
371事業所　（住所別/50音順） 　　12月25日現在

1 アンドランド　ヘアープラスヒール 廿日市市佐方１－４－１６ 0829-30-1030 https://cutt.ly/tiq8A7j 美容業

2 weFlowhair 廿日市市佐方1-13-5 090-6847-1164 接客サービス、シャンプーなどのヘア小物

3 GALERY SPACE 5.15 廿日市市佐方4-6-48-102 090-2867-3628 https://cutt.ly/Qo1qHMp レンタルスペース、アートギャラリー、ライブスペース他

4 QUADROPHENIA 廿日市佐方4-6-48 090-1353-3628 https://cutt.ly/Qo1qdoq Dr.martens,George cox,RALEIGH,UG.,オリジナルウェア,

5 SQUEEZE BOX 廿日市市佐方4-6-48-101 0829-30-3007 https://cutt.ly/po1qULk 日替わりランチ、ソフトクリーム、アルコール

6 玉田寝具店 廿日市市佐方4丁目7-28 0829-32-2453 ふとん仕立、寝具販売

7 花と緑の&蘭の殿堂 ハシモト園芸 廿日市市佐方540-2 0829-32-8321 https://engeiten.com/ 園芸生花店

8 浜焼海鮮　浜タロー 廿日市市佐方1-13-15 0829-20-5561 食品

9 やさか鍼灸治療院 廿日市市佐方1-12-14 0829-51-3085 https://cutt.ly/HaNW7gv 鍼灸・マッサージ

10 リカー＆フーズタナカ 廿日市市佐方647 0829-31-3206 https://cutt.ly/oohGTn2 酒類 完売

11 セブン―イレブン廿日市山陽園店 廿日市市山陽園8-26-6 0829-32-8551 食品その他 完売

12 (株)カノン La suite 廿日市市桜尾本町12-5 090-6409-6969 https://itsumo.dog/5567 ペット用品販売。トリミング。トレーニング

13 (有)巴里食堂 廿日市市桜尾本町10-7 0829-31-2787 https://paris-hatsukaichi.owst.jp/ ステーキ

14 Fans 廿日市市桜尾本町9-24 0829-31-0474 婦人服

15 (有)中国新聞廿日市東販売所　牧岡新聞舗 廿日市市大東2-12 0829-31-2337 https://cutt.ly/Oiq83hZ 新聞販売　　新聞送達業

16 TETSUJIRO 廿日市市大東1-7保田ビル101 0829-32-5518 お好み焼き

17 Q　廿日市店 廿日市市城内1丁目6-18 0829-32-5309 お好み焼き

18 クリーニング大野屋　フジ廿日市店 廿日市市城内2-14-10 0829-31-5654 http://o-noya.jp/ クリーニング 完売

19 セブンーイレブン廿日市城内店 廿日市市城内3丁目12-12 0829-32-5333 食品、その他

20 竹広仏光堂 廿日市市城内三丁目２－６ 0829-32-3171 仏壇・仏具・線香蝋燭等

21 ホリデイ書店 廿日市市城内1丁目7-6 0829-20-5284 古本・新刊書籍・雑貨・喫茶

22 (有)レディスカナザワ 廿日市市城内2丁目13-23 0829-32-3669 https://ladys-kanazawa.com/ 婦人服、雑貨、宝飾、貴金属

23 味のサファイア 廿日市市駅前1-2 0829-32-2987 お好み焼き等鉄板料理

24 魚民	廿日市駅前店 廿日市市駅前4-23　1F 080-8073-1835 https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=802450居酒屋（TAKEOUT実施中）

取り扱い商品等 完売状況

今こそチケット取扱店一覧　（住所別/50音順）
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25 (有)キノシタ 廿日市市駅前1-4 0829-32-3048 紳士・婦人靴販売、フットケア 完売

26 Mallika hair&spa 廿日市市駅前2-39 050-3554-6282 https://cutt.ly/gp1DXgw カット カラー ヘッドスパ   シャンプー  トリートメント

27 居酒屋　みほ 廿日市市廿日市１丁目２の４ 0829-32-5757 刺身、鳥の唐揚げ、他

28 イノクチ水産さかなや道場広電廿日市駅前店 廿日市市廿日市2-3-6 0829-34-0277 刺身、焼き鶏、サラダ、鮨、日本酒等

29 いわしや 廿日市市廿日市2-7-12 090-229-15184 魚　季節料理　和食

30 旨味処　朋 廿日市市廿日市2-3-9 0829-31-2677 ランチ・一品料理

31 エービーエス商事（株）　道化師 廿日市市廿日市1-5-38 090-8719-9121 http://www.abs-syoji.com/ 新品・リサイクル、婦人服、バッグ、靴、カプレーブ化粧品 完売

32 ＫＡＯＲＩ 廿日市市廿日市1-2-3 0829-30-6727 飲食

33 和ます 廿日市廿日市2-7-17 0829-20-4904 和食

34 cafe bar NICO 廿日市市廿日市１-8-1-2Ｆ 0829-20-5023 https://cutt.ly/GiqNpAf サンドイッチ、ケーキ、コーヒー

35 くだもの屋おおうち 廿日市市廿日市2-4-25 0829-32-5318 くだもの 完売

36 香林坊 廿日市二丁目3-7 0829-32-0294 https://cutt.ly/Siq1lZ8 おでん

37 シンヨウ 廿日市市廿日市2-3-9 0829-30-8130 鮮魚

38 スパーク廿日市店 廿日市市廿日市1-6-33 0829-34-4809 http://www.spark-net.co.jp/ スーパーマーケット（生鮮食品、一般食品、酒、花、日用雑貨） 完売

39 立呑 ぺん銀 廿日市市廿日市二丁目4-23 090-8361-4150 食事 酒類

40 てっぱん居酒家　赤組 廿日市市廿日市２丁目３-１ 0829-32-2339 お好み焼き　鉄板焼き等 完売

41 鉄板焼き　Root 廿日市市廿日市2-6-16 070-5303-6010 鉄板焼料理等 完売

42 原田　カメラ 廿日市市廿日市1-6-5 0829-31-0996 撮影、商品販売　他

43 プチハウス　くが 廿日市市廿日市2-4-25 0829-31-6200 洋食店

44 puru☆puru 廿日市市廿日市2-7-21 0829-32-5507 https://cutt.ly/Zoaqbc5 バッグ、アクセサリー、ハンドメイド小物、雑貨類

