
 福山市

【やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）】利用可能店舗一覧]

2023年1月20日現在

No 業種区分 店舗名・施設名 住所 電話番号 営業時間 定休日 電子 紙

1 飲食店 焼肉　一楽　福山引野店 福山市引野町4-20-28 084-940-3788 17:00～21:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

2 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山引野町店 福山市引野町４丁目3-27 084-946-4590 11:00~24:00 なし ○

3 飲食店 八剣伝　引野店 福山市引野町北1-18-12 084-940-5343 17:00～24:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

4 飲食店 中国四川料理 又来軒 福山本店 福山市駅家町近田230-1 084-976-0141 11：00～22：00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

5 飲食店 ガスト福山駅家町 福山市駅家町大字万能倉２８８－２ 0570-011-554 ○

6 飲食店 カラオケ館　福山駅家店 福山市駅家町大字万能倉289-2 084-976-7778

月～金・祝前日　11:00～翌1:00

土曜日　11:00～翌3:00

日・祝　11:00～24:00

なし ○ ○

7 飲食店 くら寿司福山駅家店 福山市駅家町大字万能倉345-1 084-970-1610 11:00-23:00 無休 ○ ○

8 飲食店 餃子の王将 福山駅家店 福山市駅家町万能倉108-1 084-976-8688 11:15～21:30 火曜日 ○ ○

9 飲食店 焼肉ぐりぐり家 駅家店 福山市駅家町万能倉１１１８-１ 084-977-1329
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

10 飲食店 食辛房　駅家店 福山市駅家町万能倉61-1 084-976-9141

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）
○ ○

11 飲食店 ジョリーパスタ駅家店 福山市駅家町万能倉831-1 084-977-0733 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

12 飲食店 ひろや 福山市延広町1-2 084-959-6160 11：30～14:00  17：00～23：00
日（年末年始）

12/31～1/2
○

13 飲食店 529　MEATBOX　宮通り店 福山市延広町2-2 084-921-9141 17:00~24:00(月~日、祝日、 祝前日)
年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

14 飲食店 弁兵衛　福山駅前店 福山市延広町3-7 084-983-2955
11:30～15:00

18:00～23:00（土日祝ディナーのみ）

月曜日（年末年始

12/31～1/3）
○ ○

15 飲食店 魚々家むてき 福山市延広町5-1 084-931-7351 11:30-14:30　17:00-23:00 不定休 ○ ○

16 飲食店 がっつりグリル肉バル 福山市延広町6-13 084-973-2929 11：30～14：00　17：00～22:00
日（年末年始）

12/30～1/3
○

17 飲食店 軍鶏いぶし家福山宮通り店 福山市延広町6-3 084-926-9460 17：00～26：00 なし ○ ○

18 飲食店 ホルモン・冷麺・元祖たれ焼肉肉匣　福山宮通り店 福山市延広町6-8 084-922-9141 18:00～翌1:00(月～日、祝日、祝前日)
年末年始（12/31～

1/1）
○ ○

19 飲食店 や台ずし福山町 福山市延広町7-2 084-924-4680 16：00～2：00 無 ○ ○

20 飲食店 食辛房　沖野上店 福山市沖野上町1-9-6 084-927-9141

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）
○ ○

21 飲食店 ココス福山沖野上店 福山市沖野上町2-7-30 050-3529-8907 10:00～2:00 なし ○

22 飲食店
海鮮ダイニング美蔵　ルートイングランティア福山　SPA

RESORT店
福山市沖野上町5-27-11 084-922-5511 17：00～23：00（L.O22:30) 年中無休 ○ ○

23 飲食店 肉匠坂井沖野上店 福山市沖野上町5-30-30 084-953-9200 17:00～22:30(土日祝16:00～22:30) 火曜日 ○ ○

24 飲食店 BOND kitchen 福山市霞町1-１-１２ 084-921-4160
通常11時～18時ディナーご予約があれば18時～21

時
不定休 ○ ○

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

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

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

合わせください。

1／19



 福山市

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

25 飲食店 フジヤマドラゴン　福山店 福山市霞町1-4-30 084-923-9418 17:00～23:00 木曜日 ○ ○

26 飲食店 砦 to-ride 福山市霞町1-5-2 084-922-0364 11:30-14:30　17:00-23:00 不定休 ○ ○

27 飲食店 なかくし 福山市霞町1-5-3 084-921-7000 昼：11:30～14:30　夜17:30～22:30 月 ○ ○

28 飲食店 もつ鍋・鉄板焼・府中焼　迅雷 福山市霞町１－６－１５ 084-922-5058 ○

29 飲食店 餃子大学 福山市霞町１丁目4-20 084-924-5634 11：30－23：00　　(ラストオーダー22：30) 日曜日 ○ ○

30 飲食店 クラフトハートダイニング 福山市霞町2-5-7ベネフィットホテル福山１階 084-983-2391 17：30～23：00
日曜日、月曜日、火

曜日
○ ○

31 飲食店 ぶちくさらぁめん 福山市笠岡町4-15 084-921-7222 19：00～翌4：00 火 ○ ○

32 飲食店 メゾン　アンベ 福山市丸之内一丁目8番９号 070-3797-3205 10：00～16：00
月曜日（祝日の場合

は変動）
○

33 飲食店 藁家88　福山店 福山市元町12-1　１階２階 084-959-5157 17時～24時 不定休 ○

34 飲食店 鳥好 福山市元町12-12 084-925-3632 17:00~22:00

日、月、年末年始

（12/31~1/3）変

更あり

○

35 飲食店 魚勝 福山市元町12-13 084-931-8888 10：00～22：00 年始　1/1～1/2 ○ ○

36 飲食店 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　福山店 福山市元町１２－７福山会館ビル１階 084-973-0885
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。

○ ○

37 飲食店 三代目鳥メロ　福山店 福山市元町１２－７福山会館ビル2階 084-973-2261
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。

○ ○

38 飲食店 ジャンカラ福山駅前店 福山市元町12-7福山会館ビル3～4F 080-6202-7685 24時間営業 無し ○

39 飲食店 個室居酒屋 北海道 魚均 福山市元町12-7福山会館ビル6F 084-922-7999
日曜日～木曜日17：00～23：00金・土曜日

17：00～24：00

年末年始（12/31～

1/2）／不定休
○ ○

40 飲食店 大阪屋台居酒屋満マル　福山宮通り店 福山市元町１３-１８フロリダビル 1階 084-923-2855 11：30～24：00 ○ ○

41 飲食店 極とん元町店 福山市元町13-2 090-3174-6269 11:00～24:00/日曜11:00～23:00 2022/1/1 ○

42 飲食店 にぎわい酒場　ナカミチ 福山市元町13-21宮通りビル　1F 084-959-3102
ランチ11：30～14：30　　　　ディナー17：30～

24：00
火曜日 ○ ○

43 飲食店 串カツ田中福山店 福山市元町13-3 084-999-5565
月～木、日、祝15：00～翌0：00　金　15：00～

翌1：00　土、祝前日　15：00～翌2：00
2022/12/31 ○ ○

44 飲食店 肴家　渡部 福山市元町１３ー２５ 084-983-3988 17：00～24：00 なし ○ ○

45 飲食店 鳴海 福山市元町13-5　有楽リオンビル2階 084-928-1772 17：00～25：00
日(年末年始12/31

～1/2)
○ ○

46 飲食店 ホッカイファーム 福山市元町13-5有楽リオンビル3F 084-924-5320
月曜日～木曜日17：00～24：00金・土曜日

17：00～23：00

毎週日曜日※日曜日

が祝日の場合、翌月

曜日がお休みとなりま

す。／年末年始

（12/31～1/2）

○ ○

47 飲食店 個室居酒屋 九州料理 弁慶 福山市元町13-5有楽リオンビル3F 084-924-5313
月曜日～木曜日17：00～24：00金・土曜日

17：00～23：00

毎週日曜日※日曜日

が祝日の場合、翌月

曜日がお休みとなりま

す。／年末年始

（12/31～1/2）

○ ○

48 飲食店 イベリコGANG 福山市元町13-6-2 084-973-3159 17：00～26：00 なし ○ ○

49 飲食店 目利きの銀次 福山駅前店 福山市元町15-34元町フレンドビル1階 084-925-2688
月～木　17:00～3:00／金・土　17:00～4:00／

日?祝日　17:00～2:00
なし ○

50 飲食店 中国四川料理　又来軒　福山天満屋店 福山市元町1番1号天満屋福山店8F 084-927-2829 10:30~22:00 天満屋に準ずる ○
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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

51 飲食店 クエトイベトナム本格料理店2号店 福山市元町6-7坂本ビル１F 084-999-6118

火～木11：00～14：30　17：00～22：00

金：11：00～14：30　17：00～2３：00土日

11：00～2３：00

月曜日 ○ ○

52 飲食店 丸忠商店 福山市元町7-7 084-926-0648

11：00～15：00

17：00～22：00(日月火水木)

17：00～24：00(金土祝の前日)

不定休 ○ ○

53 飲食店 ラウンジ麻里林 福山市古野上町5-4 084-935-6335 20：00～25：00
日、祭（年末年始

12/30～１/4)
○ ○

54 飲食店 大阪王将　福山平成大学前店 福山市御幸町上岩成578-2 084-961-1271 11:00～23:00
年末年始12/31～

1/1
○

55 飲食店 八剣伝　平成大前店 福山市御幸町上岩成593-1 084-955-9192 17:30～0:00
年末年始12/31～

1/1
○ ○

56 飲食店 鳥三郎　福山御幸店 福山市御幸町上岩成８６７－１ 084-972-6201 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

57 飲食店 マダン　コリアンキッチン 福山市御船町1-11-25 080-5610-2393 11:00-14:00   18:00-22:00 木曜日 ○ ○

58 飲食店 PIZZERIA DOMANI 福山市御門町1丁目10-10渡邊ビル1F 084-983-2261 12:00~14:00　18:00～22:00 火曜日 ○ ○

59 飲食店 さむらい本館 福山市光南町3-3-24 084-921-5955
11：30～14：00

17：00～22：00

毎週月曜日、12/30

～1/3
○

60 飲食店 モスバーガー福山光南店 福山市光南町3-7-46 084-924-6066 午前9:00～午後11:00 なし ○

61 飲食店 ガスト福山光南 福山市光南町３丁目７－２７ 0570-021-589 ○

62 飲食店 肉のサトウ商店福山本店 福山市港町1-17-19 084-991-0310 10：00～22：00
毎週水曜日・（年末

年始1/1）
○ ○

63 飲食店 コメダ珈琲店福山松永店 福山市高西町2丁目2-38 084-939-6621 7:00～22:00 無休 ○

64 飲食店 福山八十吉ﾗｰﾒﾝ 福山市三の丸町３０－１サンステ2番街 084-932-0009 11:30～23:45
年末年始12/31～

1/1
○ ○

65 飲食店 鳥三郎　福山三吉店 福山市三吉町５－５－１２ 084-927-7075 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

66 飲食店 軍鶏いぶし家福山三吉店 福山市三吉町5-7-26 084-973-8868 17：00～26：00 なし ○ ○

67 飲食店 はなまるうどん福山三吉店 福山市三吉町南2-8-24 084-923-8701 11:00-24:00 なし ○

68 飲食店 LOCALO　CAFE 福山市三之丸町2-161F 084-927-0017 7：00～22：00 年中無休 ○

69 飲食店 リトルマーメイド福山 福山市三之丸町３０－１ 084-982-8399 7：00～20：00 年中無休 ○

70 飲食店 広島焼　勝成 福山市三之丸町30-1 084-926-9220 11：00～13:30　17:00～21:30 なし ○

71 飲食店 とんかつ新宿さぼてん　福山さんすて店 福山市三之丸町30-1　さんすて１Ｆ 084-923-8107 10：00～21：00（ラストオーダー20：15） 館に準ずる ○

