
広島積極ガード店(飲食店対象)　登録店　一覧
店舗名 店舗所在地

1 キッチン・ダンデリオン 府中市阿字町１５６１－１

2 季節料理　川波 府中市鵜飼町１０５－１

3 お好みハウス　さいえんす 府中市鵜飼町１１２－１

4 お好み焼き鉄板焼き　いこり庵 府中市鵜飼町３４－１

5 お好み焼き　ひらた 府中市鵜飼町５７

6 株式会社大屋冨幸 府中市鵜飼町５７４－４

7 大屋冨幸 府中市鵜飼町５７４－４

8 たべりｃａｆｅ 府中市鵜飼町５８４－２

9 あじみ 府中市鵜飼町５８４－７

10 大海 府中市鵜飼町５８８－６

11 喫茶ぶらいと 府中市鵜飼町６２７－２

12 お好み焼き　もりちゃん 府中市鵜飼町６３－１

13 焼肉　敏 府中市鵜飼町７３－１

14 中村食品有限会社 府中市久佐町３１８－２

15 鉄板焼き　やまもと 府中市栗柄町３１１２

16 有限会社　荘園 府中市元町３０２番地

17 ナイトイン　綾 府中市元町４２３－７

18 喫茶マロン 府中市元町４２３－７

19 錦寿し 府中市元町４２５－４

20 カラオケ喫茶　はだ日和 府中市元町４３１

21 スナック　蘭 府中市元町４４４－１

22 美味　酔　SORO 府中市元町４４４－１

23 NEXUS 府中市元町４４４－１３

24 スナックまさ 府中市元町４４４－１３

25 スナック　ハーレー 府中市元町４４４－２０

26 スナックあだち 府中市元町４４４－２１

27 お食事処　かがわ 府中市元町４４４－７

28 中華料理　同楽縁 府中市元町４４５－１

29 お好み焼き鉄板焼き福福 府中市元町４４６－１５

30 スナック　39°C 府中市元町４４６－３　前川ビル　２Ｆ

31 喫茶＆カラオケ　Tea-Song 府中市元町４５０－２１

32 スナックK 府中市元町４５０－２３

33 福ちゃん 府中市元町４５－１

34 焼肉　にっさん 府中市元町４５１番地１１

35 懐石料理花みずき 府中市元町４５－７

36 白銀 府中市元町４６３－６



37 中華料理　きし浦 府中市元町４８４－８

38 ぽれぽれリフォーム 府中市元町５３４－５

39 喫茶ポタージュ 府中市元町６７９－３

40 カラオケ華 府中市元町９７－２

41 ゲストハウス四季の蔵 府中市広谷町７８９－６

42 お好み焼　桜 府中市広谷町８７９－３

43 をにくぽん 府中市高木町１０６－４

44 カフェ＆カレー　グランマ 府中市高木町１１４２

45 お好み焼き　森本 府中市高木町１１９１－１３

46 せと山 府中市高木町１３４０

47 お好み焼ごりき 府中市高木町１４２２－２

48 橘高お好み焼店 府中市高木町１４６４－３

49 日本料理　津和地 府中市高木町１９００－３

50 すし丸　府中店 府中市高木町２０６－１

51 環翠堂 府中市高木町３５４

52 和創寿しえん 府中市高木町３６９－４

53 always 府中市高木町３９７－５

54 お好み焼　MATOBA 府中市高木町５０８－６

55 丸亀製麺府中店 府中市高木町５３５－１

56 季節料理　まさご 府中市高木町５３９－１

57 株式会社サードプレイス 府中市高木町５５４－１

58 ミスターバーク　府中店 府中市高木町６８１－１

59 俵家 府中市高木町７２０－２

60 ローソン府中高木店 府中市高木町８３－１

61 お好み焼 鉄板焼 とんぼ 府中市高木町９４－４

62 すき家　４８６号備後府中店 府中市高木町本堀田６４３－１

63 さくら 府中市桜が丘３－２－１

64 平の家 府中市出口町１１０２

65 羽高「湖畔の家」 府中市諸毛町１２９４４－１

66 麺猿 府中市上下町井永１３２－１

67 棕櫚庵 府中市上下町階見１７９７

68 上下画廊 府中市上下町上下１０１７

69 三艸 府中市上下町上下１０１９

70 デュード 府中市上下町上下１０３２－４

71 HOME kitchen 府中市上下町上下１０４８－１

72 御食事処あやめ 府中市上下町上下１０６６－１

73 純喫茶　ルフラン 府中市上下町上下１０７０

74 karaoke　for　you　はなみち 府中市上下町上下１１９８－１



75 はなみち 府中市上下町上下１１９８－１

76 マルシェ 府中市上下町上下２０３８－１　２階

77 遊食　翁 府中市上下町上下２０４９－１

78 すえひろ　ひとやすみ 府中市上下町上下２０７０－１

79 お食事処　旅館土田 府中市上下町上下２０７１－１

80 ゆる利 府中市上下町上下８３７－１

81 原食堂 府中市上下町上下８４１

82 寿旅館 府中市上下町上下８４４－４

83 ＳＲ－Ｕｎｉｏｎ 府中市上下町上下８８３－９

84 かどや 府中市上下町上下８８４－７

85 荒木旅館 府中市上下町上下８８７－９

86 スナックみどり 府中市上下町上下９０１番地１１

87 仕出し宴会松坂／焼き鳥かかし 府中市上下町上下９４５－２

88 焼き鳥　かかし 府中市上下町上下９４５－２

89 さかえろう 府中市上下町上下９５８

