
▼三原市 ▼三次市 ▼世羅郡世羅町

▼呉市 ▼大竹市 ▼安芸郡坂町

▼安芸郡府中町 ▼安芸郡海田町 ▼安芸郡熊野町

▼安芸郡音戸町 ▼安芸高田市 ▼尾道市

▼山県郡北広島町 ▼山県郡安芸太田町 ▼広島市中区

▼広島市佐伯区 ▼広島市南区 ▼広島市安佐北区

▼広島市安佐南区 ▼広島市安芸区 ▼広島市東区

▼広島市西区 ▼庄原市 ▼府中市

▼廿日市市 ▼東広島市 ▼江田島市

▼福山市 ▼竹原市 ▼豊田郡大崎上島町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

明屋書店フジグラン三原店 三原市 円一町１－１－７ ショッピング

貨物堂 広島店 三原市 南方２－７－７ ショッピング

よしかわ 三原市 城町１－１１－８ 飲食店

や台ずし 三原駅前町 三原市 城町１－８－４　ゑびすや店舗　１〜２Ｆ 飲食店

寿司工房　喜多扇 三原市 城町１丁目２０－２１　みどりビル１Ｆ 飲食店

三谷屋 大和店 三原市 大和町下徳良１８７７－１ ショッピング

ショージ本郷店 三原市 本郷南４－２－１ ショッピング

ヘア－サロンシャ－プ 三原市 本郷南６丁目１９－１２　 サービス

こだわりとんかつ・手打ちうどん　三万石 三原市 本郷町南方３－１３－１ 飲食店

八天堂カフェリエ 三原市 本郷町善入寺用倉山１００６４番１９０ 飲食店

季節料理すずしろ 三原市 港町１－４－１１ 飲食店

やきにく 牛ちゃん 三原店 三原市 港町１－５－３０ 飲食店

ビジネスセンター ヒロヨシ 三原市 皆実２－１－５ ショッピング

やっさふれあい市場 三原店 三原市 皆実４－７－２８ ショッピング

人形ノマツモト 三次市 三次町１５６９－１ ショッピング

MYLAN． 三次市 十日市中２－２－３３ サービス

炭火焼肉屋 さかい 広島三次店 三次市 十日市南２－１５－７ 飲食店

Aコープ みよし店 三次市 十日市東３－１－４１ ショッピング

ゆめマート三次 三次市 十日市東４－１－３０ ショッピング

焼肉司宝 三次市 南畑敷町２３６－３　 飲食店

びっくり市 三次市 南畑敷町３２６ ショッピング

フード ベジタ 三次市 南畑敷町４８４ ショッピング

すし辰 三次店 三次市 南畑敷町５０７－７ 飲食店

ジュンテンドー 吉舎店 三次市 吉舎町海田原４４３ ショッピング

奥田元宋小由女美術館ミュージアムショップ 三次市 東酒屋町10453-6 ショッピング

トレッタみよし 三次市 東酒屋町４３８ ショッピング

フードオアシス みよし 三次市 江田川之内町５０３－２ ショッピング

ハタジキフードセンター 三次市 畠敷町９４４－２ ショッピング

ショージ世羅店 世羅郡世羅町 寺町１１８４ ショッピング

スーパーマーケット 三谷屋 パオ店 世羅郡世羅町 西上原５６２－７ ショッピング

ジュンテンドー 甲山店 世羅郡世羅町 西上原８８０－３ ショッピング

RoLLy hair design 呉市 中央２－５－１５ サービス

炭焼　鳥平 呉市 中央２丁目５－２　２Ｆ 飲食店

8月のカメリアン 呉市 中央３－４－２１ 飲食店
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ホームセンター タックNO．7 呉市 中央３－８－２１ ショッピング

叙寿苑 呉店 呉市 中通２－２－６ 飲食店

ミヤニシ Flagship 呉市 中通２－５－７ サービス

MIYANISHI271 呉市 中通２－７－１－１０１ サービス

ピンク・ビー インターナショナル 呉市 中通２－７－５ ショッピング

鳥八茶屋 呉市 中通３－３－１２ 飲食店

ウイル 呉店 呉市 中通３－５－３　ポポロショッピングセンター
　Ｂ１Ｆ ショッピング

季味の店鮨一 呉市 中通３－８－１７ 飲食店

そばと地酒彩華Saika 呉市 中通３丁目１－３１　三栄中通ビル１Ｆ 飲食店

蜜屋本舗株式会社 呉市 中通３丁目５－１０ ショッピング

ユ-ム 呉市 中通３丁目６－１９ 飲食店

パーリーゲイツ 呉市 中通４－１－１８ ショッピング

居酒屋しんや 呉市 中通４－２－８ 飲食店

ぽんぽん船 呉市 中通４丁目４－１２　 飲食店

カリフォルニアワンオーワンピザ 呉市 光町１－１１ 飲食店

徳兵衛 呉駅ビル店 呉市 宝町１－１６　呉駅ビル　１Ｆ 飲食店

マルタ・ホビー 呉市 宝町２－４１ ショッピング

うまいもん屋 五ェ門 呉市 宝町２－５０　レクレビル　３Ｆ 飲食店

すし鮮 呉店 呉市 宝町２－６２ 飲食店

カルビ屋大福 呉店 呉市 宝町２－６３ 飲食店

山城屋宝町店 呉市 宝町２－７７ ショッピング

長崎ちゃんめん広島呉広店 呉市 広古新開２－８－４ 飲食店

手芸センタードリーム くれ広店 呉市 広古新開８－２６－２８ ショッピング

小料理たかはし 呉市 広本町１－１－１３ 飲食店

居酒屋じゅん 呉市 広本町１丁目１－１７　１Ｆ 飲食店

上田屋商店 呉市 本通１丁目１－９　 ショッピング

五月荘 呉市 本通２－４－１０ 飲食店

ナイスムラカミ 呉店 呉市 本通４－８－６ ショッピング

JS／天仁庵 呉市 音戸町引地１丁目２－２　 飲食店

ジュンテンドー 大竹店 大竹市 新町１－４－１ ショッピング

居酒屋泰心 大竹市 新町１－８－９ 飲食店

明林堂書店 ゆめタウン大竹店 大竹市 晴海１－６－１　ゆめタウン大竹店　２Ｆ ショッピング

WILL 大竹店 大竹市 晴海１－６－１０ ショッピング

支留比亜珈琲店 大竹店 大竹市 晴海２－１０－４８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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シシリーディメイプルシティ 大竹市 立戸４－２－１２ 飲食店

本格焼肉韓韓大竹店 大竹市 西栄３－１７－１２ 飲食店

びっくりドンキー 安芸坂店 安芸郡坂町 北新地２－２－１８ 飲食店

くまざわ書店安芸店 安芸郡坂町 北新地２－３－３０　フジグラン安芸　１Ｆ ショッピング

わきみず亭 安芸郡坂町 北新地２－３－４ 飲食店

ナイスムラカミ 坂店 安芸郡坂町 平成ヶ浜１－７－４０ ショッピング

築地廻鮮 寿し貴 安芸郡坂町 平成ヶ浜３－２－１１　パルティ・フジ坂 飲食店

銭谷商店 安芸郡府中町 城ヶ丘１７－１７ ショッピング

炭火焼肉 萬まる 府中本店 安芸郡府中町 大通１－７－９　児玉ビル１・２Ｆ 飲食店

ユアーズ 府中店 安芸郡府中町 大通２－５－５ ショッピング

オアシス・ヘア・モード 安芸郡府中町 大須１－１９－４　ヴィラオアシス　２Ｆ サービス

ブランドショップハピネス 広島府中店 安芸郡府中町 大須２－１－１ ショッピング

レプトン 府中店 ゲームフロア 安芸郡府中町 大須３－８－５１ ショッピング

インドダイニングドルガ 安芸郡府中町 宮の町２－５－２８ 飲食店

和食 明石 安芸郡府中町 本町１－４－６　グリーンジェイドビル 飲食店

VILLA 安芸郡府中町 本町２－９－２７ サービス

スパーク 府中店 安芸郡府中町 本町４－２－１ ショッピング

スパーク浜田店 安芸郡府中町 浜田３－５－２３ ショッピング

ジュンテンドー 安芸府中店 安芸郡府中町 茂陰１－１３－４５ ショッピング

アーベン 海田店 安芸郡海田町 南大正町１－７ サービス

レプトン 123海田店 安芸郡海田町 南大正町２－１９　１Ｆ ショッピング

くに勝 安芸郡海田町 南大正町３－４３ 飲食店

ユアーズ 東海田店 安芸郡海田町 蟹原２－１３－８ ショッピング

Aコープ 熊野団地店 安芸郡熊野町 東山１－２０ ショッピング

ジュンテンド－ 熊野店 安芸郡熊野町 萩原７丁目１－２７ ショッピング

ジュンテンド－ 音戸店 安芸郡音戸町 波多見１１ー２ー１２ ショッピング

ジュンテンドー 吉田店 安芸高田市 吉田町吉田３８９４－１ ショッピング

ユアーズ 吉田店 安芸高田市 吉田町吉田３９００－５ ショッピング

ベジパーク安芸高田 安芸高田市 吉田町山手１９４４－１ ショッピング

オキタセンイ ヒロシマ コーダ 安芸高田市 甲田町下小原１７４１－３ ショッピング

パルパ 安芸高田市 甲田町高田原１４３３－１ ショッピング

パリゴオノミチ 尾道市 久保１－８－１ ショッピング

尾道浪漫珈琲 本店 尾道市 十四日元町４－１ 飲食店

焼肉えぇじゃん尾道店 尾道市 向島町５４４０－３０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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元祖焼肉えひめ屋 尾道市 向島町５５５８－２５ 飲食店

ジュンテンド－ 中庄店 尾道市 因島中庄町４６７３ ショッピング

日立因島生協フレニール 尾道市 因島土生町１８９９－３ ショッピング

はっさく屋 尾道市 因島大浜町２４６－１ 飲食店

Cafe　terrace　菜のはな 尾道市 因島田熊町４７０１－２　 飲食店

DANJO 尾道本店 尾道市 土堂１－６－８ ショッピング

尾道帆布鞄 彩工房 尾道市 土堂１－６－９ ショッピング

有限会社 桂馬商店 尾道市 土堂１－９－３ ショッピング

TOM’S　SANDWICH 尾道市 土堂１丁目１２－１０　 飲食店

石畳 尾道市 土堂１丁目８番３１号 飲食店

ハーバー CAFE＆REST みなも 尾道市 土堂２－１０－１４　１Ｆ 飲食店

サンモルテ 尾道市 土堂２－７－１６ 飲食店

CHOCOTOKO 尾道市 土堂２丁目１－１６ ショッピング

Aコープ パル店 尾道市 御調町市１３０ ショッピング

三谷屋 御調店 尾道市 御調町神１４６－１ ショッピング

ええじゃん尾道 尾道店 尾道市 東尾道１３－１ ショッピング

MATE栗原店 尾道市 栗原町５３７８ ショッピング

平山郁夫美術館 尾道市 瀬戸田町沢２００－２ ショッピング

かねよし 尾道市 瀬戸田町沢２０９－２７　 飲食店

しまなみロマン 尾道市 瀬戸田町瀬戸田２１４番１　 飲食店

株式会社ちどり 尾道市 瀬戸田町瀬戸田５３０－２ 飲食店

尾道浪漫珈琲 三成店 喫茶 尾道市 美ノ郷町三成１１９２－３ 飲食店

尾道レスポワール ドゥ カフェ 尾道市 西御所町１４－５ 飲食店

The RESTAURANT 尾道市 西御所町５－１１ 飲食店

Yard Cafe 尾道市 西御所町５－１１ 飲食店

BUTTI BAKERY 尾道市 西御所町５－１１ 飲食店

ステ－キ屋DAIFUKU 尾道市 高須町１３３６－９ 飲食店

ぽるしぇ本店 尾道市 高須町１３５１－１ 飲食店

カッツ 東尾道店 尾道市 高須町４７５５－２ サービス

尾道浪漫珈琲 東尾道店 尾道市 高須町４７５６－１ 飲食店

シューズ愛ランド 東尾道店 尾道市 高須町４７９５－７ ショッピング

ジュンテンドー 千代田店 山県郡北広島町 有田１５１３－１ ショッピング

ジュンテンドー 戸河内店 山県郡安芸太田町 上殿５８６ ショッピング

MASHU hair 広島市中区 5-5-4F サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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bonum 広島市中区 三川町１０－１２　第一平田ビル　１Ｆ 飲食店

