
【百貨店】

天満屋　福山店 百貨店業

天満屋　ポートプラザ店 百貨店業

天満屋　松永ショップ 百貨店業



【総合スーパー】

アイネスフクヤマ  ゴールデンケッチャップ 飲食店 アイネスフクヤマ  PARIGOT レディース、メンズウエア

アイネスフクヤマ  DANJO バック・シューズ・服飾雑貨 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  agreablmant MARKET レディース・メンズウエア 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  IMPOSTARE カフェ・ジェラテリア アイネスフクヤマ  キムラヤのパン パン屋

アイネスフクヤマ  CoCo壱番屋 カレー 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  ROSE CLINIC 歯科 アイネスフクヤマ  La.Folche まつ毛エクステ

㈱イズミ　ゆめタウン蔵王 総合スーパー ㈱イズミ　ゆめタウン松永 総合スーパー

イトーヨーカドー　福山店 総合スーパー イトーヨーカドー　セブンの美ガーデン 美容品等

イトーヨーカドー　エミーズ 衣料 イトーヨーカドー　ＴＡＮＴＡＮ 衣料

イトーヨーカドー　ラメール 衣料 イトーヨーカドー　タツミヤ 衣料

イトーヨーカドー　ジュアン 衣料 イトーヨーカドー　e・ｒ・ｇ＊ 衣料

イトーヨーカドー　ルートスター 衣料 イトーヨーカドー　グランサックス 衣料

イトーヨーカドー　ＡＢＣマート 靴 イトーヨーカドー　アカチャンホンポ 衣料、子供服

イトーヨーカドー　Ａｌｉｃｅ 下着 イトーヨーカドー　ちづる 衣料

イトーヨーカドー　無印良品 雑貨 イトーヨーカドー　クラフトハート　トーカイ 手芸

イトーヨーカドー　メガネのタナカ メガネ イトーヨーカドー　ＪＩＮＳ メガネ

イトーヨーカドー　新星堂 DVD、CD イトーヨーカドー　フォトランドトクナガ 写真

イトーヨーカドー　カルディーコーヒーファーム 飲食料品 イトーヨーカドー　リトルマーメイド 飲食料品

イトーヨーカドー　杵屋 飲食料品 イトーヨーカドー　とんかつ徳 飲食料品

イトーヨーカドー　しゃぽーるーじゅ 飲食料品 イトーヨーカドー　ファミール 飲食料品

イトーヨーカドー　芝のらーめんやさん 飲食料品 イトーヨーカドー　ドトールコーヒーショップ 飲食料品

イトーヨーカドー　モスバーガーファクトリー 飲食料品 イトーヨーカドー　築地銀だこ 飲食料品

イトーヨーカドー　リンガーハット 飲食料品 イトーヨーカドー　ポッポ 飲食料品

イトーヨーカドー　ＳＵＢＷＡＹ 飲食料品 イトーヨーカドー　サーティワンアイスクリーム 飲食料品

イトーヨーカドー　果汁工房果琳 飲食料品 イトーヨーカドー　ビューティーロアール 美容室

イトーヨーカドー　スタジオアリス 写真スタジオ さんすて福山　ａｘｅｓ　ｆｅｍｍｅ レディース

さんすて福山　Ａ・Ｊ・Ｄ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ アクセサリー さんすて福山　ｅａｒｔｈ　ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ レディース

さんすて福山　ＡＮＯＴＨＥＲ　ＳＩＤＥ　ＳＱＵＡＲＥ メンズ さんすて福山　ＡＭＯ’Ｓ　ＳＴＹＬＥ ランジェリー

さんすて福山　ａｒｔｅｍｉｓ　ｂｙ　ＤＩＡＮＡ シューズ・バッグ さんすて福山　ｕｎ　ｄｉｘ　ｃｏｒｓ レディース

さんすて福山　ＩＮＧＮＩ レディース さんすて福山　ｉｎｄｅｘ レディース

さんすて福山　ａｉｍｅｒｆｅｅｌ ランジェリー さんすて福山　ＯＲＢＩＳ　ＴＨＥ　ＳＨＯＰ コスメ

さんすて福山　ｃａｃｔｕｓ．．Ｃｅｐｏ． レディース さんすて福山　きものやまと 呉服

さんすて福山　靴下屋 靴下・タイツ さんすて福山　Ｋｈｒｏｎｏｓ 時計

さんすて福山　ＳＭ２　Ｋｅｉｔｔｉｏ レディース さんすて福山　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＳＡＮーＢ 雑貨

さんすて福山　ＴＨＥ　ＥＭＰＯＲＩＵＭ レディース さんすて福山　Ｓｈｅｔｈ レディース

さんすて福山　ＧＩＯＲＤＡＮＯ レディース・メンズ・キッズ さんすて福山　ｓｃａｒｐｅ　ｓｔａｚｉｏｎｅ シューズ

さんすて福山　ＳＯＵＰ レディース さんすて福山　３ＣＯＩＮＳ 雑貨

さんすて福山　ｓｅｍａｎｔｉｃ　ｄｅｓｉｇｎ メンズ さんすて福山　Ｃｈｅｌｓｅａ レディース

さんすて福山　ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ レディース さんすて福山　ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ レディース

さんすて福山　ｎｉｋｏ　and．．． 雑貨 さんすて福山　ＨＯＵＳＥ　ＯＦ　ＲＯＳＥ コスメ・自然派化粧品

さんすて福山　ＰＡＲＴＳ　ＣＬＵＢ　 ビーズ・パーツアクセサリー さんすて福山　ＨＡＮＡＴＡＴＳＵ 花屋

さんすて福山　Ｐｕｒｐｌｅ　＆　Ｙｅｌｌｏｗ レディース・キッズ・メンズ さんすて福山　Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ 雑貨

さんすて福山　ＰＡＧＥＢＯＹ レディース さんすて福山　ＭＡＲＹ　ＱＵＡＮＴ コスメ

さんすて福山　ｍｔｓｔｙ　ｗｏｍａｎ レディース さんすて福山　ＵＮＩＴＥＤ　ＢＥＥＳ 雑貨

さんすて福山　ＬＯＯＫ コスメ　 さんすて福山　Ｒｅｗ　ｄｅ　Ｒｅｗ レディース

さんすて福山　ＲＡＧＥ　ＢＬＵＥ メンズ さんすて福山　ＲＯＰＥ　ＰＩＣＮＩＣ レディース

さんすて福山　ＬＯＷＲＹＳ　ＦＡＲＭ レディース さんすて福山　ｏｎｅ　ａｆｔｅｒ　ａｎｏｔｈｅｒ　ＮＩＣＥ　ＣＬＡＵＰ レディース

さんすて福山　阿藻珍味 海産珍味 さんすて福山　地酒屋　アンクル 酒

さんすて福山　一刻魁堂 ラーメン さんすて福山　名代　お蕎麦処　大市 そば

さんすて福山　おひつごはん　四六時中 和食 さんすて福山　京樽 鮨

さんすて福山　金萬堂本舗 和菓子 さんすて福山　桂馬浦鉾 水産加工品

さんすて福山　廣榮堂　本店 和菓子 さんすて福山　小魚阿も珍 和食

さんすて福山　とんかつ新宿　さぼてん とんかつ さんすて福山　サーティワンアイスクリーム アイスクリーム



さんすて福山　サンマルクカフェ ベーカリーカフェ さんすて福山　四季を味わう　たごさく おこわ

さんすて福山　土屋本店 水産加工品 さんすて福山　虎屋本舗 和菓子

さんすて福山　菜々彩 惣菜 さんすて福山　にしき堂 和菓子

さんすて福山　Ｎｏｃｃａ　Ｉｔａｌｉａｎ　Ｔａｂｌｅ イタリアン さんすて福山　餃子の店　好味香 餃子

さんすて福山　花いちご フルーツショップ さんすて福山　マリオデザート スウィーツ

さんすて福山　おにぎり奉行　もりせん おにぎり さんすて福山　ＵＣＣカフェプラザ ＣＡＦＥ

さんすて福山　ルピシア 世界のお茶 さんすて福山　れすとらん四六時中 洋食

さんすて福山　アワーグラス アクセサリー・雑貨 さんすて福山　ａｕショップ モバイルフォン

さんすて福山　キャンドゥ １００円ショップ さんすて福山　ジュエリーカジタ 宝飾

さんすて福山　ＳＵＩＴ　ＳＥＬＥＣＴ メンズ・レディース・スーツ さんすて福山　ＳＰＡＣ ファッションリフォーム

さんすて福山　ソフトバンクショップ モバイルフォン さんすて福山　ディッパーダン クレープ

さんすて福山　メガネのオフタイム メガネ さんすて福山　メガネのナカシマ メガネ

さんすて福山　廣文館 ブックス さんすて福山　ＴＢＣ エステ

さんすて福山　バーン・ハナ タイ式マッサージ さんすて福山　ＲＩＢＩＡＳ 美容室

さんすて福山　Ｂｅａｕｔｙ　ｅｙｅｌａｓｈ まつ毛エクステ さんすて福山　おみやげ街道 お土産

さんすて福山　楓乃樹 和洋菓子 さんすて福山　柿安　口福堂 和菓子

さんすて福山　ＧＯＨＯＢＩ スウィーツ さんすて福山　Ｓａｍａｎｔｈａ＆ｃｈｏｕｅｔｔｅ　ｇａｌｌｅｒｙ レディース・雑貨

さんすて福山　Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｄｏｒｕｓｅ スウィーツ さんすて福山　ビアードパパの作りたて工房 シュークリーム

さんすて福山　御菓子処　勉強堂 和菓子 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　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｅｒｍａｉｄ ベーカリーカフェ さんすて福山　Ｊ－ＣＡＦＥ カフェ