90 備後矢野駅 府中市上下町矢多田３６０

91 MＧユースホステル 府中市上下町矢野４７０－１

92 ふるさと産品センター 府中市上下町矢野５４０－１

93 矢野温泉公園四季の里内そば処四季 府中市上下町矢野６６２－５

94 プラ・シャンティ 府中市上下町有福２４３１

95 カラオケ喫茶　歌集 府中市中須町１０６５－１

96 酒菜　おくや 府中市中須町１０６９－１

97 スナックゆき娘 府中市中須町１１０２－８

98 麺屋一藤 府中市中須町１１０６

99 八剣伝府中中須店 府中市中須町１１２４番地１

100 味彩 府中市中須町１３２－６

101 伽陽呈 府中市中須町１６９５－１

102 LUNASOL 府中市中須町１７００－２

103 焼肉　牛魔王 府中市中須町３２５番地４

104 スナック玲美 府中市中須町３３８－３

105 大衆食堂　新ちゃん 府中市中須町７３０－４

106 まねきねこ府中店 府中市中須町７３１－１－２Ｆ

107 Member's　松 府中市中須町７４１－１

108 スナック　なつ 府中市中須町７４１－１

109 スナック（みらい） 府中市中須町７４１－１

110 メンバーズ松 府中市中須町７４１－１

111 未来 府中市中須町７４１－１

112 宝来軒 府中市中須町７４１－２



113 一龍 府中市中須町７７７－１

114 カラオケ喫茶　ハッピー 府中市中須町７９

115 清良 府中市中須町７９

116 総社 府中市中須町７９

117 大蔵屋 府中市中須町８４０

118 酒食処　出義　Ｒ 府中市中須町８５９－１

119 花ことば 府中市中須町８６８－２

120 お好み焼き幸 府中市中須町９５８－１０

121 ダイニング永遠 府中市中須町９６４－１

122 憩い家彩羽 府中市中須町９６６－３

123 ケアカフェ　凜 府中市土生町７２６

124 一福 府中市府川町１００－２１

125 スナック　かに座 府中市府川町１４－１

126 居酒家　クレソン 府中市府川町１４－１

127 酒処　クレソン 府中市府川町１４－１

128 レディースショップ　ティファ 府中市府川町１８６　府中天満屋　１階

129 中国料理　とんみん 府中市府川町２０３－５

130 夢人 府中市府川町２１３－１

131 カフェレストラン　一歩 府中市府川町２３０－１

132 カラオケ愛 府中市府川町２４４

133 博多ラーメン味の蔵府中店 府中市府川町３１８－１

134 スナック　リーベ 府中市府川町３８４－１

135 お好み焼き　市川 府中市府川町４３－１

136 大吉ラーメン 府中市府川町４９３－１

137 焼鳥　一番星 府中市府川町６６－４

138 ゲストハウス　セーヌ 府中市府川町７１番地２

139 喫茶　樹 府中市府川町８９－６

140 Carat 府中市府川町８９－８

141 ラウンジ　マイラブ 府中市府川町８９－８

142 カラオケ喫茶＆お好み焼　ホルン 府中市府川町８９－９

143 手打ち蕎麦　むらかみ 府中市府川町９３－１４

144 スムージーcafe 元気ハウスMORI 府中市府川町９３－５

145 居酒屋一心 府中市府川町９３－７

146 ガスト備後府中店 府中市府川町字伊ノ尻３７３－１

147 東屋 府中市府中町１０－２１

148 (株)高延末広殿 府中市府中町１１８－８

149 美味いろいろ　いろは 府中市府中町１２０－３

150 芦田川 府中市府中町１３



151 進 府中市府中町１３－６

152 大吉旅館 府中市府中町１４６番地

153 鉄板焼　志路 府中市府中町１８１－４

154 お好み焼き　きよ 府中市府中町１９０－４９

155 喫茶　フランセ 府中市府中町１９－１

156 ローソン　JR府中駅前店 府中市府中町３０－１

157 カラオケ.　サン 府中市府中町３９の９

158 お好み、鉄板焼き　あわけん 府中市府中町５５９－２

159 備後府中焼き一宮 府中市府中町５５９－２

160 季のむらcafe<ひより> 府中市府中町５９２－２

161 カラオケルーム紫陽花 府中市府中町７３２－２２

162 マイルームナナ 府中市府中町７３３－１０

163 ＶｕｌｃａＣＡＦＥ 府中市府中町７４－１

164 千徳 府中市府中町７４２－７

165 味の店山政 府中市府中町７４３－７

166 お好み焼　さち 府中市府中町７５０

167 株式会社ますや 府中市府中町８６４－１

168 季節料理　㐂らく 府中市府中町８７－１

169 殿ちゃん 府中市府中町９３

170 Ｃａｆｅ　あおぞら３丁目 府中市父石町２３－１

171 鉄板焼　お好み焼き　かたおか 府中市父石町５１４

172 うどん　そば　蓑屋 府中市父石町９－１

173 お好み焼き　きよちゃん 府中市本山町７－１

174 カラオケ喫茶蓮根 府中市木野山町８１２－１

175 蓮根 府中市木野山町８１２－１

176 もっきんど 府中市目崎町２－１

177 白花 府中市目崎町６８７－６

178 喫茶 ディノ 府中市用土町１３４－５


