安芸灘大橋有料道路回数通行券助成事業

〔指定施設〕

令和４年７月現在

施 設

場所

営業時間

定休日

1 下蒲刈 蘭島閣美術館

店舗名

展示物鑑賞

商品等

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町三之瀬２００－１ 0823-65-3066

2 下蒲刈 白雪楼

展示物鑑賞

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町三之瀬１９７ 0823-65-3066

3 下蒲刈 三之瀬御本陣芸術文化館

展示物鑑賞

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町三之瀬３１１ 0823-70-8088

4 下蒲刈 蘭島閣美術館別館

展示物鑑賞

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町三之瀬１９５ 0823-65-2500

5 下蒲刈 松濤園

展示物鑑賞

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町下島２２７７－３ 0823-65-2900

6 下蒲刈 昆虫の家「頑愚庵」

展示物鑑賞

9:00～17:00

火曜日

呉市下蒲刈町下島２３６４－３ 0823-70-8007

7 下蒲刈 春蘭亭

タバコ、ドリンク、アイス、姫ひじきほか

9:00～12:00
※当面の間

火・水曜日

呉市下蒲刈町下島２２７７ 0823-65-3730

8 下蒲刈 たこ焼き たこ天 たいちゃん

たこ焼、たこ天、ビール、酒、飲み物

11:00～16:00

火曜日

呉市下蒲刈町下島３２０６－２１ 090-2290-7685

9 下蒲刈 海浪満

住所

電話番号

地元の鮮魚を使った食事

11:15～14:00

火曜日・不定休

呉市下蒲刈町下島２３６１－７ 080-2348-5263

10 下蒲刈 プラス シモカマ

地元の名産品を使った軽食(持帰り専門)

