
2020/10/9現在

大型店一覧（28店舗） 五日市駅前

店舗名 住　所 TEL 概　要 店舗名 住　所 TEL 概　要

五日市福屋 五日市駅前1-4-5 082-925-0301 百貨店 ピッタマリオ 五日市駅前1-1-21-106 082-922-4956 パスタ・ピザ

スパーク佐方店 三筋2-10-41 082-921-4809 スーパーマーケット 伍いち 五日市駅前1-2-28 082-208-5657 居酒屋

スパーク五日市店 海老園1-5-42 082-921-1131 スーパーマーケット お好み焼き　ぼう 五日市駅前1-2-28 082-923-7357 お好み焼き

スパーク五日市駅前店 吉見園1-27 082-923-4809 スーパーマーケット アトリエジーン・ローブ 五日市駅前1-3-15-105 082-921-6888 婦人服及び雑貨

アヴィーユボウル 吉見園1-27　5F 082-921-8580 ボーリング場 アロマジックコーヒー 五日市駅前1-3-19 082-922-1090 喫茶店

ゆめマート八幡 八幡東3-29-8 082-927-8500 スーパーマーケット L.d.k 五日市駅前1-3-21 082-923-8833 飲食業

ゆめタウン五日市 五日市5-5-17 082-923-5123 スーパーマーケット 五日市でんき 五日市駅前1-3-21 082-922-3070 電化製品

ウォンツ五日市コイン通り店 五日市中央1-1-3 082-943-8510 ドラッグストア セブンイレブン広島五日市駅前店 五日市駅前1-5-22 082-922-2455 コンビニエンスストア

ウォンツ藤垂園店 藤垂園1-12 082-943-7771 ドラッグストア ゆえみ堂 五日市駅前1-10-13　1F 082-576-3566 鉄板焼

ウォンツ海老園店 海老園3-19-22 082-943-5850 ドラッグストア キララ薬局五日市北口店 五日市駅前1-11-5 082-943-4186 調剤薬局

ウォンツ八幡店 八幡東3-14-12 082-927-2302 ドラッグストア 豆狸　五日市 五日市駅前1-12-30 082-923-5539 居酒屋

ウォンツ波出石店 五日市中央7-16-6 082-943-5205 ドラッグストア SIEBEN五日市店 五日市駅前2-11-1 082-921-9424 洋菓子製造・販売

ウォンツ八幡3号店 八幡2-1-3 082-926-2107 ドラッグストア あさみやワッフル 五日市駅前2-15-2KDCビル101 082-205-9614 ワッフルケーキ

ウォンツ八幡西店 八幡東3-19-8 082-926-4410 ドラッグストア きさく 五日市駅前3-1-17 082-924-1147 飲食店

フレスタ海老園店 海老園3-19-17 082-943-5300 スーパーマーケット 大島家 五日市駅前3-4-6 082-922-4395 居酒屋

フレスタ河内店 五日市町下河内川坂41-1 082-927-6688 スーパーマーケット トータルスキンケアKyurara 五日市駅前3-5-33コラールMS202 082-942-2064 エステティックサロン

フレスタ美鈴が丘店 美鈴が丘西1-6-1 082-926-0015 スーパーマーケット アイプラザムラオ 五日市駅前3-5-35 082-922-3370 電化製品

フレスタ波出石店 五日市中央7-16-26 082-943-5111 スーパーマーケット 17店舗

おかず工房皆賀店 皆賀3-10-1 082-923-0808 スーパーマーケット 五日市中央

アルゾ五日市利松店 利松1-10-66 082-926-2101 スーパーマーケット 店舗名 住　所 TEL 概　要

マルシェー五日市中央店 五日市中央4-15-20 082-923-6336 スーパーマーケット エディオン谷本電機 五日市中央1-1-38 082-922-3431 家電製品

レプトン五日市店 五日市中央2-8-15 082-922-5079 DVD、ゲーム、ゴルフクラブ販売 インド料理サーガル 五日市中央1-2-1 082-921-9339 インド料理レストラン

