
安芸商工会議所

店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 分類

1 より道千里 安芸市下山57-2 0887-34-8880 11:00～16:00 水、土、日曜日 飲食店

2 薩摩屋 安芸市下山550-2 0887-35-6288 9:00～13:30 日曜日 飲食店

3 道の駅　大山 安芸市下山1400 0887-32-0506 9:00～17:00 無 飲食店

4 はたやま憩の家 安芸市畑山甲982-1 0887-34-8141 11:00～15:00 水曜日 飲食店

5 高園茶屋 安芸市土居638-1 0887-35-2572 8:00～17:00 水、木曜日 喫茶店

6 廓中ふるさと館 安芸市土居1017-1 0887-34-0701
9:00～17:00

お食事は11:00～14:30

月曜日

（祝日の場合は営業）
飲食店

7 メリーガーデン 安芸市川北甲6951 0887-32-0650
9:00～17:00

（16:30　LO)
火曜日 カフェ

8 いおき家 安芸市伊尾木60-1 0887-35-5825 10:45～14:30
月曜日

(祝日の場合は火曜休)
うどん

9 コーヒーショップニルス 安芸市花園町3-8 0887-34-2386
平日　　7:00～17:00

土日祝　7:00～19:30
第2.4.5木曜日 喫茶店

10 キッチンココー心ー 安芸市矢ノ丸1-4-40 0887-34-3314 11:30～13:30 土日祝 飲食店

11 ホテルタマイ 安芸市矢ノ丸1-6 0887-35-2111
11:00～15:00

17:00～21:00
無 ホテル・飲食店

12 ビジネスホテル弁長 安芸市矢ノ丸1-7-19 0887-34-1177
11:30～14:00

17:00～20:00
土日祝 ホテル・飲食店

13 ベークショップフジムラ 安芸市矢ノ丸4-1-11 0887-32-0277 7:00～18:00 日曜日 パン・カフェ
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14 お好み焼　りすぼん 安芸市矢ノ丸4-2-32 0887-34-1444 11:00～22:00
月曜日

(祝日の場合は火曜休)

お好み焼き

鉄板焼き

15 ｃaｇoｍ（カゴム） 安芸市矢ノ丸4-6-30 0887-34-3490 8:00～17:00 土曜日 喫茶店

16 まえだ食堂 安芸市矢ノ丸4-13-24 0887-35-2528 7:00～14:00 日、月曜日 飲食店

17 カフェレストランアップル 安芸市久世町1-8 0887-35-4281 7:30～17:30 日曜日 喫茶店

18 丸十
安芸市久世町9-20

すまいるあき3F
0887-34-8177

11:30～14:00、17:00～20:00

月火水は昼のみ営業
木曜日

お好み焼き

鉄板焼き

19 カフェあんどレストSpoon 安芸市幸町416-1　2F 080-6385-1632 7:00～15:00 月曜日 喫茶店

20 ｃaｆe　想空間 安芸市本町1-6-7 090-4975-3297 11:00～21:00 水曜日 カフェ

21 コーヒー館ジャスト 安芸市本町5-20-12 0887-35-3693 7:30～16:00 土、日曜日 喫茶店

22 禮印房 安芸市宝永町7-20 0887-34-0556
11:00～14:30

17:00～20:00
火曜日、不定休 中華料理

23 晴食堂 安芸市千歳町10-10 090-9779-6899
11:30～14:00

17:30～21:00
月曜日 飲食店

24 安芸しらす食堂 安芸市西浜3411-46 0887-34-8810 11:00～15:30（LO) 木曜日
飲食店

海産物販売

25 磯ずし 安芸市穴内乙387-1 0887-34-1418 7:00～15:30 水、木曜日 飲食店

26 国虎屋 安芸市穴内乙683-1 0887-35-3448
平日　11:00～15:00

土日祝　11:00～19:30
水曜日 うどん・そば

27 しおん 安芸市穴内乙1469 0887-37-9883 8:00～16:00 木、日曜日 喫茶店
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28 レストラン矢流 安芸市赤野甲1774 0887-35-2224
直売店　9:30～20:00

飲食　　9:30～20:00
木曜日

飲食店

スイーツ

29 手づくりチーズケーキ工房ちーず屋 安芸市矢ノ丸2-10-9 0887-35-3105 10:30～18:00 日、月曜日 スイーツ

30 洋菓子倶楽部 安芸市矢ノ丸3-2-6 0887-34-4367 10:00～18:30 火曜日、第3水曜日 スイーツ

31 ｐｅｕ　ａ　ｐｅｕ（プアプ）
安芸市染井町9-9

西野マンション
0887-37-9713 11:00～17:30 月、木曜日

カフェ

スイーツ

32 安芸グループふぁーむ 安芸市穴内乙685-2 0887-35-2620 9:00～17:30 無 アイスクリーム

33 田渕水産 安芸市千歳町1-15 0887-35-2472 9:00～19:00 無 海産物販売

34 小松海産 安芸市千歳町1-18 0887-34-1173 9:00～17:00 無 海産物販売

35 のみくい処　はっしゃん 安芸市港町1-1-8 0887-35-4323 17:00～22:00
日曜日（月曜が祝日の

場合営業、月曜休み）
居酒屋

36 白牡丹 安芸市矢ノ丸1-7-4 0887-35-2744 17:00～22:30（LO) 月曜日 居酒屋

37 弁慶 安芸市矢ノ丸1-7-4 0887-34-3896 17:30～22:30 木、日曜日 居酒屋

38 食酒家　ＫＩＴＥＮＡ 安芸市矢ノ丸3-1-7 0887-32-0228
11:30～14:00

17:30～21:30
日曜日

飲食店

居酒屋

39 どいや 安芸市矢ノ丸3-7-18 0887-34-8538 17:00～23:00 日曜日 居酒屋

40 養老乃瀧　安芸店 安芸市本町1-3-13 0887-34-4358 17:00～22:00 月曜日
飲食店

居酒屋

41 風来坊 安芸市本町1-5-18 090-5149-8669 17:00～21:30 木曜日 居酒屋
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42 居酒屋　ようちゃん 安芸市本町1-6-6 0887-34-5999 17:30～23:00 火曜日 居酒屋

43 居酒屋　遊食楽座 安芸市本町1-7-19 0887-34-1666 17:30～23:00 火曜日 居酒屋

44 伊太利亜食堂LｉｎｄａＬｉｎｄａ 安芸市本町1-9-8 0887-37-9807 18:00～22:00 不定休 洋風居酒屋

45 鉄板焼　和 安芸市本町1-14-19 090-3785-6784 18:00～24:00 月曜日
お好み焼き

鉄板焼き

46
エスカラビルディング

（non'no、後楽園、カラパラ）
安芸市本町1-7-7 0887-35-6788 12:00～24:00 無

喫茶店、カラオケ店

パブ

47 オブジェ 安芸市本町1-6-6 090-7143-2369 20:00～24:00 火、木曜日 スナック

48 さっとん 安芸市本町1-8-15 090-4507-6816 18:00～24:00
月曜日

その月の最終日曜日
スナック

49 トライ 安芸市本町1-14-22 0887-34-4211
月火水　21:00～25:00

　金土　20:00～25:00
木、日曜日 スナック

50 スナック志乃 安芸市本町2-7-17 0887-34-4234 19:30～24:00 日曜日 スナック


