10：30～15：00

17：00～(20：00スタートまで)
不定休 ○ ○

133 飲食店 牛角八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀11-10 082-212-1029 17:00~00:00 不定休 ○ ○

134 飲食店 牛舞ホルモン焼肉酒場 広島県広島市中区薬研堀8-13サンユ藤田ービル１階 082-247-7205
17：00～翌2：00（金、土曜日17:00～翌

5:00）

祝（年末年始

12/31ー1/１）
○ ○

135 飲食店 餃子家 龍 大手町店 広島県広島市中区大手町2-7-1 082-541-5226 17：00~23：00 なし ○ ○

136 飲食店 餃子家 龍 紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1-1B1 082-240-2666 16：00~23：00 日曜日 ○ ○

137 飲食店 餃子家 龍 新天地本店 広島県広島市中区新天地1-18 082-249-7666 17：00~25：00 なし ○ ○

138 飲食店 餃子家 龍 並木通り店 広島県広島市中区袋町9-4 082-242-8229 14：00~24：00 なし ○ ○

139 飲食店 Quilfaitbon 広島県広島市中区大手町3-2-201F 082-243-0015 11:00~14:00　17:00~23:00 日・祝 ○ ○

140 飲食店 喰切じろう 広島県広島市中区胡町2-102F 082-245-3620 17:00～翌4:00 なし ○ ○

141 飲食店 食辛房　広島白島店 広島県広島市中区東白島町14-15 082-227-9141

17:00～24:00(月～金)

11:00～15:00 17:00～ 24:00(土)

11:00～24:00(日・祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○
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142 飲食店 食辛房　広島舟入店 広島県広島市中区西川口町6-1 082-234-9141

17:00～24:00(月～金)

11:00～15:00 17:00～ 24:00(土)

11:00～24:00(日・祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

143 飲食店 空心菜館 広島県広島市中区本通り1－22 082-236-8344 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

144 飲食店 クオーレデルペッシェ 広島県広島市中区胡町3-17大戸ビル 082-240-0190

月～木、日、祝　17:00~翌1:00

(料理LO 翌0:00 ドリンクLO 翌0:30)

金、土、祝日前　17:00~翌2:00

(料理LO 翌1:00 ドリンクLO 翌1:30)

不定休 ○ ○

145 飲食店 串揚げCOZYダイナー 広島県広島市中区銀山町10-4 082-236-6565 17:00～翌0:00 月曜日 ○ ○

146 飲食店 串カツ田中　広島店 広島県広島市中区中町９－１ 082-569-5300 16：00-23：00（土日祝12：00-23：00） 年末年始12/31-1/2 ○ ○

147 飲食店 串八 広島県広島市中区新天地5-13　新天地プラザ1F 082-541-0948 18：00～24：00
月曜日(年末年始

12/31．1/1)
○

148 飲食店 串巻きあーと　半蔵　広島店 広島県広島市中区堀川町4-20　タカタアレービルB1階 082-569-5073 月～日、祝日、祝前日: 16:00～翌0:00 不定休 ○ ○

149 飲食店 串焼酒房 蜂ヤ 胡町店 広島県広島市中区堀川町１－３２　コニービル１Ｆ 082-249-8212 18：00～3：00 日曜日・隔週月曜日 ○ ○

150 飲食店 倉式珈琲店広島本通店 広島県広島市中区本通2-11本通り斎藤ビル2F 082-545-6309 8：00～22：00 なし ○

151 飲食店 club G hiroshima 広島県広島市中区流川町7番6号第五白菱ビル3階 080-8131-8655 ○ ○

152 飲食店 CRAFT BEERと炭火「はればれ」 広島県広島市中区大手町１丁目5-10 082-236-9313 12：00-22：00 不定休 ○ ○

153 飲食店 蔵まつ　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3154 11：00～22：30 定休日なし ○

154 飲食店 grill&deli LAVE 広島県広島市中区袋町7-21ペンシルビル２F 082-258-5353
11：00～22：00（火水曜日11：00～17：

00）

毎月最後の火曜日

（年末年始12/31-

1/2)

○ ○

155 飲食店 胡桃屋 広島県広島市中区八丁堀8-12 082-224-1080 11:00~14:30　17:00~21:00 日・年末年始 ○ ○

156 飲食店 黒豚しゃぶ　四季菜食　えびす坐 広島県広島市中区胡町6-9 082-247-8870 １７：００～２４：００ 12月31日、1月2日 ○

157 飲食店 謙信 広島県広島市中区鉄砲町８－２４ 082-228-0844 11：30～14：00　17：30～22：00 不定休 ○ ○

158 飲食店 玄品　広島　紙屋町　ふぐ・うなぎ料理 広島県広島市中区紙屋町1-6-1紙屋町ガレリア 2F 082-236-9929
16:00-22:00 (ﾌｰﾄﾞL.O. 21:00 / ﾄﾞﾘﾝｸL.O.

21:30)

月曜　※1月9日は営

業。10日振替休業。
○ ○

159 飲食店 紅茶専科　紅一門 広島県広島市中区紙屋町一丁目6-9星ビルB1F 082-240-1005 11：30～20：00(l.o19:00)
月曜日※月曜祝日の

場合は翌火曜日
○ ○

160 飲食店 紅茶と果物午前１０時午後３時 広島県広島市中区中町6番30号　広テレプラザ2階 082-249-2630 10時から20時半（土曜日は14時から） 水曜日、1月1日 ○ ○

161 飲食店 GOLDEN GARDEN 広島県広島市中区新天地2-12　　濶久ビル1F 082-248-2657 16：00ー24：00 不定休 ○ ○

162 飲食店 焦がし焼きそば嬉一 広島県広島市中区八丁堀８－１２　今元ビル１F 082-221-0975 11：00～14：00　17：30～22：00 日・祝 ○ ○

163 飲食店 ココス白島店 広島県広島市中区西白島町21-3 050-3529-9332 7:00～2:00 なし ○

164 飲食店 ココス舟入店 広島県広島市中区舟入南3-7-3 050-3529-2609 10:00～2:00/8:00～2:00 なし ○

165 飲食店 こてまり 広島県広島市中区立町４－１５英万里ビル３階 082-247-9507 17:00～23：30 不定休 ○ ○

166 飲食店 呉麺屋　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-227-8140 11：00～18：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

167 飲食店 コリアンキッチン シジャン 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3336 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

168 飲食店 コロッケ?楽部　広島本通店 広島県広島市中区本通3-8-63　2F 082-504-8050 10：00～29：00 無休 ○ ○

169 飲食店 サーモン料理専門店鮭バル 広島県広島市中区中町5-4福田ビル１F 082-569-7007 17：30－23：00 不定休 ○

170 飲食店 酒盃　ほんまる 広島県広島市中区堀川町2-14 082-541-1923 17：00～23：00

日曜日（営業時間・

定休日は変更となる場

合がございますので、ご

来店前に店舗にご確

認ください。）

○

171 飲食店 さかな市場紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-21　THビルBF 082-504-7300 11：30～14：00　17：00～23：30 年中無休 ○ ○
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172 飲食店 魚菜家 広島県広島市中区胡町2-10グリーンビーンズビル１階 082-541-2600 17：00～25：00（日・祝日17：00～23：00） 年末年始 ○ ○

173 飲食店 魚屋食堂　魚吉三平 広島県広島市中区立町3-23　アップビル1階 082-249-8708
11：00～14：00

18：00～22：00
日曜日（変動有） ○ ○

174 飲食店 酒場　コロンボ 広島県広島市中区堺町2-6-1 082-231-9696 17：00～23：00 日曜日 ○ ○

175 飲食店 酒場とフライ　ニコジ 広島県広島市中区新天地5-19 082-546-9711 15：00～22：00 日曜日 ○ ○

176 飲食店 桜座蔵 広島県広島市中区堀川町3－20　エビスクラブビル２F 082-545-3337 11:30-14:00　17:30-23:00 日曜日 ○ ○

177 飲食店 酒処　じゃんご榎町 広島県広島市中区榎町1-7 082-233-3215

火～金11：30～14：00

17：30～23：00

土11：30～23：00

日11：30～22：00

月 ○ ○

178 飲食店 さけのさかな 広島県広島市中区胡町3-24ムシカビル１階 082-545-0100
ランチ月～金11：30～14：30　月～木17：30～

23：00　金・土・祝日前日17：30～25：00
日曜日（年末年始） ○ ○

179 飲食店 瀬戸内彩食いづみ 広島県広島市中区薬研堀2-2 082-249-9191 17：30～24：00
日（日月連休の場合

は最終日）
○ ○

180 飲食店 SABAR 広島県広島市中区本通4-25 082-240-5050 11:38～14：38　17：00～22：38 毎週火曜日 ○ ○

181 飲食店 SALVATORE CUOMO&BAR 八丁堀 広島県広島市中区八丁堀１４－１　広島八丁堀NKビル１階 082-512-1165
Lunch：11:30 - 15:00（LI 14:00）Dinner：

17:30 - 23:00（LO 22:30）
2024/01/01 ○ ○

182 飲食店 茶論記憶 広島県広島市中区胡町6-26　福屋八丁堀本店8階 082-545-2501 10:00 ~ 映画館併設のため上映時間により変更あり
なし（年末年始は未

定）
○

183 飲食店 サワディーレモングラスグリル 広島県広島市中区堀川町5-2　4F 082-241-0066 11:00~14:30　17:00~22:00 なし ○ ○

184 飲食店 山椒魚 広島県広島市中区土橋町4-19　向田ビル１F 082-232-9839 17:00~22:00 月・火・不定休あり ○ ○

185 飲食店 三代目綱元　魚鮮水産　胡町店 広島県広島市中区胡町4ｰ25エフ・エフビル１F 082-504-7721 11:30～22:00 ○ ○

186 飲食店 Sante 広島県広島市中区大手町2-4-3 082-246-1010

月～木：昼/11：30～14：00　夜/17：00～

22：00

金：昼/11：30～14：00　夜/17：00～24：00

土/11：30～24：00　日/11：30～20：00

火曜日 ○ ○

187 飲食店 サンマルクカフェ　広島紙屋町店 広島県広島市中区大手町1-5-2 082-544-3309 7:00～21:00 なし ○

188 飲食店 サンマルクカフェ　広島パルコ前店 広島県広島市中区堀川町6-9 082-546-0309 7:30～22:00 なし ○

189 飲食店 サンマルクカフェアクア広島センター街店
広島県広島市中区基町6番27号広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１F　第１０１

号
082-502-0309 7：00～20：30 なし ○

190 飲食店 3・6・5酒場広島　八丁堀中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-11　広島アサヒビール館B1F 082-569-8711
日～金15：00～2４：00　土祝前日15：00～

26：00
なし ○

191 飲食店 幸せのパンケーキ　広島店 広島県広島市中区本通8-2　吉井ビル３－A号 082-543-6666
平日　11:00～20:00(LO19:15)  土日祝

10:00～20:30(LO19:40)
不定休 ○

192 飲食店 しーじゃっく竹屋町店 広島県広島市中区南竹屋町10-17 082-247-8228 11：00～22：00 なし ○ ○

193 飲食店 自家製麺 杵屋　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3288 11：00～20：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

194 飲食店 四季や 広島県広島市中区袋町7-26　袋町水岡ビル2階3階 082-249-1120 17：00～22：00
日曜（年末年始

12/30-1/5)
○ ○

195 飲食店 しげんぼう　流川店 広島県広島市中区流川町8-29　でびらビル1階 082-246-9797 18:00～26:00 不定休 ○ ○

196 飲食店 獅魂　中新地 広島県広島市中区流川町1－7　セントラルゲート5ブロック 082-247-2787 18：00?25：00
?（祝?の場合は営業

し、翌?休)
○ ○

197 飲食店 自然酒庵　虎之介 広島県広島市中区胡町6-9 082-240-1501 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

198 飲食店 暫　本通り店 広島県広島市中区本通り4－2 082-258-1094 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

199 飲食店 じぶんどき広島中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-11　広島アサヒビール館4F 082-543-5077 17:00~23:30 無し ○ ○
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200 飲食店 シマラボ 広島県広島市中区上八丁堀4-1　12階 082-511-1618 12：00～14：30、18：00～22：00 月・木 ○ ○

201 飲食店 七五三太長屋 広島県広島市中区流川町5-3 082-244-1683 17：00～23：00 年末年始　日曜日 ○

202 飲食店 しゃぶ葉広島本通 広島県広島市中区本通９－２８丸美ビル２Ｆ 082-545-7731 ○

203 飲食店 シャポールージュ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3372 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

204 飲食店 ジャンカラ中央通り店 広島県広島市中区新天地1-21プローバジョイ新天地ビル 080-6226-5947 10:00~5:00 無し ○

205 飲食店 ジャンカラ本通店 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル4?5F 090-9282-6726 11:00~5:00 無し ○

206 飲食店 ジャンカラ本通2号店 広島県広島市中区本通7-23本通第2セブンビル 070-2440-5519 11:00~5:00 無し ○

207 飲食店 JYAN JYAN 広島県広島市中区袋町4-1 082-545-2828

昼/11：30～14：30（LO 14：00）　夜/月～

木17：30～23：00（LO 22：00

金・土17：30～24：00（LO 23：00）日17：

30～22：00（LO 21：00）

なし ○ ○

208 飲食店 熟女スナック多たえ愛 広島県広島市中区胡町2番25号アクロスワンビル4階 082-245-6595
18:30～1:00/木曜17:30～1:00/金・17:30～

3:00
日曜　12/31～1/2 ○ ○

209 飲食店 酒肴処　よしもり屋 広島県広島市中区流川町5-19　カサブランカビル1F 082-246-8616
（月～木）18:00～24:00　（金・土）18:00～

26:00
月曜日 ○ ○

210 飲食店 酒菜処きっすい 広島県広島市中区袋町2?25長谷川ビル2階 082-246-8455 17：00～24：00
日・祝（GW・盆・正

月休みあり）
○ ○

211 飲食店 純喫茶パール 広島県広島市中区八丁堀16-10　広島東映プラザビル8階 082-555-9590 10:00 ~ 映画館併設のため上映時間により変更あり
なし（年末年始は未

定）
○

212 飲食店 旬菜すし鮮　きずな屋 広島県広島市中区堀川町5-12 082-249-0873
18：00～24：00

日祝：17：00～23：00

月曜日（祝日の場合

は営業）
○ ○

213 飲食店 旬の肴と美味しいお酒 中々屋 広島県広島市中区銀山町11-23西川ビル2F 082-244-7730 17:30~23:00 日 ○ ○

214 飲食店 joca 広島県広島市中区大手町2-６-２　藤井ビル１F 082-207-1950 17:00～23:00 無休 ○ ○

215 飲食店 将ちゃん 広島県広島市中区新天地5-13　3F 082-245-8355 11:00~22:00  LO21:30
木曜日  臨時休業有

り
○

216 飲食店 庄原食堂　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-6369 11：00～22：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

