
福山市・バリアフリートイレ（車椅子対応）一覧

中心部

ファミリーマート西町３丁目店 福山市西町３―１９－２３

福山美術館 福山市西町２－４－３

福山美術館駐車場 福山市西町２－４－３

広島県立歴史博物館 福山市西町２－４－１

中央公園 福山市霞町１－１０

鮮Ｄｏ！エブリイ本庄店 福山市南本庄１－１１－１

ひまわり木之庄店 福山市木之庄町１－１１－１２

酒のやまや福山木之庄店 福山市木之庄町１－４－２

ファミリーマート福山木之庄店 福山市木之庄店２－１－５

なかやま牧場ハート木之庄店 福山市木之庄町３－５－２４

ハローズ緑町店 福山市緑町１－３０

ユーホー緑町店 福山市緑町２－１３

ひまわりサプラス緑町 福山市緑町２－１－２

Tientエブリイ緑町店 福山市緑町２１－２ 福山市緑町２１－２

福山市立大学（オストメイト対応） 福山市港町２－１９―１

福山みなと公園 福山市松浜町３－１－２７

ふくやま芸術文化ホール 福山市松浜町２－１－１０

ケーズデンキ（オストメイト対応） 福山市松浜町１－９－５

エディオン福山本店（オストメイト対応） 福山市入船町１－８－１５

ゆめタウン福山（オストメイト対応） 福山市入船町３－１－６０

天満屋ハピータウンポートプラザ店 福山市入船町３－１－２５

広島県福山庁舎第一庁舎（オストメイト対応） 福山市三吉町１－１－１

ザグザグ三吉店 福山市三吉町１－５－１

すこやかセンター（オストメイト対応） 福山市三吉町２－１１－２２

フレスタ三吉店 福山市三吉町４－１０－２２

フードグランニチエー三吉店（オストメイト対応） 福山市三吉町４－１８

ＴＳＵＴＡＹＡ三吉店 福山市三吉町５－１－５

ひまわり三吉北店 福山市三吉町５－１－５０

フレスタ北吉津店 福山市北吉津町２－３－２５

ユーホー福山店 福山市奈良津町３－４－３

フレスタ草戸店 福山市地吹町１８－３



東部

備後地域地場産業振興センター 福山市東深津町３－２－１３

スポーツデポ福山店 福山市東深津町３－２１－４８

フタバ図書アルティ福山本店（オストメイト対応） 福山市明神町１－４－２０

ユニクロ明神店 福山市明神町１－１０－２５

ニトリ福山店 福山市明神町２－１５－３２

家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福山店 福山市明神町２－１５－３０

コスモス明神店 福山市明神町２－１－３０

ひまわり手城店 福山市手城町３－３１－１８

ハローズ東福山店 福山市引野町３－３５－１

コスモス引野店 福山市引野町１－１２－３２

コスモス春日町店 福山市春日町１－６－４５

ハローズ春日店 福山市春日町３－３－９

ユーホー春日店 福山市春日町５－９－１１

ダイレックス春日店 福山市春日町６－１－１３

ひまわり蔵王店 福山市南蔵王町６－２－５

ププレひまわり蔵王店 福山市南蔵王町４－４－３５

エディオン東福山店 福山市南蔵王町５－２１－８

フレスタ蔵王店 福山市南蔵王町４－３－８

ザグザグ南蔵王店 福山市南蔵王町２－１８－２９

東部市民センター（オストメイト対応） 福山市伊勢丘６－６－１

ハローズ伊勢丘店 福山市伊勢丘３－３－１

ユーホー伊勢丘店 福山市伊勢丘３－３－２

ＴＳＵＴＡＹＡ伊勢丘店 福山市伊勢丘３－１－１

なかやま牧場ハート坪生店 福山市坪生町４－３－９

ザ・ビッグ大門店 福山市大門町２－１０－６

コスモス福山大門店 福山市大門町１－３５－２１



西部

ハローズ山手店 福山市山手町４－１６

コスモス山手店 福山市山手町４－２－１７

ザグザグ山手店 福山市山手町６－４－７

フードガーデンニチエー瀬戸店 福山市瀬戸町山北４５１

ＴＳＵＴＡＹＡ啓文社福山西店（オストメイト対応） 福山市高西町４－３－６１

エディオン福山西店 福山市高西町４－３－６１（アクロスプラザ福山西２F）

ヤマダ電機テックランド福山西店 福山市高西町３－２－３８

西部市民センター（オストメイト対応） 福山市松永町３－１－２９

セブンイレブン福山松永４丁目店 福山市松永町４－１６－３

ハローズ南松永店 福山市松永町６－１０－４７

ＴＳＵＴＡＹＡ松永店 福山市松永町６－８－１８

ひまわりグラン松永 福山市松永町６－７－３

鮮Ｄｏ！エブリイ松永店 福山市南松永町１－１５－７

コスモス南松永店 福山市南松永町３－４－１５

ホームプラザナフコ松永店 福山市柳津町３－１－１４

ニチエー柳津店 福山市柳津町２－２－２７

ラ・ムー松永店 福山市今津町７－１５－３８

ザグザグ松永店 福山市今津町３－８－６０



南部

鞆町・公衆 福山市鞆町鞆７４７西隣

福山市鞆支所・鞆公民館（オストメイト対応） 福山市鞆町鞆４２３－１

ファミリーマート鞆の浦店 福山市鞆町後地６５１－５

中川美術館 福山市熊野町甲１２０５

福山ファミリーパーク  福山市熊野町２８３－１

道の駅・アリストぬまくま 福山市沼隈町１７９６