72 飲食店 海の幸八 福山市三之丸町30-1　さんすて2番街 084-921-6285
11：30～14：00

16：30～22：00
無し ○ ○

73 飲食店 ごまそば高田屋　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1　福山1Fさんすて内 084-926-6677 10：00～21：00 無し ○ ○

74 飲食店 大衆食堂　安ベゑ　福山駅前店 福山市三之丸町30-1サンステーションテラス福山2番街1F 0849-73-6662
日曜日～木曜日11:30～23:00　金曜日・土曜日

11:30～23:00
2022/1/1 ○ ○

75 飲食店 小魚阿も珍　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて内 084-959-5080 10：00~20：00 ○ ○

76 飲食店 うのまち珈琲店　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-982-7930 11:00～19：00 なし ○

77 飲食店 ドトールコーヒーショップ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-929-1005
6：45～21：00 （日・祝　6：45～20：00）

（L.O. 21：00 、日祝は20：00）
なし ○

78 飲食店 一刻魁堂　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-932-6660 10：00～21：00 （L.O. 20:30） なし ○

79 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山駅店 福山市三之丸町30-1さんすて福山2番街 084-973-5507 11:00~24:00 なし ○

80 飲食店 大阪王将　福山駅店 福山市三之丸町30-1さんすて福山二番街 084-932-7741 11:00～22:00
年末年始12/31～

1/1
○

81 飲食店 おひつごはん四六時中　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1福山駅ビル構内さんすて1階 080-7431-3599 10:00-21:00 SCに準ずる ○

82 飲食店 ごはん処 四六時中　福山駅ビル店 福山市三之丸町30-1福山駅ビル構内さんすて1階 080-7329-5445 10:00-21:00 SCに準ずる ○
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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

83 飲食店 焼肉ジャーニー 福山市三之丸町3-1 084-961-3305
平日ディナー17時～24時　土日祝ランチ11時半～

14時半ディナー17時～24時
不定休 ○ ○

84 飲食店 ゴールデンケチャップ 福山市三之丸町3-7 084-923-8133 11：00～14：00　17：00～22：00 なし ○

85 飲食店 魚料理とおでん　さち 福山市三之丸町３－８ 084-921-4615 17：30～22：30 日・祝(変更あり) ○ ○

86 飲食店 さんさん亭 福山市三之丸町３番２１号 084-999-7433

平日（土曜日含む）11:30～14:00,17:00～

21:30     日曜日11:30～14：00、17:00～

21:30

なし（年末年始

12/31～1/3)
○ ○

87 飲食店 出雲そば大黒屋　駅前店 福山市三之丸町3番9号宮都ビル1階 084-924-5830
平日11：30～15：00平日17：00～21：00日

祝　11：30～15：00日祝　17：00～20：00
月曜日 ○

88 飲食店 洋風居酒屋　Pal Cuore 福山市三之丸町4-1グレイスビル1F 084-999-8690
ランチ11：30～15：00　　　　ディナー18：00～

23：00
火曜日 ○ ○

89 飲食店 焼きとんすえひろ 福山市三之丸町4-20 084-924-7765 17：00～23：00 日・祝 ○ ○

90 飲食店 中国四川料理　又来軒　福山ニューキャッスル店 福山市三之丸町8-16福山ニューキャッスルホテルB1F 084-920-0468 11:00~22:00
年末年始

12/31~1/1
○ ○

91 飲食店 オーサムベーカリー三之丸店 福山市三之丸町８-９ 084-999-7536 9時～20時日曜日のみ9時～18時
毎週月・木第一日曜

日
○ ○

92 飲食店 カフェ＆ビュッフェレストラン　クレール 福山市三之丸町8番16号 084-922-2140

日～金曜・祝日　6：30～21：00（L.O/20：

30）

土曜日　6：30～22：00（L.O/21：30）

年中無休 ○ ○

93 飲食店 バー　シャトレーヌ 福山市三之丸町8番16号 084-922-2140 17：00～24：00（L.O/23：30）
臨時休業中　※再開

時期未定
○ ○

94 飲食店 フレンチレストラン　ロジェ 福山市三之丸町8番16号 084-922-2140
【ランチ】11：30～15：00（L.O/14：00）

【ディナー】17：00～21：30（L.O/20：30）
年中無休 ○ ○

95 飲食店 和食堂　鞆の浦 福山市三之丸町8番16号 084-922-2140

【朝食】7：00～10：00（L.O/9：30）

【昼食】11：30～14：00（L.O/14：00）

【夕食】17：00～21：00（L.O/20：30）

年中無休 ○ ○

96 飲食店 ル　ミロワール 福山市室町3-20ダイアパレス室町リージェント店舗2 084-922-5822 12:00~15:00　18:00~22:00 月・火 ○ ○

97 飲食店
ステーキ丼専門店

黒べぇさん　手城店
福山市手城町2丁目26-12 084-923-2803

11:00~14:00

(土日11:00~14:30)

17:30~22:00

第1月曜日 ○ ○

98 飲食店 鶏BEER 福山市住吉町1-40住吉スクエア１F 084-925-6209 １８：００～２４：００ 日曜日 ○ ○

99 飲食店 旬菜家 かいとうか 福山市住吉町1-40住吉スクエア1F 084-926-1323 17:30~25:00 日 ○ ○

100 飲食店 照栄 福山市住吉町8-15 084-927-4112 17:00~23:00 月曜日 ○

101 飲食店 餃子の王将 福山春日店 福山市春日町1-1-40 084-943-9704 月～土／11:15～22:00 日／11:15～21:30 第2火曜日 ○ ○

102 飲食店 かつ将　春日店 福山市春日町1-1-47 084-945-5006
11：00-15：00（LO.14：30）

17：00-21：30（LO.21：00）
年末年始 ○ ○

103 飲食店 いけの飯店 福山市春日町1丁目2-48 084-943-0010 11:00～15:00　17:00～20:00 木 ○ ○

104 飲食店 ステーキ懐石都春日 福山市春日町2丁目2－43 084-941-9269
11：30～21：00

（土、日曜日11：00～21：00）
不定休 ○ ○

105 飲食店 モスバーガー福山春日店 福山市春日町5-1-7 084-943-9090 午前9:00～午後11:00 なし ○

106 飲食店 スシロー福山春日店 福山市春日町5丁目3番9号 084-940-5550
11時00分～23時00分(土日10時30分～23時00

分)
なし ○

107 飲食店 食辛房　春日店 福山市春日町6-1-2 084-941-9141

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）
○ ○

108 飲食店 焼肉　東大門 福山市春日町６－２－２３ 084-999-0298 17:00～24:00
木・年末年始12/31

～1/1
○ ○

109 飲食店 にく料理　あぶり 福山市春日町7-6-17 084-994-1764 11:00?15:0017:30?22:00
水・第3日曜（年末年

始12/29～1/3）
○ ○
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110 飲食店 都あけぼの 福山市曙町3丁目4番12号 084-954-3863
11：30～21：00

（土、日曜日11：00～21：00）
不定休 ○ ○

111 飲食店 天丼てんや福山曙店 福山市曙町5-12-1 084-999-0700 11：00～22：00 なし ○

112 飲食店 廻鮮寿司しまなみ曙店 福山市曙町5-12-7 084-957-8881 11:00～21:30 無し ○

113 飲食店 焼肉　南大門 福山市曙町５－２６－１３ 084-953-2877 17:00～24:00
木・年末年始12/31

～1/1
○ ○

114 飲食店 BABY FACE PLANET'S 福山曙店 福山市曙町五丁目12番17号 084-920-2650 11:00～22:00 年末年始 ○ ○

115 飲食店 スナックメイビー 福山市昭和町2-12 084-925-5993 18：30～24：30 日・祝 ○ ○

116 飲食店 しゃぶ吉 福山市昭和町2-13 084-928-7228 ○

117 飲食店 いけの 福山市昭和町3-26 084-982-7002 ○

118 飲食店 焼肉・冷麺　てんすい 福山市昭和町4-11 084-921-9189 17:00～23:00(日祝17:00～22:00)
月曜日（年末年始

12/31～1/2）
○ ○

119 飲食店 すし惣 福山市昭和町4-28アートイン昭和町 084-983-0866 ○

120 飲食店 咲来 dining てしおがわ 福山市昭和町7-10 084-926-0032
昼:11:00? 14:30(LO14:00)

夜17:00~22:00 (LO21:30)
不定休 ○ ○

121 飲食店 おばんざい雫 福山市昭和町7-5イケダビル1-C 080-9340-7900 17：00～22：00 日、月、祝日 ○ ○

122 飲食店 御料理はばら 福山市昭和町8-3 084-923-5888 17:00～22:00 日曜日 ○ ○

123 飲食店 や台ずし松永駅前町 福山市松永町4-10-19 084-934-2006 16：00～23：00 無 ○ ○

124 飲食店 満天酒家あかぼし 福山市松永町4-11-14 084-930-4200 17:00~翌1：00 月 ○ ○

125 飲食店 クエトイベトナム本格料理店 福山市松永町4-3-8 084-939-6771
11：00～15：00　17：00～2２：00土日11：

00～2２：00
月 ○ ○

126 飲食店 牛角 松永店 福山市松永町5-5-12 084-933-1129
11：30～15：00（LO:14:30）17：00～23：

00（LO:22:00）
無し ○

127 飲食店 かっぱ寿司松永店 福山市松永町6-8-20 084-930-6117 11:00～23:00（土日祝10:00～23:00） 年中無休 ○ ○

128 飲食店 焼肉ぐりぐり家 松永店 福山市松永町６丁目１０-４８ 084-930-6629
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

129 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山松永店 福山市松永町６丁目10-48-2 084-930-4012 11:00~24:00 なし ○

130 飲食店 ガスト福山松永 福山市松永町６丁目１０番４１－１４ 0570-001-776 ○

131 飲食店 餃子の王将 福山松永店 福山市松永町6丁目11-38-17 084-934-7800 月～土／11:15～22:00 日／11:15～21:30 第2火曜日 ○ ○

132 飲食店 オーガニックカフェアージョ 福山市松浜町3-7-42 084-927-0831 平日9:00～17:00/土日祝9:00～18:00

水曜日・第一木曜日

年末年始12/31～

1/4

○ ○

133 飲食店 リドテリア 福山市松浜町二丁目1番10号 070-3797-3207 11：00～17：00
月曜日（祝日の場合

は変動）
○

134 飲食店 道の駅アリストぬまくま（レストラン＆ベーカリー） 福山市沼隈町大字常石1796 084-987-5000 ８時～１６時ランチは１１時～１５時
1/1～1/3毎週水曜

