
【広島市内の優待施設】 令和２年１０月２０日時点

広島電鉄 めいぷる～ぷ

最寄電停 最寄バス停

稲荷町 八丁堀 水辺のオープンカフェ まな～む　ぴぃすぅあ
タイのスパークリングワイン（SPY）１本プレゼ
ント

732-0827
南区稲荷町河岸緑地　京橋川オープ
ンカフェ

082-261-5554

稲荷町 八丁堀 水辺のオープンカフェ 板蕎麦　香り家 蕎麦茶プリンをサービス 732-0828
南区京橋町河岸緑地　京橋川オープ
ンカフェ

082-262-1000

井口 お好み焼 ちんちくりん　井口店 ソフトドリンク×人数分サービス 733-0841 西区井口明神三丁目2－33 082-278-7371

胡町 新天地 居酒屋
Ｇｕｅｒｎｉｃａ ｎｉｓｈｉｏ
（ゲルニカニシオ）

ご飲食の10％割引 730-0029
中区三川町9-5

大和ビル1階
082-249-8448

胡町 新天地 スタンドバー セカンドおうち ご飲食の10％割引 730-0028
中区流川4-3

中新地ビル2階
082-248-0339

胡町 新天地 スタンドバー ヴヴ おつまみ1品サービス 730-0028
中区流川5-19

カサブランカビル2階
082-241-4926

胡町 新天地 瀬戸内料理 喜多緒 地酒1杯サービス 730-0028
中区流川6-11

大松ビル1階
082-249-8419

胡町 新天地 その他 餃子センター ウーロン茶サービス 730-0028 中区流川5-27 082-243-1148

胡町 八丁堀 居酒屋 地鶏かけはし　本店 ファーストドリンクサービス 730-0033
中区堀川町1-14　第1レックスビル1

階
082-247-3580

胡町 八丁堀 居酒屋
鉄板焼・お好み焼　まいる～
夢

ご飲食の10％割引 730-0028 中区流川町2-18　カミセビル5階 082-243-2770

胡町 八丁堀 お好み焼 ちんちくりん　流川店 ソフトドリンク×人数分サービス 730-0033 中区堀川町2-11 082-543-2130

胡町 八丁堀 カラオケ・スナック サウンド　野の花 ワンドリンクサービス 730-0021
中区胡町5-7

ウィンザービル5階
082-542-0087

胡町 八丁堀 ショットバー Ｂａｒ　Ａｌｅｇｒｅ お会計より10％割引 730-0033
中区堀川町1-32

コニービル3階
082-545-5295

胡町 八丁堀 ショットバー ＢＡＲ ｋｏｍａｔｓｕ ご飲食の500円割引 730-0034
中区新天地1-24

中央通壱番館ビル7階
082-541-1235

胡町 八丁堀 ショットバー Ｂａｒ ＹＯＵ グラスワインサービス 730-0033
中区堀川町2-2

大野ビル3階
082-247-1151

胡町 八丁堀 スタンドバー ユアーラウンジ　生（せい） セット料金1,000円割引 730-0033
中区堀川町1-14

第1レックスビル3階
082-248-0309

胡町 八丁堀 スタンドバー 勢伊子（せいこ） ご飲食の500円割引 730-0033 中区堀川町2-10 082-244-0707

胡町 八丁堀 瀬戸内料理 瀬戸内料理　広起 生ビール１杯サービス 730-0033 中区堀川町3-3　津田文ビル１階 082-245-1441

胡町 八丁堀 瀬戸内料理 えびすの宴 ご飲食の10%割引 730-0033 中区堀川町3‐13　ラッキービル2階 082-243-6166

胡町 八丁堀 瀬戸内料理 四季祭 生ビール1杯サービス 730-0016 中区幟町12-10　2階 082-225-5753

