
＊施設名は種別ごとにあいうえお順です。 (R1.5現在）

施設名 有限会社さんさん市 産直市
施設紹介

特典内容 ソフトクリーム１００円割引　通常３００円を２００円で販売
住所 広島県山県郡北広島町都志見12609番地　豊平どんぐり村内
連絡先 TEL：0826-84-1316　　／　　FAX：0826-84-1316
営業時間 ９：００～１７：００
定休日 年末年始
HPアドレス http://www.ｄｏｎｇｕｒｉ.gr.jp/sansanichi/

施設名 道の駅舞ロードIC千代田 産直市・飲食店
施設紹介

特典内容 レストラン響　５％割引
住所 広島県山県郡北広島町有田1122番地
連絡先 TEL：0826-72-0171　／　　FAX：0826-72-8265
営業時間 産直：９：００～１８：００　　レストラン：１１：００～１５：００（受付、ラストオーダー１４：００）
定休日 産直：年末年始　　 レストラン：毎週水曜日、年末年始
HPアドレス http://kitahiro-ichiba.com/

施設名 わさ～る産直館 産直市
施設紹介

特典内容 １，０００円以上お買い上げの方、大朝コシヒカリ２合プレゼント
住所 広島県山県郡北広島町大朝2513番地１
連絡先 TEL：0826-82-7831　／　　FAX：0826-82-7831
営業時間 ９：００～１８：００
定休日 年末年始
HPアドレス http://wasantyoku.exblog.jp/　　　　https://ja-jp.facebook.com/wasantyoku/

施設名 おおあさ鳴滝露天温泉 宿泊・温泉・飲食
施設紹介

特典内容 大人入浴料金７００円を１００円割引（１８：００まで）
住所 広島県山県郡北広島町大朝15111番地
連絡先 TEL：0826-82-3773　　／　　FAX：0826-82-3122
営業時間 日帰り入浴１１：００～１９：００（１８：００最終受付）　※要事前連絡
定休日 水曜日
HPアドレス http://www.narutakionsen.com/

地元北広島町でとれた新鮮な野菜や加工品、花苗を中心に販売してい
ます。地元のおいしものを探しに来てください！

平成２５年１０月１２日の開業以来、町内産の農産物を中心に商工業者
の製造する特産品を販売しています。また、新たに併設されたレストラ
ン響では、「きたひろテロワール」をコンセプトに町内産農産物を使った
バイキング料理を提供しています。

北広島町大朝にある産直直売所。大朝のお米を始め、新鮮野菜、米
粉、漬物、みそなどの加工品、米粉パンやまんじゅう、スイ－ツなどさま
ざまなものを販売しています。役場大朝支所の隣です。

岩づくりの露天温泉では四季折々の自然が楽しめます。宿泊施設や食
堂もあり、敷地内にはパワースポットの「鳴滝」もあります。

きたひろ応援隊協賛店 一覧表 
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温泉・宿泊・飲食 
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施設名 芸北オークガーデン 宿泊・温泉・飲食
施設紹介 中国山地の山並みが見える露天風呂が自慢の温泉施設です。

レストランではあまご料理や猪料理、芸北高原豚などが味わえます。

特典内容 温泉1人５０円割引、宿泊料金５％引（ただし、通常宿泊プランに限る）
住所 広島県山県郡北広島町細見10145番地104
連絡先 TEL：0826-35-1230　　／　　FAX：0826-35-1236
営業時間 日帰り入浴１０：００～２１：００（最終受付２０：００）
定休日 第１・３火曜日
HPアドレス http://g-oak.jp/

施設名 広島北ホテル 宿泊・温泉・飲食
施設紹介

特典内容 １泊２食付　５００円割引(１団体様）
住所 広島県山県郡北広島町南方3659番地
連絡先 TEL：0826-７3-0011　　／　　FAX：0826-73-0222
営業時間 　　―
定休日 なし
HPアドレス http://www.h-kitahotel.jp/