マックスバリュ藤垂園店 藤垂園1-22 082-925-1720 スーパーマーケット 一休庵 五日市中央1-3-39 082-923-1337 ダイニングバー

マックスバリュ石内店 五日市町大字石内字福永6471 082-926-3515 スーパーマーケット ビリー・ザ・キッド五日市店 五日市中央2-1-3 082-925-6666 カラオケ店

マックスバリュ楽々園店 楽々園4-14-1 082-925-0055 スーパーマーケット お好み焼田の久本店 五日市中央2-1-35 082-921-0814 お好み焼

ザ・ビッグ五日市店 八幡2-24-32 082-928-5151 スーパーマーケット 焼き肉レストランはうでい亭 五日市中央2-3-81 082-921-8080 焼肉

サンリブ五日市店 八幡1-24-17 082-926-0800 スーパーマーケット 弁当総菜しみず五日市コイン通り店 五日市中央2-9-1中央ポピーハイツ103 082-943-5208 弁当惣菜

THE OUTLETS HIROSHIMA 荒海丼丸　五日市コイン通り店 五日市中央2-11-8 082-533-7992 海鮮丼販売

※一部専門店（イオンスタイル等）を除く Fashion Garden Rocks 五日市中央3-1-5 082-923-9477 婦人服

28店舗 ちいさなおはぎ屋 五日市中央3-2-24 082-577-9355 おはぎ

中小店一覧（214店舗） 窓屋 五日市中央3-16-31 082-208-1122 リフォーム（内窓、玄関取替等）

旭園 　　　　　　　 麺屋多華味五日市中央店 五日市中央4-1-2いとうビル1Ｆ 082-924-5177 ラーメン店

店舗名 住　所 TEL 概　要 One night 五日市中央4-1-2いとうビル2階 082-924-6966 ライブハウス、飲食

大衆居酒屋たぬき 旭園1-2 082-921-5400 居酒屋 生鮮市場デイ・リンク五日市店 五日市中央4-1-8 082-922-8151 食品・生鮮品・酒類等

マリービューティーサロン 旭園3-21 082-922-6291 美容院 Amulet Market（7/30OPEN予定） 五日市中央4-1-11 082-921-5603 輸入雑貨（世界のラッキーアイテム）

サイクルショップサイトウ五日市 旭園3-28 082-921-5515 自転車 エディオン五日市店 五日市中央4-15-22 082-922-2251 家電製品

3店舗 サイクルショップやまさき 五日市中央5-1-2 082-921-0251 自転車販売・修理

石内 はんず広島西店 五日市中央5-1-3 082-943-7070 印鑑

店舗名 住　所 TEL 概　要 トケイファクトリーⅡ 五日市中央5-1-8昭洋ビル 082-922-3711 時計販売・修理

ブレスヘアー梅星 石内南2-11-17 082-941-1837 美容院 えむずぷりんと 五日市中央5-5-23-6 082-922-1960 写真撮影・プリント

世界の旗社 五日市町石内3405-1 082-208-2247 国旗・外国旗 ジェイスタイル 五日市中央5-6-25 082-922-5599 自動車、バイク

㈱大江石油　石内バイパス給油所 五日市町石内4182-1 082-941-5049 ガソリンスタンド 花と緑てらもと 五日市中央5-13-15 082-921-3560 生花、切花

西田タクシー 五日市町大字石内5761-9 082-941-4805 タクシー オーチョーミシン五日市店 五日市中央5-18-4 082-921-0034 ミシン

㈱木下ファーム 五日市町大字石内5998-1 082-208-3151 ブドウ商品 デジタルプラザキュリオステーション五日市コイン通り店 五日市中央5-18-5 1F 082-923-8688 パソコンスクール、パソコン修理・設定

ANT BAKERY by mugimugi 五日市町石内6500-1 082-208-5599 パン、菓子 あんしん補聴器 五日市中央5-18-5-101 082-921-3305 補聴器

grass hopper cafe 五日市町石内6500-1 082-208-3935 カレー、サンド、バーガー セブンイレブン広島コイン通り店 五日市中央5-19-1 082-921-6678 コンビニエンスストア

パティスリー・アマンド 五日市町石内6502-5 082-961-5577 洋菓子 ヒロシマ囲碁研究所 五日市中央5-20-3西村ビル2Ｆ 082-921-4888 囲碁

