三矢の里プレミアム付商品券取扱加盟店
みつやのさと

ぷれみあむつきしょうひんけん

1 吉田 ㈱イズミ吉田店

とりあつかいかめいてん

㈱イズミ吉田店

大規模店舗

だいきぼてんぽ

Mitsuyanosato

daikibotenpo

Puremiamutsukishouhinken

いずみよしだてん

Toriatsukaikameiten

izumi

yoshidaten

2 吉田 ㈱ジュンテンドー

㈱ジュンテンドー

3 吉田 ㈱コスモス薬品

ディスカウントドラッグコスモス安芸高田店

でぃすかうんとどらっぐこすもすあきたかたてん

discountdrug cosmos akitakataten

4 吉田 ㈱藤三

藤三吉田店

ふじさんよしだてん

fujisan yoshidaten

5 吉田 ㈱ナフコ

ホームプラザ

ほーむぷらざ

homeplaza nafuko yoshidaten

6 吉田 ㈱万惣

万惣

7 吉田 安芸自動車鈑金

安芸自動車鈑金

あきじどうしゃばんきん

8 吉田

(公財)安芸高田市地域振興事業団

(公財)安芸高田市地域振興事業団

あきたかたしちいきしんこうじぎょうだん akitakatashichiikishinkoujigyoudan

9 吉田

(公財)安芸高田市地域振興事業団

安芸高田市歴史民俗博物館

あきたかたしれきしみんぞくはくぶつかん akitakatashirekishiminzokuhakubutsukan

10 吉田 あきんど

あきんど

あきんど

akindo

11 吉田 朝胡商店

朝胡商店

あさえびすしょうてん

asaebisushouten

12 吉田 あじよし

あじよし

あじよし

ajiyoshi

13 吉田 アリアケ車輌㈱

アリアケ車輌㈱

ありあけしゃりょう

ariakesharyou

14 吉田 iegoto

iegoto

いえごと

iegoto

15 吉田

ウォンツ吉田店

うぉんつよしだてん

wants

16 吉田 えーのー夢茶屋

えーのー夢茶屋

えーのーゆめちゃや

e-no-yumechaya

17 吉田 ㈱エディオン

エディオン

えでぃおん

edion

18 吉田 NGS㈱

NGS㈱

えぬじーえす

enuji-esu

19 吉田 園芸王国パスタイム

園芸王国パスタイム

えんげいおうこくぱすたいむ

engeioukokupasutaimu

20 吉田 ㈲大田自動車工業

㈲大田自動車工業

おおたじどうしゃこうぎょう

ootajidoushakougyou

21 吉田 大田設備

大田設備

おおたせつび

ootasetsubi

22 吉田 ㈲auto world アタック

㈲auto world アタック

おーとわーるど

23 吉田 岡崎建設

岡崎建設

おかざきけんせつ

okazakikensetsu

24 吉田 ㈱オキタ石油

㈱オキタ石油

おきたせきゆ

okitasekiyu

25 吉田 おくもと整体院

おくもと整体院

おくもとせいたいいん

okumotoseitaiin

26 吉田 お好み焼きカープ

お好み焼きカープ

おこのみやきかーぷ

okonomiyakika-pu

27 吉田 お好み焼 高猿

お好み焼 高猿

㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本

吉田店

ナフコ吉田店

吉田店

じゅんてんどー

まんそう

安芸高田店

吉田ＣＳ

よしだてん

juntendo yoshidaten

なふこよしだてん

よしだてん

mansou yoshidaten
akijidoushabankin

あきたかたてん

あたっく

yoshidaten

akitakataten

o-towa-rudo

よしだしーえす

atatku

yoshidashi-esu

おこのみやき たかざる

okonomiyaki takazaru

28 吉田 お好み焼き８８(ハチヤ) お好み焼き８８(ハチヤ)

