【やっぱ広島じゃ割・地域観光支援割クーポン】利用可能店舗一覧（観る・遊ぶ）
地区
広島市中区
広島市中区

体験型アクティビティ
体験型アクティビティ

業種区分

店舗名・施設名
フクロウカフェ オウルドベース
弓道体験道場 射楽 SHA-RAKU

住所
広島市中区袋町1-33 4F
広島市中区大手町1丁目5-12 にしむらビル3階

広島市中区

体験型アクティビティ

みさおボディケア

広島市中区大手町３－１－３IT大手町ビル１F

広島市中区

体験型アクティビティ

譲渡型保護猫カフェ 廣島ねこ奉行

広島市中区本通1－15－301

広島市中区
広島市中区
広島市中区
広島市中区
広島市中区
広島市南区
広島市南区
広島市南区
広島市西区

体験型アクティビティ
スポーツ観戦
劇場、観覧場、映画館、演劇場
劇場、観覧場、映画館、演劇場
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
体験型アクティビティ

ひろしまきもの遊び 和の学び舎
株式会社サンフレッチェ広島
八丁座
サロンシネマ
おりづるタワー
OKOSTA
英会話＆英語でピアノ教室Choice段原店
広島温泉 瀬戸の湯(ご宿泊者専用)
広島観音マリーナ

広島市中区幟町6-11 坂田ビル2F
広島市中区大手町1-4-14
広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店8階
広島市中区八丁堀16-10 広島東映プラザビル８階
広島市中区大手町1-2-1
広島市南区松原町1-2
広島市南区段原南1丁目10-14
広島市南区元宇品町23-1 3F
広島市西区観音新町4-14-6

広島市西区

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

マリホ水族館

広島市西区観音新町4-14-35

広島市佐伯区
広島市佐伯区
広島市佐伯区
呉市
呉市
呉市

体験型アクティビティ
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
体験型アクティビティ
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
文化施設(美術館､博物館等)

湯来交流体験センター
湯来釣り堀
誠の桧湯
Diving Pro Shop NAGI
湯楽里
古代製塩遺跡復元展示館

広島市佐伯区湯来町大字多田2563-1
広島市佐伯区湯来町菅沢849-1
広島市佐伯区湯来町大字多田2666
呉市倉橋町４３２０－１
呉市広古新開3-2-28
呉市蒲刈町大浦７６４６－３

呉市

文化施設(美術館､博物館等)

呉市入船山記念館

呉市幸町4-6

三原市
尾道市
尾道市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ

白龍湖観光農園
瀬戸内案内舎たびたす
ｓｏｒａ ｓｔｕｄｉｏ＆ｇａｌｌｅｒｙ

三原市大和町大草398
尾道市瀬戸田町瀬戸田231-4
尾道市土堂2丁目1-23

尾道市

体験型アクティビティ

おのみち小物招き猫工房

尾道市東土堂町10-3

尾道市
尾道市
尾道市
尾道市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
三次市
三次市

体験型アクティビティ
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
文化施設(美術館､博物館等)
文化施設(美術館､博物館等)
劇場、観覧場、映画館、演劇場
劇場、観覧場、映画館、演劇場
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
文化施設(美術館､博物館等)
遊興施設
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

Rakuoli
尾道平原温泉 ぽっぽの湯
耕三寺博物館
平山郁夫美術館
福山エーガル８シネマズ
福山駅前シネマモード
みろくの里
フォトショップヤマモト
人生感が変わる宿 ここから
福山自動車時計博物館
Kid’ｓ US LAND 三次CCプラザ店
君田温泉 森の泉

尾道市百島町2625
尾道市平原2丁目1-33
尾道市瀬戸田町瀬戸田553-2
尾道市瀬戸田町沢200-2
福山市神辺町新道上2-10-26 フジグラン神辺3F
福山市伏見町4-33 FUJIMOTO.BKDG 1F
福山市藤江町638-1
福山市藤江町638-1
福山市鞆町３３７１
福山市北吉津町三丁目1番22号
三次市十日市中1-1-10
三次市君田町泉吉田311-3

三次市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

平田観光農園

三次市上田町11740-3

三次市
東広島市
廿日市市
廿日市市
廿日市市
廿日市市
廿日市市
廿日市市

文化施設(美術館､博物館等)
劇場、観覧場、映画館、演劇場
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ
体験型アクティビティ
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

奥田元宋・小由女美術館
T・ジョイ東広島
宮島カヤック
みやじま小町
平安衣裳・着物よそおい体験所 みやじま紅葉の賀
okeikoJapan宮島
SUP宮島
宮島写真

三次市東酒屋町10453-6
東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島 SC3F
廿日市市 宮島町 977−3
廿日市市宮島町553-40
廿日市市宮島町593-2階 表参道
廿日市市宮島町741-1
廿日市市宮島町杉之浦９７７
廿日市市宮島町１０８番地

廿日市市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

宮島伝統産業会館

廿日市市宮島町1165-9

廿日市市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

宮島水族館

廿日市市宮島町西大西町１０−３

廿日市市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

べにまんさくの湯

廿日市市宮浜温泉2丁目2-1

廿日市市

文化施設(美術館､博物館等)