さんすて福山　いろはのゐ すし・ろばた さんすて福山　瀬戸内小魚　海の幸八 瀬戸内小魚

さんすて福山　お好み焼き田吾 お好み焼き・鉄板焼き さんすて福山　ドトールコーヒー カフェ

さんすて福山　博多一番どり 居酒屋 さんすて福山　海鮮居酒屋　はなの舞 海鮮居酒屋

さんすて福山　ミスタードーナツ ドーナツ さんすて福山　八十吉　ラーメン ラーメン

天満屋ハピータウンポートプラザ　不二家　 ケーキ 天満屋ハピータウンポートプラザ　ポンパドウル パン

天満屋ハピータウンポートプラザ　ビビンバ大王 飲食店 天満屋ハピータウンポートプラザ　ハッシュアッシュ 服

天満屋ハピータウンポートプラザ　マクドナルド 飲食 天満屋ハピータウンポートプラザ　デュオ 靴

天満屋ハピータウンポートプラザ　㈱ナカムラ 靴 天満屋ハピータウンポートプラザ　こどもや こども用品

天満屋ハピータウンポートプラザ　ザ・クロックハウス 時計 天満屋ハピータウンポートプラザ　パスポート 雑貨

天満屋ハピータウンポートプラザ　ガイコレック メンズカジュアル 天満屋ハピータウンポートプラザ　20/20　twenty 婦人服

天満屋ハピータウンポートプラザ　メトリーゼ・スコットクラブ 婦人服 天満屋ハピータウンポートプラザ　メヌエットドゥ 衣服

天満屋ハピータウンポートプラザ　ケンハウス 紳士服 天満屋ハピータウンポートプラザ　コラージュ 衣服他

天満屋ハピータウンポートプラザ　ライトオン 衣服他 天満屋ハピータウンポートプラザ　パラフェナリア　靴下屋 靴下

天満屋ハピータウンポートプラザ　イルーシー300 雑貨 天満屋ハピータウンポートプラザ　RGM らくがき村 雑貨

天満屋ハピータウンポートプラザ　鈴丹（ルシカ） 衣服 天満屋ハピータウンポートプラザ　ブランシェス 衣服

天満屋ハピータウンポートプラザ　モーツアルト ケーキ 天満屋ハピータウンポートプラザ　ルック 化粧品

天満屋ハピータウンポートプラザ　キデイランド キャラクター雑貨 天満屋ハピータウンポートプラザ　オプティックパリミキ 衣服

天満屋ハピータウンポートプラザ　梶田時計店 時計 天満屋ハピータウンポートプラザ　フジカラー 写真

天満屋ハピータウンポートプラザ　ハクスイ クリーニング・他 天満屋ハピータウンポートプラザ　啓文社 本

天満屋ハピータウンポートプラザ　ジュエリー　モア ジュエリー 天満屋ハピータウンポートプラザ　ママイクコ 雑貨

天満屋ハピータウンポートプラザ　アナヒータストーンズ 雑貨 天満屋ハピータウンポートプラザ　オンデーズ 衣服

フジグラン神辺　食品館 食料品 フジグラン神辺　生活館 衣料品・住宅関連品

フジグラン神辺　メガネのタナカ 眼鏡 フジグラン神辺　ヒマラヤ スポーツ用品

フジグラン神辺　おむらいす亭 飲食（オムライス） フジグラン神辺　イーハイフン　ワールドギャラリー レディスファッション

フジグラン神辺　CONTRAIL レディスファッション フジグラン神辺　元気堂 マッサージ

フジグラン神辺　メニーナ　ミモーゾ レディスファッション フジグラン神辺　TSUTAYA 書籍・CD

フジグラン神辺　サーティーワンアイスクリーム アイスクリーム フジグラン神辺　GU ファミリーファッション

フジグラン神辺　シルバーボックス アクセサリー フジグラン神辺　ネイルサロン　プリエ ネイル

フジグラン神辺　カフェ　エクラン 喫茶 フジグラン神辺　アキアゴーラペチード レディスファッション

フジグラン神辺　ケンタッキーフライドチキン 飲食（フライドチキン） フジグラン神辺　ぐらんの湯 温浴

フジグラン神辺　エミーズ レディスファッション フジグラン神辺　アリス レディスインナー

フジグラン神辺　鶴の石 アクセサリー フジグラン神辺　フィッタ スポーツクラブ

フジグラン神辺　マリアマリア 雑貨 フジグラン神辺　とっぽ家 惣菜

フジグラン神辺　タリーズコーヒー 喫茶 フジグラン神辺　ミムラ ジュエリー



フジグラン神辺　無印良品 雑貨 フジグラン神辺　any FAM any sis ファミリーファッション

フジグラン神辺　グローバルワーク ファミリーファッション フジグラン神辺　ニューヨークタイムス シューズ

フジグラン神辺　オリーブ　デ　オリーブ レディスファッション フジグラン神辺　ジ・エンポリアム レディスファッション

フジグラン神辺　ザ・ショップTK メンズファッション フジグラン神辺　ルック 化粧品

フジグラン神辺　ブランシェス キッズファッション フジグラン神辺　ABC－MART シューズ

フジグラン神辺　ピンキーベル 婦人ソックス フジグラン神辺　INGNI レディスファッション

フジグラン神辺　ニューヨーカー　ｂｙ　ケンハウス レディスファッション フジグラン神辺　ヴィレッジッヴァンガード 雑貨

フジグラン神辺　ハクスイクリーニング クリーニング フジグラン神辺　フラワーショップ　ふじい 生花

フジグラン神辺　カルディコーヒーファーム コーヒー・食品 フジグラン神辺　トロワギャルソン（美容室） 美容室

フジグラン神辺　トロワギャルソン（理容室） 理容室 フジグラン神辺　手づくりの店　ほっと 雑貨

フジグラン神辺　ペッパーランチ 飲食（ステーキ他） フジグラン神辺　モスバーガー 飲食（ハンバーガー）

フジグラン神辺　千房 飲食（お好み焼） フジグラン神辺　パティスリー　ドルセ 洋菓子

フジグラン神辺　イタリアントマト　カフェジュニア 飲食（イタリアン） フジグラン神辺　クラフトハート　トーカイ 服地・手芸品

フジグラン神辺　ちづる 呉服 フジグラン神辺　JINS 眼鏡

フジグラン神辺　リペアジャパン 合鍵・革製品修理 フジグラン神辺　じゃんじゃか 飲食（焼肉）

フジグラン神辺　レインボー 雑貨 フジグラン神辺　ライトオン ファミリーファッション

フジグラン神辺　リフォームブティック 洋服補正 フジグラン神辺　スタジオアリス フォトスタジオ

フジグラン神辺　ブリックハウス　ｂｙ　東京シャツ メンズ・レディスシャツ フジグラン神辺　ハッシュアッシュ レディス・キッズファッション

フジグラン神辺　たこ風船 飲食（たこ焼き） フジグラン神辺　織部 和雑貨

フジグラン神辺　メディコ21 ドラッグストア・化粧品 フジグラン神辺　お茶の宇治園 お茶

フジグラン神辺　サックスバー バッグ・小物 フジグラン神辺　蔵之助 雑貨・ファッション

フジグラン神辺　マクドナルド ハンバーガー フジグラン神辺　フジカラーパレットプラザ DPE

フジグラン神辺　エステール ジュエリー フジグラン神辺　ザ・クロックハウス 時計

フジグラン神辺　リシェリエ レディスファッション フジグラン神辺　シーべレットファム 雑貨

フジグラン神辺　モーツアルト 洋菓子 フジグラン神辺　タイトーステーション ゲームセンター

フジグラン神辺　菓匠茶屋 飲食（和菓子） フジグラン神辺　リンガーハット 飲食（ちゃんぽん）

フジグラン神辺　菓子の樹　みやもとや 和菓子 フジグラン神辺　雅屋 飲食（すき焼き・しゃぶしゃぶ）

フジグラン神辺　スーツセレクト メンズビジネス フジグラン神辺　リトファン　イタリアーノ 飲食（イタリアン）

フジグラン神辺　めんた 飲食（うどん） フジグラン神辺　とっさんラーメン 飲食（ラーメン）

フジグラン神辺　ミョンドンヤ 飲食（ビビンパ） フジグラン神辺　アニー 飲食（クレープ・デザート）

リムフクヤマ　ミスターマックス 総合ディスカウントストア リムフクヤマ　サイゼリア 飲食店

リムフクヤマ　アロマブルーム 生活雑貨 リムフクヤマ　ハニーズ　 レディス

リムフクヤマ　3can4on レディス・キッズ・雑貨 リムフクヤマ　くまざわ書店 書店・文具

リムフクヤマ　コムサスタイル ファミリー リムフクヤマ　anySiS/Feroux レディス

リムフクヤマ　ジュエリーKANDA ジュエリー＆ウォッチ リムフクヤマ　G・F・C/Jinnee レディス

リムフクヤマ　DEEP レディス リムフクヤマ　3びきの子ねこ レディス・メンズ・アクセサリー

リムフクヤマ　Seria 100円ショップ リムフクヤマ　ZAKKAMURA ファッション雑貨

リムフクヤマ　アスビー 総合シューズ リムフクヤマ　フェミニンカフェ レディスシューズ

リムフクヤマ　ラパックス バッグ・小物 リムフクヤマ　socks plus ソックス・インナー・ファッション雑貨

リムフクヤマ　メディカル整体院福山 整体 リムフクヤマ　クイックマッサージ　ディライト クイックマッサージ

リムフクヤマ　SO SMART レディス（Sサイズ） リムフクヤマ　エステティックriri 脱毛専門サロン

リムフクヤマ　手芸センター　ドリーム 手芸・雑貨 リムフクヤマ　ローズキャラバン レディス・ファッション雑貨

リムフクヤマ　VILLAGE VANGUARD 書籍・雑貨 リムフクヤマ　THE SUIT COMPANY メンズ・レディス・スーツ・カジュアル

リムフクヤマ　JEANS SHOP No.2 メンズカジュアル リムフクヤマ　Gram メンズ・レディスファッション雑貨

リムフクヤマ　GROOVY メンズ・レディス リムフクヤマ　キロストア メンズ・レディス

リムフクヤマ　ナフコ　TWO-ONE STYLE 家具＆ホームファニシング リムフクヤマ　ギザギザ葉っぱ 遊戯施設

リムフクヤマ　リゾート アジア料理 リムフクヤマ　プ二 パンケーキ

リムフクヤマ　牛角 焼肉 リムフクヤマ　美容室セブンズ 美容室

ナチュラルマーケットイコウ 食品・雑貨 いこうさんのお店 食品・雑貨

いこうスーパー 食品・雑貨 Ａプライス福山店 食料品小売

Tientエブリイ　新市店 スーパー 生鮮＆業務スーパーエブリイ　川口店 スーパー

生鮮壱番館エブリイ　蔵王店 スーパー 生鮮壱番館エブリイ　松永店 スーパー

生鮮壱番館エブリイ　御幸店 スーパー 鮮Do！エブリイ　伊勢丘店 スーパー

鮮Do！エブリイ　本庄店 スーパー Tientエブリイ　緑町店 スーパー



引野新鮮市場 スーパー エム・バリュー　多治米店 食料品・日用雑貨

オンリーワン　旭ヶ丘店 飲食料品 オンリーワン　駅家店 飲食料品

オンリーワン　沖野上店 飲食料品 オンリーワン　木之庄店 飲食料品

オンリーワン　瀬戸店 飲食料品 オンリーワン　千田店 飲食料品

オンリーワン　明王台店 飲食料品 オンリーワン　山手店 飲食料品

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 食料品

㈱サンワ・生鮮館㈱三和スーパー 総合食品 生鮮食品　おだ　駅家店 スーパー

生鮮食品　おだ　春日店 スーパー 生鮮食品　おだ　手城店 スーパー

セルコ　鞆店 生鮮 ニチエー　柳津店 スーパー

ニチエー　さんらいず店 スーパー フードガーデン　ニチエー新市店 スーパー

フードガーデン　ニチエー沼南店 スーパー ハート　加茂店 スーパー

フードガーデン　ニチエー瀬戸店 スーパー ハート　新市店 スーパー

ハート　神辺駅前店 スーパー ハート　新徳田店 スーパー

ハート　新涯店 スーパー ハート　引野店 スーパー

ハート　坪生店 スーパー ㈱ハローズ　駅家モール店 食料品

㈱ハローズ　伊勢丘店 食料品 ㈱ハローズ　神辺店 食料品

㈱ハローズ　春日店 食料品 ㈱ハローズ　沼南店 食料品

㈱ハローズ　神辺モール店 食料品 ㈱ハローズ　大門店 食料品

㈱ハローズ　新涯店 食料品 ㈱ハローズ　戸手店 食料品

㈱ハローズ　手城店 食料品 ㈱ハローズ　引野店 食料品

㈱ハローズ　東福山店 食料品 ㈱ハローズ　南駅家店 食料品

㈱ハローズ　緑町店 食料品 ㈱ハローズ　水呑店 食料品

㈱ハローズ　南松永店 食料品 ㈱ハローズ　山手店 食料品

㈱ハローズ　御幸店 食料品 フレスタ　北吉津店 スーパー

フレスタ　　おかず工房アイネス店 スーパー フレスタ　　草戸店 スーパー

フレスタ　　木之庄店 スーパー フレスタ　　多治米店 スーパー

フレスタ　　蔵王店 スーパー フレスタ　　松永店 スーパー

フレスタ　福山三吉店 スーパー マックスバリュー　春日店 食料品

マイショップ　金堀店 食料品（野菜、肉、魚他） やまさきショップ　神島店 食品

山上ストアー 食料品・雑貨 ミスターマックス　新神辺店 食品、日用雑貨、家電、衣料

コープハモンズ食彩館 食料品、日用雑貨 ラム―　松永店 食料品、日用雑貨

㈲富久松 食料品 ㈱内海屋商店 食料品、日用雑貨、小売

ディオ　福山南店 食料品、日用雑貨



【衣料・身の回り品取扱店】

宝石・貴金属の麻生 宝石・貴金属 メガネ・補聴器の麻生 メガネ、補聴器

創作のきもの　あづまや 着物 メンズ＆レディス　アモン 衣料品

淡路屋 衣料品、寝具 井上呉服店 呉服

イワイテイラー 洋服販売 ウエスギ　福山店 実用衣料

ランジェリーエティック 婦人下着衣料他 ㈲エフワンスコット 洋服仕立販売

エルドシック 婦人服、下着の小売 ㈲おおぎや 衣料

大阪屋 寝具と衣料 おしゃれセンターいせき 婦人服

掛谷呉服店 呉服、工芸 ㈱このみ屋呉服店 呉服、衣服、小物

ファッションギャラリー　かやたに 婦人服 川本商店(川本呉服店） 呉服全般

靴のヒラタニ 靴・履物 ㈲グッピー 婦人服・下着・くつ

きもの処　紅葉堂 着物・和装小物 ココナッツ 衣類

㈱ココマツハマ 婦人服、バッグ、宝石、紳士服 Ｃ　＆　Ｆ 婦人服、バッグ小売

シューズ愛ランド　福山蔵王店 靴 ジュエリーＪｕｎｏ ジュエリー

Ｊｏｙ　マツヤ 婦人服・小売 ㈲職人の店 作業用品

ジョスリン・オガワ 衣料品他 新市ショッピングプラザ　たまや 衣料

Scarpe 靴 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 スクールキャロッツ駅家本店・曙店・ 学生服