おこのみやきはちや

okonomiyakihachiya

29 吉田 お食事と喫茶KADO

お食事と喫茶KADO

おしょくじときっさかど

oshokujitokitsakado

30 吉田 織田産業㈱

織田産業㈱

おださんぎょう

odasangyou

31 吉田

オッペン化粧品㈱郡山営業所

おっぺんけしょうひん

32 吉田 オッペン化粧品㈱華営業所

オッペン化粧品㈱華営業所

おっぺんけしょうひん

33 吉田 介護タクシー夢

介護タクシー夢

かいごたくしーゆめ

kaigotakushi-yume

34 吉田 金田糸店

金田糸店

かねだいとてん

kanedaitoten

かふぇ

kafe

オッペン化粧品㈱郡山営業所

35 吉田 カフェ

オリーブ

カフェ

オリーブ

こおりやまえいぎょうしょ

はなえいぎょうしょ

おりーぶ

otpenkeshouhin

kooriyamaeigyousho

otpenkeshouhin

hanaeigyousho

ori-bu

36 吉田 カラーセンター吉田店

カラーセンター吉田店

からーせんたーよしだてん

kara-senta-yoshidaten

37 吉田 ㈲川本工務店

㈲川本工務店

かわもとこうむてん

kawamotokoumuten

38 吉田 ㈱北屋

㈱北屋

きたや

kitaya

39 吉田 清瀬鮮魚店

清瀬鮮魚店

きよせせんぎょてん

kiyosesengyoten

40 吉田 グリーンプラザ54

グリーンプラザ54

ぐりーんぷらざ５４

guri-npuraza５４

41 吉田 ゲイビ車輌㈱

ゲイビ車輌㈱

げいびしゃりょう

geibisharyou

42 吉田 芸北タクシー

芸北タクシー

げいほくたくしー

geihokutakushi-

43 吉田 gerade

gerade

げらーで

gera-de

44 吉田 ㈱タマシゲ・デンソー

珈琲たまちゃん農園

こーひーたまちゃんのうえん

ko-hi-tamachannouen

45 吉田 コスモ薬局

コスモ薬局

こすもやっきょく

kosumoyatkyoku

46 吉田 ㈲小又工務店

㈲小又工務店

こまたこうむてん

komatakoumuten

47 吉田 こりん亭

こりん亭（じゃぱにーずだいにんぐCORINTEI）

こりんてい（じゃぱにーずだいにんぐこりんてい）

korintei（japani-zudainingukorintei）

48 吉田 こんにちはビール部

こんにちはビール部

こんにちはびーるぶ

konnichihabi-rubu

49 吉田 サイクルショップ平林

サイクルショップ平林

さいくるしょっぷひらばやし

saikurushotpuhirabayashi

50 吉田 坂田木工

坂田木工

さかたもっこう

sakatamotkou

51 吉田 ㈲坂田自動車販売

㈲坂田自動車販売

さかたじどうしゃはんばい

sakatajidoushahanbai

52 吉田 笹長全康堂接骨院

笹長全康堂接骨院

ささながぜんこうどうせっこついん

sasanagazenkoudousetkotsuin

53 吉田 サンパラソル

サンパラソル

さんぱらそる

sanparasoru

54 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

可愛出張所

じぇいえーひろしまほくぶ

55 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

ギフトセンター

じぇいえーひろしまほくぶ

56 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

JAグリーンよしだ

じぇいえーひろしまほくぶ

57 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

VEGEPARK安芸高田

じぇいえーひろしまほくぶ

58 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

本店

えのしゅっちょうじょ

ぎふとせんたー

じぇいえーぐりーんよしだ

べじぱーくあきたかた

じぇいえーひろしまほくぶ

JA-hiroshimahokubu

enoshutchoujo

JA-hiroshimahokubu

gifutosenta-

JA-hiroshimahokubu

JA-guri-nyoshida

JA-hiroshimahokubu

bejipa-kuakitakata

ほんてん JA-hiroshimahokubu

honten

59 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

本店虹のホール

じぇいえーひろしまほくぶ

60 吉田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

吉田支店

じぇいえーひろしまほくぶ

61 吉田 仕出し 岩見

仕出し

62 吉田 篠田建築

篠田建築

しのだけんちく

shinodakenchiku

63 吉田 しみず鍼灸接骨院

しみず鍼灸接骨院

しみずしんきゅうせっこついん

shimizushinkyuusetkotsuin

64 吉田 下土居建設

下土居建設

しもどいけんせつ

shimodoikensetsu

65 吉田 ㈲ヒノカワ自動車

車工場S･A安芸高田

66 吉田 ㈱ホワイト舎

しゃぼん玉クリーニング

67 吉田 昭和クリーニング

昭和クリーニング，ポッポしょうわ(取次店)

しょうわくりーにんぐ，ぽっぽしょうわ(とりつぎてん)

shouwakuri-ningu，potposhouwa(toritsugiten)

