
 広島市東区

【やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）】利用可能店舗一覧]

2023年1月20日現在

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

1 飲食店 Coco壱番屋フォレオ広島東店 広島市東区温品1-3-2　フォレオ広島東1F 082-508-4448 11：00～22：30（土日祝10：00～22：00） 無し ○

2 飲食店 田舎茶屋わたや　温品店 広島市東区温品7-10-30 082-289-8400 11:00~22:00
年末年始

12/31~1/1
○

3 飲食店 神田山荘　レストラン高楼 広島市東区牛田新町1丁目16-1 082-554-0798 10：00～15：30 第2水曜定休日 ○ ○

4 飲食店 ますひろ牛田店 広島市東区牛田新町4丁目4-30 082-220-1166 昼11:00~14:00 夜17:00~22:00
火(火曜祝日の場合は

水曜日）
○ ○

5 飲食店 ロイヤルホスト戸坂店 広島市東区戸坂千足1-10-2 082-220-0401 8:00~23:00
年末年始

（12/31~1/1)
○

6 飲食店 すし亭光町店 広島市東区光町1-11-13 082-568-6500
11：30～14：00，17：00～22：30（月～

土）11：30～22：00（日、祝）

年末年始（12/31～

1/2）
○ ○

7 飲食店 とくとく 広島市東区光町1-11-24-107 082-236-8008 AM11:00～PM23：00 毎週水曜日 ○ ○

8 飲食店 や台ずし光町 広島市東区光町1-11-5 082-264-0028 15：00～1：00 無 ○ ○

9 飲食店 すし健　光町店 広島市東区光町1-6-27 082-262-1377 17：30～24：00
水曜日（12/30～

1/4）
○

10 飲食店 松珈琲 広島市東区光町１丁目１１番５104号 082-596-4901 10：00～21：00 日・祝 ○ ○

11 飲食店 としのや光町店 広島市東区光町2-4-4 082-506-1048
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 ○

12 飲食店 げんこつらーめん　光町店 広島市東区光町2-9-18 082-263-0313 11:00~翌1:00　日曜11:00~22:00 なし ○

13 飲食店 ヒョンチャンプルコギ　光町店 広島市東区光町2-9-22 082-261-9141
16:00～24:00(月～金、祝前 日)

11:30～24:00(土・日・祝)

年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

14 飲食店 かき傳 広島市東区光町2丁目8-24 082-264-5968 11:00～14:00 17:00～22:00 日、月曜ランチ ○

15 飲食店 とみまる 広島市東区若草町10-14 082-261-1943 17::00~24:00 12/30~1/3 ○

16 飲食店 豊丸水産　新幹線口店 広島市東区若草町11ｰ２グランアークテラス２F 082-568-0822
日曜日～木曜日16:00～23:00　金曜・土曜・祝前

16:00～24:00
2022/1/1 ○ ○

17 飲食店 和x中x韓料理　居酒屋　三国団 広島市東区若草町１１-２ 082-264-2239 １１：００~２４：００ 2022/12/31 ○ ○

18 飲食店 ラーメン我馬　広島駅北口店 広島市東区若草町11-2グランアークテラス2F 082-568-5330 11：00～25：00（日祝は24：00まで）
毎週火曜日 （年末

年始12/31～ 1/3）
○ ○

19 飲食店 鶏三味 広島駅新幹線口店 広島市東区若草町11-2グランアークテラス2F 082-262-0121 17：00～24：00 年末年始 ○ ○

20 飲食店 鍛冶二丁 広島駅新幹線口 広島市東区若草町11-2グランアークテラス2F 082-264-2340 17：00～23：00 年末年始 ○ ○

21 飲食店 三代目鳥メロ　広島駅新幹線口店 広島市東区若草町１１－２グランアークテラス２階 082-568-7871
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。

○ ○

22 飲食店 シェラトングランドホテル広島　インルームダイニング 広島市東区若草町12-1 082-262-7111 24時間 なし ○ ○

23 飲食店 シェラトングランドホテル広島　ブリッジ 広島市東区若草町12-1 082-262-7173
ブレックファスト6:30 - 10:00  ランチ11:00 -

14:30  ディナー17:30 - 22:00
なし ○ ○

24 飲食店
シェラトングランドホテル広島　ロビーラウンジ（＆More

by Sheraton)
広島市東区若草町12-1 082-262-7173 7:00~23:00　※アフタヌーンティー13:00～16:30 なし ○ ○

25 飲食店 シェラトングランドホテル広島　雅庭 広島市東区若草町12-1 082-262-7173
ランチ平日11:30~15:00土日祝：11:00~15:00