日休み
○

135 飲食店 そば処ぬまくま 福山市沼隈町大字草深1876-1 084-987-1899 11時～14時半
1/1～1/3毎週月火

休み
○

136 飲食店 みかど別館 福山市沼隈町大字能登原1416-6 084-987-1525 11:30~21:00 水曜日 ○ ○

137 飲食店 あぶと本館 福山市沼隈町能登原1416－7 084-987-0416 10：00～22：00 不定休 ○ ○

138 飲食店 串BAR 福山市城見町1-1-1 084-924-9488 17:00～24:00 日曜日 ○ ○

139 飲食店 ガスト福山新涯 福山市新涯町２丁目８－２６ 0570-002-319 ○

140 飲食店 スシロー福山新涯店 福山市新涯町3-21-3 084-920-2531 11時00分～23時00分 なし ○

141 飲食店 カフェエクラン　フジグラン神辺店 福山市神南辺町新道上2-10-26フジグラン神辺店２F 084-963-0830 9：00～19：30 なし ○ ○

142 飲食店 モスバーガー福山御幸店 福山市神辺町十三軒屋3-150-2 084-963-6600 午前9:00～午後11:00 なし ○

143 飲食店 麺場 田所商店　福山神辺店 福山市神辺町十三軒屋95-1 084-960-3008 11：00-21：00（LO.20：30） 年末年始 ○ ○

144 飲食店 温野菜神辺店 福山市神辺町新道上2-10-26 084-962-0010 ○
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145 飲食店 菓匠茶屋　神辺店 福山市神辺町新道上2-10-26フジグラン神辺店1階 084-964-0933 9：00?21：00 なし ○

146 飲食店 たこ風船　フジグラン神辺店 福山市神辺町新道上2丁目10－26フジグラン神辺１F 084-963-0046 9：00～21：00 なし ○

147 飲食店 廻鮮寿司しまなみ神辺店 福山市神辺町新徳田2-376 084-963-5211 11:00～21:30 無し ○

148 飲食店 スシロー福山神辺店 福山市神辺町大字十三軒屋字二番目142-1 084-960-3011 11時00分～23時00分 なし ○

149 飲食店 ペッパーランチフジグラン神辺店 福山市神辺町大字新道上2-10-26 084-960-3201 10:00 - 21:00 なし ○

150 飲食店 モスバーガーフジグラン神辺店 福山市神辺町大字新道上2-10-26 084-960-0161 午前10:00～午後9:00 なし ○

151 飲食店 おむらいす亭　フジグラン神辺店 福山市神辺町大字新道上2-10-26フジグラン神辺2F 084-965-6686 10:00～21:00 なし ○

152 飲食店 BABY FACE PLANET'S 福山神辺店 福山市神辺町大字新道上3番地1 084-965-6020 11:00～22:00 年末年始 ○ ○

153 飲食店 かっぱ寿司フレスポ神辺店 福山市神辺町大字川北1533 084-960-3778 11:00～22:00（土日祝10:00～22:00） 年中無休 ○ ○

154 飲食店 食辛房　サファ福山店 福山市瀬戸町山北300 084-982-9141

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）
○ ○

155 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　サファ福山店 福山市瀬戸町大字山北300 084-951-8600 11:00~23:00 なし ○

156 飲食店 焼肉ふるさと福山店 福山市西桜町1-1-2 084-999-0707 11:30~15:00/17:00~22:30
木（祝日の場合水曜

日）
○

157 飲食店 焼肉ぐりぐり家 福山南店 福山市西新涯町１丁目１９-１１ 084-920-2941
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

158 飲食店 コメダ珈琲店福山新涯店 福山市西新涯町二丁目24-8 084-961-3650 7：00-21：00 2023/1/1 ○

159 飲食店 アサヒ喫茶 福山市西町二丁目4番３号 070-3797-3206 9：30～17：00
月曜日（祝日の場合

は変動）
○

160 飲食店 大阪王将　福山川口店 福山市川口町4-13-2 084-981-5503 11:00～23:00
年末年始12/31～

1/1
○

161 飲食店 カルビ屋大福　福山店 福山市川口町4-3-13 084-953-8929
ランチ　11：00～15：00　ディナー　17：00～

22：00　（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰは閉店30分前）
火曜日 ○

162 飲食店 囲炉裏長屋 つるべ川口店 福山市川口町四丁目3番10号 084-981-4155
11:00～22:00

（平日11:30～）
年末年始 ○ ○

163 飲食店 お好み焼　咲咲 福山市船町1-22 084-926-4574 11:30~22:00 月、1/1 ○

164 飲食店 創菜酒膳　肴蔵 福山市船町1-23 084-922-6026
11：29～14：00 17：00～23：00 テイクアウト

11：00～21：00
月 ○ ○

165 飲食店 酒処・味処　あらい 福山市船町3-10魚とくビル１F 084-932-0841 17:00~23:00
日・祝(年末年始、

GWなど)
○ ○

166 飲食店 かぜたに 福山市船町3-9 084-925-5082 11:30～14:00/18:00～24:00 日・祝 ○ ○

167 飲食店 中華ダイニング青冥 福山市船町4-1 084-931-3505
昼：11:30～14:30

夜：18:00～21:00

木曜日※祝日の場合

は翌金曜日
○

168 飲食店 はっせい船町店 福山市船町4-6 084-922-0526 17:30~23:00 日曜日 ○

169 飲食店 ひなた 福山市船町5-17広商ビル103 080-3884-1710 19: 00～24:00
日・祝・年末年始

12/31～1/4
○ ○

170 飲食店 ヴェルデュ都 福山市蔵王町3916－12 084-941-9653
11：30～21：00

（土、日曜日11：00～21：00）
不定休 ○ ○

171 飲食店 ニュートーン・モア 福山市蔵王町6-3-24 084-941-0233
11:30～14:30

18:30～22:00

毎週火曜日(年末年

始12/30～1/1)
○ ○

172 飲食店 備後焼きそば本舗　やまもと商店 福山市多治米町1-10-7 084-971-8999
平日11：00～14：0017：30～21：00土日祝

11：00～15：0017：00～21：00
火曜日+不定休 ○

173 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山多治米店 福山市多治米町１丁目12-1 084-957-2017 11:00~23:00 なし ○

174 飲食店 自家焙煎珈琲ICHI no KURA 福山市多治米町1丁目9-11 084-957-5033 ○

175 飲食店 お食事処 ふじ川 福山市多治米町6-14-37 084-953-8586 9:00～14:00　16:00～21:00
木曜日、12/29～

1/3
○
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176 飲食店 SALVATORE CUOMO&BAR 福山 福山市東桜町１－１アイネスフクヤマ２F 084-973-6165
Lunch11:30 - 15:00（LI 14:00）

Dinner17:30 - 23:00（LO 22:30）
2024/1/1 ○ ○

177 飲食店 キムラヤ　アイネスフクヤマ 福山市東桜町１－８ 084-921-1255 7～19 年末年始1/1～2 ○

178 飲食店 男寿し 福山市東深津町1-21-12 084-924-4172 昼11:30~13:00　夜17:00~22:00 不定休 ○ ○

179 飲食店 ガスト福山東深津 福山市東深津町１丁目１１－２３ 0570-032-302 9:00-23:30 ○

180 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山東インター店 福山市東深津町23-16 084-943-0855 11:00~24:00 なし ○

181 飲食店 くら寿司福山東深津店 福山市東深津町3-18-20 084-932-6108 11:00-23:00 無休 ○ ○

182 飲食店 徳川福山東深津店 福山市東深津町3-20-14 0849-29-2015 AM11:00～AM00：00
不定休（お店へお問

い合わせ下さい）
○ ○

183 飲食店 モスバーガー福山川口店 福山市東川口町4-9-22 084-954-2511 午前9:00～午後11:00 なし ○

184 飲食店 ワインとあぶり焼き壱乃藏 福山市東町1丁目2番10号 084-926-6824 11：00～21：00
月・火（年始1/1～

1/2）
○

185 飲食店 民宿 あそび 福山市内海町イ２０８４番地 090-3177-6733 10:00～16:00

お盆8/12～16、

年末年始12/30～

1/3

○ ○

186 飲食店 東京餃子坊 福山市南手城町1-11-29 084-959-6223
(昼)11：00～14：30

(夜)17：00～23：00
火曜日 ○ ○

187 飲食店 廻鮮寿司しまなみ蔵王店 福山市南蔵王町2-21-32 084-971-9211 11:00～21:30 無し ○

188 飲食店 ココス福山蔵王店 福山市南蔵王町2-26-31 050-3529-5068 10:00～2:00/7:00～2:00 なし ○

189 飲食店 焼肉ぐりぐり家 蔵王店 福山市南蔵王町３-１６-３２ 084-920-1929
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

190 飲食店 お好み焼　満月 福山市南蔵王町4-13-16 084-925-7250 17:00~22:00　（11:30～14:00　土・日のみ） 火曜日 ○

191 飲食店 ジョリーパスタ蔵王店 福山市南蔵王町4-18-18 084-928-5277 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

192 飲食店 こて屋 福山市南蔵王町5-17-43 084-941-2747 11:00~14:30　17:00~22:00 木・1/1 ○

193 飲食店 福山甲羅本店 福山市南蔵王町5-1-8 084-971-9188
平日11：30～22：00

土日祝11：00～22：00
元日他 ○ ○

194 飲食店 どんどん亭　福山蔵王店 福山市南蔵王町5-18-38 084-945-7622
月～金11：00～15：00　17：00～22：30、土

日祝11：00～15：00　16：00～22：30
第1，第3水曜日 ○ ○

195 飲食店 赤から　福山南蔵王店 福山市南蔵王町5-4-32 084-940-0897
17：00-24：00（フードLO.23：00ドリンク

LO.23：30
年末年始 ○ ○

196 飲食店 焼肉ぐりぐり家 春日店 福山市南蔵王町５丁目１６-２２ 084-940-5129
16:30～23:40(土日祝12：00～15：00　16：

00～23：40）
なし ○ ○

197 飲食店 炭火焼・寿司　海鮮つるべ 福山市南蔵王町一丁目8-26 084-959-4445 11:00～22:00 年末年始 ○ ○

198 飲食店 鉄板･豆富料理 つるべ南蔵王店 福山市南蔵王町五丁目11番7号 084-945-6688
11:00～22:00

（平日11:30～）
年末年始 ○ ○

199 飲食店 お好み焼き・鉄板焼きまん太郎 福山市南町１－１８ 084-923-8733
土曜日のみ11：30～15:00　17:00～23:00　月

～金曜日17:00～23:00
日曜日 ○ ○

200 飲食店 大阪王将　福山南本庄店 福山市南本庄１丁目10-23 084-999-3115 11:00～22:00（ラストオーダー21：30） 2023/2/3 ○

201 飲食店
ステーキ丼専門店

黒べぇさん　本庄店
福山市南本庄1丁目9-21 084-925-5517

11:00~14:00

17:30~22:00
第2月曜日 ○ ○

202 飲食店 コンフォート　入船店 福山市入船町1-3-4 084-983-0544 7:00～17:00 不定休 ○ ○

203 飲食店 信州そば処そじ坊　福山ゆめタウン 福山市入船町3-1-1ゆめタウン福山2F 084-971-0053 11：00～21：00 施設に準ずる ○

204 飲食店 ペッパーランチゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60 084-999-9288 10:00 - 21:00 なし ○

205 飲食店 モスバーガーゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60 084-973-0520 午前10:00～午後8:30 なし ○

206 飲食店 げんこつらーめん　ゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60ゆめタウン福山1F 084-983-0696 10:00~21:00 なし ○

207 飲食店 ほっとけや　ゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60ゆめタウン福山店2F 084-982-6088 11:00～21:00 施設に準ずる ○

