
NO.1 4/24/2020 9:01:10 PM更新 
 

ジャンル サービス 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

自宅や施設に訪問して散髪いた

します 

事業所名 ヘアーサロンクワモト 

所在地 廿日市 1-6-27 

電話番号 0829321008 

問合せ 

可能時間 

10：00～17：00 

定休日 月, 土, 日, 廿日市市 

担当者名 桑本謙三 

販売価格 

（税込） 

カット 3000円 販売商品 散髪 

最低注文

数・最高注

文数 

1人 E-mail Kuwamoto1023@gmail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP http://kenzo.a.la9.jp/ 

NO.2 5/25/2020 9:31:10 AM更新 
 

ジャンル パズル 所属団体 佐伯商工会 

 
 

 

PRコメント        

脳トレ ヒノキ使用 3つの楽

しみ  ①えとの動物達の絵柄

１ ９ ２ 通り ②文字 ③アルフ

ァベット  作業療法、全ての

パズル愛好家へ。 

事業所名 ニキプラン 

所在地 廿日市市友田２ ４ －４ ８  

電話番号 ０ ８ ２ ９ －７ ４ －１ ７ ２ ２  

問合せ 

可能時間 

１ ０ ：０ ０ ～１ ５ ：０ ０  

定休日 金, 土, 日 

担当者名 林 睦彦 

販売価格 

（税込） 

２ ,８ ０ ０ 円 販売商品 えっとぱずる（ヒノキ作り） 

最低注文

数・最高注

文数 

１ 個～２ ０ 個で承りま

す。 

E-mail musshiy-rinrin@fch.ne.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.3 4/25/2020 11:48:30 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

事業所の方のお昼に予算等に

応じた商品を配達致します。お

弁当・オードブル 

事業所名 ほっこり山ちゃんのお弁当屋

さん（（有）ヤマシタ） 

所在地 広島市佐伯区三筋３ 丁目６

－９  

電話番号 ０ ８ ２ －９ ２ ３ －２ ８ ４ ８  

問合せ 

可能時間 

9：00～14：00 17：00～

21：00 

定休日 正月三が日のみ 

担当者名 山下 幸士 

販売価格 

（税込） 

お弁当４ ５ ０ 円～８ ０

０ 円 特注弁当１ ０ ０

０ 円～５ ０ ０ ０ 円 オ

ードブル３ ０ ０ ０ 円～

１ ０ ０ ０ ０ 円 

販売商品 お弁当（昼食用） 特注弁

当 オードブル 

最低注文

数・最高注

文数 

1つからでも承ります。 E-mail info@hiroshima-bento.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP http://hiroshima-bento.com// 

NO.4 4/28/2020 12:18:50 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

手作りで安くておいしいの三拍

子そろったお弁当は５ ４ ０ 円

から選べます♪ テイクアウト限

定の今は、できたてのお惣菜を

選ぶスタイルで営業中です！  

事業所名 地元のごちそう 自然のめ

ぐみキッチン 

所在地 廿日市市阿品台３ 丁目８ －

３ ０  

電話番号 ０ ８ ２ ９ －２ ０ －５ ８ １ ９  

問合せ 

可能時間 

１ ０ ：０ ０ ～１ ９ ：０ ０  

定休日 月, 日 

担当者名 小林 めぐみ 

販売価格 

（税込） 

１ 人前惣菜パック１ ０

８ 円～ 日替り弁当５

４ ０ 円～１ ２ ９ ６ 円 

販売商品 弁当 オードブル 惣菜 

最低注文

数・最高注

文数 

前日までのご予約で弁

当承ります。 惣菜は、

日替りで毎日２ ０ 種類

近く用意してます。 

E-mail h.kobayashi2017@outlook.j

p 

情報公開期限  12/31/2020 HP https://restaurant-67641.bus

iness.site/#menu 



NO.5 5/22/2020 3:52:46 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

お持ち帰り限定！ ！ 今なら

20％OFF 

事業所名 徳川 廿日市店 

所在地 廿日市市下平良 2丁目 1-22 

電話番号 0829-32-1111 

問合せ 

可能時間 

11時から 21時まで 

定休日 不定休 

担当者名 竪原 慶紀 

販売価格 

（税込） 

家康公(豚肉入り) 780 円 

広島風イカ天そば入り 

820円 

販売商品 徳川焼 広島焼 鉄板メニュ

ー 揚げ物 など 

最低注文

数・最高注

文数 

1枚からご注文頂けま

す。 

E-mail hatukaichi@tokugawa.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP http://www.tokugawa.jp 

