
（順不同）

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

セブンイレブン 安芸⾳⼾早瀬店 コンビニエンスストア ⾳⼾町早瀬1-49-10 0823-52-2600
セブンイレブン 広島安浦店 コンビニエンスストア 安浦町中央6-1-17 0823-84-2127
藤三 宇和木店 スーパーマーケット 倉橋町宇和木6409-1 0823-50-2020
藤三 御所の浦ショッピングセンター スーパーマーケット ⾳⼾町⾼須3-7-5 0823-51-2151
藤三 安浦ショッピングセンター スーパーマーケット 安浦町内海南4-4-7 0823-84-6565
イズミ ゆめマート  川尻店 スーパーマーケット 川尻町⻄1-25-30 0823-87-3341
ジュンテンドー ⾳⼾店 ホームセンター ⾳⼾町波多⾒11-2-12 0823-50-0006
セブンイレブン 広島川尻店 コンビニエンスストア 川尻町東1-27-20 0823-87-5866
セブンイレブン 安芸⾳⼾畑店 コンビニエンスストア ⾳⼾町畑3-5-7 0823-56-2421
セブンイレブン 安芸⾳⼾波多⾒店 コンビニエンスストア ⾳⼾町波多⾒2-1-16 0823-51-2627
Aコープ豊島店 スーパーマーケット 豊浜町豊島7-2 0823-67-1066
Aコープ豊町店 スーパーマーケット 豊町⼤⻑5915-14 0823-67-2211
Aコープ久比店 スーパーマーケット 豊町久比328 0823-66-2352
Aコープくらはし店 スーパーマーケット 倉橋町1810 0823-53-2222

（順不同）

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

岡本健生堂 医薬品・船具販売 倉橋町11867 0823-54-0370
有限会社 ⻲本⽯油店 ガソリンスタンド 倉橋町11106-11 0823-54-0668
有限会社 加納酒店 酒類販売 倉橋町1180 0823-53-0007
お食事処 かず 定食屋 倉橋町891-13 0823-53-1813
堀塗装工業 個人向け提案サービス 倉橋町10782-2 0823-54-1803
伊目木モータース 車検・点検 倉橋町10880-1 0823-54-0460
有限会社 きど⽯油店 ガソリンスタンド 倉橋町1207-1 0823-53-0190
中田⽯油店 ガソリンスタンド 倉橋町7125 0823-56-0016
岡本食料品店 食料品販売 倉橋町11864-1 0823-54-0445
林自動車 自動車修理・車検 倉橋町11339-1 0823-54-1523
坪井商店 惣菜・野菜・果物販売 倉橋町6809-1 0823-53-0072
須ノ浦ストーンフィールド 宿泊・飲食 倉橋町4320-1 0823-53-2005
倉橋カフェ カフェランチ、コーヒー 倉橋町宇和木6643 0823-53-0334
⽯野水産 ちりめん・ひじき・ちりめん煎餅等 倉橋町17800 0823-54-1505
Diving Pro Shop NAGI 体験ダイビング・器材販売等 倉橋町4320-1 090-4809-5429
桂浜温泉館 バラエティーショップ 雑貨・お土産物 倉橋町431 0823-53-2575
お食事処 海理部 レストラン 倉橋町431 0823-53-2577
café SLOW テイクアウト・カフェ 倉橋町571-1 0823-53-1141
⾓⼾鮮⿂店 鮮⿂販売 倉橋町7435 0823-56-0458
徳田美容室 美容室 倉橋町11897-49 0823-54-0397
岡本水産有限会社 生かき販売 倉橋町12902-5 0823-54-0344
倉橋モータース 車検・修理・車両販売 倉橋町1734-5 0823-53-1145
ちりめんの浜崎 ちりめん 倉橋町1812-1 0823-53-0087

