
売場名 住所 市町名 売場名 住所
みずほ銀行広島支店八丁堀売場 広島市中区八丁堀１６－７ みずほ銀行福山支店 福山市延広町１－２３
みずほ銀行広島支店 広島市中区紙屋町２－１－１ エム・アンド・ケイ 福山市三之丸町３０－１
大手町チャンスセンター 広島市中区大手町３丁目７－２４ 高橋化粧品店 福山市明治町１１－１５
舟入チャンスセンター 広島市中区舟入幸町１９－２ 三浦たばこ店 福山市延広町４－２３
八丁堀チャンスセンター 広島市中区八丁堀１６－１ 西上はかり店 福山市元町６－１２
流川チャンスセンター 広島市中区胡町４－２１ 平井たばこ店 福山市鞆町鞆７８１
宝町フジグランチャンスセンター 広島市中区宝町２－１ 小川たばこ店 福山市松永町４－１－５
十日市チャンスセンター 広島市中区猫屋町三番２ 吉川たばこ店 福山市沖野上町４丁目２３－２８
広島本通り商店街チャンスセンター 広島市中区本通８－２９ （株）リカーズやまもと 福山市東深津町１丁目９－５７
シャレオチャンスセンター 広島市中区基町地下街１０３号地シャレオ内 （有）濱岡酒店 福山市伊勢丘５丁目１－２－２
広島バスセンター 広島市中区基町６－２７ （有）池田酒店 福山市沼隈町常石２１２９
吉島チャンスセンター 広島市中区吉島西２－１４－１９ （有）ハートピア春日店 福山市春日町７丁目１－５
アストラムライン本通駅 広島市中区本通６－３０ リカーショップフジイ 福山市千田町千田２－４２－８
フォレオ広島東チャンスセンター 広島市東区温品１－３－２ 福山たばこ販売協同組合 福山市西町１丁目１４－１７
いとう屋宝くじ販売株式会社 広島市東区若草町１１－２グランアークテラス１階 小畠食料品店 福山市引野町５７１０－３
広島段原チャンスセンター 広島市南区段原南１丁目３－５２ 渡辺ストアー 福山市神辺町上御領２０７９－３
宇品イオンチャンスセンター 広島市南区宇品東６－１－１５ 渡辺酒店 福山市駅家町大字上山守２０７－１
広島ゆめタウンチャンスセンター 広島市南区皆実町２－８－１７ 粟村たばこ店 福山市今津町５丁目１３番５号
エディオン翠町店 広島市南区翠３－８－１１ マルシン薬局 福山市新市町新市６１６
宇品ロトセンター 広島市南区宇品西６丁目６－３ ユーホー駅家店 福山市駅家町大字近田６１６
広島駅前チャンスセンター 広島市南区松原町９－１　エールエールA館一階 ユーホー伊勢丘店 福山市伊勢丘３丁目３－２
小浪商店 広島市南区出汐１－４－５ ユーホー緑町店 福山市緑町２番１－３号
ささき宝くじ店 広島市南区東本浦町２２－３４ サファー販売店 福山市瀬戸町山北３００
アルパークチャンスセンター 広島市西区草津新町２－２６－１　アルパーク東棟Ｋ１０３ 今津販売所 福山市今津町７－１５－３８
観音ピュアークックチャンスセンター 広島市西区南観音２－８－５ 地吹販売所 福山市地吹町１８
草津新町ハローズチャンスセンター 広島市西区草津新町１－２０－３ 山陽自動車道福山サービスエリア下り線 福山市津之郷町大字津之郷３３３－２
有限会社宗利商店 広島市西区横川町３丁目３‐１２ 福山サービスエリア上り線 福山市津之郷町大字津之郷１８３－１
上天満チャンスセンター 広島市西区上天満町１０－３７ 東桜町チャンスセンター 福山市三之丸町５－８
フジ庚午ロッタリーショップ 広島市西区庚午南１－３２－４８ ゆめタウン蔵王チャンスセンター 福山市南蔵王町５丁目９－１８
安古市ゆめタウンチャンスセンター 広島市安佐南区高取北１丁目６－１１ 福山南チャンスセンター 福山市多治米町１丁目１５番３号
緑井天満屋チャンスセンター 広島市安佐南区緑井５丁目２２－１ 神辺ハローズチャンスセンター 福山市神辺町川北１０８６－２
