
店舗名
住所 カテゴリ

cafe bar THE EARTH 東広島市西条下見  ６丁目８番１９号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

EARTH BERRY COFFEE 東広島市西条昭和町  ６－２ 各種小売 / 食品販売店

アーバンはるか 東広島市西条町寺家  ３９２４番地１ サービス / その他（サービス）

RCC中古車展示場MEGA RCC中古車展示場MEGA  西条店 東広島市西条土与丸4丁目5-38 各種小売 / リサイクル・中古品

R FLOWER 東広島市西条朝日町  1-14みどりBLD1F 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

R hair 東広島市西条下見  6丁目2-13ウイングハウス2階 サービス / 理容・美容

アイクレール Hakuwaホテル店 東広島市西条下見 6-5-45西条HAKUWAホテル内 一階 各種小売 / 食品販売店

アイクレール 本店 東広島市西条町助実  1187-1 各種小売 / 食品販売店

ai珈琲 東広島市西条中央　4-10-43 各種小売 / 食品販売店 12月1日追加

アイズリーヘアー 東広島市西条朝日町  １２番２３号エスポアール西条１階 サービス / 理容・美容

Aifitさいき 本部事務所 東広島市西条本町  １７番９号 サービス / 冠婚葬祭

ラーメンとうまいもの あおぞう 東広島市西条岡町  3-16 飲食 / 飲食店・喫茶店

あおぞら・がんぼ事務所 東広島市西条西本町　２８番６号 サービス / その他（サービス） 10月16日追加

あおぞらカフェ 東広島市役所 東広島市西条栄町  8−29 各種小売 / 食品販売店

エステsalon agata 東広島市西条町寺家  7410-1 サービス / 理容・美容

赤ちょうちん 西条店 東広島市西条中央  5丁目2-8 飲食 / 飲食店・喫茶店

赤富士 鉄板と麺  赤富士 東広島市西条本町  １２番３号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

大衆酒場 あかふじ 東広島市西条下見  ６丁目２番４号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

瑛運転代行サービス 東広島市西条町田口  204-39 サービス / 運転代行業

安芸国分寺宿坊 東広島市西条町吉行  ２０６４番地 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

安芸ノ屋 安芸ノ屋 東広島市西条町寺家４７４５ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

串かつあげ・揚げ 東広島市西条本町  11-9田坂ビル1階1号室 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

アケタカイロプラクティックオフィス アケタカイロ療術院 東広島市西条中央3-17-30 サービス / その他（サービス） 11月1日追加

ASA西条 東広島市西条町下見  4309-2 サービス / 電話・通信・ISP・テレビ・新聞

焼肉あさひ 東広島市西条中央  7丁目19-11 飲食 / 飲食店・喫茶店

株式会社麻布 東広島営業所 東広島市西条町御薗宇4764-5 サービス / 住宅建設・リフォーム

あざみ食堂 あざみ食堂 東広島市西条岡町３－２７ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

アジア物産 東広島市西条昭和町  17番21号 各種小売 / コンビニ

KUSHIAGE 味彩 東広島市西条岡町  4-14 飲食 / 飲食店・喫茶店

KUSHIAGE 味彩 テイクアウト 東広島市西条岡町4-14 飲食 / 飲食店・喫茶店

あじと 東広島市西条中央1丁目  18-28中森マンションB101 飲食 / 飲食店・喫茶店

ＡＪＩＴＯｈａｉｒ 東広島市西条町下見  496-8 サービス / 理容・美容

ステーキ＆しゃぶしゃぶ東屋 東広島市西条土与丸  ５丁目１番１５号 飲食 / 飲食店・喫茶店

attic 東広島市西条朝日町  ７番４８号 サービス / 理容・美容

アトム 東広島店 東広島市西条中央 3丁目5番13号 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ANNEX 東広島市西条上市町  4-1 サービス / 理容・美容

affection 東広島市西条町寺家  6549-8 サービス / 理容・美容

amie hair 東広島市西条町田口  2940-23 サービス / 理容・美容

アラ・アド 東広島市西条町上三永　１６７５番地 サービス / DPE・印刷・コピー 11月13日追加

荒谷工務店 東広島市西条町西条東  １２４３番地 サービス / 住宅建設・リフォーム

あらちゃんファーム 東広島市西条町下三永　3119 各種小売 / その他（小売） 10月16日追加

美容室alamode 東広島市西条本町  15-2モリヤオレンジヒルズ２Ｆ サービス / 理容・美容

Arlequin 東広島市西条本町  7-30 サービス / 理容・美容

ａｒｏｍａ ｈａｉｒ 東広島市西条町寺家  7397−１ サービス / 理容・美容



UNE CAFE 東広島市三永  1丁目5番23号 飲食 / 飲食店・喫茶店

and.8 東広島市西条町西条東  897-1B-2 サービス / 理容・美容

株式会社イーサロングループ SALONS HAIR 西条中央店 東広島市西条中央 5丁目7ー1 サービス / 理容・美容

株式会社イースト自動車 東広島市西条町御薗宇  ７１８番地２８ 各種小売 / その他（小売）

株式会社石井印刷所 東広島市西条岡町  ９番１７号 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

岩井事務機 文具&life goods イワイ 東広島市西条土与丸  1-5-7ゆめタウン別館二階 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

株式会社イシタケ 東広島市西条中央  ６丁目４番２号 サービス / リース・レンタル

石橋整体院 東広島市西条町御薗宇  7093 サービス / その他（サービス）

出雲屋 東広島市西条町寺家　４５９１番地１ 飲食 / 飲食店・喫茶店 10月16日追加

炭乃家一期一会 東広島市西条中央　6-5-6まるたかコーポC101 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月1日追加

焼肉一楽 西条下見店 東広島市西条下見  6-8-19 飲食 / 飲食店・喫茶店

一和 東広島市西条岡町  3-24 飲食 / 飲食店・喫茶店

焼肉一心伝 東広島市西条町寺家  4743 飲食 / 飲食店・喫茶店

割烹ホテル一ぷく 東広島市西条朝日町　１１番３１号 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場 10月16日追加

日本料理一ぷく 東広島市西条朝日町　１１番３１号 飲食 / 飲食店・喫茶店 10月16日追加

イトウゴフク西条店 西条店 東広島市西条町西条東  1035 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

いと善 東広島市西条岡町  ３－１６ 各種小売 / その他（小売）

株式会社井上鈑金 東広島市西条町馬木  ５６６番地４ サービス / 自動車整備・各種修理

ＩＬＬＹＬＡＮＧ ＩＬＬＹＬＡＮＧ 東広島市西条町御薗宇６０８８－３ 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

カットハウス イング 理容室カットハウスイング 東広島市西条下見  5-8-35サンコートJ103 サービス / 理容・美容

カットハウス イング スイートシーズン 東広島市西条下見5-8-35サンコートＪ１０３ サービス / 理容・美容

IMPACT hair 東広島市西条中央  ３丁目６番２１号 サービス / 理容・美容

ファッションワールド・ヴァリエ ファッションワールド  ヴァリエ 東広島市西条昭和町１４番１号 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

HOTEL VAN CORNELL 東広島市西条岡町  １０番２０号 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

utata  yoga studio 東広島市西条朝日町  7-3菅原ビル3階南側 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

ウネ印房 ゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸  1丁目5-7ゆめタウン東広島3階 各種小売 / その他（小売）

HY CYCLE 東広島市西条下見  ５丁目５番８号STマンション１階1A 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

Casual Bar Eight 東広島市西条栄町  6-26モリヤビル１Ｆ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ＳＮＡＣＫ ＥＩＧＨＴ 東広島市西条栄町  6-26モリヤビル2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

エイブルネットワーク 西条駅前店 東広島市西条岡町  ３番２１号 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

エイブルネットワーク 広大前店 東広島市西条下見 6-6-30 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

HOBBYSHOP ACP HOBBYSHOP ACP 東広島市西条町御薗宇  6456-2 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

エキヒロ 東広島市西条町助実　１７７８番地の１ 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD11月13日追加

ボディメンテナンス・エクスト 東広島市西条大坪町 2-12新興ﾋﾞﾙ201 サービス / フィットネスジム

motor cycle es 東広島市西条町御薗宇  1454 各種小売 / その他（小売）

エス  テック  モービル 東広島市西条土与丸  2-251-4 サービス / 自動車整備・各種修理

エディオン エディオン寺家駅前店 東広島市寺家駅前14-26 ビラビアンカ105号 特別・要承認 / 大規模小売

BAR enishi 東広島市西条岡町  ４番８号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

n cafe
東広島市西条町御薗宇  ６０３３番地１号御薗宇アネックス２階

飲食 / 飲食店・喫茶店

Ｎ－Ｓｔｕｄｉｏ 東広島市西条中央  ３丁目３番１５号 サービス / その他（サービス）

N-TEC west Hiroshima 東広島市西条町田口  ２８１９番地 サービス / 自動車整備・各種修理

FM東広島 東広島市西条下見  ６丁目６番２３号 サービス / その他（サービス）

トータルケア整体院笑結～ｅｍｕ～ トータルケア整体院笑結～ｅｍｕ～ 東広島市西条栄町６－１７ロマンＦＵＫＵＹＡ サービス / その他（サービス）

serapis.M serapis.M 東広島市西条中央  6丁目3-6-201 サービス / その他（サービス）

エリング 東広島市西条朝日町  6-47 各種小売 / 食品販売店



える 東広島市西条町西条東  1024-3灘田ビル102 各種小売 / その他（小売）

Nail Salon erumo 東広島市西条中央  1丁目8-52 サービス / エステティックサロン

暮らしの店en 東広島市西条朝日町  1-14 各種小売 / その他（小売）

エンジェル 東広島市西条中央  3丁目26-58 1F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

延寿飯店 延寿飯店 東広島市西条中央3丁目  8ー3 飲食 / 飲食店・喫茶店

イタリアン料理エンメ イタリアン料理エンメ 東広島市三永  2丁目7ー1 飲食 / 飲食店・喫茶店

オイカフェ oicafe 東広島市西条町下見  6-3-22マサモトビル1F 飲食 / 飲食店・喫茶店

おおえ鍼灸整骨院 東広島市西条栄町  1-12 サービス / その他（サービス）

ナインブロック（加盟店） 大阪王将  西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇４３８２－１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

有限会社ビューティサロン大田 東広島市西条土与丸  3-4-20 サービス / その他（サービス）

個室焼肉　大たにや テイクアウト 東広島市西条岡町９番２２号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

