
住所 カテゴリ

あおぞらぱん屋さん 東広島市高屋町宮領178−2 各種小売 / 食品販売店

あおぞらぱん屋さん 白市店 東広島市高屋町小谷2921−1 各種小売 / 食品販売店

ラーメンとやきそば　あかぞう 東広島市高屋町桧山　44−6 飲食 / 飲食店・喫茶店 10月16日追加

韓の香り あかね 東広島市高屋町  中島  １９０－２ 飲食 / 飲食店・喫茶店

アリトイチゴ 東広島市高屋町中島  227-11スタジオくるり  1F 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

アニマルセラピー協会 東広島市高屋町高屋東  ４３９３番地１ 各種小売 / その他（小売）

ＡＰＹ【アピィ】 ＡＰＹ【アピィ】 東広島市高屋高美が丘５－１－２１ サービス / 理容・美容

ウエダエクステリア 東広島市高屋町小谷  1406ー208 サービス / 住宅建設・リフォーム

有限会社上西電化 東広島市高屋高美が丘2丁目  8番1号 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

ウェルかむ 東広島市高屋町中島  387-26 各種小売 / 食品販売店

エイブルネットワーク 高屋店 東広島市高屋町中島 450-8 サービス / 不動産賃貸料・管理費・初期費用

ａｉｌｅ  ｈａｉｒ＆ｓｐａ ａｉｌｅ  ｈａｉｒ＆ｓｐａ 東広島市高屋町杵原１３３４－２３ サービス / 理容・美容

エクラ 東広島市高屋高美が丘6丁目  3-1 サービス / エステティックサロン

エディオン エディオン白市店 東広島市高屋町白市497-1 特別・要承認 / 大規模小売

エディオン エディオン高屋店 東広島市高屋町中島451-1 特別・要承認 / 大規模小売

カーファクトリー エヌワン 東広島市高屋町中島  510-5 サービス / 自動車整備・各種修理

オアシス 東広島市高屋町造賀　３５９４番地の１６ 各種小売 / その他（小売） 11月13日追加

国産牛肉弁当おおま 東広島市高屋町杵原  1071-3 飲食 / 飲食店・喫茶店

笠井時計店 東広島市高屋町中島  381-22 各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

カシミールヘリテージ 東広島市高屋町中島  730-4 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

和食とてっぱんdining 奏 KANADE 東広島市高屋町杵原  １３１１番地２号 飲食 / 飲食店・喫茶店

からあげや 東広島市高屋町杵原　1071−3 各種小売 / 食品販売店 11月1日追加

ジョーヘアー・カルム 東広島市高屋町中島　640-9 サービス / 理容・美容 11月1日追加

カレンズ 白市駅前店 東広島市高屋町小谷 3279-1 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

