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平成28年7月1日 現在

活動資金用「赤十字募金箱」の設置協力法人・団体様の一覧
■ 休業日等により募金できないことがあります。
※印の場所では、外部の方の募金はできません。
法人・団体名称

設置場所

住 所

天光堂(有)本店

広島市中区千田町2-11-8

(株)弘法

広島市中区千田町1-3-4

(有)デスモ

クシタニ広島店

広島市南区仁保新町2-2-22アール2ビル2Ｆ

大和ハウス工業(株)

東広島市西条町御薗宇4373番地

プルデンシャル生命保険㈱広島支社

広島県広島市中区袋町5-25

(株)ポプラ こころ中央店

広島市安佐南区伴南4-3-19

(株)総商さとう
(株)ピックアップ

Ｗｅ東城店

庄原市東城町川東1348-1

BLUE EARTH 本通店

広島市中区本通9-27

BLUE EARTH 五日市店

広島市佐伯区三宅１丁目３−３８

リーガロイヤルホテル広島

広島市中区基町6-78

広島ガーデンパレス

広島市東区光町1-15

アークホテル広島駅南

広島市南区西荒神町1-45

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

広島市中区中町7-20

福助ドライクリーニング 千田町店

広島市中区千田町1丁目16-13

株式会社関西緑建

広島市西区田方２丁目１－１

保険ほねつぎ大久保

広島市安佐南区中筋4-4-21

(株)永井紙店

広島市中区本通り1-15

肉匠 瑞輝

広島市中区東白島町21-9

(株)但馬屋

広島市中区堀川町6-16

(株)白牡丹

広島市中区本通り１-2

塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園

広島市佐伯区楽々園５丁目7-1

ホテル法華俱楽部広島

広島市中区中町７－７

ひろしま国際ホテル

広島市中区立町３－１３

安芸グランドホテル

廿日市市宮島口西1-1-17

コンフォートホテル広島

広島市中区小町３－１７

コンフォートホテル広島大手町

広島市中区大手町3丁目7-9

コンフォートホテル呉

広島県呉市宝町2-38

備考

（2/4）
法人・団体名称

株式会社 レデイ薬局

設置場所

住 所

メディコ２１・神辺店

福山市神辺町大字新道上字2丁目10-26

メディコ２１・三原店

三原市円一町1丁目1番7号

メディコ２１三原コスメ店

三原市円一町1丁目1番7号

くすりのレデイ フジ竹原店

竹原市下野町3308番地

くすりのレデイ 広古新開店

呉市広古新開3丁目5番33号

くすりのレデイ 黒瀬店

東広島市黒瀬町上保田72番地1

くすりのレデイ 東広島店

東広島市西条町御薗宇4302番地

くすりのレデイ 広島西条店

東広島市西条町寺家6586-12

くすりのレデイ 下見店

東広島市西条町下見4625-1

メディコ２１・安芸店

安芸郡坂町北新地2丁目3番30号

くすりのレデイ 矢野駅前店

広島市安芸区矢野西4-3-15-101

レデイ薬局 矢野駅前店

広島市安芸区矢野西４丁目３番１５－１０１

メディコ２１・広島店

広島市中区宝町2番1号

くすりのレデイ 庚午南店

広島市西区庚午南2丁目34-21

くすりのレデイ 南観音店

広島市西区南観音8丁目4-17

メディコ２１・井口店

広島市西区井口台2丁目23番24号

くすりのレデイ 井口店

広島市西区井口5丁目19番8号

メディコ２１・高陽店

広島市安佐北区亀崎1丁目1番6号

くすりのレデイ 川内店

広島市安佐南区川内6丁目27-25

メディコ２１・緑井店

広島市安佐南区緑井1丁目5番2号

メディコ２１・緑井コスメ店

広島市安佐南区緑井1丁目5番2号

くすりのレデイ 祇園店

広島市安佐南区祇園6丁目15番6号

くすりのレデイ 毘沙門店

広島市安佐南区毘沙門2丁目43番12号

くすりのレデイ 上安店

広島市安佐南区上安1丁目5番21号

くすりのレデイ 長楽寺店

広島市安佐南区長楽寺１丁目3番16号