西風新都マックスバリューチャンスセンター 広島市安佐南区大塚西６－６ 新涯ハローズチャンスセンター 福山市新涯町３－２０－３
チャンスセンターイオンモール広島祇園 広島市安佐南区祇園３－２－１ 新市戸手ハローズチャンスセンター 福山市新市町戸手９３
七福八木店 広島市安佐南区八木２－６－３９ 南駅家ハローズチャンスセンター 福山市駅家町万能倉１１１５－４
小柴安古市店 広島市安佐南区大町東３－３２－８ ポートプラザ天満屋チャンスセンター 福山市入船町３－１－２５
東原チャンスセンター 広島市安佐南区東原３－３０－１２ 東福山ハローズチャンスセンター 福山市引野町３－３５－１１
沼田店宝くじ売場 広島市安佐南区伴東７丁目５９－１６ 大門ハローズチャンスセンター 福山市大門町２－２２－４３
フジグラン緑井ロッタリーショップ 広島市安佐南区緑井１丁目５－２ 松永ハローズチャンスセンター 福山市松永町６－１０－４７
高陽フジグランチャンスセンター 広島市安佐北区亀崎１丁目１番６号 北吉津店宝くじ売場 福山市北吉津町２丁目３－２５
可部サンリブチャンスセンター 広島市安佐北区可部５－１１－１７ フジグラン神辺ロッタリーショツプ 福山市神辺町大字新道上宇２－１０－２６
マックスバリュ高陽チャンスセンター 広島市安佐北区口田４－６－３２ 内海郵便局 福山市内海町ロ２４２４－１１
コムズ安佐パーク宝くじ売場 広島市安佐北区安佐町飯室１５９２ 大本たばこ店 府中市府中町５４－２９
船越チャンスセンター 広島市安芸区船越南２ー４ー１１ 田辺たばこ店 府中市上下町小堀１９６３－３
小柴　ラ・ムー中野東店 広島市安芸区中野東７－２８ みたま 府中市上下町上下９５８－２
矢野チャンスセンター 広島市安芸区矢野西１丁目３２－１１ （株）丸新百貨店 府中市中須町２５－１
五日市ゆめタウンチャンスセンター 広島市佐伯区五日市５－５－１７ 府中天満屋チャンスセンター 府中市府川町１８６－１
サンリブ五日市チャンスセンター 広島市佐伯区八幡１丁目２４－１７ ユーホー三次店 三次市南畑敷町２６５－１
楽々園チャンスセンター 広島市佐伯区楽々園４丁目１４－１ 三上たばこ店 三次市三次町１５３０－１
ふじたラフルセンター 広島市佐伯区五日市中央７丁目１６番１９－２号 三次ショッピングセンター 三次市十日市中１－１－１０
砂谷郵便局 広島市佐伯区湯来町伏谷１１－５ サングリーンサービスカウンター 三次市十日市東四丁目１番３０号
水内郵便局 広島市佐伯区湯来町和田２９９－１ 甲奴郵便局 三次市甲奴町西野５４３－３
上水内郵便局 広島市佐伯区湯来町多田２５７５－２ 君田郵便局 三次市君田町東入君７４４－７
ユーホー広店 呉市広白石１－５－２ 布野郵便局 三次市布野町上布野１４１９－１０
呉チャンスセンター 呉市西中央２丁目５－１９ 作木郵便局 三次市作木町下作木１５４２
呉ゆめタウンチャンスセンター 呉市宝町５－１０ 三良坂郵便局 三次市三良坂町三良坂２２５１－１
焼山ザ・ビッグチャンスセンター 呉市焼山北１－２１－１ 吉舎郵便局 三次市吉舎町吉舎３７３－４
坪本たばこ店 呉市海岸２丁目１－１０ 三和郵便局 三次市三和町羽出庭１２７２－２
益永商店 呉市中通３丁目２－６ （株）総商さとう　ウィー東城店 庄原市東城町川東１３４８－１
かどやたばこ店 呉市中通４丁目２－１３ （有）リカーズよこやま 庄原市東城町川西６８５－６
藤盛商店 呉市本通４丁目１０－１ ユリフォート 庄原市西本町２－１９－１
吉岡たばこ店 呉市伏原１丁目８－１２ 総領郵便局 庄原市総領町稲草２０６１