GORGON 広島市中区 三川町１０－２０　多田ビル ショッピング

LEAD 広島市中区 三川町１０－２３　ロッコ－第二三川町グラン
ドマンション　２０３ ショッピング

正弁丹吾 広島市中区 三川町１０－２６ 飲食店

いきなりステーキ広島中央通り店 広島市中区 三川町２－１ 飲食店

サブウェイ 広島中央通り店 広島市中区 三川町２－８　井出ビル　１Ｆ 飲食店

中国料理 天龍 広島市中区 三川町３－１３　セザ－ル三川町　２Ｆ 飲食店

CARHARTTWIPHIROSHIMA 広島市中区 三川町３－１３　セザール三川町 ショッピング

hanabi NAMIKI 広島市中区 三川町３－１４　ＰＡＬビル２Ｆ サービス

cicane 広島市中区 三川町３－２１ 飲食店

eye－ris広島並木店 広島市中区 三川町４－１０　プリンセス並木　２Ｆ サービス

ADVANTAGE 広島市中区 三川町４－１４　テルヤビル　１Ｆ ショッピング

スノッブ 広島市中区 三川町４ー９ サービス

アステアー 広島市中区 三川町６－１３ ショッピング

にかいのおねぎや笹木 広島市中区 三川町７－１９　大幸ビル　２・３Ｆ 飲食店

安芸茶寮 広島市中区 三川町９－７　宏和ビル 飲食店

シマラボ 広島市中区 上八丁堀４－１　アーバンビューグランドタ
ワー 飲食店

スズカフェ グランドタワー店 広島市中区 上八丁堀４－１　アーバンビューグランドタ
ワー　１Ｆ 飲食店

敦煌 広島グランドタワー店 広島市中区 上八丁堀４－１　アーバンビューグランドタ
ワー　２Ｆ 飲食店

日本料理 三嵋 広島市中区 上八丁堀４－１　アーバンビューグランドタ
ワーアランビック　２Ｆ 飲食店

ピ－スカフェ 広島市中区 上八丁堀８－２３ 飲食店

IYOHK 上幟町店 広島市中区 上幟町１１－１３　小西ビル　１Ｆ サービス

ゾーナイタリア イン チェントロ 広島市中区 上幟町２－２２　広島県立美術館　１Ｆ 飲食店

バッケンモーツアルト 中島店 広島市中区 中島町８－２１ 飲食店

炭焼わが家 広島市中区 中町１－１４　トランプ並木　１Ｆ 飲食店

ウーマンズギャラリー 広島市中区 中町１－２１　シゲトウビル　１Ｆ ショッピング

マリーステラ． 広島市中区 中町１－２７－８０３　久保広ハイツ サービス

SOPH．HIROSHIMA 広島市中区 中町１０－１ ショッピング

ダンスウイズドラゴン広島並木通店 広島市中区 中町２－２　大戸中町ビル ショッピング

STEREO RECORDS 広島市中区 中町２－２　末広ビル　２０１号 ショッピング

メゾンマルジェラ ヒロシマ 広島市中区 中町２－２２　広島畳材ビル ショッピング

maison． 広島市中区 中町２－２４　中町ＫＵＢビル　３Ｆ サービス

Aust hair Licht 広島市中区 中町２－８　並木ＡＲＣＯ　２０１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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COLETTE INTERNATIONA 広島市中区 中町３－１１　中町センタービル　１Ｆ ショッピング

ROOTWEB 広島市中区 中町３－２３　第三玉理マンション１Ｆ ショッピング

スクエアサロン 広島市中区 中町３－３ジャルダン並木２０１ サービス

AGRI 広島市中区 中町４－１８　エスポアールビル１Ｆ 飲食店

天甲 広島市中区 中町５－１　中町長沼ビル　２Ｆ 飲食店

VINCENT 広島市中区 中町５－１　長沼第二ビル　１Ｆ ショッピング

TRANSIT 広島市中区 中町５－２３　２Ｆ ショッピング

Brasserie Wakano 広島市中区 中町５－９　第一下中町ビル２０１ 飲食店

とくみ鮨 広島市中区 中町７－１６－１０２ 飲食店

エムオーエー商事 広島店 広島市中区 住吉町５－７ ショッピング

レプトン 吉島店 広島市中区 光南２－２３－８ ショッピング

スパーク光南店 広島市中区 光南３－１－１ ショッピング

居酒屋 入舟 広島市中区 八丁堀１２－１４　ＨＩＫビル１Ｆ 飲食店

VINOSITE 広島市中区 八丁堀１２－５　第２シティビル５階 飲食店

肉のやま金 広島市中区 八丁堀１３－１８ 飲食店

SALVATORECUOMO＆BAR八丁 広島市中区 八丁堀１４－１ 飲食店

肉のますゐ 広島市中区 八丁堀１４－１３ 飲食店

Jean Pablo 広島市中区 八丁堀６－１０　グレイスビル１Ｆ ショッピング

ボトムステ－キ 八丁堀店 広島市中区 八丁堀６－４　スカイパ－クビル　１Ｆ 飲食店

みっちゃん総本店 八丁堀本店 広島市中区 八丁堀６－７　チュリス八丁堀　１Ｆ 飲食店

八丁堀黒きん 広島市中区 八丁堀８－１１ 飲食店

ユアーズ 十日市店 広島市中区 十日市町１－２－１６ ショッピング

北京料理 桂蘭 広島市中区 十日市町１－３－１０ 飲食店

御菓子所 高木 十日市本店 広島市中区 十日市町１－４－２６ 飲食店

木村寝具店 広島市中区 十日市町１－５－１７ ショッピング

ヘア－サロン十日市 広島市中区 十日市町２－８－４ サービス

文明堂 鷹野橋店 広島市中区 千田町１－３－２　ＳＳアイン鷹野橋　１Ｆ 飲食店

ポワブリエール タカノ橋店 広島市中区 千田町１－３－２４ 飲食店

肉匠こば 広島市中区 千田町２－１１－４－２ 飲食店

しーじゃっく 竹屋町店 広島市中区 南竹屋町１０－１７ 飲食店

アーベル 吉島店 広島市中区 吉島西１－１４－６ ショッピング

デイ・リンク 吉島店 広島市中区 吉島西１－１４－６ ショッピング

ARANCIA hair 広島市中区 吉島西１－３１－１４ サービス

リカーズ 吉島店 広島市中区 吉島西２－１４－１９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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レプトンゲーム 地蔵通り店 広島市中区 国泰寺１－１０－４ ショッピング

バスク 広島市中区 国泰寺町１－３－１４　１Ｆ 飲食店

花子 広島市中区 国泰寺町１丁目３－１４　 飲食店

ローン 広島市中区 国泰寺町２－４－４ 飲食店

華ぶさ 広島市中区 基町１９－２－４３４　基町ショッピングセン
ター内 飲食店

ライフ センター店 広島市中区 基町６－２７ ショッピング

にしき堂 広島市中区 基町６－２７ 飲食店

ロカロコーヒーBAR BUNNYCAFE 広島市中区 基町６－２７ 飲食店

ポケモンセンターヒロシマ 広島市中区 基町６－２７　そごう広島店本館　６Ｆ ショッピング

elvence－deuxアクア広島センタ 広島市中区 基町６－２７　広島センター街　１Ｆ ショッピング

サカエヤ 流川店 広島市中区 堀川町１－１８　甲三堂　１Ｆ ショッピング

炭火焼肉 ぶち 流川本店 広島市中区 堀川町１－１９　オカモトビル 飲食店

寿司 くれしま 広島市中区 堀川町１－２　第一船屋ビル 飲食店

小粋料理 一政 広島市中区 堀川町１－２５　岡部ビル　１Ｆ 飲食店

Cuisinier さわだ 広島市中区 堀川町１－２９　アルファービル　１Ｆ 飲食店

花子流川店 広島市中区 堀川町１－３３　第二船屋ビル　１Ｆ 飲食店

炭焼肉処だるま 広島市中区 堀川町１－３４ 飲食店

SAKE HOUSE しろ 堀川店 広島市中区 堀川町２－１０ ショッピング

寿し処 翠月 広島市中区 堀川町２－７　フェスタ高山　５Ｆ 飲食店

焼肉白李 堀川店 広島市中区 堀川町３－１７ 飲食店

貴寿司 広島市中区 堀川町３－９　１Ｆ 飲食店

瀬戸内料理広起 広島市中区 堀川町３−３ 飲食店

たこつぼ 広島市中区 堀川町４－１８ 飲食店

天甲本店 広島市中区 堀川町４－２　ピカイチビル　１Ｆ 飲食店

ボクデン 広島店 広島市中区 堀川町４－２０　タカタアレー 飲食店

まろん亭 広島市中区 堀川町４－３　桑本ビル３Ｆ 飲食店

笑福 広島市中区 堀川町４－８　 飲食店

株式会社酒商山田 八丁堀店 広島市中区 堀川町５－１ ショッピング

焼肉極味 広島市中区 堀川町５－１　大内ビル　５Ｆ 飲食店

魚地心 広島市中区 堀川町５－１４　２・３・４Ｆ 飲食店

バッケンモーツアルト 中央通店 広島市中区 堀川町５－２ 飲食店

Jam hair 広島市中区 堀川町５－９　松下ビル　２Ｆ サービス

RolleBeautySalon 広島市中区 堀川町６－５　セイコウビル　２Ｆ サービス

AUBEhairroots広島店 広島市中区 堀川町６－８　西村ビル　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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としのや 堺町店 広島市中区 堺町１－３－１４ 飲食店

