
広島市・バリアフリートイレ（車椅子対応）一覧

ハノーバー庭園 広島市中区基町５－６３

中央図書館（２） 広島市中区基町３－１

広島中央公園（２） 広島市中区基町１５

縮景園（２） 広島市中区幟町２－１１

広島平和記念資料館（２） 広島市中区中島町１－２

平和公園（５） 広島市中区中島町１－１

広島国際会議場 広島市中区中島町１－５

中区厚生部中区地域福祉センター（オストメイト対応） 広島市中区大手町４－１－１

広島市男女共同参画推進センター（オストメイト対応） 広島市中区大手町５－６－９

吉島公園 広島市中区羽衣町１６

千田第一公園 広島市中区千田町２－５

千田公園（２） 広島市中区千田町３－８

中区民文化センター（５） 広島市中区加古町４－１７

広島合同庁舎１・２・３・４号館（オストメイト対応） 広島市中区上八丁堀６－３０

吉島公民館 広島市中区吉島西３－２－１０

吉島体育館 広島市中区吉島西３－２－１１

フジグラン広島（オストメイト対応） 広島市中区宝町２－１

マックスバリュ江波店 広島市中区江波西１－２４－５０

マックスバリュ千田店 広島市中区東千田町２－１０－２０

ひまわり舟入店 広島市中区西川口町１０－４

マックスバリュエクスプレス舟入南店 広島市中区舟入南３－７－５

マルナカ白島店 広島市中区西白島町２２－２１

フレスタ吉島店 広島市中区吉島西２－１４－１９

ザ・ビッグ戸坂店 広島市東区戸坂山崎町８－１３

フレスタ東雲店 広島市東区東雲１－７－１０

東区民文化センター（５） 広島市東区東蟹屋町１０－３

東区総合福祉センター（オストメイト対応） 広島市東区東蟹屋町９－３４

コスモス温品店 広島市東区温品２－２－３３

フォレオ広島東（オストメイト対応） 広島市東区温品１－３－２

マックスバリュフォレオ広島東店 広島市東区温品１－３－２

フレスタ温品店 広島市東区温品７－１１－１２

東地域交流センター（オストメイト対応） 広島市東区尾長束１－１４－１０

広島市心身障碍者福祉センター（オストメイト対応） 広島市東区光町２－１－５

牛田総合公園 広島市東区牛田新町１－８

フレスタ牛田本店 広島市東区牛田本町６－１－２７

ショッピングセンターサンベルモ 広島市東区牛田旭２－７－５



広島県立緑化植物公園（オストメイト対応） 広島市東区福田町１６６－２

ロイヤルホームセンター矢賀店 広島市東区矢賀５－１－１

ゆめマート二葉の里 広島市東区二葉の里３－３－１

スパーク中山店 広島市東区中山東２－３－１５

西地域交流センター（オストメイト対応） 広島市西区富久縞町１－１９－１２

ＪＲ西広島駅（オストメイト対応） 広島市西区己斐本町１－１１

ＴＳＵＴＡＹＡ己斐本店 広島市西区己斐本町３－１２－２５

広島マリーナホップ（オストメイト対応） 広島市西区観音新町４－１４－３５

ＬＥＣＴ（オストメイト対応） 広島市西区扇２－１－４５

ヤマダ電機テックランドアルパーク前店 広島市西区草津新町２－２３－２７

ウォンツ庚午店 広島市西区庚午北２－１９－１７

スパーク庚午店 広島市西区庚午北２－１９－２

マックスバリュエクスプレス庚午店 広島市西区庚午北１－２５－２０

ユアーズ楠木店 広島市西区楠木町４－９－２６

フレスタ横川本店 広島市西区横川町３－２－３６

フレスタ上天満店 広島市西区上天満町１０－３７

フレスタ己斐上店 広島市西区己斐上町２－８－２４

マックスバリュエクスプレス草津南店 広島市西区草津南４－２－２４

総合福祉センター（オストメイト対応） 広島市南区松原５－１

広島県社会福祉会館（オストメイト対応） 広島市南区比治山本町１２－１

出島福祉センター（オストメイト対応） 広島市南区出島１－３２－１

広島みなと公園（２） 広島市南区宇品海岸１－１４