施設名 アザレア千代田 宿泊・飲食・日帰り入浴
施設紹介

特典内容 ご入浴のお客様　レストランメニューのドリンク一杯１００円OFF
住所 広島県山県郡北広島町壬生550番地
連絡先 TEL：0826-72-7500　　／　　FAX：0826-72-6750
営業時間
定休日 なし（設備点検等で臨時休業する場合あり）
HPアドレス http://azaleachiyoda.com/

施設名 グリーンヒルおおあさ 宿泊・飲食
施設紹介

特典内容 宴会、宿泊していただいた方にソフトドリンク１杯プレゼント
住所 広島県山県郡北広島町大朝11363番地
連絡先 TEL：0826-82-3730　　／　　FAX：0826-82-3731
営業時間 宿泊IN１６：００～、OUT１０：００（要予約）
定休日 要問合せ
HPアドレス http://www.khiro.jp/gh_oasa/greenhill_oasa.html

昭和の古きよき風情を満喫できる温泉風呂付のホテル。料理は、極上
の天然水を使用し、何よりもおいしさを引き立ててくれます。落ち着いた
お部屋で食事もでき、ファミリー旅行やビジネスにもご満足いただけま

千代田運動公園に隣接。スポーツ団体やスキー旅行、グループ旅行、
会議、宴会などもご利用いただけます。浴場「セラミック湯」でなめらかで
肌に優しいお湯で体の芯から温まってください。サウナ、水風呂もござ

大朝運動公園、ふれあいの森内にある「グリーンヒルおおあさ」。スポー
ツ施設を利用しての合宿などいかがですか。じゃらん、楽天のインター
ネットの予約も可能です。

日帰り入浴６：００～９：００、１０：００～２１：００　火曜日６：００～９：００、１３：００～２１：００（最終受付２０：３０）

宿泊 

http://g-oak.jp/
http://www.h-kitahotel.jp/
http://azaleachiyoda.com/
http://www.khiro.jp/gh_oasa/greenhill_oasa.html


施設名 酔膳亭みちづれ 飲食
施設紹介

特典内容 ソフトドリンク１杯サービス
住所 広島県山県郡北広島町有田1556番地1
連絡先 TEL：0826-72-0011　　／　　FAX：0826-72-0022
営業時間
定休日 第１・３水曜日(祝日と重なる場合は変更あり）
HPアドレス http://itp.ne.jp/ap/0826720011/

施設名 へんぽこ茶屋 飲食
施設紹介

特典内容 食事をされる方おひとり様５０円値引き
住所 広島県山県郡北広島町本地4292番地
連絡先 TEL：0826-72-0818　　／　　FAX：0826-72-0819
営業時間
定休日 火曜日
HPアドレス http://www.henpoko.com/

施設名 千代田ゴルフ倶楽部 ゴルフ場
施設紹介

特典内容 １ドリンク券　１枚プレゼント　
住所 広島県山県郡北広島町寺原12851番地
連絡先 TEL：0826-72-2100　　／　　FAX：0826-72-2943
営業時間 要問合せ
定休日 なし（積雪時を除く）
HPアドレス https://www.next-golf.jp/chiyoda/

施設名 大暮養漁場 釣り堀
施設紹介

特典内容 えさ代無料（250円）
住所 広島県山県郡北広島町大暮85番地3
連絡先 TEL：0826-38-0734
営業時間 ８：３０～１７：００
定休日 火曜日
HPアドレス https://www.ogure-amago.com/

１０：００～１４：００(売店は～１６：００）

なだらかな自然の地形を最大限に活かした、全長7,043ヤードのチャン
ピオンコース。グリーンまで見通せるオープンな設計が、ダイナミックな
ショットを生みだします。

春は新緑、夏は水遊び、秋は紅葉と自然に囲まれた環境が自慢です。
場内には、釣った魚をそのままお召し上がりいただけるバーベキュース
ペースもあり、大自然を満喫していただけます。

