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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

加計郵便局  安芸太田町 大字加計 3315-1 

坪野郵便局  安芸太田町 大字坪野 748-1 

安野郵便局  安芸太田町 大字穴 925-1 

上殿郵便局  安芸太田町 大字上殿 1999-1 

戸河内郵便局  安芸太田町 大字戸河内 328-1 

寺領簡易郵便局  安芸太田町 大字寺領 2114 

松原簡易郵便局  安芸太田町 大字松原 904-1 

筒賀郵便局  安芸太田町 大字中筒賀 1691-2 

ＪＡ広島市 殿賀店  安芸太田町 大字下殿河内 679-5 

ＪＡ広島市 加計支店  安芸太田町 大字加計 3784-1 

ＪＡ広島市 安野支店  安芸太田町 大字穴 886-1 

広島銀行 加計支店  安芸太田町 大字加計 3756-1 

安芸太田町 商工会（加計） 安芸太田町 大字加計 3494-2 

安芸太田町 商工会（戸河内・筒賀） 安芸太田町 大字戸河内 670-6 

社会福祉協議会  安芸太田町 大字中筒賀 2802-5 

珍珍街道  安芸太田町 大字松原 46-2 

堀田商店  安芸太田町 大字小板 1254-2 

金広商店  安芸太田町 大字松原 898 

スナック喫茶 ほくろ  安芸太田町 大字中筒賀 1739-1 

山逢  安芸太田町 大字加計 5194-1 

きっちんたまがわ 温井店  安芸太田町 大字加計 29 

ヨコタ  安芸太田町 大字加計 3537-2 
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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

アサ製菓  安芸太田町 大字加計古市 3463-3 

神楽饅頭  安芸太田町 大字加計 794-1 

よしお  安芸太田町 大字加計 3538-4 

盛文堂  安芸太田町 大字加計 3756-2 

時工舎  安芸太田町 大字加計 3440-1 

猪原商店  安芸太田町 大字加計 3472 

加計印刷  安芸太田町 大字加計 3444-1 

加計ショッピング共同組合  安芸太田町 大字加計 3269-1 

川・森・文化・交流センター  安芸太田町 大字加計 5908-2 

温井スプリングス  安芸太田町 大字加計 4692-7 

JA 広島市  安芸太田町 大字上殿 618 

三段峡交通  安芸太田町 大字戸河内 853-1 

加計交通  安芸太田町 大字加計 3506-1 

おふくろ弁当もみじ  安芸太田町 大字上殿 626 

味彩紀行  安芸太田町 大字戸河内 433 

レストラン来夢  安芸太田町 大字上殿 632-2 

森の香  安芸太田町 大字上殿 2392-1 

安芸太田町観光協会  安芸太田町 大字上殿 632-2 

いわみ  安芸太田町 大字上殿 632-2 

レッツ戸河内  安芸太田町 大字戸河内 713-2 

marusaya hair&make  安芸太田町 大字戸河内 665 

クリンプロ  安芸太田町 大字土居 310 

くりす電化センター  安芸太田町 大字戸河内 702-2 
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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

大谷瓦店  安芸太田町 大字柴木 1230 

あまんど  安芸太田町 大字上筒賀 878 

渓流茶園  安芸太田町 大字松原 47 

フルハウスとごうち  安芸太田町 大字戸河内 867 

アルペンハウス  安芸太田町 大字横川 886-8 

恐羅漢山荘  安芸太田町 大字横川 877-1 

KK 恐羅漢  安芸太田町 大字横川 740-1 

河本組  安芸太田町 大字遊谷 665-1 

三河建設  安芸太田町 大字坪野 482-11 

筒賀建設  安芸太田町 大字中筒賀 540-2 

廣浜建設  安芸太田町 大字加計 3799-20 

竹下建設  安芸太田町 大字下筒賀 1152-1 

杉原土建  安芸太田町 大字下筒賀 1170 

エディオン加計店  安芸太田町 大字加計 3800-1 

辰巳屋 石油店  安芸太田町 大字加計 1153-3 

加計自動車整備工場  安芸太田町 大字加計 5342-1 

Y ショップ  安芸太田町 大字下殿河内甲 730 

つくし  安芸太田町 大字下殿河内 708-2 

児玉商会  安芸太田町 大字穴 930-16 

eAse  安芸太田町 大字津浪 1672 

栗原林班  安芸太田町 大字柴木 1027 

株式会社中国クボタ  加計営業所 安芸太田町 大字下筒賀 1112-3 

木下商会  安芸太田町 大字中筒賀 1163-2 
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広成石油  安芸太田町 大字加計 872-1 