45 ヘアーサロンクワモト 廿日市市廿日市1-6-27 0829-32-1008 https://kenzo1023.blog38.fc2.com 理容器具

46 弁当惣菜しみず　廿日市駅通り店 廿日市市廿日市２丁目４－２７ 0829-32-4588 https://cutt.ly/Biq5Z2H 弁当　惣菜 完売

47 やすらぎ空間　呑舞 廿日市市廿日市1丁目5-7 0829-34-3353 飲食

48 (有)和洋菓子ながお 廿日市市廿日市1丁目5-1 0829-31-1873 https://cutt.ly/Wiq0Eqc 和洋菓子

49 ペットケアガーデンはつかいち 廿日市市住吉2丁目6-52-1 0829-32-6311 ペットのトリミング、ペットホテルサービス

50 eye salon ERIY 廿日市市本町2-6-102 090-6434-5927 https://cutt.ly/ji6YqC3 まつ毛エクステ

51 CONPAC HAIR 廿日市市本町1-15-1 0829-32-9877 https://www.conpac-hair.com/ ヘアケア商品

52 セブンイレブン廿日市本町店　(有)山口商店 廿日市市本町1-18 0829-32-8722 食品・日用品・雑誌他
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53 崎田恵美子　ナチュールコンフォート 廿日市市可愛 090-7138-0784 写真撮影

54 タミヤ事務機 廿日市市須賀3-39 0829-34-3205 事務用品

55 （有）長原精肉店 廿日市市須賀2-19 0829-31-0246 食肉、加工品

56 八城クリーニング 廿日市市須賀3-36 0829-31-2380 クリーニング 完売

57 小田億ファインズ廿日市店 廿日市市木材港北6-78 0829-20-1555 https://cutt.ly/CoAA0oG 家具・寝具・カーペット・カーテン・インテリア雑貨　等 完売

58 （株）マルヨ木材 廿日市市木材港北5-57 0829-32-3155 http://maruyomokuzai.com/ タイ雑貨、今治タオル、天然石アクセサリー

59 廿日市交通(株) 廿日市市木材港南6-41 0829-32-3304 www.21kotsu.co.jp 廿日市交通株式会社

60 廿日市木材団地共同給油所 廿日市市木材港南2-2 0829-31-0939 www.yama-hon.com/ss/index.htm ガソリン、洗車、タイヤ 完売

61 ing 廿日市市下平良1-3-34 0829-31-1070 https://cutt.ly/JoLFbPQ 創作料理 完売

62 株式会社ＦＭはつかいち 廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市3F 0829-32-0500 https://761.jp ラジオ同録ＣＤ販売

63 セブン-イレブン下平良2丁目店　(有)ヤマモト　 廿日市市下平良2丁目1-44 0829-32-7118 一般食品、日用雑貨

64 徳川廿日市店 廿日市市下平良2-1-22 0829-32-1111 http://www.tokugawa.jp お好み焼、鉄板焼、焼きそば他 完売

65 にかいのてっぱん キッチンK 廿日市市下平良1-3-34-2F 0829-31-6464 お好み焼 鉄板焼

66 ニューヤマザキデイリーストア廿日市市役所売店 廿日市市下平良1-11-1 0829-31-6650 食品

67 炉ばたＢａｒまいんどう 廿日市市下平良1-3-41 0829-31-2581 飲食店

68 おひさまパン工房 広島県廿日市市新宮2-14-14 0829-32-6055 http://www.miyajima-pan.com/ サンドイッチ

69 銀なん 廿日市市新宮1丁目1-14 0829-30-9330 お好み焼き 完売

70 久保クリーニング 廿日市市新宮1-6-4 0829-31-2336 クリーニング業

71 佐々木電気（株）　販売部 廿日市市新宮1-13-20 0829-31-0116 家電製品

72 sky 廿日市市新宮1-11-20 ハンドメイド雑貨、植物苗、菓子 完売

73 樽谷薬店 廿日市市新宮1丁目9-39 0829-31-0033 医薬品、化粧品、雑貨

74 中尾商事（株）　米匠酒匠なかお 廿日市市新宮１－８－１ 0829-31-2102 http://nakao-komesake.co.jp/ お米・お酒・健康食品・ギフト 完売

75 Pasapas 廿日市市新宮1-10-53　家納喜新宮館401号 090-4578-2991 ネイル業

76 ヒーリングサロン　リュミエール 廿日市市新宮1-6-5 0829-32-4866 化粧品 完売

77 Blue Moon 廿日市市新宮1-10-53　家納喜新宮館306号 090-9854-2726 フラワーインテリアレッスン・ワークショップ／よもぎ蒸しspa

78 焼肉ＹＵＭＩ 廿日市市新宮1丁目1-8 0829-31-4741 焼肉店・お酒

79 やまだ屋ティナコート店 廿日市市新宮1-9-34 0829-34-3035 https://momiji-yamadaya.co.jp/ もみじ饅頭、桐葉菓、和菓子

80 遊食当番ザコザコ 廿日市市新宮1丁目13-18　大野ビル1階 0829-32-6789 居酒屋メニュー・お酒など
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81 Le Reve 廿日市市新宮1-10-53 0829-30-0708 http://lereve-hair.com/ 理美容 完売

82 笑顔のとびら　tete 廿日市市平良2-10-48 0289-32-5855 洋菓子 完売

83 オートプラン ㈱宮内スズキ 廿日市市平良1丁目5-46 0829-30-6511 http://autopran.com/ 自動車販売・整備・鈑金塗装・レンタカーなど

84 オッペン化粧品　Pinklips 廿日市市平良1-14-6-201 0829-31-6889 化粧品 完売

85 介護タクシーななお 廿日市市平良2丁目6番20号 0829-31-5003 介護タクシー 完売

86 菓匠茶屋 廿日市市平良1-11-12 0829-31-3805 お茶

87 セブンーイレブン廿日市平良1丁目店　（有）クイサコ 廿日市市平良1丁目18-13 0829-32-7371 食品、その他

88 中華そば　まる 廿日市市平良1丁目14-11 0829-31-0012 中華そば、おでん、鉄板焼きetc 完売

89 （有）蔵 廿日市市上平良1373-2 0829-37-3151 日本料理

90 クリーニング大野屋　マルショク上平良店 廿日市市上平良伴丈木172-3 0829-39-8141 http://o-noya.jp/ クリーニング

91 （有）田頭菓子屋 廿日市市上平良220-2 0829-37-2760 https://www.felderchef.com/ 洋菓子 完売

92 ねこのしっぽ 廿日市市上平良138-6 0829-38-5324 ランチ、ケーキ、コーヒーetc 完売

93 ㈱ミライハート　ベンリー廿日市・五日市南店 廿日市市上平良１６７番地1　ルミエール伴丈木１０１ 0829-37-3730 https://cutt.ly/Eiq6XOU ハウスクリーニング　等