地産地消を取り入れたメニュー「豚丼」と「うどん」のお店です。名水「よ
みがえりの水」のふもとでできた自家米を使った加工品、寿司、もち、和
菓子、ぽん菓子も販売しています。

３５年前から北広島町の玄関で営業している和食料理店です。新鮮な
山海の珍味、季節の食材でおもてなし。少人数から１００名様超までご
利用いただける宴会場も完備しており、無料送迎もしています。(要予
約）ぜひお越しください。

月～金１１：００～１４：００、１６：３０～２２：００　土１１：００～２２：００　日祝１１：００～２１：００　※宴会は要予約

飲食店 

ゴルフ場 

釣り堀 

http://itp.ne.jp/ap/0826720011/
http://www.henpoko.com/
https://www.ogure-amago.com/


施設名 有限会社フラワーショップのうみ 花
施設紹介

特典内容 千代田・大朝・豊平地域、安佐北区、安佐南区は3,000円以上配達無料
ラッピング無料

住所 広島県山県郡北広島町春木481番地1（北広島町消防署本署前）
連絡先 TEL：0826-72-3933　／　　FAX：0826-72-4753
営業時間 ９：００～１８：００（時間外については、相談にのります）
定休日 要問合せ
HPアドレス なし

施設名 芸北民俗芸能保存伝承館 体験交流施設
施設紹介

特典内容 入場料　大人300円を無料で入場できます。
住所 広島県山県郡北広島町有田１２３４番地
連絡先 TEL：050-5812-5088、050-5812-1864
営業時間 ９：００～１６：３０
定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
HPアドレス http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-06.html

施設名 体験交流施設
施設紹介

特典内容 入場料　大人３00円を無料で入場できます。
住所 広島県山県郡北広島町西八幡原10870番地4
連絡先 TEL：0826-37-0048、050-5812-1864
営業時間 ９：００～１６：３０
定休日 月・火曜日、１２月～４月(冬季閉館）
HPアドレス http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-01.html
備考 現在併設された民家の解体修理工事のため、工事終了まで休館します。

施設名 古保利薬師収蔵庫・千代田歴史民俗資料館文化財
施設紹介

特典内容 入場料　大人300円を無料で入場できます。
住所 広島県山県郡北広島町古保利224番地
連絡先 TEL：050-5812-1864
営業時間 ９：００～１６：３０(入館は１６：００まで）
定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
HPアドレス http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-04.html
備考 現在、千代田歴史民俗資料館は休館中です。

ダム建設により「聖湖」湖底に没した樽床集落及び周辺地域で、昭和３
０年代に収集された生活用具を収蔵展示する資料館です。ダムの水没
地から移築した「中門造り」の民家も併設しています。

収蔵庫には本尊の薬師如来像など12躯の仏像が納められており、国の
重要文化財に指定されています。

花束、アレンジ、供花、祝スタンド花、鉢物　等々花に関するあらゆるこ
とに対応します。花キューピット加盟店です。

芸北地方の民俗芸能の保存と活用の拠点となっています。「壬生の花
田植」を中心とした「はやし田」の様子や、花笠踊り、神楽などについ
て、模型や映像、写真パネルなどの展示があります。

芸北民俗博物館(平成３１年４月２５日まで休館）

花 

文化財・体験交流施設 

http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-06.html
http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-01.html
http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-04.html


施設名 戦国の庭歴史館 体験交流施設
施設紹介

特典内容 入場料　大人300円を無料で入場できます。
住所 広島県山県郡北広島町海応寺255番地1
連絡先 TEL：050-5812-1785
営業時間 ９：００～１６：３０（入館は１６：００まで）
定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
HPアドレス http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-10.html

史跡吉川城館跡(吉川元春館跡、万徳院跡、小倉山城跡など９史跡）全
体を案内する展示施設であり、展示コーナーのほか、工夫を凝らした体
験コーナーなどを備えています。

http://kitahiro-bunka.jp/shisetsu-10.html