ディナー17:00-22:00（L.O21:00）
なし ○ ○

※この一覧は、各店舗がやっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）事務局に提出された登録希望店舗リストをもとに作成しています。

※店舗毎にクーポンのご利用スタート日が異なります。ご利用の際は、店舗にご確認いただくようお願いいたします。

※表示の都合上、情報が途切れている場合がありますので、ご了承ください。また、店舗・施設の都合により営業時間や休業日が変更となる場合がございます。詳細は各店舗・施設にお問い

合わせください。
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No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

26 飲食店 シェラトングランドホテル広島　雅庭　BAR 広島市東区若草町12-1 082-262-7173 ディナー17：00-24：00（L.O 23:30） なし ○ ○

27 飲食店 弁兵衛　広島駅北口店 広島市東区若草町12-1 082-236-3970
11:30～15:00

17:00～22:00

年末年始12/31～

1/3
○ ○

28 飲食店 博多ぶあいそ別邸　広島駅北口店 広島市東区若草町12-1アクティブインターシティー広島1F 082-568-5001 11:30～23:00 2023/1/1 ○ ○

29 飲食店 SUZU CAFE hiroshima 広島市東区若草町12-1アクティブインターシティ広島2F 082-568-5455 11：00~24：00(L.O23：30) HPにてご確認ください。 ○ ○

30 飲食店 駅北酒場　わらなべ 広島市東区若草町１４-２７ 082-258-1427 １7：００~２４：００ 2022/12/31 ○ ○

31 飲食店 チャイニーズバル　八香閣 広島市東区二葉の里３-５-７ 082-258-3568 １１：００~２３：００ 2022/12/31 ○ ○

32 飲食店 フレッシュネスバーガー グラノード広島店 広島市東区二葉の里3-5-7グラノード広島1階 082-258-1925
（平日）8:00～21:00（土日祝）10:00～

19:00
なし（施設に準ずる） ○ ○

33 飲食店 炭火とワイン巴里食堂 広島市東区二葉の里3丁目5-7 2Fグラノード広島207 082-569-9131 11:30～15:0017:00～23:00 1/1.1/2 ○

34 飲食店 とく山 広島市東区二葉の里3丁目8番7GRANODE広島2階 082-569-9095

ランチタイム11：00～15：00ディナータイム17：00

～23：00(ラストオーダー22：00・ドリンクラストオー

ダー22：30)

日曜日 ○

35 飲食店 かっぱ寿司広島矢賀店 広島市東区矢賀新町3-4-13 082-890-9055 11:00～23:00（土日祝10:00～23:00） 年中無休 ○

36 飲食店 ガスト広島矢賀 広島市東区矢賀新町４丁目１－２６ 0570-002-136 ○

37 レンタカー ニッポンレンタカー　広島駅新幹線口営業所 広島市東区若草町14-24 082-207-0919 8:00～20：00 ○

38 レンタカー オリックスレンタカー広島駅新幹線口店 広島市東区若草町20-6 082-264-3900 8：00～20：00 無し ○

39 レンタカー トヨタレンタカー　広島新幹線口店 広島市東区若草町22-9 082-261-0100 8:00～20:00 なし ○

40 タクシー はと第一交通株式会社 広島市東区戸坂千足2-11-6 082-229-7776 年中無休 なし ○ ○

41 旅館・ホテル ホテル広島ガーデンパレス 広島市東区光町一丁目１５番２１号 082-262-1122 24H なし ○ ○

42 旅館・ホテル シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草町12-1 082-262-7111 24時間 なし ○ ○

43 旅館・ホテル アーバイン広島エグゼクティブ 広島市東区若草町16-13 082-567-6600 24時間 なし ○ ○

44 旅館・ホテル 天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM広島 広島市東区二葉の里1-1-7 082-567-2250 24時間 なし ○ ○

45 小売店 ウォンツ愛宕店 広島市東区愛宕町5番24号 082-568-5667 9：00～22：00 なし ○ ○

46 小売店 ウォンツフォレオ広島東店 広島市東区温品1-3-2 082-508-6601 9：00～21：00 なし ○ ○

47 小売店 イエローハットフォレオ広島東店 広島市東区温品1-8-10 082-289-1680 9:30~19:00 年始1/1~1/2 ○ ○

48 小売店 ドラッグコスモス温品店 広島市東区温品2丁目2-33 082-508-6160 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

49 小売店 セブンｰイレブン 広島温品5丁目 広島市東区温品5-9-5 082-289-8468 24時間営業 なし ○

50 小売店 フレスタ温品店 広島市東区温品7-11-12 082-516-5211 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

