
令和元年12月1日現在

【百貨店】

店舗名 主な取扱品目

天満屋　福山店 衣料品・食料品・生活雑貨

天満屋　福山ポートプラザ店 衣料品・食料品・生活雑貨

天満屋　松永ショップ 衣料品・食料品・生活雑貨

天満屋　市役所ショップ 衣料品・食料品・生活雑貨

天満屋　寺岡病院ショップ 衣料品・食料品・生活雑貨

【総合スーパー】

店舗名 主な取扱品目

アイネスフクヤマ　

アイネスフクヤマ　ａｇｒｅａｂｌｍａｎｔ　ＭＡＲＫＥＴ レディース・メンズファッション

アイネスフクヤマ　アニメイト アニメ関連商品専門店

アイネスフクヤマ　英会話イーオン 英会話スクール

アイネスフクヤマ　Ｈ.Ｉ.Ｓ． 旅行代理店

アイネスフクヤマ　ＮＨＫ文化センター カルチャースクール

アイネスフクヤマ　キムラヤのパン ベーカリー＆サンドイッチカフェ

アイネスフクヤマ　健康壱番館 整体

アイネスフクヤマ　ＴＨＥ　ＦＬＡＧ　ＳＨＩＰＳ ものづくりセレクトショップ

アイネスフクヤマ　ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ　ＣＵＯＭＯ＆ＢＡＲ イタリアンレストラン