有限会社オートショップアール 東広島市西条昭和町  ４番１５号 サービス / 自動車整備・各種修理

オートサービス広島 東広島市西条町下見  2263 サービス / 自動車整備・各種修理

焼肉処おおま 東広島市西条土与丸3丁目  4ー9 飲食 / 飲食店・喫茶店

岡田酒販 東広島市西条本町  17-2 各種小売 / 酒類・リカーショップ

岡町バル 東広島市西条岡町  ３番２４号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

おしゃれサロン オカモト 東広島市西条町下見  ４４７１－３ サービス / 理容・美容

フォトスタジオ・オキ フォトスタジオ・オキ 東広島市西条中央  1-16-5 サービス / その他（サービス）

オキタ自動車 東広島市西条大坪町  １番９号 サービス / その他（サービス）

オキタセンイ センタースペース 東広島市西条町御園宇6289サンパワー内 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

オキタセンイ ヒロシマイースト 東広島市西条町寺家5418 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ochimotors ochimotors 上三永ルート2号店 東広島市西条町上三永  1627-6 各種小売 / リサイクル・中古品

BODY CONDITION SPACE～OSSO～ 東広島市西条中央  1-10-26 サービス / フィットネスジム

おでん希味 東広島市西条岡町９ー７竹内ビル１Ｆ 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

オプティコ本店 オプティコ本店 東広島市西条岡町  ３番２５号 各種小売 / その他（小売）

韓国家庭料理 オモニソン オモニソン 東広島市西条土与丸5丁目2-22オモニソン城 飲食 / 飲食店・喫茶店

おれんじ運転代行サービス 東広島市西条町助実  1543-1ラジュール202 サービス / 運転代行業

カーショップ東広島 東広島市西条町西条東  800 サービス / その他（サービス）

カートピアピーズ 東広島市西条町田口  ２９５５番地２ サービス / 自動車整備・各種修理

garbeRa 東広島市西条町御薗宇　6225-1 各種小売 / 食品販売店 10月16日追加

b＆h labo.gerbera 東広島市三永  3-2-8グランオーク東広島駅前702 サービス / その他（サービス）

カーマンショップ西条 東広島市西条町吉行　871-3 サービス / 自動車整備・各種修理 11月1日追加

合資会社カーライフ 東広島市西条町御薗宇  ６２２９番１号 各種小売 / その他（小売）

カーライフクリエイト 東広島市西条町寺家  ６６２１番地２ サービス / 自動車整備・各種修理

カーレストミッツ 東広島市西条町田口  683-7 サービス / 自動車整備・各種修理

喫茶  楓 喫茶  楓 東広島市西条本町  10番9号 飲食 / 飲食店・喫茶店

御饌ｃａｃａｏ 御饌ｃａｃａｏ 東広島市西条本町１５－２５ 各種小売 / 食品販売店

カギのひゃくとう番 出先用 東広島市西条中央５丁目１０番３０号 各種小売 / その他（小売） 12月1日追加

カギのひゃくとう番 カギのひゃくとう番 東広島市西条中央５丁目１０－３０ サービス / その他（サービス）

掛井酒店 東広島市西条朝日町  6-52 各種小売 / 酒類・リカーショップ

多酒多采かげとら 東広島市西条昭和町　4-21 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 12月1日追加

花ノ元かざみ 東広島市西条町寺家　6506番地3 サービス / その他（サービス） 11月1日追加

花ノ元かざみ 出張鑑定 東広島市西条町寺家6506番地3 サービス / その他（サービス） 11月1日追加

菓匠茶屋 東広島店 東広島市西条町御薗宇 4405ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島店1階 各種小売 / 食品販売店

もつ鍋酒場KazuMaru 東広島市西条本町  10-1 飲食 / 居酒屋・パブ・バー



和風居酒屋　かっちゃん 東広島市西条昭和町　１４番２９号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月1日追加

カットインソーレ cut inn sole 東広島市鏡山  1-7-1西2福利会館理容室 サービス / 理容・美容

かつや小料理店 東広島市西条本町  12ー10 飲食 / 飲食店・喫茶店

サイクルショップカナガキ 西条寺家店 東広島市西条町  6499-2 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ガネーシュ 西条店 東広島市西条中央 8丁目27番地3号 飲食 / 飲食店・喫茶店

かね綱 東広島市西条町御薗宇  2403-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

金本金物店 東広島市西条町田口  １２９１番地 各種小売 / その他（小売）

ラーメン我馬西条店 ラーメン我馬西条店 東広島市西条中央７－３－５ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

本家かまどや 西条中央店 東広島市西条朝日町  11−２３ 各種小売 / 食品販売店

亀太 東広島市西条中央　3-26-14 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

かめや釣具 東広島店 東広島市西条町田口  2769-1 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

賀茂泉酒造 東広島市西条上市町  2番4号 各種小売 / 酒類・リカーショップ

賀茂自動車学校 東広島市西条中央  ３丁目７番１３号 サービス / その他（サービス）

賀茂畳材 東広島市西条町吉行　５７０番地の１ 各種小売 / その他（小売） 10月16日追加

賀茂鶴 賀茂鶴酒造  見学室直売所 東広島市西条本町9-7 各種小売 / 酒類・リカーショップ

賀茂・東広島自動車学校入校受付カウンター ゆめタウン学園店 東広島市西条下見  ６丁目２番３２号ゆめタウン学園店 サービス / その他（サービス）

賀茂ボール 賀茂ボール 東広島市西条町御薗宇  ６１２０番地 娯楽 / テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

CAFE&BAR COLOR 東広島市西条栄町  1-4フラットホームビル202号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

カラーズ・ヘアー 東広島市西条町土与丸 6-2-52面谷ﾋﾞﾙ2F サービス / 理容・美容

Calla Lily 東広島市西条町田口  2104-3ホープ2 201号室 サービス / エステティックサロン

カラオケ館 東広島西条店 東広島市西条御条町 1-21 飲食 / 飲食店・喫茶店

空手道禅道会 東広島西条道場 東広島市西条東北町12-26　西条東コミュニティ会館 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 10月16日追加

Gulliver 東広島西条IC店 東広島市西条町吉行  ８８０番１号 各種小売 / リサイクル・中古品

花凛 東広島市西条岡町  2-12イーストコア2階 飲食 / 飲食店・喫茶店

calma hair calma hair 東広島市西条栄町  2-3第3啓発ビル サービス / 理容・美容

カワサキ  PLAZA東広島 東広島市西条下見  ５丁目１０番１２号 サービス / 自動車整備・各種修理

ｋｅｙｓ  ｈａｉｒ ｋｅｙｓ  ｈａｉｒ 東広島市西条大坪町９番－５２大坪モールＡ－１ サービス / 理容・美容

割烹 掬水 東広島市西条栄町  3-4かみの井館 飲食 / 飲食店・喫茶店

掬水 掬水 東広島市西条栄町３－４ 飲食 / 飲食店・喫茶店

きたむら美容室 東広島市西条町寺家  6356番1号 サービス / 理容・美容

ＫｉＤｓＫｉＤｓ 西条店 東広島市西条土与丸5丁目  9-26 各種小売 / リサイクル・中古品

きのした生魚店 東広島市西条本町　１５番３５号 各種小売 / 食品販売店 11月1日追加

きもののやしま 東広島店 東広島市西条町御薗宇 4405フジグラン東広島2F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

カーカンパニーキハラ 東広島市西条町下見  2263番地 サービス / 自動車整備・各種修理

株式会社キハラ楽器 東広島市西条町御薗宇 4405番地 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

ＣＡＮＡＲＹ ＣＡＮＡＲＹ 東広島市西条中央２－１－４キクビル１０１号（１－Ａ） サービス / 理容・美容

きやま商会エコリサイクルファーム 東広島市西条町御薗宇  字南龍王７６５番地 サービス / その他（サービス）

焼肉 牛皇 焼肉 牛皇 東広島市西条町下見４４０９番地３ 飲食 / 飲食店・喫茶店

牛角 牛角 西条中央店 東広島市西条中央３－４－２ 飲食 / 飲食店・喫茶店

牛角 牛角 西条ブールバール店 東広島市西条中央６－３２－７ 飲食 / 飲食店・喫茶店

焼肉  牛神（ぎゅうしん） 焼肉  牛神（ぎゅうしん） 東広島市西条岡町４－８ 飲食 / 飲食店・喫茶店

Ｑ’sｈａｉｒ 東広島市西条土与丸6丁目  1ー86203 サービス / 理容・美容

ナイトラウンジ京子 東広島市西条岡町  ３番２８号２階 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

亀齢酒造 東広島市西条本町　８番１８号 各種小売 / 酒類・リカーショップ 11月1日追加

クオリティー たんぽぽ 東広島市西条土与丸  6丁目1-91 各種小売 / コンビニ



くぐり門珈琲店 くぐり門珈琲店 東広島市西条本町１７―１ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

焼鳥串色 東広島市西条下見　6-10-19 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 10月16日追加

goodspeed 井原自転車店 東広島市西条下見  ５丁目７番７号１０２ 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

Good Select Bicycles 東広島市西条町下見  ４４０９番地２ 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

GOODSOIL食品 東広島市西条岡町　９番２２号 各種小売 / 食品販売店 11月1日追加

工波栄進社 東広島市西条岡町  5-5 サービス / その他（サービス）

理容くらた 理容くらた 東広島市西条西本町  11-8 サービス / その他（サービス）

串・焼き鳥 くらのすけ 東広島市西条町西条東  815 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

BeautyCRAFTCORE 東広島市西条下見  ５－１－２サテライトビル  １F サービス / 理容・美容

くら家  西条中央店 くら家  西条中央店 東広島市西条中央３－３－１１オハラビル２Ｆ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

HOTEL GRAN CASA 東広島市西条本町  17-13 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

NewStyleGrandeur 東広島市西条岡町　3-30-202アヴァンティ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

clear hair 東広島市西条町助実　1507-15 サービス / 理容・美容 11月13日追加

男性専用美容室glee 東広島市西条下見  ５丁目３番２５号 サービス / 理容・美容

グレースWAKO 東広島店 東広島市西条土与丸一丁目5番7号ゆめタウン東広島2階 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Chloe 東広島市西条西本町　23-15カルフールウエスト306サービス / その他（サービス） 11月13日追加