㈱鈴花福山店 呉服、宝石、毛皮、バッグ、洋服 スミヨシ洋品店 衣料品、洋品雑貨

ぜにまん呉服店 呉服、小物 ㈲ソーイングさえ福山店 婦人服

㈲ソーイングさえ神辺店 婦人服 タカギ 衣料品

高橋カバン店 カバン　袋物　ハンドバッグ ダン 婦人服

男子専科エース 衣料品、紳士服販売 ＤＥＥＰ駅前店 婦人服・小物

ディスカウントショップ　フジ 作業服　他 ＤＯＲＡＫＵＭＵＳＵＫＯ 衣料品、雑貨

徳永呉服店 呉服販売・貸衣装 時計・宝石のマキ 宝飾品

総合衣料　なかはま 学生服・肌着 足と靴のナカムラ　天満屋ハピータウンポートプラザ店 靴

㈱ナカムラ　天満屋1F　婦人靴売り場 婦人服 ㈱ナカムラ　天満屋5F　紳士靴売場 紳士服

中村小売部 婦人服小売 中山呉服店 衣料品

ニューヨークタイムス　フジグラン神辺店 靴 能宗呉服店　天満屋新市ギフトショップ 婦人服、インテリア、進物

能宗洋品店 婦人用品 幟屋 バッグ、ポーチ他

カバン、バッグ　ＨＡＫＵＢＯＴＡＮ カバン、バッグ ㈱はやし洋品店 衣料品

パレット　アクト神辺店 衣料品 パレット　ハモンズ店 衣料品

パレット　サファ店 衣料品 パレット　沼南店 衣料品

パレット　新涯店 衣料品 パレット　大門店 衣料品

ひつじや洋装店 衣料関係 ひろなか洋品店 衣料・身の回り品

ファッション　フジ 婦人衣料 ファッションハウス　コットン 衣料品、小中学校の制服

ファミリーシューズ　さんきょう 靴、履物全般 ファミリーファッション　プロムナ 婦人衣料品

puchi EMBARCA 　プチ　エンバルカ 衣類 ブティック・フローレンス 婦人服　小物

ブティッククラスター 婦人服、下着の小売 ブティックＭａｒｕｆｕｋｕ ブティック

古川帽子店 帽子 帽子のマルシン 帽子

ホルス　ワークス 衣料品 マーヤ 婦人服・雑貨

㈲前岡呉服店 呉服・着物 前田呉服店 呉服　婦人服　洋品

ジュエリーＪｕｎｏ ジュエリー ブティックＭａｒｕｆｕｋｕ ブティック

Ｍａｒｕｆｕｋｕ　Jaures 婦人服 マルフク　美と健康事業部　愛菜連 健康関連商品

水元呉服貸衣装店 呉服販売・貸衣装 MINORU ミノル 婦人服

みやび　福山店 呉服 宮本カバン店 カバン・ランドセル

めがね美誠堂 眼鏡・補聴器 モード　しもみや 婦人服、総合衣料、小売

モード・ミシマ 婦人服・学生服 ㈱モードこだま 駅前店ＪＯＬＩこだま 婦人服・雑貨小売り

㈱モードこたま 本通店こだま制服館 婦人服・雑貨小売り モードよしざわ 衣料身の回り品取扱店

モリチカ 衣料品 もり本呉服店 呉服

ＭＯＬＯＴＯＶ　ＣＯＣＫＴＡＩＬ 衣類、小物 ＭＯＮ　ＮＡＫＡＭＵＲＡ 婦人服・服飾雑貨

衣料百貨　やまさき 婦人衣料・各種肌着 山田屋洋品店 洋品・寝具・小売

㈲優美苑 呉服、宝石、バッグ 洋服の青山　福山本店 メンズ・レディース衣料

洋服の青山　福山御幸店 メンズ・レディース衣料 よしかや 婦人服



ランジュ蔵王店 婦人用品 ランジュ駅前店 婦人用品

リーガルシューズ　天満屋ハピータウンポートプラザ店 靴 リーガルシューズ　フジグラン神辺店 靴

レディス　さとう 衣料品　小売 アウトレットショップ　ろけっと 女性服、男性服、子供服、雑貨

School Wear クリーク 学生服 中山洋品店 衣類

キャラジャ　福山王子店 カジュアル衣料品 キャラジャ　福山御幸店 カジュアル衣料品

紳士服はるやま　福山店 衣料品 紳士服はるやま　福山沖野上店 衣料品

松岡呉服店 呉服・衣料 アタックプラス　神辺店 作業服、手袋、安全靴、洋品

アタック　福山店 作業服、手袋、安全靴 かんの呉服店 衣類

Sheep Cloud 婦人服 ㈱ノソウ 衣料品

茶屋呉服店 衣料品、寝具 コレット　野上店 衣料品

ビアンコ 衣料品 山口商店 婦人服

ユニクロ　福山明神店 衣料 ユニクロ　福山新涯店 衣料

ユニクロ　福山駅家店 衣料 ふくや　アダチ 婦人服

婦人服　四つ葉のクローバー 婦人服、紳士服 マックハウス　福山蔵王 衣類、生活雑貨

アウトレットＪ　福山新涯 衣類、生活雑貨 マックハウス　福山松永（ＣＳ） 衣類、生活雑貨

マックハウス　フレスポ神辺（ＣＳ） 衣類、生活雑貨 やまもと商店 婦人服、学生服

レディハウス王子 衣料品 デュード 婦人服

ビッグアメリカンショップ　新涯店 衣料品等の小売 さとう呉服店 洋服、呉服

ビッグアメリカンショップ　蔵王店 衣料品等の小売 ヌーストーリー レディスファッション



【ホームセンター】

コメリハード＆ブリーン新市店 ホームセンター コメリハード＆グリーン沼隈店 ホームセンター

㈱ジュンテンドー　FC水呑店 ホームセンター ㈱ジュンテンドー　沼隈店 ホームセンター

タイム　多治米店 ホームセンター ＤＣＭダイキ北吉津店 ホームセンター

ホームプラザ　ナフコ  新市店 ホームセンター ホームプラザ　ナフコ　松永店 ホームセンター

ホームプラザ　ナフコ　駅家店 ホームセンター ㈱ユーホー　伊勢丘店 ホームセンター

㈱ユーホー　駅家店 ホームセンター ㈱ユーホー　春日店 ホームセンター

㈱ユーホー　神辺店 ホームセンター ㈱ユーホー　瀬戸店 ホームセンター

㈱ユーホー　福山店 ホームセンター ㈱ユーホー　福山南店 ホームセンター

㈱ユーホー　松永店 ホームセンター ㈱ユーホー　緑町店 ホームセンター



【飲食料品店】

㈲青木商店 飲食料品 青山酒店 酒類

朝日三光堂 飲食料品 ㈲池田酒店 飲食店料品店

内田進商店 酒 永徳寺商店 酒・食料品

㈲沖辰商店 果物、野菜 北川店 食品小売業

国岡酒・食料品店 酒類、食料品小売 小林酒販売㈱ 酒類、食品

桜　岡﨑商店 食料品、ジュース、菓子 酒の岡本屋 酒、食料品、ギフト商品

㈲酒のマエダ 酒類、食品 ㈲酒のむらかみ 酒類・飲料・食品

酒のワタナベ 酒類 佐竹ストアー下安井店 鮮魚、青果

さとうストアー 飲食料品・酒 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 和菓子　最中

下江酒店 酒 自由市場 魚、野菜、加工品

食は生命なり 米　食品 菅波酒店 酒

杉野原商店 食料品、小売 清十店 食料品

田中商店 食料品、酒類 田中米穀店 米穀類

チェントロ　べリタリア オリーブオイル　イタリア食材　他 土屋商店 食糧品　日用品　雑貨

中奥商店 食料品 鞆肥後屋 佃煮

フレッシュセンターはたけやま 食料品 野島酒食料品店 青果、食料品、酒

ハートピア　駅家店 酒類 ㈲濱岡酒店 酒・米・食品・日用雑貨小売

ハートピア　川口店 酒類 ハートピア　春日店 酒類

ひだ酒店 酒、菓子 ハートピア　新徳田店 酒類

ふじい店 飲み物・野菜・駄菓子類 ㈲平井商店 飲料

福田食料品店 食料品 ㈲福田商店 酒類

㈲まご店ストアー 飲食料品 藤原商店 食料品・飲料・酒

松林酒店 酒類　食料品　日用雑貨 松岡酒店 酒類

㈲山上商店 食料品、酒 村上米穀店 米・餅

渡辺ストアー 飲食料品、小売 吉田商事㈱ 食料品、酒類、日用雑貨他小売

㈲安原商店 食料品、日曜雑貨 いのうえ酒店 酒、食料品

トウショク㈱　満点市場　福山店 飲食料品、菓子、青果



【家具店】

ＡＬＧＯＲＨＹＴＨＭ（アルゴリズム） 家具　カーテン　照明　雑貨 インテリアと寝具のこだま 寝具一般・インテリア

インテリア　和興 インテリア　寝具 家具市場 家具、雑貨

くらしと家具　ＨＯＬＭ230 家具 コスモインテリア　国道店 家具

調度品の亀川 家具調度品 ＴＲＡＤ　ＰＬＵＳ 雑貨・家具

ニックナックス 家具、雑貨 Ｍｉ・カーサ　多治米店 家具・カーテン

家具 リッツインテリア（ＲＩＴＺ　ＩＮＴＥＲＩＯＲ） 家具・カーテン・雑貨

㈱太陽家具百貨店　福山店 家具 福山家具センター 家具、雑貨小売

ヤスハラ 家具・カーテン・絨毯 寝装　友滝 寝具、インテリア



【ドラックストア】

マルシン薬局 ドラックストア ㈲有木薬局 ドラックストア

葦陽　王子中央薬局 ドラックストア 葦陽　高西薬局 ドラックストア

葦陽　ミナミ薬局 ドラックストア 葦陽　紅葉町薬局 ドラックストア

葦陽　ローズ薬局 ドラックストア イヨウ薬局　大門店 ドラックストア

くすりのラブ　卸幸店 ドラックストア 幸命堂薬局 ドラックストア

小林薬店 ドラックストア ザグザグ　曙店 ドラックストア

ザグザグ　アンジー福山駅店 ドラックストア ザグザグ　駅家店 ドラックストア

ザグザグ　神辺店 ドラックストア ザグザグ　沼南店 ドラックストア

ザグザグ　新市店 ドラックストア ザグザグ　大門店 ドラックストア

ザグザグ　多治米店 ドラックストア ザグザグ　福山三吉店 ドラックストア

ザグザグ　松永店 ドラックストア ザグザグ　南蔵王店 ドラックストア

ザグザグ　水呑店 ドラックストア ザグザグ　山手店 ドラックストア

フード＆ドラッグひまわり　野上店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　今津店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　春日東店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　神辺店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　木之庄店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　草戸店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　グラン春日 ドラックストア スーパードラッグひまわり　グラン松永 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　蔵王店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　新涯店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　大門店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　多治米店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　戸手店　 ドラックストア スーパードラッグひまわり　東福山店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　ププレ蔵王店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　ププレ松永店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　本庄店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　松浜店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　道上店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　水呑店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　御幸店 ドラックストア スーパードラッグひまわり　三吉店 ドラックストア

スーパードラッグひまわり　山手店 ドラックストア サプラスひまわり　緑町店 ドラックストア

土屋薬局　本店 ドラックストア はあと薬局 ドラックストア

美泉堂薬局 ドラックストア 明王薬局 ドラックストア

ヤックス　神辺店 ドラックストア ヤックス　瀬戸店 ドラックストア

ヤックス　手城店 ドラックストア ヤックス　本店 ドラックストア

有雅堂薬局 ドラックストア ヤックス（健康館）　駅家店 ドラックストア

だるま薬局 ドラックストア オキノガミ薬品 ドラックストア

カイノ薬品 ドラックストア ㈱サン・メディカル薬局　新涯店　 ドラックストア

㈱サン・メディカル薬局　大黒店 ドラックストア ㈱サン・メディカル薬局　道三店 ドラックストア

㈱サン・メディカル薬局　川口店 ドラックストア ㈱サン・メディカル薬局　東桜町店 ドラックストア

㈱サン・メディカル薬局　松永店 ドラックストア ウォンツ　福山伊勢丘店 ドラックストア

ウォンツ　福山幕山店 ドラックストア ウォンツ　福山駅家店 ドラックストア

くすりのト部 ドラックストア



【化粧品店】

いとや化粧品店 化粧品 大塚化粧品店 化粧品

おがわ化粧品店 化粧品・小売 おしゃれや 化粧品　小売

神辺もりい　サンシティ店 化粧品 神辺もりい　三日市本店 化粧品

クロロフィル蔵王美顔教室 化粧品販売 コスメティックハウス　みやび 化粧品　小売

すみれ化粧品店 化粧品 関本化粧品店 化粧品、雑貨

なごみサロン　カーム 化粧品、深層水、健康食品 ニシキ 化粧品

ノエビア福山東　販売 化粧品・健康食品 福山神辺美顔教室 化粧品

福山美顔センターえべすや 化粧品 ほんぐう化粧品店 化粧品小売販売

まつや本店 化粧品 ＹＭまつや 化粧品

メナードフェイシャルサロン西深津店（ドーリーココ） 化粧品 ㈱サヌキ屋 化粧品

コットン 化粧品 サカモト化粧品店 化粧品店



【家電販売店】

㈱アスポート 電化製品 有木電化サービス 電化製品

イカリ電機 電化製品 エサカ電器商会 電化製品

エディオン　（株）パナ電化　エディオン　卸領店 電化製品 エディオン　東福山店 電化製品

エディオン　福山川口店 電化製品 エディオン　福山北店 電化製品

エディオン　福山本店 電化製品 エディオン　駅家店 電化製品

エディオン　大門店 電化製品 エディオン　松永店 電化製品

ＭＤモンデン 電器製品 追林ポンプ店 電化製品

岡村電器店 電化製品 ㈲小川家電サービス 電化製品

沖電機㈱ 電化製品 ㈲神原電機商会 電化製品

共和実業㈱ 電化製品 ㈲小泉電器店 電化製品

コジマNEW　福山店 電化製品 ㈲コンビ電機 電化製品

㈲笹川店 電化製品 ㈱サトウデンキ 電化製品

㈲佐藤電気商会 電化製品 ジョイテック　いしでん 電化製品

㈲昭電社　多治米店 電化製品 新川電化センター 電化製品

神光電機㈱ 電化製品 タカギ電化 電化製品

タガシラデンキ 電化製品 髙山産業㈱福山支店 電化製品

タジデンキ株式会社ＢＳタジ 電化製品 タジデンキまなぐら 電化製品

たちばな電化 電化製品 タナベ電器 電化製品

㈲近田電交社 電化製品 ㈲近田電交社今岡店 電化製品

でんきやダンジョー 電化製品 つるみ電器 電化製品

パナソニック　スクラム21　アオヤマテシロ 電化製品 中根電機工業㈱ 電化製品

パナソニック　スクラム21　ステップアオヤマ 電化製品 パナソニック　スクラム21　きむらでんき 電化製品

パナソニック　スクラム21　デンキのフジイ 電化製品 パナソニック　スクラム21　関戸無線電機 電化製品

パナソニック　スクラム21　パナックまつうら 電化製品 パナソニック　スクラム21　ナラキデンキ 電化製品

原田電化 電化製品 パナソニック　スクラム21　村井電機商会 電化製品

フジイ家電 電化製品 ひかり電器 電化製品

藤徳電機㈱ 電化製品 フジタ電機 電化製品

㈲三好商店 電化製品 福菱電機㈱ 電化製品

㈲村上特機 電化製品 三好無線電気商会 電化製品

㈱ヤマダ電機　テックランド福山北店 電化製品 モリ電器 電化製品

㈱ヤマダ電機　テックランド福山西店 電化製品 ㈱ヤマダ電機　テックランド福山店 電化製品

山本電機㈱ 電化製品 ヤマネ電機 電化製品

㈲ライフ・マツカワ 電化製品 吉本電器店 電化製品

佐倉電気 電化製品 ワタナベ電器 電化製品

コム　立石　御幸店 電化製品 エディオンかんばらでんき 電化製品

エディオン　福山加茂店 電化製品 エディオンこんどう電器 電化製品

エディオン　山手店 電化製品 ㈲グッドライフケア 電化製品

エディオン　神辺駅前店 電化製品 カナオ電器 電化製品

ボウナカデンキ 電化製品 パソコン工房　福山店 電化製品

石井電器産業 電化製品 ㈲小川電器 電化製品

㈱井上電器 電化製品 ㈱サンエス　サンクレスト事業部 電化製品

アイライフ　末広電機 電化製品 むらかみでんき　高田店 電化製品

塚本電機 電化製品 ㈲高屋電機サービス 電化製品

㈲前岡電器 電器製品 松川電器㈱ 家電販売

山口電機 家電用品 北辰映電㈱　福山営業所 家電製品

エディオン　福山南町店 家電用品



【コンビニエンスストア】

セブンイレブン　伊勢丘5丁目店 コンビニ セブンイレブン　神辺川南店 コンビニ

セブンイレブン　福山入船町店 コンビニ セブンイレブン　福山駅家町江良店 コンビニ

セブンイレブン　福山駅家町上山守店 コンビニ セブンイレブン　福山駅家町倉光店 コンビニ

セブンイレブン　福山神辺店 コンビニ セブンイレブン　福山新市戸手店 コンビニ

セブンイレブン　福山瀬戸店 コンビニ セブンイレブン　福山大門1丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山高西町店 コンビニ セブンイレブン　福山多治米1丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山多治米4丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山東川口4丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山東深津3丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山東町店 コンビニ