208 飲食店 リトルマーメイドゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60ゆめタウン福山店内 084-959-6667 10:00～21:00 なし ○ ○
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209 飲食店 串揚げさっくる　このさきや 福山市伏見町1-1 084-931-5518 11:00?24:00 (LO23:30) 第一火曜日 ○ ○

210 飲食店 はっせい伏見店 福山市伏見町1-15 084-999-9588 17:00~23:00 日曜日 ○

211 飲食店 玄人ラーメン 福山市伏見町1-17 084-922-8047 11：00～23：45 不定休 ○

212 飲食店 庄や福山駅前店 福山市伏見町1-20 084-928-6671 16:00～23:00（土日祝　14:00～23:00） なし ○ ○

213 飲食店 辛麺酒飯　虎と猿 福山市伏見町1-3 050-8883-8608 11：30~14：00、17：00~24：00 火 ○ ○

214 飲食店 伏見 BAL SAKKURU. 福山市伏見町1-4 084-923-4588 17:00?24:00 (L.O.23:30) 火曜日・水曜日 ○ ○

215 飲食店 魚鮮 福山市伏見町2-15 084-927-3345 17:00-24:00(日・祝日は17：00-23：30)
日（年末年始

12/31-1/2)
○

216 飲食店 沖縄58酒場 福山市伏見町2-2 084-926-5592 17：00～24：00 不定休 ○ ○

217 飲食店 くいもの屋わん　福山店 福山市伏見町4-25　オンリービル2F 084-973-5599 16：00～25：00 なし ○ ○

218 飲食店 ニパチ福山店 福山市伏見町4-26 084-931-1328 16：00～25:00 無 ○ ○

219 飲食店 AREAINN　CAFE 福山市伏見町4-33　藤本ビルディング1F 084-961-3320 9:00～21:00 なし ○

220 飲食店 がブリチキン。福山店 福山市伏見町4-5 084-983-3638 17:00～22:30
（年末年始12/3１

～1/１）
○ ○

221 飲食店 大衆酒場　福山バット 福山市伏見町4-5 084-982-5933 17:00～22:30
（年末年始12/3１

～1/１）
○ ○

222 飲食店 ばくだん酒場 福山市宝町2-19 084-925-8989 18：00～0：00 月 ○ ○

223 飲食店 ヒョンチャンプルコギ福山駅前店 福山市宝町３－１ 084-999-9610 ○ ○

224 飲食店 百酒錬磨天下ばし 福山市宝町3-25 084-926-3890 17:00~翌1：00 火 ○ ○

225 飲食店 府中お好み焼鉄板焼き大地の母 福山市本庄町中２丁目６－３３ 084-999-7622
11：15～15：00　17：15～22：00　（土日祝

11：00～15：00　17：00～22：00）
不定休 ○

226 飲食店 味龍箕島店 福山市箕島町5816-222 084-954-8856 11:00~21:30 2022/1/1 ○

227 飲食店 梅の花　福山店 福山市明神町2-15-51 084-973-8039 昼11：00～15：00　　　夜17：00～21：00 年末年始12/31・1/1 ○

228 飲食店 えんばん亭 福山市木之庄町1-15-23 084-921-9008 11:00~14:30　17:00~22:00 月・1/1 ○

229 飲食店 焼肉　漢都 福山市木之庄町３－３－７ 084-921-8887 17:00～24:00
木・年末年始12/31

～1/1
○ ○

230 飲食店 ジョリーパスタ野上店 福山市野上町2-1-1 084-911-2660 11:00~24:00（23:30ラストオーダー） 年中無休 ○

231 飲食店 やきにく笑輔 福山市柳津町1-7-60 084-933-6181 17時～23時
月・火(年末年始

12/31～1/1)
○ ○

232 飲食店 モッチモパスタ福山緑町店 福山市緑町2-1-7ココローズ内 084-982-7592 11：00～15：00/17：30～21：00 年始のみ ○ ○

233 飲食店 仙酔島　喫茶去 福山市鞆町後地3371-7 084-982-2111 11：00～17：00 不定休 ○

234 飲食店 克國水産 福山市鞆町後地72-1 084-982-1793 9:30 ~ 17:00 不定休 ○ ○

235 飲食店 幸さん家。 福山市鞆町鞆514-1 084-982-1313 11：00～22：00 木曜 ○ ○

236 飲食店 仙酔島の塩専門店「仙酔庵」 福山市鞆町鞆554-1 080-4227-0890 11：00～17：00 不定休 ○

237 飲食店 仙酔庵 福山市鞆町鞆554-4 080-4227-0890 11：00～17：00 土・日・祝のみ営業 ○

238 飲食店 そば処三代目作十 福山市鞆町鞆555 080-4227-0890 11：00～15：00 土・日・祝のみ営業 ○

239 飲食店 発酵カフェ 福山市鞆町鞆５５５番地 084-983-5111 11:00~17:00(ラストオーダー16：00）

月曜日、火曜日、第

１・３日曜日（年末

年始）

○ ○

240 飲食店 鞆一商店・鞆の雲 福山市鞆町鞆843-1 084-983-1282 11：00～16：00 水・木 ○ ○

241 飲食店 鞆の浦　a cafe 福山市鞆町鞆844-3 084-982-0131 11：00?17：00 水・木 ○ ○

242 飲食店 民芸茶処　深津屋 福山市鞆町鞆852番地 084-982-1006 10：00～17：00 月曜日・火曜日 ○

243 弁当・フードデリバリー Ｄｏｒｕｓｅ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-927-0311 9：00～20：00 なし ○

244 弁当・フードデリバリー サーティワンアイスクリーム　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-921-8831 10：00～20：00 なし ○

245 弁当・フードデリバリー たごさく　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-971-7577 10:00～20:00 なし ○
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246 弁当・フードデリバリー ディッパーダン　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-926-7665 10：00～20：00 （L.O. 19：45） さんすて福山に準ずる ○

247 弁当・フードデリバリー ビアードパパの作りたて工房　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-924-3670 9：00～20：00 なし ○

248 弁当・フードデリバリー もりせん　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-922-0314 8：00～20：00 なし ○

249 弁当・フードデリバリー ルピシア　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-7688 9：00～20：00 なし ○

250 弁当・フードデリバリー 柿安　口福堂　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-3065 9：00～20：00 なし ○

251 弁当・フードデリバリー 御菓子所　勉強堂　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-2025 9：00～20：00 なし ○

252 弁当・フードデリバリー 惣菜かわむら　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-925-1515 10：00～20：00 なし ○

253 鉄道・バス 千年タクシー(株)本社営業所 福山市沼隈町草深1805-3 084-987-1222 6：00～24：00 なし ○

254 鉄道・バス グリーンタクシー　神辺営業所 福山市神辺町川南744番8号 084-962-0036 0：00～24：00 なし ○

255 鉄道・バス グリーンタクシー　手城営業所 福山市南手城町二丁目27番7号 084-923-1580 0：00～24：00 なし ○

256 鉄道・バス ニコニコタクシー 福山市南本庄3丁目5番24号 084-924-2738 24時間営業 なし ○

257 レンタカー オリックスレンタカー福山東店 福山市引野町4-8-30 084-983-1502 9：00～19：00 年始1/1~1-3 ○ ○

258 レンタカー ニッポンレンタカー　福山駅北口営業所 福山市丸之内1-2-38 084-991-0919 8:00～20：00 ○

259 レンタカー トヨタレンタカー　福山南店 福山市光南町1-10-27 084-931-4040

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 ○

260 レンタカー オリックスレンタカー福山駅前店 福山市三之丸町10-5 084-932-7339 8：00～20：00 年中無休 ○ ○

261 レンタカー トヨタレンタカー　福山駅前店 福山市三之丸町7-20 084-973-0100 8:00～20:00 なし ○

262 レンタカー トヨタレンタカー　福山北店 福山市神辺町新道上2丁目10-10 084-967-5110

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 ○

263 レンタカー ガッツレンタカー　福山店 福山市東桜町11-9-2 084-973-7510 9:00~19:00 無し ○ ○

264 レンタカー ニッポンレンタカー　福山東桜町営業所 福山市東桜町5-6 084-928-0811 8:00～20：00 年末年始1/1～1/3 ○

265 レンタカー トヨタレンタカー　福山東店 福山市明神町2-17-11 084-932-0100

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 ○

266 観光施設 フォトショップヤマモト 福山市藤江町638-1 0865-67-9511 10：00～17：00
火・水（みろくの里営

業カレンダーに従う）
○ ○

267 観光施設 みろくの里 福山市藤江町638-1 084-988-0001 10：00～17：00
火・水（年末年始

12/31～1/1）
○

268 観光施設 福山自動車時計博物館 福山市北吉津町三丁目1番22号 084-922-8188 9:00～18:00 なし　年中無休 ○ ○

269 スポーツ観戦 エフピコアリーナふくやま 福山市千代田町1-1-2 084-981-3050 ○ ○

270 劇場・観覧場・映画館・演劇場 福山エーガル８シネマズ 福山市神辺町大字新道上字2丁目10-26フジグラン神辺 3F 084-960-0507 9:00～23:00 なし ○

271 劇場・観覧場・映画館・演劇場 福山駅前シネマモード 福山市伏見町4-33　藤本ビルディング1F 084-923-6800 9:30～21:00 なし ○

272 タクシー 谷本タクシ－駅家営業所 福山市駅家町倉光81 084-972-3117 6：00～1：00 年中無休 ○

273 タクシー 谷本タクシー 万能倉営業所 福山市駅家町万能倉144-10 084-972-3117 6：00～1：00 年中無休 ○

274 タクシー 中国タクシー株式会社福山営業所 福山市御幸町上岩成933-1 084-949-3377 6：00～翌深夜1:00 なし ○

275 タクシー 松永タクシー㈱福山営業所 福山市山手町6-24-19 084-952-3500 原則24時間 原則なし ○

276 タクシー ローズタクシー　本社 福山市春日町7丁目２７－１ 084-948-6212 24時間 無 ○ ○

277 タクシー 福山両備タクシー 福山市曙町4-19-3 084-953-5555 24時間 年中無休 ○

278 タクシー 松永タクシー㈱松永営業所 福山市松永町342-7 084-934-3500 原則24時間 原則なし ○

279 タクシー (株)山高タクシー　801 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 0:00~24:00 無休 ○
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280 タクシー (株)山高タクシー　８０２ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

