
　市町名 販売店名 住所 電話番号 取り扱い漁協
岩国市 錦帯釣具店 岩国市岩国1 0827-43-3338 吉和川
廿日市市 谷口商店 廿日市市津田 0829-72-1000 木野川

ドライブイン岩倉 〃　　　　　〃 0829-72-1034 木野川
ファミリーマート津田 〃　　　　　〃 0829-40-1081 吉和川
あまご屋 〃　　　　虫所山 0829-72-1446 木野川
道 〃　　　　河津原 0829-74-0712 木野川
有田商店 〃　　　　玖島 0829-74-0548 木野川
フィッシングカープ 〃　　　　宮内 0829-39-7007 木野川，吉和川，水内川，太田川，太田川上流
せせらぎぶんこう 〃　　　　栗栖 0829-72-2728 木野川
つり堀り亭にしむら 〃　　　　吉和 0829-77-2525 吉和川
広兼商店 〃　　　　　〃 0829-77-2233 吉和川
栗栖商店 〃　　　　　〃 0829-77-2007 吉和川
（株）ササキ 〃　　　　　〃 0829-77-2008 吉和川
（株）中澤商事 〃　　　　　〃 0829-77-2896 吉和川
クウ゛ェーレ吉和 〃　　　　　〃 0829-77-2277 吉和川

広島市 国広商店 広島市佐伯区湯来町 0829-85-0228 水内川
守下養魚場 〃　　　〃　　　　〃 0829-83-0556 水内川
二井商店 〃　　　〃　　　　〃 0829-83-0304 水内川
小田商店 〃　　　〃　　　　〃 0829-85-0503 水内川
坂口クリーニング 〃　　　〃　　　　〃 0829-83-0674 水内川
アングル本店 〃　　　〃　　海老園1 082-921-3516 木野川，吉和川，水内川，

太田川上流，三段峡，八幡川，太田川
アングル仁保店 〃　　　〃　仁保3 082-287-2369 吉和川
アーク 〃　　　〃　　観音町1 082-232-8109 木野川，吉和川，水内川，

太田川上流，八幡川，三段峡
パゴス井口店 〃　　〃　 草津南３ 082-277-3004 木野川，吉和川，水内川，太田川上流
西村釣具店 〃　　〃　 横川２ 082-231-2970 吉和川，八幡川，太田川
ささきつりぐ 〃　　南区京橋2 082-261-4331 木野川，吉和川，水内川，

太田川上流，八幡川，三段峡，
太田川，可愛川，東城川，西城川

かめや釣具(株) 〃　　西区商工センター１ 082-276-9141 木野川，吉和川，水内川，
太田川上流，八幡川，
三段峡，太田川，可愛川

ポイント釣具店 〃　　西区田方1　 082-273-8101 吉和川
バク 〃　　安佐南区 東原 082-875-6639 太田川
パゴス本店 〃　　　〃　　　　川内6 082-879-1830 太田川，太田川上流，八幡川
ポイント広島八木店 〃　　　〃　　　　八木1 082-830-2711 水内川，太田川，太田川上流
爆釣屋　広島西原店 〃　　　〃　　　　西原6 082-875-2815 太田川
フィッシングセンター可部 〃　　安佐北区亀山7 082-815-4011 吉和川，水内川，太田川，太田川上流，

八幡川，三段峡，可愛川，
渡商店 〃　　　〃　　　安佐町久地 082-837-0215 太田川
平尾商店 〃　　　〃　　　　〃　飯室 082-835-2324 太田川
宇野薬局 〃　　　〃　　　白木町 082-829-1500 三篠川
佐々木食料品店 〃　　　〃　　　　〃 082-828-1002 三篠川

府中町 (株)タイム 安芸郡府中町新地 082-236-8517 太田川
呉市 菅田釣具広店 呉市広中町4 0823-74-7388 吉和川
安芸太田町 丸河釣具店 山県郡安芸太田町加計 0826-22-2573 太田川上流，八幡川

