
紳士服 西区己斐上2丁目64-9 271-8215 有木 日・祝日 オーダースーツ　30％等

中区幟町14-11 211-0378 原谷 火

西区庚午北4-7-25 274-4129 長岡

東区矢賀新町2-1-11 283-1129 前田

佐伯区海老園2-7-40 922-0400 瀬尾

中区宝町2-1　3F 569-6284 橘高

中区本通2-9　小川ビル1F 247-6934 杉岡

中区基町6-78
　NTTｸﾚﾄﾞ基町ﾋﾞﾙ　ﾊﾟｾｰﾗ広島6F

安佐北区可部5丁目4-25 814-8451 山本 無休 注文服、既製服　20％等

貸衣装 中区幟町7-26 227-1600 上川 年末年始 白・色内掛一式　30～50％等

南区稲荷町4-7 262-0262 松塚 水

南区松原町1-5
　　　　ホテルグランヴィア3階
南区松原町1-5
　　　　ホテルグランヴィア1階

時計 中区本通9-33 248-1331

　宝石等 中区堀川町6-13 248-2224

中区大手町1丁目1-26
　　　　大手町1番ビル5F

メガネ等 中区本通1-15 543-5184 黒沢

西区南観音6-15-16 297-5008 四方

安佐南区西原6-10-15 832-3718 木村

安佐北区可部5-20-4 819-1398 矢野

佐伯区五日市中央4-16-10 943-5618 浜本

南区宇品東6-1-15 不定休
（イオン宇品） （イオン休業日）

カバン等 中区堀川町6-16　（金座街） 247-0030 栗栖 1/1、1/2 カバン等　5％（現金払のみ）

電気
　（機器）

中区千田町3丁目1-5 241-0248 岡崎 日・祝日 家庭電化製品　3～10％

安佐南区高取北4-34-22 872-8255 広畑 水 家庭電化製品　10～20％

金物 中区大手町5丁目8-10 243-1361 近澤 日・祝日 大工道具等　30％外

家具等 西区横川町1丁目4-34 233-3111 前杉 水 家具等　3～10％

西区商工センター3丁目5-12 277-3271 土・日・祝 木・ｽﾁｰﾙ製家具 25～50％

西区商工センター3丁目6-33 277-9236 木村 正月・第2・３水曜日 家具・ｶｰﾃﾝ・照明 20～50％

佐伯区八幡1丁目6-28 928-0190 船井 日･祝･盆･正月 TOTOﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 30～40％・カーテン外

寝具 安佐南区西原1丁目12-12 850-3850 三木 土・日・祝 羽毛掛・敷布団 10％ 外

アリキオーダー

はるやま商事株式会社
安佐南区緑井6-23-1 877-6177 加藤 無休

｢はるやま｣･｢P.S.FA｣　10%
｢フォーエル｣　　　　     5%

　レディースの商品あり
　一部対象外の商品あり

(はるやま広島緑井店）

(はるやま広島銀山店）

(はるやま広島庚午店）

無休

(はるやま広島府中店）

(はるやま五日市店）

(はるやまフジグラン広島店）

(P.S.FA広島店）

(フォーエルパセーラ広島店） 502-3303 河西

メンズショップローヤル

㈱二条

㈲ゆかり屋

花嫁衣装　50％等262-1114 西原
1/1～1/3

(プロポーズ店）
261-2114 福島

㈱下村時計店
店長 水 時計・宝石　5～15％等

㈲平和宝石
577-6664 大知 なし

　真珠、ダイヤ、カラーストーン
婚約・結婚指輪　５～３０％等

眼鏡市場

元旦

250-8113

㈱但馬屋

㈱ｴﾃﾞｨｵﾝ法人営業部
安佐北区落合南3-2-12 843-8061 徳良 家庭電化製品　5％等

㈱二興

ワ光㈲

東洋羽毛中四国販売㈱

中四国支店

㈱岡崎電機商会

ひろはた家電

新栄機工

小田億㈱家具事業部

ゼネラルスチール㈱
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区分 住所 電話番号 担当 定休日 割　引　内　容