NO.6 5/22/2020 6:11:18 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

本格イタリア料理のオードブル

や会社内での懇親会、ホームパ

ーティにおすすめケータリング

サービスをご用意しております。 

事業所名 カナダカン廿日市店 

所在地 廿日市市地御前 1-23-27 

電話番号 0829-36-5551 

問合せ 

可能時間 

9:30〜22:00 

定休日 不定休 

担当者名 羽生 恭 

販売価格 

（税込） 

オードブル 3500 円、ケ

ータリングお一人様

2000円から 

販売商品 イタリア料理、生パスタ、ピ

ザ、宅配、オードブル、仕出

し、ケータリング 

最低注文

数・最高注

文数 

ケータリングは30000円

から承ります。 

E-mail hasho@itsuji.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP https://www.canadakan.com

/ 



NO.7 6/24/2020 4:55:37 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

素材にこだわった手作り和食の

お店です。単品テイクアウト他、

ご要望に応じておまかせ弁当を

お作りします。 

事業所名 季節の和ごはん たがへい 

所在地 廿日市市宮内 1522-2 

電話番号 0829-38-6591 

問合せ 

可能時間 

10；00～15：00 

定休日 木 

担当者名 田賀 真紀子 

販売価格 

（税込） 

おまかせ弁当 1080 円～ 販売商品 総菜、弁当 

最低注文

数・最高注

文数 

4個～30個 E-mail tagahei.wagohan@gmail.co

m20 

情報公開期限  12/31/2020 HP https://www.tagahei.com/ 

NO.8 7/3/2020 1:53:15 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

気持ちがほっとする料理を作っ

ています。 

事業所名 ダイニング凜 

所在地 廿日市市宮内 1445-12 

電話番号 0829-30-7571 

問合せ 

可能時間 

11：00～14：30    17：

00～19：30 

定休日 水 

担当者名 特になし 

販売価格 

（税込） 

唐揚げ弁当 880円 野

菜たっぷり弁当 980円 

魚のアラ煮弁当 1280 円 

など弁当は 980円から

御予算に合わせてお作

りできます。 全て税別

になります。 

販売商品 弁当、惣菜、オードブルなど 

最低注文

数・最高注

文数 

１ 個～３ ０ 個で承りま

す。 

E-mail 150224kaori@gmail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.9 7/7/2020 4:17:08 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

すべて手作りです。 カツ丼．

親子丼．天丼．うな重の持ち帰

りできます。 

事業所名 花かんざし 

所在地 廿日市市宮内１ －５ －１ ３  

電話番号 ０ ８ ２ ９ －３ ８ －３ ０ ６ ６  

問合せ 

可能時間 

11：30～13：30 17：30～

21：00 

定休日 月, 祝日の場合は翌日 

担当者名 坂田 勝英 

販売価格 

（税込） 

弁当８ ０ ０ 円（税別）～ 

持ち帰り料理は６ ８ ０

円（税別）～ 

販売商品 弁当８ ０ ０ 円（税別）～ 天

婦羅、卵焼き、その他持ち帰

り料理 

最低注文

数・最高注

文数 

弁当は５ 個～１ ０ ０ 個

で承ります。 

E-mail  

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO.10 7/8/2020 3:59:33 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

手作りのおばんざいをメインに

したお弁当を作っています。前

日までの予約なら 20個位まで

注文承ります。少ない数なら当

日予約で大丈夫です。 

事業所名 旨味処 朋 

所在地 廿日市市廿日市 2-3-9 

電話番号 0829-31-2677 

問合せ 

可能時間 

10：00～13：30 16：00～

22：00 

定休日 日 

担当者名 本田朋代 

販売価格 

（税込） 

おまかせ弁当 700 円 販売商品 ランチ、お弁当 

最低注文

数・最高注

文数 

1個~20個 E-mail all_all_ally@yahoo.co.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.11 7/9/2020 1:06:00 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