アイネスフクヤマ　ＳＷＩＴＣＨ　ＢＯＤＹ パーソナルトレーニングジム

アイネスフクヤマ　ＰＡＲＩＧＯＴ レディース・メンズファッション

アイネスフクヤマ　ファミリーマート コンビニエンスストア

アイネスフクヤマ　ｆｒｅｅｄｏｍ ヘアサロン

アイネスフクヤマ　フレスタおかず工房 スーパーマーケット

アイネスフクヤマ　ＶＥＩＬ ブライダルリング専門店

アイネスフクヤマ　Ｌａ.Ｆｏｌｃｈｅ アイラッシュサロン

アイネスフクヤマ　Ｌ’ａｌｌｕｒｅ　Ｐｒｉｅｒ ネイルサロン

アイネスフクヤマ　ＲＯＳＥ　ＣＬＩＮＩＣ 歯科

さんすて福山　

さんすて福山　アースミュージック&エコロジー 婦人服

さんすて福山　アモスタイル インナー

さんすて福山　阿藻珍味 海産加工品

さんすて福山　アルテミスｂｙダイアナ シューズ

さんすて福山　アワーグラス その他服飾雑貨

ふくやまプレミアム付商品券の使えるお店



さんすて福山　アンクル 酒・飲料

さんすて福山　アンディコール 婦人服

さんすて福山　居肴家　一楽 和食

さんすて福山　一刻魁堂 中華

さんすて福山　イング 婦人服

さんすて福山　インデックス 婦人服

さんすて福山　ａｕショップ 携帯電話

さんすて福山　エステール アクセサリー・貴金属

さんすて福山　ＮＢＢ 婦人服

さんすて福山　エメフィール インナー

さんすて福山　御菓子所　勉強堂 菓子・スイーツ

さんすて福山　尾道プラザ 土産物品

さんすて福山　おひつごはん四六時中 和食

さんすて福山　おみやげ街道福山店 土産物品

さんすて福山　オルビス コスメ

さんすて福山　楓乃樹 菓子・スイーツ

さんすて福山　柿安　口福堂 菓子・スイーツ

さんすて福山　ｃａｃｔｕｓ・・ｃｅｐｏ. 婦人服

さんすて福山　カジタ アクセサリー・貴金属

さんすて福山　カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 洋食

さんすて福山　キャンドゥ 100円

さんすて福山　京樽 弁当・惣菜

さんすて福山　金萬堂 菓子・スイーツ

さんすて福山　靴下屋 その他衣料

さんすて福山　Ｋｈｒｏｎｏｓ 時計

さんすて福山　桂馬 海産加工品

さんすて福山　広栄堂 菓子・スイーツ

さんすて福山　幸八 和食

さんすて福山　廣文館 書籍

さんすて福山　小魚阿も珍 和食

さんすて福山　ＧＯＨＯＢＩ 菓子・スイーツ

さんすて福山　ごまそば高田屋 和食

さんすて福山　サーテイーワンアイスクリーム 菓子・スイーツ

さんすて福山　さぼてん 和食

さんすて福山　ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ 婦人服

さんすて福山　サンマルクカフェ 喫茶・カフェ

さんすて福山　Ｊ-ＣＡＦＥ 喫茶・カフェ



さんすて福山　ｓｈｅｔｈ 婦人服

さんすて福山　シャルロット シューズ

さんすて福山　ｓｈｏｐ　ＨＡＢＡ コスメ

さんすて福山　ジョルダーノ メンズ＆レディース

さんすて福山　スーツセレクト メンズ＆レディース

さんすて福山　ＳＯＵＰ 婦人服

さんすて福山　スパック 修理

さんすて福山　スリーコインズ 300円

さんすて福山　セブンーイレブン　ハート・イン コンビニ

さんすて福山　セマンテックデザインｂｙ 紳士服

さんすて福山　ソフトバンク 携帯電話

さんすて福山　田吾 和食

さんすて福山　たごさく 弁当・惣菜

さんすて福山　Ｃｈｅｌｓｅａ 婦人服

さんすて福山　土屋 海産加工品

さんすて福山　ディッパーダン 菓子・スイーツ

さんすて福山　ディファレンス メンズ＆レディース

さんすて福山　テチチ 婦人服

さんすて福山　トゥモローランド 婦人服

さんすて福山　ドトールコーヒー 喫茶・カフェ

さんすて福山　虎屋 菓子・スイーツ

さんすて福山　Ｄｏｒｕｓｅ 菓子・スイーツ

さんすて福山　ナカシマ・オフタイム メガネ

さんすて福山　菜々彩 弁当・惣菜

さんすて福山　ｎｉｋｏ　ａｎｄ その他生活雑貨

さんすて福山　にしき堂 菓子・スイーツ

さんすて福山　パーツクラブ アクセサリー・貴金属

さんすて福山　ハートダンス アクセサリー・貴金属

さんすて福山　パープル&イエロー メンズ＆レディース

さんすて福山　ハウスオブローゼ コスメ

さんすて福山　好味香 弁当・惣菜

さんすて福山　ハナタツ 生花

さんすて福山　はなの舞 和食

さんすて福山　浜吉 弁当・惣菜

さんすて福山　ビアードパパの作り立て工房 菓子・スイーツ

さんすて福山　ビューティーアイラッシュ 理美容

さんすて福山　藤い屋 菓子・スイーツ



さんすて福山　プティフール専門店　スイーツの実 菓子・スイーツ

さんすて福山　Ｆｒａｎｃ　ｆｒａｎｃ その他生活雑貨

さんすて福山　ブルーブルーエ その他服飾雑貨

さんすて福山　マジェスティックレゴン 婦人服

さんすて福山　マツモトキヨシ ドラッグストア

さんすて福山　マリークヮント コスメ

さんすて福山　マルゴデリ 喫茶・カフェ

さんすて福山　もりせん 弁当・惣菜

さんすて福山　八十吉ラーメン 中華

さんすて福山　やまと 呉服

さんすて福山　ＵＣＣカフェプラザ 喫茶・カフェ

さんすて福山　ユナイテッドアローズ　グリーンレーベルリラクシング メンズ＆レディース

さんすて福山　ラフィネ リラクゼーション

さんすて福山　ＲｉｉｉＫａ シューズ

さんすて福山　リトルマーメイド ベーカリー

さんすて福山　リビアス 理美容

さんすて福山　ＬＯＯＫ コスメ

さんすて福山　ルピシア 菓子・スイーツ

さんすて福山　ＲＡＧＥ　ＢＬＵＥ 紳士服

さんすて福山　れすとらん四六時中 洋食

さんすて福山　ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ 婦人服

さんすて福山　ローリーズファーム 婦人服

さんすて福山　ろく丘 洋食

さんすて福山　ロペピクニック 婦人服

天満屋ハピータウンポートプラザ店 食料品・日用品・衣料品・生活雑貨

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ＲＧＭらくがき村 衣料品

天満屋ハピータウンポートプラザ店　オプティックパリミキ メガネ・補聴器

天満屋ハピータウンポートプラザ店　カジタ 宝石・貴金属

天満屋ハピータウンポートプラザ店　靴下屋 衣料品

天満屋ハピータウンポートプラザ店　クロックハウス 時計

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ケンハウス 衣料品

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ジュエリーモア 宝石・貴金属

天満屋ハピータウンポートプラザ店　デュオ 靴

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ナカムラ 靴

天満屋ハピータウンポートプラザ店　パスポート 雑貨

天満屋ハピータウンポートプラザ店　花のアラベスク 花

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ブランシェス 衣料品



天満屋ハピータウンポートプラザ店　ポンパドウル パン・飲料

天満屋ハピータウンポートプラザ店　マクドナルト 飲食

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ライトオン 衣料品

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ラパックスワールド バッグ・アクセサリー

天満屋ハピータウンポートプラザ店　ルック 化粧品

フジグラン神辺 総合スーパー

フジグラン　ｅａｒｔｈ　ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ 婦人服

フジグラン　アキアゴーラペチード 婦人服

フジグラン　アニー 飲食店

フジグラン　ＡＬｉｃｅ 衣料品

フジグラン　イーハイフンワールドギャラリー 婦人服

フジグラン　イタリアントマトカフェジュニア 飲食店

フジグラン　一鳥 飲食店

フジグラン　ＩＮＧＮＩ 婦人服

フジグラン　エーガル８シネマズ 映画

フジグラン　ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 靴

フジグラン　Ａ・Ｍ・Ｙ・Ｓ 婦人服

フジグラン　菓匠茶屋 飲食店

フジグラン　カフェエクラン 飲食店

フジグラン　カルディコーヒーファーム 食料品

フジグラン　くすりのレディ 医薬品

フジグラン　クラフトハートトーカイ 手芸・服地

フジグラン　ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ 衣料品

フジグラン　ケンタッキーフライドチキン 飲食店

フジグラン　ザ・クロックハウス 時計

フジグラン　サーティーワンアイスクリーム 飲食店

フジグラン　サックスバー カバン

フジグラン　ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ 婦人服

フジグラン　シーベレットファム 雑貨

フジグラン　ジュエリーモア 宝飾

フジグラン　ＪＩＮＳ メガネ

フジグラン　スーツセレクト 衣料品

フジグラン　スタジオアリス 子供専門写真館

フジグラン　ｓｔｕｄｉｏ　ＣＬＩＰ 雑貨

フジグラン　スペース田中 雑貨

フジグラン　スマホ修理工房 修理

フジグラン　たこ風船 飲食店



フジグラン　タリーズコーヒー 飲食店

フジグラン　ちづる 着物・宝飾

フジグラン　チャイハネ 雑貨

フジグラン　鶴の石 アクセサリー

フジグラン　Ｔ’ｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 婦人服

フジグラン　伝統の器　織部 陶器

フジグラン　天丼てんや 飲食店

フジグラン　とっぽ家 飲食店

フジグラン　トロワギャルソン　美容 美容院

フジグラン　トロワギャルソン　理容 理容院

フジグラン　ニトリデコホーム 家具

フジグラン　ニューヨーカーレディース 婦人服

フジグラン　ハクスイクリーニング クリーニング

フジグラン　パティスリー　ドルセ 食料品

フジグラン　ひごペット ペットショップ

フジグラン　ヒマラヤスポーツ スポーツ用品

フジグラン　フジカラーパレットプラザ 写真

フジグラン　フジトラベルサービス　トムズ福山営業所 旅行商品

フジグラン　ブブアブ マッサージ

フジグラン　フラワーショップ　ふじい 花屋

フジグラン　ブランシェス 子供服

フジグラン　ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ 衣料品

フジグラン　ペッパーランチ 飲食店

フジグラン　ミムラ 宝飾・時計

フジグラン　宮脇書店 書籍

フジグラン　ミョンドンヤ 飲食店

フジグラン　無印良品 衣料・雑貨・食品

フジグラン　メガネのタナカ メガネ

フジグラン　メニーナ　ミモーゾ 婦人服

フジグラン　めんた 飲食店

フジグラン　モスバーガー 飲食店

フジグラン　Ｒｉｇｈｔ－Ｏｎ 衣料品

フジグラン　リーガルシューズ 靴

フジグラン　リフォームブティック 洋服お直し

フジグラン　リペアジャパン 靴修理・合鍵

フジグラン　リンガーハット 飲食店

フジグラン　ルック 化粧品



フジグラン　ルディックパーク 婦人服

フジグラン　ＬＥＰＳＩＭ 婦人服

フジグラン　ｏｎｅ’ｓｔｅｒｒａｃｅ 雑貨

ゆめタウン　蔵王 食料品・衣料品・住居関連品

ゆめタウン　福山 食料品・衣料品・住居関連品

ゆめタウン　松永 食料品・衣料品・住居関連品

リム・ふくやま　

リム・ふくやま　アーバンマリッジ 婚活パーティー

リム・ふくやま　アスビー 総合シューズ

リム・ふくやま　ガリレア・レイノ 画材屋

リム・ふくやま　ギザギザ葉っぱ 遊戯施設

リム・ふくやま　ＫＩＭＯＮＯＹＡ　はんなり 呉服屋

リム・ふくやま　牛角 焼肉

リム・ふくやま　キロストア メンズ・レディス・ファミリー

リム・ふくやま　クイックマッサージ　ディライト マッサージ

リム・ふくやま　くまざわ書店 書店・文具

リム・ふくやま　グラム アクセサリー・雑貨

リム・ふくやま　ザ・スーツカンパニー メンズ・レディース／スーツ・カジュアル

リム・ふくやま　サイゼリヤ イタリア料理

リム・ふくやま　ざ淳 化粧品・雑貨・健康食品

リム・ふくやま　３びきの子ねこ レディス・メンズ・アクセサリー

リム・ふくやま　手芸センター　ドリーム 手芸・雑貨

リム・ふくやま　しんぐうカフェ カフェ・貸スペース

リム・ふくやま　Ｓｅｒｉａ 100円ショップ

リム・ふくやま　生タピオカ専門店　 茉莉花　 タピオカドリンク

リム・ふくやま　ナムコランド アミューズメント

リム・ふくやま　西文明堂 書道用具販売・書道教室

リム・ふくやま　ハニーズ レディス

リム・ふくやま　美容室セブンズ 美容室

リム・ふくやま　ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨

リム・ふくやま　フェミニンカフェ レディスシューズ

リム・ふくやま　保険クリニック 保険

リム・ふくやま　マックハウス カジュアル衣料

リム・ふくやま　Ｍｒ.Ｍａｘ 総合ディスカウントストア

リム・ふくやま　Ｍｉｌｉ　Ｍｉｌｉ レディースインナー

リム・ふくやま　メディカル整体院　福山 整体

リム・ふくやま　リゾート アジア料理



リム・ふくやま　ローズキャラバン レディス・ファッション雑貨

いこうスーパー 食品

ナチュラルマーケット　Ｉ.Ｋ.Ｏ　木之庄店 食品

ナチュラルマーケット　Ｉ.Ｋ.Ｏ　松永店 食品

 Ａ―プライス　福山店 食品

鮮Ｄｏ！エブリイ　伊勢丘店 食料品

ＩＫＯＣＣＡエブリイ　駅家店 食料品

生鮮＆業務スーパーエブリイ　川口店 食料品

鮮Ｄｏ！エブリイ　蔵王店 食料品

地縁エブリイ　新市店 食料品

鮮Ｄｏ！エブリイ　瀬戸店 食料品

引野新鮮市場 食料品

鮮Ｄｏ！エブリイ　本庄店 食料品

鮮Ｄｏ！エブリイ　松永店 食料品

Ｔｉｅｎｔエブリイ　緑町店 食料品

生鮮壱番館エブリイ　御幸店 食料品

㈱小田商店　駅家店 一般食品

㈱小田商店　春日店 一般食品

㈱小田商店　手城店 一般食品

オンリーワン　旭ヶ丘店 食料品

オンリーワン　駅家店 食料品

オンリーワン　沖野上店 食料品

オンリーワン　木之庄店 食料品

オンリーワン　瀬戸店 食料品

オンリーワン　千田店 食料品

オンリーワン　明王台店 食料品

オンリーワン　山手店 食料品

ザ・ビッグ　神辺店 食料品

ザ・ビッグ　新市店 食料品

ザ・ビッグ　大門店 食料品

㈱山陽マルナカ　加茂店 飲食料品・日用雑貨など

スマイルキッチン　多治米店 食品

ディオ　福山南店 食料品

㈱なかやま牧場 生鮮食料品

ハート　加茂店 生鮮食料品

ハート　神辺駅前店 生鮮食料品

ハート　木之庄店 生鮮食料品



ハート　新市店 生鮮食料品

ハート　新涯店 生鮮食料品

ハート　新徳田店 生鮮食料品

ハート　坪生店 生鮮食料品

ハート　引野店 生鮮食料品

㈱ニチエー　さんらいず店 食料品

㈱ニチエー　フードガーデン沼南店 食料品

㈱ニチエー　フードガーデン新市店 食料品

㈱ニチエー　フードガーデン瀬戸店 食料品

㈱ニチエー　フードグラン三吉店 食料品

㈱ニチエー　柳津店 食料品

㈱ハローズ　伊勢丘店 食料品

㈱ハローズ　駅家モール店 食料品

㈱ハローズ　春日店 食料品

㈱ハローズ　神辺店 食料品

㈱ハローズ　神辺モール店 食料品

㈱ハローズ　沼南店 食料品

㈱ハローズ　新涯店 食料品

㈱ハローズ　大門店 食料品

㈱ハローズ　手城店 食料品

㈱ハローズ　戸手店 食料品

㈱ハローズ　東福山店 食料品

㈱ハローズ　引野店 食料品

㈱ハローズ　緑町店 食料品

㈱ハローズ　南駅家店 食料品

㈱ハローズ　南松永店 食料品

㈱ハローズ　水呑店 食料品

㈱ハローズ　御幸店 食料品

㈱ハローズ　山手店 食料品

㈱フレスタ　おかず工房アイネス店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　北吉津店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　木之庄店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　草戸店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　蔵王店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　多治米店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

