２０１６西日本B-1グランプリin佐伯 チケット協力店舗・施設
地区

店舗屋号
café kitchen apricot

業種
飲食

店舗住所
佐伯市池田１６６２－１９

111店舗
2016/11/22
連絡先
080-5267-5685

slowcafe 茶蔵

飲食

佐伯市船頭町１４－２８ 宝来家旅館内

0972-22-0120

あいあい
あげパン屋 ベーカリー フクミミ
(※木曜日のみ営業)
アタックス 佐伯店

布類

佐伯市城東町１－１６
佐伯市内町６２３－３
ぱーらーちゃんきー駐車場内
佐伯市鶴望字深町２８３０番地１

0972-23-8422

佐伯市向島２丁目２２－１０

0972-22-0718

安藤紙工
居酒屋 ○えん

包装用品

0972-23-2195
0972-24-2025

飲食

佐伯市内町４－１５

0972-24-0486

居酒屋 めだかの学校

酒

佐伯市城東町３－５

0972-23-5051

居酒屋 やっちゃんち

酒

佐伯市中村東町５－３０

0972-24-8860

㈲出雲堂

菓子

佐伯市駅前２丁目４－１

0972-22-0449

いそよし

飲食

佐伯市内町４－１９

0972-24-1027

今彌

呉服

佐伯市内町８－８

0972-22-0022

飲食店 中華白鳳

飲食

佐伯市城東町４－３３

0972-23-6704

海火
梅田家具店

酒
家具

佐伯市城東町３－１７

0972-22-8222

佐伯市内町１－１０

0972-22-0064

エスコ

衣類

佐伯市内町２－２２

0972-22-0512

欧風家庭料理の店 KOYAMA

飲食

佐伯市日の出町２－１１

0972-22-9339

有限会社 オーハタパール
御菓子司 城山堂

宝飾品

佐伯市大字霞ヶ浦５５６－２

0972-27-8904

菓子

佐伯市駅前１丁目４番１９号

0972-22-0534

お菓子のウメダ

菓子

佐伯市鶴望寺田２６１６－４

0972-24-1231

お食事居酒屋 喰いまくり会館

飲食

佐伯市城東町４－２６

0972-22-2411

日本茶葉

佐伯市長島町２－２－８

0972-22-4361

かくれが

飲食

佐伯市城下西町４－３０

0972-23-7596

菓子司たけばやし

菓子

佐伯市大手町３－４－９

0972-22-2230

カナール

飲食

佐伯市内町４－１７

0972-23-6522

カフェレスト こすたりか

飲食

佐伯市内町７－４

0972-23-0582

お茶の鶴見園

佐伯地区

食品
スーパーマーケット

亀八寿司

飲食

佐伯市中村南町７－１２

0972-22-5818

菊池仏具店

仏具

佐伯市城東町２－２６

0972-22-1035

吉祥華

菓子

佐伯市大手町３－８－１７

0972-20-3088

金太郎ラーメン

飲食

佐伯市城東町２－３６

0972-22-7778

国木田独歩館

施設

佐伯市城下東町９－３７

0972-22-2866

グレードⅡ

酒

佐伯市城東町２－２０

0972-20-0275

ケーキ大使館 クアンカ・ドーネ

菓子

佐伯市弥生大字井崎１２５６－１

0972-46-2998

㈲糀屋本店

食品

佐伯市船頭町１４－２９

0972-22-1086

さいき海の市場○
佐伯市観光案内所

飲食
レンタルサイクル

佐伯市葛港３－２１

0972-22-0007

佐伯市駅前２丁目６番３７号

0972-23-3400

佐伯市城下町観光交流館

施設

佐伯市城下東町８番１９号

0972-23-1101

佐伯市平和祈念館 やわらぎ

施設

佐伯市鶴谷町３丁目３－１２

0972-22-5700

佐伯市歴史資料館

施設

佐伯市大手町１丁目２番２５号

0972-22-0700

佐伯市常盤西町９－２０

0972-22-6611

佐伯中央花店
佐伯被服
さいき本舗 城下堂
さいきりーふ

花
衣類
特産品
食品

佐伯市内町２－２１

0972-22-1311

佐伯市大手町２－２－３１

0972-28-6464

佐伯市春日町８－１５－１０２

0972-28-7121
0972-23-8001

魚料理○海

飲食

佐伯市葛港３－２１

旬彩一会 仁

飲食

佐伯市向島２－２３－１５

0972-23-2065

新鮮魚料理・各種家庭料理 めぐみ

飲食

佐伯市中村東町５－３２

0972-23-3058

寿司源

飲食

佐伯市駅前１丁目２－２０

0972-22-0373

飲食

佐伯市中村東町１０－３

0972-23-2288

リサイクルショップ

佐伯市大手町２－３－４

090-7294-3139

㈲寿し好
スマイルキッズ
鮮度壱番
第一交通株式会社佐伯営業所
㈱第一時計店
第三金波
ダイニングバー・ボルドー/カクテルバー玉井

飲食
タクシー
時計、宝飾品
飲食
酒

佐伯市葛港３－２１(海の市場○内)