94 レストラン　プチボヌール 廿日市市上平良428-3 0829-39-9790 洋食

95 お好み焼 太陽 廿日市市平良山手2-25 0829-32-3500 お好み焼き

96 あづま鮨 廿日市市串戸4-15-12 0829-32-4652 寿司 完売

97 いばらぎ理容院 廿日市市串戸２－３－９ 0829-32-9411 理容

98 お好み焼き　あかつき 廿日市市串戸3-19-39 0829-32-0005 お好み焼き

99 カンナ美容室 廿日市市串戸３丁目21-11 0829-31-1877 カット、パーマ他 完売

100 色菜広場　いっぽいっぽ 廿日市市串戸4-13-10 0829-78-1261 お酒、食品

101 しゃぶしゃぶ温野菜　廿日市店 廿日市市串戸2-16-11 0829-30-7497 しゃぶしゃぶ肉、野菜等

102 スナックえり 廿日市市串戸2丁目6-27 0829-32-2811 酒各種類、仕出し(手作りおつまみ)

103 セブン-イレブン広島串戸港店　(有)ヤマモト 廿日市市串戸2丁目9-4 0829-32-0551 一般食品、日用雑貨

104 (有)廿日市モータース 廿日市市串戸1丁目2-11 0829-32-0165 車検、保険 完売

105 （株）丸忠 廿日市市串戸6-11-19 0829-31-1313 うどん・ラーメン店、弁当、米、酒

106 ラーメン臥龍 廿日市市串戸2-8-15 0829-32-3019 https://cutt.ly/tp1Hm9Y ラーメン

107 ラーメン・中華　哲 廿日市市串戸1-9-38 0829-32-1434 ラーメン・中華料理

108 36Hair 廿日市市宮内1498-104 0829-39-1177 化粧品等
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109 姿勢堂　宮内鍼灸接骨院 廿日市市宮内4433　宮内グランデ1Ｆ 0829-30-6178 https://cutt.ly/4oASiPO 整体・接骨・鍼灸・美顔鍼・健康食品・健康器具等

110 (有)セシカ　アージュ 廿日市市宮内1057-1　アーバンモール宮内1Ｆ 0829-39-3377 http://www.cesica.co.jp/ カット・パーマ・カラー・トリートメント・スパ等　その他ヘアケア商品

111 セブン―イレブン廿日市宮内1丁目店 廿日市市宮内1丁目3-1 0829-38-5311 食品・雑貨等

112 ダイニング凛 廿日市市宮内1445-12 0829-30-7571 飲食

113 たがへい 広島県廿日市市宮内1522-2 0829-38-6591 https://www.tagahei.com 和食全般 完売

114 （有）津田交通　宮内営業所 廿日市市宮内国広4462-1 0829-72-0338 旅行・タクシー 完売

115 バイクスポットウイリー廿日市店 廿日市市宮内4305-6-103 0829-38-1949 オートバイ、自転車

116 パティスリーパック宮内本店 廿日市市宮内1099-1 0829-38-7554 洋菓子 完売

117 花かんざし 廿日市市宮内1-5-13 0829-38-3066 刺身、煮肴、天婦羅、焼肴、肉料理など

118 パピヨン～アヴニール～ 廿日市市宮内4435-2　ロジュマン宮内101 0829-30-7280 美容技術、販売 完売

119 美容室あん 廿日市市宮内4481-2　ソレーユ宮内１Ｆ 0829-30-8639 パーマ、カラー、カット 完売

120 美容室ペパーミント 廿日市市宮内1498-102 0829-38-3687 美容業一般 完売

121 ほっともっと宮内店 廿日市市宮内4433 0829-37-2055 から揚弁当、幕の内他、お弁当各種

122 （有）正木縫製 廿日市市宮内2271-2 0829-39-1060 大人用紙おむつ

123 (有)桝井文具 廿日市市宮内1551-1 0829-39-0887 http://masumasui-bungu.jp/ 事務用品、事務機器、教育用品、家具

124 宮内鍼灸整骨院 廿日市市宮内1564-8 0829-39-7806 http://miyauchi-takei.com/鍼灸・整骨・小児はり・体質改善・全身調整・往診　等

125 山本接骨院 廿日市市宮内4317番地 0829-38-4313 http://custom-insole.com/ ほねつぎ、鍼灸、インソール

126 小次郎紀乃寿司 廿日市市宮園9丁目2-11 0829-52-1067 寿司 ケーキ

127 中華キッチン彩家 廿日市市宮園3-7-5 0829-38-7575 中華料理全般 完売

128 (有)ツーリストスクエア 廿日市市宮園2丁目6-27 0829-39-3313 https://cutt.ly/qiq2rIF 国内旅行　海外旅行全般 完売

129 上田屋クリーニング 廿日市市串戸3丁目10-1 0829-32-3021 ホームクリーニング

130 teon 廿日市市四季が丘7-2-8 0829-30-7860 出張撮影

131 よもぎ蒸し工房Perl 廿日市市四季ヶ丘4-5-13 070-5525-1680 エステ

132 ギャラリーグレースＫ 廿日市市宮園上3丁目5-13 0829-38-2863 骨董品

133 お好みハウス　わかみや 廿日市市地御前3-22-18 0829-36-0358 お好み焼き

134 お好み焼き　千富 廿日市市地御前1-16-8 0829-36-3568 お好み焼き

135 お好み焼き　福の神 廿日市市地御前２丁目1-25 0829-36-0415 http://fukunokami99.com お好み焼き 完売

136 おもてなしホステル宮島 廿日市市地御前五丁目15-10 0829-36-3677 https://omotenashi-hostel.com 宿泊施設

https://cutt.ly/4oASiPO
http://www.cesica.co.jp/
https://www.tagahei.com/
http://masumasui-bungu.jp/
http://custom-insole.com/
https://cutt.ly/qiq2rIF
http://fukunokami99.com/
https://omotenashi-hostel.com/


137 おりーぶの木 廿日市市地御前1-2-14 0829-20-3668 洋食

138 （株）Cranberries 廿日市市地御前3-12-16　三井ビル１Ｆ 090-7127-9062 婦人服、子供服、小物等

139 (有)セシカ　プリンシパル 廿日市市地御前2-13-20 0829-20-3500 http://www.cesica.co.jp/ カット・パーマ・カラー・トリートメント・スパ等　その他ヘアケア商品

