
掲載名称 住所 電話番号 業種

1 有限会社 久留島酒店 石原 822-2061 酒類小売

2 株式会社 マルヒガシ海苔 畝 822-2050 味付のり製造加工販売

3 佐々木商店 畝 823-3285 食料品店

4 アトム電器 海田店 成本 823-2196 家電販売

5 東海田郵便局 成本 822-7881 郵便局

6 ㈲東広自動車 成本 822-3463 板金・塗装

7 石本酒店 西浜 823-4631 酒類販売業

8 こうぶん堂 西浜 823-0059 文具・進物

9 カラオケ フレンズ 浜角 822-6016 飲食業

10 仕出し ご宴会の市松寿司 浜角 822-1177 飲食業

11 海苔ときくいものかりんとうのお店 浜角 823-3311 小売

12 海田三迫郵便局 三迫 823-5221 郵便局

13 道祖園ゴルフセンター 三迫 823-1414 サービス業

14 PET LIVING(ペットリビング) 蟹原 822-1112 ペット関連事業

15 花工房KiKi 蟹原 823-0305 花店

16 松川建設株式会社 蟹原 822-3753 建設業

17 お好み焼ハウス なみ 曽田 824-1223 飲食店

18 ペットハウスCanCan 国信 823-5777 ペットショップ

19 業務用食品スーパー 海田店 月見町 824-3620 食品小売業

20 広貫堂　日の出町店 日の出町 822-0008 調剤薬局

21 GELATERIA Villetta（近日オープン） 南昭和町 飲食業

22 Pizzeriaみ卜 南昭和町 554-8017 飲食業

23 エディオン海田東店(梶川電機株式会社) 南昭和町 822-2010 家電品販売

24 本格和牛 天龍 南昭和町 822-2325 精肉販売 及 手造り惣菜

25 焼肉しおむら 南昭和町 823-7878／(昼)823-2302 焼肉・飲食業

26 le moon 南本町 824-4181 洋菓子販売

27 カルム洋菓子店 南本町 822-4566 菓子製造販売

28 フジ海田店 南本町 516-5700 小売業

29 FLORIST-KOZAWA フジ海田店 南本町 822-3487 花屋

30 大藤酒店 南本町 822-9133 酒類小売業

31 あきた理容院 曙町 822-7380 理容業

32 得能整骨鍼灸院 昭和中町 516-4226 柔道整復・鍼灸

33 ポピア 昭和中町 823-7019 パン・サンドイッチ

34 宮坂建設株式会社 昭和中町 822-3316 建設業

35 森松竹堂 東昭和町 823-3691 表具・内装

36 株式会社安芸管理サービス 南幸町 824-2277 警備業

37 ステーキ＆ハンバーグ やさい畑 南幸町 824-0190 飲食店

38 植田商店 本店 稲荷町 822-3934 精肉小売業

39 加藤薬品 本店 稲荷町 823-2606 薬局

40 パン屋 純 稲荷町 516-5550 パン屋

41 ポプラ美容室 稲荷町 823-2559 美容

42 キムラじてんしゃ 上市 823-2897 小売、自転車販売

43 沢井書店 上市 823-2308 書店

44 石田食料品店 中店 822-3355 食料品店

45 小田種苗店 中店 823-3309 種・苗小売
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46 海田中店郵便局 中店 823-5016 郵便局

47 ギャラリーちゃ 中店 823-2452 お茶、お菓子、道具の小売

48 迫谷写真舘 中店 823-2234 写真

49 野島仏壇店 中店 823-4892 仏壇・仏具販売

50 ビューティーサロン セラフ 中店 821-1551 美容

51 フォトスタジオ サンエス 中店 823-4776 フォトスタジオ

52 ヘアーサロン コダマ 中店 823-3718 理容

54 ひさえ 窪町 823-2663 飲食業

55 平成電工株式会社 窪町 823-0123 電気工事業

56 かとう花店 新町 823-3372 生花店

57 塩村精肉店 新町 823-2302 食肉販売・惣菜

58 畳とふすまの和ごころ工房 新町 823-2977 畳・襖・和小物

59 広貫堂　二川薬品 新町 822-2238 くすりの販売

60 アパマンショップ海田店 大正町 824-7595 不動産業

61 天宝商事㈱ 大正町 822-6661 不動産業

62 ハウスドゥ！海田店 大正町 821-5688 不動産業

63 小沢園芸 大正町 823-4187 花屋

64 桜鮨 大正町 822-1926 飲食店

65 中川書店 大正町 823-2447 書店

66 よりみち夢樹 堀川町 823-4003 飲食

67 海田大正町郵便局 南大正町 822-7882 郵便局

68 くに勝 南大正町 824-3431 飲食

69 ヘアーサロン クラウドアーク 南大正町 823-9996 美容業

70 マツダオートザム海田 南大正町 824-3636 マツダディーラー

71 ㈱せとうちカラー 南大正町 822-1536 写真屋

72 都度払い脱毛サロン clear 南大正町 847-5446 脱毛・エステサロン

73 ｅｎ　ｆａｍｉｌｌｅ　ｈａｉｒ 栄町 823-3995 美容室

74 セブンイレブン広島海田つくも町店 つくも町 824-5711 コンビニエンスストア

75 ハレノヒ 南つくも町 822-5899 飲食店

76 本家かまどや海田店 南つくも町 824-2733 飲食業

77 夢樹 南つくも町 090-8606-4003 飲食


