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本誌掲載内容について、転用を固く禁じます。

ガイドブック発行にあたって

お使いになる前に必ずお読みください

本ガイドブックの巻末に共通クーポン券がついています！
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共通クーポン券は、　　  マークのついた店舗で利用できます。典特特典

典特特典

● クーポン券の有効期限は、2017年12月31日までです。
● クーポン券をご利用の際は、あらかじめ切り取ったうえ店舗にご持参ください。
● クーポン券は、1枚につき1回のご利用とさせていただきます。
● 店舗により特典の内容が異なりますので、内容をよく確認のうえご利用ください。
● このガイドブックは、広島商工会議所ホームページにも掲載しております。
● クーポン券は、本券のコピー、ホームページを印刷したものも利用できます。

http://www.hiroshimacci.or.jp/ 広島商工会議所 検索

掲載の料金は、2017年1月現在の料金です。予告なくメニュー、料金、特典等
が変更になる場合がありますので、予め、ご了承ください。

　このガイドブックは、“食”を通じて地域経済が活性化することを目的に広島商工会議所の会員飲
食・食料品店を広く紹介するものです。
　作成にあたっては、多くの会員様にご協力をいただいております。皆様のご理解とご利用をお願い
申しあげます。
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グルメ

激安居酒屋。種類豊富な130種以上の　
料理と300種以上の飲物。
八丁堀交差点北徒歩1分の好立地。パーティー・宴会・
歓送迎会・忘新年会・同窓会・コンパ等ご予算に応じて
各種パーティーが可能です。早めのご予約を。

串揚げとおばんさい　アユカ

典特特典

居酒屋 広島市中区八丁堀12-2 日経ビルB1F
TEL. 082-224-6510

■￥ 120分食べ飲み放題2,999円（料理80種以上、デザート15種以上、飲物200種以上）、ランチバ
イキング999円、飲み放題979円、串揚げ食べ放題999円、ビール中ジョッキ299円、白波99円、
日本酒99円、ワイン赤・白99円等　■営○昼11：00～14：30　○夜17：00～AM5：00　■休 無　■Ｐ 無

①食べ飲み放題2,999円を2,799円
②ランチバイキング999円（90分）にフリードリンクサービス

■￥あなごの生ちりポン酢880円、おまかせ飲み放題コース4,000円～
■営 18：00～24：00　■休日曜日　■Ｐ無

グルメ

広島でも珍しいあなごの刺身！！うす造りを
ポン酢であっさり濃厚な旨みが◎
県外からのお客様にも喜ばれます。あなごの天ぷらは
サクッサクッ良い香り。締めはふっくらホワホワ煮
あなごにぎりと紅緒名物鶏だし葱そばで大満足です。

あなご生ちり　紅緒
べに お

居酒屋 広島市中区薬研掘2-11
TEL. 082-241-8877

特典
会計より10％OFF
※コースは除く、カード払い不可

■￥ ランチ1,180～1,400円、おまかせ4品2,500円・6品3,500円、テールスープ
1,100円、テール温麺1,300円　■営○昼11：30～14：00（L.O.13：30）　○夜17：00～
22：00（L.O.21：30）　■休日・祝日　■Ｐ有

グルメ

じっくり煮込んだ当店自慢のテールをぜひ
おたしかめ下さい。
旬の食材を使ったおばんざいをおいしいお酒ととも
に。しめはテールスープに麺やご飯を入れて。ラン
チはハーフセット、ステーキ定食があります。

かんすけ

居酒屋 広島市中区西白島町13-36
TEL. 082-223-4194

■￥名物！！牛たん塩焼き1人前1,100円・1.5人前1,400円、たんシチュー1,500円、
宴会コース2時間フリードリンク付お1人様4,500円～
■営 18：00～AM3：00　■休日曜日　■Ｐ無

グルメ

牛たん専門店！本場仙台を彷彿とさせる
伝統の炭焼き牛たん！
柔らかく希少な「たん元」のみを使用！丹念に仕込んだ
牛たんを厚切りの炭焼でどうぞ！プリッとした食感と
旨味がたまりません！是非、ご賞味下さい！