140 （株）ＳＯＬ 廿日市市地御前1-2-14-105 0829-20-5153 鍼灸整骨院

141 ちくあん 廿日市市天神13-5 0829-32-4877 洋服・小物

142 (株)ビーワイシー 廿日市市地御前1丁目27-14 0829-36-1081 オーガニック食品・雑貨

143 ピッツェリア カナダカン 廿日市市地御前1-23-27 0829ｰ36ｰ5551 https://www.canadakan.com/パスタ・ピザ・イタリア料理

144 鄙の料亭地御前 廿日市市地御前5-19-14 0829-36-4832 寿司　和食

145 ファッションリフォーム久仁子 廿日市市地御前1丁目4－17－102 0829-36-1726 衣類のリフォーム

146 セブンイレブン廿日市地御前北3丁目店 廿日市地御前北3丁目26-7 0829-38-6578 食品・雑貨等

147 なめら接骨鍼灸院 廿日市市地御前北2-6-12 0829-39-7222 健康グッズ等

148 親子教室βaby Smile 廿日市市地御前北3-22-14 0829-39-3604 https://babysmile.official.jp/ ふれあいベビーマッサージ教室・赤ちゃんサイン教室・イヤイヤ期子育て講座

149 お好み焼き、鉄板焼き　らっこ 廿日市市阿品台2-2-28 0829-59-1760 お好み焼き、鉄板焼き

150 (株)カノン 廿日市市阿品台3-1-1 090-6409-6969 https://cutt.ly/JiwqnNt ペット用品販売。トリミング。トレーニング

151 地元のごちそう　自然のめぐみキッチン 廿日市市阿品5-34-4 0829-20-5819 飲食店

152 チャーム 廿日市市阿品台3-1-1-108 0829-39-6887 パーマ、ヘアカラー、カット等の施術、シャンプー、トリートメント等のヘアケア商品 完売

153 菓匠茶屋廿日市店 廿日市市阿品3-1-1 0829-20-3636 ソフトクリーム

154 クリーニング大野屋　フジグランナタリー店 廿日市市阿品3-1-1 0829-36-5833 http://o-noya.jp/ クリーニング

155 ブティック　オランジュ 廿日市市阿品４－４７－６ 0829-36-1190 https://store.shopping.yahoo.co.jp/putiorange/洋服・バック・雑貨

156 和ごころまなび華教室 廿日市市阿品3-1-2-1110 090-3171-6189 お花教室、着付教室、和装着付け

157 カットインビジュー 廿日市市阿品台山の手2-10中山ビル102 0829-39-4408 シャンプートリートメント等

158 藤三　陽光台店 廿日市市陽光台3丁目1-2 0823-72-1000 食品他

159 かわしもたたみ店 廿日市市永原608-2 0829-74-0311 畳表替え　新畳　襖　障子

160 スパーク鷹の巣店 廿日市市永原1239 0829-74-4809 http://www.spark-net.co.jp/ スーパーマーケット（生鮮食品、一般食品、酒、花、日用雑貨） 完売

161 (有)田原農園 廿日市市永原485 0829-74-0731 https://tabarafarm.com/ コチョウラン 完売

162 田舎茶屋わたや　峠　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市峠553 0829-55-0355 https://wataya.jp/shop/touge/ 料理提供 完売

163 峠接骨院 廿日市市峠277 0829-74-3656 https://s.ekiten.jp/shop_7145141/ 痛みの治療、整体、健康商品

164 小田屋 廿日市市友田568-12 0829-74-0900 鮮魚、仕出し

http://www.cesica.co.jp/
https://babysmile.official.jp/
https://cutt.ly/JiwqnNt
http://o-noya.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/putiorange/
http://www.spark-net.co.jp/
https://tabarafarm.com/
https://wataya.jp/shop/touge/
https://s.ekiten.jp/shop_7145141/


165 カラオケ喫茶ピピ 廿日市市友田753-1 0829-74-3644 コーヒー、軽食

166 (有)ちから 廿日市市友田563 0829-74-1543 衣料品、生活雑貨、寝具、贈答品 完売

167 ながさわ薬局 廿日市市友田573 0829-74-0063 医薬品、化粧品、雑貨

168 花工房　いない 廿日市市友田855-7 0829-74-0202 花き販売

169 民宿　どんぐりの山 廿日市市友田1239-6 0829-74-3780 https://cutt.ly/aiJfFa2 民宿・食事処

170 （株）友和 廿日市市友田411-1 0829-74-1115 車販売・修理 完売

171 （有）よしやま 廿日市市友田660-11 0829-74-0105 弁当、仕出し、惣菜

172 レストハウスYOSHIYAMA 廿日市市友田660-11(別棟) 0829-74-0333 洋食料理　ランチ

173 居酒屋　道 廿日市市河津原904 0829-74-0712 酒　他 完売

174 お好みハウスぱる 廿日市市河津原758 0829-74-3866 お好み焼き、酒類、鉄板店各種

175 セブンーイレブン広島河津原店　（有）ナカヤ　 廿日市市河津原848 0829-74-0915 食品・雑貨

176 沖理容院 廿日市市玖島4366 0829-74-0529 理容

177 藤井精肉店 廿日市市津田2013-1 0829-72-0422 肉類 完売

178 レモン美容室 廿日市市玖島4127-1 0829-74-2676 美容一般 完売

179 万古渓養魚観光（株） 廿日市市虫所山74 0829-72-0223 https://cutt.ly/0iwwal7 ニジマス、アマゴ、広島サーモン 完売

180 アウトドアスペース野桜 廿日市市津田3220 070-5057-3040 https://norastove.com/ アウトドア用品

181 いち文 廿日市市津田4065-2 0829-72-0757 呉服

182 魚武 廿日市市津田4227-7 0829-72-0320 仕出し・宴会・各種料理 完売

183 お食事処　野の花 廿日市市津田514-4 0829-72-1555 飲食店

184 （有）倉田商会 廿日市市津田4191-8 0829-72-0343 自動車販売、修理

185 佐伯国際アーチェリーランド 廿日市市津田500番地 0829-72-0437 https://www.archeryland.com/ アーチェリー体験

186 佐伯醤油（有） 廿日市市津田２７３１ 0829-72-0302 http://saiki-shoyu.jp/ 醤油および醤油加工品

187 佐伯堂 廿日市市津田4191-5 0829-72-0312 雑誌、書籍、文具。オフィス家具、事務機

188 佐伯プロパン（株） 廿日市市津田38-1 0829-72-0440 ＬＰガス、石油類、販売 完売

189 スナック喫茶　パンチ 廿日市市津田2042-5 0829-72-0956 飲食店

190 武田時計店 廿日市市津田2039-4 0829-72-0386 時計、メガネ、貴金属、修理販売

191 （有）谷口商店 廿日市市津田2023-1 0829-72-1000 食品類、たばこ、酒、進物、雑貨

192 (有)津田交通(本社) 廿日市市津田4771 0829-72-0338 https://tsutakotu.com/ 旅行・タクシー

https://cutt.ly/aiJfFa2
https://cutt.ly/0iwwal7
https://norastove.com/
https://www.archeryland.com/
http://saiki-shoyu.jp/
https://tsutakotu.com/