217 飲食店 笑福　堀川店 広島県広島市中区堀川町4-8 082-247-8270 17：00～23：00 不定休 ○ ○

218 飲食店 正弁丹吾 広島県広島市中区三川町10-26 082-248-0672 11:30～14:00　17:00～22:00
定休日無し年末年始

（12/30～1/3）
○ ○

219 飲食店 食彩おもと 広島県広島市中区薬研堀8-12 082-247-6454 17:00～23:00 日 ○ ○

220 飲食店 ジョリーパスタ舟入南店 広島県広島市中区舟入南6-3-29 082-233-8985 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

221 飲食店 次郎吉 広島県広島市中区中町9?２６　トミヤビル２F 082-249-8632 11:30-14:00 17:30-23:00 月曜日 ○ ○

222 飲食店 真居酒屋 魁 広島県広島市中区流川町4-3中新地NHビル1階 082-249-0588 18:00～翌3:00 月 ○ ○

223 飲食店 信州そば処　そじ坊 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3380 11：00～21：00 パセーラに準ずる ○

224 飲食店 じんぼ　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-511-5177 7：30～20：30 定休日なし ○

225 飲食店 SOUP CURRY KING FC じぞう通り店 広島県広島市中区富士見町４－１７ 082-569-7702 11：30～15：30　17：30～21：30 水曜日 ○ ○

226 飲食店 すゑ廣餃子 広島県広島市中区立町1-12イナリビル1F 082-242-8270
Lunchi 11:30~14:00　Dinner

17:00~23:00(L.O22:30)

HPにてご確認くださ

い。
○ ○

227 飲食店 鮨　WASABI 広島県広島市中区立町1-27 082-545-6808
11:00～15:00

17:00～23:00

月曜日（年末年始

12/31～1/3）
○ ○

228 飲食店 鮨おゝ井 広島県広島市中区流川町1-14 082-245-3695 18:00~25:30 無 ○ ○

229 飲食店 すし健　本店 広島県広島市中区東白島町9-1 082-224-3837 11：30～14：00　　17：30～22：00
水曜日（12/30～

1/4）
○

230 飲食店 鮨酒肴　杉玉　うらぶくろ店 広島県広島市中区袋町７－３０セレッソ並木ビル１F 082-541-1225 １１：３０ー２３：００ なし ○ ○

231 飲食店 すしざんまいS広島店 広島県広島市中区胡町3-15 082-207-2466 11:00~22：00 年中無休 ○
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232 飲食店 すし亭胡町店 広島県広島市中区胡町4-21 082-249-1808
17：00～24：00（月～土）11：30～22：00

（日、祝）

年末年始（12/31～

1/2）
○ ○

233 飲食店 すし亭本通り店 広島県広島市中区本通6-72F 082-541-7773
11：30～14：00，17：00～22：30（月～

土）11：30～22：00（日、祝）

年末年始（12/31～

1/2）
○ ○

234 飲食店 寿司と居酒屋魚民 広島流川店 広島県広島市中区堀川町1-15ざくろビル3階 082-541-3588
月～木　18:00～3:00／金・土　18:00～4:00／

日?祝日　18:00～3:00
なし ○

235 飲食店 寿し処翠月 広島県広島市中区堀川町2-7フェスタ高山5階 082-246-1320 18：00～22：00（ラストオーダー20：00）
日曜祝日（年末年始

12/29～1/5）
○ ○

236 飲食店 すし凜道 広島県広島市中区流川町4番19号マスミビル1F 082-244-5015 18：00～2：00（日曜日18：00～0：00）
水（年末年始12/31

～1/5）
○

237 飲食店 スシロー広島舟入店 広島県広島市中区西川口町1-1 082-532-6531 11時00分～23時00分 なし ○

238 飲食店 SUZU CAFE hiroshima parco 広島県広島市中区本通10-1PARCO本館B1F 082-567-5571 10：00~22：00(L.O21：30)
HPにてご確認くださ

い。
○ ○

239 飲食店 進 広島県広島市中区新天地5-23-2F 082-249-8130 11：00～23：00 不定休 ○ ○

240 飲食店 ステーキ青ひげ 広島県広島市中区大手町1-7-232F 082-244-6611
ランチ：11:00～15:00／ディナー：17:00～

22:00
水曜日 ○ ○

241 飲食店 ステーキガスト広島羽衣 広島県広島市中区羽衣町７番７号 082-546-1700 ○

242 飲食店 炭乃家 広島県広島市中区袋町6-3 082-247-2990 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

243 飲食店 炭火野菜巻き串と餃子　博多うずまき　広島大手町店 広島県広島市中区大手町３-３-８　サンコート大手町1F 082-545-9700
16:00~23:00

(土日祝15:00~23:00)
なし ○ ○

244 飲食店 炭火和食So 広島県広島市中区小町１－２９４F 082-246-8124 17:30~翌0:00 不定休 ○ ○

245 飲食店 炭焼　楽月 広島県広島市中区三川町１－７ 082-543-2941
平日17:00～24:00

土日祝11:30～24:00

年末年始12/31～

1/2
○ ○

246 飲食店 炭焼雷　新天地店 広島県広島市中区流川町2-16 082-248-0033
月～土17：00～23：00／日・祝 17：00～22：

00

年末年始

12/31~1/4
○ ○

247 飲食店 炭焼雷　立町店 広島県広島市中区紙屋町1-5-22 082-244-0301
月～土17：00～23：00／日・祝 17：00～22：

00

年末年始

12/31~1/4
○ ○

248 飲食店 炭焼雷　本店 広島県広島市中区袋町2-25　長谷川ビル2階 082-248-0301
月～土17：00～23：00／日・祝 17：00～22：

00

年末年始

12/31~1/4
○ ○

249 飲食店 炭焼ダイニング　WA 広島県広島市中区大手町2丁目6-25　2F 082-249-1030 11：30～15：00　18：00～24：00 不定休 ○ ○

250 飲食店 すもう鳥薬研堀場所 広島県広島市中区薬研堀6-3今井ビル 082-245-2929 17：00～3：00 日曜日 ○ ○

251 飲食店 せとうち料理　銀玉　舌悦 広島県広島市中区三川町6-10 082-246-2900 18：00～24：00 日 ○ ○

252 飲食店
瀬戸内料理 源蔵　アクア広島センター街店　アクア広島

センター街店
広島県広島市中区基町6-27 082-225-3255 11：00～21：00

年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

253 飲食店 仙台下駄や　広島中店 広島県広島市中区胡町2-7 082-245-8619 18：00～26：00 日曜日・年末年始 ○ ○

254 飲食店 鮮や一夜 広島新天地プラザ店 広島県広島市中区新天地5-13新天地プラザ 6F 082-545-3677 17:00~23:30 無し ○ ○

255 飲食店 そっ啄いな村　小町店 広島県広島市中区小町5-26 082-569-6448 17:30～23:30 月・第三火 ○ ○

256 飲食店 そっ啄いな村　白島店 広島県広島市中区東白島町15-4ヨシノビル2階 082-227-1117 17:30～23:30 火・第三月 ○ ○

257 飲食店 sofa(caf?) 広島県広島市中区基町6-78 082-225-8230 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

258 飲食店 大衆酒場　さわや袋町 広島県広島市中区袋町5-5 082-541-0038 17：00～23：00 日曜日 ○

259 飲食店 大衆肉酒場いしい 広島県広島市中区袋町２?２３上田ビル１F 082-244-1129 17：00～24：00 2022/01/01 ○ ○

260 飲食店 ダイニングバ－最上段 広島県広島市中区新天地1-24壱番館ビル5F 090-6433-0765
月～木　18:00~23:00

金・土　18:00~24:00
日・祝 ○ ○

261 飲食店 大丸堂 広島県広島市中区新天地5-13 082-541-0022 11:30~24:00 なし ○ ○

262 飲食店 鯛料理専門店鯛バル 広島県広島市中区袋町1-7well-bビル１F 082-258-3645 17：30－23：00 不定休 ○

263 飲食店 台湾酒家　-RYU- 広島県広島市中区三川町9-16広島100m 横っちょ!内 082-245-1115 18:00~26:00 日・祝 ○

264 飲食店 taverna TAKEDA 広島県広島市中区八丁堀１２－２０チュリス新八丁堀101 082-573-2895 11時～15時　17時～23時 不定休 ○
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265 飲食店 タカノ橋地酒発信酒場　ふれねる 広島県広島市中区大手町5-7-22F 082-546-9736 16：00～24：30 なし ○ ○

266 飲食店 宝つぼ 広島県広島市中区銀山町12-18　エンゼルビル1階 070-3777-2527 17:00～24：00 日曜・不定休 ○ ○

267 飲食店 たけのこ 広島県広島市中区新天地5－13 082-248-1768 11：00～15：00　17：00～21：00 木曜日 ○ ○

268 飲食店 立呑み魚椿袋町店
広島県広島市中区袋町2-10　袋町　長谷川ビル　1F　102号

室
082-569-6635 15：00～24：00 なし ○ ○

269 飲食店 立呑み焼とん大黒広島中央店 広島県広島市中区流川町2-24　ビトウビル101 082-567-5353
15：00～24：00

土日祝前日17：00～26：00
なし ○ ○

270 飲食店 玉家 広島県広島市中区富士見町4-20 082-236-7111 17：30～22：30 水曜日 ○ ○

271 飲食店 dali 広島県広島市中区袋町6-51　サンポークリエイトビル1階 082-207-3400
11:30 ~ 23:00

金、土、祝前日 11:30~24:00

なし（年末年始は未

定）
○

272 飲食店 ダンダダン　広島えびす通り店 広島県広島市中区胡町5-10 082-247-7131
17：00～翌3：00

（日：15：00～翌3：00）
不定休 ○ ○

273 飲食店 地下の和食酒場GOTENPO 広島県広島市中区小町3-25三共広島ビルB1F 082-567-4288
11:30～14:00

17:30～23:30
日曜日（不定休有） ○ ○

274 飲食店 chano-ma広島 広島県広島市中区本通２?１９APEX2 2F 082-241-0035 日~木11:30-22:00　金土祝前11:30-23:00
なし（年末年始は未

定）
○

275 飲食店 中華酒場　サモハン 広島県広島市中区大手町2丁目１－１０　１Ｆ 082-545-1039 １７：００～２４：００ 日:祝 ○ ○

276 飲食店 中華そば　千番 広島県広島市中区流川町７－８ 082-241-1033
火曜～土曜　20：00～4：00　　　日曜19：00～

3：00
月曜日・隔週火曜日 ○ ○

277 飲食店 中華料理　明昌飯店 広島県広島市中区薬研堀5-15フォレストビル1F 082-576-3879 18:00-5:00 不定休 ○ ○

278 飲食店 中華料理龍王 広島県広島市中区薬研堀1-13 082-249-4085 17:00～3:00 月曜日 ○

279 飲食店 中国食堂八八 広島県広島市中区幟町１１－３ 082-228-5588 11：00～14：00　17：30～22：00 日、祝 ○

280 飲食店 中国料理　接? 広島県広島市中区基町6番27号そごう広島店BF2 082-512-7958 10：00~19：00 無休 ○ ○

281 飲食店 中国料理敦煌　広島グランドタワー店 広島県広島市中区上八丁堀4-1　ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ2階 082-212-1177 11：00～15：00　17：00～22：00 年末年始 ○ ○

282 飲食店 ちんちくりん流川店 広島県広島市中区堀川町2-11 082-543-2130 18：00～25：00
日曜日・第3または第

4月曜日
○

283 飲食店 ちんちくりん薬研堀本店 広島県広島市中区田中町6番3号 082-240-8222 17：00～24：00
火曜日・第3または第

4月曜日
○

284 飲食店 月あかり 広島県広島市中区大手町1-8-9 082-545-7777 11：30～22：00（LO 21:00） 月曜日 ○ ○

285 飲食店 つけ麺本舗　辛部　加古町店 広島県広島市中区加古町8-13　レジデンスかこまち 082-244-0888
11：00～15：00

17：30～22：00

年末年始12/30～

1/4
○ ○

286 飲食店 つけ麺本舗　辛部　十日市店 広島県広島市中区十日市町1丁目4-29 082-294-2225
11：30～15：00

18：00～23：00

年末年始12/30～

1/4
○ ○

287 飲食店 鉄板酒場　まめ 広島県広島市中区薬研堀2-7　セントラルゲート４B 082-246-8013
18:00~27:00

日・月・祝　18:00~24:00
なし ○ ○

288 飲食店 鉄板酒場喰うかい 広島県広島市中区袋町7－12　タナカビル２階 082-240-8121 17：00～24：00
日曜日（年末年始

12/30~1/3）
○ ○

289 飲食店 鉄板ダイニング　花子　流川店 広島県広島市中区堀川町1-33　第二船屋ビル１F 082-249-4333 11：00～22：00 日・祝 ○ ○

290 飲食店 鉄板彦一 広島県広島市中区紙屋町１－４－７　ライラックⅡ４階 082-236-9588 17：00～24：00
年末年始

12/30~1/3
○ ○

291 飲食店 鉄板焼　zaza　Casual　Dining 広島県広島市中区幟町15-9　藤本ビル2F 082-222-8883 18:00～23:00 日曜日 ○

292 飲食店 鉄板焼とワイン F.L.a.T 広島県広島市中区本通1-27　中の棚ビル2F 070-1909-9819 17:00~24:00 木 ○ ○

293 飲食店 鉄板焼きどんとこ三川町店 広島県広島市中区三川町6-3　プリシアダイコウビル101 082-249-5981 17：30～23：00 火曜日 ○ ○

294 飲食店 鉄板焼お好み焼修竜 広島県広島市中区薬研堀10-11 082-545-5529 18：00～翌3：00 日曜 ○ ○

295 飲食店 鉄板焼きどんとこ八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀12-5　第２シティビル１F 082-221-5980 18：00～23：00 火曜日 ○ ○

296 飲食店 鉄板焼の店　春来 広島県広島市中区流川町3-17　北政ビル1F 082-542-7555 18：00～26：00 日よう日 ○

297 飲食店 てっぺん国泰寺店 広島県広島市中区国泰寺町2-1-7 082-246-1150 17：00～24：30（土日祝）14：00～23：00 不定休 ○ ○
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298 飲食店 鉄焼酒房　蜂ヤ 中新地店
広島県広島市中区薬研堀２－１５　セントラルゲート４ブロック

４号
082-240-8825 18：00～3：00 火曜日・隔週月曜日 ○ ○

299 飲食店 鉄焼酒房 蜂ヤ 本店
広島県広島市中区薬研堀２－１５　セントラルゲート３ブロック

１Ｆ
082-242-8880 18：00～3：00 日曜日 ○ ○

300 飲食店 てまひまや 広島県広島市中区袋町6-3 082-245-8981 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

301 飲食店 10 Days Market 広島県広島市中区十日市町二丁目10番16号 070-5527-3669 16:00?21:00 不定休 ○ ○

302 飲食店 天冨良　天甲 広島県広島市中区中町5-1　中町長沼ビル2階 082-242-3933
ランチ　11：30～14：00　ディナー17：00～22：

00
月曜日 ○ ○

303 飲食店 天冨良　天甲本店 広島県広島市中区堀川町4-2　ピカイチビル1階 082-249-8665
ランチ　11：30～13：30　ディナー17：30～21：