le coeur 広島市中区 堺町１－６－２５　２Ｆ サービス

スパーク堺町店 広島市中区 堺町１－６－３０ ショッピング

スペイン酒場　ナカムラ 広島市中区 堺町１丁目４－２　迫田ビル１Ｆ 飲食店

すし亭 紙屋町店 広島市中区 大手町１－４－３１ 飲食店

のん太鮨 紙屋町店 広島市中区 大手町１－４－５　アロハビル　２Ｆ 飲食店

プランドゥヴィ 広島市中区 大手町１－７－１４　２Ｆ サービス

カフェ　ポンテ 広島市中区 大手町１－９－２１ 飲食店

かなわ 瀬戸 広島市中区 大手町１－地先 飲食店

カメラのサエダ本通店 広島市中区 大手町２－１－４　広島本通マークビル１Ｆ ショッピング

プラン ドゥ クル 広島市中区 大手町２－１０－１０　モアマリオ　２Ｆ サービス

仁多屋 大手町店 広島市中区 大手町２－１１－１５　新大手町ビル ショッピング

旬魚彩鮨 水仙 広島市中区 大手町２－２－１２　大手町通りビル　１Ｆ 飲食店

ネクストイノベーション 広島市中区 大手町２－６－１６　ラパズタカタ　２Ｆ サービス

炭焼ダイニング　WA 広島市中区 大手町２－６－２５　フタバ大手町ビル２Ｆ 飲食店

鮨なか 広島市中区 大手町２－６－８　大手町ビル 飲食店

香り家 広島 大手町 広島市中区 大手町２－７－２７　ＮＫビル　１Ｆ 飲食店

鉄ぱん屋　弁兵衛　大手町店 広島市中区 大手町２－７－７　小松ビル　１Ｆ 飲食店

粉こから 大手町店 広島市中区 大手町２－８－５　合人社広島大手町ビル　１
Ｆ 飲食店

ビストロ 巴里食堂 広島市中区 大手町３－１－２９ 飲食店

クリ－クノイズヘア－ 広島市中区 大手町３－７－９　２Ｆ サービス

膳坊 広島市中区 大手町４－１－１　大手町平和ビル１Ｆ 飲食店

ガネーシュ鷹野橋店 広島市中区 大手町５－６－１６　東邦ビル１Ｆ 飲食店

廣文館 フジグラン広島店 広島市中区 宝町２－１ ショッピング

路地裏鉄板こたろう 広島市中区 富士見町１ー８　大形第二ビル２Ｆ 飲食店

Homies　Kitchen 広島市中区 富士見町１６－１８　中国ビル１Ｆ ショッピング

ilnebbio 広島市中区 富士見町４－２９　富士見町ビル２０１ 飲食店

ひろしま 八雲 広島市中区 富士見町４－９　広越本社ビル　１Ｆ 飲食店

てっぱん料理 味味亭 広島市中区 富士見町４－９　広越本社ビル　３Ｆ 飲食店

馳走 卒啄一十 広島市中区 富士見町５－１　隨木ビル　１Ｆ 飲食店

洋食屋台Bar　剣や 広島市中区 富士見町５－１２　田ビル１Ｆ 飲食店

UNBIRTHDAY 広島市中区 富士見町７－１３　河野ビル　１０１ ショッピング

味処 つづみ 広島市中区 小町１－３ 飲食店

鮨処 ひと志 広島市中区 小町７－２６　ライサ小町ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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みっちゃん総本店 じぞう通り店 広島市中区 小町８－４ 飲食店

スペランツァ 広島市中区 小網町６－２３ 飲食店

ル　ブラン　寺口 広島市中区 幟町１０－１１　サンライト幟２階 飲食店

永山 広島市中区 幟町１０－３ 飲食店

鉄板料理 匠 広島市中区 幟町１２－１０　幟ビル　２Ｆ 飲食店

グラン・ヴァン・18区 広島市中区 幟町１２－１４ ショッピング

小畑百花園 広島市中区 幟町１２－１６ ショッピング

株式会社酒商山田 幟町店 広島市中区 幟町１２－１７ ショッピング

炭火焼肉黒焼 広島市中区 幟町１３－２２ 飲食店

ト－タルサロン・ミ－ナ 広島市中区 幟町１４－１６　第二宇佐川ビル　１Ｆ サービス

ヴェ－ルエプリュスモン 広島市中区 幟町１５－１０ ショッピング

KANコルギセラピ－広島幟町店 広島市中区 幟町２－１９　ライブオ－ク幟町２０７ サービス

青柳屋 本店 広島市中区 幟町５－８ 飲食店

寿屋珈琲幟町店 広島市中区 幟町９－１７ ショッピング

イタリア料理　ラ・セッテ 広島市中区 広瀬北町２－２８ 飲食店

台湾名物料理　青葉 広島市中区 広瀬町７－２５　アドバンスワ－ルドビル１０
１ 飲食店

（株）オーバーナイトレストラン中ちゃん 広島市中区 弥生町６－７ 飲食店

CHAMAELEON 広島市中区 新天地１－１０　新天地スクエア１Ｆ 飲食店

メ-カ-ズシャツ鎌倉 広島店 広島市中区 新天地１－１７ ショッピング

炭火焼肉 ごろう 流川店 広島市中区 新天地１－２６　三村ビル 飲食店

居酒屋 かめ福 広島市中区 新天地１－９　レジャ－ビル　２Ｆ 飲食店

CLOVERS 広島市中区 新天地１－９　レジャービル４Ｆ 飲食店

パリゴ 広島 2F 広島市中区 新天地４－２ ショッピング

マリオデザート 並木通り店 広島市中区 新天地４－８ 飲食店

BIT広島 広島市中区 新天地５－１３　新天地プラザビル　７Ｆ 飲食店

本家村長の店 広島市中区 新天地５－２２ 飲食店

バトルロジック広島店 広島市中区 新天地５－３　ドン・キホ－テ広島八丁堀店　
５Ｆ ショッピング

ルイード タバーン 広島市中区 新天地６－１０　本州会館　３Ｆ 飲食店

まわしげり 広島市中区 昭和町４－２ 飲食店

焼肉ホルモン酒場たかちゃん 広島市中区 本通１－２０　第五タマリビル　１Ｆ 飲食店

びっくりドンキー 本通店 広島市中区 本通３－１０　本通サザン　Ｂ１Ｆ 飲食店

インド料理 ガネーシュ 本通店 広島市中区 本通３－１２　富士商会ビル　２Ｆ 飲食店

92－NINETYTWO－べっぴん店 広島市中区 本通３－８　べっぴん店 ショッピング

ナカノタ－ナ－ズ 広島市中区 本通４－１　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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RANDA 広島本通り店 広島市中区 本通４－１２ ショッピング

暫本通店 広島市中区 本通４－２ 飲食店

ザ・ステージ 広島市中区 本通４－２４ ショッピング

Aust hair Figaro 広島市中区 本通４－７　コズミックビル　４Ｆ サービス

ティア プライマリー 広島市中区 本通５－６　クエスト２　１・２Ｆ ショッピング

本通り然然 広島市中区 本通６－１４ 飲食店

Ploom Shop 広島 広島市中区 本通６－４ ショッピング

すし亭 本通り店 広島市中区 本通６－７ 飲食店

広島アンデルセン 広島市中区 本通７－１ 飲食店

インナーハウス プライマリー 広島市中区 本通７－２９　アイビービル　Ｂ１Ｆ ショッピング

AUBEhairmore広島2号店 広島市中区 本通７－３０　槌屋ビル　２Ｆ サービス

吉鮨 広島市中区 本通８－１１　ヤオキンビル１Ｆ 飲食店

coca広島本通 広島市中区 本通８－３２ ショッピング

CALME 広島市中区 本通９－１２　ラフォーレビル１Ｆ ショッピング

SHAPPO袋町店 広島市中区 本通９－１９ ショッピング

スマイロンナイロン 広島市中区 本通９－２ サービス

靴下屋 本通店 広島市中区 本通９－２ ショッピング

アトレ・ニュー 広島市中区 本通９－２３ ショッピング

ひつじやサロン 広島市中区 本通９－２６ ショッピング

串焼 長右兵衛 広島市中区 本通９－３１ 飲食店

ジャンプショップ広島店 広島市中区 本通９－３４　キショウ堂ビル　１Ｆ ショッピング

La fith hair clan 広島市中区 本通９－３４　キシヨウ堂ビル　３Ｆ サービス

カフェ・トライノ・サンドウィッチ 広島市中区 東千田町１－１－４８　ラポ－レ東千田　１Ｆ 飲食店

焼肉一番 団楽 千田店 広島市中区 東千田町２－３－２１ 飲食店

食遊亭Aoi 広島市中区 東白島町１０－１６ 飲食店

二毛作 広島市中区 東白島町１０－８ 飲食店

桃兵衛 広島市中区 東白島町１５－６ 飲食店

HAIRMAKEVANILLA 広島市中区 東白島町１９－５ サービス

洋菓子工房 プランタン 広島市中区 東白島町２０－２１　コンチェルトＭビル　１
Ｆ 飲食店

株式会社 IL POLIPO 広島市中区 東白島町２０－５ 飲食店

すし健本店 広島市中区 東白島町９－１　１Ｆ 飲食店

andi 広島市中区 榎町１－３１　中島ビル　１Ｆ サービス

酒処 じゃんご 榎町 広島市中区 榎町１－７　１Ｆ 飲食店

牛乃蔵 広島市中区 橋本町２－１０　藤崎第二ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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バラックシュシュ 広島市中区 橋本町２－１９　ハイライフ橋本町　１０２ 飲食店

Duozo 広島市中区 橋本町６－１４　セレニティー橋本１０２ 飲食店

ロペラ 広島市中区 橋本町６－７　イーストパレスビル１Ｆ 飲食店

スパーク江波店 広島市中区 江波二本松２－７－２０ ショッピング

こでまり 広島市中区 河原町７－２８ 飲食店

鮨おお井 広島市中区 流川町１－１４ 飲食店

炭焼たにぢ 広島市中区 流川町１－１６　ウエストウッドビル１０２ 飲食店

まど居 広島市中区 流川町１－１８ 飲食店

焼肉　味美 広島市中区 流川町１－２０　２F 飲食店

すし家こばやし 流川店 広島市中区 流川町１－２１　さくらビル　１Ｆ 飲食店

獅魂 中新地 広島市中区 流川町１－７　セントラルゲ－ト５ブロック 飲食店

モンシェリー 流川店 広島市中区 流川町２－４　大久保ビル１Ｆ 飲食店

石まつ 三代目 広島市中区 流川町３－１４ 飲食店

鉄板焼の店 春来 広島市中区 流川町３－１７　１Ｆ 飲食店

森川花園 広島市中区 流川町３－６ ショッピング

ビーフステーキニューカルネ 広島市中区 流川町４－１４　グランド流川ビル　１Ｆ 飲食店

和肉正 広島市中区 流川町４－１８　第三鯉城ビル　２Ｆ 飲食店

すし凛道 広島市中区 流川町４－１９　マスミビル　１Ｆ 飲食店

とり八本店 広島市中区 流川町４－２０　とり八本店 飲食店

炭焼 ゑん 広島市中区 流川町５－１２　八番街ビル　１・２Ｆ 飲食店

Le・pere 広島市中区 流川町５－１９　カサブランカビル３Ｆ 飲食店

すき焼き・しゃぶしゃぶ 安芸亭 広島市中区 流川町５－２１　藤田ビル　１０２ 飲食店

流川餃子センタ－ 広島市中区 流川町５－２７　木原ビル 飲食店

居酒屋 七五三太 長屋 広島市中区 流川町５－３白馬ビル１Ｆ 飲食店

圓縁園飯店 広島市中区 流川町６－２４　望月ビル　１Ｆ 飲食店

串とワインガッリーナ 広島市中区 流川町６－５　ＧＡＯビル　１Ｆ 飲食店

焼肉ふるさと流川店 広島市中区 流川町７－２５ 飲食店

明月流川別館 広島市中区 流川町８－１７ 飲食店

お好み焼・鉄板焼八昌 広島市中区 流川町８－２０ 飲食店

SHIGENBOU流川店 広島市中区 流川町８－２９　でびらビル１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 ごろう 本店 広島市中区 猫屋町３－９　ＳＴＳ本社ビル１Ｆ 飲食店

にしき堂 平和大通り田中町店 広島市中区 田中町５－１１ 飲食店

旬月神楽白島工房 広島市中区 白島中町４－１６ 飲食店

HANOIPHO 広島市中区 白島北町３－１　河瀬ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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femme立町店 広島市中区 立町１－２　ベルプラザ　２Ｆ サービス