胡町 八丁堀 その他 海賊ジャック ご飲食の10％割引 730-0028
中区流川1-14

第2白菱ビル2階
082-248-8011

胡町 八丁堀 その他 Griddle Kitchen MAI ワンドリンクサービス 730-0034 中区新天地1-17 082-249-8300

胡町 八丁堀 その他 Ｓｈｏｔ Ｂａｒ Ｃ.Ｑ.ｂ シューティング体験1回サービス 730-0033
中区堀川町3-13 ラッキー会館ビル 4
階

082-243-6678

胡町 八丁堀 ラウンジ ブラッサム セット料金1,000円割引 730-0028
中区流川2-22

大徳ビル5階
082-247-8085

胡町 八丁堀 ラウンジ ラウンジ　佐々木 ご飲食の10％割引 730-0033 中区堀川町3-3 082-246-8956

胡町 八丁堀 ラウンジ ＮＯ　ＮＡＭＥ ご飲食の10％割引 730-0033 中区堀川町3-8 082-246-3022

胡町 八丁堀 ラウンジ プレスティージ ファーストドリンクサービス 730-0033
中区堀川町2-10

第2レックスビル3階
082-247-2519

胡町 八丁堀 レストラン 京蒸 旬野菜ミニせいろサービス 730-0021
中区胡町4-26　オーシャンビュービ
ルB1階

082-247-4580

銀山町 新天地 お好み焼 鉄板焼き・お好み焼き　修竜 ご飲食の10％割引 730-0027 中区薬研堀10-11 050-5799-2263

銀山町 新天地 カラオケ・スナック 歌謡スタジオ　歌苑 宮島のお守り進呈 730-0027
中区薬研堀6-2

ライトハウス5階
082-545-3422

銀山町 新天地 お好み焼 関西風お好み鉄板焼　ほな 広島名物イカ天トッピングサービス 730-0027 中区薬研堀7-2　サンコービル1階 082-241-6577

銀山町 新天地 お好み焼 ちんちくりん　薬研堀本店 ソフトドリンク×人数分サービス 730-0026 中区田中町6‐3　音戸温泉ビル1階 082-240-8222

銀山町 八丁堀 ショットバー ブラドール グラスワインサービス 730-0022
中区銀山町11-25

第1ダイヤモンドビル4階
082-247-6147

銀山町 八丁堀 汁なし担担麺
汁なし担担麺専門　キング
軒薬研堀出張所

温玉または半ライスサービス 730-0027 中区薬研堀4-15 082-246-1761

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 魚菜　黒田 地酒1合サービス 730-0021 中区胡町2-12 082-247-3103

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 日本海庄や　広島東胡通り店 ファーストドリンクサービス 730-0022
中区銀山町11-20

大証金ビル
082-504-8141

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 広島料理　西海 お造り半額サービス 730-0027
中区薬研堀1-14

西村ビル1階
082-242-4242

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 和創　鷹 ファーストドリンクサービス 730-0027 中区薬研堀2-8 082-504-6101

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 瀬戸内彩食　いづみ
生ビール１杯サービス
（※クレジットカード併用不可）