281 タクシー (株)山高タクシー　８０３ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

282 タクシー (株)山高タクシー　８０４ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

283 タクシー (株)山高タクシー　８０５ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

284 タクシー (株)山高タクシー　８０６ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

285 タクシー (株)山高タクシー　８０８ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

286 タクシー (株)山高タクシー　８０９ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

287 タクシー (株)山高タクシー　８１０ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

288 タクシー (株)山高タクシー　８１１ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

289 タクシー (株)山高タクシー　８１５ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

290 タクシー (株)山高タクシー　８１６ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

291 タクシー (株)山高タクシー　８１７ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

292 タクシー (株)山高タクシー　８１８ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

293 タクシー (株)山高タクシー　８２０ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

294 タクシー (株)山高タクシー　８２２ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

295 タクシー (株)山高タクシー　８２３ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

296 タクシー (株)山高タクシー　８２４ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

297 タクシー (株)山高タクシー　８２６ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

298 タクシー (株)山高タクシー　８２９ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

299 タクシー (株)山高タクシー　８３３ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

300 タクシー (株)山高タクシー　８３４ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

301 タクシー (株)山高タクシー　８３５ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

302 タクシー (株)山高タクシー　８３６ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

303 タクシー (株)山高タクシー　８４０ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

304 タクシー (株)山高タクシー　８４１ 福山市松浜町１丁目５番27号 084-924-2226 ○

305 タクシー 千年タクシー　151 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

306 タクシー 千年タクシー　152 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

307 タクシー 千年タクシー　153 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

308 タクシー 千年タクシー　154 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

309 タクシー 千年タクシー　155 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

310 タクシー 千年タクシー　156 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

311 タクシー 千年タクシー　159 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

312 タクシー 千年タクシー　160 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

313 タクシー 千年タクシー　162 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

314 タクシー 千年タクシー　163 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

315 タクシー 千年タクシー　373 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

316 タクシー 千年タクシー　405 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

317 タクシー 千年タクシー　434 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

318 タクシー 千年タクシー　499 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

319 タクシー 千年タクシー　504 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

320 タクシー 千年タクシー　560 福山市沼隈町1805番地の3 084-987-1222 ○

321 タクシー 田島タクシー有限会社　本社営業所 福山市沼隈町常石940-1 084-987-2323 5:00～22:00 無し ○

322 タクシー アサヒタクシー　新涯営業所 福山市新涯町二丁目20番11号 084-954-7700 0:00～24：00 なし ○ ○
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323 タクシー アシナトランジット福山営業所 福山市東深津町3-1-28 084-923-5566 特になし 年末年始　日曜日 ○ ○

324 タクシー 田島タクシー有限会社　福山営業所 福山市東川口町4-1-19 084-920-2213 5:00～22:00 無し ○

325 タクシー 谷本タクシー 蔵王営業所 福山市南蔵王町5-3-26 084-941-0072 6：00～1：00 年中無休 ○

326 タクシー アサヒタクシー　鞆営業所 福山市鞆町鞆418番地4 084-982-1239 0:00～24：00 なし ○

327 旅館・ホテル ベッセルイン福山駅北口 福山市丸之内1丁目2番1号 084-991-1000 24時間営業 なし ○ ○

328 旅館・ホテル カンデオホテルズ福山店 福山市御船町2-8-20 084-932-7500 24時間 無休 ○ ○

329 旅館・ホテル 福山ニューキャッスルホテル 福山市三之丸町8番16号 084-922-2121 24時間 年中無休 ○ ○

330 旅館・ホテル ホテル　エリアワン福山 福山市三之丸町9-12 084-922-9999 24時間稼働　チェック・インは15:00～ 年中無休 ○ ○

331 旅館・ホテル ホテルリブマックス福山駅前 福山市三之丸町9-22 084-991-0050 24時間 なし ○ ○

332 旅館・ホテル ANCHOR HOTEL FUKUYAMA 福山市城見町1-1-6 084-927-0995 24時間 なし ○ ○

333 旅館・ホテル リッチモンドホテル福山駅前 福山市東桜町1-1 084-973-8030 24時間 年中無休 ○

334 旅館・ホテル 海上センター内海荘 福山市内海町1 084-986-2074
ランチ：11：00～14：00　ディナー：16：00～

23：00

木曜(祝日は営業）、

年末年始12/31～

1/4

○ ○

335 旅館・ホテル ベッセルホテル福山 福山市南本庄3丁目4番37 084-920-0101 24時間 年中無休 ○ ○

336 旅館・ホテル AREAINN　FUSHIMICHO 福山市伏見町4-33　藤本ビルディング1F 084-961-3320 9:00～21:00 なし ○

337 旅館・ホテル カプセル&サウナ日本 福山市伏見町4-33　藤本ビルディング5F 084-921-2886 24時間 なし ○

338 旅館・ホテル 福山ターミナルホテル 福山市宝町2番30号 084-932-3311 24時間
年末年始（12/30～

1/3）
○ ○

339 旅館・ホテル 人生感が変わる宿　ここから 福山市鞆町後地3371 084-982-2111 なし ○

340 旅館・ホテル ホテル鴎風亭 福山市鞆町鞆136番地 084-982-1123

◎お食事処海浬11:30～14:00（LO13:30）土

日11:30～14:30（LO14:00）　◎売店7:00～

21:30  ◎喫茶7:00～21:00(LO20:30)

お食事処海浬のみ　木

曜日
○ ○

341 旅館・ホテル 景勝館漣亭 福山市鞆町鞆421番地 084-982-2121
チェックイン　15:00

チェックアウト　10:00
無休 ○ ○

342 旅館・ホテル NIPPONIA 鞆 港町 福山市鞆町鞆595 084-970-5780 10：00～16：00 不定休 ○ ○

343 旅館・ホテル 隠れ家　作右衛門 福山市鞆町鞆618 080-4227-0890 なし ○

344 旅館・ホテル 汀邸遠音近音 福山市鞆町鞆629 084-982-1575 9:00～18:00 無し ○ ○

345 旅館・ホテル 潮待ちホテル 福山市鞆町鞆808-1 084-982-2480 チェックイン　15:00～ チェックアウト　～11:00 火曜日 ○ ○

346 その他運送サービス JR駅レンタカー福山営業所 福山市三之丸町30-1 084-924-7848 8：00～20：00 年中無休 ○

347 スポーツ 一般社団法人福山ゴルフ倶楽部 福山市御幸町中津原1225-1 084-955-1122 8：00～17：00（土日祝7：00～17：00

月・金（年末年始

12/31～1/2）

セルフ営業

○ ○

348 スポーツ 福山スイミングスクール・アセスクラブ 福山市佐波町345 084-952-0450
09：00～22：00（土曜日09：00～21：00日

曜日10：00～18：00）
月曜日 ○ ○

349 スポーツ ファシオールスタジオ 福山市松浜町3-7-42 084-927-1848 10:30～20:40 第一水曜日・祝日 ○ ○

350 スポーツ 松永カントリークラブ 福山市神村町1388 084-933-3174 7：00～17：00

原則毎週月曜日（セ

ルフデー）12月31日

（セルフデー）

1月1日

○ ○

351 小売店 ウォンツ福山伊勢丘店 福山市伊勢丘3-3-1 084-948-6566 9：00～21：00 なし ○ ○

352 小売店 有限会社浜岡酒店 福山市伊勢丘5-1-2-2 084-947-0146
8：30～20：00（日曜日・祝日12：00～19：

00）
毎月第一日曜日 ○ ○

353 小売店 ドラッグコスモス引野店 福山市引野町１丁目１２－３２ 084-940-5750 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

354 小売店 バッケンモーツアルト引野店 福山市引野町3丁目35-11ハローズ東福山店内 084-940-5651 9:30～19:00 年中無休 ○

355 小売店 スーパードラッグひまわり東福山店 福山市引野町3丁目36番25号 084-940-3814 9：00-22：00 年中無休 ○ ○
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356 小売店 ケーズデンキ　福山駅家店 福山市駅家町近田217-1 084-977-0088
10:00～21:00

当面の間、20時閉店となります。
2022/1/1 ○

357 小売店 イエローハット　駅家店 福山市駅家町近田229-1 084-976-6588 9:30?19:00
（年末年始

1/1?1/2）
○ ○

358 小売店 ザグザグ 駅家店 福山市駅家町近田265 084-970-1131 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

359 小売店 ファミリーマート駅家町江良店 福山市駅家町江良88-4 084-977-0063 24時間 年中無休 ○

360 小売店 ホームプラザナフコ駅家店 福山市駅家町上山守４５０－１ 084-977-1291 8：30～19：00 2022/1/1 ○ ○

361 小売店 ウォンツハピアス駅家店 福山市駅家町上山守450-5 084-977-1166 9：00～21：00 なし ○ ○

362 小売店 パレット駅家店 福山市駅家町上山守450-5エブリイ駅家 084-970-1167 9：00～20：00 無休 ○

363 小売店 ユニクロ　福山駅家店 福山市駅家町倉光141-1 084-977-1045 11:00~20:00（土日祝10:00～20:00） 2022/1/1 ○

364 小売店 ドラッグコスモス駅家店 福山市駅家町倉光４４－１ 084-977-0102 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

365 小売店 エディオン福山北店 福山市駅家町大字万能倉284 084-976-7005 １０：００～２０：００ なし ○ ○

366 小売店 ウォンツ福山駅家店 福山市駅家町万能倉1246-2 084-977-0250 9：00～22：00 なし ○ ○

367 小売店 ファミリーマート　駅家万能倉店 福山市駅家町万能倉1274-2 084-977-1081 24時間営業 なし ○ ○

368 小売店 御菓子所勉強堂駅家暢適庵 福山市駅家町万能倉61-1 084-976-7625 9：00-18:00 火曜日 ○ ○

369 小売店 カメラのサエダ　福山沖野上店 福山市沖野上町2-2-13 084-932-6800 10：00～19：00 なし ○ ○

370 小売店 ローソン　沖野上店 福山市沖野上町2-7-32 084-925-4516 0:00～24:00 年中無休 ○

371 小売店 虎屋本舗　沖野上店 福山市沖野上町3丁目1-14 084-922-3770 9：00～19：00（日曜日9：00～18：00） 元旦のみ ○

372 小売店 ローソン　福山医療センター店 福山市沖野上町4－14－17 084-973-7718 0:00～24:00 年中無休 ○

373 小売店 はるやま福山沖野上店 福山市沖野上町4丁目13番23号 084-926-6229 ○ ○

374 小売店 ドラッグコスモス加茂店 福山市加茂町下加茂22-1 084-970-2003 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

375 小売店 ウォンツ福山加茂店 福山市加茂町下加茂59-1 084-959-4507 9：00～22：00 なし ○ ○

376 小売店 マルナカ加茂店 福山市加茂町上加茂中曽禰２４３番１ 084-949-3371 8：00～22：00 なし ○ ○

377 小売店 ベネフィットホテル福山 福山市霞町２－５－７ 084-924-6280 9：00～20：00 年中無休 ○ ○

378 小売店 御菓子所勉強堂（本店） 福山市熊野町乙1151-2 084-959-0025 9：00-17：30 水曜日（1/1） ○ ○

379 小売店 天満屋福山店 福山市元町1-1 084-927-2111 10：00～19：00
年中無休

（元日のみ休業）
○

380 小売店 セブン-イレブン福山元町店 福山市元町１２－１４ 084-925-8187 24時間 ○ ○

381 小売店 (有)酒のマエダ 福山市元町7番6号 084-923-1719 9:00~20:00 日曜日 ○ ○

382 小売店 スーパードラッグひまわり胡町店 福山市胡町7番8号 084-999-5311 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

383 小売店 スーパードラッグひまわり御幸店 福山市御幸町下岩成338番地 084-955-8121 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

384 小売店 ドラッグコスモス御幸店 福山市御幸町中津原1767-1 084-961-0122 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

385 小売店 ウォンツ福山御船店 福山市御船町1-9-3 084-973-2233 9：00～22：00 なし ○ ○

386 小売店 ローソン福山光南町一丁目店 福山市光南町１－３－１４ 084-927-9133 24時間 なし ○

387 小売店 ローソン福山港町店 福山市港町２-１１-１４ 084-973-2010 24時間 なし ○

388 小売店 テックランド 福山西店 福山市高西町3丁目2番38号 084-930-4421 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

389 小売店 エディオン福山西店 福山市高西町四丁目3番61号アクロスプラザ福山西2Ｆ 084-934-1611 １０：００～１９：００ なし ○ ○

390 小売店 ザグザグ 松永店 福山市今津町3-8-60 084-930-4139 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

391 小売店 スーパードラッグひまわり今津店 福山市今津町7丁目15-45 084-934-9500 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