00
日曜日 ○ ○

304 飲食店 唐魂流川本店 広島県広島市中区流川町２－１８　カミセビル１階 082-543-5039 18：00～翌5：00
年末年始

12/30~1/3
○ ○

305 飲食店 徳川総本店 広島県広島市中区胡町5-122Ｆ 082-241-7100 11:00～23：00(22:00LO)
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

306 飲食店 としのや堺町店 広島県広島市中区堺町1-3-14 082-231-1048
店内：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）宅

配：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）
元旦のみ ○

307 飲食店 DOSCO　COFFEE 広島県広島市中区流川町3-5 082-245-7770 12：00~23：00 月曜日 ○ ○

308 飲食店 どばし酒場　鯉楽好 広島県広島市中区堺町2-6-23 082-232-9829
11:30～14:00

17:00～25:00
日曜日 ○ ○

309 飲食店 とみや 広島県広島市中区袋町2-6 082-236-3929
昼/11：30～15：00（LO 14：00）　夜/17：

00～23：00（LO 22：00）
なし ○ ○

310 飲食店 とみや別館 広島県広島市中区袋町2-9-1 082-546-1038

昼/11:30～14:30(L.O.14:00)　夜/月、火、木

/17:00～23:00（L.O.22:00）

金/17:00～24:00（L.O.23:00）日/11:30～

22:00（L.O.21:00）

月曜日 ○ ○

311 飲食店 trattoria bar il Giorno 広島県広島市中区堀川町4-4　右近ビル1階 082-247-2077 12：00～15：00　18：00～22：00 不定休 ○ ○

312 飲食店 トラットリア・マリオ 広島県広島市中区東白島町14-15 082-225-4956

月～金LUNCH11:00~15:00

DINNER17:00~22:00　土・日・祝11：00～

22：00

定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

313 飲食店 torikushi 広島県広島市中区中町2-23 082-246-1040 18:00~24:00 不定期 ○

314 飲食店 とり鉄広島本通り店 広島県広島市中区本通4-17　ルフェール広島本通り２Ｆ 082-546-1727 17:00～25：00 2022/01/01 ○ ○

315 飲食店 とり八本店 広島県広島市中区流川町4-20 082-247-3788 17：00～23：00 日曜日 ○

316 飲食店 とんかつ　和幸 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3384 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

317 飲食店 とんかつ和幸（売店） 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3301 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

318 飲食店 ナカノターナーズ　本通り店 広島県広島市中区本通り4－1 082-577-5823 11:30～23：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

319 飲食店 なでしこ食堂 広島県広島市中区大手町3-6-12 082-545-1184
11:30~14:00

17:00~24:00
日曜（不定休） ○ ○

320 飲食店 生そば食事処 水車　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3285 10：30～22：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

321 飲食店 仁伊屋 広島県広島市中区袋町2-15 082-207-2183 １７：００～２４：００ 2022/01/01 ○

322 飲食店 肉のやま金 広島県広島市中区八丁堀13－18 082-962-5858
11:00～14:30　17:00～22:00（日曜21：

00）

年末年始12/31～

1/3
○ ○

323 飲食店 肉匣中町店 広島県広島市中区中町1-10 082-242-9141

【ランチ（平日のみ）】11：00～14：00【ディナー】

18：00～0：00（日祝・祝前日 17：00～23：

00）

不定休 ○ ○

324 飲食店 肉バルＥＧ袋町店 広島県広島市中区袋町５?４Ｂフォレスト袋町 １階 082-544-1129 11：30～24：00 2022/01/01 ○ ○
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325 飲食店 肉屋　いちゆく 広島県広島市中区堀川町4-18　2F 082-240-9141

17:00~24:00(月～金、祝前 日)

11:30～24:00(土・日・祝)

11:30～15:00(土日祝ランチ営

業)17:00~24:00(ディナー)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

326 飲食店 肉屋　のぶすけ 広島県広島市中区紙屋町1-1-12 082-245-9141

11:30~14:30(月～金)

17:00～24:00(月～金)

 11:30～24:00(土日祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

327 飲食店 肉料理専門店榮互 広島県広島市中区鉄砲町10番20号3階 082-511-0017 昼11：00～14：00　夜17：00～22：00 毎週日曜日 ○

328 飲食店 日本料理「泉水」 広島県広島市中区富士見町１１－１２ 082-243-2700 11:30～22:00 無し ○ ○

329 飲食店 にんにくやマナオ 広島県広島市中区立町6-11立町ビル 2F 082-240-0229 日~木11:30-21:00　金土祝前11:30-22:00
なし（年末年始は未

定）
○

330 飲食店 ヌーベルチャイナ・アジアン 広島県広島市中区袋町7番11号 082-545-9877 17：00~22：00 日曜日 ○ ○

331 飲食店 ねぎ庵紙屋町店 広島県広島市中区基町13-13NSビルB1 082-222-8282
11:00~15:00 17:30~23:30 (土日祝

11:00~23:30)
なし ○ ○

332 飲食店 ねぎ庵流川店 広島県広島市中区三川町9-22第KTビル2F 082-247-1189

18:00~27:00

 (土日祝前日18:00~28:00)

(日祝18:00~23:30)

なし ○ ○

333 飲食店 NOSTOS
広島県広島市中区大手町3丁目3-1　マイステイズホテル広島

平和公園前１F　ロビーサイド
070-4410-3779 14：00～18：00 無休 ○ ○

334 飲食店 野の葡萄 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3340 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

335 飲食店 のん太鮨紙屋町店 広島県広島市中区大手町1-4-5アロハビル2階 082-236-8311 11：00～21：00 水 ○ ○

336 飲食店 BAR Komatsu 広島県広島市中区新天地1－24中央通壱番館７F 082-541-1235 18：00～02：00／日曜、祭日18：00～01：00
不定休　年末年始

12／31～1／1
○ ○

337 飲食店 バー&ラウンジ　ZATTA 広島県広島市中区富士見町１１－１２ 082-243-2700 11:00～24:00 無し ○ ○

338 飲食店 パークサイド 広島県広島市中区八丁堀11-6広島パークレーン2階 082-228-2388 11:00～20:30 なし ○ ○

339 飲食店 Park South Sandwich 広島県広島市中区中町1-26 082-236-8925 8：00～18：00
なし（年末年始は未

定）
○

340 飲食店 バール　ワイワイ　タリアーノ　ドゥオーゾ 広島県広島市中区橋本町６－１４１０２ 082-222-1338 １１：３０～２３：００ 日 ○ ○

341 飲食店 Pieee Parlor Parisien 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ本館 1F 082-236-8870 8:00-20:00
なし（年末年始は未

定）
○

342 飲食店 博多うまかもん　ふうり紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1-6-1紙屋町ガレリア2F 082-540-0500 17:00～23:00（金曜日土曜日は28時まで） 2023/01/01 ○ ○

343 飲食店 ばくだん屋　本店 広島県広島市中区新天地2-12トーソク新天地ビル 082-546-0089 11：30～15：00　18：00～22：00 毎週火曜日 ○

344 飲食店 薄利多売半兵ヱ広島店 広島県広島市中区袋町1-33袋町ミシマビル1F 082-545-4411 17:00～23:00 なし ○ ○

345 飲食店 ばってん　八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀13-14石田第一ビル1F 082-554-0003 14：00～23：00 日曜日 ○ ○

346 飲食店 花やしき 広島県広島市中区上幟町2-45 082-227-1616
11:00～14:00

17:00～21:00
月曜日 ○ ○

347 飲食店 hanawine 広島県広島市中区上八丁堀4-28松田ハイツ1F 082-222-6687 14:00-22:00(Last Order 21:00)
日・月（祝日休みの

場合あり）
○

348 飲食店 バルバニーカフェ　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-962-0027 11：00～22：30 定休日なし ○ ○

349 飲食店 ハレの日 広島県広島市中区幟町7-27　木村ビル1階 082-222-0959 18：00-23：00 ○

350 飲食店 BIER LOVEN 広島県広島市中区袋町2-19 082-504-3101
昼/11:00～16:00(L.O.15:00)　夜/17:00～

23:00(L.O.22:00)
なし ○ ○

351 飲食店 ビールスタンド重富 広島県広島市中区銀山町10-12 082-244-4147 17:00-19:00（月-土） 日曜日、祝日 ○ ○

352 飲食店 魚籠 広島県広島市中区堀川町1-9　ライオンビル５階 082-247-7117 １８：００～２３：００ 日曜日 ○ ○

353 飲食店 ビストロ・ラ・バニーユ 広島県広島市中区鉄砲町4-10シティーコープ幟町１F 082-221-2650 11：30～23：00 日曜日 ○ ○

354 飲食店 七宝丸大手町店
広島県広島市中区大手町2丁目７番30　パシフィカ紙屋町2

階
082-245-2647 18：00～24：00 日曜・不定休 ○ ○

355 飲食店 七宝丸八丁堀店 広島県広島市中区鉄砲町7-13　CDビル2階 082-225-7676 18：00～24：00 日曜・不定休 ○ ○

12／29



 広島市中区

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

356 飲食店 一人焼肉ウルフ 広島県広島市中区立町4-4 082-258-4747

11：00～15：00

17：00～22：00

(土・日曜日11：00～22：00)

無し ○ ○

357 飲食店 ひなた　広島袋町店 広島県広島市中区新天地5-13　新天地プラザ5F 082-247-2667
【日～木】17：00～24：00

【金土祝前日】17：00～翌1：00
無し ○ ○

358 飲食店 ひなた亭 広島県広島市中区薬研堀9-10 082-599-4696
16：00～24：00（土曜13：00～24：00　日曜

13：00～日没後）
月曜+不定休 ○ ○

359 飲食店 檜や 広島県広島市中区流川町5-3　きらく街1F 082-241-7716 18：00～24：00
日・祝　年末年始

（12/30～1/4）
○ ○

360 飲食店 ヒョンチャンプルコギ　紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1-4-5 082-545-9141
16:00～24:00(月～金、祝前 日)

11:30～24:00(土・日・祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

361 飲食店 HIROSHIMA ITALIAN AO 広島県広島市中区堀川町1-14　レックスMB２F 082-545-6107
月～木　17：00～翌1：00　　金～日　11：30～

翌3：00　(日祝0：00迄)
不定休 ○ ○

362 飲食店 広島県民酒場 広島県広島市中区大手町3-1-8 082-236-8850 11:30~14:0017:00~24:00 不定休 ○ ○

363 飲食店

広島市文化交流会館

カフェ＆レストラン

リバーズガーデン

広島県広島市中区加古町3-3 082-243-8881 7:00～9:3011:00～15:00 不定休(月曜日) ○

364 飲食店
広島市文化交流会館

和ダイニング昴
広島県広島市中区加古町3-3 082-243-8881 11:00～14:0017:00～19:30 不定休 ○

365 飲食店

広島市平和記念公園

レストハウス(２Ｆ)

ピアノカフェ

広島県広島市中区中島町１番１号 082-546-9133 【1～2月】9:30～16:00　　【3月】9:00～17:00 無休 ○ ○

366 飲食店 ひろしま旬彩　鶴乃や本店 広島県広島市中区立町6-5坂本ビル1F.2F.3F 082-545-7143 11:30~14:0017:00~23:00

原則　日曜日日曜・

月曜連休の時、月曜

休み

○ ○

367 飲食店
HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE

SKY
広島県広島市中区胡町6-26福屋八丁堀本店東館10F 082-246-6680 日~木11:00-22:00　金土祝前11:00-22:00

なし（年末年始は未

定）
○

368 飲食店 広島の旬　なかたに 広島県広島市中区胡町2番20号 082-240-4008 11：30～14：30　　17：00～24:00 無休 ○ ○

369 飲食店 広島ハイボールバー1923 広島県広島市中区堀川町2-14 082-546-1923 18：00～26：00

日曜日（営業時間・

定休日は変更となる場

合がございますので、ご

来店前に店舗にご確

認ください。）

○

370 飲食店 広島HOP'S 広島県広島市中区大手町2-8-1 082-542-3150 11:30~14:00  17：00~23：00 日曜日 ○

371 飲食店 ぶあいそ博多　本通店 広島県広島市中区本通6-8長崎屋ビル2F 082-543-6188 17:00～23:00 年末年始 ○ ○

372 飲食店 FOOD＆SHOTBAR ZOO 広島県広島市中区堀川町１-１９岡本ビル２階 082-247-1049 18:00~4:00 無休 ○ ○

373 飲食店 フードペアリングバー　ユリイカ 広島県広島市中区流川町3-12東邦ビル2　１F 082-240-1164 17:00~25:00(金・土・祝前17:00~27:00）
木（年末年始

12/31~1/6)
○ ○

374 飲食店 ブーランジェリカフェ アロフト 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3350 8：30～20：00 パセーラに準ずる ○

375 飲食店 47 広島県広島市中区本通９?２ビバ21アネックス 2F 082-545-3221 日~木11:30-22:00　金土祝前11:30-24:00
なし（年末年始は未

定）
○

376 飲食店 45 広島県広島市中区袋町1-18 082-545-1225 9：00～23：00
なし（年末年始は未

定）
○

377 飲食店 45bisあわ 広島県広島市中区袋町1-18 082-545-0450 16：00～23：00（土日祝15：00～23：00）
なし（年末年始は未

定）
○

378 飲食店 44 広島県広島市中区立町6-3APEXビル 5F 082-545-8044 日~木11:30-22:00　金土祝前11:30-24:00
なし（年末年始は未

定）
○

379 飲食店 袋町キッチン 広島県広島市中区袋町6-52 082-247-5959 １７：００～２４：００ 12月31日、1月1日 ○

380 飲食店 The 50/50 Club Sports Bar & Restaurant 広島県広島市中区流川町7番2号石川ビル2階 082-248-0080 ○ ○
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381 飲食店 ふみちゃん 広島県広島市中区堀川町1?２０ 082-542-8777 11:30~23:30(日・祝11:30~22:00）
火曜日（年末年始

12/31~1/3）
○ ○

382 飲食店 bluegrosso 広島県広島市中区立町４－３　パリジェンヌ 082-504-4333 １８：００～００：００ 日曜日 ○ ○

383 飲食店 ブルーマウンテン 広島県広島市中区本通3-17 082-247-5764 8:00～17:00 火曜日 ○

384 飲食店 buldelmare 広島県広島市中区立町6-1　ウイングビル一階 082-249-0007 １２：００～２３：００ 月曜日 ○ ○

385 飲食店 ぶれいこう 広島袋町店 広島県広島市中区袋町2-20スクエアビル3F 082-541-2254 17：00～24：00 年末年始 ○ ○

386 飲食店 Plate's 広島県広島市中区新天地4-2　アクセ広島ビル4F 082-245-7575 11:00～21:00 無休 ○ ○

387 飲食店 フレックスカフェ 広島県広島市中区上幟町7-1 082-223-1000 7：30～10：00　11：30～15：00 水 ○ ○

388 飲食店 フローラウンジ 広島県広島市中区富士見町１１－１２ 082-243-2700 10:00~21:00 無し ○ ○

389 飲食店 ヘイワ食堂 広島県広島市中区大手町2-7-1 082-244-3883 11：30～21：00
年末年始12/31～

1/1
○

390 飲食店 紅緒 広島県広島市中区薬研堀2-11 082-241-8877 18 : 00~23 : 00 日 ○ ○

391 飲食店 紅虎餃子房　広島 広島県広島市中区東白島町14-15　白島キューガーデン1F 082-511-3032 11：00～22：00 無休 ○

392 飲食店 ベリテ　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-554-2303 8：00～20：30 定休日なし ○ ○