730-0021 中区薬研堀2-2 082-249-9191

銀山町 八丁堀 瀬戸内料理 酒蔵魚好人　クダコ ご飲食の10％割引 730-0016 中区幟町9-5　山県ビル1階 082-223-3180

銀山町 八丁堀 水辺のオープンカフェ ｃａｆｅ ｉｌ　ｖｅｎｔｏ（イルベント） コーヒーサービス（※お食事された方限定） 730-0015
中区橋本町5-11

（RCC文化センター内）
082-222-2277

銀山町 八丁堀 水辺のオープンカフェ Ｃａｆe　ＲＥＧＡＬＯ ご飲食の10％割引 730-0015
中区橋本町河岸緑地
京橋川オープンカフェ

082-224-6303

銀山町 八丁堀 水辺のオープンカフェ
Tea Garden Ｐｕｌ-Ｐｕｌ
（プルプル）

ご飲食の10％割引 730-0015
中区橋本町河岸緑地
京橋川オープンカフェ

082-227-3666

銀山町 八丁堀 水辺のオープンカフェ
Ｏｙｓｔｅｒ　Ｃｏｎｃｌａｖｅ
牡蠣亭

ソフトドリンク１杯サービス
（※1,000円以上の飲食をされた方限定）

730-0015
中区橋本町河岸緑地
京橋川オープンカフェ

082-221-8990

電話番号ジャンル 施設名・店名 特典内容 住所〒



紙屋町西 紙屋町 お好み焼 徳兵衛　紙屋町店
17時までソフトドリンクサービス、17時からご

飲食の10％割引
730-0051 中区大手町一丁目4‐31　2階 082-247-2260

紙屋町西
広島城
（護国神社
前）

施設 広島城 入館料団体割引の適用 730-0011 中区基町21-1 082-221-7512

紙屋町西
ひろしま美術
館前

おみやげ
㈱広島バスセンター　バ
スマチストア

1,080円以上お買い上げの方、ノベルティプレ
ゼント

730-0011 中区基町6－27 082-225-3169

紙屋町西
ひろしま美術
館前

施設
広島市映像文化ライブラ
リー

映画鑑賞料団体割引適用 730-0011 中区基町3－1 082-223-3525

紙屋町西
ひろしま美術
館前

施設 ひろしま美術館 入館料100円割引 730-0011 中区基町3－2 082-223-2530

原爆ドーム前 原爆ドーム前 居酒屋 広島かき酒場　MOMIJI
焼き牡蠣1個サービス(1,500円以上御飲食の

方のみ)
730-0051

中区大手町一丁目4-27　第8栗川ビ
ル１階

082-247-8636

原爆ドーム前 原爆ドーム前 施設
５－Days こども文化科学
館プラネタリウム

観覧料団体割引の適用 730-0011 中区基町5-83 082-222-5346

原爆ドーム前 原爆ドーム前 施設 ひろしまリバークルーズ 乗船料100円割引き 730-0051 中区大手町1-9 082-258-3188

原爆ドーム前 原爆ドーム前 水辺のオープンカフェ カフェ　ポンテ ご飲食の5％割引 730-0051 中区大手町一丁目9-21 082-247-7471

原爆ドーム前 平和公園前 施設 広島平和記念資料館
常設展示をご覧になる場合は団体料金を適
用

730-0811 中区中島町1-2 082-241-4004 

縮景園前
県立美術館
前

施設 縮景園 園内売店「泉水亭」で飲食100円割引 730-0014 中区上幟町2-11 082-221-3620

縮景園前
県立美術館
前

施設 広島県立美術館 特別展（県美展を除く）の入館料100円割引 730-0014 中区上幟町2-22 082-221-6246

商工センター
入口

レストラン 広島サンプラザ　クレセント ご飲食の10%割引 733-0833 西区商工センタ-三丁目1-1 082-278-5000

女学院前
県立美術館
前

瀬戸内料理 廣島ノ酒処　おたまや ファーストドリンク（500円以下）1杯サービス 730-0015 中区橋本町2-27　ロイヤルホスト1階 082-836-7460

立町 新天地 瀬戸内料理 人有喜～蔵～ ミニお造りサービス 730-0051 中区中町1-9 2階 082-246-1680

立町 新天地 レストラン Oyster Bar MABUI 袋町店 ソフトドリンク1杯サービス 730-0036 中区袋町2-26　カッパーハウス1階 082-249-2490