392 小売店 ザグザグ 福山三吉店 福山市三吉町1-5-1 084-973-5015 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

393 小売店 ウォンツ福山三吉店 福山市三吉町4-10-22 084-973-5717 9：00～21：00 なし ○ ○

394 小売店 フレスタ福山三吉店 福山市三吉町4丁目10-22 084-991-2111 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○
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395 小売店 スーパードラッグひまわり三吉店 福山市三吉町4丁目8番34号 084-926-7655 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

396 小売店 嵜本　広島福山店 福山市三吉町5-1-16 084-999-1780 11：00-19：00 ○

397 小売店 スーパードラッグひまわり三吉北店 福山市三吉町五丁目1番50号 084-982-5556 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

398 小売店 ゴルフ5福山店 福山市三吉町南2-8-22 084-922-8041 10：00～20：00 無し ○ ○

399 小売店 KITANO ACE さんすて福山店 福山市三之丸30-1さんすて福山　1階 084-925-4416 10：00-20：00 年中無休 ○ ○

400 小売店 おみやげ街道福山 福山市三之丸町３０－１ 084-921-4930 6：10～21：00 年中無休 ○

401 小売店 おみやげ街道福山新幹線 福山市三之丸町３０－１ 084-973-9331 6：00～21：00 年中無休 ○

402 小売店 サンステ福山　地酒屋アンクル 福山市三之丸町３０－１ 084-925-4965 8：00～２０：００ なし ○ ○

403 小売店 セブンイレブン・ハートインJR福山駅西 福山市三之丸町３０－１ 084-959-2780 0：00～24：00 年中無休 ○

404 小売店 セブンイレブン・ハートインJR福山駅南口 福山市三之丸町３０－１ 084-920-8135 6：00～24：00 年中無休 ○

405 小売店 マツモトキヨシ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1 084-926-6557 10:00～20:00 なし ○ ○

406 小売店 虎屋本舗　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1 084-923-0750 10：00～20：00 定休日なし ○

407 小売店 藤い屋　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1 084-973-0450 9：00～20：00 なし ○ ○

408 小売店 浜吉　福山2号店 福山市三之丸町30-1　JR福山駅構内 084-922-2922 8:30～19：30（営業時間変更することがあります） 年中無休 ○ ○

409 小売店 浜吉　福山3号店 福山市三之丸町30-1　JR福山駅構内 084-922-2922
9：00～19：30（営業時間変更することがありま

す）
年中無休 ○ ○

410 小売店 アルテミス　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1　さんすて福山1階 084-973-2011 10：00～20：00
なし(年末年始は商業

施設の休みに伴う)
○

411 小売店 御菓子所勉強堂さんすて福山店 福山市三之丸町30-1（駅構内） 084-973-2025 9：00-20：00
施設営業時間に準ず

る
○ ○

412 小売店 ロぺピクニック　さんすて福山店 福山市三之丸町30-11F 084-931-5011 10:00～20：00 館に準ずる ○

413 小売店 廣文館　福山駅ビル店 福山市三之丸町30-1サンステーションテラス内2F 084-923-9434 10：00～20：00 なし ○ ○

414 小売店 Francfranc　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1サンステーションテラス福山1F 03-4216-4021 10：00～20：00 不定休 ○

415 小売店 阿藻珍味　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて内 084-925-5394 8：00~20：00 ○ ○

416 小売店 Cepo!　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-6620 10:00～20:00 なし ○

417 小売店 Ｃｈｅｌｓｅａ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-932-6535 10:00～20:00 なし ○

418 小売店 CROSS　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-922-2052 10:00～20:00 なし ○

419 小売店 KIMONOYA はんなり　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-982-8033 10:00～20:00 なし ○

420 小売店 LADY LUCK LUCA　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-999-7566 10:00～20:00 なし ○

421 小売店 niko and　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-3882 10:00～20:00 なし ○

422 小売店 sheth　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-959-3331 10:00～20:00 なし ○

423 小売店 shop HABA　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-1560 10:00～20:00 なし ○

424 小売店 SM2 keittio　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-920-9605 10:00～20:00 なし ○

425 小売店 Tokyo Glass Company -gallery-　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-959-5155 10:00～20:00 なし ○

426 小売店 WANAKA Plus　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 0879-25-2842 10:00～20:00 なし ○

427 小売店 アモスタイル　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-926-7652 10:00～20:00 なし ○

428 小売店 アワーグラス　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-925-3618 10:00～20:00 なし ○

429 小売店 インデックス　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-932-7843 10:00～20:00 なし ○

430 小売店 エステール　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-999-2356 10:00～20:00 なし ○

431 小売店 キャンドゥ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-923-3011 10:00～20:00 なし ○

432 小売店 シャルロット　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-5301 10:00～20:00 なし ○

433 小売店 スーツセレクト　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-0521 10:00～20:00 なし ○

434 小売店 スマホ堂　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 070-5672-6010 10：00～20：00 なし ○
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435 小売店 スリーコインズ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-931-3363 10:00～20:00 なし ○

436 小売店 ディファレンス　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-924-8606 10:00～20:00 なし ○

437 小売店 トゥモローランド　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-931-4888 10:00～20:00 なし ○

438 小売店 パーツクラブ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-932-6782 10:00～20:00 なし ○

439 小売店 ハウスオブローゼ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-928-4302 10:00～20:00 なし ○

440 小売店 ハナタツ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-925-4963 10:00～20:00 なし ○

441 小売店 マジェスティックレゴン　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-2257 10:00～20:00 なし ○

442 小売店 マリークヮント　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-922-7407 10:00～20:00 なし ○

443 小売店
ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング　さんすて

福山店
福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-3900 10:00～20:00 なし ○

444 小売店 ローリーズファーム　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-973-0266 10:00～20:00 なし ○

445 小売店 ハートダンスさんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山　1Ｆ 084-931-0155 10：00～20：00 不定休 ○

446 小売店 にしき堂　福山駅店 福山市三之丸町30-1さんすて福山1F 084-932-2490 8：00～20：00 年中無休 ○

447 小売店 リンツショコラブティック　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山1階 084-982-8740 10：00～20：00
年末年始12/31～

1/1
○

448 小売店 ルック　さんすて店 福山市三之丸町30-1さんすて福山店内 084-927-2173 10:00～20:00 12/31・1/1 ○ ○

449 小売店 ローソン福山駅前店 福山市三之丸町４-１ 084-922-4020 24時間 なし ○

450 小売店 セブンイレブン福山駅前店 福山市三之丸町８－１１ 084-922-1239 24時間 年中無休 ○

451 小売店 ドラッグコスモス山手店 福山市山手町４丁目２－１７ 084-949-2121 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

452 小売店 ザグザグ 山手店 福山市山手町6-4-7 084-949-0139 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

453 小売店 セブンイレブン福山若松町店 福山市若松町１０－１６ 084-924-9711 24時間 年中無休 ○

454 小売店 スーパードラッグひまわり手城店 福山市手城町3丁目31番18号 084-959-2134 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

455 小売店 福山プラザホテル 福山市住吉町1-40 084-923-7511 24時間営業 年中無休 ○ ○

456 小売店 ドラッグコスモス春日町店 福山市春日町１丁目６－４５ 084-946-6477 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

457 小売店 Sheep cloud 福山市春日町１丁目６－５１１F 084-982-5584 10時30分～19時30分 水曜日 ○ ○

458 小売店 TAN TAN　福山店 福山市春日町１丁目６－５１２F 084-982-5584 10時30分～19時30分 水曜日 ○ ○

459 小売店 スーパードラッグひまわりグラン春日 福山市春日町5丁目3番21号 084-946-5558 9：00-23：00 年中無休 ○ ○

460 小売店 ハートピア春日店 福山市春日町７丁目1-5 084-943-2962 9:30~20:30 年始1/1～1/2 ○ ○

461 小売店 スーパードラッグひまわり春日東店 福山市春日町7丁目2番18号 084-945-6878 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

462 小売店 虎屋本舗　本店 福山市曙町1-11-18 084-954-7455 8：30～19：00（日曜日8：30～18：00） 元旦のみ ○

463 小売店 ザグザグ 曙店 福山市曙町3-19-12 084-981-1635 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

464 小売店 石窯パン工房　エスポワール福山店 福山市曙町3-20-5 084-957-8238 7:00～19:00
毎週火曜日（年末年

始12/31～1/3）
○

465 小売店 都デリ工房 福山市曙町3丁目4－3 084-983-0385 10：00～20：00
不定休（年末年始・

12月31／1月1日）
○ ○

466 小売店 ローソン福山曙町六丁目店 福山市曙町６-１-２４ 084-953-6123 24時間 なし ○

467 小売店 ホダカ福山店 福山市曙町一丁目１８番３号 084-981-3113
07:00～20：00

(日曜のみ09:00～19:00)
1月1日、1月2日 ○ ○

468 小売店 ケーズデンキ　福山松永店 福山市松永町3丁目21番17号 084-930-6666
10:00～21:00

当面の間、20時閉店となります。
2022/1/1 ○

469 小売店 イエローハット松永店 福山市松永町5-12-23 084-933-0583 10：00～19：00
正月休み（1/1～

1/2）
○

470 小売店 天満屋松永ショップ 福山市松永町5-8-2 084-934-2330 10：00~18：00 年始・毎週火曜日 ○

471 小売店 虎屋本舗　松永店 福山市松永町5丁目8-2 084-934-2338 9：00～18：00 元旦のみ ○
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472 小売店 スーパードラッグひまわりグラン松永 福山市松永町6丁目7番3号 084-930-6886 9：00-23：00 年中無休 ○ ○

473 小売店 ローソン福山松永町五丁目店 福山市松永町五丁目6-8 084-930-6788 ２４時間営業 年中無休 ○

474 小売店 ケーズデンキ　福山店 福山市松浜町1丁目9番5号 084-973-6666
10:00～21:00

当面の間、20時閉店となります。
2022/1/1 ○

475 小売店 スーパードラッグひまわり松浜店 福山市松浜町2丁目3番25号 084-920-9837 9：00-23：00 年中無休 ○ ○

476 小売店 パレット沼南店 福山市沼隈町草深1993 084-980-7188 9：30～20：00 無休 ○

477 小売店 道の駅アリストぬまくま（市場） 福山市沼隈町大字常石1796 084-987-5000 市場８時～１６時　土日祝日７時半～１６時 1/1～1/3 ○

478 小売店 ザグザグ 沼南店 福山市沼隈町大字草深1973-1 084-980-0132 9:00～22:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

479 小売店 ドラッグコスモス福山新涯店 福山市新涯町２丁目８－１２ 084-981-5150 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

480 小売店 パレット新涯店 福山市新涯町3-10-10 084-954-7366 10：00～20：00 無休 ○

481 小売店 池口精肉店　本店 福山市新涯町5-31-39 084-953-9799 10：00～19：00 水曜日 ○

482 小売店 御菓子所勉強堂戸手暢適庵 福山市新市町戸手111-1 0847-51-4325 9:00-18:00 水曜日 ○ ○

483 小売店 ホームプラザナフコ新市店 福山市新市町戸手６６２番地 0847-40-3731 8：30～19：00 2022/1/1 ○ ○

484 小売店 ドラッグコスモス新市店 福山市新市町戸手782-2 0847-54-1220 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

485 小売店 ザグザグ 新市店 福山市新市町戸手984-1 0847-54-0577 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