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

お仏壇のふみおか 仏具・仏壇販売 ⾳⼾町波多⾒1-31-1 0823-51-0160
岡辻書店 書籍・文具販売 ⾳⼾町鰯浜2-3-24 0823-52-2265
榎酒造 株式会社 酒類・食品販売 ⾳⼾町南隠渡2-1-15 0823-52-1234
御多福 お好み焼き ⾳⼾町早瀬1-35-11 0823-56-1485
有限会社 住田屋製菓 餅・和洋菓子販売 ⾳⼾町藤脇2-7-6 0823-56-0372
杉原自動車 自動車販売・車検・修理 ⾳⼾町波多⾒1-1-41 0823-52-2455
おんど観光文化会館うずしお 特産品いいもんプラザ 土産品・喫茶店 ⾳⼾町鰯浜1-2-3 0823-50-0321
⾳⼾パン パン販売 ⾳⼾町鰯浜2-5-12 0823-52-2347
山口商店 食料品・日用雑貨販売 ⾳⼾町早瀬2-13-5 0823-56-0041
林自動車 波多⾒店 自動車修理・車検 ⾳⼾町波多⾒5-16-20 0823-51-3170
天仁庵 ランチ・カフェ・食品・雑貨他 ⾳⼾町引地1-2-2 0823-52-2228
木⼾理容院 理容室 ⾳⼾町鰯浜1-7-41 0823-51-2567
⼤下デンキ 家電販売 ⾳⼾町波多⾒1-36-3 0823-51-0074
お好み焼き ささき お好み焼き ⾳⼾町有清1-3-4 0823-56-1691
有限会社 海田水産 生かき販売 ⾳⼾町坪井3-1-2 0823-51-3725
かつら亭 ⾳⼾店 刺身・定食 ⾳⼾町鰯浜1-2-3 0823-51-4007
マルゴ水産 生かき販売 ⾳⼾町田原2-16-4 0823-51-2722
居酒屋 そうみ 昼ランチ・一品料理等 ⾳⼾町波多⾒1-2-3 0823-51-0084
中野水産 かき販売 ⾳⼾町⾼須3-14-6 0823-52-0401
有限会社 幸城⽯油 ガソリンスタンド ⾳⼾町田原2-2-12 0823-51-2636
中川水産 生かき販売 ⾳⼾町⾼須2-1-10 0823-51-3934
株式会社 ナバラ 生かき販売 ⾳⼾町南隠渡1-11-42 0823-51-0234

呉広域商工会　プレミアム付商品券　取扱店舗一覧
呉市内の210店舗で使えます（令和2年10月23日現在）

※取扱店舗は随時受付ております。最新の取扱店舗は、呉広域商工会HPでご覧ください。

【倉橋町】

【音戸町】

中小店【大手チェーン店・中小店共通券、中小店専門券ともに利用可能】

大手チェーン店【大手チェーン店・中小店共通券のみ利用可能】

このオレンジ色の商品券のみ使えます！！

どちらの色の商品

券も使えます！！



店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

中原呉服店 呉服・寝具・婦人衣料店 川尻町東3-8-50 0823-87-2147
原本文具店 文具・事務機販売 川尻町⻄2-8-7 0823-87-2064
Dog Salon Sunny ドッグサロン 川尻町⻄6-6-33 0823-69-9924
奥田商店 呉服・寝具・婦人衣料店 川尻町東3-13-1 0823-87-2219
有限会社 真田商会 ガソリンスタンド 川尻町東1-22-1 0823-87-2322
宇田敬商店 居酒屋 川尻町東1-21-18 0823-87-4145
有限会社 アサヒ・フード 刺身・仕出・弁当販売 川尻町東1-23-3 0823-87-5244
小川食料品店 食料品・日用品 川尻町⻄2-1-31 0823-87-2367
アラビアンナイト ケーキ・洋菓子店 川尻町東3-8-35 0823-87-0363
とびしまcafé 飲食店・カフェ 川尻町⻄5-1-5 0823-87-6111
ますはら自動車 自動車販売・修理・車検 川尻町原山1-17-4 0823-87-3780
かど家 居酒屋 川尻町⻄2-10-11 0823-87-2239
福井写真館 写真撮影 川尻町⻄2-10-52 0823-87-2130
中野電器 家電販売店 川尻町⻄1-3-5 0823-87-3080
カットハウス  トミー 理容室 川尻町⻄2-17-14 0823-36-4643
国⺠宿舎 野呂⾼原ロッジ 宿泊・レストラン 川尻町板休5502-37 0823-87-2390
ファッションハウス イコマ 婦人衣料・学生衣料店 川尻町⻄2-10-37 0823-87-2073
原鮮⿂店 鮮⿂販売・仕出し 川尻町森2-9-5 0823-87-2205
かねた電機 家電販売店 川尻町東3-15-28 0823-87-2077
みなと精肉店 精肉店 川尻町⻄2-18-18 0823-87-2708
ドライブイン 桃 ラーメン・うどん・定食等 川尻町水落1023-2 0823-87-2627
ワキヤ化粧品店 化粧品・小物 川尻町⻄2-16-8 0823-87-2178
⼤田商会 自転車・バイク販売修理 川尻町⻄2-18-3 0823-87-3394
生駒薬品 医薬品・雑貨 川尻町東3-1-36 0823-87-2066
宮下畳製造所 畳・襖・障子販売 川尻町東3-10-35 0823-87-2120
竹林自動車販売 株式会社 自動車販売・車検・修理 川尻町⻄5-1-22 0823-87-0111
みなと美容室 美容室 川尻町⻄2-17-2 0823-87-2236
⿊野酒店 酒類販売 川尻町⻄1-10-11 0823-87-4918
中村商店（なかや） 食品販売 川尻町東3-8-55 0823-87-2054
片岡自動車 自動車販売・車検・修理 川尻町小仁方2-5-18 0823-87-6300
オーベルジュ・ステイ SUOMI 宿泊・レストラン 川尻町小用2-16-1 0823-87-6400
カワチ屋 クリーニング クリーニング店 川尻町⻄2-8-41 0823-87-3244
市川呉服店 洋品・雑貨 川尻町東3-9-23 0823-87-2212
お好み焼きハウス ＫＥＮ お好み焼き・焼きそば 川尻町⻄2-12-34 0823-87-0238
土井酒店 酒類販売 川尻町森2-13-42 0823-87-2089
ハタ文具 文具販売 川尻町⻄2-16-6 0823-87-5111
Pizzeria coume（こうめ） ピザ 川尻町⻄1-2-11 0823-78-2640
蒲田⽯油 有限会社 川尻店 ガソリンスタンド 川尻町⻄5-7-43 0823-87-2144