ハローズ沼南店 福山市沼隈町草深１９８１－１

フードガーデンニチエー沼南店 福山市沼隈町草深２０１１－１

福山市役所沼隈支所（オストメイト対応） 福山市沼隈町草深１８８９－６

沼隈サンパル 福山市沼隈町草深１８９０―４

ザグザグ沼南店 福山市沼隈町大字草深１９７３－１

コメリハード＆グリーン沼隈店 福山市沼隈町大字草深２１５１－１

沼隈図書館 福山市沼隈町大字常石１８１０

沼隈体育館（オストメイト対応） 福山市沼隈町下山南１２３５

沼隈運動公園 福山市沼隈町下山南西ノ迫２５－２

ぬまくまふれあいプラザ（オストメイト対応） 福山市沼隈町常石２０９

内海公民館（オストメイト対応） 福山市内海町イ１９７３－３

福山市役所内海支所（オストメイト対応） 福山市内海町内海８８－６０

阿伏兎「香潮亭」・公衆（オストメイト対応） 福山市沼隈町大字能登原１４２２－２

ザグザグ水呑店 福山市水呑町５０－５

ハローズ水呑店 福山市水呑町４４３０

水呑交流館（オストメイト対応） 福山市水呑町４３６３

ジュンテンドーＦＣ水呑店 福山市水呑町大谷３３６３－３

コスモス福山新涯店 福山市新涯町２－８－１２

ハローズ新涯店 福山市新涯町３－２０－３

ダイレックス曙店 福山市曙町３－１７－６

ダイレックス福山店 福山市新涯町３－９－７

ＴＳＵＴＡＹＡ新涯店 福山市新涯町３－２１－１１

ひまわり新涯店 福山市西新涯町２－１０―１

ボートパーク福山駐車場 福山市新涯町２丁目先地

福山コロナワールド  福山市一文字町２４－１

ザグザグ曙店 福山市曙町３－１９－２１

生鮮＆業務スーパーエブリイ川口店 福山市川口町２－５－７

コスモス川口店 福山市川口町４－１２－９

フレスタ多治米店 福山市多治米町５－２３－３５

ザグザグ多治米店 福山市多治米町５－２３－３９

ダイレックス多治米店 福山市多治米町４－１１－５



ひまわり多治米店 福山市多治米町４－１２－２２

コスモス多治米店 福山市多治米町２－１０－１５

福山市総合体育館（オストメイト対応） 福山市千田町１－１―２

旧福山市体育館公園  福山市草戸町５－１２－４



北部

生鮮＆業務スーパーエブリイ御幸店 福山市御幸町３３８

コスモス御幸店 福山市御幸町中津原１７６７－１

ハローズ御幸店 福山市御幸町上岩成正戸４６４－８

広島県立ふくやま産業交流館 福山市御幸町上岩成正戸４７６－５

かんなべ市民文化センター 福山市神辺町大字川北１１５１－５

ひまわり川北店 福山市神辺町大字川北３６２

ヤマダ電機テックランド福山北店 福山市神辺町大字川北１４２８－１

ハローズ神辺モール店 福山市神辺町川北１４３５

ＴＳＵＴＡＹＡ・ＢＯＯＫ書店啓文社神辺店 福山市神辺町川北１５３３

ハローズ神辺店 福山市神辺町川北１０８６－２

ミスターマックス新神辺店 福山市神辺町川北１５３３フレスポ神辺モール内

フジグラン神辺 福山市神辺町新道上２―１０

神辺老人福祉センター（オストメイト対応） 福山市神辺町湯野５３－４

アクト神辺 福山市神辺町新湯野２－３０－４

コスモス神辺店 福山市神辺町新湯野２４－５

なかやま牧場ハート新徳田店 福山市神辺町新徳田１５６

ＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 福山市神辺町新徳田３７０－１

ホームセンターコーナン神辺店 福山市神辺町新十九４－１９

北部市民センター　（オストメイト対応） 福山市駅家町３７―１

ハローズ駅家モール店 福山市駅家町近田２６０

ＴＳＵＴＡＹＡ駅家店 福山市駅家町近田１０４

しまむら駅家店 福山市駅家町近田３６４－５

ユニクロ福山駅家店 福山市駅家町倉光１４１－１

コスモス駅家店 福山市駅家町倉光４４－１

ホームプラザナフコ駅家店 福山市駅家町山守４５０１

ハローズ南駅家店 福山市駅家町万能倉１１１５－４

ウォンツ福山駅家店 福山市駅家町万能倉１２４６－２

エディオン福山北店 福山市駅家町大字万能倉２８４

しんいち市民文化センター（オストメイト対応） 福山市新市町新市１０６１－１

新市公民館（オストメイト対応） 福山市新市町大字新市８２０－１

新市スポーツセンター（オストメイト対応） 福山市新市町新市８１６－３

新市老人福祉センター（オストメイト対応） 福山市新市町新市８２０－３

しんいち歴史民俗博物館（オストメイト対応） 福山市新市町新市９１６

ひまわり新市店 福山市新市町新市１２１９－２

ザ・ビッグ新市店 福山市新市町大字戸手６６２

ザグザグ新市店 福山市新市町戸手９８４－１

ハローズ戸手店 福山市新市町戸手９３



フードガーデンニチエー新市店 福山市新市町宮内４０－１

福山市立動物園 福山市芦田町１２９７

富谷ドームランド（オストメイト対応）  福山市芦田町２７

マルナカ加茂店（オストメイト対応） 福山市加茂町上加茂曽禰２４３―１

コスモス加茂店 福山市加茂町下加茂２２－１

マルナカ加茂店 福山市加茂町字上加茂中曽禰２４３－１


