
店舗名 住所 カテゴリ

ＩＷＡＳＨ東広島本店 4247 東広島市八本松南  2-17-12303 サービス / クリーニング・各種清掃

アイクレール 八本松店 東広島市八本松東 3-3-14 各種小売 / 食品販売店

AKIRA株式会社 本店 東広島市八本松南  8-5-3 サービス / その他（サービス）

アサオアドプランニング 東広島市八本松東  ２丁目１５番１７ー４２号 サービス / その他（サービス）

アシストヒロシマ アシストヒロシマ 東広島市八本松町正力  2159 サービス / 自動車整備・各種修理

遊viva 東広島市八本松南  ５丁目２−１１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

アナスタージャ Cafe&Gift アナスタージャ 東広島市八本松東  2−15−3 飲食 / 飲食店・喫茶店

アナスタージャ ピース 東広島市八本松東2−15−3 飲食 / 飲食店・喫茶店

岩井商店 東広島市八本松町正力  1463-1 各種小売 / 食品販売店

うしお鍼灸接骨院
東広島市八本松東  ３丁目１５番４６号八本松ガーデンプレイ
ス内

サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

ウッドハウス ウッドハウス 東広島市八本松町飯田  １５５－２ 飲食 / 飲食店・喫茶店

エディオン エディオン八本松南店 東広島市八本松南5-1-25 特別・要承認 / 大規模小売

f. 東広島市八本松飯田  三丁目6番26-1 サービス / 理容・美容

M＆R M＆R 東広島市八本松南5-10-17 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット 11月1日追加

往針センター 八本松 東広島市八本松町宗吉  １３７４−５ サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

オートサービス光 東広島市八本松町原  ５５７０－１ サービス / 自動車整備・各種修理

オート  ブレイク 東広島市八本松町正力  236 各種小売 / リサイクル・中古品

お好み焼 おおにし 東広島市八本松東  ６丁目１番１５号 飲食 / 飲食店・喫茶店

optimist
東広島市八本松東  ６丁目６番２号八本松ガーデンプレイス２
００３

サービス / その他（サービス）

カークリニック東広島 東広島市八本松西  ４丁目２番２０号 サービス / 自動車整備・各種修理

ｃａｒｏ ｃａｒｏ 東広島市八本松東６－２－１１ サービス / 理容・美容

Restaurant KazuMARUYAMA 東広島市八本松東  １番１２号Saijo ヒルサイド G内 飲食 / 飲食店・喫茶店

金沢屋 八本松原店 東広島市八本松町原  4072 サービス / その他（サービス）

カラオケ喫茶かなりあ 東広島市八本松町正力  777-4 飲食 / 飲食店・喫茶店

レディースショップ  ガルボ 東広島市八本松南  6丁目6-14 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

カレンズ 八本松南店 東広島市八本松南  2-18-9 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

居酒屋 喜咲 東広島市八本松東  3ー1ー17 飲食 / 飲食店・喫茶店

まつげサロン キッキ

東広島市八本松東  ６丁目２番八本松ガーデンプレイス２００２

サービス / その他（サービス）

しあわせ酒場  桐 東広島市八本松東  ２―８―２3磯町ビル1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

COOLTRUCKS18 東広島市八本松南  7-33-1 各種小売 / その他（小売）

ＫＵＵＬＥＩｈａｉｒ 東広島市八本松東  ６丁目２番３１号ガーデンプレイス内 サービス / 理容・美容

国信自動車 東広島市八本松飯田  ３丁目１番１０号 サービス / 自動車整備・各種修理

クリーンガラス 東広島市八本松西  ５丁目６番１３号 サービス / 自動車整備・各種修理

ゴルフパーク クリーングリーン 東広島市八本松町飯田  １４４１番地の１ 娯楽 / ゴルフ場

Gravy Jack 東広島市八本松西  5丁目2番3号 飲食 / 飲食店・喫茶店

latte art cafe Crema 東広島市八本松東  6-2-31八本松ガーデンプレイス 飲食 / 飲食店・喫茶店

髪処ふくろう 髪処ふくろう 東広島市八本松町飯田  162-2 サービス / 理容・美容

K2GAREGE 東広島市八本松西  ５丁目６番１３号 各種小売 / リサイクル・中古品

焼肉GEN 東広島市八本松東  ６丁目１番１５号 飲食 / 飲食店・喫茶店

元創株式会社 元創中華物産 東広島市八本松東三丁目  3-4松岡ビル二階 各種小売 / 食品販売店

小柴クリーニング 八本松工場前店 東広島市八本松東 ３丁目３番２８号 サービス / クリーニング・各種清掃

カントリーハウスコウモト お好み焼き  こころ 東広島市八本松町正力2165−1 飲食 / 飲食店・喫茶店

こだま石油 東広島市八本松町正力  １１０２番地の２ 各種小売 / ガソリンスタンド

こばぱん 八本松店 東広島市八本松東  2丁目5番2号 各種小売 / 食品販売店

サカエ理容室 東広島市八本松町飯田  １８０番３号 サービス / 理容・美容

さくらや 八本松店 東広島市八本松東 ２丁目１０番８号 各種小売 / 食品販売店



zakka sasa 東広島市八本松町篠  305-3 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