8店舗 粹華 五日市中央5-20-17第3西村ビル2Ｆ 090-1016-7680 飲食店

五日市 海老匠 五日市中央5-20-30 082-923-4855 中華料理

店舗名 住　所 TEL 概　要 リヴァイブカットスタジオ 五日市中央5-21-6-1F 082-922-8884 美容室

ヘアーサロン　トンボ 五日市1-1-12 082-921-0403 理容店 フラット７五日市 五日市中央6-10-16 082-923-9472 自動車の新車中古車販売・車検・修理

NOKO・メカニックピット 五日市1-4-8 082-921-1578 自転車 新鮮　永遠の刻 五日市中央6-11-20 082-921-5177 飲食店

はらぺこ劇場 五日市1-16-7 082-921-0153 居酒屋 魚っ鶏 五日市中央7-4-21-103 082-923-7767 居酒屋

cycle collection sanko 五日市1-16-13 082-923-3050 自転車 西手石油㈱ 五日市中央7-4-33 082-921-2201 ガソリン・カー用品

松村呉服店 五日市2-6-4 082-922-2211 呉服、学生服 焼肉志賀 佐伯区五日市中央7-12-13-105 082-922-2989 焼肉店

創作家庭料理もりした 五日市2-9-25 082-922-3225 創作料理 楽素太 五日市中央7-12-13福本ビル1F 082-924-6432 お好み焼き・鉄板焼

無添加食品の店うめさき 五日市2-9-25 082-922-5228 自然食品、健康食品 ふじた酒店 五日市中央7-16-19-2 082-921-1545 酒類

たこやき大八五日市本店 五日市4-5-17 082-928-9753 たこ焼き 37店舗

(有)中国ユニット 五日市4-17-28-14-101 082-922-5501 住宅リフォーム 海老園

肉処おおたに 五日市4-18-17 082-923-9272 精肉類 店舗名 住　所 TEL 概　要

用品名酒センター㈱元祖金持本舗 五日市4-18-18 082-921-0027 酒類、米、金持ブランド デポ・カネコ 海老園1-1-15 082-922-2125 機械工具・電動工具

Multi Create 五日市4-18-18清水プラザビル3Ｆ 080-6327-8067 広告業 ㈲魚谷自動車 海老園1-2-25 082-922-5135 自動車販売・修理

ライブハウス＆バーMusic Guild Match Box 五日市4-18-18清水プラザビル3Ｆ 082-554-5766 ライブハウス ㈱山誠 海老園1-5-35 082-921-2348 生花、切花

和月 五日市4-18-20大浜ビル1階 082-943-5088 魚・肉料理 上東印房 海老園2-1-11 082-923-5869 印判・名刺・印刷

Makoちゃん家 五日市5-2-25 082-576-4551 居酒屋 陶芸サロン八巧苑 海老園2-2-10 082-922-3456 美術陶器

和牛直売所やすおか 五日市5-3-25 082-921-1523 製肉販売 コダマ五日市店 海老園2-2-12 082-961-4727 宝石・時計

湊都 五日市5-3-27 082-922-8901 居酒屋 Hair＆Eyelash laulau 海老園2-4-1-102 090-9467-1010 美容室、まつ毛エクステ

ラ・セーヌ洋菓子店 五日市5-3-30 082-923-9334 洋菓子 イタリア料理ボッサ 海老園2-5-4 082-921-0830 イタリア料理

ハッピークロス五日市店 五日市5-4-22 082-922-9461 布類 岡野写真館 海老園2-5-31 082-921-0363 写真撮影

美容室ポリッシュ 五日市5-4-23 082-922-7736 美容室 長藤養蜂場 海老園2-19-2-10 082-922-2334 ハチミツ

ダルマ園 五日市5-4-24 082-922-8011 日本茶販売＆和カフェ 10店舗

エステティックサロンvif 五日市5-4-25 082-922-2227 エステティックサロン 海老山町

焼肉工房　匠 五日市5-4-34橋本ビル1F 082-557-1743 焼肉店 店舗名 住所 TEL 概要

花の森MIYAMOTOゆめタウン五日市店 五日市5-6-22 082-921-9766 生花、切花 辻クリーニング 海老山町1-2 082-921-0475 クリーニング