牛たんや　服部
ぎゅう はっとり

居酒屋 広島市中区流川町4-16 フレイアビル1F
TEL. 082-249-0053

グルメ

粋な肴と全国各地の銘酒が味わえる。
落ち着いた雰囲気の大人の隠れ家。
穴子料理を代表とした、瀬戸内海の小魚料理と酒に
合わせた創作料理が自慢。お仕事帰りのちょっと1杯
や宴会・接待など幅広くご利用頂けます。18名様の
個室も完備しております。

酒と肴　圓屋
つぶらや

■￥お一人様平均単価5,000円、コース料理3,000円～＋飲み放題1,800円
■営 17：00～24：00　■休日・祝日　■Ｐ無

居酒屋
広島市中区本通4-2 再会ビル1F
TEL. 082-246-8788
http://www.tuburaya.com/

グルメ

市場直送の新鮮な魚介類、野菜を
是非とも楽しんでみて下さい。
人気のランチ、夜は100種類を超えるメニュー。
リーズナブルな価格で驚きのパフォーマンス！！
幅広い年齢層に人気の店です。各種ご予約（宴会）
承ります。

居酒屋　入舟
いりふね

典特特典

■￥○昼ランチ全7種類700円～　○夜得々セット（生ビール1杯＋他のドリンク1杯・お刺身
他2品）1,355円　■営○昼11：30～14：00　○夜17：20～23：00（金曜日は～24：00）
■休日・祝日　■Ｐサービスチケット有（安全ガレージ、スペースパーク）

お料理のみ30％OFF

居酒屋 広島市中区八丁堀12-14
TEL. 082-227-7586

愛情たっぷり！！懐かしい家庭料理の店。
人気No.1の「ハンバーグ」をはじめ、ほんのり甘めの
「玉子焼き」、「肉じゃが」、「オムレツ」等が楽しめます！
旬の新鮮なお刺身や美味しい日本酒もご用意してます！！

グルメ 家庭料理きんどん
か  ていりょう り

居酒屋 広島市中区流川町2-24 ビトウビル3F
TEL. 082-246-2347

特典 マスターおすすめの日本酒を1杯サービス！！

■￥辛口きんぴら380円、玉子焼き780円、肉じゃが780円、
人気No.1！！ハンバーグ1,200円
■営 17：00～23：00（金・土曜日は～24：00）
■休日曜日・祝日の月曜日　■Ｐ無

特典

グルメ

和の雰囲気で瀬戸内料理と地酒、広島産
牡蠣を堪能できます。
個室、座敷も完備し以前からの一口餃子をはじめ、
瀬戸内料理と季節料理、地酒を堪能できます。飲み
放題付コース料理もご利用ください。

■￥瀬戸内刺身3種盛1,280円、2時間～2時間半飲み放題付コース4,500円・5,000円・
6,000円・7,000円
■営 17：30～AM1：00　■休日曜日（日・祝連休時は営業）　■Ｐ無

ワンドリンクサービス

居酒屋 広島市中区流川町4-8
TEL. 082-247-3155

sake　七彩
しちさい

グルメ ちどりや

居酒屋

特典

広島市中区袋町4-35
TEL. 082-240-2288
http://www.hotpepper.jp/strJ000026851/

ワンドリンクサービス
※他の割引券との併用不可

会社帰りの1杯から50名様の宴会まで！
リーズナブルにお楽しみ下さい！
2名様から50名様まで個室お座敷ご利用いただけます。
飲み放題付のコースも充実。季節感のある多彩な居酒屋
メニューも取り揃えてお待ちしています。

■￥ランチ600円～、飲み放題付宴会コース2,980円～
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～23：00
■休日・祝日　■Ｐ無

グルメ

居酒屋 広島市中区袋町7-5 セントヒルズ袋町2F・3F
TEL. 082-249-8551

並木に浮かぶ隠れ家ダイニング。
ロフト席から見下ろすガラス張りの店内。
簾で仕切られたガラス張りの掘り座敷、ロフト席
などシーンに合わせた席が充実。プライベート感
溢れる席が多数あります。最大25名収容可能です！

ご飲食代8%OFF
※他券併用不可、カード使用不可

Charcoal Dining  岡虎・̶ 景虎  KAGETORA̶
チ ャ コ ー ルダイニング おかとら かげとら

典特特典

■￥お一人様平均単価3,500～4,000円、飲み放題付パーティーコース4,000円～
■営 17：00～24：00　■休不定休　■Ｐ無

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典
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グ　ル　メ