0972-22-0007

佐伯市常盤南町６－８

0972-23-3366

佐伯市城下西町２番１３号

0972-22-0891

佐伯市内町３－２８

0972-22-5252

佐伯市城東町２－３６葡萄の木ビル

0972-23-5558

(有)竹寿し

飲食

佐伯市中の島東１－１１

0972-24-2488

亭
茶室 汲心亭

施
施設

佐伯市城
佐伯市城下西町３－１３

0972-24-3905

２０１６西日本B-1グランプリin佐伯 チケット協力店舗・施設
地区

店舗屋号
中国料理 大鳳閣

業種
飲食

店舗住所
佐伯市内町１－１５

111店舗
2016/11/22
連絡先
0972-23-8448

つね三

飲食

佐伯市内町６－４

0972-23-7645

飲食

佐伯市鶴岡西町2丁目233

0972-28-5424

ドラッグストア

佐伯市中村南町１３２９－３

0972-24-0689

佐伯市内町７－１７

0972-22-1039

佐伯市内町７－１

0972-22-0308

点法輪（てんぽうりん）
ドラッグファン佐伯中央店
長野時計店

時計

二海堂書店

本

(有)錦寿司

飲食

佐伯市日の出町１－６

0972-23-7632

ビストロ甲丙”モルト・ボーノ”

飲食

佐伯市中村南町９－３

0972-22-6446

ピンポン広場

佐伯地区

卓球場

佐伯市城東町２－２８

090-4987-5005

(有)深川

飲食

佐伯市内町３番２４号

0972-46-1101

福寿司

飲食

佐伯市中村東町４－１１

0972-23-1806

ブティック幸

衣類

佐伯市城東町２－３１

0972-23-6711

㈱古川製菓 月うさぎ

菓子

佐伯市女島２－２

0972-22-0099

ホテル金水苑「日本料理 番匠亭」

飲食

佐伯市駅前２－４－１３

0972-22-8181

まこと寿司

飲食

佐伯市内町７－１８

0972-25-1155

酒

佐伯市内町３－２９

0972-24-0282
0972-23-8512

松の花
マルミヤストア 長島店

スーパーマーケット

佐伯市長島町2-3-15

マルミヤストア 中ノ島店

スーパーマーケット

佐伯市中の島東町3-30

0972-23-8112

マルミヤストア 野口店

スーパーマーケット

佐伯市大字鶴望2830-1

0972-28-7578

マルミヤストア 蛇崎店

0972-23-8127

スーパーマーケット

佐伯市大字池田2136

ミタライ電気

電器

佐伯市城東町１－１６

0972-23-1301

宮明薬局

薬品

佐伯市大手町３－４－２

0972-22-0668

都堂書店

本

佐伯市常盤南町７－１０

0972-22-0604

佐伯市内町１－４

0972-22-1304

佐伯市中村南町７－２５

0972-23-7240

佐伯市内町２－２６

0972-23-1522

佐伯市城東町２－２９
佐伯市城東 ２ ２９

0972-22-0747
0972 22 0747

ミヤ乗物センター
味愉嬉食堂
むとう
村上屋

飲食

佐伯市城東町２ー２０

0972-23-5894

佐伯市城東町３－３０

0972-22-4417

柳井商店

食品

佐伯市野岡町１－８－２７

0972-23-4569

㈱ヤマジン

食品

佐伯市西浜３－８

0972-22-4266

鶴見地区
米水津地区

佐伯市中村東町８－３７

0972-22-1935

佐伯市上浦浅海井浦３４２－６

0972-32-2012

佐伯市上浦浅海井３９９番地

0972-32-2029

鮨駒

飲食

佐伯市上浦大字津井浦１４６１

0972-32-3833

森﨑呉服店

呉服店

㈲たかはし

弁当

田原電気センター
マルミヤストア 弥生店
愛の里工房
水車茶屋なのはな
道の駅 宇目 うめりあ

電器
スーパーマーケット
道の駅
食品販売

0972-32-2014
0972-46-0136

佐伯市弥生井崎１３３３－１

090-8668-8209

佐伯市弥生大字井崎1330-1

0972-46-0081

佐伯市弥生大字上小倉８９８－１

0972-46-5951
0972-56-5417

飲食

佐伯市本匠大字小半１０７

0972-56-5566

菓子

佐伯市宇目大字重岡１７６９－３

0972-52-1624

佐伯市宇目大字南田原２５１３番地５

0972-54-3090

道の駅
飲食
物産、特産品

直川カントリー倶楽部

ゴルフ場

直川まるごと市場

佐伯市上浦大字津井浦１４５０番地
佐伯市弥生大字井崎１５３２－２

佐伯市本匠宇津々２０１２－４

女性林研 なおかわ

食品

レストラン コリーヌ

飲食

㈱Aコープ 鶴見店

スーパーマーケット

佐伯市宇目大字小野市２８００－２

0972-54-3319

佐伯市直川大字赤木１２６２

0972-58-2517

佐伯市直川大字上直見３７５７番地

0972-58-3111

佐伯市直川大字赤木４－３

0972-58-2800

佐伯市直川大字上直見３７５７番地

0972-58-3308

佐伯市鶴見大字地松浦１９８７

0972-33-1129

鶴見海望パーク

飲食

佐伯市鶴見大字有明浦２４

0972-33-1237

魚住電器

電器

佐伯市米水津大字色利浦１２５７

0972-36-7150

蒲江のふぐ 魚処 浜千鳥
蒲江地区

酒販売
菓子

由紀ん子

直川地区

スポーツ用品

木村製菓

栗の実工房
宇目地区

衣類
飲食

道の駅やよい
本匠地区

陶磁器、贈答品

焼肉ステーキハウス バッファロー

池田 学 酒店

弥生地区

飲食

焼肉 たじか

㈲ヨシダスポーツ

上浦地区

自転車

マルミヤストア 蒲江店
道の駅かまえ

飲食
スーパーマーケット
道の駅

佐伯市蒲江野々河内浦江川５９０番

0972-44-0960

佐伯市蒲江蒲江浦3361-1

0972-42-1727

佐伯市蒲江大字蒲江浦５１０４番地１

0972-42-0050

