
住所 カテゴリ

逢の杜ペット霊園 東広島市黒瀬町宗近柳国  56-2 サービス / 冠婚葬祭

アサダ電気 東広島市黒瀬町乃美尾  ５８番地５ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

朝日新聞サービスアンカー ASA黒瀬 東広島市黒瀬町津江4939 サービス / 電話・通信・ISP・テレビ・新聞

アトムテック 黒瀬店 東広島市黒瀬楢原北3-22-7 サービス / その他（サービス） 10月16日追加

＆ネイル 東広島市黒瀬町楢原　423-2 サービス / エステティックサロン 10月16日追加

カーショップイーストバウンド 黒瀬本社 東広島市黒瀬町市飯田  ２６４番１ サービス / 自動車整備・各種修理

食道楽  いわたに家 東広島市黒瀬町楢原  ９４８番１号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

オフィスウエダ 東広島市黒瀬町楢原  957-11 サービス / 自動車整備・各種修理

雲母の里 東広島市黒瀬町兼広  ８８５番地６ サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

エコ・ボディ 東広島市黒瀬町菅田  ３７５番地の５ーC サービス / フィットネスジム

エディオン エディオン中黒瀬店 東広島市黒瀬町切田1 特別・要承認 / 大規模小売

エフトラベル 東広島市黒瀬町市飯田  １５４２番地 サービス / 旅行代理店

カーショップ円カー 東広島市黒瀬町乃美尾  15-8 サービス / 自動車整備・各種修理

えんどう豆 東広島市黒瀬町大多田  2084-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

オートリペアワキタニ オートリペアワキタニ 東広島市黒瀬町小多田  171−1（有）太呉自動車  社内 サービス / 自動車整備・各種修理

オキタセンイ ヒロシマ クロセ 東広島市黒瀬町乃美尾1772-1 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ochimotors ochimotors 黒瀬支所前ルート375号店 東広島市黒瀬町丸山1360 各種小売 / リサイクル・中古品

小野自動車 東広島市黒瀬町宗近柳国　１２３ー６４ サービス / 自動車整備・各種修理 10月16日追加

株式会社カーイノベーション 東広島市黒瀬町楢原  ７０３番地 サービス / 自動車整備・各種修理

Carotte カロット 東広島市黒瀬町菅田  ３７５番地の５ーA 飲食 / 飲食店・喫茶店

ｋａ．ｋｉｔｅ．ａｎｏ ｋａ．ｋｉｔｅ．ａｎｏ 東広島市黒瀬町大多田１０１１－８ 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ヘアーサロン  カジハラ ヘアーサロン カジハラ（梶原兄理容室） 東広島市黒瀬町乃美尾  461-4 サービス / 理容・美容

かみきりやもんすたぁ～（Ｍｏｎｓｔｅｒ） かみきりやもんすたぁ ～ 東広島市黒瀬町上保田  4-1メゾンドネルージュ103 サービス / 理容・美容

進物のカミナカ 進物のカミナカ 東広島市黒瀬町  宗近柳国  １７７３－５ 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

カレーＹＡ 東広島市黒瀬町丸山  79−4 飲食 / 飲食店・喫茶店

頑固家 頑固家 東広島市黒瀬町上保田４－１メゾンドネルージユ１０１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

つぼやきカレーキートン黒瀬本店 東広島市黒瀬町兼広  533-29 飲食 / 飲食店・喫茶店

菊地行政書士事務所 東広島市黒瀬町市飯田  1089-1 サービス / その他（サービス）

ＫｉＤｓＫｉＤｓ 黒瀬店 東広島市黒瀬町上保田  63-1 各種小売 / リサイクル・中古品

有限会社キムラ自動車 東広島市黒瀬町乃美尾  ６６９番地の１ サービス / その他（サービス）

キャル 東広島市黒瀬町丸山  ８３７番地２ サービス / その他（サービス）

goody goody 東広島市黒瀬町上保田  39ルービデンスボーダ3-102 サービス / 理容・美容

黒瀬精肉店 東広島市黒瀬町川角  ５７２番 各種小売 / 食品販売店

くろせ接骨院 東広島市黒瀬町兼広1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

黒瀬モーターサイクル 東広島市黒瀬町楢原  ２４３番２号 各種小売 / その他（小売）

石挽蕎麦  源五郎 東広島市黒瀬町宗近柳国  1770-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

香木堂 香木堂 東広島市黒瀬町大多田１９１－８ 飲食 / 飲食店・喫茶店

小柴クリーニング エブリイ黒瀬店 東広島市黒瀬町菅田 ４０２ サービス / クリーニング・各種清掃

小柴クリーニング 黒瀬切田店 東広島市黒瀬町大字切田１番地 サービス / クリーニング・各種清掃

蔵元直売所  さくら館 東広島市黒瀬町乃美尾  １３６４番地の２ 各種小売 / 酒類・リカーショップ

居酒屋・鉄板焼  佐々木商店 佐々木商店 東広島市黒瀬町楢原  160-1アスリートビル2階 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