㈱フレスタ　福山三吉店 生鮮食品・加工食品・日用雑貨

フレッシュセンター　はたけやま 食品・酒・日用品



㈲安原商店 食品

山上ストアー 食品

㈲やまさきショップ　神島店 生鮮食品

ラ・ムー　松永店 食料品

【衣料・身の回り品取扱店】

店舗名 主な取扱品目

アウトレットジェイ　福山新涯店 衣料

アタック　福山店 作業服・安全靴・手袋・工具

アタックプラス　神辺店 作業服・安全靴・手袋・工具

淡路屋 衣類

今川ふとん店 寝装品

衣類移動販売　ジョイナス・ナカムラ 衣料品全般

ウエスギ　福山店 繊維製品

浦上ふとん店 寝具

㈲エフワンスコット 洋服仕立販売

エリーゼ 眼鏡・時計・ｱｸｾｻﾘｰ・販売・修理

おおぎや 衣料品

大阪屋呉服店（華工房） 洋品・雑貨

おしゃれセンター　いせき 婦人服・肌着・衣料品

学生服リユースＳｈｏｐ　さくらや福山店 学生服

鞄工房　白牡丹 カバン・バッグ・サイフ

神野ふとん店 寝具寝装品

きもの処　紅葉堂 きもの・和小物

㈲グッピー

桑田寝装㈱ 寝装寝具インテリア小売

ＣＯＣＯＲＯＮ ジュエリー

こだま制服館 学制服

ＣＯＬＬＥＴ　野上店 婦人紳士衣料品

ジーユー　ハローズ緑町店 衣料

ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　福山店 アウター・ジーンズ・Ｔシャツ

ジェムスクエア　マキ 宝飾品・時計

シューズ愛ランド　福山蔵王店 靴

シュープラザ　神辺フレスポ 靴

シュープラザ　福山 靴

ジュエリー＆ウォッチ　コパル 時計・ジュエリー販売

手芸のハグルマ 手芸材料（生地・毛糸等）



手芸の店　はぐるま 手芸材料（生地・毛糸等）

新市ショッピングプラザ　たまや 衣料品

スクールキャロッツ　曙店 学生服

スクールキャロッツ　駅家本店 学生服

スミヨシ洋品店 肌着・外装・靴下

ソーイングさえ　神辺店 婦人服

ソーイングさえ　福山店 婦人服

総合衣料　なかはま 学生服

高橋カバン店 カバン・袋物・ベルト・財布

タナカ時計店 時計・メガネ・販売

男子専科エース 紳士服・洋品

東京靴流通センター　福山緑町 靴

ＤＯＲＡＫＵＭＵＳＵＫＯ 衣料品

㈱沼本ふとん店 ふとん・毛布・枕・健康寝具

能宗呉服店 婦人服・呉服・ギフト品

能宗洋品店 婦人服衣料雑貨

㈱はやし洋品店 衣料・学生服・その他

原田眼鏡㈱ 眼鏡・補聴器

はるやま　福山沖野上店 スーツ等　衣料品

はるやま　福山店 スーツ等　衣料品

パレット　駅家店 衣料品全般

パレット　神辺店 衣料品全般

パレット　サファ店 衣料品全般

パレット　沼南店 衣料品全般

パレット　新涯店 衣料品全般

パレット　大門店 衣料品全般

パレット　みどり町店 衣料品全般

ビッグアメリカンショップ　蔵王店 衣料品等

ビッグアメリカンショップ　新涯店 衣料品等

ひろなか洋品店 学生服・婦人衣料

ファッション　フジ 衣料品・ファッション雑貨

ファッションギャラリー　かやたに 婦人服・学生服

ファミリーシューズ　さんきょう 靴・履物

フォーエル　福山店 衣料品

プチ・エンバルカ 婦人服・服飾雑貨・カラオケ衣装・インテリア小物

ブティック　マルフク 婦人服・宝飾・食品

ブランドらんど　福山本店 ブランド品・時計・宝飾・日用雑貨



㈲前岡呉服店 呉服・宝石

前田呉服店 呉服・婦人服・洋品

マックハウス　福山松永店 衣料

マルフク㈱ 婦人服・宝飾・食品

マルフク　ジョレス 婦人服・宝飾・食品

三島時計店 時計・メガネ・宝石

宮本カバン店 ランドセル・ポーター

ムッシュ　サンアイ 紳士服

メガネ２１　蔵王店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

メガネ２１　松永店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

眼鏡市場　神辺店 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

眼鏡市場　福山西新涯店 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

眼鏡市場　福山店 眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

眼鏡館 メガネ

メガネの浅井 メガネ・コンタクトレンズ

メガネの２１　新市店 メガネ・コンタクト

㈲メガネの原田 メガネ

メガネの三城　駅家店 めがね

メガネの三城　神辺店 メガネ・補聴器・サングラス・コンタクトレンズ

メガネの三城　福山川口店 メガネ・補聴器

メガネの三城　福山本店 メガネ・補聴器・サングラス

めがねのミヨシ 眼鏡

㈲めがね美誠堂 眼鏡

メンズ＆レディス　アモン 衣料品

モードこだま 婦人服

モードミシマ／ユーズヘアー 学生服・美容

モード　よしざわ 婦人服・学生服

門田商店 バッグ・カバン・婦人服・アクセサリー

山田屋洋品店 洋品・寝具・肌着

ユニクロ　福山駅家店 衣料

ユニクロ　福山新涯店 衣料

ユニクロ　福山明神店 衣料

洋服の青山　福山本店 衣料品

洋服の青山　福山御幸店 衣料品

ランジェリー　エルドシック＆クラスター ランジェリー

レディース　さとう 婦人服



【ホームセンター】

店舗名 主な取扱品目

㈱コメリ　ハードアンドグリーン新市店 園芸・金物用品

㈱コメリ　ハードアンドグリーン沼隈店 園芸・金物用品

㈱ジュンテンドー 　ＦＣ水呑店 農業・園芸用品　工具・資材・日用雑貨

㈱ジュンテンドー　沼隈店 農業・園芸用品　工具・資材・日用雑貨

DCMダイキ　北吉津店 日用品

ホームセンターコーナン　神辺店 ＤＩＹ用品・園芸・レジャー用品

ホームセンターコーナン　ＰＲＯ神辺店 ＤＩＹ用品・園芸・レジャー用品

ホームセンタータイム　多治米店 日用品

ホームプラザナフコ　駅家店 日用品・園芸用品・大工道具・インテリア

ホームプラザナフコ　新市店 日用品・園芸用品・工具・家具など

ホームプラザナフコ　松永店 日用品

ホダカ　福山店 工具・金物・作業用品

㈱ユーホー　伊勢丘店 日用品・園芸

㈱ユーホー　駅家店 日用品・園芸

㈱ユーホー　春日店 日用品・園芸

㈱ユーホー　神辺店 日用品・園芸

㈱ユーホー　瀬戸店 日用品・園芸

㈱ユーホー　福山店 日用品・園芸

㈱ユーホー　福山南店 日用品・園芸

㈱ユーホー　松永店 日用品・園芸

㈱ユーホー　緑町店 日用品・園芸

【飲食料品店】

店舗名 主な取扱品目

青木商店 食料品

阿藻珍味　東深津店 海産物加工品

阿藻珍味　銘店舎松永店　 海産物加工品

石窯パン工房　エスポワール福山店 ベーカリー

石窯パン工房　ルヴァン ベーカリー

内田進商店（内田酒店） 酒類販売

内海食品　売店 練製品・海産物

永徳寺商店 酒・食料品

㈲沖辰商店 食料品

おしとり　福山店 お弁当・お惣菜

㈱かい酒店 酒類



カナディアン バン

金島商店 飲食料品

北川店 飲食料品

㈲酒の岡本屋 酒類・食品ギフト

㈲酒のマエダ 酒

㈲酒のむらかみ 酒類・食品・飲料水

佐竹ストアー　下安井店 飲食料品店

さとうストアー 飲食料品店

山陽自動車道福山サービスエリア(下り) 食料品等

㈱三和酒店 酒類・飲料

㈲重田永楽堂 菓子

菅波酒店 酒類・食品

杉野原商店 菓子・ジュース類・乾物他

清十店 酒・食品

田中米穀店 米

㈱土屋本店　さんすて福山店 ねり物

㈱土屋本店　 鞆店 ねり物

鞆の浦　鯛匠の郷 ちくわ手握り体験・海産物加工品

鞆の浦けんちゃんのいりこ屋 ちりめん・いりこ・干えび・干いか

野島酒食料品店 酒・食料品

ハートピア　春日店 酒類

ハートピア　川口店 酒類

ハートピア　新徳田店 酒類

ハピネスリゾートギャラリー 飲料・雑貨

㈲濱岡酒店 酒

ピザ　プティギャルソン 冷凍ピザ

㈲平井商店 釣具・酒・おみやげ物

ブーランジェリーハル パン

福山サービスエリア上り線 飲食・土産品販売

Ｐｏｋａ－Ｐｏｋａ　Ｂａｋｅｒｙ パン

松林酒店 酒

満点市場　福山店 食料品

村上米穀店 米穀

㈱明乳松浦　本社 乳飲料ほか

門田ポッポ堂 駄菓子

㈲やまさきショップ本店　まかないキッチンやまさき お弁当

リカーズ　北吉津店 酒類



ル・ロックル洋菓子店 パン・ケーキ

渡辺ストアー 食料品

【家具店】

店舗名 主な取扱品目

ＡＬＧＯＲＨＹＴＨＭ 家具・インテリア雑貨

コスモインテリア 家具・インテリア

太陽家具　福山店 家具（ベッド・ソファー等）

調度品の亀川 家具・絨毯

ビッグウッド　福山店 家具・ペルシャ絨毯

ＨＯＬＭ２３０ 家具・インテリア雑貨・食品

ＭＯＥ 家具・雑貨

㈱安原商店 カーテン・ジュータン・家具

ＲＩＴＺ　ＩＮＴＥＲＩＯＲ 家具・雑貨・カーテン

【ドラッグストア】

店舗名 主な取扱品目

アリチ薬局　新徳田店 医薬品

アリチ薬局　平野店 医薬品

ウォンツ　ハピアス駅家店 医薬品・化粧品他

ウォンツ　福山伊勢丘店 医薬品・化粧品他

ウォンツ　福山駅家店 医薬品・化粧品他

ウォンツ　福山幕山店 医薬品・化粧品他

ウォンツ　福山御船店 医薬品・化粧品他

ウォンツ　福山三吉店 医薬品・化粧品他

オキノガミ薬局 医薬品・化粧品

くすりのラブ　御幸店 医療品・化粧品・日用品

㈱コスモス薬品　駅家店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　春日町店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　加茂店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　多治米店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　引野店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　福山新涯店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　福山大門店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　南松永店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　御幸店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品