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

うどん処やまき醤油蔵 うどん店 安浦町中央1-3-14 0823-84-5777
芳香美容室 美容室 安浦町安登⻄5-3-16 0823-84-5882
PROFIT 株式会社 自動車販売・修理 安浦町中央5-2-31 0823-70-6177
安浦薬品 薬局 安浦町内海南1-10-46 0823-84-2143
でんきのイコマ 家電販売 安浦町安登⻄5-3-7 0823-84-3007
伸栄自動車整備工場 自動車販売・修理 安浦町内海南4-8-38 0823-84-3777
株式会社 瀬⼾漆喰本舗 瀬⼾漆喰家具・木材販売 安浦町中畑1467-1 0823-84-0800
盛川酒造 株式会社 地酒・梅酒・酒粕・酒粕アーモンド等 安浦町原畑44 0823-84-2002
川本電機 家電販売 安浦町中央北2-8-22 0823-84-2268
渡川食料品店 食品・日用品・酒類 安浦町三津口1-16-11 0823-84-2403
ミーム ２２nd 衣類・化粧品販売 安浦町中央5-3-2 0823-84-2162
美肌工房 ますたに 化粧品・健康美容食品販売・エステ 安浦町安登⻄5-2-5 0823-84-3036
上田本店 刺身・惣菜・弁当販売 安浦町中央1-2-22 0823-84-2052
小河商店 酒類・飲料・食品販売 安浦町三津口1-4-11 0823-84-2004
きむら屋 酒類・ギフト販売 安浦町内海北2-8-23 0823-84-2035
玉津サイクル 自転車販売・修理 安浦町内海南1-3-14 0823-84-2248
おしゃれの店 マルミツ 衣類・婦人服・化粧品販売 安浦町内海南1-6-26 0823-84-2010
メルタスせと やまひろ 家電販売 安浦町内海南1-3-16 0823-84-2131
佐野美容室（ビューティーサロン サノ） 美容室 安浦町中央2-6-25 0823-84-4243
ファミリーショップ きざき 婦人洋品・寝具販売 安浦町中央5-1-51 0823-84-2865
⻘木印刷 株式会社 名刺・伝票関係商品販売 安浦町内海北2-1-6 0823-84-2104
御食事処 千代 ラーメン・定食 安浦町中央6-1-35 0823-84-3198
川野化粧品店 日用雑貨・衣料品販売 安浦町三津口1-11-3 0823-84-2223
川城モータース 自動車販売・修理・車検 安浦町安登⻄1-4-23 0823-84-5123
株式会社 オゴウ ガソリンスタンド 安浦町中央5-2-28 0823-84-2344
ビューティーサロンまちこ 美容室・着付 安浦町中央5-1-61 0823-84-2346
焼肉ソウル 焼肉店 安浦町安登⻄1-4-26 0823-84-7366
ドライブイン灘 定食・ラーメン 安浦町三津口6-9-8 0823-84-2318
居酒屋 小鰯 居酒屋 安浦町中央2-6-14 0823-84-0033
古城呉服店 衣料寝具販売 安浦町三津口2-2-12 0823-84-2136
有限会社 仏壇の小山 仏壇・仏具・墓⽯ 安浦町内海南2-12-22 0823-84-2320
KGS アウトドア用品・衣料 安浦町内海南2-12-22 090-3179-1709
豆ナ茶屋 定食・土産販売 安浦町水尻1-3-1 0823-84-3731
立花新聞店 新聞販売 安浦町中央5-1-63 0823-84-5277
森本ストアー 株式会社 日用品・⿂ 安浦町女子畑1408-5 0823-84-3830
吉田自動車 自動車販売・修理 安浦町内海南3丁目17-6 0823-84-7007
リラクゼーションサロン こもれび呉安浦店 整体（全身もみほぐし・足つぼ・リンパ等） 安浦町三津口3-9-16 090-7502-3213
BROTO（パンと雑貨の店） パン・ハンドメイド 安浦町中央5-12-25 0823-84-3868

