
緊急事態宣言発令に伴う営業について
5/19(水)～当面の間、広島県からの飲食店における酒類の提供停止、
休業・営業短縮要請を受け、下記の営業とさせていただきます。

2021/6/16更新日：

店舗名 業種 平日営業時間 土日営業時間
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セブン-イレブンハートインエキエ広島 コンビニエンスストア 6:00～24:00 6:00～24:00

スターバックス カフェ 7:00～20:00
7:00～20:00

※物販・テイクアウトのみ

イセタンミラーメイク＆コスメティクス コスメ

10:00～20:00 10:00～20:00

ビープルバイコスメキッチン オーガニックコスメ・食品

ロクシタン コスメ

リンツショコラブティック スイーツ

茅乃舎 和食材

オルビス コスメ

アディクション コスメ

ＰＬＡＺＡ ライフスタイルストア

イソップ コスメ

スミス 文具・雑貨

10:00～20:00 休業

アーバンリサーチストア レディスファッション

ミラオーウェン レディスファッション

ロビネ・ペタル フラワーショップ

アドゥヴィーヴル レディースシューズ

フルリールアネモネ バッグ・アクセサリー

ガーランドオブデュウ アクセサリー

マルシェドブルーエプリュス 生活雑貨

レ・トワール・デュ・ソレイユ 生活雑貨

アンフィ インナーウェア

店舗名 業種 平日営業時間 土日営業時間
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しま市場アバンセ 食品 8:00～20:00 8:00～20:00

しま市場みのりカフェ カフェ 11:00～19:00 11:00～19:00 ※物販のみ

おみやげ街道 広島みやげ

10:00～19:00

休業

酒 ます枡 酒

藤い屋 広島銘菓

御菓子処 亀屋 広島銘菓

やまだ屋 広島銘菓

いずの 広島名産品

Amochinmi/阿藻珍味 広島名産品

廣島 香月 広島銘菓

旬果瞬菓 共楽堂 広島銘菓

バッケンモーツアルト 広島銘菓

櫟kunugi ワッフル

八天堂 スイーツ・パン

花いちご スイーツ

しま商店 工芸品・文化雑貨

島ごころ SETODA 広島銘菓

楓乃樹 広島銘菓

にしき堂2号店 広島銘菓

御菓子所 高木 広島銘菓

10:00～18:00

蜜屋 広島銘菓

BOSTON スイーツ

にしき堂1号店 広島銘菓

グランクラシック スイーツ

御菓子所 平安堂梅坪 広島銘菓 休業 休業
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e’s time cafe & ANDERSEN カフェ＆ベーカリー

8:00～19:00

8:00～19:00 ※物販のみ

むさし 弁当・惣菜
8:00～19:00

じんぼ 弁当・惣菜

さち福や 定食 休業

驛むすび 弁当・惣菜 10:00～19:00 10:00～19:00

駅弁 さい彩 弁当・惣菜 休業 休業

店舗名 業種 平日営業時間 土日営業時間
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むさし むすび・うどん

11:00～20:00

11:00～19:00 ※物販のみ

炭焼牛たん東山 牛たん

休業

Massa カフェ・パスタ・ピザ

すし辰 回転寿司

みっちゃん総本店 広島風お好み焼き

いっちゃん 広島風お好み焼き

麗ちゃん 広島風お好み焼き

くにまつ＋武蔵坊 汁なし担々麵麺

かなわ 瀬戸内・かき料理

みのる食堂 地産地消レストラン

ぎをん椿庵 パスタ

中華そば 我馬 ラーメン

博多もつ鍋やまや もつ鍋・九州郷土料理
11:00～20:00

※14:00～17:00物販のみ

DASHIとSOBA水車 蕎麦・丼物 11:00～19:00

花木蘭 点心 中華料理 11:00～15:00

PACHO グリルレストラン 8:00～20:00

福ちゃん 広島風お好み焼き

休業

魚魚一 海鮮居酒屋

酔心 釜飯・広島郷土料理

陽なた 鉄板料理

サカナカナッテ 海鮮料理

広島乃風 広島まるごと居酒屋

海賊料理と牡蠣の店 村上海賊 海鮮居酒屋

OKOSTA お好み焼き体験スタジオ
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ひろしまギョウザ 餃子バル

