
 三次市

【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 味醸造　みわざくら 広島県三次市十日市中3丁目7-9 0824-63-3580 17:00~23:30

日・月

年末年始

12/31~1/2

○ ○

2 飲食店 当たり屋本店 広島県三次市十日市中一丁目１０－１４ 0824-62-3532 11：30～22：00 2023/01/01 ○

3 飲食店 御食事処すぎの 広島県三次市十日市西1丁目4-22 0824-63-8533 17:00~23:00 日曜日 ○ ○

4 飲食店 お食事処　森新 広島県三次市十日市東1-9-16 0824-63-6060 17：00～22：00 日・祝 ○ ○

5 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　広島三次店 広島県三次市南畑敷町248-1 0824-55-6877 10：30～22：00
年中無休（年末年始

休業の可能性あり）
○

6 飲食店 源内三次店 広島県三次市南畑敷町479-1 0824-64-0375 11:00～15:30　16:30～21:30 木 ○ ○

7 飲食店 ココス三次店 広島県三次市十日市東1-2-40 050-3529-9904 10:00～24:00 なし ○

8 飲食店 砂漠の花 広島県三次市十日市中3丁目7-11 0824-68-1187 17：00～24：00 日曜日 ○ ○

9 飲食店 三代目綱元　魚鮮水産　三次駅前店
広島県三次市十日市南1丁目4－5　三次ステーションプラザ１

F
0824-65-1807

日曜日～木曜日17:00～22:30　金曜・土曜・祝前

17:00～24:00
2022/01/01 ○ ○

10 飲食店 スシロー三次十日市店 広島県三次市十日市西6丁目6番1号 0824-65-6867 11時00分～22時30分 なし ○

11 飲食店 炭火焼肉屋さかい　広島三次店 広島県三次市十日市南２－１５－７ 0824-64-8929 １７：００～２３：３０
年末年始(12/31～

1/1）
○

12 飲食店 楽味家えのき 広島県三次市南畑敷町582-14 0824-64-3200
月～金17：３０～22：00　土日祝日11：30～

14：00　17：30～22：00
不定休 ○ ○

13 飲食店 鳥小屋 広島県三次市十日市中3-13-5 0824-62-2948 17:00~22:30 日曜日 ○ ○

14 飲食店 トリキチ商店 広島県三次市十日市南1丁目5-24 0824-53-1775 17：00～23：30
年末年始12/31～

1/1
○ ○

15 飲食店 ばり馬　広島三次店 広島県三次市十日市南２－１５－７ 0824-65-1120 １１：００～２３：００
年末年始(12/31～

1/1）
○

16 飲食店 広島三次ワイナリー　カフェヴァイン 広島県三次市東酒屋町10445番地の3 0824-64-7727 8：00～17：00

12月29日～1月1

日、1月～3月第2水

曜日

○ ○

17 飲食店 広島三次ワイナリーバーベキューガーデン 広島県三次市東酒屋町10445番地の3 0824-64-0202 11：00～18：00

12月29日～1月1

日、1月～3月第2水

曜日

○ ○

18 飲食店 mugimugi cafe 広島県三次市三次町1545 0824-63-5528 9:00～17:30 水曜日 ○

19 飲食店 むらたけ総本家 広島県三次市十日市東６丁目１－８ 0824-63-0666 11:00～14:00,17:00～22:00
月（年末年始12/31

～1/3）
○ ○

20 飲食店 やき串専門　串げん 広島県三次市十日市東一丁目１番１８号 0824-63-9515 17：00～22：00 日・祝（不定休あり） ○ ○

21 飲食店 焼肉ふるさと三次 広島県三次市粟屋町2451-1 0824-62-3033
11:00～22:30

(15:00～17:00休憩）

月曜（祝日の場合は

翌日）
○

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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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

22 飲食店 炉端かば三次店 広島県三次市十日市中2－2－6 0824-53-1000
11:00～14:00　17:00～24:00 　※金・土・祝前

日 17:00～25:00

定休日なし　2023年

1月1日・9日～10日

はお休みさせて頂きま

す

○ ○

23 タクシー 有限会社志和地タクシー 広島県三次市下志和地町696-8 0824-68-2222 24時間 なし ○

24 旅館・ホテル ホテル・アルファーワン三次 広島県三次市十日市西1-4-22 0824-63-3200 ２４時間 無休 ○

25 宿泊施設に準ずる施設 君田温泉　森の泉　お食事処囲炉裏 広島県三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 ○

