
 尾道市

【やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）】利用可能店舗一覧]

2023年1月12日現在

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

1 飲食店 赤から　東尾道店 広島県尾道市高須町４７８８－１３ 0848-56-0580 17：00-23：00(LO.22：30） 年末年始 ○ ○

2 飲食店 あくびカフェー 広島県尾道市土堂2丁目4-9 050-5240-3127 11：00～17：00 毎週木曜　隔週水曜 ○ ○

3 飲食店 味龍本店 広島県尾道市高須町5193 0848-56-1145 11:00~21:30 2022/01/01 ○

4 飲食店 Azumi Setoda ダイニング 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田269 0845-23-7911 17:30-22:00 なし ○

5 飲食店 いざかや田むら 広島県尾道市因島土生町荒神2254-8 0845-22-8270 17:00～24:00 日曜日 ○

6 飲食店 居酒家とりかわ権兵衛 広島県尾道市東御所町6-2 0848-23-3625
昼食11:00～14:00 夕食17:00～22:00 土日・

祝は11:00～22:00

毎週月曜日　祝日の

場合は翌日
○ ○

7 飲食店 石畳 広島県尾道市土堂1-8-31 0848-25-5557 11:30～20:00 不定休 ○ ○

8 飲食店 イタリ庵　西山亭 広島県尾道市土堂2丁目9-22 0848-24-5844 11:30~21:30 木曜日 ○

9 飲食店 一楽 広島県尾道市久保2-10-12 0848-37-5862

テイクアウト10：00～20：00店内飲食11：30～

14：30（14：00ラストオーダー）17：30～21：

00（20：30ラストオーダー）

火・水　（年末年

始）ホームページに掲

載

○ ○

10 飲食店 いんのしまペンション白滝山荘 広島県尾道市因島重井町1233 0845-25-0068
11:30~14:00

18:00~21:00
不定休 ○

11 飲食店 ヴィンテージ酒場Lock’ｙ 広島県尾道市十四日元町6-14 0848-38-1169 18：00～翌1：00 火 ○ ○

12 飲食店 魚民 尾道南口駅前店 広島県尾道市東御所町2-11みやビル1階 0848-24-3788

月～木　17:00～2:00

金?土　17:00～4:00

日?祝日　17:00～2:00

なし ○

13 飲食店 うろこ　かき船 広島県尾道市久保2-26-9 0848-39-3633 11:30~14:00　17:00~21:00 不定 ○ ○

14 飲食店 ええじゃん 広島県尾道市向島町5440-30 0848-45-0277 11:30~14:00　17:00~22:00 火、第2水 ○

15 飲食店 おきなわんふ～ど　ゆんたく 広島県尾道市高須町705-2 0848-47-4401 17：30～0：00 不定休 ○ ○

16 飲食店 お好み焼　すみチャン 広島県尾道市東御所町11-17　1F 0848-24-2480
平日11:00～14:00、17:00～21:00土日祝

11:00～21:00
火 ○ ○

17 飲食店 お好み焼・鉄板焼なつめ 広島県尾道市新浜1－１４－３１金属ビル１階 0848-22-5510 17：00～22：00 木曜日 ○ ○

18 飲食店 お好み焼き　一茶 広島県尾道市向島町5534 0848-45-3483 11:00～19：00 木曜日 ○

19 飲食店 お酒の美術館　尾道十四日元町店 広島県尾道市十四日元町2番18号 ローソン店内 0848-38-1339 16:00-24:00
月曜日（祝日の場合

は営業）
○ ○

20 飲食店 お食事処　ちどり 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田530-2 0845-27-0231
平日11:00～15:00　土日祝11:00～16:00

18:00～21:00
火曜日 ○

21 飲食店 尾道観音山フルーツパーラー 広島県尾道市向島町兼吉551 0848-88-9236 11:00～17:00 火・水・木 ○ ○

22 飲食店 尾道大衆食堂せと 広島県尾道市東御所町１-１尾道駅ビル内 0848-23-8220 11:00～14:30、17:00～21:45 水 ○ ○

23 飲食店 尾道の食事処　青柳 広島県尾道市土堂2－8－15 0848-51-6600
日月火　11：30～14：00

木金土　11：30～14：00　17：00～21：00
毎水曜日 ○ ○

24 飲食店 尾道ブルワリー 広島県尾道市久保1丁目２－２４ 0848-38-2710 13:00~19:00
月・火・水・木（祝日

を除く）
○

25 飲食店 尾道ラーメン 壱番館 本店 広島県尾道市土堂2丁目9-26 0848-21-1119 11:00~18:00(麺がなくなり次第) 金(祝日は営業) ○

26 飲食店 尾道ラーメンたに 広島県尾道市東御所町1-7 0848-23-7800 11:00~21：00(LO20:50) 木・第2・4金曜日 ○ ○

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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 尾道市

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

27 飲食店 尾道ラーメン東珍康 広島県尾道市栗原町6023-5 084-823-4537 11：00～21：00（水曜日11：00～15：00）
木曜日（年始1/1～

1/5）
○ ○

28 飲食店 尾道らーめんベッチャー 広島県尾道市東御所町4-11 0848-23-2583 11:00～21:00 年中無休 ○ ○

29 飲食店 尾道ラーメン丸ぼし 広島県尾道市土堂2-8-16 084-824-5454 10：30～20：30 水曜日 ○ ○

30 飲食店 尾道浪漫珈琲　東尾道店 広島県尾道市高須町4756-1 0848-55-6588 8：00～18：00 年始　1日のみ ○

31 飲食店 尾道浪漫珈琲　本店 広島県尾道市十四日元町4-1 0848-37-6090 8：30～18：00 年始　1日のみ ○

32 飲食店 尾道浪漫珈琲　三成店 広島県尾道市美ノ郷町三成1192-3 0848-36-6988 8：00～18：00 年始　1日のみ ○

33 飲食店 尾道WHARF 広島県尾道市東御所町9-1尾道ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ1F 0848-38-2200
11:30～15:00

17:30～22:00
不定休 ○ ○

34 飲食店 尾道渡し場たまがんぞう 広島県尾道市土堂1-11-16 0848-29-4109 17：00～22：00 月・第一日曜日 ○ ○

35 飲食店 海鮮問屋きたまえ 広島県尾道市西御所町1-1　ホテルαー１尾道内 0848-23-2949
朝食6:30～9:30  昼食11:00～14:00 夕食