㈱コスモス薬品　山手店 医薬品・化粧品・雑貨・一般食品



㈱ザグザグ　曙店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　駅家店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　神辺店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　沼南店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　新市店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　大門店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　多治米店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　福山三吉店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　松永店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　南蔵王店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　水呑店 医薬品・化粧品・日用品・食品

㈱ザグザグ　山手店 医薬品・化粧品・日用品・食品

スーパードラッグひまわり　今津店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　胡町店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　春日東店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　川北店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　神辺店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　木之庄店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　グラン春日 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　グラン松永 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　蔵王店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　サプラス緑町 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　新市店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　新涯店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　大門店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　多治米店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　手城店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　戸手店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　東福山店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　フード＆ドラッグ野上店　 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　ププレ蔵王店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　本庄店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　松浜店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　道上店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　緑町店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　水呑店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　御幸店 薬・日用雑貨など



スーパードラッグひまわり　三吉北店 薬・日用雑貨など

スーパードラッグひまわり　三吉店 薬・日用雑貨など

㈱土屋薬局　本店 薬・介護用品・健康食品

ドラッグセイムス　サファ福山店 医薬品・化粧品

ドラッグセイムス　福山柳津店 医薬品・化粧品

ヤックス　神辺店 ドラッグストア

ヤックス　手城店 ドラッグストア

ヤックス　本店 ドラッグストア

有雅堂薬局 薬・化粧品

【化粧品店】

店舗名 主な取扱品目

大塚化粧品店 化粧品・雑貨

おがわ化粧品店 化粧品・雑貨

おしゃれや 資生堂

クロロフィル蔵王美顔教室 化粧料

コスメティックハウス　みやび 化粧品

サヌキ屋 化粧品・衣料・身の回り品

ニシキ 化粧品

ノエビア　福山東販売会社 化粧品

ファシオール 化粧品・雑貨食品

ほんぐう化粧品店 化粧品

まつや　本店 化粧品・衣料他

メナード化粧品　川口ばら代行店 化粧品全般

㈱ルック　神辺フジグラン店 化粧品

㈱ルック　さんすて店 化粧品

㈱ルック　天満屋店 化粧品

㈱ルック　ポートプラザ店 化粧品

【家電販売店】

店舗名 主な取扱品目

アオヤマ　テシロ 家電販売

㈱アスポート 電化製品・電気小物

イカリ電機 家電

イケモト電気 家電販売

エサカ電器商会 電器製品

エディオン　駅家店 家電



エディオン　こんどう電器店 家電製品

エディオン　大門店 家電製品

エディオン　東福山店 家電

エディオン　福山加茂店 家電販売

エディオン　福山川口店 電気製品

エディオン　福山北店 家電

エディオン　福山西店 家電

エディオン　福山本店 家電

エディオン　山手店 家電品

MDモンデン 電気製品

岡村電器店 家電

㈲小川家電サービス 家電

㈲小川電器 家庭電化製品の販売

沖電機㈱ 家電

㈲神原電機商会 家電

㈲神原電機店 家電製品

きむらでんき 電気

ケーズデンキ　福山駅家店 家電製品

ケーズデンキ　福山店 家電製品

ケーズデンキ　福山松永店 家電製品

㈲小泉電器店 電器製品販売修理

コム立石御幸店 リフォーム・太陽光

㈲コンビ電機

㈲笹川店 家電商品・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ品

㈲佐藤電気商会 家電販売

ジョイテックいしでん 電気製品・リフォーム他

神光電機㈱ 家電

ステップアオヤマ 家電品

関戸無線電機 家電

タガシラデンキ 家電製品

㈲高屋電機サービス 家電販売

髙山産業㈱　福山支店 家電等

タジデンキ㈱　ＢＳタジ 家電

たちばな電化 家電販売

㈲近田電交社 家電

㈲近田電交社　今岡店 家電

㈱つるみ電器 パナソニック製品



デンキのフジイ 家電製品

でんきや　ダンジョー 家電品

中根電機工業㈱ 家電

ナラキデンキ 家電

㈱パナ電化（エディオン御領店) 家電

原田電化 家電

平井ミシン ミシン・縫製関連品

㈱フジイ家電 エアコン

㈲三好デンキ ｴｱｺﾝ・ﾃﾚﾋﾞ・冷蔵庫

三好無線電気商会 家電

モリ電器 家電器

山口電機 家電

ヤマダ電機　家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ　福山店 家電商品

ヤマダ電機　テックランド　福山北店 家電商品

ヤマダ電機　テックランド　福山西店 家電商品

ヤマネ電機 家電・住宅設備

山本電機㈱ 家電品

𠮷本電器店 テレビ・冷蔵庫・洗濯機

ライフ・マツカワ 家電

[ コンビニエンスストア］

店舗名 主な取扱品目

セブンイレブン　神辺上御領店 食品

セブンイレブン　神辺川南店 食品

セブンイレブン　神辺十九軒屋店 お弁当・酒・ジュース等

セブンイレブン　ハートイン　福山駅南口店 食品・雑貨

セブンイレブン　福山曙5丁目店 食品・日用品

セブンイレブン　福山今津町店 食品

セブンイレブン　福山今津7丁目店 食料品・雑貨・ドリンク

セブンイレブン　福山入船町店 食品・雑貨・酒

セブンイレブン　福山駅前店 食料品

セブンイレブン　福山沖野上2丁目店 食品・日用品

セブンイレブン　福山加茂店 食品・雑貨

セブンイレブン　福山神辺店 飲食

セブンイレブン　福山木之庄店 食品他

セブンイレブン　福山光南3丁目店 食料品

セブンイレブン　福山昭和町店 食品

セブンイレブン　福山新市戸手店 飲食料品

セブンイレブン　福山瀬戸店 食品他

セブンイレブン　福山大門7丁目店 食料品

セブンイレブン　福山宝町店 食品・雑貨

セブンイレブン　福山多治米１丁目店 飲食料店



セブンイレブン　福山道三町店 飲食料品

セブンイレブン　福山中津原堂前店 食料品

セブンイレブン　福山東川口４丁目店 飲食料店

セブンイレブン　福山東町3丁目店 食品他

セブンイレブン　福山東町店 弁当・食品・飲料・酒

セブンイレブン　福山藤江町店 飲食料品など

セブンイレブン　福山本庄店 食品・雑貨

セブンイレブン　福山御門３丁目店 食料品

セブンイレブン　福山水呑城陽店 飲食料販売

セブンイレブン　福山水呑町店 食品・雑貨・酒

セブンイレブン　福山水吞南新田店 飲食料品・酒

セブンイレブン　福山三吉町南店 飲食料品・日用雑貨など

セブンイレブン　福山柳津町店 飲食料品など

セブンイレブン　福山若松町店 食料品

ファミリーマート　駅家町江良店 生活用品

ファミリーマート　駅家町中島店

ファミリーマート　駅家万能倉店

ファミリーマート　沖野上一丁目店

ファミリーマート　神辺町川南店 食品

ファミリーマート　神辺町新湯野店

ファミリーマート　神辺町道上店 飲食料品など

ファミリーマート　新市戸手店 食品

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ　ＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 食品