国産の食材を使った手作りのお

弁当を、各ご家庭、職場にお届

けいたします 

事業所名 喫茶むぎ 

所在地 廿日市市下平良 1-7-2 

電話番号 0829-31-1010 

問合せ 

可能時間 

9:00〜19:00 

定休日 毎月第一日曜日 第三日曜

日 

担当者名 村山祥宏 

販売価格 

（税込） 

お弁当600円〜 オード

ブル 3000円〜 

販売商品 お弁当、オードブル、お惣菜 

最低注文

数・最高注

文数 

テイクアウト:1個からで

も デリバリー:ご注文

時にご相談承ります 

E-mail yossyan1018@gmail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO.12 7/21/2020 11:11:24 AM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

薪窯食パンで作る柔らかーいサ

ンドイッチをテイクアウトした

り、中庭のテラス席で楽しみた

いあなたへ。 

事業所名 おひさまパン工房 

所在地 廿日市市新宮 2-14-14 

電話番号 0829-32-6055 

問合せ 

可能時間 

12:00〜17:00 

定休日 月, 火 

担当者名 野村 直 

販売価格 

（税込） 

サンドイッチ１ ２ ０ ０ 〜

１ ６ ０ ０ 円（税抜） 

販売商品 サンドイッチ 

最低注文

数・最高注

文数 

5個〜20個 E-mail nomusanmiyajimajapan@g

mail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP http://www.miyajima-pan.co

m/ 



NO.13 7/29/2020 11:27:38 AM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

岡村牧場の豚肉、佐伯米、野菜、

佐伯醤油、あわび茸など 

事業所名 （有）蔵 

所在地 廿日市市上平良 1373－2 

電話番号 0829‐37‐3151 

問合せ 

可能時間 

10：00～21：00 

定休日 水 

担当者名 友安 健 

販売価格 

（税込） 

瀬戸もみじ豚と穴子弁

当 太もずく酢付き 

1450円（税込） 

販売商品 弁当 

最低注文

数・最高注

文数 

２ 個～２ ０ 個 E-mail info@syunsai-kura.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP http://syunsai-kura.jp/ 

NO.14 7/30/2020 5:21:52 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

お店のからあげ４ 個入り から

あげ弁当始めました。おかずの

テイクアウト可！ 旬どころ ごは

ん屋さんのボリュームたっぷり

から揚げ定食 

事業所名 旬どころ ごはん屋さん 

所在地 広島県廿日市市宮内 4491-1 

電話番号 0829-38-3033 

問合せ 

可能時間 

15:00~17:00 

定休日 日, 祝日は営業 

担当者名 山根 隆治 

販売価格 

（税込） 

からあげ弁当 700円、

持ち帰りからあげ６ 個

760円、からあげ定食

1,000円など 

販売商品 旬の食材を使った手作り定

食や、うどん・どんぶり・一

品料理など、豊富なメニュー

を取り揃えています。 

最低注文

数・最高注

文数 

1個～30個 E-mail nextco.ltd23@gmail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP https://www.next-co.jp/ 



NO.15 8/4/2020 5:28:37 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

上質な肉を丁寧に仕込み、秘伝

のタレを使った味自慢のオリジ

ナル弁当です。 

事業所名 焼肉 喜一 

所在地 廿日市市宮内 4481‐8 

電話番号 0829‐30－8298 

問合せ 

可能時間 

11：00～14：00 

定休日 不定休 

担当者名 冨原浩樹 

販売価格 

（税込） 

上焼肉丼 1000円 牛タ

ンのねぎ塩炒め弁当

850円 チーズタッカル

ビ風弁当 800円 

販売商品 弁当 丼 

最低注文

数・最高注

文数 

10個～30個 E-mail  

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO.16 8/12/2020 3:46:26 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

じっくり蒸したキャベツとそばは

生麺を使用し、１ 枚 1枚丁寧に

焼き上げます。 

事業所名 TETSUJIRO（テツジロウ） 

所在地 廿日市市大東 1－7 保田ビ

ル 101 

電話番号 0829－32－5518 

問合せ 

可能時間 

11：30～13：30 17：00～

21：00 

定休日 水 

担当者名 貞尾 徹也 （サダオ テ

ツヤ） 

販売価格 

（税込） 

そば肉玉 880円（容器

代込み） うどん肉玉

880円（容器代込み） 

販売商品 お好み焼き 

最低注文

数・最高注

文数 

５ 枚～１ ５ 枚で承りま

す 

E-mail tetsujiro0703@icloud.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.17 9/29/2020 1:03:38 PM更新 
 