193 津保美堂 廿日市市津田2013-6 0829-72-0340 和菓子・パン 完売

194 DELUXE BARBER SHOP 廿日市市津田2724-16 0829-72-1267 理容(調髪)、化粧品販売 完売

195 西村モータース 廿日市市津田2724-1 0829-72-0355 自動車販売、修理

196 パナライフこうの 廿日市市津田2724-4 0829-72-0346 https://cutt.ly/BiwwWXu 家電、補聴器 完売

197 ひふみ市場 廿日市市津田3111-1 090-1185-4395 野菜、飲食

198 美容室ふじ 廿日市市津田4229-2 0829-72-2378

199 平田履物店 廿日市市津田1976 0829-72-0344 履物、衣類

200 marumo工房 廿日市市津田4796-2 090-8025-6350 ワークショップ、左官雑貨、タイル雑貨の販売

201 満月農園 廿日市市津田581-1 090-4434-6300 https://www.farm-mangetsu.com/ 農産物、及び加工品

202 めしや　輪 廿日市市津田2008-10 0829-51-3477 和食

203 小瀬川温泉 廿日市市栗栖115-1 0829-72-1311 https://cutt.ly/1iwwFIA 公衆浴場、うどん店 完売

204 （同）ハタケ（ヒルバレー） 廿日市市栗栖北山188-275 0829-72-1671 ランチ、雑貨、パン、ケーキ、ラスク、テイクアウト料理

205 道の駅　スパ羅漢 廿日市市飯山21-5 0829-72-2221 温泉入浴料、野菜、土産品等(レストランを除く)

206 潮原温泉　松かわ 廿日市市吉和391-3 0829-77-2224 http://www.ushiobara.co.jp/ 温泉、食事、土産

207 ElephantSweets 廿日市市吉和1585-24（別棟） 0829-40-3074 https://cutt.ly/7iww1cF 菓子・パン・コーヒー等飲料、ハンドメイド雑貨

208 岡農園 廿日市市吉和1585-24 0829-77-2501 野菜、雑貨（ハンドメイド）

209 県立もみの木森林公園 廿日市市吉和1593-75 0829-77-2011 http://www.mominoki.or.jp/ 宿泊施設「もみのき荘」、オートキャンプ場、バーベキュー広場、アスレチック、貸自転車の施設使用料、レストラン東山、売店商品

210 女鹿平温泉　クヴェーレ吉和 廿日市市吉和4291 0829-77-2277 日帰り温泉、レストラン、土産物

211 リトルパインログキャビン 廿日市市吉和1107-174 0829-77-2442 サーロインステーキランチ、広島サーモンのホイル焼き、ハンバーグステーキランチ、季節のオムレツ他

212 アーバン　ナカガワ 廿日市市福面2-7-28 0829-56-4555 家電 完売

213 ＣＯＲＯＲＯ 廿日市市福面2丁目7-17 0829-20-5433 パン・焼菓子

214 セブンイレブン廿日市阿品店 廿日市市福面2丁目4-2 0829-56-5831 コンビニエンスストア 完売

215 （株）たつもと花店 廿日市市福面1-2-3 0829-56-3210 https://cutt.ly/fiJgj2Y 花、鉢物、園芸資材

216 ヘアスタジオ  ポラリス 廿日市市福面2-7-28 0829-56-3877 http://hair-studio-Polaris.cor美容全般

217 KAZARI 廿日市市対厳山２丁目16-53 080-5615-9786 アクセサリー雑貨

218 （有）カットインジュン 廿日市市対厳山3-2-27 0829-56-4649 https://cutt.ly/siww5RZ 理容業(カット、パーマ、カラー、シェービング等)小売(商品販売)シャンプー、トリートメント、化粧品等

219 bakery sora 廿日市市対厳山2丁目14-10 0829-30-8728 http://www.bakerysora.comパン

220 クリーニング大野屋　ユアーズ大野店 廿日市市大野下更地1714 0829-56-5002 http://o-noya.jp/ クリーニング

221 デイ・リンク大野店 廿日市市下更地1763-1 0829-50-1110 酒類・加工食品 完売

222 ユアーズ大野店 廿日市市大野下更地1714 082-568-8100 https://cutt.ly/biweHbl 食料品 完売

223 リストランテ　トーマス 廿日市市大野672-1 0829-56-3456 http://thomas-resort.com/ イタリア料理、フランス料理、ピザ

224 あなごめし　うえの 廿日市市宮島口1-5-11 0829-56-0006 https://www.anagomeshi.com/ あなごめし、弁当、そうざい 完売

225 伊都岐珈琲etto 廿日市市宮島口1-11-8　etto1Ｆ 0829-56-1212 https://cutt.ly/AohJXwc コーヒー関連商品

226 大野漁協直売所 廿日市市宮島口1-11-1　はつこいマーケット内 080-1900-6341 かき、あさりなど

227 （有）おきな堂 廿日市市宮島口1丁目10-7 0829-56-0007 https://www.okinadou.com/ もみじ饅頭を中心にその他の菓子 完売

228 カクイチ横丁　宮島口店 廿日市市宮島口1-11-８ 0829-30-7362 https://kakuiti.com/user_data/shop中華そば、穴子飯、お土産

https://cutt.ly/BiwwWXu
https://www.farm-mangetsu.com/
https://cutt.ly/1iwwFIA
http://www.ushiobara.co.jp/
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http://o-noya.jp/
https://cutt.ly/biweHbl
http://thomas-resort.com/
https://www.anagomeshi.com/
https://cutt.ly/AohJXwc
https://www.okinadou.com/