スポーツ 中区千田町1丁目12-6 244-1222 小野本 無休 ｽﾎﾟｰﾂ用品一般 10～15％

　　用品 南区金屋町2-6 261-0790 杉山 第３日曜日 ﾃﾆｽ用品等（定価より20～25％引き表示）

中区三川町7-5 246-1212 大野 盆、正月 全商品 5％

スポーツ
　　用品

西区観音新町４丁目14-35 233-0072
不定休（施設休業
日）

ミシン 中区堀川町3－18 0120-37-4340

佐伯区五日市中央5-21-5 921-0034

書籍 中区紙屋町2丁目3-26 248-3151 梶谷 土・日・祝外 書籍、雑誌 5％

中区本通1-11 247-1725 政近 土、日

南区松原町1-2　ekie2階 506-3288 桑原

中区宝町2-1　3階 543-4744 武田

安佐北区亀崎1-1-6　3階 843-4604 伊藤

安佐南区緑井5-22-1　3階 876-5302 小川

玩具・人形 西区観音本町2丁目9-30 291-0457 田村 日曜日 問 雛人形、兜 20％外

中区東白島町14-15

　　　NTTクレド白島ビル6F

食品 東区矢賀5丁目1-2 286-0181 舛井 無休 弁当5％ 本社のみでの受付

　　・雑貨 西区南観音6丁目11-32 293-2111 大町 日、水 ギフトセット 20～30％ 外

茶 東区若草町20-17 263-0391 橘高 日、祝日 お茶類、茶道具類 20％

進物 中区榎町7-5 294-4545 若宮 日、祝日 ブランド品 10～15％ 外

　　・雑貨 （本店） 中区鉄砲町2-15 221-4111 栗本

中区西白島町16-11 211-1000 吉田

安佐北区可部5丁目15-17 814-4111 笹山 12/31～1/3

(五日市店) 佐伯区五日市7丁目13-29 922-4111 渡辺

安佐南区大町東3丁目25-48 831-3111 藤本

印鑑 安佐北区口田南2-25-18 841-4757 藤原 土 印鑑、ゴム印 10％ 外

　　・名刺 中区富士見町16-5 248-8521 日、祝日 印鑑、ゴム印 10％ 外

仏壇
　　・仏具

中区堀川町2-16 243-5321 三村 盆・正月 仏壇 20～30％ 外

葬祭 南区宇品御幸3丁目7-42 251-0844 大田 無休 葬儀料：入会金１万円が無料外

南区段原南1丁目20－11 261-4949 児玉 無休 御葬儀、弔花環 20％ 外

中区白島中町4-20 227-9988

安佐北区可部3-6-8 814-3535

安佐南区古市2-34-5 877-1000

(本社） 中区白島九軒町7-19 223-0036 宮崎 無休

東区中山南1丁目17-12 280-2000

墓石加工 東区温品5丁目10-48 0120-04-1234 金山 木 墓石、仏具　１０％

　　・販売 ㈱田畠石材
安佐北区可部3-2-26 0120-594-047 田畠 日、祝日

(受付窓口)
<ﾌリｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-594-047>
墓石 15％ 外

佐伯区五日市町石内6487-1 929-2765 田辺

安佐北区亀山9丁目1-4 814-6966 川口

安佐北区安佐町飯室4439 835-3572 寺岡 日、祝日

中区寺町3-26 293-1188 大谷 日、祝日 墓石、記念碑 10％ 外

㈲山陽スポーツ店

㈲杉山スポーツ

㈱体育社

（ダイナマイトマリーナホップ店）

大鳥ミシン㈱
大鳥 盆・正月 家庭用ミシン　10～15％等

㈱広島積善館

社名

㈱広島ゴルフショップ
中区吉島東1丁目15-12 243-3456 12/31～1/2 ゴルフ用品一式5％

一部対象外の商品有り
（ダイナマイト吉島店）

㈱たむら人形

健康器具 ㈱シティライフ 西区小河内町2丁目23-8 293-8282 石岡

㈱廣文館　（本部・外商部）

書籍・雑誌、文具、ＣＤ・DVD
5％

（新幹線店）

不定休
（フジ広島店）

(フジ高陽店)

(緑井天満屋店)

食料品、タオル、洗剤、キッ
チンウェア　他
　　　　 　　5％～ 10％外

　一部対象外の商品あり

（ギフトランド）

（可部店）

(大町店)