● かんすけ （居酒屋）………………………………………… 3
● 居酒屋　入舟 （居酒屋）…………………………………… 3
● 串揚げとおばんさい　アユカ （居酒屋）………………… 3
● あなご生ちり　紅緒 （居酒屋）…………………………… 3
● 家庭料理きんどん （居酒屋）……………………………… 3
● sake　七彩 （居酒屋） …………………………………… 3
● 牛たんや　服部 （居酒屋）………………………………… 3
● 酒と肴　圓屋 （居酒屋）…………………………………… 3
● ちどりや （居酒屋）………………………………………… 3
● Charcoal Dining  岡虎・－景虎  KAGETORA－ （居酒屋） 3
● ワイン食堂　莉庵 （居酒屋）……………………………… 4
● 肴　こつぶ （居酒屋）……………………………………… 4
● 炙り屋　はちすけ （居酒屋）……………………………… 4
● 広島かき酒場　MOMIJI （居酒屋）……………………… 4
● 田舎ぢゃや （居酒屋）……………………………………… 4
● 大衆酒場　喜久本店 （居酒屋）…………………………… 4
● 炭で焼く串　笑楽　横川店 （居酒屋）…………………… 4
● お好み焼き　みっちゃん　総本店 （お好み焼き）………… 4
● 徳川　総本店 （お好み焼き） ……………………………… 4
● 薬研堀　八昌 （お好み焼き） ……………………………… 4
● 鉄板焼・お好み焼　ねぎ庵　流川店 （お好み焼き）……… 5
● お好み共和国ひろしま村　じごや （お好み焼き）………… 5
● お好み焼き　鉄板ガッツ （お好み焼き）…………………… 5
● お好み焼・鉄板焼　回 Kai （お好み焼き）………………… 5
● 広島風お好み焼　貴家。 （お好み焼き）…………………… 5
● うずしお （お好み焼き）……………………………………… 5
● 鉄板焼　鉄華 （お好み焼き） ……………………………… 5
● お玉のキャベツ　駅前ひろば店 （お好み焼き）…………… 5
● 麗ちゃん （お好み焼き） …………………………………… 5
● カレー＆ワイン　nob象 （カレーハウス） ………………… 5
● スズメバチカレー　広島本店 （カレーハウス）…………… 6
● GARIBER （カレーハウス）………………………………… 6
● すき家　立町店 （牛丼）…………………………………… 6
● 食事処　ふじ （食堂）……………………………………… 6
● 旬菜工房　茶里 （食堂）…………………………………… 6
● 鉄板料理　匠 （鉄板焼き）………………………………… 6
● 鉄板処　まかり家 （鉄板焼き） …………………………… 6
● 路地裏鉄板　こたろう （鉄板焼き） ……………………… 6
● 鉄板焼・お好み焼　だんだん （鉄板焼き）………………… 6
● 燻製×鉄板　「心」 KOKORO （鉄板焼き） ……………… 6
● 隠れ家鉄板　岡家 （鉄板焼き）…………………………… 7
● 鉄板焼　安芸 （鉄板焼き）………………………………… 7
● 炭焼　たにぢ （焼鳥）……………………………………… 7
● 炭火焼鳥　いちかばちか （焼鳥）………………………… 7
● 焼鳥　頂 （焼鳥）…………………………………………… 7
● 焼肉　じゃんじゃか　東千田店 （焼肉） ………………… 7
● 馬の手 （焼肉）……………………………………………… 7
● 炭火焼肉　七厘家 （焼肉）………………………………… 7
● 焼肉　リキ （焼肉）………………………………………… 7
● 松阪牛ホルモンまつや （焼肉）…………………………… 7
● 焼肉　近どう （焼肉）……………………………………… 8
● らーめん　がらく （ラーメン）……………………………… 8
● 平和園　流川店 （ラーメン）……………………………… 8
● ばり嗎　本通店 （ラーメン） ……………………………… 8
● 汁なし担担麺専門　キング軒本店 （ラーメン） ………… 8
● まぜ麺　おっくん堂　大手町本店 （ラーメン）…………… 8
● 骨々亭 （ラーメン）………………………………………… 8
● 汁なし担担麺　きさく （ラーメン）………………………… 8
● つけ麺本舗　辛部　皆実町店　 （ラーメン）…………… 8