セブンイレブン　福山引野北4丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山引野2丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山平成大学通り店 コンビニ セブンイレブン　福山南本庄店 コンビニ

セブンイレブン　福山三吉町南店 コンビニ セブンイレブン　福山山手店 コンビニ

セブンイレブン　神辺上御領店 コンビニ セブンイレブン　神辺十九軒屋店 コンビニ

セブンイレブン　福山曙町店 コンビニ セブンイレブン　福山今津町店 コンビニ

セブンイレブン　福山駅前店 コンビニ セブンイレブン　福山春日一丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山加茂店 コンビニ セブンイレブン　福山木之庄店 コンビニ

セブンイレブン　福山光南3丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山蔵王3丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山下加茂店 コンビニ セブンイレブン　福山新涯3丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山宝町店 コンビニ セブンイレブン　福山手城町３丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山手城店 コンビニ セブンイレブン　福山道三町店 コンビニ

セブンイレブン　福山西新涯町1丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山西新涯町店 コンビニ

セブンイレブン　福山西町１丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山東手城3丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山東深津1丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山東町３丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山引野町1丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山藤江町店 コンビニ

セブンイレブン　福山ポートプラザ店 コンビニ セブンイレブン　福山松永町店 コンビニ

セブンイレブン　福山松永バイパス入口店 コンビニ セブンイレブン　福山御門3丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山南蔵王3丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山水呑城陽店 コンビニ

セブンイレブン　福山水呑半坂橋店 コンビニ セブンイレブン　福山水呑南新田店 コンビニ

セブンイレブン　福山明神2丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山柳津町店 コンビニ

セブンイレブン　福山若松町店 コンビニ ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 コンビニ

ファミリーマート　常石店 コンビニ ファミリーマート　福山南手城一丁目店 コンビニ

ポプラ　福山芦田店 コンビニ ローソン　沖野上店 コンビニ

ローソン　神辺十三軒屋店 コンビニ ローソン　沼隈新川店 コンビニ

ローソン　福山大門一丁目 コンビニ ローソン　福山曙 コンビニ

ローソン　福山駅前店 コンビニ ローソン　福山沖浦店 コンビニ

ローソン　福山市民病院店 コンビニ ローソン　福山手城4丁目店 コンビニ

ローソン　福山奈良津町3丁目店 コンビニ ローソン　福山平成台 コンビニ

ローソン　福山松永町店 コンビニ ローソン　福山港町店 コンビニ

ローソン　福山南松永店 コンビニ ローソン　福山箕沖町店 コンビニ

ローソン　神辺川南店 コンビニ ローソン　神辺町上御領店 コンビニ

ローソン　福山下加茂店 コンビニ ローソン　神辺湯野店 コンビニ

ローソン　福山千田小池店 コンビニ ローソン　福山千田町三丁目店 コンビニ

ローソン　福山第一病院前店 コンビニ ローソン　福山大門店 コンビニ

ローソン　福山田尻町店 コンビニ ローソン　福山西深津店 コンビニ

ローソン　福山花園町店 コンビニ ローソン　福山東インター店 コンビニ

ローソン　福山東深津町四丁目店 コンビニ ローソン　福山引野町店 コンビニ

ローソン　福山引野南店 コンビニ ローソン　福山幕山台一丁目店 コンビニ

ローソン　福山御門二丁目店 コンビニ ローソン　福山南蔵王町四丁目店 コンビニ

ローソン　福山南蔵王二丁目店 コンビニ ローソン　福山三吉町一丁目店 コンビニ

セブンイレブン福山曙町5丁目店 コンビニ セブンイレブン　福山御幸町中原店 コンビニ

ファミリーマート　福山赤坂店 コンビニ ファミリーマート　福山西町店 コンビニ

ローソンププレひまわり　福山大黒座 コンビニ ファミリーマート　福山佐波町店 コンビニ

ファミリーマート　福山金江町店 コンビニ ファミリーマート　福山新浜町店 コンビニ

ファミリーマート　多治米町五丁目店 コンビニ ファミリーマート　神辺町道上店 コンビニ



ファミリーマート　福山駅南店 コンビニ セブンイレブン　福山新涯大橋西店 コンビニ

ファミリーマート　アオキ南本庄店 コンビニ ファミリーマート　新市戸手店 コンビニ

ファミリーマート　神辺町川南店 コンビニ ファミリーマート　駅家万能倉店 コンビニ

セブンイレブン　福山箕島町店 コンビニ ファミリーマート　多治米2丁目店 コンビニ

ファミリーマート　福山水呑店 コンビニ ファミリーマート　福山野上町店 コンビニ

ファミリーマート　駅家町江良店 コンビニ ファミリーマート　福山駅家町店 コンビニ

ファミリーマート　福山春日町店 コンビニ ファミリーマート　福山大門町店 コンビニ

ファミリーマート　神辺町新湯野店 コンビニ ファミリーマート　引野町二丁目 コンビニ

ファミリーマート　沖野上店 コンビニ ファミリーマート　福山木之庄店 コンビニ

ファミリーマート　福山坪生店 コンビニ ファミリーマート　福山引野町店 コンビニ

ファミリーマート　三吉町四丁目店 コンビニ ファミリーマート　南手城二丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山新市町店 コンビニ ファミリーマート　福山鞆ノ浦店 コンビニ

ファミリーマート　南手城 コンビニ ファミリーマート　福山千田店 コンビニ

ファミリーマート　福山曙6丁目店 コンビニ ローソン　福山引野町三丁目店 コンビニ

ファミリーマート　福山東インター店 コンビニ ファミリーマート　福山瀬戸町店 コンビニ

セブンイレブン　福山中津原堂前店 コンビニ ファミリーマート　多治米四丁目店 コンビニ

ファミリーマート　福山霞町店 コンビニ ファミリーマート　福山駅北口店 コンビニ

ファミリーマート　福山今津町店 コンビニ ファミリーマート　南蔵王三丁目店 コンビニ

セブンイレブン　福山南松永店 コンビニ セブンイレブン　福山今津7丁目店 コンビニ



【その他の小売業】

アミーゴ　多治米店 ペットショップ アミーゴ　東深津店 ペットショップ

㈱アイコーメディカル 医療機器販売、介護用品 愛車広場カーリンク　福山北店 鈑金塗装、修理

㈲あおぞら 仕出し弁当 ㈲旭金属商店 刃物金属・小売

芦品トヨペット㈱ 点検・車検・整備 アシーズブリッジ福山店 アウトドア用品、ウエア

ａｔｔａ福山 自動車・自動車用品 アマノフリーズドライステーション福山店 フリーズドライ食品

㈱阿藻珍味　鯛匠の郷食遊館　本社3階 練り物・他 ㈱阿藻珍味　鯛匠の郷本店 練り物・他

㈱阿藻珍味　東深津店 練り物・他 ㈱阿藻珍味　松永店 練り物・他

あゆみギフト㈱ 日用雑貨・食品・贈答品全般 アロマ蓮泉　 精油・植物オイル

㈲粟井商店 ガス器具、灯油、米 Ｅeパレット福山 塗料

㈲池口精肉店 肉 池田サイクル商会 自転車・オートバイ

宝石・メガネ・時計イシイ 宝石・メガネ・時計 石井畳店 畳

㈱イシイ本社 事務用品 石窯パン工房　ルヴァン・エスポワール パン

石川陶苑 陶器、ガラス、漆器 伊藤石油店 燃料油販売

㈱イトウ本店 日用家庭用品、贈答記念品 井上金物店 金物

井上鮮魚店 魚介類 猪原石油㈲ ガソリン　他

今川サイクルセンター 自転車 ㈱今川茶舗 茶・華道道具

今川ふとん店 寝具品 いまり屋 文具、事務用品

入江豊三郎本店　酒蔵店 保命酒・本みりん・酒粕・保命酒のど飴等 入江豊三郎本店　渡船場店 保命酒・本みりん・酒粕・保命酒のど飴等

入江豊三郎本店　本店店舗 保命酒・本みりん・酒粕・保命酒のど飴等 後谷仏壇店 仏壇・仏具・小売

内海園芸 園芸 内海オイルサービス㈱三吉町給油所 燃料油　ガソリン他

内海㈱　駅家ＳＳ 燃料油　ガソリン他 内海㈱　春日ＳＳ 燃料油　ガソリン他

内海㈱　神辺ＳＳ 燃料油　ガソリン他 内海㈱　くじらセルフ24城東ＳＳ 燃料油　ガソリン他

内海㈱　光南町ＳＳ 燃料油　ガソリン他 内海㈱　紅葉町ＳＳ 燃料油　ガソリン他

内海㈱　新涯ＳＳ 燃料油　ガソリン他 内海㈱　引野ＳＳ 燃料油　ガソリン他

内海㈱　福山ＳＳ 燃料油　ガソリン他 内海食品 自家製天ぷら・海産物

浦上ふとん店 寝具一般 エイエイダイビングショップ スクーバダイビング用品

㈱H.D.O 自動車・部品販売　車検・整備・修理 Evolvin ゴルフ用品

㈱ABC　TAX（タックス）福山店 自動車販売、整備 ㈱ABC　ビナンオート店 自動車販売、整備

ａｕショップ　アイネス　フクヤマ 携帯電話及び・付属品 ａｕショップ　さんすて福山 携帯電話及び・付属品

ａｕショップ　手城 携帯電話及び・付属品 ａｕショップ　福山三吉 携帯電話及び・付属品

auショップ　本庄店 携帯電話及び・付属品 ＳＢＳ松永 スクーター・オートバイ（二輪車）

エネオス　上加茂ＳＳ ガソリン・オイル・タイヤ・洗車 ＭＧ＋ＬＩＦＥＩＮ インテリア内装

エリーゼ メガネ、時計、アクセサリー販売、修理業 （洋菓子）エルヴェ 洋菓子、ジェラート

㈲エルドー 宝石 ㈲手創りケーキ工房エンジェル 洋菓子

オートサービス村上 自動車、修理、販売 ㈲オートファイル 新車・中古車販売、整備

オートフォーラム 自動車 大橋屋装備 室内装飾品

大畑　宝石　時計　メガネ 宝石・時計・メガネ 大原サイクルセンター 原付、自転車小売

大村印章堂 印鑑・販売 大村写真館 写真撮影業

おかし本舗　松永店 菓子 おかし本舗　三吉店 菓子

㈱岡田園　宝町本店 茶、茶道具 岡田写真館 スタジオ撮影・証明写真・カラープリント

岡田畳店 畳・畳工事一式 岡田畳店 畳製造

岡田ミシン㈱ ミシン 丘の上のつるばらや バラ苗・雑貨

㈱岡本亀太郎本店 保命酒 岡本写真館 写真

小川寝具店 寝具、雑貨 置き薬のフカイ サプリメント

㈱尾多賀商店 燃料販売 小田弘月堂 和洋菓子

㈲小田琴製作所 琴 お茶のたていし園　東深津本店 茶、菓子

お茶のたていし園　ゆめタウン福山蔵王店内 茶、菓子 オレンジ　光南店 文具・事務用品の小売り

オレンジ　蔵王店 文具・事務用品の小売り ㈲カーバンクトーア 新車・新古車

カービューティープロ　ダイアル 自動車、コーティング カープール芦品 車両販売

㈲カーボックス 自動車販売店 カーラインズ 自動車・修理など

㈱かい酒店 酒、小売業 甲斐畳店 畳・襖

寿司と刺身のお持ち帰り専門店　持帰専門すし丸　春日店 寿司 ㈲梶春 食料品、青果、魚肉酒類等

㈱ガスマック広島 給湯器・ガステーブル 克國水産 食料品、小売



カトーモータース　 自動車・整備 鐘尾畳店 畳

カナディアン パン 金島商店 食料品

カネト水産㈱ 鮮魚 金丸オート 車、二輪、部品、洋品、修理

㈱川原内装表具店　春日店 襖・障子の張替、新調 ㈱神菱石油店 ガソリン、軽油

かめや釣具　サファ福山西店 釣具、レジャー用品 かめや釣具　福山店 釣具、レジャー用品

貫誠堂書店 書籍、雑誌、文具 ㈲神野ふとん店 ふとん

きっずえんじぇる リサイクル品 紀伊國屋 結納品、儀式用品

きはる お弁当・お惣菜 キャスク コーヒー豆、洋菓子

㈲キョウリツ 住宅設備機器 旭占堂 印鑑・象牙製品

㈲金萬堂本舗　 菓子 くうかい 池魚

クサハラ結納品店 結納品、風呂敷 クックチャム　福山光南店 お弁当、お惣菜

クックチャム　南蔵王店 お弁当、お惣菜 クラフト桑田 陶器・木製品・ガラス器小売業

クリクラ葦陽 飲料水・食品・機器類 ㈱くるま生活 自動車販売、修理

㈱車のタンチ 自動車販売・修理 くるまや 自動車販売、修理、車用品

桑田寝装㈱ 寝装寝具、インテリア ㈱桑田製畳 畳製造

ｃａｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ケアデザイン 介護用品 啓文社　コア春日店 書籍

啓文社　コア神辺店 書籍 啓文社　コア福山西店 書籍

啓文社　瀬戸店 書籍 けんたくんイヨウ店 病態食・健康食の宅配

鞆の浦けんちゃんのいりこ屋 ちりめん・いりこ等 河野モータース 自転車、オートバイ

河本石材 石材加工製品 児島書店 書籍

㈲小畠商店 酒類、飲料 ジュエリー＆ウォッチ　コパル 時計、ジュエリー

コンピット 自動車タイヤ販売 サイクルショップ　サトウ 自転車・オートバイ

サイクルブティックエース 自転車 さかい茶舗 茶、茶道具

㈱榊原商店 LPガス機器　水栓用品 ㈱榊原石油　神辺中央S.S 燃料油、ガソリンスタンド

㈲榊原石油店　伊勢丘SS ガソリン 坂本㈱ 米・灯油

㈲サカモトオート 自動車販売整備 櫻家 食器

迫田商店 事務用品、化粧品 佐土井石油㈲ ガソリン　他

さとう誠雅園 植物レンタル、小売 ㈱佐藤石工苑 墓石及び関連商品

サラダ館柳津店 ギフト用品(食品・洗剤・雑貨・繊維製品等） ㈱サンエス　サンミネラル事業部 ミネラルウォーター販売

㈲サンフルーツいけべ 果物、小売 山陽石油㈱　住吉町 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品