中川釣具店 〃　　　　　〃　　　　〃 0826-22-0189 太田川上流，八幡川
広成石油(有) 〃　　　　　〃　　　　〃 0826-22-0138 太田川上流
かけはし 〃　　　　　〃　　　　〃 0826-22-2525 太田川上流
大祐商事(有) 〃　　　　　〃　　　　〃 0826-22-0056 太田川上流
広島商店 〃　　　　　〃　　　上殿 0826-28-2906 太田川上流
沖野商店 〃　　　　　〃　　　加計 0826-22-0580 太田川上流
道の駅来夢とごうち 〃　　　　　〃　　　上殿 0826-28-1800 三段峡
若本酒店 〃　　　　　〃　　　戸河内 0826-28-2307 三段峡
若本食料品店 〃　　　　　〃　　　〃 0826-28-2713 三段峡
河本酒店 〃　　　　　〃　　　〃 0826-28-2209 三段峡
堀田商店 〃　　　　　〃　　　小板 0826-29-0035 三段峡
舛見 〃　　　　　〃　　　横川 0826-29-0116 三段峡

北広島町 らすていばれい　おおたに 〃　北広島町大谷 050-5812-1065 可愛川
小畑商店 〃　　　〃　　　川戸 0826-72-5628 可愛川
広島北部農協　千代田支店 〃　　　〃　　　有田 0826-72-2266 可愛川
恵南商店 〃　　　〃　　　勝田 0826-52-2015 可愛川
加計屋酒店 〃　　　〃　　　大朝 0826-82-2020 可愛川
夜明屋商店 〃　　　〃　　　西八幡 0826-35-0504 八幡川
静馬商店 〃　　　〃　　　草安 0826-35-0154 八幡川
三宅商店 〃　　　〃　　　東八幡 0826-37-0012 八幡川
大暮養魚場 〃　　　〃　　　大暮 0826-38-0734 八幡川
やまびこ 〃　　　〃　　　荒神原 0826-35-0578 八幡川
やまぶき 〃　　　〃　　　細見 0826-35-0789 八幡川
近藤商店 〃　　　〃　　川小田 0826-35-0101 八幡川

安芸高田市 山田理髪店 安芸高田市吉田町 0826-43-1789 可愛川
米重商店 〃　　　　　　　〃 0826-42-0523 可愛川
宮本商店 〃　　　　　　　〃 0826-54-0005 可愛川
吉田大進 〃　　　　　　　〃 0826-43-0651 可愛川
八千代町サイクリングターミナル 〃　　　　　　八千代町 0826-52-2841 可愛川
ジョイフル 〃　　　　　　向原 0826-46-2966 三篠川
西坂商店 〃　　　　　　高宮町 0826-58-0206 江の川
大山釣具店 〃　　　　　　甲田町 0826-45-2211 江の川

東広島市 かめや釣具東広島店 東広島市西条町田口 082-425-6666 沼田川
有原釣具店 〃　　　　　豊栄町乃美 082-432-2528 沼田川
乃美モータース 〃　　　　　福富町下竹仁 082-435-2318 沼田川
ハナダ 〃　　　　　福富町久芳 082-435-2048 沼田川

三原市 瀧 三原市本郷町船木 0848-63-8688 沼田川
タイヤコーナーシゲタ 〃　　　南方１ 0848-86-4356 本郷沼田川



世羅町 岡田理容院 世羅郡世羅町甲山 0847-22-0680 芦田川上流
金光モータース 〃　　　〃　　　川尻 0847-22-0416 芦田川上流
三川タクシー 〃　　　〃　　　伊尾 0847-24-0511 芦田川上流

府中市 備後矢野駅 府中市上下町矢多田 0847-62-2138 芦田川上流
田中幹夫商店 〃　　　〃　　　上下 0847-62-3001 芦田川上流
法界山直販センター 〃　　　〃　　　井永 0847-62-4559 芦田川上流
佐藤釣具店 〃　　　元町 0847-45-5700 芦田川府中，帝釈峡
水田釣具店 〃　　　高木町 0847-46-3113 芦田川府中
梶山酒店 〃　　　河佐町 0847-49-0006 芦田川府中
岡田ストアー 〃　　　久佐町 0847-49-0027 芦田川府中
森田サイクル 〃　　　阿字町 0847-68-2571 芦田川府中