第２・４土・日・祝 太陽光発電システム 5％外

   ・食品
㈱日本トリム （広島支社） 222-8420 土、日、祝

電解水素水整水器
                     20～30％

㈱大心

はんこ屋さん21広島店

ギャラリーメモリア
中区紙屋町2丁目2-8 0120-596-976

広島駅弁当㈱   (本社）

丸大食品㈱

お茶の松屋㈲

㈲サンセイ

㈱大進本店

広島葬祭斎場白島会館

橋井 無休 花環 20％、生花 10％ 外可部営業所（可部葬祭）

古市営業所（広島葬祭）

年末年始 現代仏壇・仏具 10％ 外
広島紙屋町店

㈱三村松

㈱大田葬祭

㈱玉屋

墓石センター㈱佐々木

㈱仏光社
葬儀料（祭壇） 15～20％

(ロゼアホール）

大日堂㈱

寺岡石材工業㈱

国産墓石 25％ 外
(五日市店） なし

(可部店）

(飯室店）

★定休日、割引内容については電話でご確認いただきますようお願いします。

★割引を受ける際は、特約店店頭での、「広島市職員身分証明書」等の提示が必要となりますので、利用前に特約店にご確認ください。
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住所 電話番号 担当 定休日 割　引　内　容

住宅設備
西区草津東1丁目13-20
　　　　　   　太陽ビル1F

507-9145 宮地 日

安芸郡海田町栄町5-34 0120-202-833 川野 水

西区南観音3丁目1-10 232-6483 藪花
システムキッチン

西区古田台1丁目10-6 527-0123 道本               25％～40％ 外

安芸郡府中町鶴江1-22-6

安佐南区西原4-25-25 962-0322 弓取

佐伯区城山1-13-35 925-5726 山本

自転車

・バイク

自動車 南区大州1丁目3番44号 286-4107
　販売等 中区羽衣町9-5 241-8161

南区元宇品町41-21 250-3601

南区仁保新町1丁目1-27 285-8595

安芸区中野1丁目8-10 893-1716

西区庚午北1丁目5-19 271-4291

安佐南区中須2丁目1-10 877-1665

安佐北区可部南4-30-13 814-3158 高橋

　 安佐南区長束2丁目5-2 239-3416 天野

安芸区矢野新町2-4-30 820-1212 猪野

南区大州4丁目10－11 286-2180 中村
フルオープン
（大型連休除く）

西区中広町1丁目4-31 291-1091 村瀬

西区庚午中3丁目1-5 271-6191 舛田

佐伯区隅の浜2丁目12-16 921-3271 今田

南区宇品東5丁目3-67 251-7171 鼻崎

佐伯区五日市町石内6387番地9号 941-2500 和田

旅行案内 中区紙屋町1-２-２２
当社主催パッケージツアー

トランヴェールビル3階 20万円以上2,000円引外

中区八丁堀16-11
　　　　　　スタートラム広島1階
南区宇品海岸1-13－13 253-5501 井出 日、祝日 銀河（乗船料・食事） 5％ 外
中区本通6-11
明治安田生命広島本通ビル6階

東区二葉の里3-8-21

ＪＲ西日本広島支社2階
中区胡町3-19 543-2102 年末年始 主催旅行（パック旅行） 3％

中区宝町２-1
ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ広島3F

安佐南区緑井1-5-2
ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井2F

引越 西区福島町2丁目36－１ 0120-06-0747 大坪 12/31～1/3 引越 15％、お見積り無料
安佐南区相田2-4-22 0120-04-2626 佐々木 なし 引越作業料 50％外