山陽石油㈱　セルフ神辺 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品 山陽石油㈱　セルフ平成大 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品

山陽石油㈱　多治米町 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品 山陽石油㈱　深津 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品

山陽石油㈱　福山東インター 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品 山陽石油㈱　南本庄 燃料、オイル、タイヤ、洗車ほか関連商品

サンヨーエム　松永店 車の整備、その他 福山市農業協同組合　大津野ふれあい市 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　瀬戸ふれあい市 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　松永ふれあい市 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　川口ふれあい市 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　神辺アグリセンターふれあい市 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン駅家店　 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン加茂店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン川口店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン神辺店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン神辺東店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン山南店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン新市店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン瀬戸店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン千年店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン引野店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン本郷店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン松永店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

福山市農業協同組合　グリーン箕島店 肥料、農薬、日用雑貨、食品 福山市農業協同組合　グリーン宜山店 肥料、農薬、日用雑貨、食品

Ｇｅｍ　ｃａｒａｔ 宝石貴金属 ㈲重政石材店 石材製品

シスコム新市 パソコン及びプリンター周辺機器 仕出し弁当　たかの 弁当

㈲室内装飾　光成 インテリア用品 ㈲島田 車

㈲島田モータース 車 下川写真館 写真撮影

下中商店 酒・たばこ 書道用品専門店　寫龍 書道用品

シャルム菊寿堂 和菓子、洋菓子 ジュエリー＆ウォッチコパル 時計・宝石販売

ジュエリーダイマル 宝石 白ばら　駅前店 洋菓子

白ばら　春日店 洋菓子 白ばら　川口店 洋菓子

白ばら　神辺店 洋菓子 白ばら　天満屋店 洋菓子

白ばら　本店 洋菓子 白ばら　松永店 洋菓子

新市スポーツ スポーツ用品 ジンジャーダイヤモンド 食料品



進物の大進　神辺店 進物記念品・小売 進物の大進　福山店 進物記念品・小売

進物のナカヤマ 贈答品全般 神癒　ビリケン倶楽部 雑貨・天然石

信菱液化ガス㈱　駅家給油所 ガソリン、オイル交換、洗車 信菱液化ガス㈱　川北給油所 ガソリン、オイル交換、洗車

信菱液化ガス㈱　神辺営業所 ガス機器、水 信菱液化ガス㈱　戸手給油所 ガソリン、オイル交換、洗車

信菱液化ガス㈱　福山営業所 ガス機器、水 スーパースポーツゼビオ　福山店 スポーツ用品

㈲スカイオート 自動車販売 菅田　自転車商会 楽器他小物

菅波楽器(株）蔵王店 楽器他小物 菅波楽器(株）本店 楽器他小物

㈲杉本商店 種苗、園芸品 スズキアリーナ　福山中央 自動車販売修理

スズキオート福山㈱ 自動車販売、修理 スズキ販売　福山北 鈑金塗装、修理

ステーショナリー石井 事務用品 ＳＭＡＬＬ　ＢＡＫＥ　ＳＨＯＰ 洋菓子

まちなか情報室ぜっぴ 手づくり・リサイクル ソーキャル　アベニュー 車販売、修理

㈱ダイショク 食品・介護食品 ダイハツ福山北 自動車販売　用品販売　修理

㈲大福 酒類、小売 大松模型 プラモデル、鉄道模型

タイム　蔵王店 釣具　釣餌 タイム　福山本店 釣具　釣餌

タイム　松永店 釣具　釣餌 タイヤショップ　プラスパ タイヤ・ホイール・自動車部品

タイヤショップビクトリー カー用品 ダイヤ石油㈱　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鋼管通ＳＳ 燃料　洗車　カーケア商品

ダイヤ石油㈱　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福山東ＳＳ 燃料　洗車　カーケア商品 ダイヤ石油㈱　Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフみどりまちＳＳ 燃料　洗車　カーケア商品

太洋堂 印鑑・販売 ダイレックス　引野店 食料品、雑貨

ダイレックス　福山店 食料品、雑貨 ダイレックス　松永店 食料品、雑貨

ダイレックス　明神店 食料品、雑貨 髙木商店 米穀

髙田自動車 自動車・修理販売 髙野耕石堂 印鑑製造販売

髙野石油㈲ 石油販売、自動車部品 髙橋石油店　 石油

陶器、箸 たかはし洋和傘・提灯店 和洋傘・提灯

宝屋石油店 石油類（ガソリン、灯油等） 宅配クック123　福山店 高齢者向け宅配弁当

フレッシュショップ　たけがき 食料品 武田石材 墓石関係

ダスキンレントオール福山ステーション ベビー用品 田中造園 造園

タナカ時計店 時計、メガネ 茶山饅頭総本舗谷口屋 菓子

㈲谷本プロパン ガス機器、灯油 ㈱田端モータース 自動車販売、修理

千年自動車㈲ 自動車 ちゃわん家 食器

中国新聞福山深津北販売所 新聞 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店 CD・DVDのレンタル及び販売、書籍販売

ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店 CD・DVDのレンタル及び販売、書籍販売 ＴＳＵＴＡＹＡ　神辺店 CD・DVDのレンタル及び販売、書籍販売

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 CD・DVDのレンタル及び販売、書籍販売 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店 CD・DVDのレンタル及び販売、書籍販売

ＴＳＵＴＡＹＡ　三吉店 CD・DVDのレンタル及び販売 ㈲土屋石油 ガソリン販売・自動車部品販売

土屋石油店 ガソリン、灯油、燃料等 土屋畳店 畳製造販売

堤　本店 靴、婦人靴　小売 ツネイシＣバリューズ　曙町ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

ツネイシＣバリューズ　駅家ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他 ツネイシＣバリューズ　春日町ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

ツネイシＣバリューズ　鋼管通ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他 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・カーメンテナス商品他 ツネイシＣバリューズ　西町ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

ツネイシＣバリューズ　沼隈店 新車・中古車販売・車検・カーメンテナンス ツネイシＣバリューズ　福山ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

ツネイシＣバリューズ　福山店 新車・中古車販売・車検・カーメンテナンス ツネイシＣバリューズ　福山中央ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

ツネイシＣバリューズ　ホームエネルギー部 ガス機器、家電製品等 ツネイシＣバリューズ　松永南ＳＳ 燃料油・カーメンテナス商品他

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・カーメンテナス商品他

坪山石油店 ガソリン・軽油・灯油　等 つばめガス㈱福山支店 ガス器具・住宅関連用品

TSservice 自動車販売整備 つるや㈱福山店 ゴルフ用品

お菓子工房　テテ 洋菓子小売 手づくりハウスピコ 手芸用品・販売

土居石油㈱　ローズガーデンR－182SS ガソリン販売、自動車部品販売 テンテン工房 新車・中古車販売、整備

土居石油㈱　ローズガーデン春日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㈱　ローズガーデン東町SS ガソリン販売、自動車部品販売

土居石油瓦斯㈱新涯事業所 エネファーム　太陽光発電 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

ドコモショップ　蔵王店 通信端末 ㈱東部ホンダ神辺 自動車・整備

ドコモショップ　福山三吉店 通信端末 ドコモショップ　沖野上店 通信端末

トーシン福山補聴器センター 補聴器 ドコモショップ　サファ福山店 通信端末

ともてつバスセンター 食料品、雑貨 徳山もち屋 もち



虎屋　イトーヨーカドー店 和洋菓子 虎屋　曙本店　 和洋菓子

虎屋　木之庄店 和洋菓子 虎屋　沖野上店 和洋菓子

虎屋　サファ瀬戸店 和洋菓子 虎屋　蔵王店 和洋菓子

虎屋　新徳田店 和洋菓子 虎屋　さんすて店 和洋菓子

ドルセ　南蔵王店 当社製造の洋菓子の販売 ドルセ　本店 当社製造の洋菓子の販売

長坂スポーツ スポーツ用品・小売 ドンキホーテ福山店 食料品、日用品、小売

中原三法堂　蔵王店 仏壇・仏具・墓石・神具 中原三法堂　川口店 仏壇・仏具・墓石・神具

㈲二井岡商店 カープソース、アルコール類 中原三法堂　新市店 仏壇・仏具・墓石・神具

沼隈石油　沼隈SS ガソリン 沼隈内海商工会 特産物

㈱沼本ふとん店 寝具 ㈲ぬまくま夢工房 特産品・食品原料

バイクショップまえだ バイク、スクーター、自転車 ネットウエーブカーコンビニ倶楽部 鈑金塗装、修理

ハグルマ野上店 手編み糸・ミシン糸等手芸材料 カバン、バッグ　ＨＡＫＵＢＯＴＡＮ カバン、バッグ

㈲長谷川写真館 撮影、DPE、小売　他 はぐるま元町店 手編み糸・ミシン糸等手芸材料

パティスリー・ファミーユ 洋菓子 八田保命酒舗 赤たる保命酒

㈱はぶ文泉堂・沖野上店 文具・事務用品 花結 ばら雑貨

バルーンショップ　ｐｏｋｏｍｏｋｏ（ポコモコ） 各種バルーン・バルーンギフト 原田眼鏡㈱ 眼鏡・販売

ビッグウェーブ　東町店 自転車・自転車部品 ビッグウェーブ　新涯店 自転車・自転車部品

VIC21　松永店 TVゲーム全般、トレカ、古本 ビッグウェーブ　引野店 自転車・自転車部品

日野畳店 畳製造販売 古本マーケット　VIC21　新市店 TVゲーム全般、トレカ、古本

平井ミシン㈱ ミシン ㈲ピュアオート 自動車修理、販売

ヒラモリ文具 文具小売業 平田産業㈱ 畳、襖、カーテン

広島自動車販売㈲ 中古自動車 ㈲ヒロ 自動車販売修理

㈱備後ムラカミ 畳工事（新畳・表替え・裏返し） 備後本口表㈲ 畳

フィッシングプラザ・ドイ 釣具、エサ フィオレフジイ ブライダルジュエリー

フォトランドトクナガ　イトヨーカドー福山店 デジカメプリント、写真関連用品 フォトスタジオ井出 写真撮影、現像プリント

フォトランドトクナガ　ゆめタウン蔵王店 デジカメプリント、写真関連用品 フォトランドトクナガ　本店 デジカメプリント、写真関連用品

福永硝子建材㈱ ガラス、アルミサッシ フォトランドトクナガ　ゆめタウン松永店 デジカメプリント、写真関連用品

福備堂 和・洋菓子 リビングショップ　ふくはら 日用家庭用品

福見堂商店 和・洋菓子 福　海 料理・弁当

㈱福山ガスお客さまセンタ― ガス機器 福山アルミ建材㈱ 鋼製建具販売、取付業

福山ガス㈱ ガス機器 福山ガス産業㈱ ガス機器

㈱福山ガス東部ショップ ガス機器 ㈱福山ガス中央ショップ ガス機器

福山きこえ補聴器 補聴器、電池 ㈱福山ガス北部ショップ ガス機器

福山自動車サービス㈲ 自動車整備など ㈱福山健康舎 介護用品

福山養蜂場　鶏内　八郎 蜂蜜 ㈱福山タイヤ商会 タイヤ

藤井商事㈱ 高圧ガス製造販売 フジイオート㈲ 自動車

藤岡はり灸院 健康食品・はり灸 ㈲フジイ自動車 自動車修理

Petit Refuge ギフト雑貨、ラッピング 冨士スタジオ 写真撮影

ブックオフ　神辺店 本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト ㈲プチットメールダイゴ 弁当の販売、配達他

ブックオフ　福山松永店 本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト ブックオフ　福山野上店 本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト

イタリア食堂　ピザ　プティギャルソン 冷凍ピザ 佛誠堂 仏壇・仏具

flower　凜 生花 フラワーショップさかもと 生花

㈱文雅堂 文具、画材、書道用品 ブランドギャラリー 古物

御菓子所　勉強堂　川口店 和菓子 御菓子所　勉強堂　駅家店 和菓子

御菓子所　勉強堂　本店 和菓子 御菓子所　勉強堂　戸手店 和菓子

文屋 乾物 御菓子所　勉強堂　南蔵王店 和菓子

Ｐｏｋａ－Ｐｏｋａ　Ｂａｋｅｒｙ 食品 ホームガスプロパン㈲ プロパンガス器具・ＬＰガス器具

ほっかほっか亭　城見町店 お弁当 ㈱星マイカーセンター 自動車販売、修理

ほっかほっか亭　春日中央店 お弁当 ほっかほっか亭　駅家店 お弁当

ほっかほっか亭　神辺店 お弁当 ほっかほっか亭　川口店 お弁当

ほっかほっか亭　東深津店 お弁当 ほっかほっか亭　西新涯店 お弁当

㈲堀田ミシン商会 縫製関連機器 ほっかほっか亭　松永店 お弁当

ホリスティックブレイン学院㈱ セラピー　講座　化粧品 ポパイ玩具店 玩具

本家かまどや　福山中央店 弁当 本家かまどや神辺店 弁当



毎日石油㈱　松浜町給油所 ガソリン、軽油、灯油 毎日石油㈱　瀬戸町給油所 ガソリン、軽油、灯油

松井製畳 畳製作・販売 マチモト㈱ バラ加工食品（バラジュース他）

マツダオートザム　福山南 自動車販売 ㈲松川製材所 木材・建材

マルオ文具店 事務用品・文具 松永花壇 袋野菜の種稲・園芸・肥料・鉢花

㈲丸全 金物・工具・小売 マルコ水産㈲ 海苔、のりのつくだ煮

マロンドール 洋菓子製造販売 マルフク　美と健康事業部　愛菜連 健康関連商品

三甲野石油(株）大橋ＳＳ 石油燃料 ㈲萬生堂 書籍　文具　小売

miｑuni 生花、雑貨販売、小売 三甲野石油(株）サンフィールド駅家 石油燃料

ミスタータイヤマン新生 タイヤ販売業 三島時計店 時計　眼鏡　宝石

㈲みつい園 観賞魚、飼料・器具販売 Ｍｒ．ＲＩＣＥＭＡＮ（ミスターライスマン） 米穀

ミナガワフォト㈲ カメラ、各種プリント、スタジオ撮影 ㈱緑 青果物

㈱宮尾 全酒類、食品、日用品、たばこ みなとライフ㈱ 日用雑貨

菓子の樹　みやもとや 和洋菓子 宮谷畳店 畳

御幸石油㈱　徳田ＳＳ ガソリン・軽油・灯油・カー用品・その他器具 御幸石油㈱　グッドセルフ神辺ＳＳ ガソリン・軽油・灯油・カー用品・その他器具

御幸石油㈱　御幸ＳＳ ガソリン・軽油・灯油・カー用品・その他器具 御幸石油㈱　フジグラン神辺ＳＳ ガソリン・軽油・灯油・カー用品・その他器具

ムジカ 楽器類 御幸石油㈱　ガス部 ガソリン・軽油・灯油・カー用品・その他器具

㈱明乳松浦本社 食料品・卸売 村上金物 金物・日用品

眼鏡市場福山店 メガネ 眼鏡市場神辺店 メガネ

眼鏡館 眼鏡、小売 眼鏡市場福山西新涯店 メガネ

メガネのタナカ　サファ福山店 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ めがねのイケダ 眼鏡　補聴器

メガネの田中チェーン㈱　福山新涯店 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ メガネの田中チェーン㈱　福山支店 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ

メガネの三城　駅家店 メガネ メガネの原田 眼鏡

メガネの三城　福山本店 メガネ メガネの三城　神辺店 メガネ

めがねYA 眼鏡 めがねのロイヤル メガネ、補聴器

モダンパック　福山店 包装資材　食品容器　小売 ギャラリー　カフェ　もくれん 陶器

㈱森山仏商 葬祭関連・商品 ㈲もとはら 鮮魚小売り

㈲門田茶舗 茶 門田商店 バッグ・カバン

㈲安原商会 自動車 門田ポッポ堂 玩具・駄菓子

やまさき（やまさきショップ本店）　まかないキッチン 食品 お弁当 ㈱安原楽器 楽器

㈲山下畳店 畳製造 山口商会㈱ 自動車部品

ヤマダ自動車㈱ 各種自動車、用品等 ㈲山迫写真館 写真館

総合リサイクルショップリユース・マート 家具・家電・雑貨・中古品 ㈲やまだ 肉

百合藤宝石・時計店 時計等 山本建具硝子店 建具・襖・障子・ガラス・鍵・サッシ

㈱ヨシケイ福山 食品全般 和菓子　有福堂 和菓子販売

リカーショップ　ノダ 酒類全般（ワイン、日本酒、洋酒） 陽和製粉㈱ 乾麺

ルヴィーブル 輸入玩具・輸入オルゴール ラビット　福山蔵王店 車及び部品

㈲渡辺石材店 墓石 ＬＵＩＧＩ（ルイジ） カー用品

ニコニコミシン　福山店 ミシン ロードランナー 自動車販売、車検、オイル交換

福山オートサービス㈱　皿山営業所 自動車整備及び商品販売 ㈱渡邊畳店 畳、製造業

福山オートサービス㈱　オートスタンド 油種類・ケミカル販売 民芸のいづみ苑 民芸品・食器・竹、布製品

㈱アルペン　スポーツデポ福山店 スポーツ用品 福山オートサービス㈱　本社工場 自動車整備及び商品販売

おしとり福山店 弁当・惣菜・パン・野菜 ブランドらんど ブランドバッグ・時計

新市レコード 音楽ソフト（ＣＤ・カセット・ＤＶＤ） ゴルフ５　福山店 ゴルフ用品

㈱チヨダ　シュープラザ　福山店 靴 カメラのサエダ　福山沖野上店 カメラ・レンズ・プリント

㈱チヨダ　東京靴流通センター　福山緑町店 靴 ㈱チヨダ　シュープラザ　神辺フレスポ店 靴

フタバ図書　アルティ福山本店 書籍 チャレンジャー 玩具、小売

サイクルショップ　マツオカ 自転車、原付バイク、小売、修理 南蔵王スポーツ 卓球用品、スポーツ教室

イエローハット　モンテ蔵王店 自動車用品 イエローハット　駅家店 タイヤ、ナビ、ETC、車検

マツウラ電器店 電器機械器具小売業 イエローハット　モンテ駅家店 自動車用品

ホンダカーズ　福山南王子店 自動車の販売・修理 トキメイト㈲ 茶類小売業

㈲御幸オートサビース 自動車 髙岡造園 植物、作業

備南三菱自動車販売㈱　福山曙本店 自動車 ㈲カフェ・コンディトライ・シューベルト 洋菓子

福山三菱自動車販売㈱　福山本店 自動車 福山三菱自動車販売㈱　南蔵王店 自動車

㈲サンライズコーポレーション（仏壇・墓石のまつもと） 仏壇・仏具・墓石 福山三菱自動車販売㈱　駅家店 自動車



平山タイヤサービス タイヤ、ホイール はんこ屋さん21　福山店 印鑑、ゴム印、名刺

㈲福山補聴器 補聴器、関連商品 菓匠福富 和菓子

㈲カスガ釣具 釣具 父石家　本店 餅、和菓子、おこわ

㈲タナカガス ガス機器 サイクルハウス　ケンズ 自転車

㈲大馬自動車商会 自動車修理、販売 ナチュレ 洋菓子、製造・販売

エネオス　ガソリンスタンド　㈲エス・エス南松永　南松永SS 石油製品 広川エナス㈱　木之庄給油所 燃料、オイル、タイヤ、洗車

大目商店赤坂サービスステーション ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車 大目商店山手サービスステーション ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車

オレンジ石油曙東サービスステーション ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車 カーケアステーションセルフ蔵王店 ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車

洋菓子フランセ 洋菓子、製造、小売 ㈱国輝堂　本店 スポーツ用品全般

㈱国輝堂　蔵王店 スポーツ用品全般 吉岡園芸 肥料、園芸用品、苗、小売

㈲玄武 武道用品小売 ㈲岩永書店 雑誌、書籍

サイクルCity 御門店 自転車、及び用品 サイクルCity フレスポ神辺店 自転車、及び用品

グリーンポットふじたに 生花、花材、雑貨 スマイルベーカリー ベーカリー

住いの設備機器　コバヤシ 設備機器 中国新聞伊勢丘販売所 中国新聞

フジイ眼鏡店 メガネ、補聴器、小売 ㈲オフィスハート 事務用品

㈱リカーズ　北吉津店 酒 ㈱佐古田石油 ガソリン

㈲エネルギー精華 ガソリン 大黒ギャラリーくわみつ 陶磁器、ガラス工芸品

アーバン　めがね 眼鏡、小売 渡辺畳店（御幸本店） 畳製品

宮田サイクル 自転車、オートバイ 西文明堂　福山店 書道用品

オートスタイルハウス　リクロス 自動車用品 中国新聞福山営業所 中国新聞

畳工房　大和 畳製造、販売 爆釣屋　福山御幸店 釣具

寺岡製畳 畳、敷物 ドゥ　ラ　ローズ　ナカモト　 貸衣装

ラポール中本 貸衣装 ブライダルアベニューティアラ（野上店） 貸衣装

ティーズ　スタジオ 貸衣装 新市車輌サービス㈲ 自動車販売

㈲中国新聞　駅家販売所 中国新聞、諸新聞 メガネの21　福山駅前店 メガネ

メガネの21　蔵王店 メガネ メガネの21　松永店 メガネ

サンプレイ・ウチダ スポーツ用品 弓戸人形 人形

㈲伊達鮮魚店 鮮魚 吉津モータース 自動車販売、車検、修理

㈲中国新聞神辺北販売所 新聞、小売 サイクルショップ　ミノル 自転車

ミニカーギャラリー　ＰＩＴ福山店 ミニカー 小林開発㈱ 建設材料

フローリストもん　本店 生花、雑貨、小売 フローリストもん　三之丸店 生花、雑貨、小売

トイざらス・ベビーザらス　ふくやまてん 玩具、小売ベビー用品 ブックメイト　蔵王店 本、ＤＶＤ

ブックメイト　神辺店 本、ＤＶＤ ブックメイト　川口店 本、ＤＶＤ

㈱あすか　イエローハット　福山蔵王店 自動車部品用品 ㈱あすか　イエローハット　松永店 自動車部品用品

YSP福山 オートバイ、スクーター モトボックスクラブ オートバイ、スクーター

㈲浜商 シール・パッケージ製造 ㈲東洋自動車商会 自動車、部品、タイヤ

リトルウイング珈琲 食料品、小売 みやち畳店 畳

三原輪店 自転車、バイク 中国新聞　福山瀬戸販売所 新聞

㈲松葉モータース 自動車整備、販売 ヤマザキショップ　のだ 食品、クリーニング

直販　ふとん工房 寝具 flower bubbly 生花

㈲中国新聞　福山蔵王販売所 新聞 ㈲井上水引 印鑑、印章、ゴム印

珈炉 コーヒー ル・ロックル　洋菓子店 パン・ケーキ

本家かまどや　多治米店 弁当 ダイハツ広島販売㈱　Ｕ-ＣＡＲ　南蔵王店 自動車

ダイハツ広島販売㈱　神辺店 自動車 ダイハツ広島販売㈱　福山三吉店 自動車

ダイハツ広島販売㈱　蔵王店 自動車 ダイハツ広島販売㈱　神辺グラン店 自動車

信岡サイクル 自転車、オートバイ ㈱中国新聞ＦＣ福山手城 日刊新聞

ＴＳＵＴＡＹＡｅｃｏｂｏｏｋｓ啓文社神辺店 中古本・ＧＡＭＥ パワーズ　福山店 スポーツ用品販売

中国新聞　福山山手販売所 新聞 中国新聞　福山幸千販売所 新聞

中国新聞　福山東販売所 新聞 タイヤ館　福山店 タイヤ、オイル、バッテリー

タイヤ館　引野店 タイヤ、オイル、バッテリー タイヤ館　神辺店 タイヤ、オイル、バッテリー

ダイナマイト　福山店 ゴルフ用品販売 中国新聞　神辺販売所 中国新聞　日経新聞　産経新聞

中国新聞　福山北販売所 新聞 誠伸堂 宝石・貴金属

サイクルベースあさひ　福山光南店 自転車、パーツアクセサリー サイクルバースあさひ　福山店 自転車、パーツアクセサリー

中国新聞　福山曙 中国新聞　朝刊 中国新聞　福山南販売所 新聞



ハルナ楽器 楽器類 中国新聞　松永販売所 中国新聞

中国新聞　千年販売所・備後鞆販売所 新聞 中国新聞　松永南販売所 新聞













自転車、パーツアクセサリー



【旅館・ホテル】

あおいビジネスホテル 宿泊 海上センター内海荘 旅館

汀邸　遠音近音 宿泊サービス、飲食 景勝館漣亭 宿泊サービス

国民宿舎仙酔島 旅館 人生が変わる宿ここから 旅館

ツネイシしまなみビレッジ　センターハウス 宿泊及び施設利用料 ツネイシしまなみビレッジ　東館 宿泊及び施設利用料

常石ハーバーホテル 宿泊及び施設利用料 鞆シーサイドホテル 旅館　ホテル

福山ニューキャッスルホテル 飲食　宿泊 ベッセルイン福山駅北口 宿泊

ベッセルホテル福山 宿泊 ベネフィットホテル福山 ホテル

ホテル鴎風亭 宿泊サービス みかど別館 飲食、旅館

ルートイングランティア福山　ＳＰＡ　ＲＥＳORT ホテル業、飲食



【飲食店】

あ　び 飲食 Assiette de kaneko　（アシェット・ド・カネコ） 飲食物

イタリアン　ダイニング　Ａｊｉーｔｏ　アジト 食品 囲炉裏亭　味都 食品

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 らーめんあじのくら ラーメン

アスペルジュ 飲食 あぶと本館 和食、懐石料理

天霧　瀬戸店 うどん・そば 天霧　松永店 うどん・そば

天霧　駅家店 うどん・そば 天霧　引野店 うどん・そば

天霧　木之庄店 うどん・そば 天霧　川口店 うどん・そば

天霧　道上店 うどん・そば 天霧　南本庄店 うどん・そば

天霧　春日店 うどん・そば 天霧　東深津店 うどん・そば

あまぎり庵　新市店 うどん・そば ㈱阿藻珍味　鯛匠の郷食遊館　本社3階 飲食店

小魚阿も珍　川口店 飲食店 小魚阿も珍　駅家店 飲食店

小魚阿も珍　春日店 飲食店 小魚阿も珍　神辺店 飲食店

小魚阿も珍　松永店 飲食店 割烹　ありやす 和食、魚料理

居肴家　一楽 居酒屋 居酒屋　田 鞆の浦コロッケ

居酒屋　佑遊 飲食 いざかや天 料理、酒

壱乃蔵 ステーキ ㈱グリル壱乃蔵 飲食店

一竜軒 飲食 一丁 ラーメン

一鉄 居酒屋 ピッツェリア　トラットリア　ダマンマ 飲食業

㈱伊呂波 仕出し料理 いろはのゐ 飲食店

焼肉酒家肉匠　岩本 飲食 魚勝 寿司、活魚料理、日本料理

海鮮料理魚花 食品（主に魚介類） 一汁二菜　うしろ 食品

海彦太郎 料理、飲物 梅の花　福山店 和食、飲食店

大衆食堂　ゑびすや 飲食 大阪王将　平成大学前店 中華料理

大阪王将　福山川口店 中華料理 旬彩酒肴　おく村 飲食

お好み焼き　かんばら お好み焼き お好み焼き　だいだい お好み焼き

お好み焼き　満月 お好み焼き お好み焼き　紅葉 お好み焼き

お好み焼き　三平 お好み焼き おでん藍 おでん、一品料理、酒

男寿し 和食（寿し・天ぷら） 回転寿司すし丸　三吉店 寿司

回転寿司すし丸　春日店 寿司 回転寿司すし丸　花園店 寿司

回転寿司すし丸　曙店 寿司 花月 仕出し、料理

カジトリラーメン 飲食店 カフェリンダ　フェリーチェ 飲食

カルビ屋大福　福山店 焼き肉 カレーハウスCoCo壱番屋　福山松永店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　サファ福山店 カレーライス専門店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山多治米店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　福山引野店 カレーライス専門店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山東インター店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　福山駅前店 カレーライス専門店 日本料理　川長 日本料理、仕出し、弁当