くろんぼ屋 東広島市西条本町  １５番３４号 飲食 / 飲食店・喫茶店

ケイズ・プランニング 東広島市西条町森近  ４７５ サービス / 自動車整備・各種修理

圭家茶寮 東広島市西条上市町  6-19 飲食 / 飲食店・喫茶店

Ｋ．Ａ．Ｊ men's wear  Ｋ．Ａ．Ｊ 東広島市西条土与丸  6-3-57 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

K planning 東広島市西条町寺家  6781-6 サービス / その他（サービス）

宝島 ゲームアーク西条中央店 東広島市西条中央6丁目5-15 各種小売 / その他（小売）

KELLS HAIR 東広島市西条下見  ６丁目１１番２８号 サービス / 理容・美容

けんこうなかまの施術院 西条末広店 東広島市西条末広町  3-20 サービス / その他（サービス）

けんこうなかまの施術院 じけ店 東広島市西条町寺家  5500-1 サービス / その他（サービス）

けんこうなかまの施術院 けんこうなかまの施術院 東広島市西条町寺家５５００－１ サービス / その他（サービス）

ケンタッキーフライドチキン 東広島フジグラン店 東広島市西条町御薗宇4405 特別・要承認 / 飲食店［特別］

ケンタッキーフライドチキン 西条店 東広島市西条町大字寺家有吉5478-2 特別・要承認 / 飲食店［特別］

小泉新聞舗 東広島市西条本町　１１番１８号 サービス / 電話・通信・ISP・テレビ・新聞 11月13日追加

香月堂 ゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸1−5−7 各種小売 / 食品販売店

こうべやクリーニング 本店 東広島市西条中央　１丁目１６番７号 サービス / クリーニング・各種清掃 10月16日追加

五エ門  東広島店 東広島店 東広島市西条町御薗宇  6276-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

すなっく心 すなっく心 東広島市西条岡町  3-28 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Coco 東広島市西条中央  7ー14ー10グリーンゲイブルス 210 サービス / その他（サービス）

カレーハウス CoCo壱番屋 東広島375号バイパス店 東広島市西条土与丸  5-3-19 飲食 / 飲食店・喫茶店

COCOS NAIL 東広島市西条町西条東  897-1B-2 サービス / エステティックサロン

カレーハウス CoCo壱番屋 広島大前店 東広島市西条町下見 4445-6 飲食 / 飲食店・喫茶店

ナチュラルショップこころ ナチュラルショップこころ 東広島市西条町寺家　６６３３番地の３ 各種小売 / 健康食品 11月1日追加

cocoron 東広島市西条本町  7-33 各種小売 / 食品販売店

小柴クリーニング 西条御条店 東広島市西条御条町 ４番４４号 サービス / クリーニング・各種清掃

小柴クリーニング 西条中央店 東広島市西条中央  ４丁目１番２６号 サービス / クリーニング・各種清掃

小柴クリーニング ハローズ東広島モール店 東広島市西条西本町1316番1号 サービス / クリーニング・各種清掃

小柴クリーニング マックスバリュ西条西店 東広島市西条町寺家 ３７９１番１号 サービス / クリーニング・各種清掃

コタコット(cote a cote) 東広島市西条朝日町6-47 サービス / 理容・美容

ｃｏｔｅａｃｏｔｅ ｃｏｔｅａｃｏｔｅ 東広島市西条中央２－２－１浅原コーポ サービス / 理容・美容



お好み焼こてつ 東広島市西条土与丸　1−3−33 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

お好み焼き 鉄板焼き こば屋 東広島市西条町西条東  898-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

珈琲館 東広島 東広島市西条町大字御薗宇 5486-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

お好み焼こぼん 東広島市西条町下見　3012 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

コメダ珈琲 コメダ珈琲  東広島西条店 東広島市西条西本町 特別・要承認 / 飲食店［特別］

ＭＥＮ’Ｓ  ＰＵＢ  ＧＯＲＩＬＬＡ 東広島市西条栄町  6-26モリヤビル3F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

わいるど  ラーメン  ごんぞう  日本本店 東広島市西条下見 ６丁目  3-26マサモトマンションⅢ101 飲食 / 飲食店・喫茶店

Compu Works(コンピュワークス) 東広島市西条岡町  10-10べに屋ビル2F 各種小売 / その他（小売）

comfort（コンフォート） 東広島市西条下見  6丁目2-13 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

コンプリート 東広島市西条町助実  1775-1 サービス / 自動車整備・各種修理

サーティワン アイスクリーム ゆめタウン東広島 東広島市西条土与丸1丁目5-7ゆめタウン東広島店1F 各種小売 / 食品販売店

サーティワン アイスクリーム フジグラン東広島 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン1F 各種小売 / 食品販売店

サーティワン アイスクリーム ゆめタウン学園 東広島市西条下見6丁目2-321F 各種小売 / 食品販売店

AiFitさいき フォレストホール 東広島市西条町西条東  1050 サービス / 冠婚葬祭

AiFitさいき やすらぎ会館 東広島市西条町寺家  6282 サービス / 冠婚葬祭

西条電装 西条電装 東広島市西条町吉行  543-1 サービス / 自動車整備・各種修理

西条公会堂 東広島市西条岡町  １０番２４号第10内海ビル2F 飲食 / 飲食店・喫茶店

西条スズキ販売 東広島市西条町御薗宇  ４９７３－３ サービス / 自動車整備・各種修理

西条整骨院 みつばちファーム 東広島市西条町御薗宇 6095 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

西条整骨院 東広島市西条町御薗宇 6095 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

西条タクシー 東広島市西条町御薗宇 633番地の5 交通 / タクシー

西条HAKUWAホテル 宿泊受付 東広島市西条下見  6-5-45 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

有限会社西条仏壇 東広島市西条土与丸  １丁目３番３８号 各種小売 / その他（小売）

西条緑化造園株式会社 東広島市西条土与丸  ３丁目４番１８号 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

菜遊季 東広島店 東広島市西条町御園字  ４４０５フジグラン東広島１Ｆ 各種小売 / 食品販売店

カメラのサエダ 東広島店 東広島市西条昭和町 12-46 各種小売 / リサイクル・中古品

炭火焼肉屋 さかい 東広島西条店 東広島市西条町御薗宇5483-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

酒蔵食堂 東広島市西条本町  １７ー１３ 飲食 / 飲食店・喫茶店

Sakanaya ハンドメイドアクセサリー雑貨 Sakanaya 東広島市西条町寺家  573-88 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

株式会社さきしま 東広島市西条中央  ６丁目３１番３８号１０４ 各種小売 / 食品販売店

ザグザグ ザグザグ西条西本町店 東広島市西条西本町  ２７番３３号 特別・要承認 / 大規模小売

さくら友の会 中四国 東広島市西条町西条東  975-22 各種小売 / 健康食品

さくらや 円城寺店 東広島市西条町御薗宇 ６７５４ 各種小売 / 食品販売店

さくらや 西条駅前本店 東広島市西条本町  11-27 各種小売 / 食品販売店

さくらや フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇 ７２０６番７号 各種小売 / 食品販売店

さくらや ゆめタウン学園店 東広島市西条下見 ６丁目２−３２ 各種小売 / 食品販売店

さくらや ゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸 １丁目５−７ 各種小売 / 食品販売店

麺屋颯爽 颯爽 東広島市西条栄町  9-339号店舗 飲食 / 飲食店・喫茶店

佐藤商店 東広島市西条町御薗宇  6832佐藤商店内 各種小売 / たばこ

讃岐屋 西条店 東広島市西条上市町5−22 飲食 / 飲食店・喫茶店

サルディーニャリゾート 東広島市西条町下見  3022-5 飲食 / 飲食店・喫茶店

ＳＡＬＯＮＳ  西条中央店 ＳＡＬＯＮＳ  西条中央店 東広島市西条中央５－７－１ サービス / 理容・美容

サンコー オート 東広島市西条町下見  4342-1 サービス / 自動車整備・各種修理

サンピエトロ 東広島市西条町御薗宇  ４４０５ 飲食 / 飲食店・喫茶店

ホテル サンライズ２１ ホテルサンライズ21 東広島市西条昭和町  ５番１０号 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場



シーエルレンタカー シーエルレンタカー東広島店 東広島市西条町馬木  564-1 サービス / リース・レンタル

seagarden 東広島市西条町田口　368-79 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット 11月13日追加

シークレット，リサーチ 東広島市西条町土与丸  1154-2リバティ西条102 サービス / その他（サービス）

Cstyle 東広島市西条町寺家  ３８４８ サービス / 理容・美容

Ｃ  ＳＴＹＬＥ Ｃ  ＳＴＹＬＥ 東広島市西条町寺家３８４８向洋ビル１０２ サービス / 理容・美容

Cnail Cnail 東広島市西条町郷曽３６９－８２ サービス / 理容・美容 11月1日追加

G.Place 東広島市西条町御薗宇  ４４０５ サービス / 理容・美容

株式会社ジェイズ 東広島市西条下見  ５丁目８番３５号 各種小売 / リサイクル・中古品

シーエルリンク 東広島市西条町馬木  564-1 サービス / 自動車整備・各種修理

JEMSTONE ゆめタウン東広島店 東広島市西条町土与丸1-5-7 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ciel bleu 東広島市西条町御薗宇  ６０３３番１号 サービス / その他（サービス）

和食だんらん  栞 東広島市西条中央  1丁目12-3 飲食 / 飲食店・喫茶店

詩音 すなっく詩音 東広島市西条岡町  2-12イーストコア3F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

姿勢堂 寺家鍼灸接骨院 東広島市西条町寺家福原  4655-1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

姿勢堂 西条鍼灸接骨院 東広島市西条町土与丸 1518-2 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

ヘアカット専門店SHITAMORI 本店
東広島市西条町田口  2940-28ヘアカット専門店SHITAMORI

サービス / 理容・美容

しのぶⅡ 東広島市西条岡町  4-2２番街2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

シマミッツ 東広島市西条下見　5ー１－３８ラポール宮川Ｂ 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

美食酒場 四万十 東広島市西条下見  ６丁目１０番２１号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Sazae Style 東広島市西条御条町　２番１３号 各種小売 / 食品販売店 10月16日追加