レデイ薬局 長楽寺店

広島市安佐南区長楽寺１丁目3番16号

くすりのレデイ 五日市店

広島市佐伯区五日市7丁目3番15号

メディコ２１・ナタリー店

廿日市市阿品3丁目1番1号

くすりのレデイ 海田店

安芸郡海田町南本町1番3号

三井ガーデンホテル広島

広島市中区中町９－１２

㈱おかだ

HEEL AND TOE yo-yo

広島市中区袋町5-4 1Ｆ

クレイトンベイホテル

クレイトンベイホテル

呉市築地町3-3

ホテル東急ビズフォート広島

広島市中区三川町10-1

備考

※

（3/4）
法人・団体名称

設置場所

住 所

メルパルク広島

広島市中区基町6-36

広島県民文化センター鯉城会館

広島市中区大手町1-5-3

北前そば高田屋 広島大手町店

広島市中区大手町3-7-9 コンフォートホテル広島大手町1階

瀬戸内観光ホテル

広島市中区西白島町22-60

ホテルセンチュリー２１広島

広島市南区的場町1-1-25

ホテルグランヴィア広島

広島市南区松原町1-5

パークサイドホテル広島平和公園前

広島市中区大手町2-6-24

ホテルヴィアイン広島銀山町

広島市中区銀山町10-17

KKRホテル広島

広島市中区東白島町19-65

アレーホテル広島並木通

広島市中区袋町9-6

広島インテリジェントホテルアネックス

広島市南区稲荷町3-27

ホテルニューたちばな

広島市東区光町1-14-10

赤松製薬有限会社

広島市中区本通8-29

コトブキ技研工業株式会社

呉市広白岳1丁目2番2号

一味

広島市中区千田町3-10-4

中国整体 清流

広島市西区庚午中4-19-26 サンヨウビル403

備考

（4/4）
法人・団体名称

設置場所

住 所

以下、ＳＰＣ中国広島本部 会員様
エイム横川店

広島市西区横川町3-2-36-212

エイム舟入店

広島市中区舟入幸町19-4

ハローイン観音店

広島市西区観音本町1－15－14

ハローイン西広島駅前店

広島市西区己斐本町1－11－4

アフェットヘアー

三次市十日市東1丁目2-43 1F

ヘアスポット タカハシ

世羅郡世羅町東神崎357-11

シュシュヘアー

世羅郡世羅町本郷631-3

Palet's

パレッツ

三原市城町1－5－22

バーバーBB

バーバーBB

広島市安佐北区亀山７丁目12-1

ヘアーサロンシャープ

ヘアーサロンシャープ

広島市中区江波二本松1-16-30-1

散髪屋

散髪屋

広島市西区中広町2丁目4-3

Little Witch

Little Witch

広島市佐伯区楽々園４‐６‐２２

(有)ミーナ

トータルサロン ミーナ

広島市中区幟町14-16 第2宇佐川ﾋﾞﾙ１Ｆ

美容室髪結

エステカンナ

三次市三次町1226

(有)PHLOX

(有)ビューティーベースＳａｎｏ 東広島市西条中央6-32-30

(有)エイム

(有)BALANCE
affetto
ヘアスポット タカハシ

スウィッチ店

広島市中区宝町4－32

GORO本店

広島市中区幟町6－10

GORO可部店

広島市安佐北区亀山2－2－27

GORO毘沙門店

広島市安佐南区大町東4－2

アーデン

広島市安佐北区落合南2丁目1-30

Brilliant Hair

広島市南区皆実町二丁目8-17 ゆめタウン1F

non hair 本店

尾道市高須町4751-7

non hair プラス店

尾道市高須町5150-1Ｆ

(有)Chai

ｃｈａｉ

広島市南区段原南1-1-5 YOUﾋﾞﾙ１Ｆ

美容室プラネット

美容室プラネット

広島市中区舟入本町2-32

ブルームフラワーズ

福山市元町12-18

アリアンズキャナル

福山市多治米町４丁目13-12

アンリッシュ

福山市東深津町1-23-43

ランプス

尾道市栗原町12020

リチェルカ

岡山市柳町1丁目12-16

アメリア

福山市曙町5-24-46

アイドル戸坂店

広島市東区戸坂大上4－15－6

(有)GORO

(株)ノンヘアー

(有)ブルームフラワーズ

(有)アイドル

備考