スィートあがプラザ宝くじ売場 呉市阿賀中央６丁目２－１１ 西城郵便局 庄原市西城町西城１１０－２
柏原商会 呉市三条２丁目３－１８ 八鉾郵便局 庄原市西城町小鳥原９７２－４
広チャンスセンター 呉市広本町２－１７－１ 口北郵便局 庄原市口和町向泉９４４－１
音戸郵便局 呉市音戸町南隠渡１－８－２０ 口南郵便局 庄原市口和町永田７６７－３
倉橋郵便局 呉市倉橋町２３６４ 高野郵便局 庄原市高野町新市６７４－６
下蒲刈郵便局 呉市下蒲刈町下島２１２０－６ 比和郵便局 庄原市比和町比和９９１
蒲刈郵便局 呉市蒲刈町宮盛９９９－１ 大竹市 大竹ゆめタウンチャンスセンター 大竹市晴海１丁目６－１
豊島郵便局 呉市豊浜町豊島３９５５－１ 山陽自動車道小谷サービスエリア（下り線） 東広島市高屋町小谷５２３７－１
大長郵便局 呉市豊町大長５９１５－３６ 東広島ゆめタウンチャンスセンター 東広島市西条町土与丸１－５－７
御手洗郵便局 呉市豊町御手洗２０９ 御薗宇フジグランチャンスセンター 東広島市西条町御薗宇４４０５
竹原フジチャンスセンター 竹原市下野町３３０８ 学園ゆめタウンチャンスセンター 東広島市西条下見６－２－３２
日の丸写真館 竹原市中央３丁目１０－９ 黒瀬ゆめタウンチャンスセンター 東広島市黒瀬町楢原１００－１
野田煙草店 三原市港町１－７－３０ 八本松ゆめマートチャンスセンター 東広島市八本松東３－１０－２
三原煙草販売協同組合 三原市皆実１丁目２６－１１ 高屋マックスバリュチャンスセンター 東広島市高屋町杵原１７７６
藤井たばこ店 三原市城町１－５－５ 東広島ハローズ　チャンスセンター 東広島市西条西本町２８－３０
三原イオンチャンスセンター 三原市城町２－１３－１ アンデルセン小谷サービスエリア店宝くじコーナー 東広島市高屋町小谷５６６１
三原フジグランチャンスセンター 三原市円一町１－１－７ 福富郵便局 東広島市福富町久芳金口１５３９－２６
神田郵便局 三原市大和町下徳良１８０６ 豊栄郵便局 東広島市豊栄町乃美３２５３－４
大草郵便局 三原市大和町大草９１２６－１ 河内郵便局 東広島市河内町中河内７９４－２
和木郵便局 三原市大和町和木１５９９－８ 竹仁郵便局 東広島市福富町下竹仁４９９－９
久井郵便局 三原市久井町江木９６－１－１ ナタリーフジグランチャンスセンター 廿日市市阿品３丁目１－１
羽和泉郵便局 三原市久井町羽倉１３６２－１ 宮内ザ・ビッグチャンスセンター 廿日市市宮内１２６８－１
木村たばこ店 尾道市因島土生町２１１２－２ 廿日市ゆめタウンチャンスセンター 廿日市市下平良２－２－１
柿本たばこ店 尾道市東御所町３－８ 山陽自動車道　宮島Ｓ／Ａ（上り線） 廿日市市上平良字廣池２９７－９
（有）横山酒店 尾道市向島町５５５７－１０６ 佐伯郵便局 廿日市市津田２０１６－４
安達たばこ店 尾道市因島土生町２２０３ 吉和郵便局 廿日市市吉和１８８８－１
ユーホー向島店 尾道市向東町字蔵本谷中１００８－１ 宮島郵便局 廿日市市宮島町５９０
ユーホー因島店 尾道市因島田熊町字扇新開１１６８－１他 吉田ゆめタウンチャンスセンター 安芸高田市吉田町吉田５９４－１
（株）ゆきひろメイト店 尾道市栗原町５３７８ エディオン向原店 安芸高田市向原町坂７２０番地１
東尾道フジグランチャンスセンター 尾道市東尾道１９－７ 吉田郵便局 安芸高田市吉田町吉田６４９－４
ゆめマート尾道チャンスセンター 尾道市新浜２－３－４ 八千代郵便局 安芸高田市八千代町上根１０６２－３
プランニングオカノ店 尾道市因島田熊町４５４９－７ 高宮郵便局 安芸高田市高宮町佐－部１０８２－１５
因島ロトセンター 尾道市因島中庄町４５８８－１ 向原郵便局 安芸高田市向原町坂４５０