JACK CLUB JACK CLUB 東広島市西条町下見  4409-3共栄ビル２Ｆ 飲食 / 飲食店・喫茶店

しゃぶ皇 東広島市西条町下見４４０９番地３ 飲食 / 飲食店・喫茶店

Jam 東広島市西条上市町  10-30 サービス / 理容・美容

シャルムヘア シャルムヘア 東広島市西条西本町２４－２０プルミエマガザン１０２ サービス / 理容・美容

Shanti +jam 東広島市西条町田口  850 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

十字屋珈琲 焙煎専門店 東広島市西条栄町  6-16石井第２テナントビル  １０１ 各種小売 / 食品販売店

chouchou 東広島市西条朝日町  7-462F サービス / 理容・美容

肉料理 春祺廊 東広島市西条昭和町  10-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

居酒屋・郷土料理  しょうの助 東広島市西条本町  12ー5賀茂泉館1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

小東北 東広島市西条中央　６丁目５番６号まるたかコーポC１０２号飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

笑凛庵 東広島市西条土与丸  6丁目1-92KNビル2F サービス / その他（サービス）

ショージ -Shoji- R375バイパス店 東広島市西条土与丸  5-3-19 各種小売 / 食品スーパー

ショージ -Shoji- 寺家駅前店 東広島市西条町寺家 4326-1 各種小売 / 食品スーパー

ショージ -Shoji- 下見店 東広島市西条町下見 4625-1 各種小売 / 食品スーパー

ショージ -Shoji- 田口店 東広島市西条町大字田口 2826 各種小売 / 食品スーパー

eyelash salon silika 東広島市西条下見5  8-15-10 サービス / 理容・美容

ヘアーサロン ジロ 東広島市西条中央  5丁目４-23 サービス / 理容・美容

和菜亭次郎丸 東広島市西条町下見  1076-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

ヘアーサロンＺＩＮ 東広島市西条中央  8-5-20 サービス / 理容・美容

新川SPL 東広島市西条中央  ４丁目１０番４２号 サービス / 自動車整備・各種修理

金鑫商事 東広島市西条朝日町  7-372階 各種小売 / 食品販売店

割烹しんすけ 東広島市西条岡町  6-9 飲食 / 飲食店・喫茶店

進物の大進 東広島店 東広島市西条町土与丸 1227-1 各種小売 / その他（小売）

水軍の郷 東広島市西条岡町  7-27 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ヨーガ・セラピー・スーリア 東広島市西条御条町　6-4-302 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD 11月1日追加



株式会社スカイオート 東広島市西条町助実  1223番地2 サービス / 自動車整備・各種修理

菅原自動車 東広島市西条町田口  1472 サービス / 自動車整備・各種修理

すし鮮 西条店 東広島市西条町土与丸　1518-1 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

スズキアリーナ東広島 東広島市西条町下見  ４１６７番地の６ 各種小売 / リサイクル・中古品

有限会社ススキダ自動車 東広島市西条町寺家  6625番地の1 サービス / 自動車整備・各種修理

スッキリライフ 東広島市西条町寺家　4798-16 サービス / その他（サービス） 10月16日追加

SteadyGo SteadyGo 東広島市西条町寺家２２２４－２ サービス / フィットネスジム

Story hair 東広島市西条西本町  １３番３０号 サービス / 理容・美容

スポーツクラブHAKUWA 西条店 東広島市西条昭和町 1-32 サービス / フィットネスジム

スポーツクラブHAKUWA 下見店 東広島市西条下見 5-1-43 サービス / フィットネスジム

スポーツライン 東広島市三永  ３丁目１９番１６号 サービス / 自動車整備・各種修理

スマイルファーム 東広島市西条町郷曽  1137-11 各種小売 / 食品販売店

酒庫住田屋 西条店 東広島市西条町御薗宇  6485-1 各種小売 / 酒類・リカーショップ

スリーエスオート 東広島市西条町御薗宇  5291-1 各種小売 / リサイクル・中古品

生協ひろしま コープ東広島 東広島市西条町寺家6579-1 各種小売 / 食品スーパー

正光技建 東広島営業所 東広島市西条町西条東 1051丸ビル三階 サービス / その他（サービス）

整体屋 東広島市三永  １丁目１０番２０号カーサヴェルデ１０２号 サービス / その他（サービス）

世界で2番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス 東広島市三永３丁目  １９番６号 飲食 / デリバリー・ファストフード

ミュージックプロショップセッション 田口店 東広島市西条町田口  2931-33 各種小売 / その他（小売）

ビアガーデンZ 東広島市西条岡町  10番20号ホテルヴァン・コーネル屋上 飲食 / 飲食店・喫茶店

高級食パン専門店  瀬都 西条店 東広島市西条岡町  10-20 各種小売 / 食品販売店

セブン-イレブン 東広島西条インター 東広島市西条町吉行７５６－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島土与丸橋 東広島市西条町土与丸１５４３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン おみやげ街道西条 東広島市西条本町１２－３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン おみやげ街道東広島 東広島市三永１丁目４番２４号 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン キヨスクＪＲ西条駅改札口 東広島市西条本町１２－３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条下見鴻の巣 東広島市西条町下見４５８３－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条中央 東広島市西条中央７丁目２ー４３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条西本町 東広島市西条西本町１２１１番２ 各種小売 / コンビニ 10月16日追加

セブン-イレブン ハートインＪＲ西条駅南口 東広島市西条本町１２－３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島石堂原 東広島市西条町田口８７７－９１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島駅前 東広島市三永２丁目６－３０ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条朝日町 東広島市西条朝日町８番２号 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条駅北 東広島市西条町寺家６１８８－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条大沢 東広島市西条町大沢下南４２９－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条寺家 東広島市西条町寺家４９３８ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条下見北 東広島市西条町下見４１４２－４ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条下見 東広島市西条下見５－３－２ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条下見中央 東広島市西条下見５丁目９－１４ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条中央１丁目 東広島市西条中央１丁目１６番１２号 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条中央４丁目 東広島市西条中央４丁目１－１９ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条西本町 東広島市西条西本町１２１９－４ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条東子 東広島市西条町田口２８１２－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西条寺家駅前 東広島市西条町寺家駅前１３番３５号 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島田口 東広島市西条町田口字西東子２４４０－２ 各種小売 / コンビニ



セブン-イレブン 東広島土与丸５丁目 東広島市西条土与丸５丁目５－３２ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島御薗宇新町 東広島市西条町御薗宇字上城４９１２番 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島御薗宇坪内 東広島市西条町御薗宇字坪内５４７３－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島三永 東広島市西条町大字上三永１８６９ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 広島大学北口 東広島市西条下見６丁目４－３４ 各種小売 / コンビニ

ヘアーアンドエステ  セラヴィ ヘアーアンドエステ  セラヴィ 東広島市西条中央３ー２６ー２８ サービス / 理容・美容

セルディックヘアー 東広島市西条下見  6丁目3-22マサモトマンション1F サービス / 理容・美容

立ち飲み ぜろ次屋 東広島市西条西本町  12-1播磨ビル102 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

soan hair・ 東広島市西条町寺家  6480-2Mビル1F サービス / 理容・美容

綜合家具センター 東広島市西条大坪町  １１番４号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

総合不動産株式会社 東広島市西条上市町  ５番５号 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

ソラオト 東広島市西条栄町  7-19東広島芸術文化ホールくらら二階 飲食 / 飲食店・喫茶店

大学タクシー 東広島市西条町下見  ４３６０番１ 交通 / タクシー

やきとり大吉 西条中央店 東広島市西条中央  3丁目5-20 飲食 / 飲食店・喫茶店

大進創寫館 東広島店 東広島市西条町土与丸 1227-1 サービス / 接客業

ダイソー 西条寺家店 東広島市西条町寺家久保之谷６４９９－２ 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー 西条御薗宇店 東広島市西条町御薗宇字滝原２８５０－１ 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー ＴＰＹゆめＴ東広島店 東広島市西条土与丸１丁目５－７  ゆめタウン東広島３階 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー フジグラン東広島店
東広島市西条町御薗宇４４０５番地フジグラン東広島店内２階

特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー ハローズ東広島モール店
東広島市西条西本町２８番３０号ハローズ東広島モール２階

特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー ゆめタウン東広島店
東広島市西条土与丸１丁目５番７号ゆめタウン東広島店内４階

特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ダイソー ゆめタウン学園店 東広島市西条下見６丁目２－３２ゆめタウン学園店２階 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

カルビ屋大福 西条店 東広島市西条町土与丸　1518-1 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

株式会社大丸寝装 東広島市西条大坪町  ９番５３号 各種小売 / その他（小売）

タイムタイム 東広島店 東広島市西条土与丸1-5-7ゆめﾀｳﾝ東広島本館2F 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

タイムタイム 学園店 東広島市西条下見6-2-32ゆめタウン学園 1F 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

太陽MEGURUウォーキングスタジオ 東広島市西条栄町  10-30東広島Sea Place 2F サービス / フィットネスジム

泰和軒 東広島市西条町田口  1446-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

タカオ電機 東広島市西条町寺家  ６４２２番地 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

株式会社髙橋電工 東広島市西条町御薗宇  4808番地 サービス / 住宅建設・リフォーム

高山ペットショップ 東広島店 東広島市西条町御薗宇 4302フジグラン東広島店内 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

なんでも食堂田坂屋 東広島市西条岡町  5-9オリジン久保1F 飲食 / 飲食店・喫茶店

ステーキハウス但馬 東広島市西条町御薗宇  4200-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

ダスキン ダスキン西条寺家サービスマスター 東広島市西条町寺家  ６９８８番地２ サービス / クリーニング・各種清掃

立田屋 東広島市西条西本町  2-60 各種小売 / 食品販売店

たなか工房 東広島市西条町郷曽  363-26ハムレットコミューンG棟105号 各種小売 / リサイクル・中古品

玉井宝石店 フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇  4405フジグラン東広島１Ｆ 各種小売 / リサイクル・中古品

お好みハウス　たまご 東広島市西条中央　7-15-14 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

玉屋 東広島市西条下見  7ー1ー52 飲食 / デリバリー・ファストフード

多山文具 フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇  4405番フジグラン東広島2階 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

TARU 東広島市西条土与丸  ４丁目２番４８号 飲食 / 飲食店・喫茶店

蔵処  樽 蔵処  樽 東広島市西条栄町７－４８ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

楽車 東広島市西条町吉行  ８３５番地 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

TANTAN 東広島店 東広島市西条町御薗宇　4405フジグラン東広島店1F各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ 11月13日追加