G.Hope 東広島市黒瀬町楢原  １００番１号ユメタウン内 サービス / 理容・美容

Patisserie CHEZ・Hama 東広島市黒瀬町上保田  4-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

Cafe Jervis 東広島市黒瀬町市飯田  393-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

シェイカー 東広島市黒瀬町上保田  49番地1 各種小売 / リサイクル・中古品

店舗名



ジュエルグラン 黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原 100-1 各種小売 / リサイクル・中古品

Juneberry hair&make Juneberry 東広島市黒瀬町上保田　4-9 サービス / 理容・美容 10月16日追加

勝梅園 東広島市黒瀬町丸山  ２７８番地１１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

ショージ -Shoji- 黒瀬店 東広島市黒瀬町南方 829-1 各種小売 / 食品スーパー

すすめ！ヴァイキング 東広島店 東広島市黒瀬町宗近柳国  701番地の1 飲食 / 飲食店・喫茶店

スピードハウス  シノトー 東広島市黒瀬町宗近柳国  924-1 サービス / 自動車整備・各種修理

スマイルタクシーハース 東広島市黒瀬春日野  １ー１１ー２ 交通 / タクシー

酒庫住田屋 黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原  ６５５番地１ 各種小売 / 酒類・リカーショップ

3D GARAGE 東広島市黒瀬町大多田  1011-8 各種小売 / リサイクル・中古品

セイコー珈琲 黒瀬工場 東広島市黒瀬町宗近柳国  10118−3 飲食 / 飲食店・喫茶店

セブン-イレブン 黒瀬春日野 東広島市黒瀬春日野２丁目１７－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 黒瀬切田 東広島市黒瀬町兼広１６９－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 黒瀬楢原 東広島市黒瀬楢原東２丁目２１－２５ 各種小売 / コンビニ

太呉自動車 太呉自動車 東広島市黒瀬町小多田１７１－１ 各種小売 / リサイクル・中古品

ダイソー ゆめタウン黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原１００－１  ゆめタウン黒瀬店２階 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ポン菓子のたいら屋 東広島市黒瀬町津江  400-3 各種小売 / 食品販売店

竹森自動車 東広島市黒瀬町宗近柳国  ９７８番１号 サービス / 自動車整備・各種修理

橘商事 橘商事 東広島市黒瀬町兼沢  1589 サービス / 自動車整備・各種修理

チャーコの家 東広島市黒瀬町乃美尾  前平４６８３番３号 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

中国石材 東広島市黒瀬町楢原  ９２７番地１ 各種小売 / その他（小売）

ラーメン本舗 珍豚香 黒瀬本店 東広島市黒瀬町菅田  ３７５番地の１７ 飲食 / 飲食店・喫茶店

津島鍼灸接骨院 東広島市黒瀬町上保田  279-3 サービス / その他（サービス）

（有）Ｔｓｕｎａ建築工房 （有）Ｔｓｕｎａ建築工房 東広島市黒瀬町楢原１３０３－２４ サービス / 住宅建設・リフォーム

天勝 東広島市黒瀬町乃美尾  １ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

DOG LIFE PLUS フード 東広島市黒瀬町丸山  260-148 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

ドッグランクラブ広島 東広島市黒瀬町楢原  １０２３番１号 サービス / その他（サービス）

とっと庵131号 とっと庵 東広島市黒瀬切田が丘  3-29-7 飲食 / 飲食店・喫茶店

友田家 東広島市黒瀬町大多田  134-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

ドリームハウス ショージ黒瀬店 東広島市黒瀬町南方 829-1 サービス / クリーニング・各種清掃

西田屋 西田屋 東広島市黒瀬町川角  573－2 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ノエビア賀茂中央販社 東広島市黒瀬町切田　284-8 各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア 10月16日追加

八剣伝 黒瀬店 東広島市黒瀬町楢原  160-1 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

東広島キャンパス  ブックセンター 東広島キャンパス  ブックセンター
東広島市黒瀬学園台５５５－３６広島国際大学２号館２階   常翔ウェルフェア

各種小売 / 食品販売店

東広島TAXI 東広島市黒瀬町楢原 269-1 交通 / タクシー

BIG FOOT 東広島市黒瀬町津江  986-1 サービス / 自動車整備・各種修理

スーパードラッグひまわり 黒瀬店 東広島市黒瀬町菅田402-1 特別・要承認 / 大規模小売

ヘアールームHirachi 東広島市黒瀬町楢原  213-13 サービス / 理容・美容

お好み焼き 洋 東広島市黒瀬町南方  855-3 飲食 / 飲食店・喫茶店

fabric*BLUE 東広島市黒瀬町津江  河内神169-1 各種小売 / その他（小売）

ファミリーマート 黒瀬大多田 東広島市黒瀬町大多田字沖之原２０９１番地 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 黒瀬兼広 東広島市黒瀬町兼広８６０-１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 黒瀬国近 東広島市黒瀬町国近３１４９番１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 広島国際大学／Ｓ 東広島市黒瀬学園台５５５－３６ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 広島国際大学 東広島市黒瀬学園台５５５－３６ 各種小売 / コンビニ