ビューティサロン　アンジェリーク 五日市5-6-32 082-922-8200 化粧品、サプリメント、メーク用品 炭火串焼き笑来 海老山町2-15-1 070-5520-3654 串焼き（料理）

串焼きふらっと 五日市5-9-24 082-943-4714 焼き鳥 2店舗

美容室グランフェール 五日市5-10-24 082-923-3319 美容室 上小深川

長谷川薬局 五日市5-10-25 082-921-3049 くすり・化粧品 店舗名 住所 TEL 概要

やよい軒　五日市店 五日市5-10-26 082-943-7751 定食屋 ㈲河内建設 五日市町大字上小深川432-1 082-927-3022 建設

寝室のインテリアかわの 五日市5-11-17 082-922-4164 寝具 1店舗

SAKURAYA 五日市5-11-20 082-881-0666 美容　(エステ、マツエク) 観音台

中華居食屋たまりば 五日市5-11-26 082-923-4633 中華料理 店舗名 住所 TEL 概要

ヘアーメイクレザムルーズ 五日市5-13-15-8-101 082-943-8310 美容室 お好み焼スパイス 観音台2丁目27-10 082-921-2051 お好み焼き

ゆうゆう鍼灸整骨院 五日市5-14-13司ビル1Ｆ 082-921-3993 鍼灸院・トレーニングジム・エステ 1店舗

STAGE-O 五日市5-15-4 082-922-3799 美容室 五月が丘

洋服の青山五日市店 五日市5-16-18 082-922-8915 洋服販売 店舗名 住所 TEL 概要

中央酒店 五日市5-16-26 082-923-1255 酒類 大形食料品店 五月が丘3-1-25 082-941-3597 青果・食品

ラーメン我馬　五日市店 五日市7-3-24 082-922-3321 ラーメン ㈱大江石油　五月が丘給油所 五月が丘5-8-8 082-941-1955 ガソリンスタンド

ええかげん 五日市7-7-10 082-548-8887 定食 2店舗

㈱大野石油店　造幣局前給油所 五日市7-8-27 082-923-6029 ガソリンスタンド

㈲佐伯モータース 五日市7-11-8 082-921-1108 自動車整備業

髪切床よこ山 五日市7-13-24 082-924-2322 理容店

42店舗

五日市商工会・佐伯区商店連合会

石内東4-1-1 082-941-7111 ショッピングモール

プレミアム付商品券 取扱店舗一覧



下河内 三宅

店舗名 住所 TEL 概要 店舗名 住所 TEL 概要

セブンイレブン広島下河内店 五日市町下河内1326-6 082-927-6882 コンビニエンスストア ユアーズ三筋店 三宅1-1-7 082-921-0666 スーパーマーケット