和　　食

● あなご屋　城山本店　さくら庵 （あなご料理）…………… 8
● 自家製麺　うどんのあき （うどん・そば） ………………… 9
● 生そば処　水車　アクア広島バスセンター街店 （うどん・そば） 9
● むさし　土橋店 （うどん・そば） …………………………… 9
● 大和製麺 （うどん・そば）…………………………………… 9
● 丸忠 （うどん・そば）………………………………………… 9
● 広島うどん　じん （うどん・そば） ………………………… 9
● 沖縄居酒屋　比嘉商店 （沖縄料理）……………………… 9
● 権兵衛 （おでん料理）……………………………………… 9
● 日本料理　児玉 （会席料理）……………………………… 9
● 世羅別館 （会席料理）……………………………………… 9
● 豆匠　広島本店 （会席料理）………………………………10
● 和食堂　厳島 （会席料理）…………………………………10
● 半べえ （懐石料理）…………………………………………10
● 板前割烹　ひぐち （割烹・料亭）……………………………10
● 料亭　こだま （割烹・料亭）…………………………………10
● 白鷹 （割烹・料亭）……………………………………………10
● 味處　おがわ （割烹・料亭）…………………………………10
● かなわ （割烹・料亭）…………………………………………10
● 料亭　久里川 （割烹・料亭）…………………………………10
● 肉割烹　まさ㐂 （割烹・料亭）………………………………10
● 三瀧荘 （割烹・料亭）…………………………………………11
● 料亭　う越久 （割烹・料亭）…………………………………11
● 三瀧茶屋 （割烹・料亭）………………………………………11
● 八雲　流川店　 （郷土料理）………………………………11
● 千成亭 （串揚げ・串かつ料理） ………………………………11
● 串かつ　わいず （串揚げ・串かつ料理）………………………11
● にゅうめんお茶づけ　おゆき （小料理） …………………11
● GEN （小料理） ……………………………………………11
● 旬の味　絹や （小料理）……………………………………11
● 三津村 （小料理）……………………………………………11
● やきうお処　宵酔 （魚料理）………………………………12
● 卓 （魚料理）…………………………………………………12
● 正弁丹吾 （魚料理）…………………………………………12
● 旬魚　きっ川 （魚料理）……………………………………12
● お魚処　小波 （魚料理）……………………………………12
● せいろ蒸ししゃぶしゃぶ　月寅　紙屋町店 （しゃぶしゃぶ料理） 12
● 炭火焼・しゃぶしゃぶ　黒豚家 （しゃぶしゃぶ料理）…………12
● しゃぶしゃぶDining　花小路 （しゃぶしゃぶ料理）…………12
● お座敷すき焼き　寅八本店 （すき焼き料理）………………12
● 鮨　紀廣 （寿司）……………………………………………12
● 鮨道庵 （寿司）………………………………………………13
● 寿司処　一貫　薬研堀店 （寿司）…………………………13
● 寿司処　一貫　流川店 （寿司）……………………………13
● 旬菜すし鮮　きずな屋 （寿司）……………………………13
● すしと刺身の店　すし亭　中の棚店 （寿司）……………13
● 鮨なか （寿司）………………………………………………13
● 寿司・小料理　にしかわ （寿司） …………………………13
● うえ乃寿し （寿司）…………………………………………13
● 寿司割烹　千万喜 ─ちま喜─ （鮨割烹） ………………13
● 鮨処　京の寿し　ホテルグランヴィア広島店 （鮨割烹） 13
● しゃもじ蕎麦　三六 （瀬戸内料理）…………………………14
● 瀬戸内彩食　いづみ （瀬戸内料理）………………………14
● 鷹風味 （瀬戸内料理）………………………………………14
● 瀬戸内料理　梅もと別館 （瀬戸内料理） …………………14
● 瀬戸内味覚処　芸州本店 （瀬戸内料理）…………………14
● ひろしま旬彩　鶴乃や本店 （瀬戸内料理）…………………14
● 宝 （瀬戸内料理）……………………………………………14
● 広島　わなり （瀬戸内料理） ………………………………14
● かき傳 （瀬戸内料理） ………………………………………14
● 和さび　八丁堀店 （創作料理）……………………………14
● 天冨良　天甲 （天ぷら料理） ………………………………15
● 屋形船　赤丸 （天ぷら料理） ………………………………15
● 和ダイニング　ASTORAL （日本料理）…………………15
● 日本料理　三嵋 （日本料理）………………………………15
● Dining 蒼 （日本料理） ……………………………………15

