【やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援割）】利用可能店舗一覧 竹原市
※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。

2022年11月21日現在

地区
竹原市
竹原市
竹原市

業種区分
飲食店(酒類提供なし)
飲食店(酒類提供あり)
飲食店(酒類提供あり)

店舗名・施設名
プリザーブドフラワー＆カフェ 花みづき
茶寮一会ーICHIE
農家レストラン 西野

住所
竹原市本町３丁目１０－３９
竹原市本町３丁目10-34
竹原市吉名町2474

電話番号
0846-23-5457
0846-22-0258
0846-28-0284

10:00～17:00
11:00～17:00
11:00～14:00

竹原市

飲食店(酒類提供あり)

たけはら海の駅

竹原市港町4丁目2-24

0846-24-6100

8:30~19:00

竹原市

飲食店(酒類提供あり)

太華園

竹原市中央５丁目9-39

0846-22-8577

11:00～19:30

竹原市
竹原市
竹原市
竹原市

飲食店(酒類提供あり)
飲食店(酒類提供あり)
飲食店(酒類提供あり)
飲食店(酒類提供あり)

がんこ寿司
休暇村大久野島レストラン
酒蔵そば処 たにざき
竹の茶屋 いっぷく

竹原市中央三丁目12-5
竹原市忠海町5476-4
竹原市本町3-4-14
竹原市本町3-6-20

0846-22-1236
0846-26-0321
0846-22-7131
080-9268-2557

竹原市

飲食店(酒類提供あり)

お好み焼 ほり川

竹原市本町3-8-21

0846-22-2475

竹原市

飲食店(酒類提供あり)

喜楽軒

竹原市本町一丁目３-2

0846-22-1437

竹原市
竹原市

小売(お土産等)
小売(お土産等)

竹原市下野3611
竹原市吉名町5254-312

0846-23-5225
0846-22-0894

竹原市

小売(お土産等)

竹原市港町4丁目2-24

0846-24-6100

8:30-19:00

第三火曜日

竹原市
竹原市

小売(お土産等)
小売(お土産等)

TSUTAYA竹原店
いちかわ菓子舗 本店
たけはら海の駅
前川酒店
せんべい本舗 黒田
しまむら竹原店

11:30～14:00 16:30～22:00
11:30～13:30
11:00～21:00
11:45～20:30
１１:００～１４:００
１７:００～１９:００
昼営業11:00～14:00
夜営業18:00～1:30
9:00-21:00
8:30～19:30

竹原市竹原町４０１２－３
竹原市竹原町新開30-3-1

0846-22-9696
0846-23-5023

8:00～17:00
10:00～19:00

竹原市

小売(お土産等)

かまぼこの近末

竹原市中央2丁目6-27

0846-22-2376

8:00～18:00

竹原市
竹原市
竹原市

小売(お土産等)
小売(お土産等)
小売(お土産等)

有限会社 前川酒店
株式会社 マツイ
休暇村大久野島売店

竹原市中央4丁目7-20
竹原市中央二丁目10-5
竹原市忠海町5476-4

0846-22-9265
0846-22-3003
0846-26-0321

竹原市

小売(お土産等)

村上ベーカリー

竹原市本町1-2-7

0846-22-1512

竹原市

小売(お土産等)

地酒自然食品カフェなかざわ

竹原市本町1-9-8

0846-22-2157

8:30-19:00
AM10:00～PM7:00
8:00～21:00
（金）16:00~19:00
（土日）11:00~17:00
10:00~18:00

不定休
無
木曜日・第3水曜日・年始・夏
季休暇
元旦のみ
無休
なし

竹原市

小売(お土産等)

道の駅たけはら

竹原市本町1丁目1-1

0846-23-5100

9:00~17:00

第3水曜日（12/31～1/3）

竹原市

小売(お土産等)

瀬戸内醸造所 竹原店

竹原市本町3-10-37

050-3749-9903

10:00~14:00

竹原市

小売(お土産等)

