コイン通り商店街振興組合加盟店一覧
店舗名
カカオ果

エムズ合同会社

1/4
住所

2021年1月 現在（順不同）

電話番号

業種

佐伯区五日市中央6-1-33

082-942-1197

チョコレート・洋菓子製造販売

ええかげん

佐伯区五日市7-7-10

082-548-8887

昼

浜本製版

佐伯区八幡東3-27-10-401

080-3877-7616

ポスター・チラシデザイン等・印刷

㈲佐伯モータース

佐伯区五日市7-11-8

082-921-1108

自動車修理販売

えむずぷりんと（M's print)

佐伯区五日市中央5-5-23-6

090-2002-2477

出張撮影・終活写真など

ミスズガーデン㈱

佐伯区皆賀4-19-6

082-922-5161

ボーリング・ゴルフ練習場

株式会社

佐伯区新宮苑3-26 102

082-208-3005

物流・不動産・ドローン事業

㈱大野石油店造幣局前給油所

佐伯区五日市7-8-27

082-927-6029

ガソリンスタンド

Honda Cars広島五日市コイン通り店

佐伯区五日市7-2-22

082-921-7337

自動車販売修理業

㈱進物の大進五日市店

佐伯区五日市7-13-29

082-922-4111

ギフト販売

はんずクリエイト

佐伯区五日市中央5-1-3

082-943-7070

印鑑・ゴム印・製造・販売

サイクルショップやまさき

佐伯区五日市中央5-1-2

082-921-0251

自転車の販売・修理

トケイファクトリーⅡ

佐伯区五日市中央5-1-8

082-922-3711

時枝修理・販売

リトル グリーン ガーデン

佐伯区五日市5-4-33

082-961-6850

保育業

グランフェール

佐伯区五日市5-10-23

082-923-3319

美容業・ヘアーサロン

auショップ五日市コイン通り

佐伯区五日市5-16-16

082-943-7744

au携帯電話の販売

トータルスタジオフォセット五日市コイン通り店

佐伯区五日市4-4-18

082-943-8753

写真館

ボンジュールファミリー教室 ボンジュール陶芸研究所

佐伯区五日市5-10-22

082-923-7788

教室

フラワーショップみやもと

佐伯区五日市5-17

082-921-9766

生花

ヘアーメイク・レザムルーズ

佐伯区五日市5-13-15-8 101

082-943-8310

美容業

橋本ビル

佐伯区五日市5-4-34

082-921-0306

不動産賃貸（住居・駐車場）

サニクリーンのピカピカランドリー

佐伯区五日市5-10-31 1F

082-942-3477

コインランドリー・クリーニングサービス

はな鍼灸整骨院

佐伯区五日市中央4-16-5

082-576-4506

接骨院・整骨院

コスメとくすりのミント

佐伯区五日市中央5-18-5 105

082-922-6705

医薬品・化粧品販売

あんしん補聴器

佐伯区五日市中央5-18-5

082-921-3305

補聴器の販売・修理受付

セブンイレブン広島コイン通り店

佐伯区五日市中央5-19-1

082-921-6678

コンビニエンスストア

ハウスドゥ！五日市店

佐伯区五日市中央5-21-7

082-961-6639

不動産業

海老匠

佐伯区五日市中央5-20-3

090-4896-4855

飲食業（中華料理）

メビウストランスポート

ゆめタウン五日市店

定食屋

夜

せんべろ居酒屋
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音楽喫茶囲碁サロン

佐伯区五日市中央5-20-3 2F

090-4896-4855

中華料理

オーチョーミシン五日市店

佐伯区五日市中央5-18-4

082-921-0034

ミシン販売・修理・洋裁教室

生鮮市場デイ・リンク五日市店

佐伯区五日市中央4-1-8

082-922-8151

小売業（食品・酒・スーパーマーケット）

麺屋 多華味 五日市中央店

佐伯区五日市中央4-1-2

082-924-5177

飲食業（（ら～めん店）

㈲桂不動産センター

佐伯区五日市中央4-1-3

082-921-0391

不動産管理

かわの寝具

佐伯区五日市5-11-17

082-922-4164

寝装・寝具・インテリア販売

㈲中央酒店

佐伯区五日市5-19-21

082-923-1255

酒販売

ドコモショップ五日市コン通り店

佐伯区五日市5-4-28

0120-811-019

docomo携帯販売

長谷川薬局

佐伯区五日市5-10-25

921-3049

薬局

佐伯区五日市中央1-11

082-921-5603

お守り・雑貨

酔虎伝 五日市店

佐伯区五日市5-4-20 1F

082-299-7772

飲食業（居酒屋）

エステティックサロン Vif-ヴィフ-

佐伯区五日市5-4-25

082-922-2227

エステティックサロン

ハッピークロス

佐伯区五日市5-4-22

082-922-9461

生地・布地販売

ダルマ園

佐伯区五日市5-4-24

082-922-8011

日本茶販売・和カフェ

Makoちゃん家

佐伯区五日市5-2-25

082-576-4551

居酒屋