福山市 フィッシングマニア 福山市引野町 084-941-7604 本郷沼田川，東城川
タイム 〃　　　新涯町 084-954-0720 東城川
大石養魚場 〃　　　新市町 0847-53-8152 芦田川府中
門田正義 〃　　　山野町 084-974-2117 帝釈峡
榊原布久 〃　　　〃 084-974-2063 帝釈峡
キラリやまの 〃　　　〃 084-974-2515 帝釈峡
ＨＪ工房　ツリグヤ本庄 〃　　　南本庄 084-922-3109 東城川，西城川

神石高原町 森元商店 神石高原町井関 0847-85-2923 帝釈峡
後藤商店 〃　　　　　　草木 0847-88-0202 帝釈峡
神石生コン協同組合 〃　　　　　　油木 0847-82-0066 帝釈峡
西川商店 〃　　　　　　油木 0847-82-0736 帝釈峡
谷本商店 〃　　　　　　福永 0847-87-0101 帝釈峡
田辺石油店 〃　　　　　　牧 0847-88-0177 帝釈峡
佐藤商店 〃　　　　　　永野 0847-86-0003 帝釈峡
横山建設(株) 〃　　　　　　小野　 0847-83-0341 東城川
ホームセンター内樋商店 〃　　　　　　油木 0847-82-0631 東城川
横山人志 〃　　　　　　新免 0847-83-0372 東城川
備北自動車(株) 〃　　　　　　下豊松 0847-84-2216 東城川

庄原市 （株）里山総領 庄原市総領町 0824-88-7088 田総川
Ｙショップ総領原店 〃　　　〃 田総川
古家商店 〃　　　高野町 0824-86-2774 神之瀬川
三間商店 〃　　　〃 0824-86-2134 神之瀬川
緑の村文化センター 〃　　　〃 0824-86-2650 神之瀬川
瀬尾二六商店 〃　　　〃 神之瀬川
備北商工会比和支所 〃　　　比和町 0824-85-2330 神之瀬川
フィッシングショップぬまた 〃　　　新庄町 0824-72-1767 神之瀬川，江の川，田総川，東城川，

本郷沼田川，西城川，帝釈峡
道上釣具店 〃　　　西本町 0824-72-0280 神之瀬川，江の川，西城川
黒田釣具店 〃　　　中本町 0824-72-0042 西城川
庄原農協西支店 〃　　　山内町 0824-74-0003 西城川
庄原農協高支店 〃　　　高町 0824-72-2181 西城川
比婆の里 〃　　　西城町 0824-82-2155 西城川
渡辺釣具店 〃　　　〃　　　小奴可 08477-5-0337 東城川
タナベ種苗 〃　　　〃　　　川東 08477-2-0111 東城川
横田ペットショップ 〃　　　〃　　　東城 08477-2-0538 東城川
妹尾釣具店 〃　　　〃　　　川西 08477-2-0668 東城川，帝釈峡
森田總司 〃　　　〃　　　久代 08477-2-4019 東城川
遠藤順子 〃　　　〃　　　久代 08477-2-0175 東城川
弥生食堂 〃　　　東城川帝釈峡未渡 08477-6-0018 帝釈峡

三次市 （有）釣具店ミツヤ 三次市十日市中 0824-62-3285 神之瀬川，江の川，東城川，西城川
池本釣漁具店（株） 〃　　　〃 0824-62-8448 神之瀬川，西城川
つりキチ 〃　　　三次町 0824-62-4894 江の川
かめや釣具三次店 〃　　　南畑敷町 0824-44-3401 江の川，神之瀬川，西城川
東原美容院 〃　　　大田幸町 0824-66-1966 江の川
渡辺胡子堂 〃　　　三良坂町 0824-44-2032 江の川
横山釣具店 〃　　　吉舎町 0824-43-3709 江の川
滝見家旅館 〃　　　作木町 0824-55-2038 江の川
三次市購買部 〃　　　十日市中 0824-62-6199 江の川
まっちゃん 〃　　　江田川之内町 0824-66-1825 江の川
三次広域商工会君田支所 〃　　　君田町 0824-53-2039 江の川，神之瀬川
布野商工会 〃　　　布野町 0824-54-2036 江の川
宇遠木滝渓流センター 〃　　　三原町 0824-63-8624 江の川

新見市 フィッシング　清竿堂 新見市高尾 0867-72-7850 東城川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