51 小売店 ウォンツ下温品店 広島市東区温品7-11-34 082-289-2233 9：00～20：00 なし ○ ○

52 小売店 マックスバリュフォレオ広島東店 広島市東区温品一丁目３番２号 082-508-6133 8：00～23：00 なし ○ ○

53 小売店 ウォンツ牛田旭店 広島市東区牛田旭1-15-10 082-555-8107 9：00～21：00 なし ○ ○

54 小売店 ウォンツ牛田店 広島市東区牛田旭2-7-5サンベルモ内 082-502-1820 9：00～22：00 なし ○ ○

55 小売店 マックスバリュ牛田店 広島市東区牛田旭２丁目７番５号 082-212-3010 9：00～22：00 なし ○ ○

56 小売店 セブンイレブン　広島大芝水門 広島市東区牛田新町1-3-14 082-228-6535 24時間 なし ○

57 小売店 セブンイレブン　広島牛田東 広島市東区牛田東3丁目6-25 082-224-2421 24時間 なし ○

58 小売店 フレスタ牛田本町店 広島市東区牛田本町6-1-27うしたみらいビル 082-225-8150 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

59 小売店 フジ戸坂店 広島市東区戸坂くるめ木二丁目５番１３号 082-516-4811 9：00～22：00まで。 なし ○

60 小売店 ユアーズ　戸坂店 広島市東区戸坂山崎町1-1 082-229-6311 9:00～23:00 ○

61 小売店 ザ・ビッグ戸坂店 広島市東区戸坂山崎町８－１３ 082-229-5555 8：00～21：00 なし ○ ○

62 小売店 バッケンモーツアルト戸坂店 広島市東区戸坂千足2-6-19 082-229-5544 9:00～20:00 年中無休 ○

63 小売店 ウォンツ戸坂店 広島市東区戸坂千足二丁目7-20 082-516-0710 9：00～22：00 なし ○ ○

64 小売店 セブンイレブン広島戸坂大上1丁目 広島市東区戸坂大上1丁目4－14 082-220-2723 24時間 無し ○
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65 小売店 お持ち帰りのすし健　光町店 広島市東区光町1-6-21 082-262-8881 10：30～19：30
水曜日（12/30～

1/4）
○

66 小売店 にしき堂 光町本店 広島市東区光町1丁目13-23 082-262-3131 9：00～18：00 年中無休 ○

67 小売店 ウォンツ光町店 広島市東区光町2-7-21 082-262-8182 8：30～22：00 なし ○ ○

68 小売店 ファミリーマート光町一丁目店 広島市東区光町一丁目１０－１９ 082-568-6615 24時間 年中無休 ○

69 小売店 マックスバリュ広島駅北口店 広島市東区若草町１１－２ 082-568-7855 7：00～23：00 なし ○ ○

70 小売店 パティスリーメイ 広島市東区若草町1－15 082-261-4485 10：00～19：00 月・火曜 ○ ○

71 小売店 ファミリーマート広島駅北口店 広島市東区若草町12-1 082-568-1012 24時間 年中無休 ○

72 小売店 前田酒店 広島市東区若草町１５－１マエダビル１F 082-263-9001 9：00～20：00
日（年末年始1/1～

1/3）
○ ○

73 小売店 セブンイレブン広島若草町店 広島市東区若草町18-46 082-264-1697 24時間 なし ○

74 小売店 スーパードラッグひまわり中山店 広島市東区中山東3丁目1-17 082-824-8485 9：00-23：00 年中無休 ○ ○

75 小売店 セブン-イレブン広島二葉の里店 広島市東区二葉の里3丁目5-7 082-262-7233 24時間 年中無休 ○

76 小売店 マツモトキヨシ　グラノード広島店 広島市東区二葉の里３丁目5-7１階101区画 082-568-5566 10:00～20:00 なし ○ ○

77 小売店 ゆめマート二葉の里 広島市東区二葉の里三丁目3番1号 082-568-2611 9：00～24：00 なし ○

78 小売店 ウォンツ馬木店 広島市東区馬木四丁目１７０７－３ 082-883-0877 9：00～21：00 なし ○ ○

79 小売店 ユアーズ  福田店 広島市東区福田2-702-1 082-899-8831 9:00～21:00 2022/1/1 ○

80 小売店 はるやま広島府中店 広島市東区矢賀新町2-1-11 082-283-1129 なし 10:30～19:30 ○ ○

81 小売店 セブンイレブン広島矢賀新町４丁目 広島市東区矢賀新町４丁目１番２３号 082-285-2528 ２４時間営業 なし ○ ○

82 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　フォレオ広島東店 広島市東区温品1-3-2 082-280-2340 9：00～20：00 年始1/1～1/3 ○
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