木々写真室 東広島市高屋高美が丘  3-23-10 サービス / その他（サービス）

木村自動車 東広島市高屋町白市　920-3 サービス / 自動車整備・各種修理 12月1日追加

クスリ岩崎チェーン 東広島高屋店 東広島市高屋町杵原1776 特別・要承認 / 大規模小売

おやこにいいもの  くるり おやこにいいもの  くるり 東広島市高屋町中島  227-11 各種小売 / その他（小売）

ケイジー車輌 東広島市高屋町桧山  ４００－４ サービス / 自動車整備・各種修理

互恵建設 東広島市高屋町稲木  ３０７番地８６ サービス / 自動車整備・各種修理

ココカラファイン ドラッグセガミ  白市駅前店 東広島市高屋小谷３２７９－１ 特別・要承認 / 大規模小売

小柴クリーニング イオン高屋店 東広島市高屋町杵原 １７７６ サービス / クリーニング・各種清掃

小柴クリーニング ハローズ高屋店 東広島市高屋町杵原1323 サービス / クリーニング・各種清掃

コスモ石油 造賀SS 東広島市高屋町造賀  ２８２０番地５号 各種小売 / ガソリンスタンド

Koti- 東広島市高屋町造賀  2498-4 飲食 / 飲食店・喫茶店

ザグザグ ザグザグ東広島高屋店 東広島市高屋町杵原  １３２４－１ 特別・要承認 / 大規模小売

サンライズタイヤサービス 東広島市高屋町桧山  １１５４番地１ 各種小売 / リサイクル・中古品

Ｓｕｃｒｅ 東広島市高屋高美が丘  7丁目27-9 各種小売 / 食品販売店

店舗名



和食美膳  旬華 東広島市高屋町杵原２１６７ー１ 飲食 / 飲食店・喫茶店

ショージ -Shoji- 白市駅前店 東広島市高屋町小谷 3206-1 各種小売 / 食品スーパー

ショージ -Shoji- 高屋駅前店 東広島市高屋町杵原 1317-1 各種小売 / 食品スーパー

シルバーキッチン 東広島市高屋町杵原　４００３番地４ 飲食 / 飲食店・喫茶店 12月1日追加

SKYFLOW SKYFLOW 東広島市高屋町稲木 107-1 サービス / その他（サービス）

SKYFLOW かとうホリスティック整体院 東広島市高屋町稲木  86 サービス / その他（サービス）

SOSHU FUTSAL SQUARE東広島 東広島市高屋町檜山　371-1 娯楽 / 劇場・スポーツ観戦施設 11月1日追加

スズキ販売高屋 東広島市高屋町宮領  ９３６番地１ サービス / その他（サービス）

すみれタクシー 東広島市高屋台 １丁目１１６－６３中核工業団地内 交通 / タクシー

セブン-イレブン ハートインＪＲ西高屋駅 東広島市高屋町中島４４１－３ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島白市 東広島市高屋町大字小谷３２１７－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島造賀 東広島市高屋町造賀２４９６－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島高美が丘 東広島市高屋町杵原１１２９番 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島高屋稲木 東広島市高屋町稲木２７３－１ 各種小売 / コンビニ

セブン-イレブン 東広島西高屋 東広島市高屋町中島５０２－４ 各種小売 / コンビニ

創作鉄アート 東広島市高屋町造賀  ６３９０－１番地 各種小売 / その他（小売）

ダイソー イオン高屋店
東広島市高屋町杵原１７７６イオン高屋ショッピングセン
ター店内

特別・要承認 / 100円・300円ショップ［特別］

たかや鍼灸・整骨院 東広島市高屋町杵原  １２６２ サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

高屋駅前整骨院 東広島市高屋町中島  451-5伊藤ビル1F サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

高屋タクシー 東広島市高屋町中島 448-5 交通 / タクシー

高屋電器 東広島市高屋町杵原　１１０７番地１ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品 11月13日追加

T CAM&S 東広島市高屋町中島  ４８３－１３ サービス / その他（サービス）

トゥリアス 東広島市高屋高美が丘　５丁目２番２－１０５号 各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD 10月16日追加

TOP STYLE JAPAN 東広島市高屋町小谷　3301-1 各種小売 / リサイクル・中古品 12月1日追加

JAおいしい旬館となりの農家 高屋店 東広島市高屋町杵原１２６４－１ 各種小売 / 食品スーパー 11月1日追加

就労継続支援Ａ型事業ともがき 東広島市高屋町造賀  2829番地7 飲食 / 飲食店・喫茶店

TRY 東広島市高屋町高屋東  4281-23 飲食 / 飲食店・喫茶店

ドリーム 東広島市高屋町杵原  ９５９番地９ 飲食 / 飲食店・喫茶店

ドリームハウス ショージ白市駅前店 東広島市高屋町小谷3206-13206-1 サービス / クリーニング・各種清掃

ドリームハウス ショージ高屋駅前店 東広島市高屋町杵原1317-1 サービス / クリーニング・各種清掃

ニシキプリント 東広島工場 東広島市高屋台2-1-12 サービス / DPE・印刷・コピー

カントリーカフェ Non カントリーカフェ  Non 東広島市高屋町郷  457 飲食 / 飲食店・喫茶店

酵素のお風呂  はーもにぃ 東広島市高屋町  稲木  ６５５－４ サービス / その他（サービス）

HYPER FIT24 イオン高屋店 東広島市高屋町杵原1776 サービス / フィットネスジム

Happy counseling 東広島市高屋町大畠　549-5 サービス / その他（サービス） 11月13日追加

ハピセ ハピセ 東広島市高屋町中島  ６４５番地５ サービス / 自動車整備・各種修理

Paradite Paradite 東広島市高屋町中島  441-11 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