68 吉田 ㈱杉野自動車

㈱杉野自動車

すぎのじどうしゃ

suginojidousha

69 吉田 世羅印刷㈱

世羅印刷㈱

せらいんさつ

serainsatsu

70 吉田 大半商店

大半商店

だいはんしょうてん

daihanshouten

71 吉田 ㈱高田環境

㈱高田環境

たかたかんきょう

takatakankyou

72 吉田 ㈲高田スズキ販売

㈲高田スズキ販売

たかたすずきはんばい

takatasuzukihanbai

73 吉田 ㈱竹廣ガラス

㈱竹廣ガラス

たけひろがらす

takehirogarasu

74 吉田 田原菓舗

田原菓舗

たはらかほ

taharakaho

75 吉田 徳山第一薬局

徳山第一薬局

とくやまだいいちやっきょく

tokuyamadaiichiyatkyoku

76 吉田 冨本電機商会

冨本電機商会

とみもとでんきしょうかい

tomimotodenkishoukai

77 吉田 富吉酒店

富吉酒店

とみよしさけてん

tomiyoshisaketen

78 吉田 ㈱富田重機興業

㈱富田重機興業

とんだじゅうきこうぎょう

tondajuukikougyou

79 吉田 中尾バランス整骨院

中尾バランス整骨院

なかおばらんすせいこついん

nakaobaransuseikotsuin

80 吉田 ㈲仁井モータース

㈲仁井モータース

にいもーたーす

niimo-ta-su

81 吉田 織田産業㈱

ニコニコタクシー

にこにこたくしー

nikonikotakushi-

82 吉田 西岩うずき

西岩うずき

にしいわうずき

nishiiwa uzuki

83 吉田 飲み処喰い処みね

飲み処喰い処みね

のみどころくいどころみね

nomidokorokuidokoromine

84 吉田 8○8cafe

8○8cafe

はちまるはちかふぇ

hachimaruhachikafe

85 吉田 美容室アムール

美容室

アムール

びようしつ

あむーる

biyoushitsuamu-ru

86 吉田 美容室 彩

美容室

彩

びようしつ

いろどり

biyoushitsu

87 吉田 美容室

美容室

ラハリキ

びようしつ

らはりき

biyoushitsu rahariki

ラハリキ

岩見

しだし

万惣吉田店

ほんてんにじのほーる

JA-hiroshimahokubu

よしだしてん JA-hiroshimahokubu

いわみ

shidashi

hontennijinoho-ru
yoshidashiten

iwami

しゃこうば えす･えーあきたかた

shakouba esu･e-akitakata（hinokawayoshidaten）

しゃぼんだまくりーにんぐ

shabondamakuri-ningu

まんそうよしだてん

mansouyoshidaten

irodori

88 吉田 広島ガス高田販売㈱

広島ガス高田販売㈱

ひろしまがすたかたはんばい

hiroshimagasutakatahanbai

89 吉田 広西時計店

広西時計店

ひろにしとけいてん

hironishitokeiten

90 吉田 ㈱ファーストステージ

㈱ファーストステージ

ふぁーすとすてーじ

fa-sutosute-ji

91 吉田 ㈱ファーマシィ

ファーマシィ薬局吉田中央

ふぁーましぃやっきょくよしだちゅうおう fa-mashiiyatkyokuyoshidachuuou

ファッションスペース

ふぁっしょんすぺーす

92 吉田

ファッションスペース

あさだ

あさだ

あさだ

fatshonsupe-su

asada

93 吉田 古光理容院

古光理容院

94 吉田 ヘアーサロン タナベ

ヘアーサロン

95 吉田 ヘアースタジオK2

ヘアースタジオK2

へあーすたじおけーつー

hea-sutajioke-tsu-

96 吉田 鳳月堂生田

鳳月堂生田

ほうげつどういけだ

hougetsudouikeda

97 吉田 ㈱ポプラ

ポプラ安芸高田吉田店

ぽぷらあきたかたよしだてん

popuraakitakatayoshidaten

98 吉田 まつもと園芸サービス

まつもと園芸サービス

まつもとえんげいさーびす

matsumotoengeisa-bisu

99 吉田

タナベ

ふるみつりよういん

furumitsuriyouin

へあーさろん

hea-saron

たなべ

tanabe

㈱道の駅三矢の里あきたかた

みちのえきみつやのさとあきたかた

michinoekimitsuyanosatoakitakata

100 吉田 ㈱道の駅三矢の里あきたかた

道の駅三矢の里あきたかた内

みちのえきみつやのさとあきたかたない

akitakatashi kankou kyokai

101 吉田 ㈱道の駅三矢の里あきたかた

道の駅三矢の里あきたかた内

102 吉田 ㈱道の駅三矢の里あきたかた

㈱道の駅三矢の里あきたかた内

103 吉田 ㈱道の駅三矢の里あきたかた

道の駅三矢の里あきたかた内

104 吉田 みつ漢方薬局

みつ漢方薬局

みつかんぽうやっきょく

mitsukanpouyatkyoku

105 吉田 ㈲ミツヤ建築工房

㈲ミツヤ建築工房

みつやけんちくこうぼう

mitsuyakenchikukoubou

106 吉田 ㈲みよしや書店

㈲みよしや書店

みよしやしょてん

miyoshiyashoten

107 吉田 ㈱グッドアイ

眼鏡市場安芸高田店

めがねいちばあきたかたてん

meganeichibaakitakataten

108 吉田 ㈱森末製畳所

㈱森末製畳所

もりすえせいじょうしょ

morisueseijousho

109 吉田 ㈲矢賀谷農機ハウジング ㈲矢賀谷農機ハウジング

やがたにのうきはうじんぐ

yagataninoukihaujingu

110 吉田 焼肉

やきにく

yakiniku

㈱道の駅三矢の里あきたかた

大福

焼肉

111 吉田 焼肉一心
112 吉田 やました鍼灸院

(一社)安芸高田市観光協会

｢美味しくて、懺悔。｣

縄文あいす「ひとは館」ベジパーク店

ファーマーズ・レストラン安芸高田

大福

焼肉一心
接骨院 やました鍼灸院

（いっしゃ）あきたかたしかんこうきょうかい

みちのえきみつやのさとあきたかたない

みちのえきみつやのさとあきたかたない

「おいしくて、ざんげ。」

じょうもんあいす「ひとはかん」べじぱーくてん

みちのえきみつやのさとあきたかたない

ふぁーまーず・れすとらんあきたかた

だいふく

やきにくいっしん
接骨院

やましたしんきゅういん

oishikute zange
joumonaisu「hitohakan」bejipa-kuten
farmers restaurant akitakata

daifuku

yakinikuitshin
せっこついん yamashitashinkyuuin

setkotsuin

113 吉田 ㈱ヤマダ電機

㈱ヤマダ電機(テックランド安芸高田店)