甘味処　樹輪 ぜんざい 牛角　リム・ふくやま店 飲食

牛角　福山蔵王店 飲食 焼肉　牛徳 お肉

㈱餃子大学 中華料理 ＱｏｏＱｏｏ　ｃａｆｅ（クークーカフェ） カフェ

中華　慶春 中華料理 Ｋ’ｓ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｗａ　Ｔａｃｈｉｂａｎａ 飲食

饂飩屋　康平衛 うどん、丼物の専門 福山　甲羅本店 かに料理

Ｃｏｚｙ　ｃａｆｅ　ｇｒａｃｅ(コージーカフェ　グレイス） ランチ・パスタ コーヒー＆ランチ　ぶどうの木 珈琲、ランチ

さかな屋　ごち 日本料理 ゆるり庵　ごち 日本料理

こまのや すし、そば、うどん こもれび 会席料理

魚料理とおでん　さち 料理 さむらい本館 飲食店

シーパーク大浜 飲食店 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

しゃぶしゃぶ・ぐりるＩｗａｍｏｔｏ 飲食 味処　秀 料理

旬菜や魚嵐　駅家店 和食 旬菜や魚嵐　福山港町店 和食

Style Blanc ランチ・ディナー すなっく　凛 酒

ＺＯＮＯ　kitchen 飲食店 蕎麦十 蕎麦

そば処　ぬまくま 飲食店（そば） 名代御蕎麦処　大市　引野店 日本そば

竹寿し すし たんと 飲食業



お好み焼き・鉄板焼き　ちゃくら お好み焼き 茶店姫谷 食料品小売、洋食店

中華そば　しんたく 食品 中華ダイニング青冥 飲食業

ちんみん　ポートプラザ店 飲食業 友 居酒屋

母の味　つき 飲食 囲炉裏長屋　つるべ川口店 飲食

鉄板・豆富料理　つるべ南蔵王店 飲食 日本料理　滴水 飲食品

府中焼　鉄板焼食堂　鉄錢 鉄板焼、お好み焼き 鉄板Ｙａ！かわぐち 飲食

徳川　福山東深津店 飲食店（お好み焼） 魚々家　むてき 飲食店

トラットリア　ロマーノ イタリア料理（パスタ、ピッツァ等） 砦 飲食店

とりでん　福山曙店 飲食 鶏番長 鳥肉

とんかつ専門店　豚珍館 ひれかつ・ロースカツ、とんかつ丼、ヒレサンド なかくし 飲食店

中村屋 飲食 中村家　手城店 ラーメン

中村家　伊勢丘店 ラーメン にく料理　あぶり 飲食店

ニュートンモア 仏コース料理 ナチュラルフレンチレストラン　ヌーヴェル　ヴァーグ フランス料理

タイレストラン　パーパイタイ タイ料理 ハーブガーデン レストラン、ハーブグッズ等

博多らーめん 飲食店 白楽 寿し、天ぷら（和食）

八剣伝　引野店 焼き鳥居酒屋 広島お好み焼き・鉄板焼　はっせい船町。 飲食

はなまる福山三吉店 うどん パパドウ 喫茶店

鉄板食堂　バルコ 鉄板焼、ワイン 晩久 飲食

ビストロ　ブールブラン フレンチ ビストロ　ル　レーヴ 飲食店

ピッツェリア　ナポリ イタリア料理 びんごじ 一般食事

㈲ふくだ家 飲食・弁当 福山大学第一食堂 学生食堂

福山大学第二食堂 学生食堂 福山大学会館食堂 学生食堂

福山大学フーヅカフェ 学生食堂 福山平成大学食堂 学生食堂

盈進学園学生食堂 学生食堂 なにわ料理　藤 飲食業

フジヤマドラゴン 飲食店 ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ福山曙店 飲食

ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ福山神辺店 飲食 紅屋食堂 飲食

ベリーベリー 飲食 ほう月 日本料理

㈲ほくろ 飲食 ＢＯＮＤ ＣＡＦＥ 軽食

ほんのり 会席料理 まいウェイ 飲食店

孫市 天ぷら まごころ料理ふな家 飲食業

㈲みかげ 飲食店 ㈲みかど本館 飲食

美甘　宇野 飲食 季節料理　光哉 和食・寿司

都　あけぼの レストラン ヴェルデュ　都 レストラン

ステーキ懐石　都　春日 レストラン 和処　みやび 料理

みゆき寿司　本館　日本料理 日本料理　寿司 みゆき寿司　住吉店 日本料理　寿司

むてきの寅蔵 飲食店 むらかみコーヒー コーヒー販売

旬感食堂　メルカド 飲食 ギャラリー　カフェ　もくれん 飲食・陶器

麺蔵　新市店 ラーメン モスバーガー　福山光南店 ハンバーガー

モスバーガー　福山春日店 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　福山川口店 ハンバーガー モスバーガー　ファクトリーイトーヨーカドー福山店 ハンバーガー

隠れ鶏もんど　昭和町店 居酒屋 笑ひ鶏もんど　沖野上店 居酒屋

焼肉　一楽　福山引野店 焼肉 やきにく　笑輔 焼肉

焼肉　大福 食料品 やきにく孫悟空　東深津店 焼き肉

やきにく孫悟空　神辺店 焼き肉 山ふく 飲食店

備後やきそば本舗　やまもと商店 食料品 西洋居酒屋　夢の介 地中海料理・ワイン

夢本陣なごみ 飲食店 中華そば　陽気　福山店 中華そば

洋食工房くつろぎ 飲食 ライス共和国 飲食物

ラウンジ関根 飲食 ルナ元町店・曙店 コーヒー・パフェ

レストラン　一 食品 ワールドビュッフェ福山蔵王店 飲食

旬菜創作ビュッフェ　露庵　福山松永店 飲食店 ㈲ARUSHE 飲食店

味処　かみさま 飲食店 どんどん亭　蔵王店 焼肉

どんどん亭　松永店 焼肉 喫茶　ロイヤル コーヒー、尾道ラーメン、定食

Bar　あき乃 酒類 ハイボール　ペルル 酒類

八剣伝　平成大前店 飲食店 海鮮蔵　一亀 日本料理



おばんざい　山ろく 食品 インド料理専門店　アンナ・プルナ インド料理

粉もん道楽　陽気屋 お好み焼、鉄板焼 ふく山や 飲食店

冨久武 仕出し、料理 炭火珈房ピトン　南蔵王店 珈琲

炭火珈房ピトン　蔵王店 珈琲 炭火珈房ピトン　曙店 珈琲

魚夢 ひらめとおこぜのコース料理 出雲そば　大黒屋 そば、ご飯類、酒

㈲福ちゃん 肉類 食楽夢家　壱歩 飲食店

大吉ラーメン　神辺店 ラーメン 支那そば家　和だち ラーメン、チャーハン、からあげ

鞆の津ミュージアム＋café コーヒー すし丸　松永店 寿司

焼肉道場　福ちゃん　曙店 焼肉 ジャルディーノ　ノバラ イタリアン

餃子の王将　福山春日店 中華料理 餃子の王将　福山駅家店 中華料理

餃子の王将　福山松永店 中華料理 お好み焼　三國志 飲食店

㈲宝来軒 和食 こな家 鉄板焼

焼肉華々 焼肉 炭焼串鶏　壱鳥 飲食店

鶏肴菜　すだちや　東深津店 居酒屋 海鮮寿司居酒屋　すだちや　松永店 居酒屋

海鮮居酒屋　海老蔵 居酒屋 海鮮寿司居酒屋　すだちや　西新涯店 居酒屋

croissant （クロワッサン） 珈琲豆販売、カフェ 食辛房　沖野上店 飲食店

食辛房　春日店 飲食店 食辛房　駅家店 飲食店

食辛房　サファ福山店 飲食店 壷中 魚介類

ステーキハウス　アレイ　ALLEY ステーキ専門 創菜酒膳　肴蔵 居酒屋

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　福山駅家町店 カレー ごはん処　宮園 定食（唐揚、焼肉等）

ポンパダーリア　福山三吉店 パン・飲料 百酒練磨　天下ばし せいろ、鍋、酒類

満天酒家　あかぼし 刺身、鍋、酒類 豪快鉄板　ばくだん酒場 とん平、鍋、酒類

ピザ・ロイヤルハット　神辺店 ピザ・デリカ ピザ・ロイヤルハット　福山東店 ピザ・デリカ



【クリーニング店】

オーライ　大門ハローズ店 クリーニング クリーニングドクター　引野店 クリーニング

クリーニングハウス　テディ・ベア―　本店 クリーニング クリーニングハウス　テディ・ベア―　ハローズ沼南店 クリーニング

クリーニングハウス　テディ・ベア―　松永店 クリーニング クリーニングハウス　テディ・ベア―　瀬戸店 クリーニング

クリーニングハウス　テディ・ベア―　木之庄店 クリーニング クリーニングハウス　テディ・ベア―　水呑店 クリーニング

クリーニングハウス　テディ・ベア―　曙店 クリーニング クリーニングハウス　テディ・ベア―　御幸店 クリーニング

クリーニングハウス　テディ・ベア―　三吉店 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　福山三吉店 クリーニング

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　ゆめタウン蔵王店 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　福山山手店 クリーニング

小柴クリーニング　多治米5丁目店 クリーニング 小柴クリーニング　エブリィ松永店 クリーニング

中国ランドリー・ふくやまソフトクリーム　アンツ クリーニング ハクスイクリーニング　山手工場店 クリーニング

ハクスイクリーニング　イズミ夢タウン店 クリーニング ハクスイクリーニング　うさぎ店 クリーニング

ハクスイクリーニング　駅前店 クリーニング ハクスイクリーニング　王子店 クリーニング

ハクスイクリーニング　川口店 クリーニング ハクスイクリーニング　加茂店 クリーニング

ハクスイクリーニング　北美台店 クリーニング ハクスイクリーニング　木之庄店 クリーニング

クリーニングぅ店 クリーニング ハクスイクリーニング　光南町店 クリーニング

ハクスイクリーニング　新市工場店 クリーニング ハクスイクリーニング　新涯店 クリーニング

ハクスイクリーニング　Mバリュー店 クリーニング ハクスイクリーニング　手城薬局店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ニチエーサンライズ店 クリーニング ハクスイクリーニング　ニチエー沼南店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ニチエー新市店 クリーニング ハクスイクリーニング　ニチエー瀬戸店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ハローズ伊勢丘店 クリーニング ハクスイクリーニング　ハローズ駅家店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ハローズ南駅家店 クリーニング ハクスイクリーニング　ハローズ神辺店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ハローズ戸手店 クリーニング ハクスイクリーニング　ビッグ大門店 クリーニング

ハクスイクリーニング　東町店 クリーニング ハクスイクリーニング　フジグラン神辺店 クリーニング

ハクスイクリーニング　フレスタ北吉津店 クリーニング ハクスイクリーニング　フレスタ三吉店 クリーニング

ハクスイクリーニング　フレスタ多治米店 クリーニング ハクスイクリーニング　フレスタ草戸店 クリーニング

ハクスイクリーニング　フレスタ蔵王店 クリーニング ハクスイクリーニング　ベクトル店 クリーニング

ハクスイクリーニング　ポートプラザ店 クリーニング ハクスイクリーニング　宮通り店 クリーニング

ハクスイクリーニング　御幸店 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　東駅前店 クリーニング ㈲ホワイト急便　伊勢丘店 クリーニング

㈲ホワイト急便　加茂店 クリーニング ㈲ホワイト急便　駅家店 クリーニング

㈲ホワイト急便　青葉台店 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　引野高屋店 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　新市本通り店 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　蔵王ひまわり店 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　大門店 クリーニング ㈲ホワイト急便　南蔵王店 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　多治米店 クリーニング

㈲ホワイト急便　福商前店 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　ハローズ山手店 クリーニング ㈲ホワイト急便　若松店 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　丸之内店 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　田尻店 クリーニング

㈲ホワイト急便　手城中道店 クリーニング ㈲ホワイト急便　鞆店 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　本庄ひまわり店 クリーニング