万国洋菓子処  C’s 東広島市八本松東3丁目  15-47八本松ガーデンプレイス 各種小売 / 食品販売店

しげよし 東広島店 東広島市八本松飯田 1-5-57 飲食 / 飲食店・喫茶店

仕出し割烹しげよし 東広島市八本松飯田　1-5-57 飲食 / 飲食店・喫茶店 10月16日追加

しげる しげる整体八本松院 東広島市八本松南  2丁目18ー9 サービス / その他（サービス）

有限会社シスコム 東広島店 東広島市八本松東  ３丁目５番５号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

sisbe sisbeほぐし＆O2サロン 東広島市八本松町飯田  110-1 サービス / その他（サービス）

とんかつ・海老料理しなの 東広島市八本松町正力  196-6 飲食 / 飲食店・喫茶店

正力自動車 東広島市八本松町正力  1098-2 サービス / 自動車整備・各種修理

ショージ -Shoji- 八本松南店 東広島市八本松南 2-18-14 各種小売 / 食品スーパー

英会話カフェ　SweetieS 東広島市八本松町原　9464 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

スポーツクラブHAKUWA スポーツクラブHAKUWA 東広島市八本松西  1-3-10 サービス / フィットネスジム

酒庫住田屋 八本松店 東広島市八本松東  3-12-11 各種小売 / 酒類・リカーショップ

諏訪モーターサイクル 東広島市八本松町原  3198 各種小売 / その他（小売）

セブン-イレブン 東広島八本松米満 東広島市八本松町米満５０１－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン キヨスクＪＲ八本松駅 東広島市八本松町飯田１５３９－３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島八本松磯松 東広島市八本松町米満１１８－１５ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島八本松正力 東広島市八本松町正力１０９２－２ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島八本松東 東広島市八本松東６丁目１－４８ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島吉川 東広島市八本松町吉川３７８－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン マイクロンメモリＣ棟 東広島市吉川工業団地７－１０ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン マイクロンメモリＧ棟 東広島市吉川工業団地７－１０ 各種小売 / コンビニ

ソフトバンク 八本松 東広島市八本松東３丁目１２-６ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

旬菜家  そら 東広島市八本松東  3-15-46 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

八本松店 韓国料理薛 東広島市八本松東  2-12-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

パティスリーソンヌフ 東広島市八本松町飯田  １５６番２号 各種小売 / 食品販売店

ダイソー ゆめマート八本松店 東広島市八本松東３－１０－２ゆめマート八本松店内 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

髙橋呉服店 東広島市八本松町飯田  1564 各種小売 / 呉服

ホームクリエたくみ 東広島市八本松東  6-9 サービス / 住宅建設・リフォーム

ヘア&エステちかのぶ ヘア＆エステちかのぶ 東広島市八本松東  ３丁目５番３号 サービス / 理容・美容

寺田電機 東広島市八本松町飯田  1563 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

寺田米穀商店 東広島市八本松町飯田  ２１２番地１ 各種小売 / 酒類・リカーショップ

道祖園自動車学校 東広島市八本松町原  10706-1 サービス / 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

ドリームハウス ショージ八本松南店 東広島市八本松南 2-18-14 サービス / クリーニング・各種清掃

株式会社内藤電機 東広島市八本松東  ３丁目５番１０号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

アトリエ Naoko's Cats 東広島市八本松南  8-7-9 各種小売 / その他（小売）

お好み焼き＆明石焼き菜野華 東広島市八本松南1丁目  1番4号 飲食 / 飲食店・喫茶店

ニコニコレンタカー東広島八本松店 東広島市八本松町正力  １１０２番地の２ サービス / リース・レンタル

東広島NETZ8FC 東広島NETZ8FC 東広島市八本松町米満  733-5 サービス / 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール

ねるこ窯 東広島市八本松町宗吉  １０６５番地２号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

ボディショップ伸成 東広島市八本松飯田　２丁目５番１２号 サービス / 自動車整備・各種修理 11月1日追加

BONDS HAIR 東広島市八本松東  7丁目12-13小幡ビル1F サービス / 理容・美容

株式会社バイクセンター広大 八本松ホンダオート 東広島市八本松町飯田 1697 各種小売 / その他（小売）

配食のふれ愛 東広島店 東広島市八本松東　６丁目１番１５号 各種小売 / 食品販売店 11月1日追加

伯和 アイクレール八本松店 東広島市八本松東 3-3-14 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 鍋亭一心伝 東広島市八本松西 1-3-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