やまだでんき（てっくらんどあきたかたてん）

yamadadenki（tetkurandoakitakataten）

114 吉田 ㈱山本家具店

㈱山本家具店

やまもとかぐてん

yamamotokaguten

115 吉田 やまや関西㈱

やまや吉田店

やまやよしだてん

yamayayoshidaten

116 吉田 ㈱ユアーズ

ユアーズ吉田店

ゆあーずよしだてん

yua-zuyoshidaten

117 吉田

吉田サッカー公園

よしださっかーこうえん

yoshidasatka-kouen

(公財)安芸高田市地域振興事業団

118 吉田 ㈲吉田ブラザー

㈲吉田ブラザー

よしだぶらざー

yoshidaburaza-

119 吉田 ㈲吉田大進

㈲吉田大進

よしだだいしん

yoshidadaishin

120 吉田 ㈲吉田タクシー

㈲吉田タクシー

よしだたくしー

yoshidatakushi-

121 吉田 米重商店

米重商店

よねしげしょうてん

yoneshigeshouten

122 吉田 ㈱郷輝

ラーメン

らーめん

ra-men

ごうき

ごうき

gouki

123 吉田 リカーショップかわさき リカーショップかわさき

りかーしょっぷかわさき

124 吉田 リサイクルショップ エース リサイクルショップ エース

りさいくるしょっぷ えーす

risaikurushotpu e-su

125 吉田 理容 ニューパリー クワモト

理容

りよう

riyou

126 吉田 理容室

理容室

彩

ニューパリー

クワモト

彩

にゅーぱりー

りようしつ

rika-shotpukawasaki

くわもと

いろどり

nyu-pari-

riyoushitsu

kuwamoto

irodori

127 吉田 ㈲脇地石油店

㈲脇地石油店

わきじせきゆてん

wakijisekiyuten

128 吉田 ㈱イズミ吉田店

原田時計店（ゆめタウン吉田内）

はらだとけいてん（ゆめたうんよしだない）

haradatokeiten（yumetaunyoshidanai）

129 吉田 ㈱イズミ吉田店

ホワイト舎トップ（ゆめタウン吉田内）

ほわいとしゃとっぷ（ゆめたうんよしだない）

howaitoshatotpu（yumetaunyoshidanai）

130 吉田 ㈱イズミ吉田店

クラフトハートトウカイ（ゆめタウン吉田内）

くらふとはーととうかい（ゆめたうんよしだない）

kurafutoha-totoukai（yumetaunyoshidanai）

131 吉田 ㈱イズミ吉田店

カフェレストラン

かふぇれすとらん

kaferesutoran

132 吉田 ㈱イズミ吉田店

タカラブネ（ゆめタウン吉田内）

たからぶね（ゆめたうんよしだない） takarabune（yumetaunyoshidanai）

133 吉田 ㈱イズミ吉田店

ゆめ菓子工房（ゆめタウン吉田内）

ゆめかしこうぼう(ゆめたうんよしだない) yumekashikoubou(yumetaunyoshidanai)