タンドール 西条下見店 東広島市西条下見  6丁目11-8 飲食 / 飲食店・喫茶店



タンドール 東広島店 東広島市西条昭和町  １４－２９近藤ビル1階 飲食 / 飲食店・喫茶店

蒲公英 蒲公英 東広島市寺家駅前  6-18ヒノモトマンションA101 各種小売 / その他（小売）

暖流 東広島市西条栄町　一丁目１－１ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 12月1日追加

焼肉・ホルモン史  西条店 焼肉・ホルモン史  西条店 東広島市西条本町２－１５ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

近丸ミシン商会 東広島市西条町西条東　815 各種小売 / その他（小売） 11月13日追加

チチカカ フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン東広島 2F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

居酒屋忠さん 居酒屋忠さん 東広島市西条本町  2-15 飲食 / 飲食店・喫茶店

地酒と野菜肉巻き串 ちゅうしん蔵 東広島市西条本町  13-3 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

スナックニューちょっと 東広島市西条岡町　4-2 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 12月1日追加

ちょんごる 東広島市西条西本町  8-14 飲食 / 飲食店・喫茶店

chii store 東広島市西条西本町　11-1-1305 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ 12月1日追加

ちろりん伯粋 東広島市西条大坪町  8-3 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

つきじ庵 東広島市西条町御薗宇  ４４０５フジグラン東広島２Ｆ 飲食 / 飲食店・喫茶店

つくし鍼灸接骨院 東広島市西条土与丸 6丁目3番59-2号 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ  東広島店 東広島市西条御条町６-２０ 特別・要承認 / 大規模小売

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ  フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇４４０５ 特別・要承認 / 大規模小売

つばさパラグライダースクール 東広島市西条町西条東  910-3 サービス / その他（サービス）

株式会社ツモリオート 株式会社ツモリオート 東広島市西条昭和町  14番9号 サービス / 自動車整備・各種修理

DARTS BAR S 東広島市西条岡町　5-9 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月1日追加

t&r 東広島市西条下見  5-7-15セジュールシゲモリB202 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

GOLF STUDIO Ts ゴルフショップ 東広島市西条岡町  8番23号1F 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

DRIVING RENGE Ts 東広島市西条町寺家  121-1 サービス / その他（サービス）

TTM hair factory 東広島市西条東北町  2-14山内ビル  102 サービス / 理容・美容

BAR TMRB 東広島市西条岡町　５番８号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

Foods&Bar TMRB 東広島市西条岡町  5-8オリジン岩井2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

デイリーヤマザキ 広島大学 東広島市鏡山1-4-1 各種小売 / コンビニ

テトテテ 東広島店 東広島市西条町西条東  1033 各種小売 / その他（小売）

背ぼね整体てのて 東広島市西条町土与丸　1-3-33横山ビル401 サービス / その他（サービス） 12月1日追加

ＤＥＦＲＡＧ ＤＥＦＲＡＧ 東広島市西条下見６-１１-２４龍王マンション２    １Ｆ サービス / 理容・美容

てらお接骨院 東広島市西条町寺家  7921-1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

スナック輝 東広島市西条岡町  2-7エテルノオプスビル1階B号室 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

天下一品 西条店 東広島市西条西本町  27-34 飲食 / 飲食店・喫茶店

天亀 東広島市西条町田口  ２０５２番地２ 飲食 / 飲食店・喫茶店

天てん 東広島市西条御条町  1-13 飲食 / 飲食店・喫茶店

はっぴーさろん十色 東広島市西条中央　3-7-22-705 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

TOOTWO 東広島市西条町御薗宇  4783-8 サービス / 自動車整備・各種修理

チヨダ 東京靴流通センタ－東広島店 東広島市西条中央３－２６－１６ 特別・要承認 / 大規模小売
10月16日追加

東京書店 西条店 東広島市西条土与丸 3丁目4番16号 各種小売 / リサイクル・中古品

唐魂 西条店 東広島市西条岡町  ５番９号オリジン久保１０１号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Tomorrow Hair 東広島市西条岡町  10-24第10内海ビル5F サービス / 理容・美容

東洋石材工芸社 東広島店 東広島市西条中央5-10-29 各種小売 / その他（小売）

東横INN 東広島西条駅前 東広島市西条本町12-2 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

東横INN 東広島駅前 東広島市三永2-2-31 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

hair&Make TRUTH 東広島市西条中央  ３丁目２６番１８号 サービス / 理容・美容

徳川 徳川  西条店 東広島市西条昭和町3-15 飲食 / 飲食店・喫茶店



トムズ珈琲 東広島市西条昭和町  1-32 飲食 / 飲食店・喫茶店

知陽庵 東広島市鏡山  3-12-26ハナヤマビル2F サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

骨付きどり　鶏家 骨付きどり　鶏家 東広島市西条中央３‐３‐１１オハラビル２Ｆ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 12月1日追加

豊栄おむすびくらす 東広島市西条町西条東  808ー1 飲食 / 飲食店・喫茶店

手芸センター  ドリーム 学園店
東広島市西条下見 ６－８－３ゆめタウン学園店第３駐車場

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ドリームハウス ショージバイパス店 東広島市西条土与丸5-3-19 サービス / クリーニング・各種清掃

ドリームハウス ショージ寺家駅前店 東広島市西条町寺家 4329-1 サービス / クリーニング・各種清掃

ドリームハウス ショージ下見店 東広島市西条下見 4625-1 サービス / クリーニング・各種清掃

鳥三郎 東広島西条店 東広島市西条町土与丸1204ｰ2 飲食 / 飲食店・喫茶店

鳥三郎 西条下見店 東広島市西条町下見4213ｰ1 飲食 / 飲食店・喫茶店

とりの助 西条寺家店 東広島市西条町寺家  ３９２５番地１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

Dolce Chiffon 東広島市西条栄町  9-3310号 各種小売 / 食品販売店

イタリアンバル トレ 東広島市西条下見  ６丁目１１番２５号 飲食 / 飲食店・喫茶店

cafe Trecasa 東広島市西条本町  16-24 飲食 / 飲食店・喫茶店

JA交流ひろばとれたて元気市 となりの農家店 東広島市西条町寺家７９５７－１ 各種小売 / 食品スーパー 11月1日追加

そば処とんぼ 西条店 東広島市西条町土与丸　4-650-2 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

丼丸こねこ 西条下見店 東広島市西条下見　６丁目４番３１号 各種小売 / 食品販売店

ＮIFE 東広島市西条土与丸  6-3-59-6 各種小売 / 食品販売店

9 NINE by truth 東広島市西条西本町27番34号 サービス / 理容・美容
10月16日追加

BAR&DINING Nao's 東広島市西条岡町  3-34-2F 飲食 / 飲食店・喫茶店

中工務店 東広島市西条町御薗宇　５１１０番地の１ サービス / 住宅建設・リフォーム 11月1日追加

中村屋 東広島市西条下見  6丁目11-8サンファンリセス1階 飲食 / 飲食店・喫茶店

nagi slow coffee 東広島市西条栄町  9-33-1F 各種小売 / その他（小売）

レンタルスペースナッツ 東広島市西条町御薗宇　２５３０番地５ サービス / その他（サービス）

nanairo 東広島市西条岡町　9-7 サービス / 理容・美容

有限会社ナナフレンチ 東広島市西条中央  ８丁目６番２０号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品
10月16日追加

なんでやねん 東広島市西条中央  ２丁目8ー2オハラマンション1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー
10月16日追加

笑顔創造写真館ニコ 東広島店 東広島市西条町御薗宇 6225-1ベレットプラザ1階 サービス / その他（サービス）

西健整体院 東広島市西条朝日町  6-48 サービス / その他（サービス）

株式会社きもの工芸西陣 東広島店 東広島市西条中央3-3-11 サービス / リース・レンタル

西谷体育堂 東広島市西条岡町  ３－３２ 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

西本ふとん店 東広島市西条町御薗宇  ４４０５フジグラン東広島２Ｆ 各種小売 / その他（小売）

カットハウス・ニポポ 東広島市西条上市町 6-17 サービス / 理容・美容

株式会社日本トラベルサービス 東広島市西条栄町  ９番２３号 サービス / 旅行代理店

ニューアテネ エルピエ店 東広島市西条町御薗宇  ４４０５番地 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

焼肉ニューソウル 東広島市西条中央　1-2-4 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

べーかりーねこ蔵 べーかりーねこ蔵 東広島市西条町寺家  ４８４５番３号 各種小売 / 食品販売店

ネスカフェアンバサダー（食品工学） 食品工学研究室 東広島市西条町寺家　１９５８－１グリーンコーポC　１０８飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

ＮＥＲＯ ＮＥＲＯ 東広島市西条中央７－３－１７アライビル１０１ サービス / 理容・美容

旬彩  希味 旬彩  希味 東広島市西条本町７－２９林ビル１階 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

おでん希味 おでん希味 東広島市西条岡町９－７竹内ビル１階 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

旬彩希味 本店 東広島市西条本町７ー２９林ビル１Ｆ 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

ののか整体院 ののか整体院 東広島市西条中央  ４丁目４－７ サービス / その他（サービス）

BarN 東広島市西条岡町　5-6増田ビルF1 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

はあとタッチサロン 東広島市西条中央  7丁目1-6アークヒルズワタナベ5A101 サービス / 理容・美容



美容室HALF 東広島市西条町下三永  ２５８８ サービス / 理容・美容

サイクルショップPALM 東広島市西条岡町  3-16 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

有限会社バイクショップ神田 東広島市西条中央  3丁目９番13号 サービス / 自動車整備・各種修理

株式会社バイクセンター広大 バイクセンター広大 東広島市西条下見  ５丁目１０番１２号 各種小売 / その他（小売）

バイクピット東広島 東広島市西条町寺家  6713番地の1 各種小売 / リサイクル・中古品

Pineapple Lily Pineapple Lily 東広島市西条東北町  4-27 サービス / その他（サービス）

HYPER FIT24 西条店 東広島市西条町寺家6478-1 サービス / フィットネスジム

喫茶ぱいぷ 東広島市西条下見  5-4-8下見福祉会館 飲食 / 飲食店・喫茶店

白十字 西条店 東広島市西条町寺家5482-1 各種小売 / 食品販売店

白牡丹 東広島市西条栄町　３番１０号 各種小売 / 酒類・リカーショップ 11月1日追加

白牡丹酒造 白牡丹酒造株式会社 本社展示室 東広島市西条本町　１５番５号 各種小売 / 酒類・リカーショップ 11月1日追加

憩いの料亭 白竜湖 東広島市西条岡町  10番20号東広島シティホテル三階 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 受付 東広島市西条下見 6-5-45 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 アイ・クレール 本店 東広島市西条町助実  1187–1 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 ちろりん伯粋 東広島市西条大坪町 8-3 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 トムズ珈琲 東広島市西条昭和町 1-32 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 めん徳本店 東広島市西条御条町 3-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 めん徳昭和町店 東広島市西条昭和町 1-32 飲食 / 飲食店・喫茶店