393 飲食店 へんくつや　流川店 広島県広島市中区流川町3-17　北政ビル1F 082-241-1319 18：00～24：00
火(年末年始12/31

～1/3)
○ ○

394 飲食店 へんくつや　堀川店 広島県広島市中区流川町２－２０ 082-244-3406 17:00～25:00（金・土曜日17:00～25:30） 不定休 ○

395 飲食店 へんくつや平和記念公園南店 広島県広島市中区大手町3丁目3-51F 082-249-7022 11：00～無くなり次第終了
火(祝日の場合は翌

日)
○

396 飲食店 弁兵衛　大手町店 広島県広島市中区大手町2-7-7 082-248-2900 11:30～15:0017:00～23:00（日曜22：00）
年末年始12/31～

1/2
○ ○

397 飲食店 弁兵衛　新天地店 広島県広島市中区新天地1-2 082-249-2800 18:00～24:00
年末年始12/31～

1/3
○ ○

398 飲食店 弁兵衛　八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀16－2 082-227-2900
11:30～15:00

17:00～23:00（日曜22：00）

年末年始12/31～

1/2
○ ○

399 飲食店 ボクデン紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町１５番１３号土屋ビル１F 082-258-4700 18：00～24：00　　　（L.O.23：30） ○

400 飲食店 ボクデン広島店 広島県広島市中区堀川町4-20　タカタアレー 082-240-1000

月～金　：11:30～14:00/18:00～

23:00(L.O.22:00)土祝前日：11:30～

14:00/17:00～24:00(L.O.23:00)日祝　　：

11:30～14:00/17:00～23:00(L.O.22:00)

年始1/1~5休み ○ ○

401 飲食店 肆一饗 広島県広島市中区薬研堀3-8-2階 082-567-4408 17:00～24：00 日曜 ○ ○

402 飲食店 星乃珈琲店広島大手町店 広島県広島市中区大手町１丁目7-21 082-543-2411 【月~木】8:00~21:00【金土日祝】8:00~22:00 年中無休 ○ ○

403 飲食店 ボッカ ロッソ 広島県広島市中区小町1-4 082-245-4955 17:00~24:00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

404 飲食店 北海道食市場　丸海屋離紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-34小泉ビルB1F 082-545-4025
11:30～14:00

17:00～23:00
年末年始 ○ ○

405 飲食店 ぽっとカレーブルヤ 広島県広島市中区大手町5丁目9-19 082-248-8667 11:00~15:00 17:00~21:30 日曜日 ○ ○

406 飲食店 ホリデー食堂 広島県広島市中区大手町1-5-18 082-546-0777

月～金/11:30～15:00（L.O.14:00）月～金

/17:00～23:00(L.O.22:00)

土曜日/11:30～23:00(L.O.22:00)

日曜日/11:30～22:00(L.O.21:00)

水曜日 ○ ○

407 飲食店 ホルモンお好み　わかたか 広島県広島市中区紙屋町2丁目3-21　201号 082-541-0909 11:00~14:00　19:00~21:30 不定休 ○ ○

408 飲食店 本家　村長の店 広島県広島市中区新天地5－22 082-546-1828 11：00～15：00　17：00～21：00 木曜日 ○ ○

409 飲食店 本通り然然 広島県広島市中区本通6-14 082-258-3488 11：40～22：30 (L.O.22:00)

不定休、年末年始(当

店HPよりご確認くださ

い)

○ ○

410 飲食店 マイシェフ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3320 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○
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411 飲食店 まいどおおきに食堂　広島八丁堀食堂 広島県広島市中区鉄砲町7-28　1F 082-225-4477 11：00～16：00 土日祝 ○

412 飲食店 まいどおおきに食堂　広島袋町食堂 広島県広島市中区袋町2-20　広島スクエアビル1F 082-545-3055
平日　7：00～21：30（21：00ラストオーダー）

土日10：00～21：30（21：00ラストオーダー）
なし ○

413 飲食店 ますひろ上八丁堀店 広島県広島市中区上八丁堀3-4エステート上八丁堀1F 082-211-1166 昼11:00~14:00 夜17:00~22:00
毎週火曜日（火曜祝

日の場合は水曜日）
○ ○

414 飲食店 マティ マハル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-224-5481 11：00～22：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

415 飲食店 マリオ・エスプレッソ 広島県広島市中区袋町7-9 082-241-4956

月～金　LUNCH11:00~15:00

DINNER17:00~22:00（金曜日は23：00まで）

土・日　11：00～22：00（土曜日は23：00ま

で）

定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

416 飲食店 Monday 広島県広島市中区袋町6-51　サンポークリエイトビル2階 082-207-3480 11:30 ~ 23:00
なし（年末年始は未

定）
○

417 飲食店 万ぷく 広島県広島市中区堀川町1-28 082-544-0009

月～木／18:00～23:00(L.O.フード22:00/ドリンク

22:30)　金・土／17:00～24:00(L.O.フード

23:00/ドリンク23:30)

日曜日 ○ ○

418 飲食店 ミート・ミート　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-962-0019 11：00～18：00 定休日なし ○ ○

419 飲食店 三河屋珈琲 広島県広島市中区基町6-27 082-962-8439 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

420 飲食店 ミスホア 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3331 11:00～22：00 パセーラに準ずる ○

421 飲食店 みっちゃん総本店　雅　そごう広島店
広島県広島市中区基町６－２７そごう広島本館１０Fレストラ

ン街
082-225-7263 １１：００－２２：００ なし ○ ○

422 飲食店 みっちゃん総本店じぞう通り店 広島県広島市中区小町８－４ 082-248-3022
11:30～14:30 / 17:30～21:30 (土.日.祝は

17:00～) （L.O/30分前）
火 ○ ○

423 飲食店 みっちゃん総本店八丁堀本店 広島県広島市中区八丁堀６－７チュリス八丁堀１F 082-221-5438 11：３０ー２１：００ 木 ○ ○

424 飲食店 宮崎県日南市　塚田農場　広島八丁堀店 広島県広島市中区新天地5-3　かずもとやビル2階 050-3032-2093 17-23時 なし ○ ○

425 飲食店 みやまえ 広島県広島市中区中町7-16ポレスター広島103 082-246-7591 17:30~23:00 不定休 ○ ○

426 飲食店 みよし 広島県広島市中区堀川町2-5 082-543-2000
月～木/17：00～24：00（LO 23：00）　金・

土/17：00～25：00（LO 14：00）
日曜日 ○ ○

427 飲食店 みよし2号店 広島県広島市中区堀川町1-14 082-240-0055 16：00～23：00（LO 22：00） 日曜日 ○ ○

428 飲食店 民芸割烹　藤 広島県広島市中区流川町7-27 082-249-1789 18：00～26：00(ラストオーダー25：00)
日・月(年末年始未

定)
○ ○

429 飲食店 村上水軍本店 広島県広島市中区銀山町11-26岡三ビル1階 082-249-1191 17：00～23：00
日曜日（年末年始

12/30～1/5）
○ ○

430 飲食店 明月たかの橋店 広島県広島市中区千田町1-5-21 082-245-8929 11:00～22:00
木曜日　12/31～

1/1
○

431 飲食店 明月流川別館 広島県広島市中区流川町8-17 082-544-2941 17:00～5:00
水曜日　12/31～

1/1
○ ○

432 飲食店 MELANGE De SHUHARI　クレープリー店 広島県広島市中区本通９－１９３F 082-258-1010 11:30~20:00 2022/01/01 ○ ○

433 飲食店 MELANGE De SHUHARI　広島店 広島県広島市中区本通８－８ 082-249-1404 11:00~20:00 2022/01/01 ○ ○

434 飲食店 モーリー マロンズ 広島県広島市中区新天地1-20広島帝劇会館４F 082-244-2554 17:30～24:00（土曜、日曜日12:00～24:00） 月曜日 ○ ○

435 飲食店 モスバーガー広島八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀6-3 082-511-7702 10：00～23：00 年中無休 ○

436 飲食店 モスバーガーフジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2-1フジグラン広島3階フードコート 082-545-7800 9：00～21：00 年中無休 ○

437 飲食店 やきとり屋すみれ広島中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-14　畑正ビル1F 082-258-2429
17：00～22：00

（金・土　23：00まで）

年末年始　12/31～

1/2
○ ○

438 飲食店 やきとりの名門秋吉　広島袋町店 広島県広島市中区袋町3-11 082-544-6601
平日　17:00～23:00

土曜・日曜・祝日　16:00～22:00
無休 ○
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439 飲食店 やきとり雅 広島県広島市中区銀山町12-7 082-241-6880 17:00～23:00 日 ○ ○

440 飲食店 焼とん大黒袋町店 広島県広島市中区袋町4-32日商岩井袋町マンション1F 082-249-1011 15：00～24：00 なし ○ ○

441 飲食店 焼肉　奏で家 広島県広島市中区流川町3-6Rolling流川Ⅱ5F 082-258-4629 17：00～2：00

日・祝（日、翌祝の場

合日曜営業）

年末年始1/1

○ ○

442 飲食店 焼肉　極味 広島県広島市中区堀川町５－１大内ビル５F 082-249-2989 17：00～24：00 12/31，1/1 ○ ○

443 飲食店 焼肉酒場　蜂ヤ 広島県広島市中区銀山町１２－２６ 082-248-8518 18：00～3：00 火曜日・隔週月曜日 ○ ○

444 飲食店 焼肉処ふじ井 広島県広島市中区舟入本町6-10　トモケイビル3F 082-295-0682 17:00~23:00（通常営業）
月(年末年始12/31

～1/3)
○ ○

445 飲食店 焼肉ふるさと流川店 広島県広島市中区流川町7-25 082-544-1177 17:00~翌1:30
日（月曜日が祝日の

場合月曜休み）
○

446 飲食店 焼肉ホルモン酒場たかちゃん本通り店 広島県広島市中区本通１－２０　第五タマリビル１Ｆ 082-236-9755 11:30～14:00　17:00～22:30
年末年始（12/31～

1/1）
○

447 飲食店 八黒 広島県広島市中区立町4-15英万里ビル2F 082-258-4851
Lunchi 11:30~14:30(L.O14:00)　Dinner

17:30~23:00(L.O22:30)

日曜日(日曜日が祝

日の場合は翌月曜日)
○ ○

448 飲食店 YAGEN 広島県広島市中区立町3-24 082-258-2226 11:30～14:30  18:00～22:30
日曜日（年末年始

12/31～1/3）
○ ○

449 飲食店
野菜巻き串屋

博多うずまき　広島袋町店
広島県広島市中区袋町4-2ひしやビル1階 082-569-5505 16:00~24:00 なし ○ ○

450 飲食店 夜食堂スパイシー 広島県広島市中区流川町1-6 082-246-7934 18:00～26:00(L.O.フード25:00/ドリンク25:30) 日曜日 ○ ○

451 飲食店 や台ずし銀山町 広島県広島市中区銀山町12-22 082-545-6168 17：00～3：00 無 ○ ○

452 飲食店 や台ずし中電前町 広島県広島市中区国泰寺町1-3-19 082-242-2808 16：00～1：00 無 ○ ○

453 飲食店 や台ずし薬研堀町 広島県広島市中区薬研堀3-8 082-243-3828 17：00～3：00 無 ○ ○

454 飲食店 柳橋こだに 広島県広島市中区銀山町1番1号 082-246-7201
11：30～14：00　17：00～21：30(L.O

20:30)

日・祝(年末年始

12/31～1/4)
○ ○

455 飲食店 和楽　広島本店 広島県広島市中区三川町3-21並木ルネッサンスビルB1F 082-240-0079 17：00~24：00(LF23：00 LD23：30)
HPにてご確認くださ

い。
○ ○

456 飲食店 ゆずの小町 広島店 広島県広島市中区新天地5-13新天地プラザ5F 082-243-4443 17：00～23：00 年末年始 ○ ○

457 飲食店 羊食市場しまだや流川店 広島県広島市中区流川町5-19カサブランカビル五階 082-545-2310 17:00?23:00 不定休 ○ ○

458 飲食店 よがんす 広島県広島市中区流川町3-15 082-241-5407 17:00から22:30 日・月 ○ ○

459 飲食店 ??鮨 広島県広島市中区本通8-11　ヤオキンビル１階 082-240-5300 18：00～23：00

不定休

（基本：日曜・祝

日）

※日・祝希望は応相

談

○ ○

460 飲食店 ラ　コシーナ　デ　セレーソ 広島県広島市中区三川町２－２　サンリバービル３F 082-244-2500 17:30-23:00 日曜日 ○ ○

461 飲食店 ラ・セッテ本店 広島県広島市中区広瀬北町2-28 082-297-1207 昼11：00～15：00　夜18：00～21：00
毎週月曜日、第2第4

火曜日
○

462 飲食店 ラーメン我馬　紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1丁目6-12 082-545-7303 11：00～24：00
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

463 飲食店 ライオンバーガー　本通店 広島県広島市中区本通2-21　グレイシャス小田1F 082-249-0998 11:00~21:00 なし ○ ○

464 飲食店 RIDE DINER 広島県広島市中区十日市町1-4-23国好ビル１F 082-942-0612 11：30－14：15　１８：００－２６：００
月曜日　月曜祝日の

場合よく火曜日休み
○ ○

465 飲食店 RAKU BEER 広島県広島市中区三川町3-3　志津ビル１F 082-247-6768 平日 16:00-22:00   土・日 13:00-22:00
火曜日 (変わる場合

があります)
○ ○

466 飲食店 楽蔵広島中央通り店 広島県広島市中区堀川町4-11　広島アサヒビール館6F 082-504-1088 17:00~23:30 無し ○ ○
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467 飲食店 La promenade 広島県広島市中区小町1-29　カミング小町501 082-207-2851 11：30～14：30　17：30～21：30 水 ○

468 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　スカイダイニング リーガトップ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 10：00～22：30 ○ ○

469 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　寿司 旬菜 酒仙 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 17：30～21：00
火曜日　※祝日は営

業いたします。
○ ○

470 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　ダイニング ルオーレ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121

［朝食］6：30～10：00、［ランチ］11：00～

15：00（4部制）、［ディナー］17：30～21：

30

○ ○

471 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　チャイニーズダイニング リュウ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 11：30～14：30、17：30～21：00
木曜日　※祝日は営

業いたします。
○ ○

472 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　鉄板焼なにわ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 11：30～14：30、17：30～21：00
月曜日　※祝日は営