134 吉田 ㈱イズミ吉田店

メガネの三城（ゆめタウン吉田内）

めがねのみき（ゆめたうんよしだない） meganenomiki（yumetaunyoshidanai）

135 吉田 ㈱イズミ吉田店

麺や一番（ゆめタウン吉田内）

めんやいちばん（ゆめたうんよしだない） menyaichiban（yumetaunyoshidanai）

136 吉田 ㈱イズミ吉田店

スエムネ（ゆめタウン吉田内）

すえむね（ゆめたうんよしだない）

137 吉田 ㈱イズミ吉田店

ラ・シェーナ（ゆめタウン吉田内）

ら・しぇーな（ゆめたうんよしだない） ra・she-na（yumetaunyoshidanai）

138 吉田 ㈱イズミ吉田店

花壇吉田（ゆめタウン吉田内）

かだんよしだ（ゆめたうんよしだない） kadanyoshida（yumetaunyoshidanai）

139 吉田 ㈱イズミ吉田店

ダイソー吉田店（ゆめタウン吉田内）

だいそーよしだてん（ゆめたうんよしだない）

daiso-yoshidaten（yumetaunyoshidanai）

140 八千代 ㈱コメリ

コメリ

こめり

komeri

141 八千代 浅枝石油店

浅枝石油店

あさえだせきゆてん

asaedasekiyuten

142 八千代 味処

味処

あじところ

ajitokoro

まる山

ロゼ（ゆめタウン吉田内）

ハードアンドグリーン

八千代佐々井店

まる山

ろぜ（ゆめたうんよしだない）

はーどあんどぐりーん

やちよささいてん

まるやま

roze（yumetaunyoshidanai）

suemune（yumetaunyoshidanai）

ha-doandoguri-n

maruyama

143 八千代 ㈱池田商店

㈱池田商店

いけだしょうてん

ikedashouten

144 八千代 ㈲いしがみ

㈲いしがみ

いしがみ

ishigami

145 八千代 うどんや車けん

うどんや車けん

うどんやしゃけん

146 八千代 ㈱住吉

エディオンすみよし

147 八千代 大上産業㈱

大上産業㈱

おおうえさんぎょう

oouesangyou

148 八千代 関西風お好み焼き、定食 花亭

お好みハウス花亭

おこのみはうすはなてい

okonomihausuhanatei

カーショップ

かーしょっぷ

ka-shotpu

149

八千代

カーショップ

OKADA

八千代店

OKADA

udonyashaken

えでぃおんすみよし

やちよてん

おかだ

edionsumiyoshi

yachiyoten

okada

150 八千代 ㈱カーメンテナンス広島 ㈱カーメンテナンス広島

かーめんてなんすひろしま

ka-mentenansuhiroshima

151 八千代 介護タクシー八千代

介護タクシー八千代

かいごたくしーやちよ

kaigotakushi-yachiyo

152 八千代 カラオケ勝田

カラオケ勝田

からおけかった

karaokekatta

153 八千代 麒麟

麒麟

きりん

154 八千代 珈琲庵

舞

珈琲庵

舞

コーヒー・スナック

156 八千代 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

157 八千代

食事とカラオケのカラオケ喫茶

歌輪

kirin

こーひーあん

155 八千代 コーヒー・スナック モカ

モカ

食事とカラオケのカラオケ喫茶

まい

ko-hi-an

こーひー・すなっく

八千代支店

もか

じぇいえーひろしまほくぶ
歌輪

yachiyosasaiten

mai

ko-hi-・sunatku

moka

やちよしてん JA-hiroshimahokubu

しょくじとからおけのからおけきっさ

かりん

yachiyoshiten

shokujitokaraokenokaraokekitsa

158 八千代 ㈱中央興業

㈱中央興業

ちゅうおうこうぎょう

chuuoukougyou

159 八千代 Nico up Nail

Nico up Nail

にこ

niko

160 八千代 ㈱H・F・S

土師ダムサイクリングターミナル

はじだむさいくりんぐたーみなる

hajidamusaikuringuta-minaru

161 八千代 日南商事㈱

日南商事㈱

ひなしょうじ

hinashouji

162 八千代 簸川建設㈱

簸川建設㈱

ひのかわけんせつ

hinokawakensetsu

163 八千代 ㈲平本自動車工業
164 八千代 ヘアースタジオ

㈲平本自動車工業
ピュア ヘアースタジオ

ピュア

あっぷ

ねいる

atpu

neiru

ひらもとじどうしゃこうぎょう

hiramotojidoushakougyou

へあーすたじお

hea-sutajio

ぴゅあ

pyua

165 八千代 ㈱マイロード

㈱マイロード

166 八千代 三笠産業株式会社 広島営業所

三笠産業株式会社

167 八千代 三矢オート㈱

三矢オート㈱

みつやおーと

mitsuyao-to

ＭＩＤＯＲＩ

みどり

midori

169 八千代 ㈱八千代カントリー

八千代カントリークラブ

やちよかんとりーくらぶ

yachiyokantori-kurabu

170 八千代 八千代産直市場㈱

八千代産直市場

やちよさんちょくいちば

yachiyosanchokuichiba

171 八千代 八千代町 お好み焼き大ちゃん

八千代町

やちよちょう

172 八千代 ㈲山根製作所

㈲山根製材所

やまねせいざいしょ

173 八千代 ㈲八千代運輸倉庫

ルート54八千代給油所

るーとごじゅうよんやちよきゅうゆじょ ru-togojuuyonyachiyokyuuyujo

168 八千代

ＣＯＦＦＥＥ&ＲＥＳＴ

ＭＩＤＯＲＩ

まいろーど
広島営業所

お好み焼き大ちゃん

㈲安芸たかたツーリスト ㈲安芸たかたツーリスト

mairo-do

みかささんぎょうかぶしきがいしゃ

ひろしまえいぎょうしょ

mikasasangyoukabushikigaisha

おこのみやきだいちゃん yachiyochou

hiroshimaeigyousho

okonomiyakidaichan

yamaneseizaisho

あきたかたつーりすと

akitakatatsu-risuto

175 美土里 ㈲生田モータース

㈲生田モータース

いけだもーたーす

ikedamo-ta-su

176 美土里 ㈱Ａコープ西日本

Ａコープみどり店

えーこーぷみどりてん

e-ko-pumidoriten

174

美土里

karin

177 美土里 ㈱神楽門前湯治村

㈱神楽門前湯治村

178 美土里 ㈲桑田の庄

㈲桑田の庄

179 美土里 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

営農総合センター

じぇいえーひろしまほくぶ

えいのうそうごうせんたー

JA-hiroshimahokubu

einousougousenta-

180 美土里 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

高田インター給油所

じぇいえーひろしまほくぶ

たかたいんたーきゅうゆじょ

JA-hiroshimahokubu

takatainta-kyuuyujo

181 美土里 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

たかた農機センター

じぇいえーひろしまほくぶ

JA-hiroshimahokubu

takatanoukisenta-