ハンマープライス.JP3509号店 東広島市高屋町造賀  2762-1 各種小売 / その他（小売）

（有）日名田電文堂 東広島市高屋町造賀  ２７７１番地の６ 各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品



葵花鍼灸院 東広島市高屋町稲木  561-5 サービス / その他（サービス）

ＢＡＲＢＥＲ・ＨＩＲＡＯＫＡ 東広島市高屋町中島  441-21 サービス / 理容・美容

平田接骨院 東広島市高屋町杵原  1073-1 サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

ファミリーマート 高屋町稲木 東広島市高屋町稲木２６２番１号 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 西高屋 東広島市高屋町中島４３５－１ 各種小売 / コンビニ

ファミリーマート 東広島造賀 東広島市高屋町造賀３４７５－７ 各種小売 / コンビニ

fierte 東広島市高屋町杵原  959−51F サービス / 理容・美容

福村建設 東広島市高屋町白市  １１３２番地３ サービス / 住宅建設・リフォーム

ふらっと 東広島市高屋町高屋東  2807 飲食 / 飲食店・喫茶店

Prettydog 東広島市高屋町大畠  549-205 各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

Dogcafe bluedog 東広島市高屋町大畠  549-261 飲食 / 飲食店・喫茶店

ヘアーストーリー ヘアーストーリー 東広島市高屋町白市  496-2ヘアーストーリー サービス / 理容・美容

ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ  ｐｅｔｉｃａ 東広島市高屋町杵原  1141-1 サービス / 理容・美容

防除研究所 連絡所 東広島市高屋町桧山1153-11F サービス / その他（サービス）

treezOn! -堀内造園- 東広島市高屋町造賀　１２６４番地の２ サービス / 住宅建設・リフォーム 12月1日追加

毎日設備 株式会社  毎日設備 東広島市高屋町高屋東2278-1 サービス / 住宅建設・リフォーム

ギフトショップまつや 東広島市高屋高美が丘  1丁目3-1 各種小売 / 食品販売店

万惣 高屋店 東広島市高屋町桧山248-2 各種小売 / 食品スーパー

cafe misola 東広島市高屋町稲木　291-4 飲食 / 飲食店・喫茶店 10月16日追加

もち工房 南屋 東広島市高屋町造賀　3210-2 各種小売 / 食品販売店 11月13日追加

メキシコ屋ロホ 東広島市高屋町稲木　1538 飲食 / デリバリー・ファストフード 11月1日追加

有限会社モトハウスヒロ 東広島市高屋町杵原  1071番3 各種小売 / リサイクル・中古品

弥栄運転代行 東広島市高屋町高屋東  1911-124 サービス / 運転代行業

郷のえき  山城 東広島市高屋町郷  160-1 飲食 / 飲食店・喫茶店

やまもと有機菜園 東広島市高屋高美が丘  9-12-2 各種小売 / 食品販売店

弥栄運転代行 東広島市高屋町高屋東1911-124 サービス / 運転代行業 11月13日追加

カジュアルレスト  USA 東広島市高屋町桧山  26-2 飲食 / 飲食店・喫茶店

ゆき乃  ボディ&フェイシャルケアサロン 東広島市高屋町造賀  2374-1 サービス / エステティックサロン

La vie du vin La vie du vin 東広島市高屋町檜山  ２４４－５ サービス / 接客業

リカーランド東広島店 東広島市高屋町稲木  ２９４番地の６ 各種小売 / 酒類・リカーショップ

Ｒｉｎｊｅ Ｒｉｎｊｅ 東広島市高屋町高屋東２７０２－３ 各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

Lulu hair Lulu  hair 東広島市高屋町小谷  1406-5 サービス / 理容・美容

ローソン 東広島高屋町桧山 東広島市高屋町桧山２５８-１ 各種小売 / コンビニ

Yショップ 近大うめの辺店 東広島市高屋うめの辺  1番 各種小売 / コンビニ

Ｙｓ  ｃａｆｅ Ｙｓ  ｃａｆｅ 東広島市高屋町檜山２９－１ 飲食 / 居酒屋・パブ・バー