17:00～22:00

毎週日曜日　祝日の

場合は翌日
○ ○

36 飲食店 COWCOWステーキ本店 広島県尾道市高須町710-2 0848-47-8008
11：00～15：00（土日祝は17：00～21：00も

営業）
不定休 ○ ○

37 飲食店 かき左右衛門 広島県尾道市土堂2丁目9-20 0848-38-7871
11:30～14:00

17:30～22:00

火曜日（年末年始

12/31～1/1）
○ ○

38 飲食店 かき小屋　尾道店 広島県尾道市山波町298-1 090-7990-5818 11:00～15:0017:00～21:00 火曜、水曜 ○

39 飲食店 ガスト尾道 広島県尾道市栗原町５５７０－１ 0570-011-628 ○

40 飲食店 かっぱ寿司尾道店 広島県尾道市新浜1-7-9 084-824-0878 11:00～22：00（土日祝10:00～22:00） 年中無休 ○ ○

41 飲食店 カフェ Kiitos 広島県尾道市土堂2-4-4　啓仁館ビル1F 080-4558-1918 11:30～17:00 火曜日 ○ ○

42 飲食店 Caf? しましま 広島県尾道市土堂２丁目４?１ 0848-51-4315 11:00?18:00 木・金 ○ ○

43 飲食店 Cafe terrace 菜のはな 広島県尾道市因島田熊町4701-2 0845-25-6787 8：30～18：00（Lo　17：30）
月曜・第３火曜（祝

日の場合翌日）
○ ○

44 飲食店 カラオケどれみ 広島県尾道市土堂1丁目6-2 0848-20-1157 11：30～17：00　18：00～は予約のみ
月・年末年始12/30

～1/4
○

45 飲食店 カルビ屋大福　尾道店 広島県尾道市高須町1329-1 0848-55-0029 11：30-22：00 木曜日店休日 ○

46 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　尾道新浜店 広島県尾道市新浜一丁目7-25 0848-38-1336 11:00～22:00 無し ○

47 飲食店 キッチンくじらぐも 広島県尾道市桜町8-21 0848-24-6826 11:00～14:00 17:30～20:00 月曜日 ○

48 飲食店 くいしん坊　千両 広島県尾道市土堂1丁目1-10 0848-25-2639 11:00~14:30　17:00~20:00 水曜日 ○

49 飲食店 珈琲豆ましろ 広島県尾道市向島町5557-17 0848-29-9078 10:00～18:00
月・木（祝日の場合

は営業）
○ ○

50 飲食店 こめどこ食堂 広島県尾道市東御所町5-2　2F 0848-36-5333 11：00～14：00、17：00～22：00
月（祝日の場合は翌

日）
○ ○

51 飲食店 コヨーテ 広島県尾道市土堂1丁目2-12 0848-23-2640 11：00～20：00　ラストオーダー19：00 木 ○ ○

52 飲食店 The　RESTAURANT 広島県尾道市西御所町5-11 0848-21-0563 7:30～21:30 無し ○ ○

53 飲食店 さくら坂 広島県尾道市東御所町５－１　１F 0848-29-9395 ７：００~２１：００ 無 ○ ○

54 飲食店 Sunny　Side 広島県尾道市土堂1-17-13 080-3888-3231 11：00～18：00 月・木 ○ ○

55 飲食店 茶房こもん 広島県尾道市長江１丁目２?２ 0848-37-2905
10：30～17：30（土日祝日10：00～18：

00）
火,祝日の場合は翌日 ○ ○

56 飲食店 四季食彩　花房 広島県尾道市因島土生町1899ー31　ポートピアはぶ1F 0845-22-8777 11:00~13:30 17:00~21:30 火(年末年始) ○ ○

57 飲食店 しまなみカレールリヲン 広島県尾道市因島土生町1899-106 050-5583-5146 11:30～15:00       17:30～22:00 月･火 ○ ○

58 飲食店 しまなみドルチェ耕三寺前店 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田546 0845-26-4036 10：00～16：30 不定休 ○

59 飲食店 しまなみドルチェ本店 広島県尾道市瀬戸田町林20-8 0845-26-4046 10：00～17：00 無し ○

60 飲食店 しまなみロマン 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田214番1 0845-27-0010
10：00～21：00（状況に応じて早く閉店する場合

がございます)

水曜日  ※１月12日

(木)は臨時休業致し

ます。

○ ○
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 尾道市

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

61 飲食店 ジョリーパスタ東尾道店 広島県尾道市高須町592-1 0848-56-2656 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

62 飲食店 SKY bar Hygge＆Fika 広島県尾道市土堂2-4-4　啓仁館ビル屋上 0848-38-9803 17:00～23:00 無し ○ ○

63 飲食店 鮨やくしどう 広島県尾道市十四日元町3-25 0848-38-1116 12：00～13：00、18：00～22：00 火・水 ○ ○

64 飲食店 スシロー尾道高須店 広島県尾道市高須町1360-6 0848-56-0500
11時00分～22時00分(土日祝10時30分～22時

00分)
なし ○

65 飲食店 千光寺山荘 広島県尾道市西土堂町15-20 0848-22-7168 11：00～19：00 不定休 ○ ○

66 飲食店 千年の宴 尾道南口駅前店 広島県尾道市東御所町2-11みやビル2階 0848-24-3388

月～木　15:00～0:00

金?土　15:00～2:00

日?祝日　15:00～0:00

なし ○

67 飲食店 SOFU　PASTA＆CAF? 広島県尾道市浦崎町1364-6 084-987-2032

11:00~17:00(L.O. 16:00)