業いたします。
○ ○

473 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　日本料理 鯉城 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 11：30～14：30、17：30～21：00
火曜日　※祝日は営

業いたします。
○ ○

474 飲食店 リーガロイヤルホテル広島　　レストラン シャンボール 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 17：30～21：00
平日　※祝日は営業

いたします。
○ ○

475 飲食店 RIVA 広島県広島市中区新天地1-17 082-545-5360 17：00～22：00
なし（年末年始は未

定）
○

476 飲食店 リストランテ・マリオ 広島県広島市中区中島町4-11 082-248-4956
LUNCH11:30~14:30 DINNER17:00~23:00

(LO.22:00)

定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

477 飲食店 リトルマーメイド　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-224-6420 7：30～20：30 定休日なし ○ ○

478 飲食店 リトルマーメイド広島市役所前店 広島県広島市中区大手町3-13-3 082-259-3795 7:30～19:00 なし ○ ○

479 飲食店 ごはんと酒菜　やま音 広島県広島市中区流川町5-19　共栄ビル2F 082-241-1788 17:30~24:00
日曜日、年末年始

（12/31~1/4）
○ ○

480 飲食店 Ｌｕｃｅ 広島県広島市中区袋町4-3　KOUSEI BLD.4F 082-249-5866 17：00～24：00 12/30～1/3 ○ ○

481 飲食店 るつぼ 広島県広島市中区中町１０番１０２０１号 082-240-3525
11:30～14:30　17:00～23:00（土曜日は夜の

み）

日・祝（年末年始

12/30～1/3）
○ ○

482 飲食店 Les Coeurs 広島県広島市中区銀山町10-10ステラ館4階 082-245-5838 17:30-0:00 日・第３月曜 ○ ○

483 飲食店 レストラン　ワルン 広島県広島市中区薬研堀8-8 082-243-0227 7:00～14：00/17:00～01:00 なし ○ ○

484 飲食店 レストラン＆カフェ　十和田 広島県広島市中区富士見町4-5 082-243-2343
9:00～24:00　※現在短縮営業中のため左記時間

で営業しています

毎月第3火曜日・年始

1/1・2
○ ○

485 飲食店 レストランシノアーズ丸八 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3308 11：00～22：00 パセーラに準ずる ○

486 飲食店 レッドロック広島店 広島県広島市中区本通1-20文ビル101 082-245-8856 11：30～21：00 元旦 ○ ○

487 飲食店 ロイヤルホスト千田町店 広島県広島市中区千田町1-11-3エスパース千田ビル２F 082-247-4939 8:00~23:00
年末年始

（12/31~1/1)
○

488 飲食店 ロイヤルホスト幟町店 広島県広島市中区橋本町2－27 082-222-6220 8:00~23:00
年末年始

（12/31~1/1)
○

489 飲食店 ロカロコーヒー　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-962-0027 7：30～20：30 定休日なし ○ ○

490 飲食店 路地裏鉄板こたろう 広島県広島市中区富士見町1-8大形第二ビル2F 082-249-1953
①17：00～24：00（平日・日曜日）

②17：00～深夜2：00（土曜日）
火曜日 ○ ○

491 飲食店 路地裏のタパスイシオカ 広島県広島市中区流川町5-19　加藤ビル1階 082-248-6788 17：00～2：00　ラストオーダー1：00 不定休 ○ ○

492 飲食店 炉端と酒　五臓六腑　本店 広島県広島市中区流川町2-7マツヤビル1F 082-246-8655 18：00～翌4：00（日曜日18：00～24：00） 無し ○ ○

493 飲食店 ロペラ 広島県広島市中区橋本町6－7 082-212-0321
17：30～25：00(平日)　17：30～24：00（日

曜祝日）
なし ○ ○

494 飲食店 ワイン食堂莉庵 広島県広島市中区新天地1-24中央通壱番館2F 082-246-8707 11：30～15：00　18：00～26：00 不定休 ○ ○

495 飲食店 和牛とだし　一期 広島県広島市中区胡町4-24　クリタ胡町ビル10F 082-248-1115 18：00～24：00 月曜日 ○ ○

496 飲食店 和牛とワインFuoco 広島県広島市中区立町６－３ＡＰＥＸビルＢ１ 082-240-1929 11：30～15：30　17：30～22：30 不定休 ○ ○
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497 飲食店 和牛焼肉　村上 広島県広島市中区銀山町8-15 082-546-9544 17：00～22：00
日曜日（年末年始

12/30～1/4）
○ ○

498 飲食店 和菜美　いろり屋　広島店 広島県広島市中区本通9-30　ランドマークビル602 082-541-6350 月～日、祝日、祝前日: 16:00～翌0:00 不定休 ○ ○

499 飲食店 和食居酒屋　わか菜 広島県広島市中区八丁堀８－５ 082-221-7326
11：30～13：30　17：30～22：00　（土）

17：30～21：30
日、祝 ○ ○

500 飲食店 わび蔵 広島県広島市中区袋町２－２８サカタビル1階 082-542-5330 17:00～23：30 不定休 ○ ○

501 飲食店 わびすけ 広島県広島市中区袋町１－１３日専ビル2階 082-249-7887 17:00～23：30 不定休 ○ ○

502 飲食店 笑笑 広島八丁堀駅前店 広島県広島市中区堀川町4-17小松屋ビル4階、5階 082-246-4888
月～木　17:00～22:00／金・土　17:00～22:00

／日?祝日　17:00～22:00
なし ○

503 飲食店 ワルンマタハリ 広島県広島市中区大手町５－８－１３エコービル1F 082-240-2082 17:30~21:30 月・火 ○ ○

504 飲食店 万豚記 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3388 11:00～22：00 パセーラに準ずる ○

505 タクシー 日の出タクシー101号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

506 タクシー 日の出タクシー102号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

507 タクシー 日の出タクシー103号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

508 タクシー 日の出タクシー104号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

509 タクシー 日の出タクシー105号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

510 タクシー 日の出タクシー106号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

511 タクシー 日の出タクシー107号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

512 タクシー 日の出タクシー108号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

513 タクシー 日の出タクシー109号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

514 タクシー 日の出タクシー110号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

515 タクシー 日の出タクシー111号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

516 タクシー 日の出タクシー112号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

517 タクシー 日の出タクシー113号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

518 タクシー 日の出タクシー114号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

519 タクシー 日の出タクシー115号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

520 タクシー 日の出タクシー116号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

521 タクシー 日の出タクシー117号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

522 タクシー 日の出タクシー118号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

523 タクシー 日の出タクシー301号 広島県広島市中区舟入町5－5 082-291-5556 24時間 無し ○

524 タクシー 日の出タクシー302号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

525 タクシー 日の出タクシー303号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

526 タクシー 日の出タクシー304号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

527 タクシー 日の出タクシー305号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

528 タクシー 日の出タクシー306号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

529 タクシー 日の出タクシー307号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

530 タクシー 日の出タクシー308号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

531 タクシー 日の出タクシー309号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

532 タクシー 日の出タクシー310号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

533 タクシー 日の出タクシー311号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

534 タクシー 日の出タクシー312号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

535 タクシー 日の出タクシー313号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

536 タクシー 日の出タクシー314号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

537 タクシー 日の出タクシー315号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○
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538 タクシー 日の出タクシー316号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

539 タクシー 日の出タクシー317号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

540 タクシー 日の出タクシー318号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

541 タクシー 日の出タクシー319号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

542 タクシー 日の出タクシー320号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

543 タクシー 日の出タクシー321号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

544 タクシー 日の出タクシー322号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

545 タクシー 日の出タクシー323号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

546 タクシー 日の出タクシー324号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

547 タクシー 日の出タクシー325号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

548 タクシー 日の出タクシー326号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

549 タクシー 日の出タクシー327号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

550 タクシー 日の出タクシー328号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

551 タクシー 日の出タクシー329号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

552 タクシー 日の出タクシー330号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

553 タクシー 日の出タクシー331号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

554 タクシー 日の出タクシー332号 広島県広島市中区舟入町５番５号 082-291-5556 ○

555 タクシー ひろでんモビリティサービス株式会社 広島県広島市中区江波西1-24-59 082-208-5750 事務所9：00～18：00 なし ○ ○

556 旅館・ホテル アーバイン広島セントラル 広島県広島市中区鉄砲町5-20 082-511-5211 24時間 なし ○ ○

557 旅館・ホテル 安芸の湯　ドーミーイン広島 広島県広島市中区小町3-28 082-240-1177 24時間営業 なし ○ ○

558 旅館・ホテル いかわ旅館本館 広島県広島市中区土橋町5-11 082-231-5058 6：00～22：00 なし ○ ○

559 旅館・ホテル WeBase 広島 広島県広島市中区中町4-16 082-248-8120 07:00 ~ 22:00(L.O21:00) なし ○ ○

560 旅館・ホテル ANAクラウンプラザホテル広島 広島県広島市中区中町7-20 082-241-1111 0：00~24：00 無休 ○ ○

561 旅館・ホテル おうちホテル大手町 広島県広島市中区大手町4-2-22 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

562 旅館・ホテル おうちホテル銀山町 with わんこ 広島県広島市中区銀山町16-13 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

563 旅館・ホテル おうちホテル宝町 広島県広島市中区宝町9-35 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

564 旅館・ホテル おうちホテル竹屋 広島県広島市中区竹屋町3-23 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

565 旅館・ホテル おうちホテル流川 with わんこ 広島県広島市中区田中町2-32 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

566 旅館・ホテル おうちホテル西十日市 広島県広島市中区西十日市町5-12 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

567 旅館・ホテル おうちホテル東平塚 広島県広島市中区東平塚町10-7 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

568 旅館・ホテル おうちホテル富士見 広島県広島市中区富士見町12－3 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

569 旅館・ホテル カンデオホテルズ広島八丁堀 広島県広島市中区八丁堀14-1 082-511-1300 24時間 無休 ○ ○

570 旅館・ホテル KIRO 広島 by THE SHARE HOTELS 広島県広島市中区三川町3-21 082-545-9160 07:00-24:00 無し ○ ○

571 旅館・ホテル グランドサウナ広島 広島県広島市中区薬研堀6-17 082-544-2626 24時間

年中無休（レストラン

は週末のみの営業とな

ります。詳しくは、当店

までお問い合わせ下さ

い。）

○

572 旅館・ホテル
ザ ロイヤルパークホテル広島リバーサイド　ザ リバーサイド

カフェ
広島県広島市中区上幟町7-14 082-211-1113 7:00～18:00　コロナ状況により変更になる場合有り 無休 ○ ○

573 旅館・ホテル THE KNOT HIROSHIMA 広島県広島市中区大手町3丁目1-1 0570-009-015 14時～23時 なし ○ ○

574 旅館・ホテル セジュールフジタ河原町 広島県広島市中区河原町10-20 082-296-6511 ７：30～24：00 年中無休 ○ ○

575 旅館・ホテル セジュールフジタ本館 広島県広島市中区舟入町1-10 082-296-6511 ７：30～24：00 年中無休 ○ ○

576 旅館・ホテル 天然温泉　芸州の湯　ドーミーイン広島ANNEX 広島県広島市中区田中町5-9 082-541-5489 なし 24時間 ○
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577 旅館・ホテル ビジネス旅館はらだ 広島県広島市中区本川町1-3-19 082-231-2976 10：00～23：30 なし ○ ○

578 旅館・ホテル ひろしま国際ホテル 広島県広島市中区立町3-13 082-248-2323
11:00～14：00　17：00～21：00（店舗によっ

て異なる）

年中無休（店舗は定

休日あり）
○ ○

579 旅館・ホテル 広島ワシントンホテル 広島県広島市中区新天地2-7 082-553-2222 24時間営業 なし ○

580 旅館・ホテル プリンセスホテル 広島県広島市中区中町5-22 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

581 旅館・ホテル ホテルクラス広島 十日市 広島県広島市中区十日市町2-1-12 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

582 旅館・ホテル ホテルクラス広島 土橋 広島県広島市中区堺町2-4-30 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

583 旅館・ホテル ホテルスイート広島白島 広島県広島市中区東白島町8-17 082-836-5545 24時間（フロント受付6時－24時） なし ○ ○

584 旅館・ホテル ホテルプロモート広島 広島県広島市中区小網町4-3 082-208-1616 24時間（フロント受付6時－24時） なし ○ ○

585 旅館・ホテル ホテルマイステイズ広島平和公園前 広島県広島市中区大手町3-3-1 082-536-2031 24時間 なし ○ ○

586 旅館・ホテル ホテルリブマックス広島舟入町リバーサイド 広島県広島市中区舟入町4-13 082-235-0070 12：00～翌朝8：00 なし ○ ○

587 旅館・ホテル ホテルリブマックス広島平和公園前 広島県広島市中区大手町2-10-23 082-544-0050 12：00～翌朝8：00 なし ○ ○

588 旅館・ホテル HONDORI INN 広島県広島市中区本通8-4 082-909-2847 24時間 なし ○ ○

589 旅館・ホテル リーガロイヤルホテル広島 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 24時間 なし ○ ○

590 宿泊施設に準ずる施設 セジュールイン流川　駐車場 広島県広島市中区流川町5-26 082-234-5678 24時間 無 ○ ○

591 宿泊施設に準ずる施設 リーガロイヤルホテル広島　ルームサービス 広島県広島市中区基町6-78 082-502-1121 7：00～22：00 なし ○ ○

592 百貨店・商業施設 福屋八丁堀本店 広島県広島市中区胡町6-26 082-246-6111
10：30～19：30　（一部営業時間が異なる店舗

がございます。）
2022/01/01 ○

593 コンビニ・スーパー ローソンポプラ新薬研堀店 広島県広島市中区田中町２－１ 082-545-5242 ○

594 スポーツ 広島パークレーン 広島県広島市中区八丁堀11-6 082-228-2388
8:00(日・祝7:00)～

23:00(金・土25:00)
なし ○ ○

595 小売店 URBAN RESEARCH DOORS広島パルコ店 広島県広島市中区新天地2-1広島パルコ 新館4F 050-2017-9072 10:00?20:00 不定休 ○ ○

596 小売店 URBAN RESEARCH広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ本館 2F 050-2017-9018 10:00?20:00 不定休 ○ ○

597 小売店 アヴェール　リーガロイヤルホテル広島店 広島県広島市中区基町6-78　リーガロイヤルホテル広島 1F 082-227-8013 10:00～19:00 なし ○ ○

598 小売店 ＡＯＫＩ　広島南店 広島県広島市中区吉島西1-23-13 082-243-3488 10：00～20：00 無し ○ ○

599 小売店 アクチュエル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-221-1488 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

600 小売店 アサヒ家具サロン　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-962-0700 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

601 小売店 アズ ノゥ アズ ドゥ バズ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-222-7570 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

602 小売店 アドルフォドミンゲス 広島県広島市中区基町6-78 082-227-3303 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

603 小売店 アバンセ紙屋町シャレオ店 広島県広島市中区紙屋町2丁目地下街212号 082-546-3168
平日7：30～20：00　　　　　土日祝9：00～