1店舗 整骨院絆 三宅1-3-38北川ビル102号 082-942-2725 姿勢矯正、骨盤矯正

城山 2店舗

店舗名 住所 TEL 概要 薬師が丘

㈱ニュー技術 城山1-1-3 082-927-3500 建設コンサルタント 店舗名 住所 TEL 概要

スタンドルビー 城山1-4-29 082-922-4426 スタンド お好み焼きタンポポ 薬師が丘4-15-15 082-927-3566 お好み焼き

パティスリーラパン 城山1-17-8水田ビル105 082-923-6171 洋菓子 1店舗

半田クリーニング 城山2-15-36 082-927-7081 クリーニング 屋代

４店舗 店舗名 住所 TEL 概要

昭和台 office CUE 屋代3-15-35-3 080-3054-0583 芸能・イベント

店舗名 住所 TEL 概要 1店舗

㈲オートガラス坂本 五日市町大字昭和台32-6 082-923-9600 自動車装備 八幡

㈱ビジョン・コンサル 五日市町昭和台33-2-106 082-215-6545 名刺、チラシデザイン、webデザイン 店舗名 住所 TEL 概要

2店舗 居酒屋アラレちゃん 八幡1-5-25 082-928-2509 居酒屋

新宮苑 (有)田室自動車販売 八幡1-11-2 082-926-4360 自動車販売、整備

店舗名 住所 TEL 概要 きららく 八幡1-21-25-Ｂ102 082-533-8711 整体

ダン整骨院 新宮苑9-26 082-576-2856 接骨院 花の森MIYAMOTOサンリブ五日市店 八幡1-24-17 082-929-3068 生花、切花

Gilet hair 新宮苑9-26 082-942-3900 理容店 中国菜館　竹琳 八幡2-22-5 田村第2ビル1F 082-928-8998 中華料理店

セブンイレブン広島五日市新宮苑店 新宮苑12-1 082-923-7110 コンビニエンスストア セブン-イレブン広島八幡2丁目店 八幡2-23-10 082-927-5902 コンビニエンスストア

3店舗 フラワーショップみなと五日市店 八幡2-24-32 082-927-0234 生花、切花

隅の浜 サイクルショップミヤモト 八幡3-1-13 082-928-0604 自転車修理・販売

店舗名 住所 TEL 概要 (有)砂入呉服店 八幡3-12-24 082-928-0016 婦人服、肌着、寝具等

森貞畳商店 隅の浜1-9-11 082-921-2542 畳の製造・販売 セブンイレブン広島八幡店 八幡3-16-7 082-928-7351 コンビニエンスストア

㈱山陽ツーリスト 隅の浜2-11-12 082-942-2580 旅行業 二井鮮魚店 八幡3-22-35 082-928-2339 鮮魚

中野悟商店 隅の浜3-1-42 082-921-0409 日用品、雑貨 食事処　初恋 八幡4-4-40 082-927-1415 法要料理、祝席料理、定食

アトリエ佐野 隅の浜3-5-1 082-924-3824 洋服のオーダー＆リフォーム パナライフ免出電機 八幡4-9-21 082-928-0833 家電製品

食事処居酒屋ゆたか 隅の浜3-5-2 082-924-1234 飲食業 ㈱大江石油　八幡給油所 八幡5-8-15 082-928-2121 ガソリンスタンド

バイクハウスナガサカ 隅の浜3-9-4 082-921-4311 バイク 14店舗

6店舗 八幡東

千同 店舗名 住所 TEL 概要

店舗名 住所 TEL 概要 焼肉ハウス21 八幡東1-34-19 082-928-1838 焼肉

焼肉一球 千同1-21-6 082-218-4076 焼肉店 イエローハット五日市店 八幡東3-19-4 082-923-9133 自動車用品

1店舗 ファミリーファッションナカタ五日市店 八幡東3-25-14 082-928-2420 衣料品

坪井 お好み焼はらちゃん本店 八幡東3-26-11 082-928-0039 お好み焼き

店舗名 住所 TEL 概要 4店舗

Rental Printer 坪井1-5-33　コートハウス坪井204 080-6324-1135 印刷業 湯来

モモダ家具 坪井1-33-21 082-923-3030 インテリア、家具 店舗名 住所 TEL 概要

しげき司法書士事務所 坪井2-1048-14 082-208-2251 登記、相続、家族信託 花カフェ　まつのじ 湯来町菅沢743 0829-40-4012 カフェ

3店舗 湯来特産品市場館 湯来町多田2545 0829-85-0670 食料品

藤垂園 広島市国民宿舎　湯来ロッジ 湯来町多田2563-1 0829-85-0111 国民宿舎

店舗名 住所 TEL 概要 湯来電化 湯来町多田2621-2 0829-85-0402 家電製品

あとりえレイ 藤垂園6-14 082-923-9898 リフォーム全般 くもで交流広場 湯来町多田雲出 080-2911-0981 野外サービス施設

1店舗 峠の母里 湯来町葛原1271 0829-86-2564 野菜、寿し、こんにゃく

利松 空口ママのみるく工房 湯来町伏谷1392-1 0829-86-1465 ミルクジャム、半ドラ等

店舗名 住所 TEL 概要 ムカイ理容室 佐伯区湯来町麦谷2312-2 0829-83-1105 理容店

佐伯タクシー 利松1-13-21 082-926-2311 タクシー ゆき商店 湯来町和田515 0829-83-0146 田舎寿司、田舎こんにゃく、野菜

魚肴食堂大山分校 利松2-17-19 082-929-5454 和食 9店舗

2店舗 楽々園

三筋 店舗名 住所 TEL 概要

店舗名 住所 TEL 概要 (有)ライフ・メイク園恵 楽々園1-3-20-207 082-922-5867 水素生成器、乳酸菌生産物質、化粧品

エイコー堂薬局スパーク佐方店 三筋2-10-41 082-924-2513 医薬品・化粧品 ここなつ 楽々園2-1-29瀬川ビル405 090-9502-1776 リラクゼーション