ウォンツ五日市コイン通り店

佐伯区五日市中央1-1-3

082-943-8510

ドラッグストア

インド料理サーガル

佐伯区五日市中央1-2-1

082-921-9339

インド料理レストラン

弁当惣菜しみず 五日市コイン通り店

佐伯区五日市中央2-9-1

082-943-5208

弁当惣菜の販売

ビリー・ザ・キッド五日市店

佐伯区五日市中央2-1-3

082-925-6666

カラオケ

㈱上金物

佐伯区五日市中央2-1-7

082-923-2698

金物小売り

あまき内科 泌尿器科医院

佐伯区五日市中央2-1-10

082-922-2366

医療

中国新聞五日市中央販売所

佐伯区五日市中央2-1-2

082-922-5533

新聞販売業

㈱胡子不動産商事

佐伯区五日市中央2-11-1

082-922-2345

不動産業（売買・賃貸・リフォーム業）

コイン通り薬局

佐伯区五日市中央2-1-10

082-943-6879

調剤薬局

いわさき司法書士事務所

佐伯区五日市中央2-9-1 1F

082-943-5530

司法書士業

広島ガス西中国㈱

佐伯区五日市中央1-14-4

082-923-2121

プロパンガス・ガス機器等小売業

一休庵

佐伯区五日市中央1-3-39

082-923-1337

お好み焼き・鉄板焼き・たこ焼き

㈱オクタニ

佐伯区五日市中央2-10-5

082-943-5533

内装工事業

AMURET

五日市店

MARKET
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用品名酒センター㈱金持本舗

佐伯区五日市4-18-8

082-921-0027

酒・米・たばこ・金持ブランド・金持稲荷大社

マッチボックス

佐伯区五日市4-18-18 3F

082-554-5766

音楽教室

佐伯区五日市1-7-18

082-533-8985

障がい福祉サービス（印刷・デザイン・製菓製造）

青木耳鼻咽喉科クリニック

佐伯区五日市4-4-27

082-923-0445

耳鼻咽喉科・アレルギー科・難病指定医

㈲魚谷自動車マツダオートザム五日市中央

佐伯区五日市中央1-2-37

082-922-6666

新・中古車販売

もみじ銀行五日市駅前支店

佐伯区五日市駅前1-11-1

082-924-7300

広島市信用組合五日市支店

佐伯区五日市5-16-16

082-922-9567

伊予銀行五日市支店

佐伯区五日市5-4-29

082-921-2266

信用組合広島商銀五日市支店

佐伯区五日市中央3-6-64

082-923-4545

広島コイン通り郵便局

佐伯区五日市5-3-36

082-922-2911

広島信用金庫五日市西支店

佐伯区五日市中央3-16-17

082-923-8323

JA広島市五日市中央支店

佐伯区五日市中央2-3-81

082-922-2115

㈱障がい者ライフサポート

ファニー作業所

保険

車検

整備

板金塗装
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麺一本店

佐伯区屋代3-24-15

082-943-3232

ラーメン・定食・焼肉

サンゴ・ウオーター・サービス

佐伯区海老園1-1-33-310

082-922-0390

ウオーターサーバー販売

医療法人翆和会

佐伯区五日市1-12-6

082-922-3153

医療

ささき観光・ささきトラベル

佐伯区湯来町伏谷125-1

0829-86-2110

観光・タクシー

㈱ヨシハラテント

佐伯区利松3-29-15

082-928-5188

中・大型物流テント、店舗用デザインテント等

㈲おかだ

佐伯区五日市4-13-11

082-921-1880

弁当・仕出し

㈲中国ユニット

佐伯区五日市４-１７-２８-１４-１０１
082-922-5501

建築リフォーム工事

佐伯区三宅６-２６５

082-921-3230

医療

佐伯区楽々園４-６-１９

082-923-0188

環境分析調査・建築設備工事

佐伯区坪井３-８１８-１

082-923-8333

医療

ラボテック㈱

佐伯区三宅１-３-２６

082-921-1111

環境分析調査

五光産業（株）

佐伯区五日市町下河内上原1363-1 082-929-5500

廃棄物処理・清掃業務

スフィーダ

佐伯区三宅1-2-38

082-943-4148

美容業

㈱ヒロツク

西区商工センター７-２-２１

082-277-8896

食品製造

和月

佐伯区五日市4-18-20大浜BL 1F 082-943-5088

創作居酒屋

佐伯区五日市中央5-19-8 1F

082-922-5010

カラオケ・喫茶

佐伯区五日市5-4-26

082-921-1030

焼き鳥

佐伯区五日市中央2-1-1-4F

082-922-8111

居酒屋

養神館病院

医療法人社団 朋和会

西広島リハビリテーション病院

㈱富士企業
医療法人ピ―アイエー

ナカムラ病院

ヘアデザイン

五日市

福
二代目

鳥家

さなや

※一部記載の無い店舗・会員がございます
コイン通り商店街振興組合

広島市佐伯区五日市中央4-15-3（五日市商工会館内2F）

TEL 082-923-1351