【川尻町】

【安浦町】



店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

日浦美容室 美容室 下蒲刈町三之瀬313-9 0823-65-2376
丸谷カフェ カフェ・加工品販売 下蒲刈町下島2229-9 070-4175-6427
海駅三之関 特産品（じゃこ天、かんきつ類他）、お土産品下蒲刈町下島2358-1 0823-70-8282
梶ヶ浜のお月さん やきそば・うどん・その他定食 下蒲刈町下島839-16 0823-65-3440
プラスシモカマ お好み焼き・焼きそば 下蒲刈町下島2361-7
吉川商店 酒類販売 下蒲刈町三之瀬257 0823-65-2014
ワキ美容室 美容室 下蒲刈町下島2229-3 0823-65-2990
重森商店 仕出し弁当・食品 下蒲刈町下島2119-27 0823-65-3060
きしな お好み焼き 下蒲刈町下島1651-13 0823-65-2848
永原商店 食料品販売 下蒲刈町下島705 0823-65-2921
海浪満 ランチ・海鮮丼 下蒲刈町下島2361-7 080-2348-5263
小島酒店 酒類販売 下蒲刈町三之瀬315-1 0823-65-2117
蒲田⽯油 有限会社 下蒲刈店 ガソリンスタンド 下蒲刈町下島1639-1 0823-65-2177

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

雑貨や ふくすけ ねこ雑貨販売 蒲刈町田⼾1033-1 0823-66-0020
であいの館 地域産品・土産販売 蒲刈町向字⻄脇985-1 0823-68-0120
田中商店 酒類販売 蒲刈町向2930 0823-68-0015
ピッツァ＆カフェ カプレーゼ ピザ・カフェ 蒲刈町⼤浦6605-2 0823-66-0960
とびしま理髪店 理容室 蒲刈町向2934-6 0823-68-0025
有限会社 脇本モータース 自動車修理・販売 蒲刈町田⼾1028-3 0823-66-0786
蒲刈物産株式会社 海人の藻塩 蒲刈町⼤浦7407-1 0823-70-7021
カーランドアオモト 自動車修理・車検 蒲刈町向1380 0823-68-0703
諏訪田商店 酒類・食料品店 蒲刈町宮盛996 0823-66-0013
県⺠の浜 輝きの館 宿泊・飲食・お土産物 蒲刈町⼤浦7605 0823-66-1177
恵み丘 レストラン レストラン 蒲刈町⼤浦沖浦 恵みの丘内 0823-70-7010
かつら亭 蒲刈本店 ⺠宿・刺身・定食 蒲刈町宮盛2032-1 0823-66-0114
島宿 あこう ⺠宿 蒲刈町向3251-14 0823-68-0453
レストラン 花美月 レストラン 蒲刈町⼤浦2868-2 0823-66-0358
蒲刈水産物直売所 鮮⿂直売 蒲刈町宮盛1320-15 0823-66-1137