とんかつ揚げ物専門喜とん 広島市中区 立町１－２６　泰平ビル　１Ｆ 飲食店

京のかつとじ 広島市中区 立町１－３　三峰ビル 飲食店

ゾーナ ベル ピッツァ 広島市中区 立町１－６ 飲食店

ONLY広島店 広島市中区 立町２－２５　ＩＧ石田学園ビル ショッピング

オッドジョブス マナ 広島市中区 立町４－１　広島立町ＫＩビル　２Ｆ サービス

beauty：beast 立町店 広島市中区 立町４－１５　英万里ビル　１Ｆ サービス

GALLEY 広島市中区 立町６－１　立町ウイング　１Ｆ ショッピング

SAVAGE 広島市中区 立町６－３　ＡＰＥＸ１．５Ｆ ショッピング

和牛とワイン fuoco 広島市中区 立町６－３　ＡＰＥＸビルＢ１Ｆ 飲食店

ひろしま旬彩 鶴乃や本店 広島市中区 立町６－５　坂本ビル 飲食店

肉屋のぶすけ 広島市中区 紙屋町１－１－１２ 飲食店

Bar TopNote 201 広島市中区 紙屋町１－４－３　エフケイビル　２Ｆ 飲食店

ライフコレッツォーネ 紙屋町店 広島市中区 紙屋町１－５－１０　紙屋町クラタビル　１Ｆ ショッピング

炭焼　雷　立町店 広島市中区 紙屋町１－５－２２ 飲食店

MASHU 紙屋町店 広島市中区 紙屋町１－６－１３ サービス

料理屋 一汁 広島市中区 紙屋町１－６－９　３Ｆ 飲食店

もつ鍋田しゅう広島店 広島市中区 紙屋町１－６－９　星ビル　２Ｆ 飲食店

エメフィール 広島市中区 紙屋町２－２－１８ ショッピング

ポポンデッタ 広島市中区 紙屋町２－２－１８ ショッピング

宗家源吉兆庵 広島本店 広島市中区 紙屋町２－２－２ 飲食店

さかな市場 紙屋町店 広島市中区 紙屋町２－２－２１　ＴＨビル　ＢＦ 飲食店

ビオ－ル 広島市中区 紙屋町２－３－２０　ソシオスクエア　５Ｆ サービス

焼肉ダイニング 白李 燦 本通店 広島市中区 紙屋町２－３－２１　１Ｆ 飲食店

広島四川飯店 広島市中区 紙屋町２－３－４　広中ビル　２Ｆ 飲食店

Deco 広島市中区 紙屋町２－３－７　井山ビル２Ｆ サービス

リカーランド 広島市中区 羽衣町１３－１２ ショッピング

本格焼肉ほんまもん 胡町店 広島市中区 胡町１－１９ 飲食店

魚菜家 広島市中区 胡町２－１０　グリーンビーンズビル　１Ｆ 飲食店

魚菜 黒田 広島市中区 胡町２－１２　２Ｆ 飲食店

料理や 玉の 広島市中区 胡町２－１７　チャーターハウス 飲食店

すし割烹小笠原 広島市中区 胡町２－１９　グレイスビル　１Ｆ 飲食店

広島の旬　なかたに 広島市中区 胡町２－２０Ｆｏｒ　Ｙｏｕビル１Ｆ 飲食店

TRANSCENDANCE 広島市中区 胡町２－２３　うえだやビル 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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KIZUNA 広島市中区 胡町２－２４　エントリービル　３Ｆ 飲食店

さかい 本店 広島市中区 胡町３－１２ 飲食店

リカーマウンテン広島胡町店 広島市中区 胡町３－１２ ショッピング

すし家 こばやし 広島市中区 胡町３－１３　アーバン胡館 飲食店

五ェ門 胡店 広島市中区 胡町３－１４　アーバン胡館　１Ｆ 飲食店

すしざんまいS広島店 広島市中区 胡町３－１５　ＷＡＯビル　１Ｆ 飲食店

お竈突 広島市中区 胡町３－１５　胡通りＫ２ビル　４Ｆ 飲食店

日本料理 百福 広島市中区 胡町３－２５　バイオレットビル　５０１ 飲食店

もん善 別館 広島市中区 胡町３－２７　第五ウエノヤビル　１Ｆ 飲食店

葛 広島市中区 胡町３－２８ 飲食店

味処英 広島市中区 胡町３－６ 飲食店

つるが 広島市中区 胡町３－７－１ 飲食店

すし亭 胡町店 広島市中区 胡町４－２１ 飲食店

freedom 広島市中区 胡町４－２６　オーシャンビュービル　６Ｆ サービス

株式会社大和屋酒舗 広島市中区 胡町４－３ ショッピング

板前割烹 ひぐち 広島市中区 胡町４－３　大和屋ビル　２Ｆ 飲食店

YAMATOYA WINES 広島市中区 胡町４－７ ショッピング

sushikoba 広島市中区 胡町５－７ 飲食店

お菓子茂 広島市中区 舟入中町８－８ 飲食店

お好み焼　鉄板焼　だんだん 広島市中区 舟入中町９－２０　賀村ビル１０１ 飲食店

ポワブリエール 広島市中区 舟入南３－１２－２４ 飲食店

レプトン 舟入店 広島市中区 舟入川口町１３－２６　ネットビル６舟入 ショッピング

炭火焼肉 ぶち 舟入店 広島市中区 舟入川口町１３－３３ 飲食店

エイムヘアメイク舟入店 広島市中区 舟入幸町１９－４　フレスタ　２Ｆ サービス

焼肉処ふじ井 広島市中区 舟入本町６－１０ トモケイビル３F 飲食店

せいちょう 広島市中区 舟入本町６－１８ ショッピング

肉匣 広島市中区 薬研堀１－１０ 飲食店

鉄板バル ORENCHI 広島市中区 薬研堀１－１４　にしむらビル２Ｆ 飲食店

タンしゃぶ亭 広島市中区 薬研堀２－３　セントラルゲ－ト７ブロック　
２Ｆ－２ 飲食店

鷹 広島市中区 薬研堀２－８　セントラルゲート４ブロック１
２ 飲食店

尾前 広島市中区 薬研堀４－１９　第二シンコービル１０１ 飲食店

和房越間 広島市中区 薬研堀７－１６　 飲食店

ファイン 1985 広島市中区 袋町１－１　松椚ビル　１Ｆ ショッピング

雑貨株式会社 広島市中区 袋町１－１１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ART HAIR Swing 袋町店 広島市中区 袋町１－１１　袋町ウイングビル　２Ｆ サービス

TOMIYA 広島店 広島市中区 袋町１－１５－１ ショッピング

おべべ 広島市中区 袋町１－２６ ショッピング

LUCY LUE 広島市中区 袋町２－１０ ショッピング

リシュ リシュ 広島市中区 袋町２－１３ ショッピング

ネイル スティーク 広島市中区 袋町２－１３　ちけいビル　４Ｆ サービス

ポール・スミス 広島店 広島市中区 袋町２－１４ ショッピング

BIER LOVEN 広島市中区 袋町２－１９　畑川ビル　１Ｆ 飲食店

魚樽袋町支店 広島市中区 袋町２－１９　畑川ビル　２・３Ｆ 飲食店

ロイヤル・セラピスト 広島市中区 袋町２－２２　袋町Ｋビル４Ｆ サービス

ギャラクシー 広島市中区 袋町２－２３　河崎ビル ショッピング

炭焼雷本店 広島市中区 袋町２－２５　２Ｆ　長谷川ビル 飲食店

ユアーズ LIVI広島本通店 広島市中区 袋町３－１ ショッピング

オッド ジョブス スパイス 広島市中区 袋町４－２　ひし屋ビル　２Ｆ サービス

BartheLoungeTopNote別 広島市中区 袋町４－３５ 飲食店

グリン 広島店 広島市中区 袋町４－６　袋町五番館　１Ｆ ショッピング

alta sotto 広島市中区 袋町５－３８　山中ビル　１０１ ショッピング

ガレージ ファイン 広島店 広島市中区 袋町６－１ ショッピング

コムデギャルソン広島店 広島市中区 袋町６－１４　長沼ビル　１Ｆ ショッピング

Taverna　BARBA 広島市中区 袋町６－１７　ライフメント袋町 飲食店

Maison Flamingo 広島市中区 袋町６－４６ ショッピング

escoffier 広島市中区 袋町６－４８　三宅ビル　２Ｆ サービス

HYBRYDS 広島市中区 袋町７－１１　ＩＧＡビル　１Ｆ ショッピング

ワイン居酒屋シャルボン 広島市中区 袋町７－１２　 飲食店

beauty：beast並木通りNail 広島市中区 袋町７－２　２Ｆ サービス

PENCIL 広島市中区 袋町７－２１ ショッピング

マリメッコ広島 広島市中区 袋町７－２１ ショッピング

四季ヤ袋町店 広島市中区 袋町７－２６　袋町水岡ビル２Ｆ 飲食店

BAPE STORE 広島 広島市中区 袋町７－３３ ショッピング

マリオ・エスプレッソ 広島市中区 袋町７－９ 飲食店

小池商店 広島市中区 袋町８－１４　ハイネス国泰　１０４ 飲食店

京美容療法サロン 広島市中区 袋町８－１４ハイネス国泰４０２ サービス

レフ． 広島市中区 袋町８－１８　１Ｆ ショッピング

F．I．L．HIROSHIMA 広島市中区 袋町８－８　袋町ビル　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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餃子家　龍　並木通り店 広島市中区 袋町９－４ 飲食店

カンタベリーショップ 広島 広島市中区 袋町９－５　はやまビル ショッピング

割烹 うめだ 広島市中区 西十日市町１０－３４　第二みさきマンション 飲食店

ViVaおはようショップ 広島市中区 西十日市町９－１２ ショッピング

食辛房 広島舟入店 広島市中区 西川口町６－１ 飲食店

TUNNELHAIR 広島市中区 西白島町１６－１５　 サービス

肉匠瑞輝 広島市中区 西白島町１７－３１ 飲食店

LiLyhairdesign 広島市中区 鉄砲町１－２４　森川ビル　２Ｆ サービス

パタゴニア広島 広島市中区 鉄砲町１０－１２　広島鉄砲町ビルディング　
１Ｆ ショッピング

CLEO hair 八丁堀店 広島市中区 鉄砲町１０－１３　８Ｆ サービス

肉料理専門店榮互 広島市中区 鉄砲町１０－２０ 飲食店

しらす専門店 SEALAS 広島市中区 鉄砲町１０－２０　ＢＬＤＧ・Ｐ１Ｆ－Ｂ 飲食店

プロマート 八丁堀店 広島市中区 鉄砲町２－８　鯉城ガレージ　１Ｆ ショッピング

紳光繊維 広島市中区 鉄砲町３－３　 飲食店

ビストロ　ラ　バニ－ユ 広島市中区 鉄砲町４－１０　 飲食店

まめ福 広島市中区 鉄砲町４－１０　アルファビル　１Ｆ 飲食店

Bar Fouque 広島市中区 鉄砲町４－７　シティコーポ幟町　１Ｆ 飲食店

稲茶 広島市中区 鉄砲町７－１３　ＣＤビル　３Ｆ 飲食店

鮨紀廣 広島市中区 鉄砲町７－２６ 飲食店

クラークシーゲル 本店 広島市中区 鉄砲町８－６ 飲食店

志ま根 広島市中区 銀山町１０－１０　ステラ館　１Ｆ 飲食店

料理屋 本庄 広島市中区 銀山町１０－１０　ステラ館　３Ｆ 飲食店

鮨 稲穂 広島市中区 銀山町１１－１１　スコッチ館銀山ビル３－Ａ 飲食店

寿し かねしろ 広島市中区 銀山町１１－１２ 飲食店

なかもと 広島市中区 銀山町１１－１３　ソシアルアサヒ館　１Ｆ 飲食店

和牛処犇 広島市中区 銀山町１１－１３　ソシアルアサヒ館　１Ｆ 飲食店

CA’GINO 広島市中区 銀山町１１－３　第２プロメスビル２Ｆ 飲食店

CA'D'ORO 広島市中区 銀山町１１－３第２プロメスビル１階 飲食店

炭焼 桶家 広島市中区 銀山町１２－２０　８７ビル　１Ｆ 飲食店

百百の木 広島市中区 銀山町１２－２０　８７ビル１Ｆ 飲食店

や台ずし 銀山町 広島市中区 銀山町１２－２２　松屋ビル　１Ｆ 飲食店

かに通　広島店 広島市中区 銀山町４－１３ 飲食店

炭火焼 西尾 広島市中区 銀山町６－１５ 飲食店

ユアーズ 三筋店 広島市佐伯区 三宅１－１－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スパーク 佐方店 広島市佐伯区 三筋２－１０－４１ ショッピング

