
№ 施設・事業者名 町名 № 施設・事業者名 町名

1 安芸高田市歴史民俗博物館 吉田 9 道の駅「北の関宿　安芸高田」 美土里

2 グリーンプラザ５４ 吉田 10 エコミュ－ジアム川根 高宮

3 道の駅三矢の里あきたかた 吉田 11 高宮温泉　たかみや湯の森 高宮

4 土師ダムサイクリングターミナル 八千代 12 フィシングレイクたかみや 高宮

5 八千代カントリークラブ 八千代 13 リージャスクレストゴルフクラブ 高宮

6 八千代産直市場 八千代 14 酵素風呂森蔵 向原

7 エオの谷ノースシーグル 美土里 15 向原農村交流館やすらぎ 向原

8 神楽門前湯治村 美土里

1 安芸高田ラーメンごうき 吉田 33 CaféReset　カフェリセット 八千代

2 あきんど 吉田 34 麒麟 八千代

3 あじよし 吉田 35 珈琲庵　舞 八千代

4 ｉｅｇｏｔｏ 吉田 36 coffee house 花水木 八千代

5 えーのー夢茶屋 吉田 37 COFFEE＆REST　ＭＩＤＯＲＩ 八千代

6 美味しくて、懺悔。（道の駅三矢の里あきたかた内） 吉田 38 さくら亭（土師ダムサイクリングターミナル内） 八千代

7 お好み焼き８８（ハチヤ） 吉田 39 食事とカラオケ喫茶歌輪 八千代

8 お好み焼きカープ 吉田 40 大ちゃん 八千代

9 お好みハウス山小屋 吉田 41 うどん・そば権兵衛（神楽門前湯治村内） 美土里

10 御里茶屋 吉田 42 お食事処ふくすけ（神楽門前湯治村内） 美土里

11 食事と喫茶ＫＡＤＯ 吉田 43 軽食・喫茶キッチン蔵（神楽門前湯治村内） 美土里

12 カフェ・オリーブ 吉田 44 ながいきラーメン食堂（道の駅北の関宿安芸高田内） 美土里

13 カラオケ　蔵 吉田 45 ほととぎす茶屋 美土里

14 こりん亭（じゃぱにーずだいにんぐＣＯＲＩＮＴＥＩ） 吉田 46 お好み焼たけちゃん 高宮

15 こんにちはビール部 吉田 47 お食事処谷屋（たかみや湯の森内） 高宮

16 珈琲たまちゃん農園 吉田 48 エコミュ－ジアム川根 高宮

17 茶房いなだ 吉田 49 清流亭 高宮

18 サンパラソル 吉田 50 農協食堂 高宮

19 縄文あいす「ひとは館」ベジパーク店（道の駅三矢の里あきたかた内） 吉田 51 お好み焼やまさき 甲田

20 スタンド秋桜 吉田 52 きらく 甲田

21 スナックなつみ 吉田 53 たんぽぽ村（甲田ショッピングセンター内） 甲田

22 スナック恵 吉田 54 鳥次郎 甲田

23 ８〇８ｃａｆｅ 吉田 55 なかむら寿司店 甲田

24 お好み焼高猿 吉田 56 焼肉りき食堂 甲田

25 西岩うずき 吉田 57 大原屋 向原

26 飲み処喰い処みね 吉田 58 喫茶ジョイフル 向原

27 ファーマーズ・レストラン安芸高田（道の駅三矢の里あきたかた内） 吉田 59 縄文あいす「ひとは館」本店 向原

28 鳳月堂生田 吉田 60 パブラウンジ銀河 向原

29 麺や一番（ゆめタウン吉田店内） 吉田 61 せせら（向原農村交流館やすらぎ内） 向原

30 焼肉大福 吉田 62 morizoＢＢＱ（酵素風呂森蔵） 向原

31 味処まる山 八千代 63 寄りあい処「ささき亭」 向原

32 お好み焼・定食花亭 八千代

1 豪農の家・安芸高田 吉田 5 エコヴィレッジかわね 高宮

2 民宿　蔵 吉田 6 エコミュ－ジアム川根 高宮

3 Outdoor Funキャンプフィールド 美土里 7 香六ダムキャンプ場 高宮

4 神楽門前湯治村 美土里 8 高宮温泉　たかみや湯の森 高宮

1 介護タクシー夢 吉田 7 生田モータース 美土里

2 芸北タクシー 吉田 8 高宮中央交通 高宮

3 ニコニコタクシー 吉田 9 楽のりレンタカー安芸高田店 高宮

4 吉田タクシ－ 吉田 10 甲立タクシー 甲田

5 介護タクシー八千代 八千代 11 向原タクシー 向原

6 八千代レンタカー 八千代

1 安芸たかたツーリスト 美土里 3 タカタトラベルサービス 甲田

2 三矢旅行広島 高宮

安芸高田市食べて・遊んで・泊まって応援券取扱加盟店一覧表

取扱期間：2020年10月9日(金)～2021年3月31日(水)まで

観光施設

飲食事業者

宿泊施設

タクシー・レンタカー事業者

旅行業者