㈲ホワイト急便　ユアーズ野上前店 クリーニング ㈲ホワイト急便　ココローズ店 クリーニング

㈲ホワイト急便　胡町店 クリーニング ㈲ホワイト急便　曙店 クリーニング

Ｕクリーナー　木之庄店 クリーニング Ｕクリーナー　手城ハローズ店 クリーニング

Ｕクリーナー　西新涯店 クリーニング Ｕクリーナー　南手城店 クリーニング

いしだクリーニング　本店 クリーニング いしだクリーニング　神辺店（ビッグ内） クリーニング

いしだクリーニング　駅前店（ハート内） クリーニング ハピーマート　千田店 クリーニング

ハピーマート　サファ店 クリーニング いしだクリーニング　川口店 クリーニング

パステルクリーニング クリーニング パステルクリーニング　福山北店 クリーニング

パステルクリーニング　おだ駅家店 クリーニング パステルクリーニング　山手店 クリーニング

パステルクリーニング　春日店 クリーニング



【理容・美容】

ＡＲＴ　ＨＡＩＲ　ＵＰ－ＰＵ　 美容に関する施術 ＡＲＴ　ＨＡＩＲ　Ｖｅ－ｎｕｓ　西町店 美容に関する施術

本格派理容室あかつき 理容 ヘアーサロン　アケボノ ヘアサロン

素肌美容研究所ＡＮＥＡ福山 全身美容　化粧品 ＡＲＩＡ 理容

(株）イメージサロン　カッツ　本社 理容、美容 (株）イメージサロン　カッツ　元町店 理容、美容

(株）イメージサロン　カッツ　神辺店 理容、美容 (株）イメージサロン　カッツ　ｖｉｄｏ店 理容、美容

(株）イメージサロン　カッツ　春日店 理容、美容 (株）イメージサロン　カッツ　駅家店 理容、美容

(株）イメージサロン　カッツ　Ｃ2春日店 理容、美容 (株）イメージサロン　カッツ　川口店 理容、美容

(株）イメージサロン　カッツ　ミスティック宮通り店 理容、美容 (株）イメージサロン　カッツ　元町エステ店 理容、美容

江草理容院 理美容 ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　ＢＡＲＢＥＲ　ＬＡＦＵ 理容

カットハウス　ナカシマ カット　パーマ　ヘアカラー カンナ美容室 美容院、商品

小寺理容院 総合調髪 サロンド・Ｂ・Ｊ・サンティール 美容

シゲモリ美容室 美容技術、シャンプー、トリートメント シルビア美容室 美容院

ｓｙｎｃ：ｂｅａｕｔｙ：ｂｅａｓｔ 美容に関する施術 田中理容院 理容

(有）ドーム　本社 理容、美容 (有）ドーム　ａｇｅｈａ 理容、美容

(有）ドーム　Ｃ2元町店 理容、美容 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｖｉｖｉｄ　Ｑｕｅｅｎ　ネイル　サロン　ヴィヴィッド　クイーン ネイルの提供

はっぴー美容室 パーマ・カット 美ーstage 美容院

PIECE HAIR 美容院 ひとみ美容室(神辺町) 美容院

BEAUTY THERAPY SALON KA・RiN フェイシャルエステ、脱毛、ネイル、エステスクール ㈲ビューティーエース 美容院、化粧品

美容室アドーン 美容院、商品 美容室イフ 美容

美容室ミニッシュ 美容 美容室ル・クレール 美容室

ｆｅｅｌ　ｆｉｎｅ　西深津店 美容 ｆｅｅｌ　ｆｉｎｅ　多治米店 美容

Ｆｉｘ 美容院 ふくしま美容室 美容一般

Blow beauty YUTAKA （ユタカ美容室） 美容 ヘアーアートサロン　ＣＡＴ’Ｓ(キャッツ） 理容業　美容業

ヘアーカット　春石 ヘアーカット、技術料金 ヘアーサロン　ミッセェル 化粧品　他

ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｍｉｅ 理容・美容 ヘアーサロン安田 美容一般

ヘアースタジオ　シャルマン 理容、美容 ヘアーメイキングセラピーイトセ 理容

ヘアーメイク　ワシントン東町店・南蔵王店 美容全般 ヘアーリゾート・アルル 美容

ヘアデザインサロン246 理容サービス 美容室　ヘイル　ヘアー カット・パーマ・カラー　他

ＨＯＭＥ 理容・美容 みのり美容室 美容業

メリー美容室 美容 メンズヘアーヴォーグ 理容

Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ（新市町） 理容・美容 ロアール三之丸店 美容

ARIA （アリア） 美容 hair ｓalon cocoa 美容

BLOOM　FLOWERS 美容品 ChartReuse 美容品

UNLEASH 美容品 DAISY　駅前店 美容品

allianzcanal 美容品 DAISY　曙店 美容品

Marillia hair 美容施術全般　商品販売 ヘアー　リアン 美容院

ヘアープルーフ 美容 プラステン 美容業

あだち美容室 美容室 桑田理容院 理容

カットサロン　ボウ 理容業 coco・labo　ココラボ 美容院

トライアングル 美容業務全般、シャンプー、トリートメント ヘアサロン　あかつき　明王台店 理容一般

Counting Sheep 美容 ファシオール 化粧品、美容

Hairmake Slow 本店 理容、美容 Hairmake Slow 蔵王店 美容、理容、ネイル、アイラッシュ

ヘアメイク　クリア美容室 美容室 アヴァン美容室 美容室

ヘアスタジオクリア美容室 美容室 Hair Make ame 美容院

ヌーベル美容室 美容室 BaL ヘアケア用品

アキコ美容室 美容室 Bella 美容室

池田理容院 カット、パーマ、ヘアダイ calme hair salon 美容

BAR BER 丹頂 美容 アンド　コリーヌ 美容品

コリーヌ・イデア 美容品 コリーヌ・イデアエステ 美容品

巴美容室 美容業 ＢＯＮＤ　of hair 美容

美容室ペイネ 美容室 branca hair 美容院

フリーク パーマ、カラー、シャンプー、トリートメント センター美容室 美容業

body ＆ facial【なのは】松永店 オイルリンパケア body ＆ facial【なのは】神辺店 オイルリンパケア



【旅行業】

ＯＡＳＩＳ 旅行関係 ㈲カンコー観光 旅行関係

(株）近畿日本ツーリスト中国四国　福山支店 旅行業 (株）近畿日本ツーリスト中国四国　天満屋ハピータウン福山営業所 旅行業

㈱中国トラベル　福山支店 国内外の旅行 ㈱中国トラベル　松永支店 国内外の旅行

東武トップツアーズ㈱福山支店 JR券、航空券、旅行商品全般 鞆鉄道㈱ 旅行

㈱日本旅行TiS　福山支店 旅行商品 ㈱福山観光サービス 旅行

福山観光旅行㈱ 旅行業 福山国際旅行社 旅行全般、海外航空券等

㈱フジ・トラベル・サービス　トムズ福山営業所 旅行商品 福山オートサービス㈱　蔵王営業所 バスツアー及び旅行、各種送迎

㈱田島観光 旅行業 ひろでん中国新聞旅行㈱　福山営業所 旅行商品

㈱JTB中国四国　福山イトーヨーカドー店 旅行業 ㈱JTB中国四国　福山駅前店 旅行業

㈱ユアーズエージェント　福山営業所 旅行 ㈱読売旅行　福山営業所 旅行

㈱エイチ・アイ・エス　アイネス福山営業所 海外旅行、国内旅行 中央交通㈲　観光課 旅行、貸切バス

井笠観光㈱　福山旅行センター 旅行



【その他のサービス業】

㈲アーバンサービス 建物クリーニング 愛鍼灸院 はりきゅう施術

アサヒタクシー㈱ タクシー、車検整備 アジアンリラクゼーションＬａｘｍｉ エステティック（役務・物品）

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観光課 貸切バス

印刷工房 各種印刷物 内海設備工業㈲ 上下水道工事

内海タクシー㈱ タクシー エーガル８シネマズ 映画館

エンジョイパーティー運営事務局 イベント 岡田治療院 鍼灸

㈱沖浦ゴルフセンター ゴルフ おそうじ本舗福山東店 ハウスクリーニング

カイロプラクティック　Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ(ライフサポート） カイロプラクティック施術・小売 カプセル＆サウナ日本 サウナ

カラオケボックスMG カラオケ ㈱神掃社 廃棄物処理業

㈲神辺ふかしな葬祭　御領ホール 葬儀 岸本印刷 印刷業

キャッスルボウル福山 ボーリング 福山　クライミングジム　ＳＯＲＡ クライミングジム

グランアシスト新涯教室 教育サービス、教材 グランアシスト南蔵王教室 教育サービス、教材

グランアシスト三吉教室 教育サービス、教材 グランアシスト沖野上教室 教育サービス、教材

グランアシスト駅家教室 教育サービス、教材 グリーンタクシー㈱　本社 タクシー

グリーンタクシー㈱　神辺営業所 タクシー 健康壱番館　駅家 整体

健康壱番館　福山南 整体 健康壱番館　福山 整体

健康壱番館　神辺 整体 健康壱番館　ハローズ神辺モール 整体

健康壱番館　ハローズ戸手 整体 コスモドライビングスクール 運転免許・教習

コワーキングスペース　Ha-Lappa コワーキングスペース 佐藤指圧鍼灸院 指圧・鍼灸

山南運送 宅配便、沼隈ぶどう ㈱山陽タクシー タクシー業

シニアフィットイヨウ西深津ルーム シニアフィットネス 車検の速太郎　しまなみ店 車の整備、その他

新市クラシックゴルフクラブ ゴルフ場 神勝寺温泉　昭和の湯 入浴料

スポーツクラブビッグラン プール、ジム、テニス、フィットネス ㈲生必クリーナー 清掃業

㈲精美堂印刷所 各種印刷物 葬祭会館　想縁 葬儀

田島タクシー㈲ タクシー事業 ㈲谷本タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業

田原ダンスアカデミー ダンス教室 千年タクシー㈱（本社営業所） 旅客運送業

にしはま鍼灸院 鍼灸指圧院 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 鍼灸・治療

ぱるキャリアスクール 受講料 鈑金の速太郎　松永店 車の整備、その他

ヒットスタジオ 飲食(カラオケ） 日の丸タクシー㈱ 車の整備、その他

㈱備後鈑金 鈑金塗装、修理 ㈱備後総業 廃棄物処理業

㈱びんご不動産 不動産仲介（賃貸・売買） フィットネスジム　Ｗｉｎ スポーツクラブ

Photo studio CREA 記念写真 福山駅前シネマモード 映画館

福山カントリークラブ ゴルフ場 福山　クライミングジム　ＳＯＲＡ クライミングジム

福山矯正治療院 整体 福山スイミングスクール 水泳教室

福山通運㈱尾道支店 宅配料金・自社取扱商品 福山通運㈱中四国営業部 宅配料金・自社取扱商品

福山通運㈱福山神辺営業所 宅配料金・自社取扱商品 福山通運㈱福山神辺流通センター 宅配料金・自社取扱商品

福山通運㈱福山北支店 宅配料金・自社取扱商品 福山通運㈱福山港流通センター 宅配料金・自社取扱商品

福山通運㈱福山支店 宅配料金・自社取扱商品 福山通運㈱福山主管支店 宅配料金・自社取扱商品

福山通運㈱福山引越センター 宅配料金・自社取扱商品 福山通運㈱流通センター 宅配料金・自社取扱商品

福山パークレーン ボウリング・卓球 Frau　Heine 家事マイスター

ヘルシーライフルームＢ＆Ｋ 施術料、化粧品等 ベンリー　福山北消防署前店 生活支援サービス全般

ホーエスセンター お墓の清掃、代理参拝、特殊清掃 松永カントリークラブ ゴルフ場

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 パソコン講座・ホームページ 三谷運輸㈱ 運送

お湯処　美福 スーパー銭湯 ミユキクリーン 廃棄物処理業

みろく堂はり灸整骨院 鍼灸 みろくの里遊園地 入場券

メモワール（グランラセーレの森） カフェでの飲食 山口カイロプラクティック院 カイロプラクティック

㈱山高タクシー 旅客輸送 ユウベルキッズランド 入場料金、お菓子などの食品

ルミエール写真館 写真館 福山オートサービス㈱　本社 レンタカー

㈱VANVAN 自動車修理、鈑金、塗装、自転車塗装 ㈱ベッセルテクノサービス ハウスクリーニング、ビルメンテナンス

ローズタクシー㈲ タクシー業 梶田整体 整体業



多々良整骨院 鍼灸、マッサージ さいみ接骨院 リラクゼーション及び販売

田坂京華園㈲ 造園、ガーデニング オフィスプロスタジオ ヨガ用品、スポーツインストラクター出張指導

㈱建内はり灸接骨院 接骨院 介護ショップエコール　福山店 福祉、介護用品

サイモスセラピー「凛」 エステ、リラクゼーションマッサージ Sacree エステ、リラクゼーションマッサージ

やまて　鍼灸接骨院 マッサージ 中央交通㈲ タクシー業

中央交通㈲　明王台営業所 タクシー業 大福観光 タクシー、貸切バス

東和交通㈱ タクシー ニコニコ観光㈱ タクシー、バス運送業

シダックス　福山駅家クラブ カラオケ、レストラン シダックス　福山多治米クラブ カラオケ、レストラン



【その他の業種】

㈱石井工務店 住宅 貝野産業㈱ 建設業

光和物産㈱ 住宅リフォーム ㈲佐藤住設 住宅設備工事業

サンセイハウジング㈱ 建築土木 ㈲三和電工 電気工事

㈲菅田工務店 建築 ㈲スヤマ設備 水道工事業

㈱寺岡建設 建設 ナイガイユニット㈱ 住宅基礎鉄筋加工品

㈲ハローホーム 建設 平井建設㈱ 住宅リフォーム

㈱マックハウジング 新築、リフォーム工事 三谷建材㈱ 鉄筋　コンクリート

三谷産業㈱ 建設関係 三谷設備工業㈲ 建設、水道

ユーセイ建設㈱ 建設業 ㈲沼隈設備 上下水道工事

ごゆう不動産㈱ リフォーム ㈲タナカ 住宅設備機器等

藤本電設 エアコンの取付等の電気工事 リビングカルチャー倶楽部 カルチャー教室

㈲三和設備 給排水、衛生設備工事業 ㈱岡崎建設 住宅リフォーム

㈱Ａir Collect 空調設備業 ㈱プランサーバー 建築工事

福山両備タクシーカンパニー（岡山交通株式会社　福山営業所） タクシー 井上建設㈱ 建設業

㈱ＳＡＮＫＹＯ　えにしりホーム リフォーム