吉田入江郵便局 安芸高田市吉田町上入江７０－２
横田郵便局 安芸高田市美土里町横田２１２６－３
生桑郵便局 安芸高田市美土里町生田１８３６－６
来原郵便局 安芸高田市高宮町原田１６３６－４
七福江能店 江田島市大柿町飛渡瀬１８０
能美郵便局 江田島市能美町中町１４７４－２
沖郵便局 江田島市沖美町畑２５６－２
大柿郵便局 江田島市大柿町大原１０８７－１０
府中サンリブチャンスセンター 安芸郡府中町大須４ー２ー１０
マツダエース（株） 安芸郡府中町新地３‐１
京阪ひろしまソレイユ店 安芸郡府中町大須２－１－１

熊野町 エディオン熊野店 安芸郡熊野町出来庭５－１－１０
坂フジグラン安芸チャンスセンター 安芸郡坂町北新地２－３－３０
パルテイ・フジ坂ロッタリーショップ 安芸郡坂町平成ヶ浜３－２－１１
盛文堂 山県郡安芸太田町加計３７５６－２
筒賀郵便局 山県郡安芸太田町中筒賀１６９１－２
戸河内郵便局 山県郡安芸太田町戸河内３２８－１
上殿郵便局 山県郡安芸太田町上殿１９９９－１
千代田ショッピングセンター 山県郡北広島町有田１５３２
大朝郵便局 山県郡北広島町大朝２４４７
吉坂郵便局 山県郡北広島町今吉田１７１５－３
豊平郵便局 山県郡北広島町戸谷１０８７－１
新庄郵便局 山県郡北広島町新庄９４６－１
志路原郵便局 山県郡北広島町志路原１６３１－５
大崎郵便局 豊田郡大崎上島町中野４６１０－１
白水郵便局 豊田郡大崎上島町東野２４２９－１
木江郵便局 豊田郡大崎上島町木江４９７０－１
鮴崎郵便局 豊田郡大崎上島町東野５４８３－２５
有限会社　井口 世羅郡世羅町大字西上原５６２
まるそう　世羅店 世羅郡世羅町大字東神崎３６８－１５
甲山郵便局 世羅郡世羅町西上原宮田垣内９０－１１
三川郵便局 世羅郡世羅町伊尾田谷１９１０－１
宇津戸郵便局 世羅郡世羅町宇津戸１４３７－３
（株）総商さとう 神石郡神石高原町油木乙１９３３
神石郵便局 神石郡神石高原町高光２１１７－１１
永野郵便局 神石郡神石高原町永野２５４９－１
豊松郵便局 神石郡神石高原町上豊松１７７８－４
小畠郵便局 神石郡神石高原町小畠１６８９
井関郵便局 神石郡神石高原町井関２２８１－１
高蓋郵便局 神石郡神石高原町高蓋４１

安芸区

佐伯区

広島市

呉市

竹原市

広島県内のジャンボ宝くじ売場一覧（令和3年6月1日現在）

北広島町

大崎 上島町

南区

西区

東区

中区

福山市

庄原市

東広島市

府中市

三原市

三次市

市町名

安佐
南区

安佐
北区

尾道市

廿日市市

世羅町

神石 高原町

安芸 高田市

江田島市

府中町

坂町

安芸 太田町

全国各地の宝くじ売場が、WEBサイトでご確認いただけます。

宝くじ公式サイトhttp://www.takarakuji-official.jp/