486 小売店 ザ・ビッグ新市店 福山市新市町大字戸手６６２ 0847-40-3680 8：00～22：00 なし ○ ○

487 小売店 スーパードラッグひまわり戸手店 福山市新市町大字戸手82番地 0847-40-3320 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

488 小売店 スーパードラッグひまわり新市店 福山市新市町大字新市1219番地2 0847-54-2088 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

489 小売店 ローソン　神辺上御領店 福山市神辺町上御領1428-1 084-966-2519 24時間 年中無休 ○

490 小売店 パレット神辺店 福山市神辺町新湯野2-30-4アクト神辺 084-963-7731 9：00～20：00 無休 ○

491 小売店 ドラッグコスモス神辺店 福山市神辺町新湯野24-5 084-960-3933 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

492 小売店 ルック　神辺フジグラン店 福山市神辺町新道上2-10-26フジグラン神辺店1階 084-960-0239 9:00～21:00 無し ○ ○

493 小売店 虎屋本舗　神辺店 福山市神辺町新徳田3丁目528 084-963-6128 8：30～19：00（日曜日8：30～18：00） 元旦のみ ○

494 小売店 JEANS FACTORY福山店 福山市神辺町川南547-3 084-960-3181 10：00～21：00 なし ○

495 小売店 ローソン神辺川南店 福山市神辺町川南５５０－１ 0849-62-4158 24時間 年中無休 ○

496 小売店 ザグザグ 神辺店 福山市神辺町川北1435 084-960-3393 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

497 小売店 きもの処　紅葉堂 福山市神辺町川北672 084-963-0401 9:00?19:00

毎週月曜日

（祝祭日の場合は翌

火曜）

○ ○

498 小売店 ザ・ビッグ神辺店 福山市神辺町大字新湯野２－３０－４ 084-963-5521 8：00～21：00 なし ○ ○

499 小売店 バッケンモーツアルトフジ神辺店 福山市神辺町大字新道上2-10-26フジグラン神辺店内 084-963-9877 9:00～20:00 年中無休 ○

500 小売店 サックスバー神辺
福山市神辺町大字新道上字２－１０－２６フジグラン神辺２

Ｆ
084-960-0778 9:00～21:00 無し ○ ○

501 小売店 branshes　フジグラン神辺店
福山市神辺町大字新道上字2丁目10-26　フジグラン神辺

2F
084-960-3404 9：00-21：00 施設休館日に準ずる ○

502 小売店 ヒマラヤフジグラン神辺店
福山市神辺町大字新道上字2丁目10番26号　フジグラン東広

島店神辺2階
084-960-3633 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

503 小売店 JINS フジグラン神辺
福山市神辺町大字新道上字二丁目10番26号フジグラン神辺

2F
084-963-5539 9:00～21:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

504 小売店 フジグラン神辺 福山市神辺町大字新道上字二丁目１０番地２６ 084-960-4111
食品館は9：00~22：00まで。生活館は

9:00~21:00まで。
なし ○

505 小売店 くすりのレデイ　神辺店 福山市神辺町大字新道上二丁目10番26号 084-960-3345 9：00～21：00 年中無休 ○ ○

506 小売店 ハートピア新徳田店 福山市神辺町大字新徳田3-535 084-962-5600 9:30~20:30 年始1/1～1/2 ○ ○
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507 小売店 スーパードラッグひまわり神辺店 福山市神辺町大字川北1081－1 084-960-3180 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

508 小売店 テックランド 福山北店 福山市神辺町大字川北1428-1 084-965-6265 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

509 小売店 スーパードラッグひまわり川北店 福山市神辺町大字川北362番地 084-966-3901 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

510 小売店 ウォンツアクロスプラザ神辺店 福山市神辺町湯野３７８－１ 084-960-3607 9：00～22：00 なし ○ ○

511 小売店 スーパードラッグひまわり道上店 福山市神辺町道上十三軒屋24－1 084-963-8863 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

512 小売店 石窯パン工房　ルヴァン 福山市神辺町徳田867-1 084-963-5583 7:00～18:00
毎週火曜日（年末年

始12/31～1/3）
○

513 小売店 スーパードラッグひまわり水呑店 福山市水呑町4457番地（三新田73B-3L） 084-956-2950 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

514 小売店 ザグザグ 水呑店 福山市水呑町50-5 084-920-5060 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

515 小売店 パレットサファ福山店 福山市瀬戸町山北300 084-949-0023 10：00～20：00 無休 ○

516 小売店 ドラッグセイムスサファ福山店 福山市瀬戸町大字山北225 084-983-2017 8:30～22:00 無し ○ ○

517 小売店 ユニクロ福山新涯店 福山市西新涯町２丁目10-17 084-920-2161 11：00～19：00 年始（1/1） ○

518 小売店 スーパードラッグひまわり新涯店 福山市西新涯町2丁目10番11号 084-981-2108 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

519 小売店 BETTER BICYCLES 福山店 福山市西町1-1-1iti SETOUCHI内 084-961-3102 12:00?21:00 火・水、年末年始 ○ ○

520 小売店 ファミリーマート福山赤坂店 福山市赤坂町赤坂1275-10 084-949-1777 24時間 年中無休 ○

521 小売店 ローソン　福山千田町三丁目店 福山市千田町3-1-7 084-955-7057 0:00～24:00 年中無休 ○

522 小売店 ファミリーマート福山千田一丁目店 福山市千田町一丁目31-31 084-961-0051 24時間 年中無休 ○

523 小売店 ハートピア川口店 福山市川口町１丁目8-11 084-954-1728 9:30~20:30 年始1/1～1/2 ○ ○

524 小売店 ローソン　福山川口町二丁目店 福山市川口町2-12-1 084-999-7311 0:00～24:00 年中無休 ○

525 小売店 御菓子所勉強堂川口暢適庵 福山市川口町4-12-22 084-971-7725 9:00-18:00
不定休(公式HPアクセ

スよりご覧頂けます)
○ ○

526 小売店 ドラッグコスモス川口店 福山市川口町4丁目12-9 084-981-1212 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

527 小売店 ベリタリア 福山市船町1-26　サンクビル1F 084-931-3510 9:30～17:30 土日祝 ○

528 小売店 ドラッグコスモス草戸店 福山市草戸町2丁目19-15-6 084-991-1255 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

529 小売店 ドラッグコスモス多治米店 福山市多治米町２丁目１０－１５ 084-920-3188 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

530 小売店 スーパードラッグひまわり多治米店 福山市多治米町4丁目12番22号 084-957-2306 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

531 小売店 フレスタ多治米店 福山市多治米町5丁目23-35 084-982-7008 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

532 小売店 ザグザグ 多治米店 福山市多治米町５丁目23－39 084-920-3141 9:00～22:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

533 小売店 ドラッグコスモス福山大門店 福山市大門町1丁目３５-２１ 084-940-6370 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

534 小売店 ザグザグ 大門店 福山市大門町2-23-46 084-946-4170 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

535 小売店 ザ・ビッグ大門店 福山市大門町２丁目１０－６ 084-945-7770 8：00～22：00 なし ○ ○

536 小売店 スーパードラッグひまわり大門店 福山市大門町3丁目24番24号 084-946-4050 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

537 小売店 パレット大門店 福山市大門町二丁目15-29 084-945-1119 10：00～20：00 無休 ○

538 小売店 フレスタ草戸店 福山市地吹町18-3 084-973-8850 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

539 小売店 福山サービスエリア　上り線 福山市津之郷町津之郷183-1 084-951-0110 24時間営業 なし ○ ○

540 小売店 山陽自動車道福山サービスエリア下り線 福山市津之郷町津之郷333-2 084-951-8331 24時間 年中無休 ○

541 小売店 PARIGOT福山店 福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ1階 084-991-0870 11:00～20:00
無休(但し、年末年始

を除く)
○

542 小売店 Sunday table 29 福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ前歩道 090-1660-9995 11:00?18:00 水曜日 ○ ○

543 小売店 THANK　SANDWICH39 福山市東桜町1-1アイネスフクヤマ前歩道 090-7776-5297 11:00?17:00 火曜日 ○ ○

544 小売店 おかず工房アイネス店 福山市東桜町1-8ｱｲﾈｽﾌｸﾔﾏ地下1F 084-973-1221 AM09:00～PM09:30 1/1～1/2 ○

545 小売店 GRASS 福山 福山市東桜町1番1inesFUKUYAMA 084-973-7378 11：00～20：00 2022/1/1 ○ ○
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546 小売店 THE NORTH FACE 福山店 福山市東桜町1番1inesFUKUYAMA 084-999-8280 11：00～20：00 2022/1/1 ○ ○

547 小売店 ウエルシア福山東深津店 福山市東深津町2-7-35 084-991-1230 9:00 ～ 24:00 無休 ○

548 小売店 スポーツデポ福山店 福山市東深津町3-21-48 084-922-7161 10：00～20：30 なし ○ ○

549 小売店 大きいサイズの店　フォーエル福山店 福山市東深津町３丁目１６－８ 084-999-9868 10：30～19：30 なし ○ ○

550 小売店 ローソン福山奈良津町三丁目店 福山市奈良津町３-３-３ 084-982-7439 24時間 なし ○

551 小売店 セブン－イレブン福山南松永店 福山市南松永町2-3-37 084-934-5770 24時間 なし ○

552 小売店 ドラッグコスモス南松永店 福山市南松永町３丁目４－１５ 084-930-6018 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

553 小売店 ザグザグ 南蔵王店 福山市南蔵王町2-18-29 084-973-1139 9:00～24:00
無休(年末年始休みの

場合あり)
○

554 小売店 イエローハット　南蔵王店 福山市南蔵王町2-18-33 084-923-5765 10:00?19:30（?・祭10:00?19:00）
（年末年始

1/1?1/2）
○ ○

555 小売店 にしき堂　福山南蔵王店 福山市南蔵王町2丁目27-22 084-932-7780 9：00～18：00 年中無休 ○

556 小売店 ローソン　福山南蔵王町四丁目店 福山市南蔵王町4-17-33 084-927-6237 0:00～24:00 年中無休 ○

557 小売店 ポイント福山蔵王店 福山市南蔵王町4丁目14-15 084-973-5911

月～金：午前10時～午後9時

土曜：午前4時～午後9時

日曜･祝日：午前4時～午後8時

なし ○ ○

558 小売店 フレスタ蔵王店 福山市南蔵王町4丁目3-8 084-973-8277 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

559 小売店 虎屋本舗　蔵王 福山市南蔵王町4丁目4-15 084-923-0459 9：00～19：00（日曜日9：00～18：00） 元旦のみ ○

560 小売店 スーパードラッグひまわりププレ蔵王店 福山市南蔵王町4丁目4-35 084-928-4158 9：00-23：00 年中無休 ○ ○

561 小売店 ローソン福山第一病院前店 福山市南蔵王町５－１０－２ 0849-41-5760 24時間 年中無休 ○

562 小売店 エディオン東福山店 福山市南蔵王町5-21-8 084-943-9811 １０：００～２０：００ なし ○ ○

563 小売店 御菓子所勉強堂蔵王暢適庵 福山市南蔵王町5-3-5 084-945-9025 9：00-18：00蔵王店 なし ○ ○

564 小売店 シューズ愛ランド　福山蔵王店 福山市南蔵王町5-4-30 084-943-5480 10：00～21：00 無し ○ ○

565 小売店 バッケンモーツアルト蔵王店 福山市南蔵王町5-9-18ゆめタウン蔵王店内 084-943-4331 9:30～20:00 年中無休 ○

566 小売店 はるやま福山店 福山市南蔵王町6-1-27 084-941-4448 10:00～20:00 なし ○ ○

567 小売店 ウエルシア福山南蔵王店 福山市南蔵王町6-20-20 084-940-1075 9:00 ～ 24:00 無休 ○

568 小売店 スーパードラッグひまわり蔵王店 福山市南蔵王町6丁目2番5号 084-940-6855 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