20：00
2022/01/01 ○

604 小売店 アビステホテルブティック　ANAクラウンプラザホテル広島店
広島県広島市中区中町7-20　ANAクラウンプラザホテル広島 1

Ｆ
082-245-3661 10:00～19:00 なし ○ ○

605 小売店 アビステホテルブティック　リーガロイヤルホテル広島店 広島県広島市中区基町6-78　リーガロイヤルホテル広島 1F 082-836-7061 10:00～19:00 なし ○ ○

606 小売店 アルク東千田店 広島県広島市中区東千田町一丁目1番108号 082-546-0909 9：30～24：00 年始1/1～1/2 ○

607 小売店 アルビオン ドレッサー　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-8251 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

608 小売店 アンシェヌマン 広島県広島市中区基町6-78 082-225-8353 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

609 小売店 アンテグリッテニコル 広島県広島市中区基町6-78 082-223-2670 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

610 小売店 アン．フランス屋　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3183 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

611 小売店 イー．アール．ジー セポ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3123 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○
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612 小売店 イエローハット　吉島店 広島県広島市中区吉島?1-24-30 082-542-3103 10:00～19:30（日・祝10:00～19:00）
（年末年始1/1・

1/2）
○ ○

613 小売店 イエローハット広島舟入店 広島県広島市中区舟入南4-20-16 082-235-0280 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

614 小売店 179/ＷＧ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-223-3091 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

615 小売店 いとや　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3221 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

616 小売店 WEGO　広島店 広島県広島市中区本通９?４広島ソシオテラス1F～3F 082-545-3345 10：00~21：00 なし ○

617 小売店 ウォンツ江波店 広島県広島市中区江波西1-24-50マックスバリュ江波店内 082-503-4800 9：00～21：00 なし ○ ○

618 小売店 ウォンツえびす通り店 広島県広島市中区堀川町6-19 082-545-5321 9：00～21：00 なし ○ ○

619 小売店 ウォンツ紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-12 082-545-3207 9：00～21：00 なし ○ ○

620 小売店 ウォンツ小町店 広島県広島市中区小町2-1 082-504-8077 9：00～21：00 なし ○ ○

621 小売店 ウォンツ立町店 広島県広島市中区立町1-20 082-207-3417 9：00～21：00 なし ○ ○

622 小売店 ウォンツ地下街シャレオ店 広島県広島市中区基町地下街105号 082-546-3381 7：30～21：00 なし ○ ○

623 小売店 ウォンツ十日市店 広島県広島市中区十日市町1-1-9 082-235-0017 9：00～21：00 なし ○ ○

624 小売店 ウォンツ幟町店 広島県広島市中区幟町1-27 082-836-5617 9：00～22：00 なし ○ ○

625 小売店 ウォンツ白島店 広島県広島市中区西白島町20-23 082-511-3501 9：00～22：00 なし ○ ○

626 小売店 ウォンツ八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀11-8スペースパーク1F 082-512-0020 9：00～21：00 なし ○ ○

627 小売店 ウォンツ八丁堀電停前店 広島県広島市中区八丁堀14-10 082-502-7057 9：00～20：00 なし ○ ○

628 小売店 ウォンツ広島中央薬店 広島県広島市中区立町1番4号 082-247-4346 9：00～20：00 2023/01/01 ○ ○

629 小売店 ウォンツ舟入市民病院前店 広島県広島市中区舟入本町8-1 082-297-1007 9：00～22：00 なし ○ ○

630 小売店 ウォンツ舟入本町店 広島県広島市中区舟入本町13-6 082-231-5150 9：00～21:00 なし ○ ○

631 小売店 ウォンツ舟入町店 広島県広島市中区舟入町7-9 082-235-0207 9：00～22：00 なし ○ ○

632 小売店 ウォンツ平和大通り店 広島県広島市中区中町7-16 082-541-6870 9：00～21：00 なし ○ ○

633 小売店 ウォンツ本通店 広島県広島市中区本通8-26 082-545-7877 9：00～22：00 なし ○ ○

634 小売店 ウォンツ吉島店 広島県広島市中区吉島西2-15-12 082-544-2130 9：00～22：00 なし ○ ○

635 小売店 ウォンツ吉島西1丁目店 広島県広島市中区吉島西1-22-13 082-545-3310 9：00～22：00 なし ○ ○

636 小売店 ウッドハウスコッド クランドゥ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-299-6622 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

637 小売店 エクセル広島八丁堀店 広島県広島市中区堀川町5-16　胡町共同ビル 082-545-1761 11：00～20：00 なし ○

638 小売店 X-girl 広島 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ 本館 8F 082-207-3327 10:00-20:00 年始1/1 ○

639 小売店 XLARGE 広島 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ 本館 6F 082-545-3667 10:00-20:00 年始1/1 ○

640 小売店 エディオン広島本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111 １０：００～２０：００ なし ○ ○

641 小売店 エディオン舟入店 広島県広島市中区舟入南4-5-17 082-233-8511 １０：００～１９：００ なし ○ ○

642 小売店 エルベンス ドゥ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3002 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

643 小売店 お菓子のデパートやすもり 広島県広島市中区紙屋町2丁目3-22 082-249-8830 10：00～19：30（日曜日10：00～19：00） 元旦 ○

644 小売店 おかず工房グランドタワー店 広島県広島市中区上八丁堀4-1ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ1F 082-502-6636 AM09:30～PM10:00 1/1～1/2 ○

645 小売店 おかず工房鷹野橋店 広島県広島市中区大手町5丁目1-2 082-241-1083 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

646 小売店 おにぎり仁多屋金座街店 広島県広島市中区立町1-2 082-545-0333 10：00~20：00 2022/01/01 ○ ○

647 小売店 おにぎり仁多屋本通店 広島県広島市中区紙屋町2-3-22 082-298-0131 10：00~20：00 2022/01/01 ○ ○

648 小売店 お持ち帰りのすし健　白島店 広島県広島市中区東白島町7-3 082-221-1977 10：30～19：30 2022/01/01 ○

649 小売店 オルビス　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ本館　B1F 082-542-2088 10:00～20:00 不定休 ○ ○

650 小売店 GA-ON 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3345 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○
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651 小売店 楓乃樹　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-846-4680 10:00~20:30 定休日なし ○

652 小売店 KASHOENブティック広島 広島県広島市中区大手町2-6-1ディアメゾン紙屋町1F 082-249-6550 平日　10:00-19:00　土日祝 12:00-19:00 年末年始 ○ ○

653 小売店 カステルバジャックスポーツ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3333 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

654 小売店 蟹田平牧場　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3145 10:00~19:30 定休日なし ○ ○

655 小売店 カメラのサエダ　本通店 広島県広島市中区大手町2-1-4 082-245-2008 10：00～19：00 なし ○ ○

656 小売店 カンナ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3028 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

657 小売店 紀伊國屋書店広島店　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3232 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

658 小売店 キャサリン ロス　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-551-3301 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

659 小売店 キューブザベーカリー中央通り店 広島県広島市中区新天地1-23 082-207-3712 11：00～19：00 日　夏季・年末年始 ○ ○

660 小売店
GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館

店
広島県広島市中区新天地2-1　広島パルコ新館 B1F 082-245-7355

平日／10:00～20:00

土日・祝日／10:00～20:00
年末年始（1/1） ○

661 小売店 クスリ岩崎チェーン　東千田店 広島県広島市中区東千田町１丁目１番１０８号 082-546-2228 10:00-21:00 年始のみ ○

662 小売店 くすりのウェルネス　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3144 8:00~19:30 定休日なし ○ ○

663 小売店 くすりのレデイ　広島店 広島県広島市中区宝町2番1号 082-244-2471 9：00～21：00 元旦のみ ○ ○

664 小売店 靴下屋広島本通り店 広島県広島市中区本通9-2 082-247-3181 10:30～20:00 (日･連休最終日は19:30まで) 2023/01/01 ○ ○

665 小売店 Clarks　広島 広島県広島市中区本通3-11REGAL広島2F 082-545-2391 11：00～20：00 不定休 ○ ○

666 小売店 CREE`MARE by DHOLIC　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ本館4F 082-546-9969 本社9：00-18：00店舗10：00-20：00 土日祝 ○

667 小売店 KBF広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1広島パルコ本館 7F 050-2017-9185 10:00?20:00 不定休 ○ ○

668 小売店 ＧＵＥＳＳ　広島パルコ店 広島県広島市中区本通1-13　広島パルコ本館別棟1・2F 082-541-7681 10:00~20:00 施設の休業日に準じる ○ ○

669 小売店 株式会社好日山荘　広島紙屋町店 広島県広島市中区基町11-10　合人広島紙屋町ビルB1F 082-569-6031 11時～20時(平日)10時～20時(土日祝) 元旦 ○ ○

670 小売店 廣文館　フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2-1　フジグラン広島店内3F 082-543-4744 9：00～21：00 なし ○ ○

671 小売店 ココカラファイン広島本通店 広島県広島市中区本通５－８ 082-545-0560 9：30～21：30 年中無休 ○

672 小売店 COPO広島本通店 広島県広島市中区本通7-31 082-249-7622 10：00～19：00 無 ○

673 小売店 コムサスタイル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-962-7791 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

674 小売店 ゴルフ5広島吉島店 広島県広島市中区吉島西2-13-14 082-247-0841 10:00～20:00 無し ○ ○

675 小売店 COLLECTORS広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1 082-542-2309 10:00～20:00 なし ○ ○

676 小売店 THE NORTH FACE　STANDARD 広島 広島県広島市中区袋町8-18 082-545-5505 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

677 小売店 さくら　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3186 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

678 小売店 The香水屋 広島店 広島県広島市中区本通1-1サンシャインビル 082-247-7670 10：30～20：00 なし ○ ○

679 小売店 雑貨株式会社 広島県広島市中区袋町１－１１１F 082-242-7558 11:00~20:00 なし ○ ○

680 小売店 サンドラッグ　紙屋町サンモール店 広島県広島市中区紙屋町2-2-18 082-545-2061 10:30-20:00(テナントに準ずる、年末年始を除く)

原則店休なし(テナント

に準ずる、年末年始を

除く)

○ ○

681 小売店 サンドラッグ　広島本通中央店 広島県広島市中区本通3-5 082-207-3181 9:30-21:30(年末年始を除く)
原則店休なし(年末年

始を除く)
○ ○

682 小売店 サンドラッグ　広島本通店 広島県広島市中区本通4-11 082-543-6811 9:30-21:30(年末年始を除く)
原則店休なし(年末年

始を除く)
○ ○

683 小売店 gelato　pique　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ店本館1階 082-545-1210 10：00～20：00 2022/01/01 ○ ○

684 小売店 市町村情報センター　ひろしま夢ぷらざ 広島県広島市中区本通8-28 082-544-1122 10：00～18：00
年末年始（12/31～

1/4）
○ ○
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685 小売店 SHIPS広島店 広島県広島市中区本通9-28　丸美本店ビル１F 082-545-7216 11:00～20:00 2022/01/01 ○ ○

686 小売店 JOURNAL STANDARD広島 広島県広島市中区新天地4-2　アクセ広島B1、１F 082-545-8101 11:00-20:00 不定休 ○ ○

687 小売店 Shappo 広島県広島市中区本通９－１９１F 082-241-2441 11:00~20:00 2022/01/01 ○ ○

688 小売店 JINS 紙屋町シャレオ店 広島県広島市中区紙屋町2丁目地下街206号シャレオ B1階 082-546-3156 10:00～20:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

689 小売店 JINS　広島本通り店 広島県広島市中区本通9-24 082-247-0633 11：00～20：00 無し ○ ○

690 小売店 SUIT SELECT_HIROSHIMA 広島県広島市中区堀川町7-13　堀川町米金ビル 082-543-6300 11:00~21:00 なし ○ ○

691 小売店 スーパードラッグひまわり舟入店 広島県広島市中区西川口町10番4号 082-208-5851 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

692 小売店 STUSSY広島Chapter 広島県広島市中区中町1-3ダイヤ並木ビル1F 082-240-1216 11：00～20：00
なし（元旦は休業の

可能性あり）
○ ○

693 小売店 ストーンマーケット　広島本通店 広島県広島市中区本通4-6　キシダビル内　1Ｆ 082-543-2365 10：00～20：00 なし ○ ○

694 小売店 SNIDEL　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ店本館2階 082-258-2162 10：00～20：00 2022/01/01 ○ ○

695 小売店 スリーフォータイム　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-224-3007 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

696 小売店 生活彩家広島合同庁舎店
広島県広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎3号館地下

1階
082-502-7114 7:30~20:00 土・日・祝・閉庁日 ○ ○

697 小売店 生活彩家広島市役所店 広島県広島市中区国泰寺町1-6-34 082-545-5180 7:30~19:00 土日祝日と閉庁日 ○ ○

698 小売店 生活彩家リーガロイヤルホテル広島店 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3700 6:00~24:00 年中無休 ○ ○

699 小売店 セブンイレブン　広島西白島町 広島県広島市中区西白島町7-27 082-221-6376 24時間 なし ○

700 小売店 セブンイレブン広島舟入幸町東店 広島県広島市中区舟入幸町4-3 082-295-4511 24時間 なし ○

701 小売店 セブンイレブン広島大手町１丁目店 広島県広島市中区大手町1丁目1-21 082-249-2462 24H営業 なし ○

702 小売店 セブンイレブン広島紙屋町シャレオ店 広島県広島市中区基町地下街101 082-249-1328 7：00～23：00 なし ○ ○

703 小売店 セブン－イレブン広島紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1丁目1－1 082-247-5480 24時間 年中無休 ○

704 小売店 セブンイレブン広島県庁前店 広島県広島市中区基町１１－１０ 082-221-8525 24時間 なし ○ ○

705 小売店 セブンイレブン広島小町店 広島県広島市中区小町３－１９ 082-247-9609 ２４Ｈ 年中無休 ○ ○

706 小売店 セブンイレブン広島昭和町店 広島県広島市中区昭和町4-20 082-249-9022 24時間営業 なし ○

707 小売店 セブンイレブン広島鷹野橋店 広島県広島市中区大手町５丁目１７－１ 082-245-1468 24時間 なし ○

708 小売店 セブン-イレブン広島宝町南店 広島県広島市中区宝町5-1　ウイング宝町セカンド1階 082-541-7670 24時間 なし ○

709 小売店 セブンイレブン広島中央郵便局前店 広島県広島市中区大手町３－７－１０ 082-545-4548 24時間 年中無休 ○ ○

710 小売店 セブンイレブン広島鉄砲町北店 広島県広島市中区鉄砲町6-15 082-211-2866 24時間 なし ○ ○

711 小売店 セブン-イレブン　広島十日市１丁目店 広島県広島市中区十日市町１丁目３－４ 082-291-3727 ２４時間営業 年中無休 ○

712 小売店 セブンイレブン広島中町西店 広島県広島市中区中町７－４１ 082-542-3041 24時間 なし ○ ○

713 小売店 セブン-イレブン広島西川口町店 広島県広島市中区西川口町11-22 082-295-5515 ２４H 年中無休 ○

714 小売店 セブンイレブン広島羽衣町店 広島県広島市中区羽衣町７－１４ 082-240-1031 24時間 なし ○

715 小売店 セブン-イレブン　広島八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀7-2 082-227-7780 24時間 年中無休 ○