229 牛角次男坊etto宮島口店 廿日市市宮島口1丁目11-8 etto2F 0829-30-8788 焼肉丼

230 讃美牡蠣 廿日市市宮島口1-11-1　宮島口フェリーターミナル はつこいマーケット 0829-30-7610 牡蠣加工品販売、牡蠣発送　テイクアウト用飲食販売

231 セブンイレブン広島宮島口店 廿日市市宮島口1-12-3 0829-56-0417 弁当、ソフトドリンク、加工食品、雑貨etc 完売

232 Chinese Dining Bar JiJi 廿日市市宮島口1-3-16 0829-20-5465 飲食 完売

233 はつこいマーケット（はつかいち観光協会）廿日市市宮島口一丁目１１番１号 0829-30-8021 https://hatsu-navi.jp/ 廿日市のアンテナショップ

234 パティスリーパックetto店 廿日市市宮島口1-11-8 0829-20-5533 洋菓子、ドリンク

235 花子宮島口店 廿日市宮島口1丁目12-7 0829-30-8758 https://cutt.ly/Gp1Dltn お好み焼き、鉄板焼き

236 原商店 廿日市市宮島口1-3-33 0829-56-0018 野菜、酒、食品一般

237 ファースト薬局宮島口店 廿日市市宮島口１丁目4－13 0829-30-8919 https://pharmacy1st.org/ 医薬品、介護用品、食品、雑貨

238 （有）ふじの屋 廿日市市宮島口一丁目3-31 0829-56-2044 創作料理

239 みやじまぐちの想い出shop epilo 廿日市市宮島口1-5-11　あなごめしうえの内080-3879-0016 https://epilo.net/ 広島の土産物等

240 宮島コーラルホテル　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市宮島口1丁目9-8 0829-55-0355 http://www.coral-hotel.co.jp/ ホテル

241 （株）もみじの木 廿日市市宮島口1-5-10 0829-56-0515 飲食店 完売

242 山崎鮮魚店 廿日市市宮島口1丁目3-30 0829-56-0030 鮮魚

243 やまだ屋etto店 廿日市市宮島口1-11-8 0829-55-2100 https://momiji-yamadaya.co.jp/ もみじ饅頭、桐葉菓、和菓子

244 山根対厳堂　ギャラリー耀 廿日市市宮島口1-2-6 0829-56-0027 http://miyajimayaki.jp 宮島御砂焼　陶磁器 完売

245 安芸グランドホテル 廿日市市宮島口西1-1-17 0829-56-0111 https://www.akigh.co.jp/ ランチ、ディナー、お土産

246 島田水産 廿日市市宮島口西１丁目２－６ 0829-56-2004 http://shimadasuisan.com 殻付きかき

247 多加津堂酒店(有) 廿日市市宮島口西2-6-25 0829-56-0234 https://cutt.ly/oiwe4Vk もみぢまんじゅう 完売

248 (株)和田企画 廿日市市宮島口東２－９－９ 090-4132-8937 https://cutt.ly/9iwr4Vm 紅茶、酒類

249 川崎文具店 廿日市市深江3-11-17 0829-56-0246 文具、菓子、クリーニング取次、切手販売 完売

250 田舎茶屋わたや　大野　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市前空5-1-19 0829-55-0355 https://cutt.ly/Xiwtahn 料理提供 完売

251 えなみ畳店 廿日市市物見西1-9-7 0829-54-0765 畳

252 田村商店 廿日市市物見西2丁目5-23 0829-55-3395 酒、たばこ、青果物、食料品 完売

253 （株）沢岡園芸 廿日市市物見東1-1-10 0829-55-0744 生花、植木、園芸、資材・雑貨、造園

254 パドル・パーク 廿日市市物見東1-2-9 0829-50-4340 カヌーアウトドア用品販売、シーカヤックツアー 完売

255 ラ・パン・ジュジュ 廿日市市物見東1-7-24 0829-20-4338 https://www.lapainjoujou.com/ パン

256 吉田衣料ストア 廿日市市下の浜7-9 0829-55-0124 衣料品小売業

257 クリーニング大野屋　本店 廿日市市大野1丁目3-11 0829-55-0437 http://o-noya.jp/ クリーニング

258 （有）宮島ビューマリーナ 廿日市市大野2丁目11-9 0829-55-3610 マリンレジャー関連　販売、保管、修理他 完売

259 和ダイニングIppo 大野1丁目10-16 0829-54-2022 https://wa-dining-ippo.com/ 定食、一般料理、アルコール、ソフトドリンク

260 （有）清水ぶつだん 廿日市市大野中央5-12-12 0829-54-0811 仏壇、仏具 完売

261 高間時計店 廿日市市大野中央3-2-35 0829-55-0448 時計・宝石・メガネ

262 田丸 廿日市市大野中央2-10-20 0829-55-0006 鮮魚・お惣菜

263 和みカフェはせがわ 廿日市市大野中央2-11-6 0829-54-2981 飲食

264 吉源商店 廿日市市大野中央2丁目10-14 0829-55-0162 家庭日用品・靴

265 吉田石油 廿日市市大野中央1-11-29 0829-54-1666 石油販売、タイヤ、バッテリー 完売
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266 わたやごちそうデリカ　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市大野中央3-3-5 0829-55-0355 https://cutt.ly/Ciwt2Cn 割烹宅配　仕出し

267 キダ写真館 廿日市市大野原2-7-18 0829-55-1000 http://kidaphoto.moto-nari.com/ 写真撮影

268 （株）Ｊ－Ｖｏｉｃｅ 廿日市市大野原2-14-33 090-4574-6326 名札、ステッカー、看板、ワッペンなど

269 竹内米穀店 廿日市市大野原2丁目13-22 0829-55-0169 米、灯油、花、その他 完売

270 田中薬店 廿日市市大野原3-2-1 0829-55-0121 資生堂化粧品

271 ｂｂ－ｇｅｅｋ 廿日市市大野原2-11-25 0829-59-3534 http://bb-geek.com/ ランチ、パスタ、カレー、パフェ

272 (有)平野米穀店 廿日市市大野原二丁目4-8 0829-55-0058 米穀、灯油ほか 完売

273 ファッションライフなかがわ 廿日市市大野原2丁目16-29 0829-55-2108 衣料品販売

274 山田屋商店 廿日市市大野原3-2-5 0829-55-2210 酒類 完売

275 大野自動車 廿日市市梅原1-3-46 0829-55-3225 車両販売・修理

276 （株）竹内 廿日市市梅原1丁目4-39 0829-55-0231 https://takeuchi-c-a-f.co.jp/ 建設工事全般、住宅設備機器・管材類全般・その他販売