大祐商事  安芸太田町 大字津浪 1678-2 

加計電装  安芸太田町 大字加計 5198-1 

日新林業  安芸太田町 大字加計 3340 

第一印刷  安芸太田町 大字加計 3506-1 

グリーンスパつつが  安芸太田町 大字中筒賀 280 

セブンイレブン 広島戸河内インター店 安芸太田町 大字上殿 627-1 

株式会社 百姓屋  安芸太田町 大字上殿 2395-4 

太田川森林組合  安芸太田町 大字上殿 261 番地 

（有）ジャスティス  安芸太田町 大字加計 3823-13 

グループホーム  なごみの里 安芸太田町 大字加計 5193 

岡崎酒店  安芸太田町 大字中筒賀 1680-7 

グリュックスシュバイン  安芸太田町 大字下殿河内 211-3 

瀬戸石油  安芸太田町 大字穴 884-1 

国土交通省 中国地方整備局温井ダム管理所 安芸太田町 大字加計 1956-2 

公益財団法人 広島観光コンベンションビューロー 広島市中区中島町 1-5 広島国際会議場 3 階 

社団法人呉観光協会  呉市本通 4-7-1 呉商工会議所ビル本館 5 階 

安浦町観光協会  呉市安浦町内海南 1-6-28 松岡酒店内 

川尻町観光協会  呉市川尻町久筋 2-8-8  

一般社団法人 竹原市観光協会 竹原市中央 1-1-10  

一般社団法人 三原観光協会 三原市城町 1-1-1 うきしろロビー内 

三原市大和町観光協会  三原市大和町下徳良 111 三原市役所大和支所内 

本郷町観光協会  三原市本郷南 5-26-11  
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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

一般社団法人 尾道観光協会 尾道市長江 1-3-3  

一般社団法人 因島観光協会 尾道市因島土生町 1899-31  

公益社団法人 福山観光コンベンション協会 福山市東桜町 3-5  

沼隈町観光協会  福山市沼隈町草深 1891-6 沼隈内海商工会内 

府中市観光協会  広島県府中市府中町 178  

一般社団法人 三次市観光協会 三次市十日市南 1-1-1  

一般社団法人 庄原市観光協会 庄原市新庄町 291-1  食彩館しょうばら ゆめさくら館内 

特定非営利活動法人 西城町観光協会 庄原市西城町大佐 764-2  

帝釈峡観光協会  広島県神石郡神石高原町永野 5057-12 神龍湖簡易郵便局 2F 

大竹観光協会  大竹市油見 3-18-11  

公益社団法人 東広島市観光協会 東広島市西条中央 7-23-35  

一般社団法人 はつかいち観光協会 廿日市市本町 5-1  

一般社団法人 宮島観光協会 廿日市市宮島町 1162-18  

一般社団法人 安芸高田市観光協会 安芸高田市向原町坂 37-4  

江田島市観光協会  江田島市江田島町中央 1-3-10 ふるさと交流館内 

府中町観光協会  安芸郡府中町本町 3-8-12  

安芸太田町観光協会  山県郡安芸太田町上殿 632-2  

北広島町観光協会  山県郡北広島町有田 1122  

大崎上島町観光協会  豊田郡大崎上島町東野 6625-1 大崎上島町産業観光課内 

一般社団法人 世羅町観光協会 世羅郡世羅町西上原 121-5  

神石高原町観光協会  神石郡神石高原町小畠 2025  

広島県  地域包括ケア・高齢者支援課 広島市中区基町 10-52 地域包括ケア・高齢者支援課 

一般財団法人 広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町 9-1 地域活動支援センター 地域支援課 
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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

中国新聞社  企画サービス課 広島市中区土橋町７番１号  

（社福） 広島県社会福祉協議会 広島市南区比治山本町 12-2  

一般社団法人 広島県観光連盟 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 8 階 

広島県 国民健康保険団体連合会 広島市中区東白島町 19 番 49 号 保健事業課 

日本健康運動指導士会  広島県支部   

広島県ウオーキング協会  広島市中区富士見町 11-6 エソール 911 号 

ひろしま健康づくり 県民運動推進会議 広島市南区皆見町 1-6-29  

公益財団法人 広島県地域保健医療推進機構 広島市南区皆見町 1-6-29  

山口県ウォーキング協会  山口県山口市小郡下郷 2809-8  

岡山県ウオーキング協会  岡山県岡山市北区津島東 1-3-8  

島根県ウオーキング協会  島根県雲南市三刀屋町古城 177-6  

鳥取県ウオーキング協会  倉吉市東仲町 2571  

NPO法人 徳島県ウオーキング協会 徳島県徳島市東出来島町 10 八幡ビル 3F  

香川県ウオーキング協会  香川県仲多度郡多度津町東新町 6-5  

愛媛県ウオーキング協会  愛媛県今治市別宮町 1-4-1  今治市役所 市民まちづくり推進課内 

高知県ウオーキング協会  高知県高知市南久保 13-17 高知ファイティングドッグス球団内 

福岡県ウオーキング協会  福岡県福岡市城南区七隈 7-38-15  

広島県西部保健所  廿日市市桜尾二丁目 2-68  

広島県西部保健所広島支所  広島市中区基町 10-52  

広島県西部保健所呉支所  呉市西中央一丁目 3-25  

広島県西部東保健所  東広島市西条昭和町 13-10  

広島県東部保健所  尾道市古浜町 26-12  

広島県東部保健所福山支所  福山市三吉町一丁目 1-1  
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名称 1 名称 2 住所 1 住所 2 

広島県北部保健所  庄原市東本町一丁目 4-1  

加計支所  安芸太田町 大字加計 3505-4 

筒賀支所  安芸太田町 大字中筒賀 1693-1 

安野出張所  安芸太田町 大字穴 886-1 

 

広島市等の公民館、スポーツ施設にも設置してあります。 

広島県内公衆衛生連絡協議会事務局にも設置してあります。 