※貸切パーティー等、予約状況によりご利用いただけな

い場合がございます。

2022年10月1日

(土)～2023年3月

31日(金)の期間毎週

火曜日が定休日

○ ○

68 飲食店 ソーコ 広島県尾道市久保2丁目26-5 0848-37-0889 13：00-24：00 不定休 ○ ○

69 飲食店 大衆酒処米徳 広島県尾道市久保1-12-5 0848-36-5109 17：30～00:00 火 ○ ○

70 飲食店 出汁と酢 広島県尾道市久保2-9-1 0848-38-1809 17：00～23：00 月 ○ ○

71 飲食店 CHURCH． 広島県尾道市因島土生町2005-2 0845-22-1601 17：50~22：30
日曜日　年末年始

お盆
○ ○

72 飲食店 手打ちそば　笑空 広島県尾道市土堂2-5-15 0848-24-4737 11：00～15：00 不定休 ○

73 飲食店 鉄皿ギョーザ ちょい 広島県尾道市久保2丁目25?14 0848-38-2119 17:00~23:00 水 ○

74 飲食店 鉄板屋Hina 広島県尾道市土堂1丁目8-10 0848-38-2310
12:00～15:00 17:00～21:30(月～金)　12:00

～21:30(土・日・祝)　LO:20:30
火曜日 ○ ○

75 飲食店 天狗寿司 広島県尾道市土堂1丁目4-14 0848-22-4608 11:00～18:00
木（年末年始

12/30～1/3）
○ ○

76 飲食店 天咲　尾道本店 広島県尾道市東御所町1番5-1号 0848-22-5002 11:00～14:0017:00～20:30 なし ○

77 飲食店 東方記 広島県尾道市土堂１丁目7-8 0848-21-0688
11:00~14:30

17:00~22:00
火曜日 ○ ○

78 飲食店 TOM'S SANDWICH 広島県尾道市土堂1-12-10 0848-38-2273 8:00 ～ 15:00(14:30LO.) ○

79 飲食店 とりのいっとく 広島県尾道市東御所町2-14 0848-38-2220 17：00～23：00 月 ○ ○

80 飲食店 なか浦 広島県尾道市栗原町5904-1 0848-22-2989 11：00～22：00 水 ○ ○

81 飲食店 和み処　真 広島県尾道市土堂一丁目16-6 0848-23-2722
11：00～14：00

17：00～21：00
水 ○ ○

82 飲食店 なごみ処　八咲 広島県尾道市因島土生町１８９７－３７ 0845-22-2310 11：30～14：30　17：00～21：00
月曜・第3日曜（年末

年始12/30～1/4）
○ ○

83 飲食店 にしのや 広島県尾道市久保１丁目５-２０ 0848-37-3711 17：00～22：00 月曜日 ○ ○

84 飲食店 ネコ喫茶ユトレヒト 広島県尾道市東土堂町19-36 0848-21-1320 12:00～18:00 水 ○ ○

85 飲食店 呑み喰い処　みち草 広島県尾道市東御所町3-4 0848-22-4830 12:00~14:00　17:00~23:00
木曜日・年末年始

（12/31~1/1）
○ ○

86 飲食店 BAR MUSK 広島県尾道市土堂2丁目6-25 0848-38-1333 12：00-17：00 不定休 ○ ○

87 飲食店 ハーバーCafe&BAR　みなも 広島県尾道市土堂2丁目10-14 0848-24-7747
正午~夜10時まで

日・祝は正午~夕方5時まで

水、月１回

火・水連休
○ ○

88 飲食店 HAKKOゲートCafe 広島県尾道市因島重井町５８００－９５ 0120-85-1589 ○

89 飲食店 ＃モーモーキッチン 広島県尾道市向島町１６０５８－１９１　2階 0848-38-2628
8:00～14:00　17:00～(予約のみ)　4月より7:00

～営業
火曜日 ○

90 飲食店 はとキッチン 広島県尾道市土堂1-7-3 0848-22-2037 11：00～18：00 不定休 ○ ○

91 飲食店 帆雨亭 広島県尾道市東土堂町11-30 0848-23-2105 11:00~17:00 不定休 ○
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92 飲食店 ピザカフェつばさ 広島県尾道市因島土生町1899-76 0845-22-7511

11：00～15：00

17：00～21：00

（日曜祝日11：00～15：00）

不定休 ○

93 飲食店 BISTRO TAKAGAKI 広島県尾道市十四日元町１－２３ 0848-20-8020 11:30~15:00  予約制18:00～21:30 水・不定休あり ○ ○

94 飲食店 ピッツェリア　トランクイッロ 広島県尾道市東御所町3番35号 0848-38-7114 11：00～14：00/17:30~21:00 火・水曜日 ○ ○

95 飲食店 ひととき 広島県尾道市東御所町５－１　８F 0848-29-9396 １９：００~２２：００ 無 ○

96 飲食店 日乃出食堂 広島県尾道市土堂１丁目１１－２ 0848-25-3644 11：00～20：00 月曜日 ○ ○

97 飲食店 平山郁夫美術館　喫茶オアシス 広島県尾道市瀬戸田町沢200-2 0845-27-3800 9：00～17：00　（ラストオーダー16：30） 無休 ○

98 飲食店 備後茶量 広島県尾道市久保2-20-2 0120-96--324 12:00～24:00 年中無休 ○ ○

99 飲食店 風月 広島県尾道市久保2丁目14－7 0848-37-1561 18：00～01：00 日・祝 ○ ○

100 飲食店 ベッチャーの胃ぶくろ 広島県尾道市十四日元町5-9 0848-37-3730
平日17：00～23：30　土日祝11：30～14：

00、17：00～22：00
火 ○ ○

101 飲食店 ホテルいんのしま 広島県尾道市因島土生町平木288 0845-22-4661 11:00~14：00　17:00~20：30 なし ○

102 飲食店 ぽるしぇ　本店 広島県尾道市高須町1351-1 0848-46-0731
11：00-15：00（LO.14：30）

17：00-21：30（LO.21：00）
年末年始 ○ ○

103 飲食店 まいどおおきに東尾道食堂 広島県尾道市高須町字東新涯2-4778-6 0848-55-3240 6：00～23：00 年中無休 ○

104 飲食店 マツシゲリカーショップ 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田191 0845-27-0072 9:00~20:00 火(年始1/1~1/10) ○ ○