宇品波止場公園 広島市南区宇品海岸３－１２

広島港宇品旅客ターミナル（オストメイト対応） 広島市南区宇品海岸１－１３－２６

イオン宇品店 広島市南区宇品東６－１－１５

ニトリ広島宇品店 広島市南区宇品西４－１－４６

ゆめタウンみゆき 広島市南区宇品西６－７－１４

イオン宇品店（オストメイト対応） 広島市南区宇品東６－１－５

コジマ宇品店 広島市南区宇品東５－２－３５

エディオン宇品店 広島市南区宇品西２－１６－５１

フレスタ宇品店 広島市南区宇品西６－６－３

スパーク御幸の杜店 広島市南区宇品御幸２－１８－１２

イオンみゆき店 広島市南区宇品御幸１－９－１２

ゆめタウン広島（３　オストメイト対応） 広島市南区皆実町２－８－１７

ＴＳＵＴＡＹＡ皆実店 広島市南区皆実町６－１５－５

南区役所（オストメイト対応） 広島市南区皆実町１－４－４６

南区民文化センター（３） 広島市南区比治山本町１６－２７

比治山公園 広島市南区比治山公園３－３



南区民文化センター（オストメイト対応） 広島市南区比治山本町１６－２７

広島段原ショッピングセンター（３） 広島市南区段原南１－３－５２

マックスバリュ段原店 広島市南区段原南１－３－５１

マックスバリュ西風新都店 広島市安佐南区大塚西６－６－１

マックスバリュ高取店 広島市安佐南区高取北３－１６－１８

イオンモール広島祇園 広島市安佐南区祇園３－２－１

マックスバリュ祇園店 広島市安佐南区祇園４－５３－１

安芸区役所 広島市安芸区船越南３－４

広島市安芸区役所庁舎 広島市安芸区船越南３－４－３６

エル船越店 広島市安芸区船越南２－４－１１

安芸区総合福祉センター（オストメイト対応） 広島市安芸区船越南３－２－１６

ユアーズ瀬川店 広島市安芸区中野東１－１１－３１

フレスタ矢野東店 広島市安芸区矢野東４－３－１４

マックスバリュ矢野店 広島市安芸区矢野東５－１－１０

ウォンツ白木店 広島市安佐北区白木町小越２０２

ナフコ白木店 広島市安佐北区白木町市川１

ユアーズ白木店 広島市安佐北区白木町小越１８８－１

フジグラン高陽（オストメイト対応） 広島市安佐北区亀崎１－１－６

マルナカ可部店 広島市安佐北区可部７－４－１３

安佐北区総合福祉センター（オストメイト対応） 広島市安佐北区可部３－１９－２２

安佐北区役所庁舎（オストメイト対応） 広島市安佐北区可部４－１３－１３３号

サンリブ可部店 広島市安佐北区可部５－１－１７

安佐北区民文化センター 広島市安佐北区可部７－２８－２５

コスモス可部南店 広島市安佐北区可部南２－２４－２７

コスモス亀山店 広島市安佐北区亀山２－１０－１２

エディオン可部店 広島市安佐北区亀山２－１０－１７

フレスタ可部店 広島市安佐北区亀山３－１４－１５

マックスバリュ可部西店 広島市安佐北区亀山９－１３－１４－１４

エディオン高陽店 広島市安佐北区落合南３－２－１２

フレスタコムズ店 広島市安佐北区安佐町飯室１５９２

簡瀬福祉センター（オストメイト対応） 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬１２５－１

マックスバリュ広陽店 広島市安佐北区田口４－６－３２

アクロスプラザ広陽 広島市安佐北区深川５－３０－３８

ユアーズ中筋店 広島市安佐南区中筋４－１２－３

フレスタ中筋店 広島市安佐南区中筋４－１２－２０

フレスタ長束店 広島市安佐南区長束３－３８－１２

エディオン祇園店 広島市安佐南区長束１－３２－４４

フレスタ東山本店 広島市安佐南区山本３－７－８



フレスタ相田店 広島市安佐南区相田１－１－４４

ウォンツ安古市店 広島市安佐南区相田１－１－４４

ザ・ビッグ安古市店 広島市安佐南区大町東３－３２－８