277 フレッシュマートおきはら 廿日市市梅原1-9-2 0829-55-0440

278 まさる 廿日市市梅原二丁目10-10-105 0829-55-0896 健康食品 完売

279 (株)アキオート 廿日市市沖塩屋2-10-2 0829-55-3773 車

280 oazo 廿日市市沖塩屋1-1-34 0829-20-5224 カット　カラー　パーマ 完売

281 セブンイレブン廿日市大野沖塩屋店 廿日市市大野沖塩屋2丁目1586-174 0829-54-1009 食料品・飲料・生活用品・化粧品・書籍など

282 ヘアーサロン　オカザキ 廿日市市沖塩屋1-1-34 0829-55-2091 カット 完売

283 やまだ屋おおのファクトリーショップ 廿日市市沖塩屋2-10-52 080-3879-4871 https://momiji-yamadaya.co.jp/ もみじ饅頭、桐葉菓、和菓子

284 衣料のよしだ 廿日市市林が原1-3-3 0829-55-2040 婦人服、紳士・婦人肌着、外

285 中丸本店 廿日市市林が原1丁目3-20 0829-55-0104 酒、米、食料品、雑貨

286 (有)川崎商店 廿日市市塩屋1丁目10-1 0829-55-0315 生鮮食料品、雑貨、雑誌、花き等 完売

287 田中電器商会 廿日市市塩屋1-1-60 0829-55-0102 家電商品

288 中上商店 廿日市市丸石2丁目1-71 0829-55-0372 食料品・雑貨・酒類など

289 庭園の宿　石亭 廿日市市宮浜温泉3-5-27 0829-55-0601 https://cutt.ly/DiwyypJ 旅館において昼食、夕食、売店商品

290 べにまんさくの湯　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市宮浜温泉2丁目2-1 0829-55-0355 http://benimansaku.jp/ 料理提供、温浴

291 ペンションあんばらんす 廿日市市宮浜温泉2-13-12 0829-55-1883 https://cutt.ly/jiwyhgz 漬物・ジャム・宿泊

292 宮島離れの宿ＩＢＵＫＵ　(株)Ａ＆Ｃ　 廿日市市宮浜温泉1丁目21-48 0829-55-0355 https://ibuku.jp/ ホテル

293 湯の宿　宮浜グランドホテル 廿日市市宮浜温泉2丁目5-4 0829-55-2255 https://miyahama.com/ 御食事、入浴、お土産等

294 (有)旅館かんざき 廿日市市宮浜温泉1丁目21-42 0829-55-0030 http://web-kanzaki.net/ 宿泊・会食・入浴

295 橋口ストアー 廿日市市大野4445 0829-55-0153 酒類、食品、煙草

296 コーヒーロースターＳＴＵＦＦ 廿日市市大野1530 0829-55-2055 コーヒー豆卸売・コーヒー豆小売 完売

297 ミュージアムショップ 廿日市市大野亀ヶ岡10700 0829-50-1018 美術館図録など

298 オッペン化粧品　大野営業所 廿日市市大野1616-1 0829-55-1024 化粧品・健康食品販売

299 オリザ 廿日市市大野1615-1 0829-30-6080 昼食の提供及び喫茶

300 公和物産　そうめん流し 廿日市市大野亀ヶ岡700 0829-56-0361 http://www.kouwa.co.jp/ 飲食物、物品

301 セイホウ・オンブラージュ 廿日市市大野亀ヶ岡10700（別館） 0829-50-1018 https://seihoombrage.com/ レストラン（フレンチ） 完売

302 パティスリーポム 廿日市市大野1663-20 0827-30-8013 ケーキ・焼菓子販売
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303 藤三　大野店 廿日市市大野5303 0823-72-1000 食品他

304 le petit bois 廿日市市大野1027-３ 080-4266-7696 www.le-petitbois.com 化粧品　アロマテラピー関連雑貨　ハーブティー　トリートメント（施術）　スクール

305 （有）ならの商店 廿日市市宮島町681-1 0829-44-0123 青果、雑貨、生鮮食品

306 宮島ホテルまこと 廿日市市宮島町755 0829-44-0070 http://hotelmakoto.co.jp/ 食事、飲料、土産など

307 芝居茶寮水羽 廿日市市宮島町大町1-2 0829-44-1570 あなご、牡蠣料理

308 御茶処　沖みつ 廿日市市宮島町319-4 0829-44-0720 甘味、お茶、穴子めし、そば、うどん 完売

309 ホテル菊乃屋 廿日市市宮島町335 0829-40-2400 土産物、飲食

310 瑠羽樹 廿日市市宮島町中江町319-3 0829-44-2700 穴子飯、カレー、うどん他

311 やまむら商店 廿日市市宮島町２８０ 0829-44-2175 http://www.itukusima.net/ 宮島土産　広島地酒　熊野化粧筆

312 （有）ワールドマインズ 廿日市宮島町２８０ やまむら商店内 090-3633-0119 https://cutt.ly/5oALubK コーヒー等ドリンク類の販売

313 （株）やまひ 廿日市市宮島町73 082-277-3566 http://www.yamahi.net/ 包装資材全般

314 プチ平家 廿日市市宮島町50 0829-44-0300 https://cutt.ly/vo1erg0 食事　穴子飯など　飲料　ビール等　

315 水羽荘 廿日市市宮島町西大西町 0829-44-0173 御食事

316 大和屋 廿日市市宮島町16 0829-44-2353 https://cutt.ly/HiwyNEb あなごめし、うどん、そば等

317 ホテルみや離宮 廿日市市宮島町849番地 0829-44-2111 売店商店、飲食物など

318 宮島　九州屋 廿日市市宮島町840-1 0829-44-0555 もみじ饅頭、酒、杓子等

319 庭カフェ　御山 廿日市市宮島町527-2 0829-30-8375 定食等

320 平安衣裳・着物よそおい体験所 みやじま紅葉の賀廿日市市宮島町593-2階 表参道 0829-44-0175 http://momijinoga.jp 平安装束体験・着物レンタル

321 （有）坂本菓子舗 廿日市市宮島町455番地 0829-44-0380 もみじ饅頭

322 (有)博多商店 廿日市市宮島町459番地 0829-44-0341 https://cutt.ly/GiwuoRO もみじ饅頭、おみやげ品 完売

323 宮島ブルワリー 廿日市市宮島町459-2 0829-40-2607 https://miyajima-brewery.com/ クラフトビール(生ビール、瓶ビール、缶ビール)、軽食