182 美土里 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

福祉センター

じぇいえーひろしまほくぶ

JA-hiroshimahokubu

fukushisenta-

183 美土里 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

美土里支店

じぇいえーひろしまほくぶ

184 美土里 田中窯業

田中窯業

たなかようぎょう

tanakayougyou

185 美土里 ㈱中岡総合電設

㈱中岡総合電設

なかおかそうごうでんせつ

nakaokasougoudensetsu

186 美土里 ㈲中迫商店

㈲中迫商店

なかさこしょうてん

nakasakoshouten

187 美土里 美容室

美容室

びようしつ

biyoushitsu

オッヂ

オッヂ

かぐらもんぜんとうじむら

kaguramonzentoujimura

くわたのしょう

kuwatanoshou

たかたのうきせんたー

ふくしせんたー

みどりしてん JA-hiroshimahokubu

おっぢ

otdi

188 美土里 ㈲広島ワイエス

㈲広島ワイエス

ひろしまわいえす

hiroshimawaiesu

189 美土里 ㈱ふれあい市

㈱ふれあい市

ふれあいいち

fureaiichi

190 美土里 ほととぎす茶屋

ほととぎす茶屋

ほととぎすちゃや

hototogisuchaya

191 美土里 ㈱神楽門前湯治村

ポプラ高田インター店

ぽぷらたかたいんたーてん

popuratakatainta-ten

192 美土里 (有)堀川建設

㈲堀川建設

ほりかわけんせつ

horikawakensetsu

193 美土里 ㈱神楽門前湯治村

道の駅「北の関宿

194 美土里 宮本

電機

安芸高田」

みちのえき「きたのせきじゅく

あきたかた」

michinoeki「kitanosekijuku

ミヤモト デンキ

みやもと でんき

miyamoto denki

195 美土里 睦

睦

むつみ

mutsumi

196 美土里 ㈱師岡商店

㈱師岡商店

もろおかしょうてん

morookashouten

りふぉーむこうぼうむつのぶ

rifo-mukouboumutsunobu

198 高宮 ㈱アサヒ工業

㈱アサヒ工業

あさひこうぎょう

asahikougyou

199 高宮 ㈱Ａコープ西日本

Ａコープたかみや

えーこーぷたかみや

e-ko-putakamiya

200 高宮 エコミュージアム川根

エコミュージアム川根

えこみゅーじあむかわね

ekomyu-jiamukawane

201 高宮 お好み焼

お好み焼

おこのみやき

okonomiyaki

197

美土里

リフォーム工房むつのぶ リフォーム工房むつのぶ

midorishiten

たけちゃん

たけちゃん

たけちゃん

おだしょうてん

takechan

202 高宮 小田商店

小田商店

203 高宮 川根柚子協同組合

川根柚子協同組合

かわねゆずきょうどうくみあい

kawaneyuzukyoudoukumiai

204 高宮 ㈲木下商事 エディオン高宮店

㈲木下商事

きのしたしょうじ

kinoshitashouji

205 高宮 ㈱熊高組

㈱熊高組

エディオン高宮店

ＪＡ広島北部

207 高宮 仕出し

仕出し

上杉

odashouten

えでぃおんたかみやてん

くまたかぐみ

206 高宮 ＪＡ広島北部

高宮支店

上杉

ediontakamiyaten

kumatakagumi

じぇいえーひろしまほくぶ

しだし

たかみやしてん

かみすぎ

JA-hiroshimahokubu
shidashi

takamiyashiten

kamisugi

208 高宮 ㈲エヌ・エス・エス

車検のコバック安芸高田店

しゃけんのこばっくあきたかたてん

shakennokobatkuakitakataten

209 高宮 ㈲清流亭

㈲清流亭

せいりゅうてい

seiryuutei

210 高宮

㈱高宮カントリークラブ

たかみやかんとりーくらぶ

takamiyakantori-kurabu

㈲高宮中央交通

たかみやちゅうおうこうつう

takamiyachuuoukoutsuu

たかみやゆのもり

takamiyayunomori

㈱高宮カントリークラブ(リージャスクレストゴルフクラブ)

211 高宮 ㈲高宮中央交通

212 高宮 たかみや湯の森運営協会 たかみや湯の森
213 高宮 ㈲ひだに

たかみや湯の森内

214 高宮 ㈱武田電設

㈱武田電設

たけだでんせつ

takedadensetsu

215 高宮 殿田石油店

殿田石油店

とのだせきゆてん

tonodasekiyuten

216 高宮 NKNK

NKNK

ぬくぬく

nukunuku

217 高宮 農協食堂

農協食堂

218 高宮 パストラル
219 高宮 美容室

谷屋

ながおか

アトリエ

220 高宮 フィッシングレイクたかみや

パストラル
美容室

ながおか

アトリエ

フィッシングレイクたかみや

たかみやゆのもりない

たにや

takamiyayunomorinai

のうきょうしょくどう

noukyoushokudou

ぱすとらる

ながおか

pasutoraru

nagaoka

びようしつ

あとりえ

biyoushitsu

atorie

taniya

ふぃっしんぐれいくたかみや

fitshingureikutakamiya

221 高宮 ㈲ボデーショップタカタ ㈲ボデーショップタカタ

ぼでーしょっぷたかた

bode-shotputakata

222 高宮 ㈱三矢旅行広島

みつやりょこうひろしま

mitsuyaryokouhiroshima

223 高宮 Ｙショップ石井和洋酒店 Ｙショップ石井和洋酒店

わいしょっぷいしいわようしゅてん

waishotpuishiiwayoushuten

224 高宮 ㈱和田組

㈱和田組

わだぐみ

wadagumi

225 甲田 ㈱大前醤油本店

㈱大前醤油本店

226 甲田 ㈱オキタ石油

㈱オキタ石油

227 甲田 ㈱オキタセンイ

㈱オキタセンイ

228 甲田 お好み焼 山崎

お好み焼

229 甲田 カットハウスかみのり

カットハウスかみのり

かっとはうすかみのり

230 甲田 ㈱吉川商店

㈱吉川商店

酒部

きっかわしょうてん

さけぶ

kitkawashouten

sakebu

231 甲田 ㈱吉川商店

㈱吉川商店

石油部

きっかわしょうてん

せきゆぶ

kitkawashouten

sekiyubu

232 甲田 木下商店

木下商店

きのしたしょうてん

kinoshitashouten

233 甲田 ㈱キラリフーズ

㈱キラリフーズ

きらりふーず

kirarifu-zu

234 甲田 國元石材店

國元石材店

くにもとせきざいてん

kunimotosekizaiten

235 甲田

協同組合

こうだしょっぴんぐせんたー

koudashotpingusenta-

協同組合

甲田ショッピングセンター

㈱三矢旅行広島

おおまえしょうゆほんてん

oomaeshouyuhonten

甲田ＣＳ

おきたせきゆ

こうだしーえす

okitasekiyu

コーダ

おきたせんい

こーだ

okitaseni

おこのみやき

やまさき

okonomiyaki

山崎

甲田ショッピングセンター

akitakata」

koudashi-esu
ko-da
yamasaki

kattohausukaminori

236 甲田 ㈱パルパ

㈱パルパ(甲田ショッピングセンター内)