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ　ＴＳＵＴＡＹＡ松永店 食品

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ　ＴＳＵＴＡＹＡ三吉店 食品

ファミリーマート　常石店

ファミリーマート　東陽台二丁目店

ファミリーマート　鞆の浦店

ファミリーマート　福山赤坂店 生活用品

ファミリーマート　福山曙五丁目店

ファミリーマート　福山曙六丁目店

ファミリーマート　福山今津町店

ファミリーマート　福山駅北口店

ファミリーマート　福山駅南店 飲食料品など

ファミリーマート　福山駅家町店

ファミリーマート　福山春日町店

ファミリーマート　福山霞町店

ファミリーマート　福山金江町店 飲食料品など

ファミリーマート　福山木之庄店

ファミリーマート　福山佐波町店 飲食料品など

ファミリーマート　福山千田一丁目店 生活用品

ファミリーマート　福山千田店

ファミリーマート　福山大門町店

ファミリーマート　福山坪生店

ファミリーマート　福山鞆町店

ファミリーマート　福山新浜町店 飲食料品など

ファミリーマート　福山西町三丁目店

ファミリーマート　福山沼隈町店

ファミリーマート　福山野上町店

ファミリーマート　福山東インター店



ファミリーマート　福山東深津町店

ファミリーマート　福山引野町店

ファミリーマート　福山松浜町店

ファミリーマート　福山水呑店

ファミリーマート　福山山手町店 飲食料品など

ファミリーマート　南手城一丁目店

ファミリーマート　三吉町四丁目店

ポプラ　福山芦田店 飲食料品・弁当･菓子他

ローソン　沖野上店 食品

ローソン　神辺上御領店 食品

ローソン　神辺十三軒屋店 食品・酒

ローソン　沼隈新川店 食品・生活用品

ローソン　福山曙店 食料品・日用品

ローソン　福山医療センター店 食品

ローソン　福山駅前店 コンビニ

ローソン　福山沖浦店 食料品・日用品

ローソン　福山春日町七丁目店 日用品・食料品

ローソン　福山上加茂店 食品・酒

ローソン　福山下加茂店 食品・酒

ローソン　福山瀬戸町店 食品

ローソン　福山千田町三丁目店 食品

ローソン　福山大門一丁目店 食料品・日用品

ローソン　福山大門店 食品

ローソン　福山田尻町店 食品・生活用品

ローソン　福山手城四丁目店 コンビニ

ローソン　福山奈良津町三丁目店 コンビニ

ローソン　福山西深津店 コンビニの商材

ローソン　福山花園町店 食品・生活雑貨等

ローソン　福山東インター店 食品

ローソン　福山引野町一丁目店 食品

ローソン　福山引野町南店 食品

ローソン　福山日吉台店 食料品・日用品

ローソン　福山平成台店 食料品・日用品

ローソン　福山松永町五丁目店 食品・日用品・雑貨他

ローソン　福山御門二丁目店 食料品・雑貨品

ローソン　福山港町店 食品・酒

ローソン　福山南蔵王町四丁目店 食品

ローソン　福山南蔵王二丁目店 食品

ローソン　福山箕沖町店 コンビニ

ローソン　福山箕島町店 食品・生活雑貨等

ローソン　福山三吉町一丁目店 日用品・食料品

ローソン　福山柳津町四丁目店 食品・生活雑貨等

【その他の小売業】

店舗名 主な取扱品目

㈲旭金属商店 刃物・金物

アシーズブリッジ　福山店 登山用品・キャンプ用品

芦品トヨペット・カープール芦品 整備・車両販売



アミーゴ　多治米店 ペットフード・用品・生体

アミーゴ　東深津店 ペットフード・用品・生体

イエローハット　福山蔵王店 カー用品

イエローハット　松永店 カー用品

池口精肉店 精肉

㈱イシイ 事務用品

石井畳店 畳

㈱井上金物店 建築金物

㈱今川茶舗 茶・茶華道具

葦陽薬品㈱ 雑貨等

㈲岩永書店 雑誌・書籍

うさぎや　福山南店 文房具

後谷仏壇店 仏壇・仏具・小物

内海㈱　駅家ＳＳ ガソリン

内海㈱　春日ＳＳ ガソリン

内海㈱　神辺ＳＳ ガソリン

内海㈱　くじらセルフ２４城東ＳＳ ガソリン

内海㈱　くじらセルフ２４引野ＳＳ ガソリン

内海㈱　光南ＳＳ ガソリン

内海㈱　新涯ＳＳ ガソリン

内海㈱　福山ＳＳ ガソリン

内海㈱　紅葉町ＳＳ ガソリン

㈱江草 植木・花

有）エネルギー精華 ガソリン

オートファイル 自動車販売・整備・レンタカー

オートフォーラム 自動車

㈱オオムラ　サラダ館柳津店 食品容器・ギフト

お菓子工房　テテ 洋菓子

岡田畳店 畳製造販売

岡田ミシン㈱ ミシン

㈱尾多賀商店 燃料

小田弘月堂 和菓子

お茶の岡田園 御茶・茶道具

お茶のたていし園  蔵王店 茶・茶道具・菓子

お茶のたていし園　本店 茶・茶道具・菓子

おみやげ街道　福山新幹線 キヨスク

オレンジ　光南店 文具事務用品



オレンジ　蔵王店 文具事務用品

カードボックス　福山店 トレカ

甲斐畳店 畳製造販売

㈲菓匠　福富東店 和菓子

㈲菓匠　福富福山天満屋店 和菓子

㈲菓匠　福富本店 和菓子

㈲菓匠　福富松永店 和菓子

㈲カスガ釣具 釣具

金丸オート 自動車販売・修理

かめや釣具㈱　サファ福山西店 釣具

かめや釣具㈱　福山店 釣具

カメラのサエダ　福山沖野上店 カメラ

クラフト桑田 陶磁器

グリーンポットふじたに 生花・雑貨

クリクラ葦陽 宅配水・雑貨等

㈱くるま生活 自動車・部品

㈱車のタンチ 自動車整備

㈱桑田製畳 畳襖障子等の張替・製造・内装工事

ｃａｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ シャワーチェア

啓文社　コア春日店 書籍・雑誌

啓文社　コア神辺店 書籍・雑誌

啓文社　コア福山西店 書籍・雑誌

啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ緑町 書籍・雑誌

啓文社ポートプラザ店 書籍・雑誌

けんたくん　イヨウ店 宅配弁当・雑貨等

ゴルフ５　福山店 ゴルフ用品等

サイクルショップ　サトウ 自転車・バイク

サイクルショップ　マツオカ 自転車・原付一種・二種バイク．セニアカー

サイクルハート　ロードバイクファクトリー 自転車・部品・ｱｸｾｻﾘｰ

サイクルブティックエース 自転車販売・修理

㈱榊原石油　神辺中央ＳＳ 燃料

坂本㈱ 米穀・燃料

㈲サカモトオート 車

迫田商店 事務用品

ＥＮＥＯＳ　柳津ＳＳ　㈱佐古田石油 ガソリン・灯油・軽油・ＬＰガス

新日本石油特約販売店　佐土井石油㈲ ガソリン他

さとう誠雅園 観葉植物・リース・販売



㈱佐藤石工苑 墓石販売

山陽石油　住吉町給油所 ガソリンなど燃料油

山陽石油　セルフ神辺給油所 ガソリンなど燃料油

山陽石油　セルフ福山平成大学前給油所 ガソリンなど燃料油

山陽石油　多治米町給油所 ガソリンなど燃料油

山陽石油　福山東インター給油所 ガソリンなど燃料油

㈱サンヨーエム 各種自動車販売修理

シスコム新市 パソコン・プリンター・周辺機器

㈲室内装飾　光成 インテリア用品

自転者ＢＯＸ　フレスポ神辺店 自転車

自転者ＢＯＸ　御門店 自転車

㈲島田モータース 自動車用品・修理・販売

書道用品専門店　寫龍 書道用品・文具他

新市車輌サービス㈲ 自動車販売・修理

新市スポーツ スポーツ用品

寝具のこだま 寝具・カーテン・カーペット

Ginger Diamond　ジンジャーダイヤモンド ジンジャーシロップ

進物のナカヤマ 贈答品全般

神癒ビリケン倶楽部 陶器・天然石

信菱液化ガス㈱　福山営業所 ガス器具

信菱液化ガス㈱　神辺営業所 ＬＰガス及び関連商品の販売

スーパースポーツ　ゼビオ　福山店 スポーツ用品

スーパーワーク　新市本店 作業用品

菅波楽器㈱ 楽器

スズキアリーナ　福山中央 自動車販売・修理

ステーショナリー　石井 事務用品

スポーツ　デポ　福山店 スポーツ用品等

スポーツの国輝堂　蔵王店 スポーツ用品全般

スポーツの国輝堂　本店 スポーツ用品全般

ＳＭＡＬＬ　ＢＡＫＥ　ＳＨＯＰ 洋菓子

ダイショク　健康家族 治療用・介護用食品

㈱大進本店　進物の大進　神辺店 食品・タオル・陶器（進物店）

㈱大進本店　進物の大進　福山店 タオル・食料品・洗剤

ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山伊勢丘店 食品・雑貨

ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山戸手店 食品・雑貨

ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山本店 食品・雑貨

ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山南蔵王店 食品・雑貨



ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山御幸店 食品・雑貨

ダイソー＆アオヤマ100円プラザ　福山三吉店 食品・雑貨

大松模型 模型

タイム　蔵王店 釣具

タイム　福山本店 釣具

タイム　松永店 釣具

タイヤ館　神辺 タイヤ

タイヤ館　引野 タイヤ

タイヤ館　福山 タイヤ

タイヤ館　福山曙 タイヤ

タイヤショップ　ビクトリー カー用品

タイヤショップ　プラスパ 自動車用品

ダイレックス　曙店 飲食料品・雑貨他

ダイレックス　引野店 飲食料品・雑貨他

ダイレックス　福山春日店 飲食料品・雑貨他

ダイレックス　福山店 飲食料品・雑貨他

ダイレックス　松永店 飲食料品・雑貨他

ダイレックス　明神店 飲食料品・雑貨他

㈱タカギ 家電・衣料・化粧品

髙野石油㈲ 石油類販売

和　髙橋陶器店 陶磁器

宝屋石油店 石油類(ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油等)

㈱田端モータース 自動車販売・修理

だるま薬局 医薬品・健康食品

茶山饅頭　総本舗　谷口屋 饅頭

茶処　茶兵衛 茶

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ　神辺店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

ＴＳＵＴＡＹＡ　三吉店 本・CD・DVD　販売及びレンタル

㈲土屋石油 ガソリン・軽油・灯油

土屋石油店 燃料油

ツネイシＣバリューズ㈱　曙町ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　駅家ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　鋼管通りＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他



ツネイシＣバリューズ㈱　大門ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　常石ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　沼隈店 新車・中古車自動車販売、車検、メンテナンス

ツネイシＣバリューズ㈱　福山ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　福山中央ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　福山店 新車・中古車自動車販売、車検、メンテナンス

ツネイシＣバリューズ㈱　ホームエネルギー部 ガス機器、家電製品類

ツネイシＣバリューズ㈱　松永南ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　港町ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

ツネイシＣバリューズ㈱　南蔵王ＳＳ 燃料油・カーメンテナンス商品他

つばめガス㈱　福山支店 LPガス・ガス器具

坪山石油店 ｶﾞｿﾘﾝ等燃料

つるやゴルフ　福山店 ゴルフ用品

㈲手創りケーキ工房　エンジェル ケーキ

Ｔｅ×ｔｅｔｅ　多治米店 アパレル他

テンテン工房 自動車販売・車検・整備・鈑金

トイザらス・ベビーザらス　福山店 玩具・ベビー用品

土居石油瓦斯㈱ 　新涯事務所 ＬＰガス販売・ガス機器販売

土居石油㈱ 　ローズガーデンＲ１８２ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン沖野上ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン新蔵王ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン坪生ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン東町ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン福山ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン南本庄ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