105 飲食店 万田発酵　おのみち駅前店　ｆrom　HAKKOパーク 広島県尾道市東御所町３－１３ 090-5260-0790 ○

106 飲食店 まんぷく寿し 広島県尾道市栗原町6022 0848-23-4415 9：00～20：00 水 ○ ○

107 飲食店 みはらし亭カフェ（尾道ゲストハウス　みはらし亭） 広島県尾道市東土堂町15-7 0848-23-3864

月・金：午後１時頃から、火・水・木：午後３時頃か

ら、土日祝：午前１１時ごろから

＊休業日、営業時間は突然変更になることがありま

す。お電話でご確認下さい。

不定期 ○ ○

108 飲食店 モスバーガー尾道店 広島県尾道市新浜1-8-27 0848-20-0011 午前9:00～午後11:00 なし ○

109 飲食店 諸毛屋旅館 広島県尾道市御調町神104-11 0848-76-0074 11:30~14:0017:30~21:00 月曜日・第3日曜日 ○ ○

110 飲食店 Yard　Caf? 広島県尾道市西御所町5-11 0848-21-0550 9:30～18:30 無し ○ ○

111 飲食店 やきとり鳥徳 広島県尾道市久保1-12-5 0848-37-6500 18：00～0：00 火 ○ ○

112 飲食店 やきにく　大関　本店 広島県尾道市高須町5692-2 0848-88-9385 17：00～22：00(L.O.21：30)
月曜（月曜祝日の場

合火曜）
○ ○

113 飲食店 焼肉　味楽亭 広島県尾道市西御所町３－２ 0848-22-6347 17:00~21:30 水 ○ ○

114 飲食店 焼肉酒場　伸 広島県尾道市東御所町4-4 0848-22-2117 17：00～24：00

日（日曜日が連休の

中日の場合その末

日）

○ ○

115 飲食店 大和湯 広島県尾道市土堂1-3-20 0848-38-1019 11：00～22：00 火 ○ ○

116 飲食店 やまねこcaf? 広島県尾道市土堂2-9-33 0848-21-5355 11：00～18：00
月（祝日の場合は翌

日）
○ ○

117 飲食店 YAMANEKO MILL 広島県尾道市東御所町5-2　1F 0848-36-5331 11：00～17:00
月（祝日の場合は翌

日）
○ ○

118 飲食店 遊食楽酒いっとく 広島県尾道市西土堂町1-10 0848-24-1109 18：00～翌1：00 月 ○ ○

119 飲食店 ゆう家 広島県尾道市高須町5713 0848-46-2288
11：30～14：30(L.O.14：00）　17：00～

21：30(L.O.21:00)

月曜（月曜祝日の場

合火曜）
○ ○

120 飲食店 養老温泉本館 広島県尾道市美ノ郷町三成2502-1 0848-48-1411 10：00~21：00 水曜日 ○ ○

121 飲食店 リトルマーメイド尾道駅店 広島県尾道市東御所町1-1 0848-24-1268 7:30～19:00 なし ○ ○

122 飲食店 レストラン　尾道レスポワール・ドゥ・カフェ 広島県尾道市西御所町14-5 0848-24-1154
11：00-15：30(L.o14:30)　   17：00-21：

30(L.o20:30)

火曜日、12月31日、

1月1日
○

123 飲食店 レストラン　プティ　アノン 広島県尾道市東土堂町４－22 0848-24-1678 10：30～17：00 水曜日 ○
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124 飲食店 レストラン　みつばち 広島県尾道市因島重井町2234-3 0845-25-1388
10:00~15:00

17:00~21:00
月曜日 ○ ○

125 飲食店 LOG CAFE&BAR ATMOSPHERE 広島県尾道市東土堂町11-12 0848-24-6669 11：00～17：00(L.O16：30) なし ○ ○

126 飲食店 LOGダイニング 広島県尾道市東土堂町11-12 0848-24-6669 18：00～22：00 なし ○ ○

127 飲食店 ワインと料理pino 広島県尾道市久保２丁目１４－３ 0848-88-9163 13:00～21:00 月曜・月2回日曜 ○ ○

128 飲食店 和食ダイニング宮崎 広島県尾道市因島土生町1899-74 0845-22-6961
11:30~14:00(L.O13:30)17:30~22:00(L.O2

1:30)
月曜日 ○ ○

129 飲食店 渡し場通り食堂 広島県尾道市土堂2丁目７-1 0848-88-0573 11:00～21:00 なし ○ ○

130 タクシー 田島タクシー有限会社　尾道営業所 広島県尾道市木ノ庄町木門田箱田479-1 0848-48-5539 6:00～20:00 無し ○

131 タクシー 中国交通 広島県尾道市天満町14-11 0848-25-3232 8：30～22：00 年中無休 ○ ○

132 タクシー 平和タクシー 広島県尾道市因島中庄町1980-1 0845-24-2121 早朝６時～深夜１時30分 年中無休 ○

133 旅館・ホテル 魚信 広島県尾道市久保2丁目27-6 0848-37-4175 11：30~22：00 不定休 ○ ○

134 旅館・ホテル 尾道ゲストハウス　あなごのねどこ 広島県尾道市土堂2丁目4-9 0848-38-1005
カフェ  11:00～18:00

ゲストハウス 16:00～22:00

特になし　＊カフェは木

曜
○ ○

135 旅館・ホテル 尾道ゲストハウス　みはらし亭 広島県尾道市東土堂町15-7 0848-23-3864

月・金：午後１時頃から、火・水・木：午後３時頃か

ら、土日祝：午前１１時ごろから＊休業日、営業時

間は突然変更になることがあります。お電話でご確認下

さい。

不定期 ○ ○

136 旅館・ホテル 尾道国際ホテル 広島県尾道市新浜１丁目13-6 0848-25-5931
レストラン　朝7:00～10:00／昼11:00～15:00／

夜17:00～21:30
なし ○ ○

137 旅館・ホテル 尾道第一ホテル 広島県尾道市西御所町4-7 0848-23-4567 なし なし ○ ○

138 旅館・ホテル おのみち帆聲 広島県尾道市久保2-15-15 0570-015-544 15:00(チェックイン)～11:00(チェックアウト) 無休 ○ ○

139 旅館・ホテル 尾道やすらぎの宿　しーそー 広島県尾道市向島町84-2 0848-51-7968 7：00～10：00　16：00～23：00 不定休 ○ ○