● まめ福 （日本料理）…………………………………………15
● さかい本店 （日本料理）……………………………………15
● 味の店　河庄 （日本料理）…………………………………15
● 日本料理　みつき （日本料理）……………………………15
● 包丁一代　ゆかい （日本料理）……………………………15
● 並木通り　しろがね （日本料理） …………………………16
● かわとも （日本料理）………………………………………16
● お料理　貫路 （日本料理）…………………………………16
● 日本料理　雲海 （日本料理）………………………………16
● 季節料理　ながせ （日本料理）……………………………16
● 田舎茶屋　わたや　八木店 （日本料理）…………………16
● 日本食　「雅庭」 （日本料理）………………………………16
● 庭園の宿　石亭 （日本料理）………………………………16
● みやじまの宿　岩惣 （日本料理） …………………………16
● ばってん　八丁堀店 （もつ鍋）……………………………16
● ばってん （もつ鍋）…………………………………………17

レストラン

● RISTORANTE ALVERO （イタリア料理）………………17
● リストランテ　フォンタナ （イタリア料理）…………………17
● LiBERO （イタリア料理）……………………………………17
● Ristorante Carlotta （イタリア料理）……………………17
● TREE & ELEPHANT （イタリア料理） …………………17
● Italian grill AO－あお－ （イタリア料理）…………………17
● trattoria bar il Giorno （イタリア料理）…………………17
● イタリア料理　ソッジョルノ （イタリア料理）………………17
● 3TREE （イタリア料理）……………………………………17
● ヴィアーレ （イタリア料理）…………………………………18
● イタリア料理　ラ・セッテ （イタリア料理）…………………18
● イタリア料理　イプシロン （イタリア料理） ………………18
● レストラン　カリブ （イタリア料理） ………………………18
● トラットリア＆ピッツェリア　ポルタ　ポルテ （イタリア料理） 18
● Restaurant　Chirol （イタリア料理）……………………18
● インド料理　カナック （インド料理） ………………………18
● インド料理屋　Kamal Cafe （インド料理）………………18
● シサァール （各国料理） ……………………………………18
● MOLLY MALONE'S （各国料理）………………………18
● インドネシア屋台　ワルン マタハリ （各国料理） ………19
● スカイレストランアンドラウンジ　L&R （各国料理）……19
● ステーキ＆シーフード　ボストン （各国料理）……………19
● hangout （地ビールレストラン） ……………………………19
● スペイン料理　IDEMOTO （スペイン料理）………………19
● Bar & Beber　Copas

’
  （スペイン料理）…………………19

● Dining Cafe　Objet d’art （ダイニングバー） …………19
● 駅前 Chelsea （ダイニングバー） …………………………19
● オールデイダイニング ルオーレ （ビュッフェ）……………19
● 和洋ダイニングレストラン　Lotus （ビュッフェ）…………19
● コフレール （ビュッフェ）……………………………………20
● ファミリーダイニング　ソーニョ （ビュッフェ）……………20
● RESTAURANT　SHIMAMURA L’esprit de MIKUNI （フランス料理） 20
● 仏蘭西料亭　ツインテラス （フランス料理）………………20
● Le Blanc, 寺口 （フランス料理） …………………………20
● 備長炭火焼とフランス郷土料理　ビストロ・ラ・バニーユ （フランス料理） 20
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■￥炙り物480円～、日本酒グラス500円～、1合900円～、コース4,000円～
■営 17：00～24：00　■休日・祝日　■Ｐ無

グルメ

純米燗と七輪炙り。自分のペースでゆっ
たり過ごして下さい。
中国地方を中心とした純米酒約50種と七輪炙りの
お店です。ゆったりとした時間の中で純米燗と炙りを
ご堪能ください。15名様からの貸切りも承ります。

居酒屋 広島市中区中町5-15 高田ビル201
TEL. 082-246-2584

特典 ファーストドリンクサービス

炙り屋　はちすけ
あぶ    　 や

広島市佐伯区皆賀2-8-23
TEL. 082-923-0417
http://inakadyay.web.fc2.com/

グルメ

「安い！」「美味い！」　　　　　　　　
是非一度お越し下さい！！
山賊焼き、穴子のひつまぶし等の人気メニューから、
ランチ、定食、宴会までお気軽にご利用下さい。
（飲酒の方には翌朝10時まで駐車場を無料貸出し）