スパーク大町店 広島市安佐南区大町西１－１３－４４

ウォンツ東原店 広島市安佐南区東原２－８－２２

フレスタ東原店 広島市安佐南区東原３－３０－１２

ウォンツフレスポ西風新都店 広島市安佐南区伴南４－１－１

伴福祉センター（オストメイト対応） 広島市安佐南区伴西２－１－１７

広島市西風館（オストメイト対応） 広島市安佐南区伴西２－７－１

安佐南区役所沼田出張所（オストメイト対応） 広島市安佐南区伴東６４－８

フレスタ沼田店 広島市安佐南区伴東７－５９－１６

ひまわり伴東店 広島市安佐南区伴東５－２１－２

エディオン沼田店 広島市安佐南区伴東５－１９

エディオン八木店 広島市安佐南区八木２－１６－１０

ウォンツ八木店 広島市安佐南区八木５－５－３３

ヤマダ電機テックランド広島八木店 広島市安佐南区八木２－１７－１

コスモス西風新都店 広島市安佐南区大塚西６－２－１７

フレスタＡシティ店 広島市安佐南区大塚西６－１２－１

コスモスかわうち店 広島市安佐南区川内５－３１－１６

ウォンツ祇園店 広島市安佐南区祇園３－１５－２１

フレスタ祇園店 広島市安佐南区祇園１－１－２２

イオンモール広島祇園（オストメイト対応） 広島市安佐南区祇園３－２－１

フジグラン緑井（オストメイト対応） 広島市安佐南区緑井１－５－２

コジマ広島インター緑井店 広島市安佐南区緑井１－３－１

ゆめタウン安古市 広島市安佐南区高取北１－６－１１

エル山本店 広島市安佐南区山本１－１１－２

安佐南区総合福祉センター（オストメイト対応） 広島市安佐南区中須１－３８－１３

イオンスタイル西風新都店 広島市佐伯区石内東４－１－１

フレスタ波出石店 広島市佐伯区五日市中央７－１６－２６

エディオン五日市店 広島市佐伯区五日市中央４－１５－２２

フレスタ河内店 広島市佐伯区五日市町下河内坂４１－１

フレスタ美鈴が丘店 広島市佐伯区美鈴が丘西１－６－１

マックスバリュエクスプレス藤垂園店 広島市佐伯区藤垂園１－２２

マックスバリュ楽々園店 広島市佐伯区楽々園１－１４－１

ヤマダ電機家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ佐伯店 広島市佐伯区楽々園４－１４－３２

ＪＲ五日市駅（オストメイト対応） 広島市佐伯区五日市駅前１－１３

ウォンツ海老園店 広島市佐伯区海老園３－１９－２２

五日市メープルマリーナ（オストメイト対応） 広島市佐伯区海老園３－２５－１



佐伯区役所別館（オストメイト対応） 広島市佐伯区海老園１－４－５

フレスタ海老園店 広島市佐伯区海老園３－１９－１７

ホームプラザナフコ西広島店（オストメイト対応） 広島市佐伯区五日市港４－１－１２

マックスバリュ石内店 広島市佐伯区五日市町大字石内字福永６４７１

ゆめタウン五日市 広島市佐伯区五日市５－５－１７

ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　広島（オストメイト対応） 広島市佐伯区石内東４－１－１

ゆめマート八幡 広島市佐伯区八幡東３－２９－８

ザ・ビッグ五日市店 広島市佐伯区八幡２－２４－３２

スパーク五日市駅前店 広島市佐伯区吉見園１－２７

湯来西公民館（オストメイト対応） 広島市佐伯区湯来町大字多田２７１２

湯来南公民館 広島市佐伯区湯来町大字伏谷１３－１

佐伯区図書館湯来河野閲覧室（オストメイト対応） 広島市佐伯区湯来町大字和田３５３－１

湯来交流体験センター（オストメイト対応） 広島市佐伯区湯来町大字多田２５６３－１

湯来出張所（オストメイト対応） 広島市佐伯区湯来町大字和田１６６

国民宿舎湯来ロッジ（オストメイト対応） 広島市佐伯区湯来町大字多田２５６３－１

湯来農村環境改善センター 広島市佐伯区湯来町大字麦谷２５０１