ぱるぱ（こうだしょっぴんぐせんたーない)

parupa（koudashotpingusenta-nai)

237 甲田 クリーニングのはしもと

クリーニングのはしもと(甲田ショッピングセンター内)

くりーにんぐのはしもと(こうだしょっぴんぐせんたーない)

kuri-ningunohashimoto(koudashotpingusenta-nai)

238 甲田 中元薬局

中元薬局(甲田ショッピングセンター内)

なかもとやっきょく(こうだしょっぴんぐせんたーない)

nakamotoyatkyoku(koudashotpingusenta-nai)

239 甲田 プライマリー整体院

プライマリー整体院(甲田ショッピングセンター内)

ぷらいまりーせいたいいん(こうだしょっぴんぐせんたーない)

puraimari-seitaiin(koudashotpingusenta-nai)

240 甲田 フラワーショップわかば

フラワーショップわかば(甲田ショッピングセンター内)

ふらわーしょっぷわかば(こうだしょっぴんぐせんたーない)

furawa-shotpuwakaba(koudashotpingusenta-nai)

241 甲田 リカーショップおおすぎ

リカーショップおおすぎ(甲田ショッピングセンター内)

りかーしょっぷおおすぎ(こうだしょっぴんぐせんたーない)

rika-shotpuoosugi(koudashotpingusenta-nai)

242 甲田 ㈱甲田自動車

㈱甲田自動車

こうだじどうしゃ

koudajidousha

243 甲田 こうだ薬局

こうだ薬局

こうだやっきょく

koudayatkyoku

244 甲田 小南スズキ

小南スズキ

こみなみすずき

kominamisuzuki

245 甲田 サイクルショップ ユキタケ

サイクルショップ

246 甲田 ㈱迫広砕石

㈱迫広砕石

さこひろさいせき

sakohirosaiseki

247 甲田 サロン・ド・イエ

サロン・ド・イエ

さろん・ど・いえ

saron・do・ie

ユキタケ

さいくるしょっぷ

ゆきたけ

saikurushotpu

yukitake

248 甲田 ㈱サンパティオすみよし安芸高田 サンパティオすみよし甲田店

さんぱてぃおすみよしこうだてん

249 甲田 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

じぇいえーひろしまほくぶ

250 甲田 ㈲塩田工務店

㈲塩田工務店

しおだこうむてん

shiodakoumuten

251 甲田 下石理容院

下石理容院

しもいしりよういん

shimoishiriyouin

252 甲田 下井商店

下井商店

しもいしょうてん

shimoishouten

253 甲田 ㈲下津江石油店

㈲下津江石油店

しもつえせきゆてん

shimotsuesekiyuten

254 甲田 シャルム

シャルム

しゃるむ

sharumu

255 甲田 ㈲しんたく自動車

㈲しんたく自動車

しんたくじどうしゃ

shintakujidousha

256 甲田 シンワ

シンワ

しんわ

shinwa

257 甲田 ㈱住吉

㈱住吉

258 甲田 セゾンドマツシマ

セゾンドマツシマ

せぞんどまつしま

sezondomatsushima

259 甲田 ㈲高田オート

㈲高田オート

たかたおーと

takatao-to

260 甲田 高田コンクリート工業㈲

高田コンクリート工業㈲

たかたこんくりーとこうぎょう

takatakonkuri-tokougyou

261 甲田 ㈲タカタトラベルサービス

㈲タカタトラベルサービス

たかたとらべるさーびす

takatatoraberusa-bisu

262 甲田 ちぐさ美容院

ちぐさ美容院

ちぐさびよういん

chigusabiyouin

263 甲田 チベットソルト㈱

チベットソルト㈱

ちべっとそると

chibettosoruto

264 甲田 土居時計店

土居時計店

どいとけいてん

doitokeiten

265 甲田 なかむら寿し店

なかむら寿司店

なかむらすしてん

nakamurasushiten

266 甲田 ㈱ハマイ物産

㈱ハマイ物産

はまいぶっさん

hamaibutsan

267 甲田 林電機商会

林電機商会

はやしでんきしょうかい

hayashidenkishoukai

268 甲田 美容室 粧

美容室

びようしつ

biyoushitsu

269 甲田 福満軒合同会社(福龍)

福満軒合同会社(福龍)