140 旅館・ホテル 尾道ロイヤルホテル 広島県尾道市土堂２丁目9-27 0848-23-2111 なし なし ○ ○

141 旅館・ホテル グリーンヒルホテル尾道 広島県尾道市東御所町9-1 0848-24-0100 9:00～20:00 無し ○ ○

142 旅館・ホテル 住之江旅館 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田264番地の3 0845-27-2155 8:00～21:00 不定休 ○ ○

143 旅館・ホテル SOIL Setoda KURA 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田254-2 0845-25-6511 カフェ:8:00-16:00レストラン：18:00-20:30

カフェレストラン:第1水

曜日ランチ/ディナー休

業　毎週月火水曜日

ディナー休業

○ ○

144 旅館・ホテル 天然温泉　尾道みなと館 広島県尾道市久保1-3-37 0848-20-8222 8：00~22：00 なし ○ ○

145 旅館・ホテル 天然温泉 尾道ふれあいの里 広島県尾道市御調町高尾1369 0848-77-0177
日帰り 10:00～22：00宿泊 15:00～翌日10：

00
年中無休 ○ ○

146 旅館・ホテル ナティーク城山 広島県尾道市因島土生町2254-6 0845-26-0046 11:30~20:00（予約制） 特になし ○ ○

147 旅館・ホテル ビュウホテルセイザン 広島県尾道市西土堂町16－21 0848-23-3313
ホテルフロント13:00～23:00/タイ国料理タンタワン

18:00~21:00(LO)20:00
火曜日 ○ ○

148 旅館・ホテル ベラビスタ　スパ＆マリーナ尾道 広島県尾道市浦崎町大平木1344-2 084-987-1122

2023年1月28日泊

～2月3日泊までメンテ

ナンス休館

○ ○

149 旅館・ホテル ホテル・アルファーワン尾道 広島県尾道市西御所町１-1 0848-25-5600 無休 無休 ○ ○

150 旅館・ホテル ホテルBEACONおのみち 広島県尾道市東御所町1-1　JR尾道駅2階 0570-040-033

＜カフェレストラン＆Bar舷＞

ランチ11:30～14:30（LO14:00)／カフェ11:30～

17:00

ディナー17:30～22:00（LO21:00）

無休 ○ ○

151 旅館・ホテル 旅館つつ井 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田216番 0845-27-2221 8:00~21:00 不定期 ○ ○

152 百貨店・商業施設 尾道福屋 広島県尾道市東御所町1-10 0848-21-1500
10：00～19：00　（一部営業時間が異なる店舗

がございます。）
2022/01/01 ○ ○
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153 小売店 アオキ洋服店 広島県尾道市土堂2丁目6-7 0848-23-2215 10:00~18:00
木・年始

（1/1~1/3）
○ ○

154 小売店 あめかんむり 広島県尾道市久保1丁目1-17 070-6496-0393 10:00~18:00 水・木 ○ ○

155 小売店 イエローハット尾道栗原西店 広島県尾道市栗原西2-3-17 0848-21-1680 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

156 小売店 イオンリテール㈱イオンスタイル尾道 広島県尾道市天満町17-50 0848-21-3800 8：00～22：00 年中無休 ○

157 小売店 ウォンツ御調店 広島県尾道市御調町市189-1 0848-77-0250 9：00～21：00 なし ○ ○

158 小売店 ウォンツ三成店 広島県尾道市美ノ郷町三成1633 0848-20-5480 9：00～21：00 なし ○ ○

159 小売店 ウォンツ向島店 広島県尾道市向島町5581-1 0848-20-6770 9：00～21：00 なし ○ ○

160 小売店 有限会社　浦上酒店 広島県尾道市土堂1-4-15 0848-22-2952 10：00～19：00 年始1/1～1/2 ○

161 小売店 エディオン因島店 広島県尾道市因島田熊町西浦4908-1 0845-22-1050 １０：００～１９：００ なし ○ ○

162 小売店 エディオン尾道店 広島県尾道市天満町15-16 0848-23-2128 １０：００～19：30 不定休 ○ ○

163 小売店 大沢レコード店 広島県尾道市土堂1-11-1 0848-22-2329 9:00~18:00
日曜日（年始

1/1~1/3）
○ ○

164 小売店 大浜PA下り線ハイウェイショップ 広島県尾道市因島大浜町上大江奥580-1 0845-24-1202 8：00～19：30（土日祝　7：30～19：30 無し ○

165 小売店 大浜PA上り線ハイウェイショップ 広島県尾道市因島大浜町小迫137 0845-24-1252 8：00～19：30（土日祝　8：00～20：00 無し ○

166 小売店 御菓子所勉強堂東尾道暢適庵 広島県尾道市高須町4795-1 0848-36-6225 9:00-18:00
不定休(公式HPよりご

覧頂けます)
○ ○

167 小売店 ONOMICHI DENIM SHOP 広島県尾道市久保一丁目2-23 0848-37-0398 11:00 - 18:00 火・水、年末年始 ○ ○

168 小売店 尾道ええもんや 広島県尾道市十四日元町4-2 0848-20-8081 10：00～18：00 元日 ○ ○

169 小売店 おのみちクリエーターズマーケット 広島県尾道市土堂1丁目4-20 0848-51-5583 11:00～17:00 火・水 ○ ○

170 小売店 おのみち小物招き猫工房 広島県尾道市東土堂町10-3 080-2917-7119 平 日10：00?15：30　土日祝9：30?17：00
水・木（年末年始