西区草津港2丁目5-4 277-1954 横田
安佐南区西原8丁目5-22 507-1954 安食

社名

コープハウジングひろしま㈱ システムキッチン
　　　　 　　10％～60％　外

（YUTOROGI）

㈲サイクルショップ
西区横川町3丁目6-13 231-2631 金垣 盆･正月 自転車（1万円以上）500円引

　　　　　　　　　カナガキ

㈲道（タオ）建設
日、祝日

㈱マエダハウジング
システムキッチン
                15～50％　外

(安佐南店）
水

(五日市店）

㈱ｱﾝﾌｨﾆ広島　　(大州店）

デミオ、アクセラ、アテンザ、
プレマシー、ビアンテ、MPV、
RX-8、CX-７、ロードスター他
１％以上

(吉島店）

火

(元宇品店）

(東雲店）

(瀬野川店）

(庚午店）

(安古市店）

（宇品本店）

(石内山田店）

㈱エイチ・アイ・エス
545-8787 幸野 第２木

(株)広島マツダ　(可部店）

火(祇園店）

(海田店）

(大州本店）

(中広店）

火

(庚午店）

(五日市店）

瀬戸内海クルーズ㈱
東武トップツアーズ㈱

545-1090 日、祝日 (国内) トップツアー 3％ 外広島支店

近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ(株)
221-6112 洲崎 年末年始

(国内)　当社主催日本の旅　2～3％
(海外)　当社主催世界の旅  3％八丁堀支店

年中無休

当社企画　　　　  (国内・海外) 3%
外

他社パッケージ　(国内・海外) 3%
外
　一部対象外の商品あり

（トムズ広島営業所）

（トムズ緑井営業所） 831-8005

㈱日本旅行
261-5243 鍋島 土、日、祝 (国内) 赤い風船会員券3％外

広島支店

㈱サカイ引越センター
㈱引越社関西

引越専門協同組合中四国
安佐南区西原8丁目5-22 850-1954 中山

㈱たびまちゲート広島

㈱フジ・トラベルサービス
246-3436

暦通り
(受付窓口)
<ﾌリｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-19-1900>

引越運送 10％ 外

（本部センター）

（広島西部センター）
（広島北部センター）

★ マツダ車の車名については、特約店から変更届の提出がないため、旧車名のままにしています。詳細は特約店にお問合わせください。

★定休日、割引内容については電話でご確認いただきますようお願いします。

★割引を受ける際は、特約店店頭での、「広島市職員身分証明書」等の提示が必要となりますので、利用前に特約店にご確認ください。
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区分 住所 電話番号 担当 定休日 割　引　内　容

住宅 中区中町6-13

・ﾏﾝｼｮﾝ 広島Ｋビル2階

（事務所）

中区吉島東1-15-2 545-9811
東区牛田新町2-2-10-6 511-7211
東区牛田新町2-2-10-20 511-2101

（事務所）

中区西十日市町8-8 0120-159-373 大見 火・水

東区牛田新町2-2-10-1 224-3301

中区吉島東1-15-2 541-1222

西区商工センター8-12-12 501-2343
㈱大京 （事務所） 中区中町６番１３号 205-5080 金森 土、日、祝

南区段原山崎１-１-８ 0120-984-534 二木 火・水

（事務所）
中区国泰寺町2丁目3-1 0120-767-040 頃安 水・木

(本社) 西区庚午北1丁目17-23 272-5474 武田 土、日、祝

南区上東雲町8-20 890-0051 水
西区横川町1丁日7－1 293-3111 沖本 水 戸建住宅、分譲住宅 3％外

中区鉄砲町7-18
東芝富国生命ビル1階

警備

社名

㈱穴吹工務店広島支店
205-5384 谷岡 土、日、祝

売買代金から消費税抜いた
額の 2％

ＪＲ西日本プロパティーズ㈱
西区観音新町1丁目20-24 294-5104 山本 土、日、祝

分譲マンション 0.5％

（モデルルーム）

㈱一条工務店広島
安佐南区古市2-18-3 836-4811 竹原

年末年始 注文住宅（フリープラン） 2％
（吉島展示場）

（牛田セゾンF展示
（牛田 i-smart 展示場）

住友林業㈱
中区東白島町14-15 　11階 224-1500 長谷川

火・水
戸建注文住宅本体価格
                          3％外

（住宅事業本部広島支店）

（牛田展示場）

（吉島展示場）

（商工センター展示場）

分譲マンション 0.5％
（モデルルーム）

大和ハウス工業㈱
西区草津新町2-21-69-11 501-3470 廣長 土・日

一戸建住宅 3％
分譲マンション 1％ 外

　　　　（事務所）

（プレミスト相生通りリバー

（広島販売事務所）
ミサワホーム中国㈱

西区上天満町1-5 0120-838-077 佐藤
火・水
（祝日除く）サイドマンションギャラリー）

野村不動産㈱西日本支社
中区立町2-23 06-6538-5610 掛川 土、日

ホームセキュリティー機器、防
災・防火商品 10％（広島綜合警備保障株式会社）

火・水

ＡＬＳＯＫ 中区本川町2-1-1
　　　　　　　　　綜警広島ビル

297-8883 歳秀 土、日

三井不動産レジデンシャル㈱
中区中町9-12 245-3210

中沢
土、日、祝

新築分譲マンション、
新築戸建住宅　0.5％　外

（事務所）

（モデルルーム）
0120-50-1731

新築分譲マンション 1％
（プラウドギャラリー広島）

㈱マリモ 分譲マンション
（ポレスターマンション） 1％

★定休日、割引内容については電話でご確認いただきますようお願いします。

★割引を受ける際は、特約店店頭での、「広島市職員身分証明書」等の提示が必要となりますので、利用前に特約店にご確認ください。
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