ふくりゅう

270 甲田 ㈲ＦＵＬＬ ＨＯＵＳＥ

㈲ＦＵＬＬ

ふる

271 甲田 ㈱ナフコ

ホームプラザ

272 甲田 光川理容院

光川理容院

甲田支店

甲田店

粧

ＨＯＵＳＥ

273 甲田 焼肉りき食堂

焼肉りき食堂

274 甲田

㈲八千代運輸倉庫

㈲八千代運輸倉庫

275 向原

コメリハードアンドグリーン向原店 コメリ

甲田車検整備工場

すみよし

ナフコ甲田店

甲田車検整備工場

ハードアンドグリーン

向原店

sanpathiosumiyoshikoudaten

こうだしてん JA-hiroshimahokubu

こうだてん

koudashiten

sumiyoshi koudaten

しょう

shou

fukuryuu

はうす

furu

ほーむぷらざ

なふここうだてん

hausu

ho-mupuraza

nafukokoudaten

みつかわりよういん

mitsukawariyouin

やきにくりきしょくどう

yakinikurikishokudou

やちようんゆそうこ

こめり

こうだしゃけんせいびこうじょう

はーどあんどぐりーん

むかいはらてん

yachiyounyusouko
komeri

koudashakenseibikoujou

ha-doandoguri-n

mukaiharaten

276 向原 市川食料品店

市川食料品店

いちかわしょくりょうひんてん

ichikawashokuryouhinten

277 向原 井上商店

井上商店

いのうえしょうてん

inoueshouten

278 向原 ㈱Ａコープ西日本

Ａコープ向原

えーこーぷむかいはら

e-ko-pumukaihara

279 向原 nicou

nicou

えぬあいしーおーゆー

enuaishi-o-yu-

280 向原 大原屋

大原屋

おおはらや

ooharaya

281 向原 岡田農機商会

岡田農機商会

おかだのうきしょうかい

okadanoukishoukai

282 向原 お好みパーク

お好みパーク

おこのみぱーく

okonomipa-ku

283 向原 ㈲カーサロンシンザワ

㈲カーサロンシンザワ

かーさろんしんざわ

ka-saronshinzawa

284 向原 ㈲金川モータース

㈲金川モータース

かながわもーたーす

kanagawamo-ta-su

285 向原 ㈲兼光

㈲兼光（かねみつ不動産）

かねみつ（かねみつふどうさん）

kanemitsu（kanemitsufudousan）

286 向原 川口畳店㈱

川口畳店㈱

かわぐちたたみてん

kawaguchitatamiten

287 向原 喫茶ジョイフル

喫茶ジョイフル

きっさじょいふる

kitsajoifuru

288 向原 木原行政書士事務所

木原行政書士事務所

きはらぎょうせいしょしじむしょ

kiharagyouseishoshijimusho

289 向原 ㈱児玉向文堂

㈱児玉向文堂

こだまこうぶんどう

kodamakoubundou

290 向原 ㈱佐々木電機

㈱佐々木電機（エディオン向原店）

ささきでんき（えでぃおんむかいはらてん）

sasakidenki（edeぃonmukaiharaten）

291 向原 サンセキ

サンセキ

さんせき

sanseki

292 向原 ＪＡ広島北部

ＪＡ広島北部

293 向原

社会福祉法人ひとは福祉会

294 向原 白鷺庭石

ひとは工房

向原支店

じぇいえーひろしまほくぶ

むかいはらしてん

JA-hiroshimahokubu

mukaiharashiten

縄文あいす「ひとは館」

じょうもんあいす「ひとはかん」

joumonaisu「hitohakan」

白鷺庭石

しらさぎていせき

shirasagiteiseki

295 向原 高田日本酒センター

高田日本酒センター

たかたにほんしゅせんたー

takatanihonsyusenta-

296 向原 高橋電機

高橋電機

たかはしでんき

takahashidenki

向原

向原

むかいはら

mukaihara

297 向原 玉井花店

玉井花店

たまいはなてん

tamaihanaten

298 向原 つかだ化粧品店

つかだ化粧品店

つかだけしょうひんてん

tsukadakeshouhinten

299 向原 ノルド

ノルド

のるど

norudo

300 向原 ㈲ひだに

ハッピーマートひだに

はっぴーまーとひだに

hatpi-ma-tohidani

パブラウンジ銀河

ぱぶらうんじぎんが

paburaunjiginga

ふーどしょっぷ

fu-doshotpu

301 向原 パブラウンジ銀河
302 向原 フードショップ

たけだ フードショップ

たけだ

たけだ

takeda

303 向原 藤本ストアー

藤本ストアー

ふじもとすとあー

304 向原 プロショップヨシムラ

プロショップヨシムラ

ぷろしょっぷよしむら

305 向原 hair&esthe SATAKE

hair&esthe SATAKE

へあーあんどえすて

306 向原 Hair Box Clover

Hair Box Clover

へあーぼっくす くろーばー

hea-botkusu kuro-ba-

307 向原 毎日牛乳向原販売所

毎日牛乳向原販売所

まいにちぎゅうにゅうむかいはらはんばいしょ

mainichigyuunyuumukaiharahanbaisho

308 向原 升岡石油店

升岡石油店

ますおかせきゆてん

masuokasekiyuten

309 向原 向原酒造㈱

向原酒造㈱

むかいはらしゅぞう

mukaiharashuzou

310 向原 向原農村交流館やすらぎ 向原農村交流館やすらぎ

むかいはらのうそんこうりゅうかんやすらぎ

mukaiharanousonkouryuukanyasuragi

311 向原 ㈱向原モータース

㈱向原モータース

むかいはらもーたーす

mukaiharamo-ta-su

312 向原 ㈲山口中古車センター

㈲山口中古車センター

やまぐちちゅうこしゃせんたー

yamaguchichuukoshasenta-

313 向原

寄りあい処「ささき亭」

よりあいどころ「ささきてい」

yoriaidokoro「sasakitei」

ろーそんあきたかたむかいはらてん

ro-sonakitakatamukaiharaten

社会福祉法人ひとは福祉会

ひとは工房

314 向原 ローソン安芸高田向原店 ローソン安芸高田向原店

fujimotosutoapuroshotpuyoshimura
さたけ

hea-andoesute

satake