肉処おおたに〔縁〕 広島市佐伯区 五日市４－１８－１７ ショッピング

JA広島市 農彩館五日市ファーマーズ 広島市佐伯区 五日市中央２－３－８１ ショッピング

レプトン 123五日市店 広島市佐伯区 五日市中央２－８－１５　２Ｆ ショッピング

デイ・リンク 五日市店 広島市佐伯区 五日市中央４－１－８ ショッピング

IROHAvillage 広島市佐伯区 五日市港２－１－１ 飲食店

フレスタ河内店 広島市佐伯区 五日市町下河内川坂４１－１ ショッピング

Reny 広島市佐伯区 五日市町石内６５００－１ サービス

SIEBEN 美鈴園店 広島市佐伯区 五日市町美鈴園２－５ 飲食店

PITTA MARIO 広島市佐伯区 五日市駅前１－１－２１　１Ｆ 飲食店

femme五日市店 広島市佐伯区 五日市駅前１－１０－１　スタ－ライトハイム
　２Ｆ サービス

SNob：ciNQ 広島市佐伯区 五日市駅前１－１１－１３　１Ｆ サービス

SIEBEN五日市店 広島市佐伯区 五日市駅前２－１１－１ 飲食店

プロマート 五日市店 広島市佐伯区 五日市駅前２－１６－２０ ショッピング

マージナル 広島 広島市佐伯区 八幡５－１７－５ ショッピング

白十字 五日市店 広島市佐伯区 八幡東２－２８－８－４ 飲食店

コープ五日市北 広島市佐伯区 八幡東２－２９－３８ ショッピング

徳川 五日市店 広島市佐伯区 八幡東２－２９－４３ 飲食店

ジュンテンドー 五日市店 広島市佐伯区 八幡東３－２０－１７ ショッピング

長崎ちゃんめん広島佐伯店 広島市佐伯区 八幡東３－２１－１３ 飲食店

Crede五日市店 広島市佐伯区 八幡東４－２８－６８－１２ サービス

魚肴食堂大山分校 広島市佐伯区 利松２－１７－１９ 飲食店

焼肉 一球 広島市佐伯区 千同１－２１－６ 飲食店

炭火と魚 楽空 広島市佐伯区 吉見園１－１２ 飲食店

アップガレージ広島五日市店 広島市佐伯区 吉見園１－１６ ショッピング

スパーク 五日市駅前店 広島市佐伯区 吉見園１－２７ ショッピング

マッシュ 楽々園 広島市佐伯区 楽々園２－１－２６　しんじビル　１Ｆ サービス

Men’sHairSalon GReEN 広島市佐伯区 楽々園２－１－２９　瀬川ビル サービス

プレッジ 広島市佐伯区 楽々園２－２－２　１Ｆ サービス

ビュ-ティ·サロン·セピア 広島市佐伯区 楽々園４丁目１－１８ サービス

スパーク 五日市店 広島市佐伯区 海老園１－５－４２ ショッピング

民芸御食事処 田舎ぢゃや 広島市佐伯区 皆賀２－８－２３ 飲食店

PROSOL Rita 広島市佐伯区 石内北２－４－１１ サービス

SAKANAYA di メイプルシティ 広島市佐伯区 隅の浜１－１－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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フジタ建材 広島市佐伯区 隅の浜２－１－１８ ショッピング

Flou 広島市佐伯区 隅の浜２－１－７ ショッピング

焼肉つなぐファーム隅の浜店 広島市佐伯区 隅の浜３－９－３０ 飲食店

BOOK OFF 広島隅の浜店 広島市佐伯区 隅の浜３－９－３０ ショッピング

香り家 広島 京橋 広島市南区 京橋町１１ 飲食店

瀬戸内料理　喜久本店 広島市南区 京橋町２－６　 飲食店

大衆酒場　喜久本店 広島市南区 京橋町２番６号　 飲食店

フジテン産業 広島市南区 仁保３－８－１９ ショッピング

株式会社 ジュンテンドー 仁保店 広島市南区 仁保新町１－７－４ ショッピング

炙焼　楽群 広島市南区 元宇品町２－２２　 飲食店

ジャンボショップ 出島 広島市南区 出島１－２０－２２ ショッピング

New Sango BOAST 広島市南区 出汐１－２－２９　１Ｆ サービス

炭火焼肉真古里 広島市南区 出汐３－９－１６ 飲食店

アストロプロダクツ 広島店 広島市南区 出汐４－１－１８　でしおドルフ　１Ｆ ショッピング

亀寿し 広島市南区 宇品御幸２－１－８　ＭＫビル 飲食店

Mitta 広島市南区 宇品海岸１－７－６ サービス

株式会社酒商山田 宇品本店 広島市南区 宇品海岸２－１０－７ ショッピング

カフェ プレイス 広島市南区 宇品海岸３－１２－１７ 飲食店

IINIWA ACTUS広島店 広島市南区 宇品海岸３－１２－１７ ショッピング

アクタス 広島店 広島市南区 宇品海岸３－１２－１７ ショッピング

特産品ブランドショップ安芸備後 広島市南区 宇品神田５丁目６－１　 ショッピング

万八 広島市南区 宇品西２－１６－５１　ベイシティー１Ｆ 飲食店

プロマート 宇品店 広島市南区 宇品西２－７－２６ ショッピング

JEANSFACTORY宇品店 広島市南区 宇品西３－１－４６ ショッピング

PROSOL calme 広島市南区 宇品西３－１－５３ サービス

太陽と大地のイタリアンベジ ラソラ 広島市南区 宇品西３－８－１２ 飲食店

びっくりドンキー宇品店 広島市南区 宇品西６－６－５ 飲食店

ユアーズ 本浦店 広島市南区 東本浦町１８－７ ショッピング

業務用食品スーパー東雲店 広島市南区 東雲本町１－１２－８ ショッピング

デイ・リンク 東雲店 広島市南区 東雲本町２－４－２３ ショッピング

しののめ 広島市南区 東雲本町３－７－７－１０１　中村ビル 飲食店

炭火焼肉 ぶち 青崎店 広島市南区 東青崎町７－４ 飲食店

ユアーズ ekie広島店 広島市南区 松原町１－２ ショッピング

廣島香月 新幹線銘品館店 広島市南区 松原町１－２　ＪＲ駅構内 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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楓乃樹　銘品館 広島市南区 松原町１－２　広島駅新幹線柵内 飲食店

にしき堂広島駅新幹線銘品館 広島市南区 松原町１－２　広島駅構内 ショッピング

バッケンモーツアルト新幹線口2階銘品館店 広島市南区 松原町１－２　新幹線口　２Ｆ 飲食店

やまだ屋 新幹線銘品館 広島市南区 松原町１－２　新幹線改札内 飲食店

カルビープラス 広島駅店 広島市南区 松原町２－３７ 飲食店

ばくだん屋 エキシティ店 広島市南区 松原町３－１　エキシティ・ウエスト　１０２ 飲食店

広島あじろや 広島市南区 松原町５－１　シティータワー広島　４Ｆ 飲食店

焼肉ふるさと段原店 広島市南区 段原２－２０－４ 飲食店

PROPELLERHAIRDANBARA 広島市南区 段原３－２０－１３　２Ｆ サービス

corte．hair 広島市南区 段原３－２０－１９ サービス

石堂宝石 広島市南区 段原３丁目１３番９　 ショッピング

永遠の縁卓 広島市南区 段原南１－１８－１ 飲食店

Kazu－Hair 比治山店 広島市南区 比治山本町２－１５　１Ｆ サービス

だるま寿し 広島市南区 猿猴橋町５－１２ 飲食店

笑食処うえだ 広島市南区 猿猴橋町５－１２　石木ビル２Ｆ 飲食店

AUBEhairvicella広島4号店 広島市南区 猿猴橋町６－１　ふゆの屋ビル　１Ｆ サービス

焼肉ふるさと 広島駅前店 広島市南区 猿猴橋町６－１８ 飲食店

焼肉と韓国料理の店 きむらや 広島市南区 稲荷町４－６ 飲食店

まな〜む ぴぃすぅあ 広島市南区 稲荷町８ 飲食店

もつ鍋居酒屋 郷家 広島市南区 翠３－７－６ 飲食店

デイ・リンク 旭町店 広島市南区 西旭町１４－２０ ショッピング

青葉食品 広島市南区 西蟹屋４－４－２７ 飲食店

ナイスムラカミ カスミ店 広島市南区 西霞町７－２５ ショッピング

タイヤセレクト かすみ 広島市南区 霞２－６－１３ ショッピング

白十字 高陽店 広島市安佐北区 口田４－８－１２ 飲食店

業務用食品スーパー高陽店 広島市安佐北区 口田４－９－２３ ショッピング

アルファ 広島市安佐北区 口田４丁目９－２３ サービス

コープ高陽 広島市安佐北区 口田南８－１４－６ ショッピング

メンズショップ　オカヤ 広島市安佐北区 可部３丁目１９－１７　 飲食店

サテライトコ-ヒ- 広島市安佐北区 可部３丁目２０－２３ 飲食店

オッドジョブス 可部店 広島市安佐北区 可部５－１９－９　サムシングビル　１Ｆ サービス

焼肉えん別館 広島市安佐北区 可部６－４－９ 飲食店

すし丸　可部店 広島市安佐北区 可部７－４－１３ 飲食店

エルクルーカフェ 広島市安佐北区 可部南３－１－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スパーク中島店 広島市安佐北区 可部南５－１３－１２ ショッピング

リカーズJAコムズ店 広島市安佐北区 安佐町飯室１５９２　コムズ店内 ショッピング

ユアーズ アクロスプラザ高陽店 広島市安佐北区 深川５－３０－３８ ショッピング

ショージ白木店 広島市安佐北区 白木町三田下小春４２４７ ショッピング

ユアーズ 白木店 広島市安佐北区 白木町小越１８８－１ ショッピング

キヌヤ高陽店 広島市安佐北区 落合２－３５－１ ショッピング

パパス　ママス 広島市安佐南区 上安１－１－３１－１　橋本ビル　１Ｆ 飲食店

レプトン 上安店 広島市安佐南区 上安１－２０－１４ ショッピング

ZIPhair 広島市安佐南区 上安上安２ー２５ー２０ サービス

食辛房 広島中筋店 広島市安佐南区 中筋１－１－１ 飲食店

痩身・美肌サロン　Luana 広島市安佐南区 中筋１丁目２３－９　２００２ サービス

ユアーズ 中筋店 広島市安佐南区 中筋４－１２－３ ショッピング

アサヒ家具サロン 広島市安佐南区 中須１－１３－１６ ショッピング

アストロプロダクツ 広島安佐南店 広島市安佐南区 中須１－１４－２　博信ビル　１０１ ショッピング

六白家広島大町店 広島市安佐南区 中須１－８－１２ 飲食店

アサヒ家具サロン 広島市安佐南区 中須１丁目１３－１６　 ショッピング

醤の館川中醤油 広島市安佐南区 伴中央４－１－６ ショッピング

JEANSFACTORY 沼田店 広島市安佐南区 伴中央５－２－１ ショッピング

カルビッシュ広島伴中央店 広島市安佐南区 伴中央６丁目１６－３６ 飲食店

尾道浪漫珈琲 西風新都店 広島市安佐南区 伴南４－１－１ 飲食店

すし辰 西風新都店 広島市安佐南区 伴南４－１－１ 飲食店

コープ西風新都 広島市安佐南区 伴南４－１－１ ショッピング

パティスリー マチルダ 広島市安佐南区 伴南４－７－１ 飲食店

ちんちくりん COCORO店 広島市安佐南区 伴南５－５－２０ 飲食店

インド料理 ガネーシュ 沼田店 広島市安佐南区 伴東５－２０－３３ 飲食店

ジュンテンドー 沼田店 広島市安佐南区 伴東７丁目１－６０ ショッピング

リカーズ沼田店 広島市安佐南区 伴東７丁目５９番４１号　フレスタ沼田店横 ショッピング

ちんちくりん 八木店 広島市安佐南区 八木１－１２－２２ 飲食店

ルームプラス 八木店 広島市安佐南区 八木１－２１－２２ ショッピング

サークルワン八木店 広島市安佐南区 八木１－２３－１ ショッピング

西村ジョイ 八木店 広島市安佐南区 八木２－３－４０ ショッピング

かつや広島八木店 広島市安佐南区 八木２－５－２０ 飲食店

サークルワン 八木2号店 広島市安佐南区 八木８－１－１８ ショッピング

クローバー理・美容室 広島市安佐南区 古市３－５－２８ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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gacha hair 広島市安佐南区 大塚西３丁目４－１３ サービス