伯和 めん徳三永店 東広島市三永 2-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

蓮池うるし工芸有限会社 東広島市西条町西条東  １０５４番地の１ 各種小売 / その他（小売）

PASTA IRIE！ 東広島市西条町御薗宇  ４２００－１HIDAKA16-B 飲食 / 飲食店・喫茶店

pasta amare 東広島市西条町下見  5-9-20スペースK 1階 飲食 / 飲食店・喫茶店

pastilles 東広島市西条町御薗宇  ８５６８番１６号 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

パソコン工房 パソコン工房東広島店 東広島市西条町御薗宇５４７３－１ 特別・要承認 / 大規模小売

ＰａｔａＰａｔａ 東広島市西条中央  5丁目7ー8ー104号 サービス / 理容・美容

八番レンタカー 東広島営業所 東広島市西条町御薗宇　1000-36 サービス / リース・レンタル 11月13日追加

居酒屋  八兵衛 東広島市西条町下見  ４４０９－３ 飲食 / 飲食店・喫茶店

もつ鍋ダイナー八式 東広島市西条大坪町  2-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

西条ゲストハウス 八反 東広島市西条西本町  12-1播磨ビル102 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

パティスリー・レヴェイユ・ドゥラムール 東広島市西条中央  6-6-8プレシアス中央101 飲食 / 飲食店・喫茶店

hana cafe 東広島市西条町御薗宇  865-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

焼き立てパン  ｈａｎａ  ｃａｆｅ 焼き立てパン  ｈａｎａ  ｃａｆｅ 東広島市西条町御薗宇８６５－２ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

花キューピット フラワーショップはなよし 西条店 東広島市西条岡町10-20ホテルヴァンコーネル1F 特別・要承認 / 大規模小売

華ごころ 華ごころ 東広島市西条町下見４５９－１７ 飲食 / 飲食店・喫茶店

まごころ和食 華てまり 東広島市西条朝日町  1-16 飲食 / 飲食店・喫茶店

花’のれん 東広島市西条栄町  9-26シャトルヒラオカ201 飲食 / 飲食店・喫茶店

創作和食HANABI 東広島市西条栄町　１丁目４FLAT FORM 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

ヘアーサロンハナモト Cest La Vie 東広島市西条中央 3-26-28 サービス / 理容・美容

フラワーショップはなよし 西条店 東広島市西条岡町 １０番２０号ホテルヴァンコーネル１階 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

ぱぱ吉 東広島市西条下見6-10-24 飲食 / 飲食店・喫茶店

浜井自動車 RCC中古車展示場MEGA西条店 東広島市西条土与丸4丁目5番38号 サービス / 自動車整備・各種修理

ハマダ電工 (有)ハマダ電工 東広島市西条町吉行  ５９９－１ サービス / 自動車整備・各種修理

ハママツ楽器 東広島市西条町西条東  ９０７番地１ 各種小売 / その他（小売）

木のおもちゃ はらっぱ 東広島市西条町寺家  4732-1 各種小売 / その他（小売）

らーめんばりうま 西条中央店 東広島市西条町御薗宇5449ｰ1 飲食 / 飲食店・喫茶店



Cafe hanza 東広島市西条町吉行1963 飲食 / 飲食店・喫茶店

B＆E 東広島市西条町下見　4362-1 サービス / 理容・美容 11月13日追加

ビーズボックス ビーズボックス  フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇4405フジグラン東広島店1F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

わんちゃんの美容室ピーチ わんちゃんの美容室 PEACH  ピーチ 東広島市三永　2ー８－９ 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット 11月1日追加

PBクラブ 東広島スタジオ 東広島市西条土与丸  6丁目1-86アンシャンテ201 サービス / フィットネスジム

くーた B.LEAGUE試合会場(飲食) 東広島市西条町寺家字重常  7365番地3 飲食 / 飲食店・喫茶店

びおら 東広島市西条岡町  3-30AVANTIビル2階 飲食 / 飲食店・喫茶店

東広島あい整体院 東広島市西条土与丸  6-2-52面谷ビル1F サービス / その他（サービス）

東広島西条整骨院・鍼灸院 東広島市西条西本町  ２８番３０号 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

東広島自動車学校 東広島自動車学校 東広島市西条町郷曽  １１２７番地２２号 サービス / その他（サービス）

東広島鍼灸整骨院 東広島市西条町西条東  ８１６番 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

東広島すずらん接骨院 東広島市西条町田口  1803-1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

東広島スポーツ 東広島市西条土与丸  ６丁目２番４１号 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

株式会社東広島タクシー 東広島市西条町御薗宇 3387番地 交通 / タクシー

東広島メディカル整骨院 東広島市西条町御薗宇  6471番地K・Iパレス104 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

有限会社ピカソ画房 東広島店 東広島市西条中央8-5-20 各種小売 / その他（小売）

トータルスタジオピカソ 東広島店 東広島市西条中央3-3-11 サービス / その他（サービス）

欧風食堂  ビストロパパ 東広島市西条中央  ７丁目２番３号 飲食 / 飲食店・喫茶店

ピザリア  ビッグマウス 西条店 東広島市西条朝日町  8-28 飲食 / 飲食店・喫茶店

エステティック  Pitti 東広島市西条大坪町  11-3大坪町ビル4F サービス / エステティックサロン

きまぐれ居酒屋ひで 東広島市西条本町  2-15西条駅前屋台村 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

鉄板Style ひで坊 東広島市西条栄町  ９－２６シャトルヒラオカ  ２０２号 飲食 / 飲食店・喫茶店

美容室 ピノキオ 東広島市西条岡町  ８番１９号 サービス / 理容・美容

ひのきグループ すし亭西条駅前店 東広島市西条本町 1ー3 飲食 / 飲食店・喫茶店

Hibridテニススクール 東広島市西条町田口　67-60 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 12月1日追加

スーパードラッグひまわり 東広島店 東広島市西条町御薗宇6508-1 特別・要承認 / 大規模小売

130R 東広島市西条岡町  2-12イーストコアビル2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ビューティサポー 東広島店 東広島市西条栄町 6-20ラ・フォーレ西条1F 各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア

Pure・Shine 東広島市西条町田口　1841-29 サービス / その他（サービス）

ビリー・ザ・キッド 西条寺家店 東広島市西条寺家  4717 サービス / その他（サービス）

キムチのピリ辛 東広島市西条町御薗宇  ５０４４番地１ 飲食 / 飲食店・喫茶店
10月16日追加

広島西条駅前ユースホステル 東広島市西条岡町  3-3 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

広島日産 西条店 東広島市西条町寺家６４９２ サービス / 自動車整備・各種修理

広島ミシンセンター 東広島店 東広島市西条中央 3-6-1 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

広島三菱自動車販売 東広島店 東広島市西条土与丸６丁目１-１２ サービス / 自動車整備・各種修理

ヘアーサロン ファイン 東広島市西条町寺家  6356-1ラセーヌ1階 サービス / 理容・美容

ファミリーマート 西条御条町 東広島市西条御条町５－３２ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条三升原 東広島市西条町大字大沢９７番８ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条寺家 東広島市西条町寺家５６３５番６ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条下見 東広島市西条町下見４４４５－２ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条中央七丁目 東広島市西条中央七丁目２５番２６号 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条町田口 東広島市西条町田口１７９３－１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条西中郷 東広島市西条町田口１２４３番地１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条東 東広島市西条町大字西条東７９５－５ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西条三永一丁目 東広島市三永一丁目２－１４ 各種小売 / コンビニ



手打ち蕎麦 風雅 東広島市西条町上三永  2604-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

おこのみふぅふぅ 東広島市西条岡町  9-7 飲食 / 飲食店・喫茶店

ブーランジュリ  シェ  ジョルジュ 東広島市西条東北町  2-14 各種小売 / 食品販売店

felice 東広島市西条下見  5丁目8-15-1 サービス / 理容・美容

．．．．ｉｓｍ フォー ドット イズム 東広島市西条町下見  4623-16.      ism サービス / 理容・美容

FOG 東広島市西条下見6-6-44-103 サービス / 理容・美容

FORTISSIMO 東広島市西条岡町  2-12イーストコアビル3階 飲食 / 飲食店・喫茶店

ふく政 東広島市西条岡町　6-5 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

藤田ストアー 東広島市西条岡町  ４番１２号 各種小売 / 食品販売店

炭焼炉端ふじやま 東広島市西条岡町  ４番８号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

フタバ図書 ソフトピア東広島店 東広島市西条中央3-4-3 特別・要承認 / 大規模小売

フタバ図書 広大前店 東広島市西条下見6-2-32 特別・要承認 / 大規模小売

BOOKOFF 西条中央店 東広島市西条中央4-1-1 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ふとん屋さん 東広島市西条町田口  １９０３ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

ほぐし整体＋１ 東広島市西条岡町  10-19中須賀ビル１０３ サービス / その他（サービス）

Plasticmobil 東広島市西条下見　5-1-38 サービス / 理容・美容 11月1日追加

フラット  フラット フラット  フラット 東広島市西条西本町２６－９Ａｓｔｅｐ西条１０１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

FLAP conditioning zone 東広島市寺家駅前  6-30 サービス / フィットネスジム

プラネット 西条中央店 東広島市西条中央４－１－１ 各種小売 / リサイクル・中古品

franc’s 東広島市西条朝日町  6-48 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

frangipani frangipani 東広島市西条上市町　3-4 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Bar pretty vacant 東広島市西条岡町  ９番７号竹内ストアC室 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Prima　Stella Prima　Stella 東広島市西条上市町６－１９上市スクエア２階 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 12月1日追加

Dog Salon furiru（ドッグサロンフリル） Dog Salon furiru（ドッグサロンフリル） 東広島市西条町寺家  6680-6 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット
10月16日追加

BLUE 東広島市寺家駅前14-30ノースサイドスクエア 1-5 サービス / 理容・美容

フラワーショップ  フルール 東広島市西条大坪町  8-3 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