12/29～1/2）
○ ○

171 小売店 尾道帆布鞄　彩工房 広島県尾道市土堂1-6-9 0848-24-1744 9:30～17:30 年始1/1～1/2 ○ ○

172 小売店 尾道みやげ　市庁舎店 広島県尾道市久保1丁目15-1　尾道市役所1F 0848-36-6019
平日　8:15~17:30

日祝　9:00~17:00
無し（年末年始） ○ ○

173 小売店 おみやげ街道尾道 広島県尾道市東御所町1-1 0848-22-7331 ８:00 ~21:00 年中無休 ○

174 小売店 おやつとやまねこ 広島県尾道市東御所町3-1 0848-23-5082 10：00～17：00
月・火（祝日の場合

は翌日）
○ ○

175 小売店 活版カムパネルラ 広島県尾道市東土堂町11-2 0848-51-4020 10:00~18:00
なし（年末年始

12/28~1/5）
○ ○

176 小売店 有限会社亀田商店 広島県尾道市土堂1丁目11-7 0848-22-2784 10：00～18：00 木 ○ ○

177 小売店 ガレットゥーリ・コモン 広島県尾道市長江１丁目２?２０ 0848-37-2904 10:30～17:30
火,祝日の場合は翌日

（1/1,2)
○ ○

178 小売店 北前亭 広島県尾道市土堂２丁目８－１３ 0848-22-5555 10：00～18：00
水曜日（年末年始

12/29～1/4)
○

179 小売店 喜納商店 広島県尾道市高須町705-2 0848-55-3055
月～金 11：00～19：30  土日祝　10：00～

19：30
不定休 ○ ○

180 小売店 桂馬商店 広島県尾道市土堂1-9-3 0848-25-2490 9：00～17：00 木（1/1～1/6） ○

181 小売店 ケーズデンキ　尾道店 広島県尾道市古浜町7番13号 0848-21-2244 10:00～20:00 2022/01/01 ○

182 小売店 後藤飲料水工業所(後藤鉱泉所) 広島県尾道市向島町755-2 0848-44-1768 8:30～17:30
火・水（年末年始

12/27～1/7）
○ ○

183 小売店 ザグザグ 向島店 広島県尾道市向島町5533-47 0848-20-6339 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

184 小売店 SHIMA　SHOP 広島県尾道市西御所町5-11 0848-21-0533 10:00～18:00 無し ○ ○

185 小売店 島ごころ　尾道駅店 広島県尾道市東御所町１－１ 0848-36-5223 １０：００～１９：００ 原則、年中無休 ○ ○

186 小売店 島ごころ　尾道長江店 広島県尾道市十四日元町３－１ 0845-23-7555 １０：００～１８：００ 原則、年中無休 ○ ○

187 小売店 島ごころ　瀬戸田本店 広島県尾道市瀬戸田町沢２０９－３２ 0845-27-0353 １０：００～１８：００ 原則、年中無休 ○ ○
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188 小売店 しまなみファーム 広島県尾道市因島中庄町1990-1 080-8986-7448 9：00～17：00
土日祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

189 小売店 島の駅しまなみ1 広島県尾道市瀬戸田町林20-8 0845-27-2127 10：00～16：00 月曜日 ○ ○

190 小売店 シューズ愛ランド　東尾道店 広島県尾道市高須町東新涯2丁目4795-7 0848-20-3811 10：00～21：00 無し ○ ○

191 小売店 新尾道駅ええもんや 広島県尾道市栗原町9381-4新尾道駅構内 0848-25-3880 7：00～19：45 無し ○ ○

192 小売店 新尾道駅バスセンター　おのみちみやげ 広島県尾道市栗原町9381-4　新尾道駅構内2F 0848-21-4880 7:00~19:45 無し（年末年始） ○ ○

193 小売店 スーパードラッグひまわり因島店 広島県尾道市因島田熊町1147番地 0845-26-6055 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

194 小売店 スーパードラッグひまわり因島中庄店 広島県尾道市因島中庄町4691番地 0845-26-2080 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

195 小売店 スーパードラッグひまわり尾道中央店 広島県尾道市栗原西1丁目4-16 0848-21-0501 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

196 小売店 スーパードラッグひまわり尾道西店 広島県尾道市新浜1丁目7-7 0848-20-1085 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

197 小売店 スーパードラッグひまわり尾道東店 広島県尾道市高須町4795番地6 0848-55-3578 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

198 小売店 スーパードラッグひまわり栗原店 広島県尾道市西則末町8番26号 0848-21-1485 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

199 小売店 スーパードラッグひまわり瀬戸田店 広島県尾道市瀬戸田町中野字佐満堂408番2 0845-27-3332 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

200 小売店 スーパードラッグひまわり高須店 広島県尾道市高須町5766番地2 0848-38-9033 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

201 小売店 スーパードラッグひまわり向島モール店 広島県尾道市向島町539番地1 0848-36-5451 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

202 小売店 スーパードラッグひまわり向東店 広島県尾道市向東町8919-1 0848-38-1015 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

203 小売店 (有)せき酒店 広島県尾道市瀬戸田町沢209-24 0845-27-2767 6：00～23：00 無し ○

204 小売店 瀬戸田PA上り線ハイウェイショップ 広島県尾道市瀬戸田町荻5503-42 0845-26-3300 8：00～19：00（土日祝　8：00～19：30 無し ○

205 小売店 せと珍味 広島県尾道市土堂1丁目13-6 0848-22-8202 9:00~18：00 木曜日 ○

206 小売店 セブンイレブン因島田熊店 広島県尾道市因島田熊町5050-2 0845-22-0036 24H 無し ○

207 小売店 セブンイレブン因島土生店 広島県尾道市因島土生町1681-2 0845-22-6077 24H 無し ○

208 小売店 セブンイレブン尾道西則末町店 広島県尾道市西則末町8-23 0848-24-6433 24時間 なし ○

209 小売店 セブンイレブン尾道美ノ郷三成店 広島県尾道市美ノ郷町三成1604-1 0848-48-2692 6:00～24:00 なし ○

210 小売店 セブンイレブン・ハートインJR尾道駅 広島県尾道市東御所町1-1 0848-22-4521 5：30～23：30 年中無休 ○

211 小売店 千光寺公園頂上売店 広島県尾道市東土堂町20-2 0848-22-7612 8:30～17:30
荒天時（土・日曜日

のぞく）
○

212 小売店 有限会社大丸日本料理場 広島県尾道市東御所町6-2 0848-23-3625 ９：００～１６：００ 年始１/１～１/５ ○ ○

213 小売店 珍味かねみつ 広島県尾道市土堂1-13-9 0848-22-9296 8：30～18：00 なし ○ ○

214 小売店 つるみ 広島県尾道市西土堂町19番3号 0848-22-7890 9:30~17:30 不定休 ○ ○

215 小売店 DCM尾道店 広島県尾道市天満町17番21号 0848-29-9212 09:30～20：00
1月1日、1月2日、1

月31日
○ ○

216 小売店 ローソン尾道十四日元町店 広島県尾道市十四日元町2番18号 0848-20-7863 24時間営業 年中無休 ○ ○

217 小売店 特定非営利活動法人工房おのみち帆布 広島県尾道市土堂2丁目1-16 0848-24-0807 10：00～17：45　木のみ10：00～17：00 不定休（1/1のみ） ○ ○