716 小売店 セブンイレブン広島東平塚店 広島県広島市中区東平塚町3-22 082-249-9377 24時間営業 なし ○

717 小売店 セブン-イレブン広島舟入幸町店 広島県広島市中区舟入幸町20-24 082-295-0671 ２４H 年中無休 ○

718 小売店 セブン-イレブン広島舟入店 広島県広島市中区舟入南1丁目3番15号 082-292-1000 ２４H 年中無休 ○

719 小売店 セブンイレブン広島舟入中町店 広島県広島市中区舟入中町１２－３ 082-295-0255 ２４時間営業 なし ○ ○

720 小売店 セブン-イレブン　広島本通西店 広島県広島市中区本通６－１１ 082-242-2711 ２４時間営業 年中無休 ○

721 小売店 セブン-イレブン広島元安橋東店 広島県広島市中区大手町１丁目５－２０ 082-247-0760 24時間 年中無休 ○

722 小売店 セブン-イレブン　広島広瀬町店 広島県広島市中区広瀬町６－１ 082-231-0988 ２４時間営業 年中無休 ○

723 小売店 セブンｰイレブン キヨスクJR新白島駅 広島県広島市中区西白島町154-1 082-511-8518 6：00～23：00 なし ○

724 小売店 セブンーイレブン　広島幟町東店 広島県広島市中区幟町1-10 082-221-6008 24時間 なし ○ ○

23／29



 広島市中区

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

725 小売店 セブンーイレブン広島並木通り店 広島県広島市中区袋町1-4　NAMIKI－K２ビル1F 082-249-8500 ２４時間 なし ○

726 小売店 セブン-イレブン広島西十日市店 広島県広島市中区西十日市町１０－６ 082-291-1412 ２４時間営業 年中無休 ○

727 小売店 セリア　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-8708 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

728 小売店 ゾフ 広島県広島市中区基町6-78 082-225-0300 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

729 小売店 Ｓｏｆａ(book) 広島県広島市中区基町6-78 082-225-8230 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

730 小売店 SOPH.HIROSHIMA 広島県広島市中区中町10-1 082-544-1950 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

731 小売店 ダイアナ　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ本館1階 082-542-2211 10：00～20：00
なし(年末年始は商業

施設の休みに伴う)
○

732 小売店 w closet 広島パルコ店 広島県広島市中区本通１０－１　広島パルコ本館８階 082-240-6040 10：00～20:30 なし ○ ○

733 小売店 玉屋エディ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3116 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

734 小売店 TiCTAC広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1 082-542-2260 10:00～20:00 なし ○ ○

735 小売店 トゥモローランド 広島パルコ店 広島県広島市中区新天地2-1広島パルコ新館 1F 082-542-2413 10:00～20:00 不定休 ○ ○

736 小売店 ㈱デイ・リンク　アーベル吉島店 広島県広島市中区吉島西1-14-6 082-249-8099 9:00～20:00 (年始1/1～1/3) ○

737 小売店 ㈱デイ・リンク　デイ・リンク吉島店 広島県広島市中区吉島西1-14-6 082-249-8152 10:00～20:00 (年始1/1～1/3) ○

738 小売店 DCM安芸白島店 広島県広島市中区白島九軒町９番２１号 082-222-7211 09:30～19:00
1月1日、1月2日、1

月3日、2月14日
○ ○

739 小売店 DCM舟入南店 広島県広島市中区舟入南１丁目６番６号 082-297-2780 09:00～20：00
1月1日、1月2日、1

月10日
○ ○

740 小売店 ＤＩＥＳＥＬ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3355 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

741 小売店 DESCENDANT　HIROSHIMA 広島県広島市中区中町1-21 082-248-6666 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

742 小売店 テチチ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3066 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

743 小売店 テックランド フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2番1号フジグラン広島3F 082-258-2455 10：00～20：00 2023/01/01 ○ ○

744 小売店 株式会社　寺田屋 広島県広島市中区紙屋町2-2-20 082-247-6236 10：00~19：30
月1　水曜日　(年末

年始1/1~1/2)
○ ○

745 小売店 てらや 広島県広島市中区富士見町９－８ 082-542-8225 8：00～21：00 日 ○ ○

746 小売店 としのや千田町宅配専門店 広島県広島市中区千田町1-13-8 082-243-1048
店内：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）宅

配：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO）
元旦のみ ○

747 小売店 としのや舟入宅配専門店 広島県広島市中区舟入幸町3-14 082-232-1048 宅配：11:00-14:00 / 17:00-21:00（LO） 元旦のみ ○

748 小売店 ドラッグプラスアルファ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3306 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

749 小売店 ドン・キホーテ八丁堀店 広島県広島市中区新天地5-3 0570-049-911 10：00～29：00 年中無休 ○ ○

750 小売店 株式会社長崎屋 広島県広島市中区本通6-8 082-247-2275 10：00～18：00 年始１月１～３日 ○ ○

751 小売店 鳴門鯛焼本舗　広島本通店 広島県広島市中区本通2-5 082-240-5688
10：00～22：00（金・土・祝前日10：00～

23：00）
年中無休 ○

752 小売店 にしき堂　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3139 10:00~20:30 定休日なし ○

753 小売店 nerine 広島県広島市中区本通９－２１１F 082-545-2566 10:30~19:00 12/31~1/1 ○ ○

754 小売店 ノーリーズ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3313 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

755 小売店 ＨＥＲＢ　ＧＡＬＬＥＲＹ　生活の木 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3443 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

756 小売店 バスマチストア　バスマチ店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3169 7：30～20：30 定休日なし ○

757 小売店 バッケンモーツアルトからす麦専門店 広島県広島市中区堀川町5-7 082-247-5818 10:30～20:00 年中無休 ○

758 小売店 バッケンモーツアルト中央通店 広島県広島市中区堀川町5-2 082-241-0036 10:30～21:00 年中無休 ○

759 小売店 バッケンモーツアルト中島店 広島県広島市中区中島町8-21 082-249-2213 9:00～20:00 年中無休 ○
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760 小売店 バッケンモーツアルト広島そごう　茶の環 広島県広島市中区基町6-27 082-512-7844 10:00～20:00 年中無休 ○

761 小売店 バッケンモーツアルト広島そごう店 広島県広島市中区基町6-27 082-512-7851 10:00～20:00 年中無休 ○

762 小売店 バッケンモーツアルト本通り店 広島県広島市中区本通7-26 082-249-5885 9:00～19:00(日・祝10:00～18:00) 年中無休 ○

763 小売店 hanawine 広島県広島市中区上八丁堀4-28松田ハイツ1F 082-222-6687 14:00~22:00(併設するWine Barに準ずる)
日・月（祝日休みの

場合あり）
○

764 小売店 ハニーズ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-511-2080 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

765 小売店 HUF広島 広島県広島市中区袋町9-1Feiz並木通1F 082-207-3779 11：00～20：00
なし（元旦は休業の

可能性あり）
○ ○

766 小売店 PARIGOT広島店２F 広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島 082-504-8411 11:00～20:00
無休(但し、年末年始

を除く)
○

767 小売店 PARIGOT広島店３F 広島県広島市中区新天地4-2アクセ広島 082-504-8411 11:00～20:00
無休(但し、年末年始

を除く)
○

768 小売店 晴れる屋 広島店 広島県広島市中区紙屋町1丁目1-1東和ビル4階 082-248-1578 平日：14:00～22:00　土日祝：12:00～21:00 水・木 ○ ○

769 小売店 BANCART 広島県広島市中区紙屋町1-3-8　ひろぎんHD本社ビル1F 082-504-3192 平日土曜11:00~19:00　日祝11:00~18:00 年始（1/1～2） ○ ○

770 小売店 ハンズ広島店 広島県広島市中区八丁堀16-10 082-228-3011 10:00～19:30　（金土10:00～20:00） 不定休 ○

771 小売店 PSFA広島店 広島県広島市中区本通2-9小川ビル1F 082-247-6934 10：30～20：30 無し ○ ○

772 小売店 ビースリー　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3103 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

773 小売店 PICCIN PRIMA広島店 広島県広島市中区立町2-5松尾ビル 1F 082-249-1172 11:00～19:30
（年末年始12/31～

1/2）
○

774 小売店 ビーフ青ひげ 広島県広島市中区本通5-12 082-241-1999 11:00～18:00 水曜日 ○ ○

775 小売店 ビームス 広島 広島県広島市中区本通3?10本通サザン６F 082-544-2961 平日土日(11:00-20:00) 2023/01/01 ○ ○

776 小売店 ピザーラ広島中央店 広島県広島市中区舟入中町3-13　1F 082-296-9200 平日16-23土日祝11-23 なし ○ ○

777 小売店 BIGBOSS広島 広島県広島市中区本通8-2吉井ビル1F 082-241-1101
11:00～20:00(平日)10:00～19:00(土・

祝)11:00～19:00(日)
1/1のみ ○ ○

778 小売店 広島アンデルセン 広島県広島市中区本通７－１ 082-247-2403

１Ｆマーケット10:00～19:30（サンドイッチスタンドは

7:30～）2Fレストラン11:00～21:00（土日祝日

は8:00～）

毎月第3水曜日※変

更になる場合がござい

ます。

○ ○

779 小売店 広島金座街VIS 広島県広島市中区本通り1-8 082-249-0704 11:00～20:00 2023/01/01 ○ ○

780 小売店 広島市文化交流会館 広島県広島市中区加古町3-3 082-243-8881 24時間営業 無休 ○ ○

781 小売店

広島市平和記念公園

レストハウス(１Ｆ)

レストハウス　ショップ

広島県広島市中区中島町１番１号 082-546-9133 【1～2月】9:00～16:30     【3月】9:00～17:30 無休 ○ ○

782 小売店 広島ロフト 広島県広島市中区基町６－２７そごう広島店新館８階 082-512-7590 ○

783 小売店 ＦＡＢＲＩＣ’Ｓ 広島県広島市中区基町6-78 082-224-1688 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

784 小売店 ファミリーマート　上幟町店 広島県広島市中区上幟町7-3 082-502-3188 24時間 なし ○

785 小売店 ファミリーマート　上八丁堀店 広島県広島市中区上八丁堀5番24号 082-511-7022 24時間 なし ○

786 小売店 ファミリーマート紙屋町東店 広島県広島市中区基町12-3 082-511-2755 24時間 年中無休 ○

787 小売店 ファミリーマート　小町店 広島県広島市中区小町1-20 082-545-8633 24時間 なし ○

788 小売店 ファミリーマート猫屋町店 広島県広島市中区猫屋町４－１８ 082-503-5519 24時間 年中無休 ○

789 小売店 ファミリーマート　幟町店 広島県広島市中区幟町14-5　第3広共ビル 082-511-0614 24時間 なし ○

790 小売店 ファミリーマート　橋本町店 広島県広島市中区橋本町7-9 082-511-7205 24時間 なし ○

791 小売店 ファミリーマート広島千田町 広島県広島市中区千田町二丁目1-9 082-504-8220 24時間 年中無休 ○

792 小売店 ファミリーマート広島土橋店 広島県広島市中区堺町１丁目５－１７ 082-503-4860 24時間 年中無休 ○

793 小売店 ファミリーマート広島中の棚店 広島県広島市中区立町5-14 082-545-7808 24時間 無し ○
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794 小売店 ファミリーマート　広島白島店 広島県広島市中区東白島町15-6 082-511-3363 24時間 なし ○

795 小売店 ファミリーマート　袋町店 広島県広島市中区袋町5-28 082-546-0085 24時間 なし ○

796 小売店 HOODS　HIROSHIMA 広島県広島市中区中町1-30 082-545-3204 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

797 小売店 フォーエル 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3303 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

798 小売店 フォーサイト広島店 広島県広島市中区新天地5-18 082-545-1717 10：30～20：00 水 ○ ○

799 小売店 ローソン広島住吉町 広島県広島市中区住吉町１３－９ 082-240-3620 24時間 なし ○

800 小売店 フォンテーヌ クチュール　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-211-5580 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

801 小売店 フジグラン広島 広島県広島市中区宝町２番１号 082-243-7111
食品館は9：00～23：00まで。衣料・くらしの品フロ

アは9：00～21：00まで。
なし ○

802 小売店 フジ小網店 広島県広島市中区小網町７番４号 082-942-4011 9：00～23：00まで。 なし ○

803 小売店 フジ白島店 広島県広島市中区白島中町１４番２９号 082-511-8711 9：00から23：00まで。 なし ○

804 小売店 物産館「人と樹」 広島県広島市中区大手町1-2-1 082-569-6200
10:00~19:00 ※最新の営業時間はHPでご確認下

さい。
2022/12/31 ○ ○

805 小売店 ブティックニコル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-223-3081 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

806 小売店 プラザ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-511-9911 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

807 小売店 フラワーコンタクト　金座街店 広島県広島市中区堀川町6-15　スポーツセンタービルB1F 082-542-0500 9：30～20：00 2023/01/01 ○

808 小売店 フラワーコンタクト　広島店 広島県広島市中区本通7-25　高橋ビル1F 082-243-7701 9：30～20：00 2023/01/01 ○

809 小売店 フランス屋　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3015 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

810 小売店 Francfranc　広島パルコ店 広島県広島市中区新天地2-1広島パルコ新館5F 03-4216-4021 ?10:00～20:00 年末年始1/1 ○

811 小売店 FREAK'S STORE 広島パルコ店 広島県広島市中区新天地2-1　広島パルコ新館1・2Ｆ 082-207-3672 10:00~20:30 不定休 ○ ○

812 小売店 ブルーベル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3175 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

813 小売店 フレスタ舟入店 広島県広島市中区舟入幸町19-4 082-291-0365 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

814 小売店 フレスタ吉島店 広島県広島市中区吉島西2丁目14-19 082-545-8901 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

815 小売店 平和大通り田中町店 広島県広島市中区田中町5-11 082-545-7373 8：30～18：00 元旦のみ休業 ○

816 小売店 べっぴん店 広島県広島市中区本通3-8 082-247-0130 11:00～19:30 毎週水曜日 ○ ○

817 小売店 PENCIL 広島県広島市中区袋町7-21 082-243-8838 11：00～19：00
年末年始12/31～

1/2
○

818 小売店 POKER FACE 広島パルコ店 広島県広島市中区本通１０－１　広島パルコ 本館・５F 082-542-2444 10:00-20:00
広島パルコ休館日に準

ずる
○ ○

819 小売店 Paul Smith 広島店 広島県広島市中区袋町2番14号 082-249-8618 11:00~20:00
なし（年末年始

12/31，1/1）
○ ○

820 小売店 ボストン　広島そごう店 広島県広島市中区基町6-27 082-512-7936 10:00~20:00 無 ○

821 小売店 ボストン　フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2-11F 082-243-7255 10:00~20:00 無 ○