焼肉ふるさと 西条店 東広島市西条中央  3丁目5-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

フレスコサンドカフェ 西条店 東広島市西条町御薗宇  7206-6 飲食 / 飲食店・喫茶店

フレスタ 西条店 東広島市西条中央 4丁目1-1 各種小売 / 食品スーパー

ザ・ウィークリー・プレスネット 東広島市西条下見  ６丁目６番２３号 サービス / その他（サービス）

Prima Stella 東広島市西条上市町　６番１９号上市スクエア2階飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

Beauty Salon Flow 東広島市西条町寺家  6988-2 サービス / エステティックサロン

スタンド  フローラ 東広島市西条岡町  4-8 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

phlox 東広島市西条中央  6-32-30 サービス / 理容・美容

プロマート 西条店 東広島市西条町御薗宇  6233 各種小売 / 食品スーパー

hegemo 東広島市西条昭和町  15-26 サービス / 理容・美容

PECO SHOP 西条店 東広島市西条大坪町 2-9 サービス / クリーニング・各種清掃

PECO SHOP 学園店 東広島市西条下見 4445-4 サービス / クリーニング・各種清掃

PECO SHOP 西条新幹線口店 東広島市三永 1-3-1 サービス / クリーニング・各種清掃

PECO SHOP 寺家店 東広島市西条寺家 6499-2 サービス / クリーニング・各種清掃

PECO SHOP フレスタ西条店 東広島市西条中央 4-1-1 サービス / クリーニング・各種清掃

株式会社ベストペイント 東広島支店 東広島市西条町助実1117-1 サービス / 住宅建設・リフォーム

VERY Hair Make 東広島市西条中央  7-22-241F サービス / 理容・美容

ペリカン 東広島店 東広島市西条土与丸1-5-7ゆめﾀｳﾝ東広島店内4F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ビストロベルス 東広島市西条中央  3ー26ー5 飲食 / 居酒屋・パブ・バー



BELL’SSQUARE ベルズスクエア 東広島市西条下見  6丁目5ー47 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ギャラリー鳳仙花 東広島市西条町吉行　１９６３ 飲食 / 飲食店・喫茶店

ＰＯＥＭ－ネイルサロンポエム－ ＰＯＥＭ－ネイルサロンポエム－ 東広島市西条昭和町１７－１８リノリノアパートメント１０１ サービス / 理容・美容

ホームメイト 西条駅前店 東広島市西条本町  １３番１１号 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用
10月16日追加

ホームメイト 西条中央店 東広島市西条中央6丁目32-19 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

ホームメイト 広島大学前店 東広島市西条下見6丁目11-41 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

ほぐしMAX 西条寺家店 東広島市西条町寺家  445-36 サービス / その他（サービス）

Pocket park フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇　4405 フジグラン東広島SC1階 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

CAMPING BOSCO 東広島市西条下見  6-2-11 飲食 / 飲食店・喫茶店

スナックぽち 東広島市西条岡町　4-2　アヴァンティ201 飲食 / 居酒屋・パブ・バー 10月16日追加

ほっかほっか亭 西条下見店 東広島市西条町下見５－３－６ 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ほっかほっか亭 西条中央店 東広島市西条中央6-2-2 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］
10月16日追加

ほっかほっか亭 西条寺家駅前店 東広島市西条町寺家１７－１６ 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ホットカモ 東広島市西条町御薗宇  ６１７９番地１号 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

ほっともっと ほっともっと 東広島市役所前店 東広島市西条昭和町１４－５ 特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

ホテルカモ 東広島市西条町御薗宇  ６１８４番地 サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場

やきとり　歩乃ぼの 東広島市西条本町　15-2モリヤオレンジビル　1F飲食 / 居酒屋・パブ・バー 11月13日追加

ポパイ オリーブ＆ポパイ 東広島市西条土与丸 1-5-7ゆめタウン東広島内１Ｆ サービス / 自動車整備・各種修理

ポパイ 栄町店 東広島市西条栄町  9-28逸見ビル１Ｆ サービス / 自動車整備・各種修理

ホビーゾーン 東広島店 東広島市西条町御薗宇 4405番地フジグラン東広島ＳＣ1F 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

本郷給食センター 西条店 東広島市西条町寺家5496-1 各種小売 / 食品販売店 12月1日追加

HondaCars東広島中 HondaCars東広島中 西条店 東広島市西条町西条東１０４８ 特別・要承認 / 大規模小売

ホンダドリーム東広島 ホンダドリーム東広島 東広島市西条下見６－１０－１１ サービス / リース・レンタル

ホンダドリーム東広島 ホンダドリーム東広島 東広島市西条下見６－１０－１１ サービス / 自動車整備・各種修理

Bon Ruban Bon Ruban 東広島市西条本町　7−23 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ 11月1日追加

MARS hair 東広島市西条中央  2-5-9 サービス / 理容・美容

dog cafeマーマ 東広島市西条町上三永  2627-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

眠りの専門店 マイまくら ゆめタウン東広島店 東広島市西条土与丸1丁目5-7ゆめタウン東広島3Ｆ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

マグノリア マグノリア 東広島市西条町田口  １８０７番地２ 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

お好み真心デイズ 東広島市西条末広町　5-38 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

お好み真心デイズ 東広島市西条下見　5丁目5-42 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

ＭａｃｏＦ ＭａｃｏＦ 東広島市西条町下見４３４３－３ サービス / 理容・美容

マジフィックス ドゥジェーム 東広島市西条中央  3丁目24-10 サービス / 理容・美容

ますかわ花店 東広島市西条土与丸  1-5-46 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

マックハウス 東広島 東広島市西条中央５－１－２ 各種小売 / 食品販売店

松田電機 西条店 東広島市西条町御薗宇  ６０９３番１号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

マツヤオプティーク
東広島市西条町御薗宇  ４４０５番地フジグラン東広島  ２Ｆ

各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

カラオケまねきねこ カラオケまねきねこ西条岡町店 東広島市西条岡町10-23 サービス / その他（サービス）

エステサロンmamaも 東広島市西条町御薗宇  8591-1長者12マンション103 サービス / エステティックサロン

Lounge万里子 東広島市西条岡町  3-40ツインビル2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

マリモ CoCo美容室 西条店 東広島市西条本町11-23西条不動産ビル2F サービス / 理容・美容

マルジュウ木之下 東広島市西条本町 15-13 飲食 / 飲食店・喫茶店

居酒屋MARUSHOW 居酒屋MARUSHOW 東広島市西条大坪町　11ー27　ラルクビル 飲食 / 飲食店・喫茶店

株式会社まるたか自動車 東広島市西条町御薗宇  １３４５番地 サービス / 自動車整備・各種修理

満天 満天 東広島市西条栄町  1-4フラットフォーム一階 飲食 / 飲食店・喫茶店
10月16日追加



万年亀舎 東広島市西条本町　8-18 各種小売 / 酒類・リカーショップ 11月1日追加

炭火焼肉萬まる 西条店 東広島市西条中央  6-6-12 飲食 / 飲食店・喫茶店

ｍi 東広島市西条中央  １丁目２－７Ｍハウス０１号室 サービス / 理容・美容

三城 メガネの三城  東広島店 東広島市西条町寺家5484-1 特別・要承認 / 大規模小売

遊漁船  みさご 東広島市西条町寺家  530-1 サービス / その他（サービス）

整骨院みづき 東広島市西条町寺家  7377番地みづき保育園２階 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

ミスタータイヤマン  ドリーム 東広島市西条土与丸  ２丁目２番４８号 各種小売 / リサイクル・中古品

ミスターバーク 西条寺家店 東広島市西条町寺家  3791-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

326POWER 東広島市西条町田口  877 各種小売 / リサイクル・中古品

石の三徳 東広島市西条町下三永  ３８番地の２ 各種小売 / その他（小売）

みとめ みとめ食堂 東広島市西条中央　5-4-24 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

Minaga BASE 東広島市西条町上三永  1324 各種小売 / リサイクル・中古品

Minaga BASE 集金用 東広島市西条町上三永1324 各種小売 / リサイクル・中古品

スナックみね 東広島市西条岡町  ４－８ 飲食 / 飲食店・喫茶店

miposh 東広島市西条昭和町　17-18-102リノリノアパートメントplus サービス / 理容・美容 12月1日追加

スナック  雅 スナック  雅 東広島市西条本町１４－１６福田ビル２Ｆ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

らーめん亭　民都 東広島市西条町下見　３１１７番地 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月1日追加

パン工房むぎ 東広島市西条町郷曽  345-21 各種小売 / 食品販売店

お好み焼き 武蔵 スイーツボックス 東広島市西条町御薗宇  4405フジグラン東広島2F 飲食 / デリバリー・ファストフード

無双樽 寺家駅前北口店 東広島市寺家駅前  14−26 飲食 / 飲食店・喫茶店

村上電機商会 村上電機商会 東広島市西条本町９－１６ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

明治牛乳 立原販売店 東広島市西条町御薗宇  １６３６番地の２ 各種小売 / 食品販売店

メイド・イン 東広島市西条下見  5丁目1-2 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

メガネの２１ 西条店 東広島市西条本町  13-32 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

MAJOR 東広島市西条町寺家  4732番地1田部ビル1F サービス / 理容・美容

Melon de melon東広島西条店 東広島市西条岡町  10ー24 飲食 / 飲食店・喫茶店

麺空海 東広島市西条土与丸  5-4-34 飲食 / 飲食店・喫茶店

めん徳 寺家店 東広島市西条町寺家  ７９６７番地１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

モエ 東広島市西条上市町  6-32グランデメゾン上市101 各種小売 / 健康食品

煙煙 東広島市西条中央  6-31-20 各種小売 / その他（小売）

鉄板居酒屋もちもち 鉄板居酒屋もちもち 東広島市西条岡町  5-9オリジン久保2F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

株式会社モッケン 東広島市鏡山  3-12-26ハナヤマビル102 サービス / 住宅建設・リフォーム

戦国酒屋 元就 東広島市西条本町  12-3 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

モトビルド フロンティア 東広島市西条中央  1-5-4 各種小売 / その他（小売）

オートガレージモナーク 東広島市西条中央  6-4-8 サービス / 自動車整備・各種修理

もみかる 東広島店 東広島市西条中央  6丁目32番地の30フロックス2F サービス / その他（サービス）

髪とまつげ屋 もりかね 東広島市三永  ２丁目５番８号 サービス / 理容・美容

炭火焼鳥 やきとりーね 東広島市西条中央  6丁目6-8プレシアス中央103 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ヘアーサロン ヤスカワ 東広島市西条土与丸  5ー1ー2 サービス / 理容・美容