宮島北大路魯山人美術館

廿日市市宮島町６０ー１

電話番号
営業時間
082-569-6296
10:00～18:00(最終受付17:00)
080-6469-0220 10時~22時
10:00～23:00
080-3890-3300
(土)10:00~21:00
【平日】12:00～20:00
082-248-6506
【土日祝】10:00～20:00
090-3373-9235 10:00～18:00
082-259-3220
9:00~18:00
082-546-1158
10:00～21:30
082-962-7772
10:00～21:30
082-569-6200
10:00~19:00
082-207-1277
10:00～20:30
050-6875-6712 12:00～21:00
082-256-1111
6:00~24:00
082-234-7710
9:00～17:00
10:00～17:00
082-942-0001
(土日祝イベント時10:00～19:00)
0829-40-6016
9:00～18:00
0829-83-0556
0829-40-6016
10:00～17:00
090-4809-5429 8:00－19:00
0823-73-1126
9:00-22:00
0823-66-1040
9:00～17:00

休業日
木(年末年始12/31～1/1)
不定休
日
元旦
水曜日
土日祝(不定休)
なし
なし
12月31日
なし
木・金
火(年末年始12/28～1/4)
マリーナホップの休館日に準ずる
月(年末年始12/29～1/3)

月(年末年始12/29～1/3)
不定休
毎週火曜日
月・火(年末年始12/27～1/7)
火(祝日の場合は翌日)
0823-21-1037
9:00～17:00
(年末年始12/29～1/3)
0847-34-0234
8:00～17:00
年末年始12/31～1/2
090-4896-6823 9:00～18:00
不定休
090-6435-1368 10:00～18:00(体験受付終了時間17:00)
水(臨時休業あり)
水・木臨時休業あり(年末年始
080-2917-7119 平日10:00~15:30土・日・祝9:30~17:00
12/29～1/2)
050-3557-9371 8:30～18:00
不定休
0848-22-4126
10:00～22:00(最終受付21:30)
年中無休
0845-27-0800
9:00～17:00
年中無休
0845-27-3800
9:00～17:00(入館は16:30まで)
無休
084-960-0507
9:00~00:20
年中無休
084-923-6800
10:00~21:00
年中無休
084-988-0001
10:00～17:00
火・水(年末年始 12/31~1/1)
090-8992-2194 10:00～16:00(土日曜日祝日10:00～17:00) 火.水(祝日の場合は営業)
084-982-2111
9:00～19:00
毎月 第2木曜日
084-922-8188
9:00～18:00
なし 年中無休
070-5450-8232 10:00～18:00
なし
0824-53-7021
10:30～20:00(19:30)
第3火曜日
10:00～17:00(3月~11月)
木・金(12月～2月末)
0824-69-2346
10:00～15:00(12月～2月)
無休(3月~11月末)
0824-65-0010
9:30-17:00
毎週水曜日
082-493-6781
上映時間に準ずる
なし
070-2809-2288 9:00-18:00
無休
090-4652-1412 10:00～19:00
火曜日(年末12/31)
0829-44-0175
予約制
不定休・予約制
0829-30-9888
10:00～16:00
不定休
070-2809-2288 9:00-18:00
無休
0829-44-2244
10:00～15:00
年中無休
月(年末・年始12/29～1/3)
0829-44-1758
8:30～17:00
月曜祝日の場合翌日
なし
9:00～17:00
0829-44-2010
(施設整備・点検のため、臨時休館あ
(最終入館16:00)
り)
毎月第3火曜日(第3火曜日が祝日
0829-50-0808
10:00～23:00
の場合は翌日が休業)
0829-78-0885
9:00~17:00(最終入館受付16:30)
年中無休

※この一覧は、各店舗がやっぱ広島じゃ割クーポン事務局に提出された登録希望店舗リストをもとに作成しています。 ※店舗毎にクーポンのご利用スタート日が異なります。ご利用の際は、店舗にご確認いただくようお願いいたします。
※表示の都合上、情報が途切れている場合がありますので、ご了承ください。また、店舗・施設の都合により営業時間や休業日が変更となる場合がございます。詳細は各店舗・施設にお問い合わせください。
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【やっぱ広島じゃ割・地域観光支援割クーポン】利用可能店舗一覧（観る・遊ぶ）
地区
安芸高田市
安芸高田市

業種区分
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

店舗名・施設名
高宮温泉たかみや湯の森
神楽門前湯治村「天然ラドン温泉岩戸屋」

住所
安芸高田市高宮町原田1787-1
安芸高田市美土里町本郷4627

電話番号
0826-59-0059
0826-54-0888

10:00～21:00
9:00～22:00

江田島市

観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

一般社団法人江田島市観光協会

江田島市江田島町中央一丁目3番10号

0823-42-4871

8:00～17:00

安芸郡府中町
安芸郡坂町
山県郡安芸太田町
世羅郡世羅町

劇場、観覧場、映画館、演劇場
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)
スポーツ観戦
観光施設(遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等)

広島バルト11
アジアンリゾート・スパシーレ
深入山グリーンシャワー
世羅高原農場

安芸郡府中町大須2-2-1 イオンモール広島府中4F
安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11
山県郡安芸太田町松原1
世羅郡世羅町別迫1124-11

082-561-0600
082-886-3345
0826-29-0211
0847-24-0014

上映時間に準ずる
24時間営業
7:00～23:00
9:00～18:00

※この一覧は、各店舗がやっぱ広島じゃ割クーポン事務局に提出された登録希望店舗リストをもとに作成しています。 ※店舗毎にクーポンのご利用スタート日が異なります。ご利用の際は、店舗にご確認いただくようお願いいたします。
※表示の都合上、情報が途切れている場合がありますので、ご了承ください。また、店舗・施設の都合により営業時間や休業日が変更となる場合がございます。詳細は各店舗・施設にお問い合わせください。

営業時間

休業日
第2火曜日
なし
月(祝日の場合は翌日休館)
(年末年始12/29~1/3)
なし
毎月第一火曜・水曜日
無し
イベント期間中無休
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