土居石油㈱ 　ローズガーデン箕島ＳＳ ガソリン販売・自動車部品販売

㈱東部ホンダ神辺 自動車販売・修理

㈲東洋自動車商会 新車・中古車販売、車検、修理

Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ　鋼管通りＳＳ 燃料・洗車・カーケア商品

Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅセルフ　福山東ＳＳ 燃料・洗車・カーケア商品

Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅセルフ　みどりまちＳＳ 燃料・洗車・カーケア商品

ドコモショップ　蔵王店 通信端末

ドコモショップ　サファ福山店 通信端末

ドコモショップ　福山みどり町店 通信端末

ドコモショップ　福山三吉店 通信端末

ともてつバスセンター 食料品・雑貨

㈱虎屋　曙本店 菓子



㈱虎屋　沖野上店 菓子

㈱虎屋　木之庄店 菓子

㈱虎屋　蔵王店 菓子

㈱虎屋　さんすて店 菓子

㈱虎屋　新徳田店 菓子

㈱虎屋　ポートプラザ店 菓子

㈱虎屋　松永店（＆Ｉ） 菓子

ドン・キホーテ　福山店 家電、日用雑貨品、食品、時計、ファッション用品、スポーツ・レジャー用品、その他

長坂スポーツ スポーツ用品

中原三法堂 福山川口店 仏壇・仏具・神具・墓石・寺院荘厳具

中原三法堂 福山蔵王店 仏壇・仏具・神具・墓石・寺院荘厳具

ナチュレ 洋菓子　製造・販売

ニトリ福山店 ホームファッション商品

沼隈石油　沼隈Ｓ.Ｓ 石油製品

延近自動車㈱ 自動車販売・修理

爆釣屋　広島福山店 釣具

ハタダ　福山新涯店 お菓子・タルト（贈答品等）

花結 雑貨

㈱はぶ文泉堂 文具・事務用品

バルーンショップｐｏｋｏｍｏｋｏ バルーン販売

㈲ピュアオート 自動車

ヒラモリ文具 ファイル・学習帳・印鑑

㈱備後ムラカミ 畳

フカイ福山営業所 医薬品・サプリメント

福見堂 菓子

福山ガス㈱ ガス機器

福山ガス産業㈱ ガス

㈱福山ガス　中央ショップ ガス器具

㈱福山ガス　東部ショップ ガス

福山ガスプラザ ガス機器

㈱福山楽器センター 楽器

福山自動車サービス㈲ 車検・板金　他

福山市農業協同組合　大津野ふれあい市 農協

福山市農業協同組合　川口ふれあい市 農協

福山市農業協同組合　神辺アグリセンター「ふれあい市」 農協

福山市農業協同組合　グリーン駅家店 農協

福山市農業協同組合　グリーン加茂店 農協



福山市農業協同組合　グリーン川口店 農協

福山市農業協同組合　グリーン神辺店 農協

福山市農業協同組合　グリーン神辺東店 農協

福山市農業協同組合　グリーン山南店 農協

福山市農業協同組合　グリーン新市店 農協

福山市農業協同組合　グリーン瀬戸店 農協

福山市農業協同組合　グリーン千年店 農協

福山市農業協同組合　グリーン引野店 農協

福山市農業協同組合　グリーン松永北店 農協

福山市農業協同組合　グリーン松永店 農協

福山市農業協同組合　グリーン箕島店 農協

福山市農業協同組合　グリーン宜山店 農協

福山市農業協同組合　瀬戸ふれあい市 農協

福山市農業協同組合　ＦＵＫＵＹＡＭＡふくふく市 農協

福山市農業協同組合　松永ふれあい市 農協

㈱福山タイヤ商会 タイヤ・自動車用品

㈲フジイ自動車 自動車販売・修理

㈱フタバ図書　アルティ福山本店 本・CD・ゲーム・文具・ネットカフェ・コンビニ・中古本・タリーズコーヒー

ＢＯＯＫＯＦＦ　神辺店 書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームなど

ＢＯＯＫＯＦＦ　福山野上店 書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームなど

ＢＯＯＫＯＦＦ　福山松永店 書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームなど

ブックメイト川口店 本・ＤＶＤ・雑貨等

ブックメイト神辺店 本・ＤＶＤ・雑貨等

ブックメイト蔵王店 本・ＤＶＤ・雑貨等

㈲佛誠堂 仏壇・仏具

仏壇・墓石のまつもと 仏壇・墓石・仏具

フラワーショップ　さかもと 生花

古本市場　福山曙店 ゲーム・古本・トレカ・ホビー

古本市場　福山春日店 ゲーム・古本・トレカ・ホビー

御菓子所　勉強堂　川口暢適庵 和菓子

御菓子所　勉強堂　本店 和菓子

御菓子所　勉強堂　南蔵王暢適庵 和菓子

御菓子所　勉強堂　駅家暢適庵 和菓子

御菓子所　勉強堂　戸手暢適庵 和菓子

ポイント　福山蔵王店 釣り具

毎日石油㈱　瀬戸町給油所 石油

毎日石油㈱　松浜町給油所 石油



益川自動車 自動車・自動車整備

マツダオートザム　福山南（北村自動車株式会社） 車

松永花壇 野菜・花の種と苗・鉢花

マネケン　福山 飲食

マルオ文具店 文具・事務用品

㈱丸全 金物

㈱マロンドール 洋菓子・喫茶

㈲萬生堂 本・文具

三甲野石油㈱　大橋ＳＳ ｶﾞｿﾘﾝ等燃料

三甲野石油㈱　サンフィールド駅家ＳＳ ｶﾞｿﾘﾝ等燃料

ミスタータイヤマン新生 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ

ミスターマックス新神辺店 家電・洗剤・日用品

道の駅アリストぬまくま(自由市場・レストラントコトコ)