218 小売店 ドラッグコスモス尾道東店 広島県尾道市高須町６２８－２ 0848-56-2717 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

219 小売店 ドラッグコスモス古浜店 広島県尾道市古浜町7-21 0848-21-1002 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

220 小売店 ドラッグコスモス向島店 広島県尾道市向島町５５８３－４ 0848-20-6505 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

221 小売店 梅月堂 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田546 0845-27-0132 8：30～18：00
木（祝日の場合は営

業）
○

222 小売店 バッケンモーツアルト尾道福屋店 広島県尾道市東御所町1-10尾道福屋店内 0848-29-3611 10:00～19:00 年中無休 ○

223 小売店 バッケンモーツアルトフジ尾道店 広島県尾道市東尾道19-7フジグラン尾道店内 0848-47-0434 9:00～20:00 年中無休 ○

224 小売店 はっさく屋 広島県尾道市因島大浜町246-1 0845-24-0715 8：30～17：00 月・火 ○ ○

225 小売店 パピプペハウス 広島県尾道市十四日元町4-5 070-8439-4807 10：00-16：00 火・水・木 ○

226 小売店 PARIGOT尾道店 広島県尾道市久保1-8-1 0848-37-3628 11:00～19:00
無休(但し、年末年始

を除く)
○
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227 小売店 パレット三成店 広島県尾道市美ノ郷町三成235-1 084-848-5836 9：30～19：30 無休 ○

228 小売店 ヒトツル売店 広島県尾道市百島町515-1 070-5087-3337 10:00~15:00 土日、祝日 ○ ○

229 小売店 ヒマラヤ尾道店 広島県尾道市東尾道14-14 0848-56-1620 10：00～21：00 年中無休 ○ ○

230 小売店 平山郁夫美術館　ミュージアムショップ 広島県尾道市瀬戸田町沢200-2 0845-27-3800 9：00～17：00 無休 ○

231 小売店 フジグラン尾道 広島県尾道市東尾道１９番地７ 0848-47-8111
食品館、衣料・くらしの品フロアともに、9：00～21：

00まで。
なし ○

232 小売店 （有）藤商ポプラ久保店 広島県尾道市久保2-3-14 0848-37-6475 7:00~23:00 なし ○ ○

233 小売店 富士本舗 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田502-1 0845-27-0808 9:30～16：30 不定休 ○ ○

234 小売店 Butti　Bakery 広島県尾道市西御所町5-11 0848-21-0564 9:30～18:30 無し ○ ○

235 小売店 フレスタ因島店 広島県尾道市因島中庄町4588-1 0845-26-2345 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

236 小売店 フレスタ瀬戸田店 広島県尾道市瀬戸田町中野407-13 0845-27-3173 AM09:00～PM08:00 1/1～1/2 ○

237 小売店 フレスタ向島店 広島県尾道市向島町5581-1 084-844-7182 AM09:00～PM09:00 1/1～1/2 ○

238 小売店 ホームプラザナフコ尾道店 広島県尾道市東尾道９番地５ 0848-56-0771 8：00～20：00 2022/01/01 ○ ○

239 小売店 ポプラ瀬戸田店 広島県尾道市瀬戸田町沢209-24 0845-27-2767 6：00～23：00 無し ○

240 小売店 マツモトキヨシ　カジル瀬戸田店 広島県尾道市瀬戸田町中野407-13 0845-26-4112 10:00～19:00 元旦 ○

241 小売店 マツモトキヨシ　フレスタ因島店 広島県尾道市因島中庄町4588-1 0845-26-2221 10:00～19:00 元旦 ○

242 小売店 丸 久 堂 広島県尾道市土堂1丁目12-8 0848-22-4564 9：00～18：00 月曜日 ○ ○

243 小売店 三阪商店 広島県尾道市土堂２丁目６-１ 0848-23-3221 10：00～18：00 木曜日(祝日は営業) ○ ○

244 小売店 有限会社　みしまや 広島県尾道市瀬戸田町沢209-17 0845-27-0156 7:00~18:00 毎週火曜日 ○

245 小売店 道の駅クロスロードみつぎ 広島県尾道市御調町大田33 0848-76-3115 9：00～18：00 12/31、 1/1 ○ ○

246 小売店 MINATOYA 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田254-2 0845-25-6511 8:00～21:00
第1水曜完全休業、

月火水ディナー休業日
○ ○

247 小売店 株式会社向酒店 広島県尾道市久保1-10-4 0848-37-1133 9：00～20：30 日、年末年始、お盆 ○ ○

248 小売店 もめんく陶器店 広島県尾道市土堂2丁目4-2 0848-22-2634 10：00～17：00 木（祝日は翌日休） ○

249 小売店 株式会社　山崎清春商店 広島県尾道市土堂1-2-10 0848-25-2211 10:00～16:00
木、年末年始（12／

31～1/5）
○

250 小売店 (有)向栄堂 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田229 0845-27-0134 7：00～18：00 木曜日 ○