11:00～14:00

不定休

呉市下蒲刈町下島２３６１－７ 090-7971-6854

11 下蒲刈 海駅三之関

じゃこ天、みかん、特産品販売

9:00～17:00

火・水曜日

呉市下蒲刈町下島２３５８－１ 0823-70-8282

11:00～14:00
※夜は要予約

呉市下蒲刈町下島２３６３－１ 0823-65-3121

12 下蒲刈 御食事処

麒麟
レガｰレ

ガラス工芸品、体験教室

10:00～17:00

水曜日
水曜日

14 下蒲刈 土井商店

みかん狩り

9:00～16:00

無休

呉市下蒲刈町三之瀬２９５ 0823-65-2110

15 下蒲刈 小島酒店

酒類販売

8:00～20:00

不定休

呉市下蒲刈町三之瀬３１５－１ 0823-65-2117

16 下蒲刈 鎗場のみかん

みかん

9:00～17:00

不定休

呉市下蒲刈町下島

17 下蒲刈 丸谷カフェ

島そば、特産品

11:00～14:00

不定休

呉市下蒲刈町下島２２２９－９ 070-4175-6427

18 下蒲刈 重森商店

仕出し、弁当、食品、鮮魚、釣具

8:00～19:00

不定休

呉市下蒲刈町下島２１１９－２７

0823-65-3060

11:00～14:00

呉市下蒲刈町下島１６５１－１３

0823-65-2848

13 下蒲刈 アトリエ

19 下蒲刈 お好み焼

呉市下蒲刈町三之瀬２７１ 0823-65-2528

0823-65-2588

20 下蒲刈 蒲田石油

ガソリン、軽油、灯油

8:00～19:00

木曜日
日曜日

21 下蒲刈 コテージ梶ヶ浜

宿泊

8:30～17:00

12月29日～1月3日

呉市下蒲刈町下島８３９－１６ 0823-70-8151

22 下蒲刈 梶ヶ浜観松園キャンプ場

キャンプ場

8:30～17:00

（開場期間）
6月第3日曜日～8月末日

呉市下蒲刈町下島８３９－１６ 0823-70-8151

23 下蒲刈 貝と海藻の家

展示物鑑賞

8:30～17:00

12月29日～1月3日

呉市下蒲刈町下島８３９－１６ 0823-70-8151

姫ひじき塩づくり体験（要予約）

9:00～17:00

月曜日

呉市下蒲刈町下島８３９－１６ 0823-70-8151

25 下蒲刈 梶ヶ浜のお月さん

魚料理、軽食

11:00～17:00

月曜日

呉市下蒲刈町下島８３９－１６ 0823-65-3440

26 下蒲刈 大蔵屋

民宿、飲食店

12:00～

不定休

呉市下蒲刈町下島３２０６－２８

27 下蒲刈 おいちご

いちごジャム、いちご等（加工品）

9:00～17:00

土日祝

呉市下蒲刈町下島３５６５－１ 0823-65-3114

28 下蒲刈 くれぇ海老

海老養殖、販売

8:00～17:00

不定休

呉市下蒲刈町下島字鴨之池３８５５－１

29 蒲刈 であいの館蒲刈

農作物、海産物、特産品、お土産

9:30～17:00

無休

呉市蒲刈町向字西脇９８５－１ 0823-68-0120

30 蒲刈 県民の浜

宿泊、食事、地元特産品等

24 下蒲刈

きしな

定食

お好み焼き、乾物

姫ひじき塩の家

輝きの館

呉市下蒲刈町下島１６３９－１ 0823-65-2177

0823-65-2860

0823-65-2337

8:00～18:00

無休

呉市蒲刈町大浦字沖浦７６０５番地

0823-66-1177

31 蒲刈 ハンドメイドカフェ 星の海島の空 カフェ・お土産・雑貨

10:00～16:00

金土日祝営業

呉市蒲刈町大浦字沖浦７６０５番地

0823-66-1169

32 蒲刈 かまがり温泉やすらぎの館 温泉、食事

15:00～20:00

火曜日

呉市蒲刈町大浦字沖浦７６０５番地

0823-66-1126

33 蒲刈 かまがり古代土器製塩体験施設 藻塩づくり体験（要予約）

9:00～17:00

月・火曜日

34 蒲刈 恵みの丘蒲刈

観光農園、みかん、いちご

8:30～17:00

火曜日

呉市蒲刈町大浦字前沖浦

0823-70-7111

35 蒲刈 恵みの丘ハーブ工房

パン、菓子、ジャム、布小物など

9:00～17:00

火曜日

呉市蒲刈町大浦字前沖浦

0823-70-7076

36 蒲刈 恵みの丘レストラン

食事、おみやげ物

11:00～14:00

火曜日

呉市蒲刈町大浦字前沖浦

0823-70-7010、
68-0830

37 蒲刈 蒲刈物産株式会社

海人の藻塩

呉市蒲刈町大浦７６４６－３ 080-6304-0197

9:00～17:00

日曜日

呉市蒲刈町大浦７４０７－１ 0823-70-7021

38 蒲刈 ピッツァ＆カフェ カプレーゼ ピッツァ、ドリンク、デザート

11:00～15:30

土日営業

呉市蒲刈町大浦６６０５－２ 0823-66-0960

39 蒲刈 うどんの原

うどん

11:00～15:00

不定休

呉市蒲刈町大浦３１０３

40 蒲刈 レストラン花美月

モーニング、ランチ、ケーキ、コーヒー他

7:00～16:00

不定休

呉市蒲刈町大浦２８６８－２ 0823-66-0358

41 蒲刈 原の家

宿泊

42 蒲刈 お食事処

かつら蒲刈本店 民宿、食事

43 蒲刈 蒲刈水産物直売所
44 蒲刈 島宿

鮮魚、土産物など

あこう

民宿

45 蒲刈 とびしま理髪店
46 蒲刈 NATURAL

BAKERY

9:00～17:00

不定休

呉市蒲刈町大浦字差口１２２６４－９

11:00～21:00

火曜日

呉市蒲刈町宮盛２０３２－１ 0823-66-0114

8:30～17:00

火曜日

呉市蒲刈町宮盛１３２０－１５ 0823-66-1137

16:00～

理容サービス

こはる舎 パン

0823-66-0976

090-4570-2708

9:00～19:00

呉市蒲刈町向３２５１－１４ 0823-68-0453
不定休
月・第３日曜日 呉市蒲刈町向２９３４－６ 0823-68-0025

10:00～17:00

火・水・木曜日 呉市蒲刈町向３６９－１ 0823-68ｰ0780

47 蒲刈 café

ななくに

カフェ・飲食

10:00～17:00

火・水曜日

48 蒲刈 Café

GOHAN

カフェ・飲食

10:00～18:00

木・金曜日

呉市蒲刈町大浦５４１４ 080-5817-5837

49 蒲刈 tete & tete

カフェ・飲食

11:00～16:00

水・木曜日

呉市蒲刈町大浦１６７９－１ 050-8882-0522

15:00～

無休

呉市蒲刈町田戸７６５－１３ 0823-66-0234

8:00～17:00

日曜日

呉市蒲刈町田戸１０２８－３ 0823-66-0786

50 蒲刈 民宿かまがり

宿泊

51 蒲刈 脇本モータース

自転車、バイク、自動車修理販売

090-8719-3003

10:00～18:00

月・金曜日

呉市蒲刈町田戸１０３３－１ 0823-66-0020

53 豊浜 豊島大橋特産品市場

柑橘、野菜、魚、その他

9:00～16:00

日曜日他休み

呉市豊浜町大字山崎豊島大橋下 0823-68-2772

54 豊浜 花まる

食料品、花、地元特産品他

9:00～17:00

不定休

55 豊浜 あびの宿

宿泊

15:00～10:00

無休

56 豊浜 Shimau.