明林堂書店 西風新都店 広島市安佐南区 大塚西６丁目６－１ ショッピング

JA交流ひろば とれたて元気市 広島市安佐南区 大町東２－１４－１２ ショッピング

そば庄出雲 大町店 広島市安佐南区 大町東３－１５－１ 飲食店

STAND LITTLE 広島市安佐南区 大町東３－２９－１７　グランド大町　２Ｆ 飲食店

スパーク 大町店 広島市安佐南区 大町西１－１３－１４ ショッピング

コープ安東 広島市安佐南区 安東１－１－８ ショッピング

有限会社国本刃物 広島市安佐南区 安東２－２－７ ショッピング

セルフ稲田 広島市安佐南区 山本１－１７－１２ ショッピング

和食居酒屋しま川 広島市安佐南区 山本１－１８－１７　はせがわビル　１０１ 飲食店

Harvest time 広島市安佐南区 山本２－１３－１２ 飲食店

SNOB ARTY 広島市安佐南区 山本２－３－３１ サービス

Sugita bakery 広島市安佐南区 山本３－６－７ 飲食店

リカーズ東山本店 広島市安佐南区 山本３－７－８　東山本店内 ショッピング

クリーク・ボイス・ヘア 広島市安佐南区 東原３－２９－２２ サービス

リカーズ東原店 広島市安佐南区 東原３－３０－１２　東原店内 ショッピング

天霧 沼田店 広島市安佐南区 沼田町伴７８１７－１ 飲食店

リカーズ 相田店 広島市安佐南区 相田１－１－４４ ショッピング

Crede相田店 広島市安佐南区 相田１－１４－１８ サービス

かつや広島祇園店 広島市安佐南区 祇園４－１－１ 飲食店

ダンフジグラン 緑井店 広島市安佐南区 緑井１－５－２　フジグラン緑井　２Ｆ ショッピング

文明堂 毘沙門店 広島市安佐南区 緑井２－２７－２ 飲食店

DELI＋緑井店 広島市安佐南区 緑井２－６－２５ 飲食店

炭火焼肉明洞 広島市安佐南区 緑井２－８－２０ 飲食店

オッドジョブス 緑井店 広島市安佐南区 緑井２－９－３１ サービス

AGATAhair 広島市安佐南区 緑井３－１４－６ サービス

すし辰 緑井本店 広島市安佐南区 緑井５－２０－２７ 飲食店

やきにく屋川内ホルモン 広島市安佐南区 緑井６－１－１１ 飲食店

シューズ愛ランド 広島緑井店 広島市安佐南区 緑井６－２－１１ ショッピング

得得うどん 広島祇園店 広島市安佐南区 西原１－１０－３ 飲食店

焼肉 心楽 広島市安佐南区 西原２－１－１ 飲食店

プロフーズ 広島西原店 広島市安佐南区 西原３－１－１５ ショッピング

レプトン 祗園店 広島市安佐南区 西原６－３３－１４ ショッピング

アップガレージ 広島 中央店 広島市安佐南区 西原７－８－３５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉 萬まる 西原店 広島市安佐南区 西原９－１３－１３ 飲食店

カシ－タヘア 広島市安佐南区 長束２－１－２１ サービス

ゆず庵 広島長束店 広島市安佐南区 長束２－１１－３ 飲食店

ケ－サヴ－ル 広島市安佐南区 長楽寺１－２２－１８ ショッピング

Aコープ 中野店 広島市安芸区 中野３－２０－１３ ショッピング

ユアーズ 瀬野川店 広島市安芸区 中野東１－１１－３１ ショッピング

丸善ストア－ 駅前店 広島市安芸区 中野町２丁目１５番地２１ ショッピング

ショージみどり坂店 広島市安芸区 瀬野西１－２－１ ショッピング

農彩館 矢野とれとれ市場 広島市安芸区 矢野西１－１－５ ショッピング

アーベル 矢野店 広島市安芸区 矢野西４－２７－１３ ショッピング

スタジオアングルアミューズ 広島市安芸区 矢野西４－８－２７ サービス

食辛房 船越店 広島市安芸区 船越南１－５－４ 飲食店

コープ船越 広島市安芸区 船越南３－２－１８ ショッピング

スパーク中山店 広島市東区 中山東２－３－１５ ショッピング

ナイスムラカミ 二葉の里店 広島市東区 二葉の里１－１－５５ ショッピング

八香閣 広島市東区 二葉の里３－５－７　グラノート広島 飲食店

県民共済 広島店 広島市東区 光が丘１４－１０ ショッピング

すし亭 光町店 広島市東区 光町１－１１－１３ 飲食店

とくとく 広島市東区 光町１－１１－２４－１０７ 飲食店

すし健光町店 広島市東区 光町１－６－２７　東邦ビル 飲食店

磯の坊 広島市東区 光町１－８－７　フロンティア光町　１Ｆ 飲食店

サロンドエー 広島市東区 光町１－９－１１　日星ビル１０１ サービス

ちゃんこ料理 安芸の国 広島市東区 光町２－１２－１５ 飲食店

永遠の別宅 広島市東区 光町２－５－１０ 飲食店

お好み焼 鉄板焼 大ちゃん 広島市東区 光町２－８－１５ 飲食店

本格炭火焼肉 あかつき 広島市東区 光町２－８－４　第１今井ビル１０３ 飲食店

ヤマナカ呉服店 広島市東区 戸坂出江２丁目１０－２８ ショッピング

ユアーズ 戸坂店 広島市東区 戸坂山崎町１－１ ショッピング

かつや広島曙店 広島市東区 曙１－８－６ 飲食店

B-B 広島市東区 曙５丁目２－１９ サービス

ナイスムラカミ 東山店 広島市東区 東山町３－１３ ショッピング

すし丸　フォレオ広島東店 広島市東区 温品１－１１２１－１ 飲食店

BOOKOFF フォレオ広島東店 広島市東区 温品１－３－２ ショッピング

GARDENes府中店 広島市東区 温品１－３－２　フォレオ広島東Ｂ　２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブティックピ-プル 広島市東区 牛田早稲田１丁目３－３４ ショッピング

日本料理喜多丘 広島市東区 牛田本町３－２－２０　牛田グランドハイツＢ
１Ｆ 飲食店

ショージ牛田店 広島市東区 牛田東２－１－１７ ショッピング

文明堂 矢賀店 広島市東区 矢賀１－７－２１ 飲食店

guerir 府中店 広島市東区 矢賀４－１２－１８　ベルコート藤井　１Ｆ サービス

焼肉三甲 広島市東区 矢賀新町５－２－９ 飲食店

ユアーズ 福田店 広島市東区 福田２－７０２－１ ショッピング

鶏三味 広島市東区 若草町１１－２　グランアークテラス　２Ｆ 飲食店

SUZU CAFE 広島店 広島市東区 若草町１２－１　アクティブインターシティ広
島２Ｆ 飲食店

インド料理 ルーパリ 広島市東区 若草町１４－３２　箕越ビル　１Ｆ 飲食店

三瀧荘 広島市西区 三滝町１－３ 飲食店

串焼き 狄 広島市西区 三篠町１－１０－３　みささビル２Ｆ 飲食店

やきやき亭横川店 広島市西区 三篠町１－１２－１７ 飲食店

オキタセンイ 本店 広島市西区 三篠町３－１５－１ ショッピング

井口家具百貨店 広島市西区 上天満町７－１３ ショッピング

すし弘 広島市西区 中広町１－５－１２　ｃａｌｍ弐番館　１０５ 飲食店

紺屋 広島市西区 中広町３－２０－７ 飲食店

ミ-ト·カネショウ 広島市西区 中広町３丁目２４－１５ 飲食店

レ・モーリア 井口店 広島市西区 井口１－１－１ サービス

スパーク 鈴ヶ峰店 広島市西区 井口３－１１－２８ ショッピング

ちんちくりん 井口店 広島市西区 井口明神３－２－３３ 飲食店

スパーク 観音店 広島市西区 南観音２－４－２０ ショッピング

海都 南観音店 広島市西区 南観音６－１５－９ 飲食店

タイヤセレクト広島観音 広島市西区 南観音７－１３－３２ ショッピング

オキセン G．A．O 広島市西区 南観音８－１４－９ ショッピング

アバンセ 古江店 広島市西区 古江新町５－１ ショッピング

ルジャルダングルマン 広島市西区 古江東町１１－３５ 飲食店

ヘアデザイン アルヴェロ 広島市西区 古江東町５－２４ サービス

石川酒店 広島市西区 古江西町３－２ ショッピング

ZonaITALIA 広島市西区 古田台２－１０－２９ 飲食店

オフィスワン 広島市西区 商工センター２－１０－９ ショッピング

サークルワン 広島市西区 商工センター２－１４－６ ショッピング

松本無線パーツ株式会社 広島店 広島市西区 商工センター４－３－１９ ショッピング

ダイコク 広島店 広島市西区 商工センター５－３－２３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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暮らしの器 りあん 広島市西区 大芝２－１６－６ ショッピング