美容室フェリース 美容室フェリース 東広島市黒瀬町  宗近柳国  ３９３－３ サービス / 理容・美容

株式会社藤川企画 東広島市黒瀬町菅田  439 サービス / その他（サービス）



ヘアーサロンフルカワ 東広島市黒瀬町丸山  １－４ サービス / 理容・美容

中華料理 ペキン 中華料理 ペキン 東広島市黒瀬町楢原  160-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

PECO SHOP 黒瀬店 東広島市黒瀬町乃美尾 4 サービス / クリーニング・各種清掃

広島ペット火葬お迎えセンター 〜pet逢ランド　フューネラル〜 東広島市黒瀬町宗近柳国　５６番地２ サービス / その他（サービス） 10月16日追加

ほっとるーむくろグリ 東広島市黒瀬楢原東  ２丁目22-1 各種小売 / 食品販売店

Bonding 東広島市黒瀬切田が丘  3-13-22 サービス / その他（サービス）

前田設備 東広島市黒瀬切田が丘  2-8-1 サービス / 住宅建設・リフォーム

ｍａｒｃｏｈａｉｒ ｍａｒｃｏｈａｉｒ 東広島市黒瀬町菅田５６９－１ サービス / 理容・美容

中国料理 万福 東広島市黒瀬楢原北  1丁目1-10 飲食 / 飲食店・喫茶店

ミナマサ自動車 東広島市黒瀬町乃美尾  ７７４ サービス / 自動車整備・各種修理

和食処みのり 東広島市黒瀬町楢原160-1ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾙ1F 飲食 / 飲食店・喫茶店

三癒 東広島市黒瀬町乃美尾  １０番地１９ サービス / その他（サービス）

MUSIC POWER for ALL. 東広島市黒瀬町津江  1460 サービス / その他（サービス）

株式会社モードコーポレーション ダスキン  東広島支店 東広島市黒瀬町南方  ６３４番地１ サービス / クリーニング・各種清掃

もりしげ牧場直売店 東広島市黒瀬町楢原  ８９７番地３ 各種小売 / 食品販売店

焼肉くろせ 東広島市黒瀬町川角  ５７２番 飲食 / 飲食店・喫茶店

有限会社山口自動車 東広島市黒瀬町楢原  １６８１番地の１ サービス / 自動車整備・各種修理

やまにし 東広島市黒瀬町宗近柳国  56−2 各種小売 / その他（小売）

スナック らんこ 東広島市黒瀬町楢原  907−2日本マーツ第一ビル102 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ReaLine SHOP ReaLine Shop 東広島市黒瀬町宗近柳国889-1恵比寿ビル１０１号室 各種小売 / その他（小売）

Cafe Lievre Cafe Lievre 東広島市黒瀬春日野  1-132-8 飲食 / 飲食店・喫茶店

リサイクルモータース 東広島市黒瀬町宗近柳国  3838 サービス / 自動車整備・各種修理

Rita Nico 東広島市黒瀬町大多田  ２０８１−１ サービス / 理容・美容

カレー工房リトルセイロン カレー工房リトルセイロン 東広島市黒瀬町小多田  173-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

ナチュラル＆カントリー  リトルパイン 東広島市黒瀬楢原北  2-25-5 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

リヨウ シン 東広島市黒瀬町兼沢  1703-1 サービス / 理容・美容

ルマンオート 黒瀬店 東広島市黒瀬町市飯田 1284-1 サービス / 自動車整備・各種修理

露菴 東広島店 東広島市黒瀬町宗近柳国 993-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

ローソン 黒瀬インター 東広島市黒瀬町兼広字鷹ノ巣１０８８０ 各種小売 / コンビニ

ローソン 黒瀬国近 東広島市黒瀬町国近１８６-１ 各種小売 / コンビニ

ケーキハウスＹａｎｄＭ ケーキハウスＹａｎｄＭ 東広島市黒瀬町兼広４－３ 各種小売 / 食品販売店

株式会社ワタナベ 東広島市黒瀬町宗近柳国  97-1 各種小売 / リサイクル・中古品