やまいち精肉店 東広島市西条中央  1丁目６番１号 飲食 / 飲食店・喫茶店

やまき醤油蔵 東広島本店 東広島市西条町御薗宇八幡山  327-4鏡山公園上 飲食 / 飲食店・喫茶店

山口石彫 東広島市西条昭和町  １１番１５号 各種小売 / その他（小売）

山下江法律事務所 東広島支部 東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1 サービス / 医療相談、法律相談

居酒屋 やまちゃん 東広島市西条岡町  4-2三谷ビル 飲食 / 飲食店・喫茶店

西条問屋 ユアボックス 東広島市西条中央  6-5-10ハイコンスビルIV サービス / リース・レンタル



和洋創作ｄｉｎｉｎｇ悠 和洋創作ｄｉｎｉｎｇ悠 東広島市西条上市町１０－２７ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ＵＳ－ＳＡＩＪＯ 東広島市西条中央  ５丁目３番８号 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

UCCカフェメルカード 東広島店 東広島市西条町御薗宇  4405 飲食 / 飲食店・喫茶店

ユーズドステーション・本店 東広島市西条町上三永  1622-1 各種小売 / リサイクル・中古品

ユーズドステーション・西条店 東広島市西条下見  5-2-3 各種小売 / リサイクル・中古品

鉄板Dining ゆたか 東広島市西条昭和町　4−21 飲食 / 飲食店・喫茶店 11月13日追加

トータルビューティーゆみこサロン 東広島市西条中央  8-1-24蔵田ファミリーマンション106 サービス / その他（サービス）

トータルビューティーゆみこサロン 物販用 東広島市西条中央8-1-24蔵田ファミリーマンション106 サービス / その他（サービス） 11月1日追加

Hair Assist raiz 東広島市西条岡町  8-18第1ビル2階 サービス / 理容・美容

ライフサイクルラボ LiFE CYCLE LAB 東広島市三永　２丁目２１番２４号 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 11月1日追加

来来亭 土与丸店 東広島市西条土与丸 5丁目3-24 飲食 / 飲食店・喫茶店

LOVX 東広島市西条岡町  5-6三井ビル1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

ラヴュークリスタル 東広島市西条西本町　23-25-101 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ 11月13日追加

ラヴュークリスタル 東広島市西条西本町  12-1播磨ビル1階 サービス / 理容・美容

LoungeN 東広島市西条岡町　4-2　三谷ビル1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

お好み焼き 楽 東広島市西条朝日町  ７番３７号 飲食 / 飲食店・喫茶店

肉亭 楽歳 東広島市西条岡町  ９番２２号 飲食 / 居酒屋・パブ・バー
10月16日追加

接骨院 楽美 東広島市西条町下見  4623-21 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

レストラン ラコルト レストラン ラコルト 東広島市鏡山  3-3-1広島中央サイエンスパーク内 飲食 / 飲食店・喫茶店

株式会社ラシュレ 東広島市西条本町  2-16ルシールF 2F 各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア

インド料理ラソイ ゆめタウン店 東広島市西条土与丸  １丁目５−５ゆめタウン2F 飲食 / 飲食店・喫茶店

インド料理ラソイ 西条店 東広島市西条西本町  14-51 飲食 / 飲食店・喫茶店

ＬＡＳＨ     西条店 ＬＡＳＨ     西条店 東広島市西条御条町５－５－２０１ サービス / 理容・美容

Radiant. 東広島市西条御条町　5-5 サービス / 理容・美容 11月1日追加

Standing bar Radical 東広島市西条栄町  9-33-101 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

La boheme 東広島市鏡山  1-2-2広島大学学士会館1階 飲食 / 飲食店・喫茶店

創作イタリアン LA PORTA 東広島市寺家駅前  20-16 飲食 / 飲食店・喫茶店

La・mano 東広島市西条土与丸  6-2-52面谷ビル102 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

leaf . 東広島市西条岡町  3-10光本ビル２Ｆ サービス / フィットネスジム

cafe&bar Leaf 東広島市西条町下見  4515-4マエダビル1F 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

炭焼 陸 東広島市西条大坪町  2-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

エステサロン Rico
東広島市西条中央  8丁目19-12パークファミール中央 202号

サービス / エステティックサロン

鯉城 コウネ屋 鯉城 西条下見店 東広島市西条町下見4515-4-1F 飲食 / 飲食店・喫茶店

ＲＩＰＰＬＥ  ｈａｉｒ ＲＩＰＰＬＥ  ｈａｉｒ 東広島市西条町御薗宇４２００－１ＨＩＤＡＫＡ１６ サービス / 理容・美容

リバスタ 東広島市西条下見  6丁目11-11 各種小売 / リサイクル・中古品

カイロプラクティックリバティ カイロプラクティックリバティ 東広島市西条町下見２７６１－２和昇コーポＫ１０２ サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

ごちそういざかや龍馬 ごちそういざかや龍馬 東広島市西条下見6丁目6-20 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

りらくる 東広島店 東広島市西条中央3-26-21 サービス / その他（サービス）

Ｌｉｌｌｉａｎ  【リリアン】 Ｌｉｌｌｉａｎ  【リリアン】 東広島市西条中央３－２４－２７ サービス / 理容・美容

コスプレGirlsbar Ring コスプレGirlsbar Ring 東広島市西条岡町3-30アヴァンティビル 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Ｌｕｃｅ  ｈａｉｒ  ｓａｌｏｎ Ｌｕｃｅ  ｈａｉｒ  ｓａｌｏｎ 東広島市西条中央６－６－８プレシアス中央１０２ サービス / 理容・美容

Ｌｕｃｅ  ｐｌｕｓ  ｄｅｓｉｇｎ Ｌｕｃｅ  ｐｌｕｓ  ｄｅｓｉｇｎ 東広島市西条町下見４４３３－２ サービス / 理容・美容

ルーツ法務事務所 東広島市西条中央  6丁目31-38セラフィックビル902号 サービス / 医療相談、法律相談

ＬＯＯＰｈａｉｒ 東広島市西条岡町  5ー19三輪ビル2階 サービス / 理容・美容

ＬＯＯＰｈａｉｒ ＬＯＯＰｈａｉｒ 東広島市西条岡町５-１９ サービス / 理容・美容



Eyelash Salon Lutella 東広島市西条町寺家　6451-1205 サービス / 理容・美容 12月1日追加

Luna Nail 東広島市西条西本町　23-15-203カルフールウエストサービス / エステティックサロン 11月13日追加

Le Bonheur Le Bonheur 東広島市西条町田口212−119 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ルマンオート 東広島店 東広島市鏡山  ３丁目６番１４号 サービス / 自動車整備・各種修理

STAND Rey 東広島市西条岡町  ５番６号三井ビル岡町 飲食 / 居酒屋・パブ・バー

Ｒｅｖｅ ＨＡＩＲ 東広島市西条朝日町  7-46-1F サービス / 理容・美容

レギュラースタンス レギュラースタンス 東広島市西条町寺家５５４４－５ サービス / 理容・美容

レゴ 東広島市西条町御薗宇  6238-1 サービス / 理容・美容

REGOLITH HAIR 東広島市西条中央  ２丁目１番１４号 サービス / 理容・美容

レッドクラウド 東広島市西条土与丸  6-2-52面谷ビル202 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ROIS hair 東広島市西条御条町　６番４号２０２ サービス / 理容・美容 11月1日追加

ロイヤル運転代行サービス 東広島市西条中央  6-31-38セラフィックビル1002 サービス / 運転代行業

ローソン 西条御条 東広島市西条御条町５-１３ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島西条御薗宇 東広島市西条町御薗宇字上神田６２００-２ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島サイエンスパーク東 東広島市西条町御薗宇下長者３２６７-１ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島西条駅前 東広島市西条本町１４-１ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島西条中央 東広島市西条中央５-１-３ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島西条東 東広島市西条町大字下見字西仏４１６７-１ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島寺家駅前 東広島市寺家駅前１７-２９ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島市役所南 東広島市西条昭和町１２-１ 各種小売 / コンビニ

ローソン 東広島西条町寺家 東広島市西条町寺家１８１７-１ 各種小売 / コンビニ

Robe 東広島市西条西本町  26-9 サービス / 理容・美容

ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯ ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯ 東広島市西条昭和町１３－３７ サービス / 理容・美容

ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯＰＲＥＳＴＯ ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯＰＲＥＳＴＯ 東広島市西条下見６－６－１９ サービス / 理容・美容

ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯ  ＭＵＳＳＥ ＬＯＣＯＰＩＣＡＲＯ  ＭＵＳＳＥ 東広島市西条栄町１０－３０ サービス / 理容・美容

ｒｏｇｅｒ【ロジャー】 ｒｏｇｅｒ【ロジャー】 東広島市西条町下見９６２-４ サービス / 理容・美容

都度払い制脱毛サロン  ROZE 東広島市西条昭和町  17-18リノリノアパートメントプラス105 サービス / エステティックサロン

ＲＯＢＩＮ ｈａｉｒ 東広島市西条土与丸  5丁目9-26 サービス / 理容・美容

Warps 東広島市西条町下三永  ５８番６号 各種小売 / その他（小売）

YCOFFEELABO 東広島市西条町田口　707-50 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

ワイモバイル フジグラン東広島 東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島２Ｆ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

お好み焼と鉄板焼 和家 お好み焼と鉄板焼 和家 Wagaya 東広島市西条栄町  3-12 飲食 / 飲食店・喫茶店

美容室ＷＡＫＩ 東広島市西条上市町  ６番３４号 サービス / 理容・美容

喫茶・軽食わき 東広島市西条中央  1丁目９－２１脇坂アパート 飲食 / 飲食店・喫茶店

教材のワキタ 東広島市西条町下三永  ２７７３番地１ 各種小売 / その他（小売）

酒都西条 ワシのそば屋 東広島市西条岡町  ８番１８号 飲食 / 飲食店・喫茶店

渡辺家具店 渡辺家具店 東広島市西条上市町  １０－６ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

わたなべ整体院 わたなべ整体院 東広島市西条町御薗宇  6239-1越川ビル南103号室 サービス / その他（サービス）

炭火和牛  和火 東広島市西条中央  ８丁目２７番３号２Ｆ 飲食 / 飲食店・喫茶店

one cafe 東広島市鏡山  １丁目７番１号 飲食 / 飲食店・喫茶店