kunugi 西広島己斐駅前店 広島市西区 己斐本町１－１２－７ 飲食店

レセルバイベリカショップ 広島市西区 己斐本町１－１３－１１ 飲食店

しゃぶしゃぶDining花小路 広島市西区 己斐本町１－２５－２　２Ｆ 飲食店

己斐ガーデンスクエア 広島市西区 己斐本町３－１２－１５ ショッピング

kunugi 太田川本店 広島市西区 己斐東１－２－２１ 飲食店

びっくりドンキー 庚午店 広島市西区 庚午中１－２０－７ 飲食店

ジュンテンド－ 庚午店 広島市西区 庚午中１－４－１８ ショッピング

デイ・リンク 庚午店 広島市西区 庚午中１－６－２５ ショッピング

グリルラ・ルーナ 広島市西区 庚午中２－１６－１６　第二トクマルビル　１
Ｆ 飲食店

Licohair 広島市西区 庚午北２－１５－１５ サービス

ナガタニ 庚午店 広島市西区 庚午北２－１９－１７　２Ｆ ショッピング

スパーク庚午店 広島市西区 庚午北２－１９－２ ショッピング

ハナテラス コウゴ 広島市西区 庚午南１－３２－４８　フジヴェスタ庚午 ショッピング

きしま屋 広島市西区 庚午南２丁目１２－１３　第一ＨＭビルヂング
１Ｆ 飲食店

LIVING HOUSE 広島T－SIT 広島市西区 扇２－１－４５　Ｔ－ＳＩＴＥ　２Ｆ ショッピング

旬の味　絹や 広島市西区 楠木町１丁目１１－５　 飲食店

tateno 広島市西区 楠木町４－１４－４－２０１ サービス

ユアーズ 楠木店 広島市西区 楠木町４－９－２６ ショッピング

小田億ファインズ本店 広島市西区 横川町１－４－３４ ショッピング

炭火と魚菜 伝助 広島市西区 横川町１－７－１７ 飲食店

鉄板焼 しんご 広島市西区 横川町２－８－２６ 飲食店

calinerBARBARO 広島市西区 横川町３－１０－２４　シャンポール横川　１
０１ サービス

AUBEhairluana広島横川店 広島市西区 横川町３－１２－２１　ラードクルーセ　２Ｆ サービス

マリオデザート 横川駅店 広島市西区 横川町３－２－１ 飲食店

餃子家 龍 横川駅前店 広島市西区 横川町３－２－３６ 飲食店

リカーズ横川店 広島市西区 横川町３－２－３６　横川店内 ショッピング

居酒屋さん平 広島市西区 横川町３－５－１７　あすなろビル　１Ｆ 飲食店

Toruve 広島市西区 横川町３－５－９ サービス

焼肉一番団楽 草津南駅前店 広島市西区 草津南３－３－１４ 飲食店

CELLULOID 広島市西区 草津南４－７－１　アルパーク北－１Ｆ 飲食店

ショコラトリー マルコ 広島市西区 草津新町２－１４－１５ 飲食店

すし亭 アルパーク前店 広島市西区 草津新町２－２９－３４ 飲食店

SIEBEN草津店 広島市西区 草津新町２－６－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Rinda 広島市西区 西観音町１－１　堀田ビル１Ｆ 飲食店

ホビーショップHB 広島市西区 観音新町４－１４　マリ－ナホップ１５２区画 ショッピング

アストロプロダクツ 広島マリーナホップ店 広島市西区 観音新町４－１４－３５ ショッピング

老四川 マリ－ナホップ店 広島市西区 観音新町４－１４－３５　広島マリ－ナホップ 飲食店

マリーナ マリオ エスプレッソ 広島市西区 観音新町４－２８７４－８６ 飲食店

ユアーズ 天満店 広島市西区 観音町９－３ ショッピング

フラワーショップ 花将 広島市西区 観音町９－８ ショッピング

ゆめさくら 朝どり市 庄原市 新庄町２９１－１ ショッピング

ジュンテンド－ 庄原店 庄原市 新庄町３９１ ショッピング

トーエイ スーパー 庄原市 東城町川東１１７２ ショッピング

ジュンテンド－ 東城店 庄原市 東城町川東１３３１－１ ショッピング

スーパーワーク 職人の店 府中店 府中市 府川町１５６－３ ショッピング

府中天満屋 府中市 府川町１８６－１ ショッピング

オイスタークィーン 廿日市市 上の浜１－２－１ ショッピング

暁輔バ－ガ－ 廿日市市 上平良１３３－８　 飲食店

徳川 廿日市店 廿日市市 下平良２－１－２２ 飲食店

あづま鮨 廿日市市 串戸４－１５－１２ 飲食店

ワークショップコーワ 廿日市市 串戸６－９－２０ ショッピング

赤から 廿日市宮島街道店 廿日市市 住吉１－３－３７ 飲食店

カルビ大陸広島廿日市店 廿日市市 地御前１－１０ 飲食店

鄙の料亭 地御前 廿日市市 地御前５－１９－１４ 飲食店

ジュンテンドー 大野店 廿日市市 大野２－４－１ ショッピング

ユアーズ 大野店 廿日市市 大野下更地１７１４ ショッピング

リストランテト－マス 廿日市市 大野鯛の原６７２－１ 飲食店

白十字 宮内店 廿日市市 宮内１－１０－１２ 飲食店

ユアーズ 宮内店 廿日市市 宮内１－１０－８ ショッピング

Aコープファーマーズ みやうち 廿日市市 宮内４－１２－１７ ショッピング

Lien 廿日市市 宮内４４９１－８　 サービス

ちんちくりん 宮島口店 廿日市市 宮島口１－１１－８ 飲食店

花子宮島口店 廿日市市 宮島口１－１２－７　おおの屋旅館 飲食店

オーソレミオ ディ メイプルシティ 廿日市市 宮島口１－７－６ 飲食店

お食事処みやじまぐち 廿日市市 宮島口１丁目１２－４　 飲食店

多加津堂酒店有限会社 廿日市市 宮島口西２－６－２５ 飲食店

藤い屋本店 廿日市市 宮島町１１２９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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佐々木 八重子ノ店 廿日市市 宮島町３８９－２ ショッピング

天扇 廿日市市 宮島町８１０－１ 飲食店

芝居茶寮 水羽 廿日市市 宮島町大町１－２ 飲食店

レストラン Miya 廿日市市 宮浜温泉２－３－１０ 飲食店

露菴 廿日市店 廿日市市 平良２－１－２８ 飲食店

PROSOL 廿日市店 廿日市市 平良山手１０－３３　レコルト山手　１Ｆ サービス

スパーク 廿日市店 廿日市市 廿日市１－６－３３ ショッピング

米匠酒匠なかお 廿日市市 新宮１－８－１ ショッピング

インド料理 ガネーシュ 廿日市店 廿日市市 新宮１－９－３４　ティナコート内 飲食店

バッケンモーツアルト 廿日市直売店 廿日市市 木材港北１５－２４ 飲食店

小田億 ファインズ 廿日市市 木材港北６－７８ ショッピング

ジュンテンドー 廿日市店 廿日市市 本町１２－４０ ショッピング

フルール ボーテ 廿日市市 桜尾２丁目７－２５ サービス

はつかいち 巴里食堂 廿日市市 桜尾本町１０－７ 飲食店

長崎ちゃんめん広島廿日市店 廿日市市 桜尾本町９０６－１ 飲食店

スパーク鷹の巣店 廿日市市 永原１２３９ ショッピング

ジュンテンドー 佐伯店 廿日市市 永原９２８ ショッピング

やまだ屋 早瀬庵店 廿日市市 沖塩屋２－１０－５２ 飲食店

ケーキハウスパナッシェ 廿日市市 福面２－４－５ 飲食店

明林堂書店 フジグランナタリー店 廿日市市 阿品３－１－１ ショッピング

マリオ ディマーレ 廿日市市 阿品３－１－２ 飲食店

や台ずし 廿日市駅前町 廿日市市 駅前４－２１ 飲食店

ショージ 八本松南店 東広島市 八本松南２－１８－１４ ショッピング

居酒屋 喜咲 東広島市 八本松東３－１－１７ 飲食店

焼肉 GEN 東広島市 八本松東６－１－１５ 飲食店

ジュンテンドー 八本松店 東広島市 八本松東６－３－７ ショッピング

おおにし　八本松本店 東広島市 八本松東６丁目１－１５　 飲食店

ゆめマート安芸津 東広島市 安芸津町三津４３９７－２０ ショッピング

ショージ 志和店 東広島市 志和町七条椛坂１６４０－３ ショッピング

焼肉一楽　西条下見店 東広島市 西条下見６丁目８－１９　 飲食店

焼肉ふるさと西条店 東広島市 西条中央３－５－１ 飲食店

BOOKOFF 西条中央店 東広島市 西条中央４－１－１ ショッピング

炭火焼肉 萬まる 西条店 東広島市 西条中央６－６－１２　１Ｆ 飲食店

炭焼 陸 東広島市 西条大坪町２－１　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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白竜湖 東広島市 西条岡町１０－２０ 飲食店

水軍の郷 東広島市 西条岡町７－２７ 飲食店

カメラのサエダ 東広島店 東広島市 西条昭和町１２－４６ ショッピング

すし亭 西条駅前店 東広島市 西条本町１－３ 飲食店

ちゅうしん蔵 東広島市 西条本町１３－３ 飲食店

や台ずし 西条駅前町 東広島市 西条本町１３－７ 飲食店

や台ずし 西条駅酒蔵通町 東広島市 西条本町２－１６ 飲食店

旬彩 希味 本店 東広島市 西条本町７－２９　林ビル　１Ｆ 飲食店

万年亀舎 東広島市 西条本町８－１８　 ショッピング

ふらんす屋 東広島市 西条本町９－１１ 飲食店

賀茂鶴酒造見学室 東広島市 西条本町９－７ ショッピング

ショージ 下見店 東広島市 西条町下見４６２５－１ ショッピング

Gateaux Ai clair 西条店 東広島市 西条町助実１１８７－１ 飲食店

すし鮮 西条店 東広島市 西条町土与丸１５１８－１ 飲食店

ミスタータイヤマンドリーム西条店 東広島市 西条町土与丸２－２－４８ ショッピング

ショージ R375バイパス店 東広島市 西条町土与丸５－３－１９ ショッピング

ウィル 西条店 東広島市 西条町寺家３７９１－１ ショッピング

パートナーショージ寺家駅前店 東広島市 西条町寺家４３２６－１ ショッピング

オキタセンイ ヒロシマ イースト 東広島市 西条町寺家５４１８ ショッピング

コープ東広島 東広島市 西条町寺家６５７９－１ ショッピング

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 ショッピング

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番１ ショッピング

かに料理　かね綱 東広島市 西条町御薗宇２４０３－１ 飲食店

菜遊季 東広島店 東広島市 西条町御薗宇４００５　フジグラン東広島内１
Ｆ ショッピング

びっくりドンキー 西条店 東広島市 西条町御薗宇４３８１－１ 飲食店

ダン フジグラン 東広島店 東広島市 西条町御薗宇４４０５ ショッピング

Green Parks topic 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　１
Ｆ ショッピング

AUBEhaircopain東広島支店 東広島市 西条町御薗宇５１２７　ルネスベルデ　１Ｆ　
１号室 サービス

かつや東広島店 東広島市 西条町御薗宇５４５４－２ 飲食店

炭火焼肉屋 さかい 東広島西条店 東広島市 西条町御薗宇５４８７－１ 飲食店

プロマート西条店 東広島市 西条町御薗宇６２３３ ショッピング

うまいもん屋　五エ門　東広島店 東広島市 西条町御薗宇６２７６－１ 飲食店

株式会社 天亀 東広島市 西条町田口２０５２－２ 飲食店

ショージ 田口店 東広島市 西条町田口２８２６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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cafe＆bar　FLAT　FL 東広島市 西条西本町２６－９　Ａｓｔｅｐ西条１０１ 飲食店