立町
ひろしま美術
館前

汁なし担担麺 中華そば　くにまつ 温泉玉子１個サービス 730-0013
中区八丁堀8-10

清水ビル1階
082-222-5022

中電前 並木通り入口 居酒屋 和さび　小町店 ご飲食の10％割引（コース料理を除く） 730-0041 中区小町3-17　市川ビル１階 082-249-3993

中電前 並木通り入口 お好み焼
みっちゃん総本店　じぞう通り
店

1,100円以上注文の場合、100円割引 730-0041 中区小町8-4 082-248-3022

中電前 並木通り入口 汁なし担担麺 武蔵坊 トッピング１品サービス 730-0043
中区富士見町5-12

田ビル1階
082-578-7384

中電前 平和公園前 汁なし担担麺
汁なし担担麺専門　キング軒
大手町本店

温玉または半ライスサービス 730-0051
中区大手町三丁目3-14

武本ビル1階
082-249-3646

中電前 平和公園前 汁なし担担麺 花山椒　大手町店 トッピング１品サービス 730-0051
中区大手町三丁目6-21

ビラシャレル1階
082-846-5222

中電前 平和公園前 レストラン
広島市文化交流会館　1階レ
ストラン　リバーズガーデン

お料理代の10％割引（ソフトドリンク含） 730-0812 中区加古町3-3 082-243-8881

中電前 平和公園前 レストラン
広島市文化交流会館　3階和
ダイニング　昴（すばる）

ご飲食の10％割引 730-0812 中区加古町3-3 082-243-8881

土橋 その他 むさし　土橋店 オリジナルプレゼント 730-0851 中区榎町10-23 082-291-6340 

八丁堀 新天地 お好み焼 元祖へんくつや ウーロン茶サービス 730-0034 中区新天地2-12 082-242-8918

八丁堀 新天地 お好み焼 お好み村　ちいちゃん ソフトドリンクサービス 730-0034
中区新天地5-13

お好み村2階
082-249-8102

八丁堀 新天地 お好み焼 お好み村　桃太郎 トッピング1品サービス 730-0034
中区新天地5-13

お好み村2階
082-249-8290

八丁堀 新天地 お好み焼 お好み村　山ちゃん トッピング1品サービス 730-0034
中区新天地5-13

お好み村2階
082-248-3424

八丁堀 新天地 お好み焼 お好み村　たけのこ トッピング1品サービス 730-0034 中区新天地5-13　お好み村3階 082-248-1768

八丁堀 新天地 お好み焼 本家　村長の店 ご飲食の10%割引 730-0034 中区新天地5-22 082-546-1828

八丁堀 新天地 お好み焼 進
お好み焼き1枚につき、ソフトドリンク1杯サー
ビス　または　生ビール初回300円

730-0034
中区新天地5-23　　お好み共和国ひ

ろしま村2階
082-249-8130

八丁堀 新天地 広島風つけ麺 ばくだん屋　総本店 トッピング1品サービス 730-0034
中区新天地2-12

トーソク新天地ビル
082-546-0089

八丁堀 八丁堀 居酒屋 和さび　八丁堀店 ご飲食の10％割引（コース料理を除く） 730-0017
中区鉄砲町7-18　東芝フコク生命ビ

ル　B1階
082-211-5225

八丁堀 八丁堀 居酒屋 蓮根　広島店 ご飲食の10％割引（コース料理を除く） 730-0033
中区堀川町4-20　タカタアレービル

B1階
082-546-0707

八丁堀 八丁堀 お好み焼 みっちゃん総本店 1,100円以上注文の場合、100円割引 730-0013 中区八丁堀6-7 082-221-5438

八丁堀 八丁堀 お好み焼 お好み焼き　鉄板焼き　謙信 1,000円以上で5％割引 730-0017 中区鉄砲町8－24 082-228-0844

八丁堀 八丁堀 お好み焼 ちんちくりん　立町店 ソフトドリンク×人数分サービス 730-0035 中区本通1‐27　2階 082-249-5757

比治山下
現代美術館
前

施設 広島市現代美術館 ミュージアムショップ一部商品10％割引 732-0815 南区比治山公園1-1 082-264-1121

広島駅
広島駅新幹
線口

居酒屋 和さび　光町店 ご飲食の10％割引（コース料理を除く） 732-0052
東区光町一丁目9-2 第4寺岡ビル　1

階
082-567-8885

広島駅
広島駅新幹
線口

お好み焼 お玉のキャベツ
お好み焼1枚注文ごとにハイボール又はソフト
ドリンク1杯サービス

732-0822
南区松原町10-1　フルフォーカスビ
ル6階

082-568-7840

広島駅
広島駅新幹
線口

お好み焼 焼くんじゃ ソフトドリンク又はトッピング1品サービス 732-0822