藤井酒造 -酒蔵交流館-

竹原市本町３丁目４－１４

0846-22-2029

11:00～16:00

竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市

小売(お土産等)
小売(お土産等)
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア

いちかわ菓子舗 掛町店
竹鶴酒造（株）
ファミリーマート 竹原下野
ドラッグコスモス中通店
くすりのレデイ フジ竹原店

竹原市本町一丁目3-1
竹原市本町三丁目10番29号
竹原市下野町3171番地3
竹原市下野町3208-5
竹原市下野町3308番地

0846-22-8338
0846-22-2021
0846-21-9017
0846-23-5055
0846-23-5360

竹原市

コンビニ・スーパー・ドラッグストア フジ竹原店

竹原市下野町３３０８番地

0846-23-5211

竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市

コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア

竹原市吉名町5254-4
竹原市港町4丁目3-14
竹原市竹原町2993-1
竹原市竹原町3538番地3
竹原市竹原町48-3

0846-28-0070
0846-22-9559
0846-22-5811
0846-24-6550
0846-24-6400

9:30～18:00
8:00～17:00（土日祝10:00～17:00）
24時間
10:00～21:00
9:00～21:00
食品館は9:00～22:00まで。生活館は9:00
～20:00まで。
24時間
24時間
24時間
9:00-22:00
9:00～19:00

平日
月曜日（祝日の場合は翌
日）1/1
木 （1/1～1/5）
不定期
なし
1月1日
元旦のみ

セブンイレブン 竹原吉名店
セブンイレブン 竹原港町店
セブンイレブン 竹原東大井店
スーパードラッグひまわり竹原店
鮮Do! エブリイ竹原店

営業時間

定休日
水曜日
祝日を除く月～金
月曜から金曜日
毎月第３火曜日(年末年始
12/31～1/3)
①毎週木曜日②12/29は営
業③12/30はAMのみ営業④
12/31～1/3）休み
不定休
なし
月(祝日の場合は翌日)
金曜日
水曜日
月曜日
なし
木 （1/1）

月・火・水・木
不定休

なし
なし
なし
無し
年中無休
年始1/1～1/4

竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市
竹原市

コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
コンビニ・スーパー・ドラッグストア
バス
ハイヤー・タクシー
スポーツ
その他(宿泊施設)
その他(家電量販店)
その他(宿泊施設)
その他(宿泊施設)
その他(宿泊施設)

ウォンツ竹原店
藤三 竹原ショッピングセンター
セブンイレブン竹原忠海店
芸陽バス 竹原営業所
株式会社山陽タクシー
瀬戸内ゴルフリゾート
賀茂川荘
エディオン竹原店
ホテル 大広苑
グリーンスカイホテル竹原
休暇村大久野島

竹原市竹原町下新開3544-2
竹原市中央４丁目７番２０号
竹原市忠海東町２丁目4－30
竹原市下野町3120番地
竹原市下野町３１７６－１
竹原市吉名町831番地
竹原市西野町西湯坂445
竹原市竹原町3569-3
竹原市竹原町3591-1
竹原市中央4丁目2-18
竹原市忠海町5476-4

0846-23-0277
0846-55-5700
0846-26-1063
0846-22-2234
0846-22-0123
0846-23-4141
0846-29-0211
0846-22-6111
0846-22-2970
0846-22-1166
0846-26-0321

9:00～21:00
8:００～21:00
24H
7:00～20:00
06:00~27:00
8:00～17:00

竹原市

その他(宿泊施設)

NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町

竹原市本町1丁目4-16

080-1401-5308

竹原市

その他(陶芸工房)

陶工房風土

竹原市本町３丁目1025

0846-22-5655

１０:００～１９:００
9:00～20:00
24時間
7:00～21:00
11:00~20:00
（チェックイン:15:00~20:00 チェックアウト:
12:00）
10:00~17:00

竹原市

その他(日本酒製造所)

藤井酒造 -龍勢醸造元-

竹原市本町３丁目４－１４

0846-22-2029

８:30～17:00

なし
1月1日
なし
年中無休
無
年中無休
なし
なし
不定休
年中無休
なし
不定休
木曜日・月末の水曜日
土日祝（年末年始12/30～
1/3）