㈲みつい園 熱帯魚・海水魚・水草・飼育器具

菓子の樹　みやもとや　駅家店 和洋菓子

菓子の樹　みやもとや　本店 和洋菓子

菓子の樹　みやもとや　松永店 和洋菓子

御幸石油㈱　グッドセルフ神辺ＳＳ 燃料

御幸石油㈱　徳田ＳＳ 燃料

御幸石油㈱　フジグラン神辺ＳＳ 燃料

御幸石油㈱　御幸ＳＳ 燃料

㈱モダン・プロ　福山店 包装資材・厨房用品

モトボックスクラブ オートバイ販売

㈱森山仏商 お線香・ローソク・仏具・仏壇

安原楽器 楽器

㈲山下畳店 畳

ヤマダ自動車㈱ 自動車販売・修理・鈑金

弓戸人形 節句人形・人形ケース

洋菓子エルヴェ 洋菓子

㈱ヨシケイ福山 食材

ラビット　福山蔵王店 中古車買取販売

ラブバイク　福山店 自転車

ディスカウント＆総合リサイクルショップ　ＲｅｕｓｅＭａｒｔ(リユース・マート） 家電・家具・工具・ブランド品他

ロジャー 作業服・作業用品

ＹＳＰ福山 オートバイ販売

和菓子　有福堂 和菓子

㈱渡邊畳店 畳



【飲食店】

店舗名 主な取扱品目

赤から　南蔵王店 焼肉・鍋

Ａｓｓｉｅｔｔｅ　ｄｅ　Ｋａｎｅｋｏ(アシェット　ド　カネコ） 飲食

味の蔵　春日店 ラーメン

味の蔵　川口店 ラーメン

博多ラーメン味の蔵　サファ福山店 ラーメン他

らーめん　あじのくら ラーメン他

天霧　駅家店 うどん

天霧　瀬戸店 うどん他

天霧　松永店 うどん他

あまぎり庵　新市店 うどん他

さぬきうどん　天霧　春日店 うどん他

さぬきうどん　天霧　川口店 うどん他

さぬきうどん　天霧　木之庄店 うどん他

さぬきうどん　天霧　東深津店 うどん他

さぬきうどん　天霧　引野店 うどん他

さぬきうどん　天霧　道上店 うどん他

さぬきうどん　天霧　南本庄店 うどん他

割烹ありやす 日本料理

いきなりステーキ　福山新涯店 ステーキ

ＩＫＥＧＵＣＨＩ　ＭＥＡＴ　ＰＵＢＬＩＣ　ＨＯＵＳＥ

居肴家　一楽 和食

イタリアン×肉バル　５２９　ＭＥＡＴ　ＢＯＸ 肉

㈱伊呂波 仕出し弁当

魚夢 ひらめとおこぜの料理

海鮮料理　魚花 海鮮料理

海上センター　うつみ荘 飲食店

うどん・そば　大隈 そば・うどん

饂飩屋　康平衛 うどん・丼物

海彦太郎 魚・野菜・酒類

梅の花　福山店 豆腐と湯葉の店

盈進学園学生食堂 学生食堂

ＡＲＥＡ　ＩＮＮ　ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ 貸部屋・料理

大阪王将　福山川口店 中華料理

大阪王将　福山平成大学前店 中華料理



大阪王将　福山南本庄店 中華料理

お好焼　かんばら お好み焼

お好み焼き　だいだい お好み焼き

お好み焼　満月 お好み焼

お好み焼　紅葉 お好み焼

お蕎麦処　大市 そば・うどん・丼もの

男寿し 寿司

(福)新市福祉会　障害者就労継続支援B型事業所　ガーデンテラス 喫茶店(飲食）・菓子販売

花月 飲食

カジトリラーメン ラーメン

かつ将　春日店 とんかつ

かつ将　神辺店 とんかつ

本家かまどや　神辺店 弁当

カラオケＢＯＸ　ＭＧ 料理・カラオケ

カルビ屋大福　福山店 焼肉

㈱餃子大学 中華料理

餃子の王将　福山駅家店 中華料理全般

餃子の王将　福山春日店 中華料理全般

餃子の王将　福山松永店 中華料理全般

魚嵐　福山港町店 飲食店　

食辛房　駅家店 焼肉

食辛房　沖野上店 焼肉

食辛房　春日店 焼肉

食辛房　サファ福山店 焼肉

串カツ田中　福山店

クロワッサン コーヒー豆

洋食工房　くつろぎ

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　サファ福山店 カレーライス

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山駅店 カレーライス

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山多治米店 カレーライス

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山東インター店 カレーライス

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山引野町店 カレーライス

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山松永店 カレーライス

カレーハウス　ココ一番屋　福山駅家町店 カレー

小魚阿も珍　駅家店 食事の提供

小魚阿も珍　川口店 食事の提供

小魚阿も珍　神辺店 食事の提供



小魚阿も珍　松永店 食事の提供

こな家 お好み焼き

さむらい本館 魚・野菜・酒類

廻鮮寿司しまなみ　曙店 回転寿司

廻鮮寿司しまなみ　神辺店 回転寿司

廻鮮寿司しまなみ　蔵王店 回転寿司

ジャーニーピザ ピザ

しんたく 中華そば

すなっく凜 飲食

ｚｏｎｏ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ー魚ときどき肉ー 料理

仕出し弁当　たかの 仕出し弁当

タリーズコーヒー　広島神辺店 コーヒー・紅茶等の飲料

中華ダイニング青冥 料理

ちんみん・二八　福山ポートプラザ店 料理

海鮮つるべ 料理

囲炉裏長屋　つるべ川口店 料理

鉄板・豆富料理　つるべ南蔵王店　 料理

鉄板Ｙａ！かわぐち 飲食

てんや　福山曙店 天丼

徳川　福山東深津店 お好み焼・鉄板焼

㈲豚珍館 とんかつ

どんどん亭　蔵王店 焼肉

中村家　伊勢丘店 ラーメン

中村家　手城店 ラーメン

にく料理　あぶり 肉

ニュートーン　モア 洋食

ヌーヴェル　ヴァーグ 店舗での料理提供・ドレッシング等販売

そば処　ぬまくま そば

タイレストラン　パーパイタイ タイ料理

白楽 和食全般

レストラン　一（はじめ） 食品

八剣伝　引野店 居酒屋（焼鳥）

八剣伝　平成大前店 居酒屋（焼鳥）

はなまるうどん　福山三吉店 うどん

和フレンチダイニング　ハルヒ 和フレンチ料理（創作料理）

棒棒　千田店 中華・ラーメン

ピッツェリア　ナポリ ピザ・パスタ



炭火珈房　ピトン　曙店 珈琲

炭火珈房　ピトン　蔵王店 珈琲

炭火珈房　ピトン　南蔵王本店 珈琲

茶店　姫谷 洋食

㈲福ちゃん 焼肉

福海 料理・弁当・折詰

福山甲羅本店 外食

福山大学　会館食堂 学生食堂

福山大学　カフェテリア爽風 学生食堂

福山大学　どん亭彩雲 学生食堂

福山大学　フーヅカフェ 学生食堂

福山平成大学　さくらＤｉｎｉｎｇ 学生食堂

ふなまちベイホール 料理・ホール

まごころ料理　ふな家 料理

ペッパーランチ　福山ゆめタウン店 ステーキ

ペッパーランチ　フジグラン神辺店 ステーキ・ハンバーグ

紅屋 麺類・ライス

ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ　福山曙店 料理

ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ　福山神辺店 料理

星乃珈琲店　福山駅家店 飲食

星乃珈琲店　福山川口店 飲食

ＢＯＮＤ ＣＡＦＥ（ボンド　カフェ） ピザ・パスタ

ポンパドール紗 ケーキ・飲食

都　あけぼの 料飲

ステーキ懐石　都　春日 料飲

ヴェルデュ　都 料飲

ごはん処　宮園 米・鶏肉

目利きの銀次　福山駅前店 魚介類

旬感食堂めるかど 料理

モスバーガー　福山春日店 ハンバーガー

モスバーガー　福山川口店 ハンバーガー

モスバーガー　福山光南店 ハンバーガー

モスバーガー　福山御幸店 ハンバーガー

モスバーガー　福山ゆめタウン店 ハンバーガー

モスバーガー　フジグラン神辺店 ハンバーガー

焼肉　一楽　福山引野店 焼肉

焼き肉　牛徳 焼き肉



やきにく　笑輔 やき肉

やきにく孫悟空　神辺店 焼肉・カラオケルーム

焼肉道場　福ちゃん　曙店 焼肉

備後焼きそば本舗　やまもと商店 焼きそば

中華そば　陽気 中華そば

ライス共和国 定食・ごはん料理・麺料理

来来亭　福山沖野上店 ラーメン

来来亭　福山蔵王店 ラーメン

ワールドビュッフェ　福山蔵王店 料理

【旅館・ホテル】

店舗名 主な取扱品目

あおいビジネスホテル 旅館・ホテル

カプセル＆サウナ　日本 入泉・宿泊サービス

福山ニューキャッスルホテル 飲食・宿泊

ホテル鷗風亭 宿泊

【理容・美容】

店舗名 主な取扱品目

本格派理容室　あかつき 理容・美容

あだち美容室 一般美容、シャンプー、化粧品

アンドコリーヌ シャンプー・カット

㈱イメージサロンカッツ　駅家店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　春日店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　川口店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　神辺店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　C２春日店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　Ｃ２三吉店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　ｖｉｄｏ店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　ミスティック宮通り店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　元町エステ店 カット・パーマなど

㈱イメージサロンカッツ　元町店 カット・パーマなど

江草理美容院 理容・美容

カンナ美容室 理容・美容

ｃｏｃｏ＊ｌａｂｏ ヘアケア用品

コリーヌ・イデア シャンプー・カット

コリーヌ・イデア（エステ） シャンプー・カット



幸子ビューティサロン 美容

はっぴー美容室 美容業

ＢＪサンティール 美容技術

㈲ビューティーエース 理容・美容

美容・エステ、総合美容室　Ｆｒｏｍ聖美 化粧品・パーマ液・カット・エステ

美容室　アドーン 理容・美容

美容室　ル・クレール 美容・化粧品など

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｍｉｅ カット・カラー・パーマ

ヘアーサロン　ミッセェル シャンプー＆トリートメント＆コンディショナー他

ヘアーサロン・タナカ 理容　美容

ヘアーサロン　安田 理容・美容

ヘアーデザイン　ロアール　元町店 美容技術

ヘアーメイクワシントン　東町店 美容全般

ヘアーメイクワシントン　南蔵王店 美容全般

ヘアデザインサロン　２４６ 理容サービス

ヘアメイク　クリア美容室 美容・化粧品

ボンド　オブ　ヘアー 美容業

メリー美容室 美容業一般

理容エキヤ 理容・美容

【クリーニング店】

店舗名 主な取扱品目

クリーニングオーライ木之庄店 一般衣類

クリーニングオーライ大門ハローズ店 一般衣類

クリーニングオーライ手城ハローズ店 一般衣類

クリーニングオーライ西新涯店 一般衣類

小柴クリーニング　福山川口店 クリーニング

小柴クリーニング　福山工場前店 クリーニング

小柴クリーニング　福山光南店 クリーニング

小柴クリーニング　福山奈良津店 クリーニング

小柴クリーニング　福山御幸店 クリーニング

小柴クリーニング　福山三吉店 クリーニング

小柴クリーニング　福山山手店 クリーニング

㈱ハクスイクリーニング　イズミ夢タウン店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　うさぎ店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　駅前店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　王子店 衣類・布団類



㈱ハクスイクリーニング　加茂店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　川口店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　北美台店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　木之庄店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　倉光店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　光南町店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　新涯店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　住吉町店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　坪生店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　手城薬局店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　戸手平田店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　南泉店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ニチエーサンライズ店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ニチエー沼南店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ニチエー新市店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ニチエー瀬戸店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ハローズ伊勢丘店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ハローズ駅家店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ハローズ神辺店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ハローズ戸手店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ハローズ南駅家店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　東町店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フジグラン神辺店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フレスタ北吉津店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フレスタ草戸店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フレスタ蔵王店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フレスタ多治米店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　フレスタ三吉店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　ポートプラザ店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　万能倉店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　南蔵王店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　宮通り店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　御幸店 衣類・布団類