26 宿泊施設に準ずる施設 君田温泉　森の泉　温泉入浴 広島県三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 ○

27 宿泊施設に準ずる施設 君田温泉　森の泉　売店 広島県三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 ○

28 百貨店・商業施設 福屋三次店 広島県三次市十日市中3丁目7-6 0824-63-9813 10：00～18：00
毎週水曜日、1/1～

1/2
○

29 コンビニ・スーパー セブンイレブン　三次西酒屋町店 広島県三次市西酒屋77番1 0824-62-3133 24時間 なし ○

30 コンビニ・スーパー セブンイレブン　三次畠敷町店 広島県三次市畠敷町897-1 0824-62-5177 24時間 なし ○

31 コンビニ・スーパー セブンイレブン　三次郵便局前店 広島県三次市十日市南1-6-22 0824-63-1656 24時間 なし ○

32 その他運送サービス 株式会社アサヒタクシー三次 広島県三次市十日市東3-2-26 0824-62-2693 ７:00～翌3:00　(日・祭日7:00～翌2:00) 年中無休 ○

33 スポーツ サンセゴルフガーデン 広島県三次市西酒屋町691 0824-62-7737
早朝セルフ営業６時

フロント営業９時～２２時

年末年始はセルフ営

業
○

34 小売店 イエローハット　広島三次店 広島県三次市??市南1-1-7 0824-64-1681 9:30-19:00
（年末年始

1/1.1/2）
○ ○

35 小売店 ウォンツ三次店 広島県三次市南畑敷町140-2 0824-64-8600 8：30～19：00 なし ○ ○

36 小売店 ウォンツ三次十日市店 広島県三次市十日市西1-1-28 0824-65-1000 9：00～21：00 なし ○ ○

37 小売店 ウォンツ三次東店 広島県三次市南畑敷町330-1 0824-64-7870 9：00～21：00 なし ○ ○

38 小売店 エディオン三次店 広島県三次市十日市東4-5-6 0824-63-6121 １０：００～１９：００ なし ○ ○

39 小売店 green mugimugi 広島県三次市東酒屋町438 0824-63-9777 9:00～17:00 第2水曜日 ○

40 小売店 江の川パーキングエリア 下り線 広島県三次市粟屋町堂ヶ谷323-6 0824-63-6122 売店コーナー 15:00~19:00 年中無休 ○ ○

41 小売店 江の川パーキングエリア 上り線 広島県三次市青河町倉ケ谷1138 0824-67-3111 売店コーナー 9:00~13:00 年中無休 ○ ○

42 小売店 廣文館　フレスタ三次店 広島県三次市南畑敷町228-1 0824-64-8260 9：00～21：00 なし ○ ○

43 小売店 自家焙煎珈琲のお店　エイコーンズ 広島県三次市三次町1235-1 0824-63-0339 平日　9：30-18：00　土日祝　11：00-17：00 なし ○ ○

44 小売店 スーパードラッグひまわり三次西店 広島県三次市十日市中1丁目7番1号 0824-64-7500 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

45 小売店 スーパードラッグひまわり三次東店 広島県三次市南畑敷町127-1 0824-64-7890 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

46 小売店 スーパードラッグひまわり三次町店 広島県三次市三次町157-1 0824-65-2512 9：00-22：00 年中無休 ○ ○

47 小売店 セブン-イレブン　三次東酒屋町店 広島県三次市東酒屋町522-1 0824-62-5254 0:00~23:59 なし ○ ○

48 小売店 セブン-イレブン　三次八次店 広島県三次市南畑敷町602-1 0824-63-3005 0:00~23:59 なし ○ ○

49 小売店 セブンイレブン三次マツダテストコース前店 広島県三次市十日市東６丁目１２－１ 0824-63-8311 24時間 なし ○ ○

50 小売店 セブンイレブン三次南畑敷店 広島県三次市南畑敷町257-1 0824-62-1811 24H なし ○

51 小売店 セブンーイレブン広島みわ店 広島県三次市三和町上壱2485-1 0824-52-3750 24時間営業 年中無休 ○ ○

52 小売店 セブンーイレブン三次吉舎店 広島県三次市吉舎町海田原字中田448-1 0824-43-7110 24時間営業 年中無休 ○ ○

53 小売店 セブンーイレブン三次市三次店 広島県三次市三次町120-5 0824-62-8085 24時間営業 年中無休 ○ ○

54 小売店 ダン三次店 広島県三次市十日市東４丁目１－３０サングリーン２F 0824-62-1153 9:30-19:30 2022/01/01 ○

55 小売店 ドラッグコスモス十日市店 広島県三次市十日市西６丁目８－１３ 0824-64-8188 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