パン工房Leciel 三筋3-6-23 082-921-1455 ベーカリー くいしんぼう 楽々園2-1-38 082-921-6626 居酒屋

2店舗 CARAVAN 楽々園2-1-38藤井ビル202 082-924-4056 イタリアン、ダイニングバー、ジビエ料理

美鈴園 伊関鍼灸整骨センター 楽々園2-2-2 082-923-7230 鍼灸・接骨

店舗名 住所 TEL 概要 西洋菓子　無花果 楽々園3-13-2 082-922-2080 洋菓子

ドッグコム 五日市町美鈴園29-9 070-5306-7257 ペットフード用品 社会保険労務士法人経営・人事労務 楽々園3-13-16-103 082-921-1105 社労士業務　雇用調整助成金等の申請代行

1店舗 (有)共栄商事 楽々園4-1-14 082-921-2155 器具販売ガス

美鈴が丘 (有)山本鮮魚店 楽々園4-1-18 082-921-0876 鮮魚

店舗名 住所 TEL 概要 ぐう畜 楽々園4-1-20 082-578-6508 お好み焼き

モトショップオキネ 美鈴が丘東3-17-11 082-928-7856 バイク・自転車 おおとう 楽々園4-2-3 082-921-1238 雑貨

フラワー＆グリーン　オリーブハウス 美鈴が丘西1-3-14 082-208-3987 生花、切花 スエダコレクション 楽々園4-2-3 082-921-1247 婦人服

ビューティーサロン　セルジョ 美鈴が丘西1-5-4 082-928-9733 美容、健康食品 日比谷鳥こまち楽々園駅前店 楽々園4-2-23 082-923-6733 居酒屋

3店舗 王楽の里 楽々園4-3-25 082-942-4450 居酒屋

皆賀 楽々園花園 楽々園4-5-2 082-921-1187 生花、切花

店舗名 住所 TEL 概要 小山経理 楽々園4-6-12 082-922-4138 経営管理・記帳指導

健食 皆賀1-1-41 082-924-3250 乾物珍味 新鮮市場ひまわり店内（生花部） 楽々園4-6-20 082-921-1187 生花、切花

みつのぶ鍼灸整骨院 皆賀3-22-18 082-533-7211 鍼灸、柔道整復 新鮮市場（ひまわり）（あ一屋） 楽々園4-6-20 082-921-4147 野菜、果物

エコベルサポート 皆賀4-19-46山根マンション304号 082-577-4451 ハウスクリーニング 五日市食糧企業組合 楽々園4-11-3 082-921-1356 米穀、ミネラルウォーター、灯油

3店舗 大原クリーニング 楽々園4-12-24 082-921-0449 クリーニング店

美の里 春日電器 楽々園4-13-21 082-921-4160 家電販売、電気工事

店舗名 住所 TEL 概要 花の森MIYAMOTOマックスバリュ楽々園店 楽々園4-14-1 082-943-8235 生花、切花

手打ちそば無着庵 美の里2-1-44 082-923-5551 そば テーラー下戸 楽々園5-24-9 082-923-6588 洋服仕立・販売

イエローハット五日市南店 美の里2-2-36 082-923-9133 自動車用品 お好み焼き仔ぐま 楽々園5-24-10 082-922-0791 お好み焼き

2店舗 髙田酒店 楽々園6-2-17 082-922-2550 酒、菓子、食品

柴崎米穀 楽々園6-2-17 082-921-3405 米穀販売

26店舗

掲載したお店以外にも取扱店舗を随時募集しています。更新情報は、五日市商工会ホームページをご確認ください。https://www.itsukaichi.net/