㈱ハクスイクリーニング　山手工場店 衣類・布団類

㈲ホワイト急便　駅家店 クリーニング

㈲ホワイト急便　沖野上工場前店 クリーニング

㈲ホワイト急便　オンリーワン駅家店 クリーニング



㈲ホワイト急便　開原ショップ店 クリーニング

㈲ホワイト急便　春日店 クリーニング

㈲ホワイト急便　神辺ハローズ前店 クリーニング

㈲ホワイト急便　新市戸手店 クリーニング

㈲ホワイト急便　新涯ハローズ前店 クリーニング

㈲ホワイト急便　鷹取店 クリーニング

㈲ホワイト急便　田尻店 クリーニング

㈲ホワイト急便　野上店 クリーニング

㈲ホワイト急便　ハローズ南松永店 クリーニング

㈲ホワイト急便　ハローズ山手店 クリーニング

㈲ホワイト急便　東駅前店 クリーニング

㈲ホワイト急便　東手城店 クリーニング

㈲ホワイト急便　引野高屋店 クリーニング

㈲ホワイト急便　引野店 クリーニング

㈲ホワイト急便　深津工場前店 クリーニング

㈲ホワイト急便　本庄ひまわり店 クリーニング

㈲ホワイト急便　松永南店 クリーニング

㈲ホワイト急便　丸之内店 クリーニング

㈲ホワイト急便　南手城店 クリーニング

㈲ホワイト急便　ゆめタウン蔵王店 クリーニング

㈲ホワイト急便　若松店 クリーニング

【旅行業】

店舗名 主な取扱品目

アシナトランジット　観光課 観光バス

ＯＡＳＩＳ 旅行業

タシマ観光 旅行代金

㈱中国トラベル　福山支店 旅行用品

㈱中国トラベル　松永支店 旅行用品

東武トップツアーズ㈱　福山支店 海外旅行・国内旅行

鞆鉄道㈱ 旅行

㈱日本旅行　ＴｉＳ　福山支店 旅行商品

福山観光旅行㈱ 旅行商品

福山国際旅行社（㈲福山ツーリスト） 旅行

【その他のサービス業】

店舗名 主な取扱品目



アークハウス　福山 お線香・ローソク・仏具・仏壇

アークハウス　福山北 お線香・ローソク・仏具・仏壇

アーバン サービス ホームクリーニング

愛鍼灸院 はりきゅう施術

アサヒタクシー㈱ タクシー・貸切バス・車検整備

アシナトランジット　福戸橋タクシー乗り場 タクシー

アシナトランジット　福山営業所 タクシー

アシナトランジット　三吉町タクシー乗り場 タクシー

アントファクトリーＦＰ事務所 コンサルティング・セミナー開催

エンジョイパーティー 婚活パーティー主催

岡田治療院 鍼灸・マッサージ

岡山交通㈱　福山営業所（福山両備タクシーカンパニー） タクシー

㈱沖浦ゴルフセンター ｺﾞﾙﾌ練習・商品

家族治療院 シップ・コルセットなど

家族と教育を考える会 心理カウンセリング・学習塾

㈱川原内装表具店　春日店 襖・障子の張替・新調

㈲神辺ふかしな葬祭 線香・ローソク

岸本印刷　 印刷業

キャッスルボウル福山 ボウリング場

きらはうす ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・家事代行

きらめき鍼灸院(美顔鍼) 整体施術

きらめき整骨院 整体施術

きらめき整骨院　神辺院 整体施術

グリーンタクシー㈱ タクシー

健康壱番館　駅家 整体

健康壱番館　神辺 整体

健康壱番館　神辺モール 整体

健康壱番館　ハローズ戸手 整体

健康壱番館　福山 整体

コスモドライビングスクール 運転免許

下川写真館 写真撮影・データからのプリント

新市クラシックゴルフクラブ ゴルフプレー代・施設利用代

スズキオート福山㈱ 車・車検整備

スタジオ　フォトプラス　神辺店 写真

整骨院　匠 自費施術

東福山整骨院　匠 自費治療

セントラルフィットネスクラブ　福山 フィットネス、スクール指導



葬祭会館　想縁 葬祭業

葬祭ホール　天遊 お線香・ローソク・仏具・仏壇

大進創寫館　福山店 写真

宅配クック１２３　福山店 宅配弁当

田島タクシー㈲ タクシー

中央交通㈲ タクシー

中国タクシー㈱ タクシー・貸切バス

手もみ屋本舗　三吉店 リラクゼーション

トゥルースアカデミー　福山校 塾

東和交通㈱ タクシー

トータルスタジオ　フォセット福山店 写真撮影

ニコニコ観光㈱ タクシー・貸切バス

日曜治療　治療院木之庄 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう

日本カイロプラクティックセンター　神辺 施術

のだ治療院 治療

㈲長谷川写真館 撮影（写真館）

ぱるキャリアスクール パソコン教室

日の丸タクシー㈱　福山北営業所 タクシー・観光バス

㈱備後鈑金 板金塗装修理・車販売

備後老人ホーム紹介　福山 入居保証料等

ファミリーホール　天遊 お線香・ローソク・仏具・仏壇

フィットネスジム　ｗｉｎ スポーツクラブ

フォトスタジオ　ＣＲＥＡ 写真

福山エーガル８シネマズ 映画・映画グッズ・フード

福山駅前シネマモード1・２ ドリンク・映画・映画グッズ

福山オート観光 自動車整備・ガソリン

福山オートサービス㈱ 自動車整備・ガソリン

福山オートサービス㈱　皿山店 自動車整備・ガソリン

㈱福山ガス　お客さまセンター ガス器具の販売・修理

福山通運㈱　尾道支店 ギフト商品販売

福山通運㈱　福山神辺流通センター ギフト商品販売

福山通運㈱　福山北支店 ギフト商品販売

福山通運㈱　福山港流通センター ギフト商品販売

福山通運㈱　福山支店 ギフト商品販売

ふくやま発毛Ｌａｂｏ 整体施術

Ｆｒａｕ　Ｈｅｉｎｅ 家事代行サービス

Ｐｌａｔｉｎｕｍ　Ｓｔｙｌｅ　本店 整体施術



ベンリー　福山北消防署前店 生活支援サービス提供料等

ベンリー　福山東消防署前店 生活支援サービス提供料等

訪問鍼灸リハビリ　きらめきスタイル　福山拠点　 整体施術

ほぐしや　美美 マッサージ業

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　新涯校 教育サービス

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　西町校 教育サービス

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　福山春日校 教育サービス

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　御門校 教育サービス

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　南蔵王校 教育サービス

毎日個別塾　5－Ｄａｙｓ　三吉校 教育サービス

松永カントリークラブ

松永タクシー㈱ タクシー

松永ベイボウル ボウリング場

マテリアル福山 パソコン教室

三上はり灸接骨院 あん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧・鍼灸

弥勒ギャラリー道 お線香・ローソク・仏具・仏壇

㈱山高タクシー タクシー

㈱ユービーライフ 水道サービス

ユウベル　キッズランド 入場料金・お菓子などの食品

Ⅼｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ カイロプクティック

Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓａｌｏｎ　美美　南蔵王店 マッサージ業

ローズタクシー㈲ タクシー業

【その他の業種】

店舗名 主な取扱品目

㈱彩風 造園

㈱石井工務店 建築工事業

葦陽　王子中央薬局 保険調剤・一般用医薬品等

葦陽　高西薬局 保険調剤・一般用医薬品等

葦陽　ミナミ薬局 保険調剤・一般用医薬品等

葦陽　紅葉町薬局 保険調剤・一般用医薬品等

イヨウ薬局　大門店 保険調剤・一般用医薬品等

葦陽　ローズ薬局 保険調剤・一般用医薬品等

内海設備工業㈲

㈱岡崎建設

クルーズ薬局　多治米店 医薬品

グループホーム　アイケアホーム 介護



くるみ薬局 医薬品

くるみ薬局　駅家店 医薬品

高齢者専用賃貸住宅　椿 介護

佐藤住設㈱ 建設業

サンセイハウジング㈱ 建設業

サンメディカル薬局　川口店 医薬品

サンメディカル薬局　新涯店 医薬品

サンメディカル薬局　大黒店 医薬品

サンメディカル薬局　道三店 医薬品

サンメディカル薬局　東桜町 医薬品

サンメディカル薬局　松永店 医薬品

㈲三和設備 リフォーム

シニアフィットイヨウ　西深津ルーム 介護保険サービス等

シニアフィットイヨウ　明神ルーム 介護保険サービス等

小規模多機能ホーム　笑顔 介護

小規模多機能ホーム　笑顔てしろ 介護

小規模多機能ホーム　さぼく 介護

㈲菅田工務店 工務店

田口接骨院 あんま・マッサージ

田中造園 植木

デイサービスセンター　いろり 介護

デイサービスセンター　さぼく 介護

デイサービスセンター　ふぁみりぃだいもん 介護

てらおか歯科クリニック 歯ブラシ等口腔ケア用品

日本調剤　赤坂薬局 医療品

はま整骨院 医療・リラクゼーション

林原接骨院

㈲ハローホーム 住宅改修

ファーマシィ薬局あけぼの 調剤薬局

ファーマシィ薬局伊勢丘 調剤薬局

ファーマシィ薬局今津 調剤薬局

ファーマシィ薬局沖野上 調剤薬局

ファーマシィ薬局加茂 調剤薬局

ファーマシィ薬局神辺 調剤薬局

ファーマシィ薬局クレール 調剤薬局

ファーマシィ薬局国立前 調剤薬局

ファーマシィ薬局さんて 調剤薬局



ファーマシィ薬局新涯 調剤薬局

ファーマシィ薬局新徳田 調剤薬局

ファーマシィ薬局すみよし 調剤薬局

ファーマシィ薬局だいもん 調剤薬局

ファーマシィ薬局たけがはな 調剤薬局

ファーマシィ薬局野上 調剤薬局

ファーマシィ薬局松永ファミール 調剤薬局

ファーマシィ薬局南手城 調剤薬局

ファーマシィ薬局南本庄 調剤薬局

ファーマシィ薬局みのみ 調剤薬局

ファーマシィ薬局みのり 調剤薬局

福山アルミ建材㈱ 建具・硝子

㈲松川製材所 木材・建材

㈱マックハウジング ﾘﾌｫｰﾑ・建築工事

三谷建材㈱

山本建具硝子店 建具・ガラス

ユーセイ建設㈱ 一般住宅建築