324 瀬田薬局 廿日市市宮島町1128-2 0829-44-0004 薬、化粧品、雑貨

325 Cafe&Barバンビーノ 廿日市市宮島町536-9-2階 0829-44-1415 https://cutt.ly/MiJoCwO 厳島ジンジャーエール

326 お食事処よさこい 廿日市市宮島町590 0829-44-0718 穴子丼、お好み焼、定食物

327 マルコシ商店 廿日市市宮島町541-8 0829-44-0221 米穀、アイスクリーム、冷凍めん、雑貨 完売

328 みやじま小町 廿日市市宮島町553-40 090-4652-1412 https://cutt.ly/OicWDft 着物レンタル 完売

329 BACCANO 廿日市市宮島町幸町西浜435-3 0829-44-2880 http://baccano.jpn.com/ ジェラート

330 （株）麻世勝エビス　人力車　えびす屋　宮島 廿日市市宮島町556-3 0829-44-1944 http://ebisuya.com/outline/ 人力車での観光案内サービス

331 伊都岐珈琲 廿日市市宮島町420 0829-44-0611 https://cutt.ly/KohJ7Ts コーヒー関連商品

332 （有）岩村もみじ屋 廿日市市宮島町304-1 0829-44-0207 http://www.iwamura-momijiya.com/ もみじまんじゅう

333 えにし 廿日市市宮島町531-4 0829-30-8252 和食

334 株式会社okeikoJapan 廿日市市宮島町741-1 0829-30-9888 https://okeiko-japan.com/jaお守り作り体験、ミニ茶道体験、しゃもじ書道体験など

335 お好み焼き　くらわんか 廿日市市宮島町甲589-5 0829-44-2077 お好み焼

336 お好み焼まとちゃん 廿日市市宮島町70-2 0829-78-1912 お好み焼き 完売

337 お食事処　大たに 廿日市市宮島町12 0829-44-0364 https://cutt.ly/giwuRal あなご、かき料理、めん類等

338 お食事処　たち花 廿日市市宮島町566-1 0829-44-0240 飲食店

339 尾田食糧店 廿日市市宮島町269 0829-44-0012 穀米、雑貨、食料品、酒類
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340 趣・上垣内 廿日市市宮島町甲451番地 0829-44-0461 土産物

341 菓子処　きむら 廿日市市宮島町592 0829-44-0041 https://cutt.ly/riwuShu 洋生菓子、もみじまんじゅう 完売

342 勝谷菓子パン舗 廿日市市宮島町465-1 0829-44-2032 コッペパンサンド

343 ＣＡＦＥ　ＨＡＹＡＳＩＹＡ 廿日市市宮島町505-1 080-1932-0335 http://www.cafe-hayashiya.jp/ 飲食店

344 Cafe  Lente 廿日市市宮島町1167-3 0829-441204 https://cutt.ly/CoAKRhW 喫茶、ランチ、アルコール類 完売

345 木村屋 廿日市市宮島町838 0829-44-0187 もみじ饅頭

346 清盛茶屋 廿日市市宮島町官有無番地 0829-44-0757 めん類、ご飯類、一品料理、飲物等 完売

347 (有)くま金 廿日市市宮島町432 0829-44-0028 食料品

348 小林一松堂 廿日市市宮島町470-2 0829-44-0067 お盆（木製品）、杓子、その他木製品など

349 佐々木文具店 廿日市市宮島町527-3 0829-44-0273 土産物雑貨・文房具

350 sarasvati 廿日市市宮島町407 0829-44-2266 https://cutt.ly/EohG4CM コーヒー関連商品

351 （株）サントロペ（「サントロペ」「花菱」） 廿日市市宮島町乙856 0829-44-2170 郷土料理、ソフトクリーム 完売

352 (有)杉本精肉店 廿日市市宮島町468-3 0829-44-0280 食肉、加工品

353 (株)杉養蜂園　宮島店 廿日市市宮島町589-6 0829-44-1338 蜂蜜 完売

354 天心閣 廿日市市宮島町413 0829-44-0611 https://cutt.ly/CohHcZG コーヒー関連商品

355 （株）藤い屋 廿日市市宮島町1129 0829-44-2221 http://www.fujiiya.co.jp もみじまんじゅう

356 まるかふぇ 廿日市市宮島町12-5 0829-44-0167 食事の提供及び喫茶、土産物の販売 完売

357 みこと屋 廿日市市宮島町785 0829-30-7657 飲食店

358 みやじま　ガラス工房　Fizz Glass 廿日市市宮島町731-2-303 080-6304-2397 ガラス雑貨 完売

359 宮島いちわ 廿日市市宮島町532番地 0829-30-8484 https://cutt.ly/2i6ItHk 弁当、定食

360 （株）宮島工芸製作所 廿日市市宮島町617 0829-44-0330 https://cutt.ly/ipY8nHO 木製杓子など

361 宮島珈琲 廿日市市宮島町464-3 0829-44-0056 https://cutt.ly/3o1ebnB コーヒー

362 宮島しゃも絵工房 廿日市市宮島町589-2　info表参道 090-1685-3909 しゃもじ似顔絵

363 宮島　鮨　天扇 廿日市市宮島町810-1 0829-44-1233 鮨

364 宮島のお土産処  ふなつき 廿日市市ミヤジマチョウ586番地 0829-44-0333 http://funatsuki.com 観光お土産品

365 （株）ミヤトヨ本店 廿日市市宮島町854-1 0829-44-0148 もみじまんじゅう 完売

366 民宿かまだ 廿日市市宮島町1166番地 0829-44-0406 宿泊、飲食

367 (有) 紅葉堂 廿日市市宮島町448-1 0829-44-2241 https://momijido.com/ 飲食物引き換えクーポン券

368 紅葉堂　弐番屋 廿日市市宮島町512-1 0829-44-2241 https://momijido.com/ もみじ饅頭　焼き菓子

369 やまだ屋宮島有の浦店 廿日市市宮島町1183-5 0829-44-0510 https://momiji-yamadaya.co.jp/ もみじ饅頭、桐葉菓、和菓子

370 やまだ屋宮島本店 廿日市市宮島町835-1 0829-44-0511 https://momiji-yamadaya.co.jp/ もみじ饅頭、桐葉菓、和菓子

371 （有）龍宮堂 廿日市市宮島町甲589-7 0829-44-2288 海産物、漬物
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