ジャンル 飲食 所属団体 廿日市商工会議所, 佐伯商

工会 

 
 

 

PRコメント        

西広島バイパス宮内交差点で

「丸忠うどん」として長年営業し

ています。早く・安く・おいしく

がモットーです！ よろしくお願

いします。 

事業所名 (株)丸忠 

所在地 廿日市市串戸 6-11-19 

電話番号 0829-31-1313 

問合せ 

可能時間 

9:00～18:00 

定休日 年末年始 

担当者名 木戸 静和 

販売価格 

（税込） 

カツ丼 750円 販売商品 うどん・そば・ラーメン・丼 

他 

最低注文

数・最高注

文数 

１ 個～ E-mail  

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO.18 4/23/2020 4:03:39 PM更新 
 

ジャンル 果物・野菜 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

地元広島の新鮮で美味しい果物

を用意しています。その時期の

旬な果物も多く揃えています！  

事業所名 アサヒナフルーツ 

所在地 廿日市市串戸 2-3-8 

電話番号 0829-32-8808 

問合せ 

可能時間 

8：00～19：00 

定休日 不定休 

担当者名 朝比奈 義秀 

販売価格 

（税込） 

紅八朔 100円、安政柑 

100円 

販売商品 果物 

最低注文

数・最高注

文数 

10個～ E-mail chinamin.1010@docomo.ne

.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.19 5/6/2020 4:14:01 PM更新 
 

ジャンル 果物・野菜 所属団体 佐伯商工会 

 
 

 

PRコメント        

女鹿平の「あわび茸」と「香り

舞茸」を収穫後すぐにお届けし

ます。宅配（冷蔵）での発送も

承ります。（別途送料必要） 

事業所名 きのこ屋本舗 

所在地 廿日市市木材港南 1－ 1 

（栽培所は廿日市市吉和

4291） 

電話番号 090－4572－0097 

問合せ 

可能時間 

8：00～17：00 

定休日 毎週金曜午後のお届けとな

ります。 

担当者名 蔵重 昌三 

販売価格 

（税込） 

1,500円／セット 販売商品 「あわび茸」と「香り舞茸」

のセット （あわび茸２ 個＋

香り舞茸大株１ 株） 

最低注文

数・最高注

文数 

1セット～10セット E-mail shozou.kurashige@woodon

e.co.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO.20 4/28/2020 12:52:31 PM更新 
 

ジャンル 雑貨, 日用品 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

マスク・衛生商品 お困りであ

ればご相談下さい 

事業所名 株式会社フレイム 

所在地 廿日市市宮内 1065-6 

電話番号 0829-38-5255 

問合せ 

可能時間 

10:00～17:00 

定休日 不定休 

担当者名 川本・日中 

販売価格 

（税込） 

都度、お見積り 販売商品 マスク・手袋・フェイスガー

ド・除菌剤・医療用ガウン・

防護服・医療用アルコール 

最低注文

数・最高注

文数 

なし E-mail otomawak936@gmail.com 

情報公開期限  12/31/2020 HP  



NO.21 4/24/2020 7:11:09 AM更新 
 

ジャンル 日用品 所属団体 廿日市商工会議所 

 
 

 

PRコメント        

さらしを使用 ノーズワイヤー

入りの手作りマスク。唇がマス

クに当たらないように工夫した

プリーツマスクです！  

事業所名 ミ、アミーゴ 

所在地 廿日市串戸 3-19-38 

電話番号 0829342035 、 090 9417 

1309 

問合せ 

可能時間 

9:00〜17:00 

定休日 日 

担当者名 板村 恵 

販売価格 

（税込） 

手作りマスク 600 円 販売商品 手作りマスク 

最低注文

数・最高注

文数 

5個〜20個 E-mail amigo196478@i.softbank.jp 

情報公開期限  12/31/2020 HP  

NO. 更新 
 

ジャンル  所属団体  

 
 

 

PRコメント        事業所名  

所在地  

電話番号  

問合せ 

可能時間 

 

定休日  

担当者名  

販売価格 

（税込） 

 販売商品  

最低注文

数・最高注

文数 

 E-mail  

情報公開期限   HP  