八本松タクシー 東広島市八本松町飯田 1691 交通 / タクシー



花キューピット フラワーショップ  はなよし 東広島市八本松東3-5-5 特別・要承認 / 大規模小売

花花 東広島市八本松東  ６丁目２番１１号 飲食 / 飲食店・喫茶店

フラワーショップはなよし 八本松本店 東広島市八本松東  ３丁目５番５号 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

東広島住宅建材 東広島住宅建材 東広島市八本松町吉川３２６９－５ サービス / 住宅建設・リフォーム

有限会社ビックオート 本店 東広島市八本松町東  6-1-20 サービス / 自動車整備・各種修理

平平平（株） 東広島市八本松飯田　１丁目５番５７号 各種小売 / 食品販売店 10月16日追加

ひろかわ理容院 東広島市八本松町吉川  348-1 サービス / 理容・美容

広島東映カントリークラブ 東広島市八本松町吉川  5562-23 娯楽 / ゴルフ場

ファミリーマート 八本松原 東広島市八本松町原６８５４－３ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 八本松飯田 東広島市八本松町飯田６丁目１２２０－１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 八本松磯松 東広島市八本松東３丁目５－１０ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 八本松駅前 東広島市八本松町飯田１６８ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 八本松東三丁目 東広島市八本松東３丁目１番１９号 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 東広島八本松 東広島市八本松西三丁目１番３号 各種小売 / コンビニ

フェリースコーポレーション 東広島市八本松町正力  ５１７ 各種小売 / リサイクル・中古品

福満亭 福満亭 東広島市八本松飯田  1-5-28 飲食 / 飲食店・喫茶店

フタバ図書 ソフトピア八本松店 東広島市八本松東3-11-9 特別・要承認 / 大規模小売

ヘアーアトリエ　ブラウンベリー 東広島市八本松南　４ー２１ー３ サービス / 理容・美容 11月13日追加

ブランシェ山田美容室 東広島市八本松町飯田  100 サービス / 理容・美容

フレスコサンドカフェ 八本松店 東広島市八本松東 3-7-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

PECO SHOP 八本松店 東広島市八本松 3-1-28 サービス / クリーニング・各種清掃

革工房BELL’S 革工房BELL'S（ベルズ） 東広島市八本松町原  ７４５１番地 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

べるふろーらはうす べるふろーらはうす 東広島市八本松町原  ７４６３ 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

有限会社ポケット 01 東広島市八本松町正力  1276-5 サービス / クリーニング・各種清掃

ポプリアート  泉 東広島市八本松飯田  6-7-3 各種小売 / その他（小売）

bagel shop pole pole 東広島市八本松東  6−2−30八本松ガーデンプレイス内 各種小売 / 食品販売店

HondaCars東広島中 HondaCars東広島中 八本松店 東広島市八本松東6-1-52 特別・要承認 / 大規模小売

ボディショップ  マキタ ボディショップ  ユーロガレージ 東広島市八本松東  7丁目２－１３㈱ユーロガレージ内 サービス / 自動車整備・各種修理

美容室 MAGIE･FIXE 東広島市八本松南  5-2-6第二土肥ビル1F サービス / 理容・美容

マルソウ自動車 東広島市八本松町原  ３７７６番地の５ サービス / 自動車整備・各種修理

まるリサイクル商店 東広島市八本松東三丁目　17-27 各種小売 / その他（小売） 11月1日追加

（有）見浦自動車 東広島市八本松町吉川  ７６４ サービス / 自動車整備・各種修理

ＳＮＡＣＫ  ＭＩＳＴＹ 東広島市八本松東  2丁目8-23磯松ビル1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ドッグ＆キャットミッキー 東広島市八本松南  ５丁目１０番１７号 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

ミヨシ電器 東広島市八本松飯田  ５丁目１１番１４号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

MINT  HAIR 東広島市八本松東２丁目  ８－２８－１ サービス / 理容・美容

u.an 東広島市八本松東  3-15-44ガーデンプレイス内 サービス / その他（サービス）

株式会社ユーロガレージ 東広島市八本松東  ７丁目３番１２号 サービス / 自動車整備・各種修理

陽光串バ 陽光串バ 東広島市八本松町飯田  162-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

Florist Lilie
東広島市八本松東  ６丁目２番八本松ガーデンプレイス１００３
号室

各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

隆華物産 隆華物産 東広島市八本松東２丁目８－２３磯松ビル１Ｆ 各種小売 / 食品販売店

RECEPTION RECEPTION 東広島市八本松東  ６丁目２番３１号 各種小売 / その他（小売）

la chouette 東広島市八本松東　5-7-28 サービス / 理容・美容 12月1日追加

ユーロカフェ 東広島市八本松東　7丁目3-12 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

たまだ治療院 東広島市八本松南　５丁目６番２号 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院） 12月1日追加