南区松原町10-1　フルフォーカスビ
ル6階

082-568-7842

広島駅
広島駅新幹
線口

お好み焼 お好み焼・鉄板焼　ＨＯＰＥ ソフトドリンク又はトッピング1品サービス 732-0822
南区松原町10-1　フルフォーカスビ

ル6階
082-568-7844

広島駅
広島駅新幹
線口

お好み焼 電光石火　駅前ひろば店 トッピング1品サービス 732-0822
南区松原町10-1　フルフォーカスビ

ル6階
082-568-7851

広島駅
広島駅新幹
線口

和食 魚喜
お好きなネタ2貫サービス（当日ご用意できる
ネタに限ります）

732-0822 南区松原町1-2 1F ekie KITCHEN 082-263-8190

袋町 紙屋町 施設
頼山陽史跡資料館（広島
県立歴史博物館分館）

入館料金団体割引の適用（常設展のみ） 730-0036 中区袋町5-15 082-298-5051

http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/01_home/01_top/01_index.html
http://www.hiroshima-museum.jp/
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/
http://hpmmuseum.jp/
http://shukkeien.jp/
http://www.hpam.jp/
https://www.hiroshima-moca.jp/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/raisanyou/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/raisanyou/


袋町 紙屋町 瀬戸内料理 山暖（やまひなた） デザート1品サービス 730-0051 中区大手町二丁目6-25 082-246-0977

舟入幸町 汁なし担担麺 きさく 温泉玉子サービス 730-0845 中区舟入川口町5-13-1F 082-231-0317

本通 紙屋町 お好み焼 若貴
トッピングまたは
ソフトドリンクサービス

730-0031
中区紙屋町二丁目3-21

紙屋町ロイヤルビル301
082-541-0909

本通 紙屋町 お好み焼 ちんちくりん　大手町店 ソフトドリンク×人数分サービス 730-0051 中区大手町二丁目6‐26 082‐247-8811

本通 紙屋町 おみやげ 長崎屋 1,500円以上のご購入でレモン1個プレゼント 730-0035 中区本通6-8 082-247-2275

的場町
広島駅新幹
線口

お好み焼 鉄板ダイニング　ju-shi
ご飲食の10％割引（※1,000円以上の飲食を
された方限定）

732-0824 南区的場町一丁目3-11-2 082-258-2771

横川駅 汁なし担担麺 武蔵坊　横川店 トッピング１品サービス 733-0011 西区横川町三丁目10-16 082-233-3341

【廿日市市内の優待施設】

広島電鉄
最寄電停

宮島口 おみやげ 銘菓おきな堂
もみじ饅頭(こしあん)　１個プレゼント　※
1,000円以上ご購入の方限定

739-0411 廿日市市宮島口1-10-7 0829-56-0007

宮島口 おみやげ 岩むら　みせん本舗
もみじ饅頭１個またはみせんせんべい１枚プ
レゼント　※1,000円以上ご購入の方限定

739-0411 廿日市市宮島口1-10-8 0829-56-0005

宮島口 おみやげ 高津堂
元祖もみじ饅頭１個　　プレゼント　※1,000円
以上ご購入の方限定

739-0412 廿日市市宮島口西2-6-25 0829-56-0234

宮島口 施設 廿日市市宮島水族館 入館の際にオリジナルグッズプレゼント 739-0534 廿日市市宮島町10-3 0829-44-2010

宮島口 施設
廿日市市宮島歴史民俗
資料館

入館料団体割引の適用 739-0533 廿日市市宮島町57 0829-44-2019

宮島口 瀬戸内料理 宮島いちわ
あさりあなごめし定食の割引（2,220円→

1,990円）
739-0588 廿日市市宮島町532 0829-30-8484

宮島口 瀬戸内料理 佐久間海産商会
焼き牡蠣50円引き（2個以上ご購入の方限
定）、アサリの酒蒸し100円引き

739-0411 廿日市市宮島口1-1-13 0829-56-0236

ジャンル 施設名・店名 特典内容 住所 電話番号〒

http://www.miyajima-aqua.jp/
http://members.fch.ne.jp/miyajima-rekimin/
http://members.fch.ne.jp/miyajima-rekimin/