569 小売店 ゆめタウン蔵王 福山市南蔵王町五丁目9番18号 084-943-4311
食費売場・薬品売場　9：00～21：00直営売場

（食品・薬品売場除く）　9：00～20：00
なし ○

570 小売店 スーパードラッグひまわり本庄店 福山市南本庄１丁目10-11 084-932-7977 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

571 小売店 にしき堂　福山南本庄店 福山市南本庄1丁目4-13 084-922-2490 9：00～18：00 元旦のみ休業 ○

572 小売店 天満屋ポートプラザ店 福山市入船町3-1-25 084-971-1111 10：00～21：00 年中無休 ○

573 小売店 ルック　ポートプラザ店 福山市入船町3-1-25ポートプラザ２階 084-971-1245 10:00～21:00 無し ○ ○

574 小売店 バッケンモーツアルトポートプラザ店 福山市入船町3-1-25天満屋ハピータウンポートプラザ店内 084-971-1202 10:00～20:00 年中無休 ○

575 小売店 ゆめタウン福山 福山市入船町3-1-60 084-973-0665
食品売場　9：00～21：00直営売場（食品売場

除く）9：00～21：00
なし ○

576 小売店 無印良品　ゆめタウン福山 福山市入船町３－１－６０ゆめタウン福山　２Ｆ 084-973-7060 10：00～21：00
ゆめタウン福山に準ず

る
○

577 小売店 サックスバー福山ゆめタウン 福山市入船町３－１－６０ゆめタウン福山１Ｆ 084-983-1171 9:00～21:00 無し ○ ○

578 小売店 JINS　ゆめタウン福山店 福山市入船町3-1-60ゆめタウン福山店1F 084-928-5160 10:00～21:00（施設に準ずる） 無し ○ ○

579 小売店 虎屋本舗　天満屋ポートプラザ店 福山市入船町3丁目1-25 084-971-0011 9：00～20：00 定休日なし ○

580 小売店 エディオン福山本店 福山市入船町一丁目8番15号 084-923-1566 １０：００～２０：００ なし ○ ○
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581 小売店 池口精肉店　福山駅前店 福山市伏見町1-16 084-999-3110

1F精肉店14：00～22：30（揚げ物は21：30ま

で）

2F焼肉店/18：00～22：30（LOお食事21：

30/ドリンク22：00）

お弁当/受取時間10：30～22：30※前日予約制

日曜日 ○

582 小売店 HORUS　WORKS 福山市伏見町1-23 084-973-6855 10:30～19:30（現在は時短のため18:00閉店） 火曜日 ○ ○

583 小売店 あさひベーカリー 福山市伏見町2番4号 084-999-8530
火～土　7：00～18：00

日　　　7：00～16：00

月曜日

（祝日の場合は変更

有）

○

584 小売店 Cafe de unru 福山市伏見町4-31 084-923-6836 11:00?17:00 (LO16:00) 火曜日 ○ ○

585 小売店 セブンイレブン福山宝町店 福山市宝町30-1 084-926-4675 0：00～24：00 年中無休 ○

586 小売店 リカーズ　北吉津店 福山市北吉津町2-3-25 082-973-7311 9:00～22:00 年始元旦～2日 ○

587 小売店 DCM北吉津店 福山市北吉津町２丁目３－１８ 084-925-9155 09:00～19:30 1月1日、1月24日 ○ ○

588 小売店 フレスタ北吉津店 福山市北吉津町2丁目3-25 084-921-5880 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

589 小売店 セブンイレブン福山本庄町中4丁目店 福山市本庄町中４－４－３７ 084-982-5610 0：00～24：00 年中無休 ○

590 小売店 ウォンツ福山幕山店 福山市幕山台8-1-33 084-948-6301 9：00～21：00 なし ○ ○

591 小売店 ユニクロ福山明神店 福山市明神町1-10-25 084-991-2127
11:00~21:00(平日)

10:00~21:00(土、日、祝)
2023/1/1 ○

592 小売店 フタバ図書TSUTAYA　アルティ福山店 福山市明神町１－１４－２０ 084-973-8780
10:00～24:00

(タリーズ10:00～22:00)
年中無休 ○

593 小売店 ローソンフタバ図書アルティ福山店 福山市明神町１－１４－２０ 084-973-8784 24時間営業 年中無休 ○

594 小売店 駿河屋福山店 福山市明神町１－１４－２０ 084-944-6860 10:00～22:00 年中無休 ○

595 小売店 ドン・キホーテ福山店 福山市明神町1-9-28 0570-038-801 9：00～25：00 年中無休 ○ ○

596 小売店 ドラッグコスモス明神店 福山市明神町2丁目1-30 084-973-3910 10：00～21：00 2022/1/1 ○ ○

597 小売店 家電住まいる館YAMADA福山店 福山市明神町２丁目１５－３０ 084-973-9660 10：00～20：00 2023/1/1 ○ ○

598 小売店 スーパードラッグひまわり木之庄店 福山市木之庄町1丁目11-12 084-932-7080 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

599 小売店 やまや福山木之庄店 福山市木之庄町一丁目4-25 084-961-3899 9:00~21:00 年中無休 ○

600 小売店 フード＆ドラッグひまわり野上店 福山市野上町3-10-33 084-961-3988 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

601 小売店 MEGAドン・キホーテ松永店 福山市柳津町1-5-7 084-930-6211 8:00～23:00 なし ○ ○

602 小売店 ドラッグセイムス福山柳津店 福山市柳津町2丁目3-28 084-939-5637 9:00～22:00 無し ○ ○

603 小売店 ホームプラザナフコ松永店 福山市柳津町三丁目１番１４号 0849-33-0111 8：30～19：00 2022/1/1 ○ ○

604 小売店 パレットみどり町店 福山市緑町1-30ハローズみどり町 084-973-8622 10：00～21：00 無休 ○

605 小売店 スーパードラッグひまわり緑町店 福山市緑町1番30号 084-982-7110 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

606 小売店 サプラス緑町 福山市緑町2番1-2 084-982-5950 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

607 小売店 阿藻珍味　鞆の浦鯛匠の郷　本店 福山市鞆町後地1567-1 084-982-3333 10：00~17：00 火 ○ ○

608 小売店 ともてつバスセンター 福山市鞆町鞆416-1 084-970-5102 9：00～18：00 年中無休 ○ ○

609 小売店 八田保命酒舗 福山市鞆町鞆531 084-982-2453
10：00～17：00（土日曜日10：00～17：

00）

不定期　（年末年始

12/28～1/5）
○ ○

610 小売店 (有)入江豊三郎本店　本店 福山市鞆町鞆534 084-982-2013 10：00～17：00
年末年始(12/31～

1/3）
○ ○

611 小売店 (有)入江豊三郎本店　蔵店 福山市鞆町鞆600-1 084-982-2013 9：00～17：00
年末年始(12/31～

1/3）
○ ○

612 小売店 (有)入江豊三郎本店　渡船場店 福山市鞆町鞆623-6 084-970-5225 10：00～17：00
年末年始(12/31～

1/3）
○

613 小売店 保命酒屋生玉堂 福山市鞆町鞆８４１－１ 084-970-5374 10：00～17：00
年末年始

12/30~1/2
○
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614 小売店 鞆の浦けんちゃんのいりこ屋 福山市鞆町鞆848 084-982-0043 10:00～16:00（日曜日9:00～16:00) 毎週火曜水曜 ○ ○

615 小売店 汐ノ音 福山市鞆町鞆８６９-１ 084-982-9109 平日11:00~17:00土日祝10:00~18:00 不定休 ○ ○

616 小売店 株式会社岡本亀太郎本店 福山市鞆町鞆927-1 084-982-2126 9：00～17：00 無し ○ ○

617 理容・美容 ほぐしや　美美 福山市三之丸町2-7 084-923-6025 11:00~21:00 火(年末年始) ○ ○

618 理容・美容 ビューティーアイラッシュ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-924-1138 10：00～20：00 なし ○

619 理容・美容 ラフィネ　さんすて福山店 福山市三之丸町30-1さんすて福山 084-928-4566 10：00～20：00 なし ○

620 理容・美容 ファシオールニューキャッスルホテル店 福山市三之丸町8-16 084-973-1848 平日・土日祝10:00～19:00 火曜日 ○ ○

621 理容・美容 りらくる福山東店 福山市春日町6丁目2-11 084-941-2377 9:00-24:00 無 ○

622 理容・美容 オーガニックヘアサロン オーチェ春日店 福山市春日町7-6-20 084-943-1848 平日・土日祝9:30～18:30
月・火(祝日の場合は

営業)
○ ○

623 理容・美容 ファシオール春日店 福山市春日町7-6-20 084-943-1848 平日・土日祝　10:00～19:00
月・火(祝日の場合は

営業)
○ ○

624 理容・美容 オーガニックヘアサロン オーチェ本店 福山市松浜町3-7-42 084-927-0293 平日・土日祝9:30～18:30

水曜日・第1木曜日・

その他　※月曜日営

業しています

○ ○

625 理容・美容 ファシオール本店 福山市松浜町3-7-42 084-927-1848 平日・土日祝10:00～19:00 第一水曜日 ○ ○

626 理容・美容 リハトレ福山鍼灸院整骨院 福山市城見町1-1-13 090-5462-6969 8：00～19：00(休憩１２：00～１５：00）

土、日、月（お盆８

/13～８/15、年末年

始１２/２９～1/3）

○ ○

627 理容・美容 藤岡はり灸院 福山市神辺町新湯野11-11 080-4555-3100 8：00～12：00 14：00～18：00 木・日 ○ ○

628 理容・美容 リラクゼーションサロン　美美 福山市南蔵王町6-12-20 084-945-0708 11:00~21:00 火(年末年始) ○ ○

629 理容・美容 りらくる野上町店 福山市野上町3-5-11 084-925-0777 9:00-24:00 無 ○

630 娯楽施設 ビッグエコー福山駅前店 福山市元町13-7 084-926-3100 全日11:00～5:00 無し ○ ○

631 娯楽施設 カラオケBanBan福山新涯店 福山市新涯町1-41-1 050-3134-0784
11：00～26：00（金土祝前11：00～29：

00）
年中無休 ○

632 娯楽施設 カラオケBanBan福山南蔵王店 福山市南蔵王町4-13-14 050-3134-0625
11：00～29：00（土日祝曜日10：00～29：

00）
年中無休 ○

633 娯楽施設 カラオケBanBan福山本庄店 福山市南本庄1-12-22 050-3134-0723
11：00～27：00（金土祝前11：00～29：

00）
年中無休 ○

634 娯楽施設 ラウンドワン　福山店 福山市明神町1-9-28 084-973-9891 日曜～木曜10：00～24:00（週末24時間営業） 年中無休 ○

635 ガソリンスタンド (株)吉田石油店　ルート2福山東　サービスステーション 福山市引野町4丁目7-7 084-941-1213 24時間(クーポン利用可能時間9：00～18：00) 年中無休 ○

636 その他 デープライントリップ 福山市笠岡町4-4 084-9247-1820 9:00～21:00 なし ○
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