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

伊藤本店 酒類・食料品販売 豊浜町豊島3581 0823-68-2026
北岡商店 ガス器具・日用品雑貨販売 豊浜町豊島3565 0823-68-2014
花まる 食料品・花販売 豊浜町豊島3153-1 0823-68-2114
あびの宿 宿 豊浜町豊島3414-8 0823-68-3345
しまcafé きたたに カフェ 豊浜町豊島3554-4 0823-68-2003
北山電機 家電販売 豊浜町豊島3516-13 0823-68-2126
北木クリーニング クリーニング 豊浜町豊島3620-1 0823-68-2620
得田商店（かどや） LPガス・食品 豊浜町豊島3508-6 0823-68-2055
⻄藤⽯材 ⽯材販売 豊浜町豊島3475-4 0823-68-2081

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

村尾昌文堂 酒類・文具・書籍・特産品等販売 豊町⼤⻑5905-1 0823-66-2025
株式会社 越智燃料店 燃料・家電販売 豊町⼤⻑5992-22 0823-66-2518
有限会社 資誠堂 薬局・化粧品販売 豊町⼤⻑4970 0823-66-2434
今村商店 食品・酒類・生活雑貨 豊町⼤⻑5984-2 0823-66-2358
株式会社 村上内装 畳・襖・障子・カーテン他 豊町⼤⻑4787 0823-66-2156
有限会社 須賀⽯油店 ガソリン・軽油 豊町⼤⻑4797-47 0823-66-2261
シーフロントダイニング新豊 ランチ・定食 豊町御手洗313 090-2863-4104
GUESTHOUSE醫 宿泊 豊町御手洗255-2 070-2365-0924
潮待ち館 ドリンク・スイーツ・お土産物他 豊町御手洗187-1 0823-66-3533
船宿カフェ若⻑ ドリンク・スイーツ 豊町御手洗325 090-4483-3141
オレンジハウス 食堂 豊町⼤⻑5982-1 0823-66-4020
メグミルク 豊販売店 牛乳販売 豊町久比183-5 0823-66-2730
カモメはり・きゅう院 灸院 豊町⼤⻑6048-15 0823-66-2825
泉万商店 サッシ販売 豊町御手洗262 0823-66-2447
新光時計店 時計・メガネ 豊町御手洗226 0823-66-2429
万徳モータース 自動車・自動車修理 豊町久比2433-1 0823-66-2336
The Tea Cosy カフェ・スコーン・紅茶 豊町御手洗166-7 0823-67-2015
和田電機商会 家電販売 豊町御手洗33 0823-66-2541

店舗名 事業内容・取扱品 住所 電話番号

わいん屋 グレース イタリア料理店 本通4-1-1 0823-55-4730
よしの味噌 味噌・レモン関連商品販売 吉浦本町3-2-20 0823-31-7527
アミーベーカリー パン製造販売 焼山中央2-8-10 0823-34-3003
制服のフジ 制服・紳士洋品 中通1-1-21 0823-21-7731
ステッチハウス 子供服・子供洋品 中通1-3-25 0823-23-0488
海軍さんの料亭 五月荘 懐⽯・日本料亭 本通2-4-10 0823-21-5121
らーめん処 山来亭 ラーメン店 広本町1-7-11 0823-75-1033
クレイトンベイホテル ホテル 築地町3-3 0823-26-1111
呉涛（クレイトンベイホテル） 会席料理・御膳・寿司 築地町3-3 0823-26-0005
ソーニョ（クレイトンベイホテル） レストラン 築地町3-3 0823-26-1133
コートダジュール（クレイトンベイホテル） カフェ 築地町3-3 0823-26-1133
小料理 小雪 割烹・小料理 中通2-7-1-204 0823-24-6777
おやおや⻘果 野菜等⻘果販売・移動販売 広本町3-3
美松 定食 仁方町⼾浜8-3 0823-79-5145
旬彩ランチこころ ランチ・定食・仕出し 仁方⼤歳町14-3 0823-79-1980
PIZZERIA  NALIPO ナポリピッツァ 東中央2-2-20 0823-27-3163
ケンパテック ハウスクリーニング全般 中通4-1-28 080-1637-8946
有限会社 電化ショップYOU 電気製品販売 仁方⻄神町1-19 0823-79-5991
呉森沢ホテル 宿泊・レストラン 本町15-22 0823-21-5188
蒲田⽯油 有限会社 仁方店 ガソリンスタンド 仁方町字松ケ平37-1 0823-79-5411

【豊町】

【呉市中央部】

【下蒲刈町】

【蒲刈町】

【豊浜町】