ショージ 豊栄店 東広島市 豊栄町清武４１９－１ ショッピング

ジュンテンドー 豊栄店 東広島市 豊栄町鍛冶屋５５１－１ ショッピング

ショージ 白市駅前店 東広島市 高屋町小谷３２０６－１ ショッピング

農産物直売所おいしい旬館となりの農家高屋 東広島市 高屋町杵原１２６４－１ ショッピング

ショージ 高屋駅前店 東広島市 高屋町杵原１３１７－１ ショッピング

ジュンテンドー 高屋店 東広島市 高屋町杵原１８０９－１ ショッピング

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 ショッピング

ショージ 黒瀬店 東広島市 黒瀬町南方８２９－１ ショッピング

すすめヴァイキング 東広島店 東広島市 黒瀬町宗近柳国７０１－１ 飲食店

露菴 東広島店 東広島市 黒瀬町宗近柳国９９３－２ 飲食店

ジュンテンドー 大柿店 江田島市 大柿町大原１０５４ ショッピング

フロ－リストもん 三之丸店 福山市 三之丸町４－１６ ショッピング

SEVILLA 福山市 三吉町　３－１－３ サービス

有限会社 ドルセ洋菓子店 福山市 三吉町３－９－２５ 飲食店

すし丸　三吉店 福山市 三吉町５－１－１ 飲食店

中村家 伊勢丘店 福山市 伊勢丘３－３－５ 飲食店

レストラン 伊勢ヶ丘庭 福山市 伊勢丘６－２２－１７ 飲食店

池口精肉店 福山駅前店 福山市 伏見町１－１６　土屋ビル　１・２Ｆ ショッピング

あさひベ－カリ－ 福山市 伏見町２－４ ショッピング

ステーキハウス アレイ 福山市 伏見町４－６ 飲食店

立樹 福山市 住吉町３－３２ 飲食店

魚勝 福山市 元町１２－１３ 飲食店

酒膳屋三茶 福山市 元町１３－１２　エスビル２Ｆ 飲食店

茶花 福山市 元町１３－１８　ｅｌｃｏｌｌｅビル６Ｆ 飲食店

CUT’S 元町店 福山市 元町１３－２７ サービス

スウイッチ インターナショナル 福山市 元町１３－９ ショッピング

酒のマエダ 福山市 元町７－６ ショッピング

さむらい 本館 福山市 光南町３－３－２４ 飲食店

オレンジ 光南店 福山市 光南町３－３－５ ショッピング

啓文社 ポートプラザ店 福山市 入船町３－１－２５ ショッピング

天満屋ハピータウン ポートプラザ店 福山市 入船町３－１－２５ ショッピング

CUT・S vido 福山市 入船町３－３－８ サービス

リカーズ北吉津店 福山市 北吉津町２－３－２５　北吉津店内 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Fukuyama ふくふく市 福山市 千代田町１－２－４１ ショッピング

十三軒茶屋 千田店 福山市 千田町２－１３－４ 飲食店

一休総本店 福山市 南手城町２－１５－１３ 飲食店

にしき堂 福山南本庄店 福山市 南本庄１－４－１３ 飲食店

天霧南本庄店 福山市 南本庄４－２－２ 飲食店

SHIGEBA 福山市 南町２－２５ 飲食店

萬よし 福山市 南町9-6 飲食店

手芸センタードリーム 福山蔵王店 福山市 南蔵王町１－５－３５ ショッピング

hairs MARBLE 福山市 南蔵王町２－１７－８ サービス

しまなみ蔵王店 福山市 南蔵王町２－２１－３２ 飲食店

にしき堂 南蔵王店 福山市 南蔵王町２－２７－２２ 飲食店

ボントレ珈琲店 福山市 南蔵王町３－５－１５ 飲食店

オレンジ 蔵王店 福山市 南蔵王町３－９－３２ ショッピング

白十字 蔵王店 福山市 南蔵王町４－１４－８ 飲食店

虎屋本舗 蔵王店 福山市 南蔵王町４－１５－１ 飲食店

福山甲羅本店 福山市 南蔵王町５－１－８ 飲食店

炭火珈房 ピトン 福山市 南蔵王町５－１６－１９ ショッピング

福山ビッグアメリカンショップ 蔵王店 福山市 南蔵王町５－１７－３１ ショッピング

シューズ愛ランド 福山蔵王店 福山市 南蔵王町５－４－３０ ショッピング

赤から福山南蔵王店 福山市 南蔵王町５－４－３２ 飲食店

ビッグアメリカンショップ蔵王店 福山市 南蔵王町５丁目１７－３１　 ショッピング

ドルセ 南蔵王店 福山市 南蔵王町６－１２－１２ 飲食店

ワークハウス 福山蔵王店 福山市 南蔵王町６－２７－３３ ショッピング

さくら埜 福山市 城見町１丁目１－２５　 飲食店

マロンドール 福山市 多治米町１－６－１１ 飲食店

もつ鍋 佐藤 福山市 多治米町２－１３－１１ 飲食店

テトテテ 多治米店 福山市 多治米町２－１５－１３ ショッピング

サロンド アリアンツ キャナル 福山市 多治米町４－１３－１２ サービス

Dress 福山市 多治米町５－２７－２６ サービス

Petit　Charmant 福山市 大黒町１－２３　 ショッピング

あぶりん祭 福山市 川口町１－２０－５ 飲食店

カッツ 川口店 福山市 川口町４－１２－４０ サービス

うさぎや 福山南店 福山市 川口町４－２０－１７ ショッピング

囲炉裏長屋 つるべ川口店 福山市 川口町４－３－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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organo 福山市 延広町２－６ 飲食店

ホルモン焼肉ぶち 福山駅前店 福山市 延広町２－７ 飲食店

和食居酒屋手結 福山市 延広町２－８　１Ｆ 飲食店

はりま茶屋 福山市 延広町５－２５－１ 飲食店

中のせ 福山市 延広町６－１ 飲食店

軍鶏いぶし家 福山宮通り店 福山市 延広町６－３ 飲食店

肉匣 宮通り店 福山市 延広町６－８ 飲食店

鶏番長 福山市 延広町７－１０ 飲食店

アストロプロダクツ 福山店 福山市 引野町５－２３－１ ショッピング

デントリペアAi広島 福山市 御幸町上岩成６１９－４ サービス

かつや福山手城 福山市 手城町４－３３－３１ 飲食店

白十字 新市店 福山市 新市町戸手１０１３－１ 飲食店

寝具ノコダマ 福山市 新市町戸手１３３－５ ショッピング

福山 ビッグアメリカンショップ 新涯店 福山市 新涯町１－３８－１９ ショッピング

炭火焼肉 あじよし 福山市 新涯町１－４１－２１ 飲食店

ハタダ福山新涯店 福山市 新涯町１－５－４２ 飲食店

白十字 新涯店 福山市 新涯町３－２９－４ 飲食店

池口精肉店 福山市 新涯町５－３１－３９ ショッピング

旬彩酒肴 おく村 福山市 春日町１－１－４４ 飲食店

CUT’s 春日店 福山市 春日町１－１－４５　２Ｆ サービス

かつ将春日店 福山市 春日町１－１－４７ 飲食店

サルバトーレ・ベニート　福山店 福山市 春日町１丁目２１－２４　 飲食店

ステーキ懐石 都春日 福山市 春日町２－２－４３ 飲食店

コア文具 福山市 春日町５－１－２ ショッピング

啓文社 コア春日店 福山市 春日町５－１－３ ショッピング

かつや福山春日店 福山市 春日町６－１８ 飲食店

焼肉東大門 福山市 春日町６－２－２３ 飲食店

すし丸　春日店 福山市 春日町６－６ 飲食店

にく料理あぶり 福山市 春日町７－６－１７ 飲食店

よりしま 多幸半 昭和町 福山市 昭和町１－１５ 飲食店

しゃぶ吉 福山市 昭和町２－１３ 飲食店

いけの 福山市 昭和町３－２６ 飲食店

握り場 すし智 福山市 昭和町８－６ 飲食店

升屋 福山市 昭和町９－８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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都 あけぼの 福山市 曙町３－４－１２ 飲食店

炭火珈房 ピトン 曙店 福山市 曙町５－１２－１６ ショッピング

しまなみ曙店 福山市 曙町５－１２－７ 飲食店

ワークハウス 福山曙町店 福山市 曙町５－１３－１０ ショッピング

焼肉 南大門 福山市 曙町５－２６－１３ 飲食店

ART HAIR UP－PU 福山市 木之庄町３－１－１８ サービス

焼肉 漢都 福山市 木之庄町３－３－７ 飲食店

天霧川口店 福山市 東川口町４－１１－１７ 飲食店

豚珍館 福山市 東川口町４－１２－１５ 飲食店

焼肉ほんまもん福山東店 福山市 東手城町３－２６－１５ 飲食店

パリゴ福山 福山市 東桜町１－１　ｉｎｅｓＦｕｋｕｙａｍａ　１
Ｆ ショッピング

THE NORTH FACE 福山 福山市 東桜町１－１　アイネスフクヤマ　１Ｆ ショッピング

SALVATORECUOMO＆BAR福山 福山市 東桜町１－１　アイネス福山　２Ｆ 飲食店

菅波楽器 福山市 東桜町７－１ ショッピング

天霧東深津店 福山市 東深津町１－１０－１７ 飲食店

リユース工房JOY 福山店 福山市 東深津町３－２０－８ ショッピング

グリル　壱乃蔵 福山市 東町１－２－１０ 飲食店

炭焼屋　さわ田 福山市 東町１丁目５－３９　 飲食店

ブックオフ 福山松永店 福山市 松永町６－１０－４８ ショッピング

光哉 福山市 松永町６－１０－５８ 飲食店

オーガニックヘアサロン オーチェ 福山市 松浜町３－７－４２ サービス

DORAKUMUSUKO 福山市 柳津町４丁目３－８　 ショッピング

ジュンテンドー FC 水呑店 福山市 水呑町大谷３３６６－３ ショッピング

カメラのサエダ 福山沖野上店 福山市 沖野上町２－２－１３ ショッピング

晩久 福山市 沖野上町２－９－２７　１Ｆ 飲食店

肉匠坂井福山沖野上店 福山市 沖野上町５－３０－３０ 飲食店

ジュンテンド－ 沼隈店 福山市 沼隈町大字草深２０００番地 ショッピング

ライフステージ太陽 福山店 福山市 瀬戸町山北１－１ ショッピング

びっくりドンキー 福山王子店 福山市 王子町２－１４－３５ 飲食店

焼肉酒家肉匠岩本 福山市 神辺町十九軒屋１１４－１ 飲食店

お肉屋の本格焼肉　黒牛一期神辺店 福山市 神辺町十九軒屋２－１　 飲食店

開放倉庫 福山店 福山市 神辺町川南４１３－１ ショッピング

JEANSFACTORY福山店 福山市 神辺町川南５４７－３ ショッピング

焼肉まつ山 神辺店 福山市 神辺町新徳田２－２４８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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しまなみ神辺店 福山市 神辺町新徳田２－３７６ 飲食店

aquiagora 神辺店 福山市 神辺町新道上字２－１０－２６　フジグラン神
辺 ショッピング

啓文社 BOOKS PLUS 緑町 福山市 緑町１－３０　みどり町モール内 ショッピング

洋食レストラン　サンセ－ル 福山市 船町１－２４　 飲食店

鮨徳 福山市 船町３－５　パークビル　１Ｆ 飲食店

はっせい船町 福山市 船町４－６　 飲食店

膳夫高木 福山市 船町６－１０ 飲食店

すし丸　花園店 福山市 花園町１－４－１２ 飲食店

BOOK OFF 福山野上店 福山市 野上町３－５－３ ショッピング

和処なかくし 福山市 霞町１－５－３　１Ｆ 飲食店

串揚　燦燦 福山市 霞町１丁目５－１　 飲食店

福山家具センタ－ 福山市 霞町１丁目８－１７　 ショッピング

ポンパド－ル 紗 福山市 駅家町万能倉１３１４－２ ショッピング

浦上ふとん店 福山市 駅家町江良２７６－１ ショッピング

カッツ 駅家店 福山市 駅家町江良５１６－３ サービス

ease 福山西店 福山市 高西町４－３－６１ ショッピング

ジュンテンドー 竹原店 竹原市 下野町３２９３ ショッピング

てっぱんやき　千代 竹原市 中央３丁目９－３　 飲食店

業務用食品スーパー竹原店 竹原市 竹原町字下新開３５１４ ショッピング

あぶらや 竹原市 西野町１８１２－１ ショッピング

ジュンテンド－ 大崎店 豊田郡大崎上島町 中野４１００ー４ ショッピング

JA広島ゆたか 上島アグリセンター 豊田郡大崎上島町 中野４５９３ ショッピング

ユアーズ 大崎店 豊田郡大崎上島町 中野５５９１ー１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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