11:00～20:00

11:00～20:00
※テイクアウトのみ

バルザル イタリアンバール

休業

電光石火 鉄板焼

なるとキッチン 若鳥半身揚げ

和久バル 瀬戸内料理・かき料理

マンゴツリーキッチン タイ料理

一風堂 ラーメンスタンド

炙り処 しょうの屋 焼鳥 11:00～19:00

ばくだん屋 広島つけ麺 11:00～17:00

ローマ軒 焼スパ＆ワインバル

休業

串かつ 寅卯 串かつ

鮨広島あじろや 寿司

銀座ライオン ビアホール

Tapas Kitchen パエリア・アヒージョ・生ハム

niku TOKU 肉バル

店舗名 業種 平日営業時間 土日営業時間
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ユアーズ スーパーマーケット 8:00～22:00 8:00～22:00

マツモトキヨシ ドラッグストア 9:00～21:00 9:00～21:00

TAVOLA! by JUPITER 輸入食品 10:00～21:00 10:00～21:00

ごちそうおむすび膳七 おにぎり 8:00～20:00 8:00～20:00

BAKE CHEESE TART チーズタルト

10:00～20:00

10:00～20:00

SAKE PLACE ※物販のみ 酒

京鳥 焼き鳥、鶏惣菜

和惣菜 笑福 和惣菜

COCONCA 和洋菓子

御座候 大判焼き

SAJIN-茶人-/バッケンモーツアルト 和洋菓子

MARIO DESSERT 洋菓子・タルトケーキ

立町カヌレ＋ 洋菓子・カヌレ

shodai bio nature 洋菓子

Morozoff 洋菓子

RINGO アップルパイ

BOSTON 洋菓子

柿安ダイニング 和・洋・中惣菜

Green gourmet 和・洋・アジアン惣菜

Zona ITALIA OSOUZAI ライスコロッケ・イタリア惣菜

チャイニーズダイニング夢 中華・惣菜

魚喜 ※物販のみ 寿司

元祖揚げもみじ もみじ堂 揚げもみじ・ドーナツ
10:00～20:00

※物販・テイクアウトのみ
韓美膳 韓国料理

ちから うどん・中華そば・和菓子

伊都岐珈琲 珈琲スタンド
10:00～20:00

※テイクアウトのみ

春水堂 台湾カフェ・タピオカティー

休業

星乃珈琲店 カフェ 11:00～20:00

ルピシア 世界のお茶 11:00～19:00

日本旅行 旅行代理店

休業

Dim sum & Deli Fuki 点心・中華

ビールスタンド重富 ビアスタンド

大和サンド サンドウィッチ

葛 広宮 串揚げ

ウェルカムカウンター 配送・手荷物預かり 9:00～18:00 9:00～18:00

店舗名 業種 平日営業時間 土日営業時間
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伊達眼科医院 眼科 9:30～18:00（13:00～14:00休） [土]9:30～13:00 [日祝]休業

もみじ薬局 薬局 9:30～18:00（13:00～14:00休） [土]9:30～13:00 [日祝]休業

広島駅ビル 歌野原歯科 歯科
9:30～18:30

(12:30～14:00休、水:17:00迄)
[土]9:30～12:30 [日祝]休業

広島駅 内科・こどもクリニック 内科 9:30～18:00（13:00～14:00休） [土]9:30～13:00 [日祝]休業

河合塾マナビス 学習塾 [月～土]14:00～22:00 [日祝]10:00～18:00

ハートアップ コンタクトレンズ
10:00～20:00

10:00～20:00

ラフィネ・プリュス リラクゼーションサービス 休業

JR西日本 忘れ物センター 忘れ物センター 8:00～20:00 8:00～20:00
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セブン-イレブンハートインエキエ広島
新幹線口店

コンビニエンスストア 6:00～23:00 6:00～23:00

廣文館 書籍・文具 8:30～20:00
休業

ビック・ママ 洋服のお直し 10:00～19:00

エキエインフォメーション インフォメーション 10:00～20:00 10:00～20:00

※営業時間変更・休業となる場合がございます。