食器、アクセサリー、イラスト、雑貨

52 蒲刈 まちの駅

雑貨や

ふくすけ ねこ雑貨、服飾小物

呉市蒲刈町大浦６７１

呉市豊浜町豊島３１５３－１ 0823-68-2114
呉市豊浜町大字豊島３４１４－８

0823-68-3345

10:00～16:00

月曜日～木曜日

呉市豊浜町豊島３５３４－８ 090-1183-3928

57 豊浜 まちの駅 しまcafe きたたに みかんわいん、特産品等

7:00～19:00

不定休

呉市豊浜町豊島３５５４－４ 0823-68-2003

58 豊浜 伊藤本店

食料品

9:00～21:00

第四日曜日

59 豊浜 お好みまりちゃん

お好み焼き、ラーメン

10:00～15:00

水曜日

呉市豊浜町豊島３７７２－３ 0823-68-3199

60 豊浜 呉豊島漁業組合荷さばき施設 活魚ほか

8:00～17:00

火・土曜日

呉市豊浜町豊島４１３６－１８ 0823-68-2183

61 豊浜 よっちゃん豆腐店

呉市豊浜町豊島７７－６

0823-68-2772

呉市豊町御手洗６５

0823-67-2278

呉市豊浜町豊島３５８１

0823-68-2026

豆腐、油あげ他

5:00～12:00

第３日曜日

62

豊

御手洗休憩所

地元特産品

9:00～17:00

火曜日

63

豊

The Tea Cosy

ティーハウス、お土産

11:30～16:00

64

豊

たるます

お抹茶、雑貨、お土産品等

10:00～17:00

65

豊

潮待ち館

喫茶、農産加工品、雑貨等

12:00～17:00

不定休

呉市豊町御手洗１８７－１ 0823-66-3533

66

豊

薩摩藩船宿跡脇屋

作家作品、お土産品等

11:00～17:00

不定休

呉市豊町御手洗２５９

宿泊 16:00～ 9:30
飲食 19:00～22:30
※飲食:予約制

木曜日

呉市豊町御手洗２５５－２ 070-2365-0924

67

豊

ゲストハウス

醫

68

豊

seafront dining 新豊

海鮮・和食

11:00～15:00

69

豊

なごみ亭

あなごめし等

11:00～14:00

70

豊

船宿カフェ

コーヒー、軽食等

11:00～17:00

71

豊

みたらいギャラリー

展示物鑑賞・販売

11:00～16:00

72

豊

まめな食堂

飲食・宿泊

73

豊

航watari せとうち本店

宿泊、天然旬魚料理

74

豊

とみつね

宿泊、サイフォンコーヒー、みかんジュース等

75

豊

GLAMPISPA瀬戸内

宿泊

76

豊

ゆたか海の駅

77

豊

若長

とびしま館 飲食、お土産品

80

村尾昌文堂
JA広島ゆたか商品開発課
豊
(みかんあいらんど)
JA広島ゆたか営農販売課
豊
(大長選果場)
豊 須賀石油店

81

豊

78
79

82

豊

大亀観光農園
今村商店

宿泊、飲食（Bar）

平日・祝日・不定休 呉市豊町御手洗１６６－７ 0823-67-2015

土日祝日営業 呉市豊町御手洗１５３－１

月曜日～金曜日 呉市豊町御手洗３１３番
不定休

土日祝日営業 呉市豊町御手洗３６１－１

8:00～19:00

無休
不定休
宿泊 予約制・不定休
飲食 木・金曜日・不定休

090-4483-3141

090-2863-4104

呉市豊町御手洗３１５ 082-847-2494

月曜日～金曜日 呉市豊町御手洗３２５

平日 11:00～14:00
土日祝 10:30～16:00
宿泊 15:00～10:00
飲食 10:00～16:00
8:00～10:00
15:00～20:00
土産 11:00～16:00
飲食 11:30～14:00

090-7541-5405

呉市豊町久比２３１２
呉市豊町御手洗５０５－２

呉市豊町御手洗３１６

090-4483-3141
090-1357-2290

0823-66-2939

非公開
090-4278-0621

不定休

呉市豊町大長６１６４ 0823-66-2200

月火・不定休

呉市豊町大長５９９２－８６ 0823-66-5311

9:00～18:00

不定休

呉市豊町大長５９０５－１ 0823-66-2025

はちみつレモン、みかん、ジュース等

9:00～15:30

火（10月～4月）
土日祝日（5月～9
月）

呉市豊町大長５９１５－３ 0823-67-2055

みかん、レモン、その他かんきつ類

9:00～15:00

水・日（10月～4月）
呉市豊町大長５９１５－２７ 0823-66-2013
5月～9月は休業

ガソリン、軽油、灯油

7:00～19:00

日曜日

みかん狩り、みかん販売

8:00～16:00

特産品、酒類、食料品等

みかん、ジャム等

9:00～17:00

不定休

無休

呉市豊町大長４７９７－４７ 0823-66-2261

呉市豊町大長野坂

090-9502-2387

月・木（10月～6月）
呉市豊町大長野坂
7月～9月は休業

080-5236-7204

回数通行券と交換できる交付施設です。
上記記載の指定施設は、令和４年７月現在のものです。指定施設の最新版は、呉市観光情報をご覧ください。http://www.city.kure.lg.jp/life/3/
・・・

※店舗情報が変更になる場合があります。事前にご確認の上ご利用ください。