251 小売店 ユニクロ東尾道店 広島県尾道市高須町5766-1 0848-56-2077 11：00～20：00（土日10：00～20：00） 元旦 ○

252 小売店 ゆめマート尾道 広島県尾道市新浜二丁目3-4 0848-24-1511 8：00～22：00 なし ○

253 小売店 洋菓子工房ナチューレ東尾道店 広島県尾道市高須町4834-3 0848-56-1401 11：00～18：00 火曜日 ○ ○

254 小売店 檸檬とスパイス尾道本店 広島県尾道市土堂１-4-22 0848-24-3303 11：00～18：00 不定休 ○ ○

255 小売店 ローソン因島重井店 広島県尾道市因島重井町2284番地 0845-25-1836 ２４時間営業 年中無休 ○

256 小売店 ローソン因島市役所前店 広島県尾道市因島土生町字島前9－1 084-522-8117 0:00～24:00 なし ○

257 小売店 ローソン因島田熊店 広島県尾道市因島田熊町字瀬戸の浜5439－4 084-522-4257 0:00～24:00 なし ○

258 小売店 ローソン因島中庄店 広島県尾道市因島中庄町3690番地1 0845-24-2155 ２４時間営業 年中無休 ○

259 小売店 ローソン因島土生町店 広島県尾道市因島土生町1809番地35 0845-22-6055 ２４時間営業 年中無休 ○

260 小売店 ローソン尾道新高山店 広島県尾道市新高山三丁目1170-109 0848-38-1255 ２４時間営業 年中無休 ○

261 小売店 ローソン尾道平原台店 広島県尾道市平原三丁目1-22 0848-23-3255 ２４時間営業 年中無休 ○

262 小売店 ローソン尾道向島中央店 広島県尾道市向島町812番地1 0848-45-4055 ２４時間営業 年中無休 ○

263 小売店 ロープウェイ前ええもんや 広島県尾道市十四日元町1-16 0848-20-7177 9：30～17：30 無し ○ ○

264 小売店 LOG SHOP 広島県尾道市東土堂町11-12 0848-24-6669 9：00～18：00 なし ○ ○

265 小売店 Yショップみつのしょう 広島県尾道市因島三庄町3453-7 0845-25-6220 7:00~20:00 日 ○ ○
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266 小売店 (有)渡辺商会　サイドアイランド 広島県尾道市土堂町2丁目3-28　井上様方 080-4263-9028
日・月・水・金

11：00～16：00
火・木・土 ○ ○

267 理容・美容 リラクゼーションサロン　ルポ 広島県尾道市久保町2043 090-1337-5729 9:00~18:30
月・第１、３日曜

（祝日）
○ ○

268 娯楽施設 ビッグエコー尾道店 広島県尾道市高須町4840-21 0848-46-4844
11：00～2：00（金曜祝前日11:00～3:00土曜

10:00～5:00日曜10：00～2：00）
無し ○ ○

269 ガソリンスタンド ENEOS　尾道北SS 広島県尾道市栗原町９６９６番地の３ 0848-22-5458 7:00~20:30（日祝7:00~20:00） 元旦（ 1/1 ） ○ ○

270 ガソリンスタンド 村井石油　中庄給油所 広島県尾道市因島中庄町646-8 0845-24-0162 7：00～19：00(日祝7：30～18：30) (年始1/1・1/3) ○ ○

271 ガソリンスタンド 村井石油　土生給油所 広島県尾道市因島土生町235-1 0845-22-0041 7：00～19：00(祝日7：30～18：30)
日曜日(年始1/1～

1/4)
○ ○

272 その他サービス ONOMICHI SHARE 広島県尾道市土堂二丁目10-24 0848-38-2911 9:00-18:00
なし（年末年始

12/31-1/2）
○ ○

273 鉄道・バス 大平交通株式会社 広島県尾道市向島町232-27 0848-44-1602 9：00～17：00 無休 ○ ○

274 鉄道・バス 備三タクシー株式会社山波営業所 広島県尾道市山波町3101-9 0848-47-0001 24時間 年中無休 ○

275 海上運送 瀬戸内クルージング　尾道～瀬戸田航路 広島県尾道市新浜二丁目13－1 0848-36-6113
運航開始時間

7:10～17:45
年始(1/1) ○ ○

276 海上運送 瀬戸内クルージング　尾道～鞆の浦航路 広島県尾道市新浜二丁目13－1 0848-36-6113
尾道10:00、13:00

鞆の浦11:00、14:00

営業日

3月中旬～11月20日

までの

土日祝日限定運航

○ ○

277 レンタカー トヨタレンタカー　新尾道駅前店 広島県尾道市栗原町1-6 0848-22-6600 8:00～20:00 なし ○

278 レンタカー ニッポンレンタカー　新尾道駅前営業所 広島県尾道市栗原町大坪9368 0848-23-4919 8:00～20：00 なし ○

279 観光施設 一般社団法人因島観光協会 広島県尾道市因島土生町1899-31 0845-26-6111 ８:30~17：00
土日祝（年末年始

12/29~1/3）
○ ○

280 観光施設 尾道平原温泉　ぽっぽの湯 広島県尾道市平原2丁目1-33 0848-22-4126 10:00～22:00（最終受付21:30） 年中無休 ○

281 観光施設 耕三寺博物館 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田553-2 0845-27-0800 9：00～17：00（最終受付　16：30） なし ○

282 観光施設 住田パン 広島県尾道市向島町２４－１ 0848-44-0628 6:00~19:00 なし ○

283 観光施設 HAKKOパーク 広島県尾道市因島重井町5800-95 0120-85-1589 10:00～17:00
水（祝日の場合は営

業）
○

284 観光施設 平山郁夫美術館 広島県尾道市瀬戸田町沢200-2 0845-27-3800 9：00～17：00　　　　　（入館は16：30まで） なし ○

285 観光施設 yubune 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田269 0845-23-7911 10：00～20:00 なし ○

286 体験型アクティビティ おのチャリ１００ 広島県尾道市土堂1-10-5 0848-22-8000 9：00～18：00 水・木 ○

287 体験型アクティビティ 尾道ベース 広島県尾道市東御所町3-24　１F 0848-21-5120 8:00～18:00
火・水（年末年始

12/28～1月4日）
○ ○

288 体験型アクティビティ GIANT　STORE　onomichi 広島県尾道市西御所町5-11 0848-21-0068 9:00～18:00 火曜日 ○ ○

289 体験型アクティビティ 瀬戸内案内舎たびたす 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田231-4 090-4896-6823 9:00~17:00 不定休 ○ ○

290 体験型アクティビティ sora studio&gallery 広島県尾道市土堂2丁目1-23 090-6435-1368 10：00～17：00
水・祝（年末年始

12/30～1/2）
○ ○

291 体験型アクティビティ BETTER BICYCLES 尾道店 広島県尾道市土堂二丁目10-24 0848-38-2912 10:00-18:00 水、木、年末年始 ○ ○

292 体験型アクティビティ Rakuoli 広島県尾道市百島町2625 050-3557-9371 8：30～18：00 不定休 ○ ○
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