822 小売店 ボストン　本店 広島県広島市中区堺町2丁目6-3 082-292-9665 10:00~20:00 無 ○

823 小売店 ほっかいどうマーケット広島 広島県広島市中区紙屋町1丁目地下街622号 082-546-3176 10：00～20：00
HPにてご確認くださ

い。
○ ○

824 小売店 BOTTEGA　VENETA　広島 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3371 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

825 小売店 ポプラ八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀3-10 082-221-0720 6:00~24:00 日曜 休業日 ○ ○

826 小売店 ポプラ広島平野町店 広島県広島市中区平野町10-16 082-248-6002 06：00～24：00 年中無休 ○ ○

827 小売店 マーガレットハウエル 広島県広島市中区基町6-78 082-511-0240 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

828 小売店 マックスバリュ江波店 広島県広島市中区江波西１丁目２４－５０ 082-297-2020 9：00～22：00 なし ○ ○
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829 小売店 マックスバリュ千田店 広島県広島市中区東千田町２丁目１０－２０ 082-545-2010 9：00～22：00 なし ○ ○

830 小売店 マックスバリュ舟入南店 広島県広島市中区舟入南３丁目７番５号 082-532-4560 8：00～23：00 なし ○ ○

831 小売店 マツモトキヨシ　大手町店 広島県広島市中区大手町５丁目1-1 082-545-7010 09:00～21:00 元旦 ○

832 小売店 マツモトキヨシ　大手町２丁目店 広島県広島市中区大手町2丁目1-6 082-545-1212 08:00～21:00 元旦 ○

833 小売店 マツモトキヨシ　広島金座街店 広島県広島市中区堀川町6-11 082-545-7211 10:00～21:00 なし ○

834 小売店 マリークヮント　広島PARCO店 広島県広島市中区本通10-1　本館3階 082-504-6201 10：00～20：00 無し ○

835 小売店 マリオデザート　並木通り店 広島県広島市中区新天地4-8 082-544-4956 11：00～21：00
定休日なし（年末年

始休みは未定）
○ ○

836 小売店 marimekko 広島 広島県広島市中区袋町7-21 082-243-8821 11：00～19：00
年末年始12/31～

1/2
○

837 小売店 マルナカ白島店 広島県広島市中区西白島町２２番２１号 082-511-1133 9：00～23：00 なし ○ ○

838 小売店 マルミ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3003 10：00～20：00
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

839 小売店 Manhattan Portage HIROSHIMA 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ本館6F 082-541-3920 10:00～20:30 館に準ずる ○

840 小売店 MeMe PALETTE 広島県広島市中区本通9－29平田ビル1階 082-249-3380 11:00~20:00 年始（1/1) ○ ○

841 小売店 無印良品　広島パルコ 広島県広島市中区新天地２－１　広島パルコ新館７・８階 082-546-2261 10：00～20：00 広島パルコに準ずる ○

842 小売店 ㈱ムラサキスポーツ　広島パルコ店 広島県広島市中区新天地2-1　広島パルコ新館6階 082-545-5420 10：00～20：30（現在　～20：00） 年始　1/1 ○ ○

843 小売店 メアシス金座街店 広島県広島市中区堀川町6-15　スポーツセンタービル1F 082-543-5901 10:00~20:00 2023/01/01 ○

844 小売店 メデル　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-836-5780 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

845 小売店 MELANGE De SHUHARI　本通店 広島県広島市中区本通６－８ 082-247-4080 11:00~19:00 8/15, 1/1~3 ○ ○

846 小売店 森の朝 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3358 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

847 小売店 モンベル 広島紙屋町店
広島県広島市中区紙屋町1丁目2-22　広島トランヴェールビル

ディング1、2階
082-504-6921 10:00～20:00 年中無休 ○

848 小売店 ヤマダアウトレット・リユース LABI広島店 広島県広島市中区胡町5-22LABI広島5F 082-545-8940

11：30～20：00

（土曜日11：00～20：00）（日曜日・祝日

10：00～20：00）

2023/01/01 ○ ○

849 小売店 大和屋酒舗　胡町本店 広島県広島市中区胡町4番3号 082-241-5660 ○

850 小売店 やまとや酒舗　Naka-machi 広島県広島市中区中町5番8号 082-236-3910 ○

851 小売店 yamatoyawines 広島県広島市中区胡町4番7号 082-207-1660 ○

852 小売店 やまや白島店 広島県広島市中区西白島町19-19 082-223-8791 10:00~21:30 年中無休 ○

853 小売店 ユアーズ　十日市店 広島県広島市中区十日市町1-2-16 082-232-2405 0:00～24：00 年中無休 ○ ○

854 小売店 ユアーズ LIVI 広島本通店 広島県広島市中区袋町3-1 082-240-9944
平日9:00～22：30　　　　　　土日9：00～22：

00
2022/01/01 ○ ○

855 小売店 ユアーズ幟町店 広島県広島市中区幟町3-30 082-502-7722
平日9：00～22：00　　　　　土日祝9：00～

21：00
2022/01/01 ○ ○

856 小売店 ユザワヤ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-511-1717 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

857 小売店 ユニクロ紙屋町サンモール店 広島県広島市中区紙屋町2-2-18　サンモール2F 082-504-4835 10：30~20：00 ○

858 小売店 ゆめマートサンモール 広島県広島市中区紙屋町二丁目2番18号 082-248-3222
youme食品館のみ　10：30～22：00日曜日・祝

日は21：00閉店
なし ○

859 小売店 洋菓子シナガワ　薬研堀店 広島県広島市中区薬研堀４－１０ 082-242-0787 17:00~23:00 日曜日,祝日 ○

860 小売店 LIFE COLLEZIONE 紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町1丁目5番10号　クラタビル1階 082-298-6900 11:00~20:00（日曜日）11:00~19:00
なし（年末年始

12/31，1/1）
○ ○

861 小売店 らしんばん　広島店 広島県広島市中区大手町２丁目３?１アニメイトビル4F 0570-008-620 11:00～20:00（土日祝：11:00～19:00） なし ○

862 小売店 LABI広島 広島県広島市中区胡町5-22 082-545-8940 10：00～20：00 2023/01/01 ○ ○
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863 小売店 RANDA　広島本通店 広島県広島市中区本通4-12南海堂ビル 082-249-4288 11:00~20:00 なし ○ ○

864 小売店 リアル舟入店 広島県広島市中区舟入川口町9-1 082-292-2766 9:00~20:00
年末年始1/1~1/4

2/2
○ ○

865 小売店 REGAL SHOES　広島金座街店 広島県広島市中区本通1-6 082-243-7749 10：30～19：30 火曜日 ○ ○

866 小売店 REGAL 広島 広島県広島市中区本通3-11 082-248-3582 11：00～20：00 不定休 ○ ○

867 小売店 リエベ　リーガロイヤルホテル広島店 広島県広島市中区基町6-78　リーガロイヤルホテル広島 1F 082-224-2778 10:00～19:00 なし ○ ○

868 小売店 リカーズ　吉島店 広島県広島市中区吉島西2-14-19 082-243-7166 9:00～22:00 年始元旦～2日 ○

869 小売店 LILY　BROWN　広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ店本館2階 082-569-5195 10：00～20：00 2022/01/01 ○ ○

870 小売店 ref.01 広島県広島市中区袋町8-18 082-569-8888 11:00~19:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

871 小売店 ＲＥＰＬＡＹ　ＳＴＯＲＥ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3390 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

872 小売店 ROSEMARY広島パルコ店 広島県広島市中区本通10-1 082-542-2308 10:00～20:00 なし ○ ○

873 小売店 ローソン　広島胡店 広島県広島市中区胡町2-6　純正ビル1F 082-246-3378 24時間 なし ○

874 小売店 ローソン　広島光南店 広島県広島市中区光南1-16-27 082-504-6635 24H 無休 ○ ○

875 小売店 ローソン　広島橋本町店 広島県広島市中区橋本町6-11 082-962-5092 ２４時間 年中無休 ○ ○

876 小売店 ローソン　広島舟入川口町店 広島県広島市中区舟入川口町18-1 082-296-6260 0:00~23:59 年中無休 ○ ○

877 小売店 ローソン・ポプラ 新天地店 広島県広島市中区新天地１-９ 082-247-1227 24時間営業 定休日なし ○ ○

878 小売店 ローソンクリスタルプラザ店 広島県広島市中区中町8-18 082-545-5307 24時間営業 年中無休 ○ ○

879 小売店 ローソン広島紙屋町二丁目店 広島県広島市中区紙屋町２-３-２０ 082-546-2757 24時間 なし ○

880 小売店 ローソン広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町１-９-９ 082-244-0520 24時間 なし ○

881 小売店 ローソン広島寺町店 広島県広島市中区寺町6-22 082-295-7585 24Ｈ 無 ○

882 小売店 ローソン広島バスセンター店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3091 7:00~22:00 定休日なし ○

883 小売店 ローソン広島東白島店 広島県広島市中区東白島町１１-１６ 082-502-3211 24時間 なし ○

884 小売店 ローソン広島本川町店 広島県広島市中区本川町1-2-15 082-295-9388 24Ｈ 無 ○

885 小売店 ローソン広島本通駅前店 広島県広島市中区紙屋町２-３-５ 082-245-2000 24時間 なし ○

886 小売店 和光　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3215 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

887 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2-1 082-245-3827 9：00～21：00 年始1/1～1/3 ○

888 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　マルナカ白島店 広島県広島市中区西白島町22-21 082-222-1277 9：00～21：00 年始1/1～1/3 ○

889 理容・美容 Eyelash　Salon　Blanc 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3316 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

890 理容・美容 ウィスタリアフィールドＣＯＲ 広島県広島市中区中町9-12三井ガーデンホテル広島１Ｆ 082-240-1058 10:00～21:00 毎週月曜日 ○

891 理容・美容 ウィスタリアフィールドＭＯＮＡＤ 広島県広島市中区中町１－１８ 082-247-1058 10:00～21:00 毎週月曜日 ○

892 理容・美容 グリッフ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3214 10：00～19：30
年2回（1月1日と毎

週火曜日）
○ ○

893 理容・美容 クレオ ヘアーインターナショナル 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3370 10：00～19：30 毎週月曜日 ○

894 理容・美容 ＳＰＡＳＥＥＤ 広島県広島市中区中町１－１８ 082-258-1056 10:00～21:00 毎週月曜日 ○

895 理容・美容 トータルセラピー　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-511-7581 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

896 理容・美容 フィス　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3227 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

897 理容・美容 ラフィネ　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-6471 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○

898 理容・美容 りらくる広島舟入店 広島県広島市中区舟入本町7-22　平和ビル201 082-942-1121 9:00-22:00 無 ○

899 理容・美容 りらくる広島平和大通り店 広島県広島市中区小町3-22　マスダビル4F 082-207-1200 9:00-23:00 無 ○

900 理容・美容 りらくる本通駅前店 広島県広島市中区紙屋町2丁目3-26　革屋町ビル3階 082-248-7771 8:00-23:00 無 ○
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901 理容・美容 りらくる本通店 広島県広島市中区本通9-30　　ランドマークビル7F 082-249-7197 9:00-24:00 無 ○

902 理容・美容 ＲＵＮＥ　Ｔｉｒｔｈａ 広島県広島市中区基町6-78 082-502-3330 10：00～19：30 パセーラに準ずる ○

903 理容・美容 ヘッドミント広島店 広島県広島市中区幟町12-14幟町WINビル602 082-221-0010 12：00～21：00 不定休 ○ ○

904 娯楽施設 JOYSOUND広島中央通り店 広島県広島市中区新天地1-20　広島帝劇会館1F 082-504-8000 全日 11:00～翌6:00 無休 ○ ○

905 娯楽施設 ビッグエコー広島流川本店 広島県広島市中区堀川町3-5 082-545-1778 18：00～5：00（土日曜日14：00～5：00） 無し ○ ○

906 娯楽施設 ビッグエコー広島本店 広島県広島市中区三川町1-18 082-546-0030 11：00～6：00（土日曜日10：00～6：00） 無し ○ ○

907 娯楽施設 ラウンドワン　広島店 広島県広島市中区立町3-11 082-545-8910 10：00～翌6：00（週末24時間営業） 年中無休 ○

908 その他サービス マジックミシン　アクア広島センター街店 広島県広島市中区基町6-27 082-225-6370 10：00～19：30
年2回（1月1日と2月

の第３火曜日）
○ ○

909 鉄道・バス バスターミナル窓口 広島県広島市中区基町6-27 082-225-3141 8:00~19:00 定休日なし ○ ○

910 鉄道・バス 広島電鉄　紙屋町定期券窓口
広島県広島市中区紙屋町1-2-22広島トランヴェールビルディン

グ地下1階
0570-55--400 10:30～19:00 土日祝・年末年始 ○

911 鉄道・バス 広島電鉄　千田営業センター 広島県広島市中区東千田町2-9-29 0570-55--400 10:30～13:00／14:00～19:00 土日祝・年末年始 ○

912 鉄道・バス 広島電鉄　広島南営業所 広島県広島市中区西白島町24-9 082-221-4385 10:00～13:00／14:00～17:00 土日祝・年末年始 ○

913 鉄道・バス 広島バス株式会社 広島県広島市中区光南6丁目1-68 082-545-7950 6:00~22:00 なし ○

914 海上運送 ひろしまリバークルーズ 広島県広島市中区大手町1-9遊覧船受付 082-258-3188 10:00~15:40
水(12/1~3/15の期

間は水・火)
○ ○

915 レンタカー ガッツレンタカー　広島大手町店 広島県広島市中区大手町2-11-21 082-240-2282 9：00～19：00 年中無休 ○

916 レンタカー トヨタレンタカー　新白島駅前店 広島県広島市中区白島北町9-14 082-221-0100

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（1/4）

なし ○

917 レンタカー トヨタレンタカー富士見町店 広島県広島市中区富士見町12-1 082-248-0100

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（1/4）

なし ○

918 レンタカー ニッポンレンタカー　千田町営業所 広島県広島市中区東千田町2-10-6 082-240-0919 8:00～20：00 年中無休 ○

919 レンタカー ニッポンレンタカー　八丁堀営業所 広島県広島市中区八丁堀12-9 082-222-0919 8:00～20：00 年末年始1/1 ○

920 観光施設 おりづるタワー 広島県広島市中区大手町1-2-1 082-569-6200
10:00~19:00 ※最新の営業時間はHPでご確認下

さい。
2022/12/31 ○ ○

921 観光施設 フクロウカフェ オウルドベース 広島県広島市中区袋町1-334F 082-569-6296 11：00～18：00(最終受付17:00）
水・木・年末年始

12/31～1/1
○

922 体験型アクティビティ D-base（ディベース） 広島県広島市中区大手町3-1-3　IT大手町ビル1F 082-245-4646
平日16：00～21：00

土日祝13：00～21：00

火（年末年始12/30

～1/6）
○ ○

923 体験型アクティビティ

広島市平和記念公園

レストハウス(１Ｆ)

観光案内所

広島県広島市中区中島町１番１号 082-546-9133 【1～2月】8:30～17:00　【3月】8:30～18:00 無休 ○ ○
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