56 小売店 ドラッグコスモス畠敷店 広島県三次市畠敷町３７７－１ 0824-65-6711 10：00～21：00 2022/01/01 ○ ○

57 小売店 ドラッグコスモス東酒屋町店 広島県三次市東酒屋町510-1 0824-55-6444 10：00～21：00 2023/01/01 ○ ○

58 小売店 バッケンモーツアルト三次店 広島県三次市十日市東4-1-30サングリーン内 0824-63-3700 9:30～19:30 水曜日 ○

59 小売店 パン工房　mugimugi 広島県三次市三良坂町三良坂5038-3 0824-44-2661 9:00～17:00 水曜日 ○
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60 小売店 広島三次ワイナリー　トレッタみよし 広島県三次市東酒屋町438 0824-65-6311 9：00～17：00
1月1日～1月4日、

毎月第2水曜日
○

61 小売店 広島三次ワイナリー　ワイン物産館 広島県三次市東酒屋町10445番地の3 0824-64-0200 9：30～18：00

12月29日～1月1

日、1月～3月第2水

曜日

○ ○

62 小売店 フタバ図書TSUTAYA　三次店 広島県三次市南畑敷町５０４ 0824-64-8833 10:00～21:00 年中無休 ○

63 小売店 フレスタ三次店 広島県三次市南畑敷町228-1 0824-64-8200 AM09:00～PM10:00 1/1～1/2 ○

64 小売店 ホームプラザナフコ三次店 広島県三次市東酒屋町３８０番地１ 0824-64-6120 8：00～20：00 2022/01/01 ○ ○

65 小売店 ほっかほっか亭　三次店 広島県三次市十日市中１丁目7-7 0824-64-1385 9:00～21:00 年末年始 ○

66 小売店 三次市交通観光センター「みよし屋」 広島県三次市十日市南1-2-23 0824-62-3154 8：00～18：00（日祝　8：00～17：00） なし ○ ○

67 小売店 山岡酒造株式会社 広島県三次市甲奴町西野489-1 0847-67-2302 9：00～18：00 日（12/31～1/3） ○

68 小売店 ユニクロ三次店 広島県三次市南畑敷町239-3 0824-65-2033 11:00~20:00(土日10:00~20:00) 元旦 ○

69 小売店 ゆめマート三次東店 広島県三次市三次町１２９－１ 0824-53-1212 9：00～22：00 2022/01/01 ○

70 小売店 ローソンフタバ図書三次店 広島県三次市南畑敷町５０４ 0824-62-8878 24時間営業 年中無休 ○

71 クリーニング・コインランドリー ホワイト舎　サングリーン店 広島県三次市十日市東4-1-30 0824-62-1168 9：30～19：30 年始1/1～1/3 ○

72 娯楽施設 カラオケBanBan三次店 広島県三次市南畑敷町348-11 050-3134-0797 10：00～29：00 年中無休 ○

73 鉄道・バス 有限会社　芸備タクシー 広島県三次市三次町1913-1 0824-62-2175 24時間 無 ○

74 鉄道・バス 十番交通有限会社 広島県三次市吉舎町吉舎695番地1 0824-43-2010 8：30~17：30 祝（1/1） ○ ○

75 観光施設 奥田元宋・小由女美術館 広島県三次市東酒屋町10453-6 0824-65-0010
9：30~17：00（最終入館16：30）3月7日

(火）は21：00まで開館（最終入館20：30）

毎週水曜日、1月23

日（月）、1月24日

（火）

○ ○

76 観光施設 君田温泉　森の泉 広島県三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 9：00～20：00

2023/01/17

2023/02/14-15

2023/03/23

○

77 観光施設 平田観光農園売店 広島県三次市上田町１１７４０－３ 0824-69-2346 10：00～17：00 無休 ○ ○
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