田舎ぢゃや
い な か

■￥ランチ500円～、各種定食750円～、宴会コース2,000円～＋飲み放題1,500円
■営 11：00～22：00　■休年末年始　■Ｐ 15台

居酒屋

グルメ

お昼は満腹ランチ！夜は地域の方から観光
の方まで喜んでもらえてます。
11：30～のランチはボリューミーでご飯もお替わり
自由。夜は地元広島や瀬戸内の食材をふんだんに
使った料理を提供しております。予約随時受付中
です。

大衆酒場　喜久本店
たいしゅうさか ば き　く ほんてん

広島市南区京橋町2-6
TEL. 082-568-1888
http://takenaya.com

■￥ 喜久ちゃん定食1,000円、日替わり定食800円、鯛めし（2人前）2,484円～、
コース3,000円～　■営○昼11：30～13：00（L.O.）　○夜16：00～22：30（L.O.22：00）
■休日曜日（祝日の場合は翌日）　■Ｐ無

居酒屋

広島のお好み焼は「みっちゃん総本店」から
はじまった。
「お好み焼ならみっちゃん総本店」と、広島をはじめ
全国の方々から認めて頂けた本物の味をご賞味くだ
さい。

グルメ

お好み焼き
広島市中区八丁堀6-7
TEL. 082-221-5438
http://www.okonomi.co.jp

■￥スペシャルそば入1,100円、イカ天そば入900円、そば入750円、生ビール500円、
焼酎450円～、ハイボール400円～、チューハイ400円　■営○昼平日11：00～14：30（土・
日・祝日は～15：00）　○夜平日17：30～21：30（土・日・祝日は17：00～）　■休水曜日　■Ｐ無

お好み焼き　みっちゃん　総本店

こだわりの素材が生みだす優しい味わい
18時から行列ができる超人気店。バイオレットと
いう最高級の小麦粉に牛乳と卵を混ぜて作る生地は
ほのかに甘い。キャベツは特定農家からの直送。

■￥そば・肉玉860円、煮込み470円
■営 16：00～22：30　■休月曜日、第1・3火曜日　■Ｐ無

グルメ 薬研堀　八昌
や  げん ぼり はっしょう

お好み焼き 広島市中区薬研堀10-6
TEL. 082-248-1776

グルメ 広島風お好み焼　貴家。
たか  や

お好み焼き
広島市中区富士見町5-11 藤井ビル1F
TEL. 082-242-1717
http://www.takayanet.com

お好み焼一筋30年の店主が1枚ずつ丁寧に
焼いたお好み焼をご堪能下さい。
お好み焼は食材・麺・ソースにこだわり抜いて、焼き方は
シンプルに押さえて焼かずに蒸し焼きにして、そばは当店
自慢の究極の麺パリを体験して下さい。
■￥肉玉そば入750円、スペシャルそば入1,050円、ホル
モン焼800円、とん平焼650円
■営○昼11：30～15：00　○夜17：00～23：00　■休火曜日・第一
月曜日　■Ｐ無

■￥ そば肉玉650円、シーフードお好み焼900円、ホルモンお好み焼1,050円、
その他日替りメニューも各種ご用意。
■営○昼11：30～13：30（L.O.）　○夜17：30～22：30（L.O.）　■休火曜日　■Ｐ無

グルメ

真心を込めて作った料理とおもてなしで、
“華”のあるお店を目指しています。
平成25年3月にオープン。広島風お好み焼きをはじ
め各種鉄板焼、そして新鮮な海の幸まで、豊富なメ
ニューをお手頃価格でご用意しています。貸切42
名様までOK！

鉄板焼　鉄華
てっ　か

お好み焼き 広島市中区本川町2-4-14
TEL. 082-233-8291

■￥ カレー1,100～2,000円、サイドメニュー300～700円、ドリンク350～700円
■営○昼11：30～14：30　○夜18：30～22:00　■休月曜日　■Ｐ無

グルメ

コラーゲンたっぷりの薬膳カレーや手作り
ラッシー、ワインで癒しの一時を。
豚頬肉と大根と焦がしチーズのカレーや、丸ごとトマト
とバジルとモッツァレラチーズのカレー等、オリジナル
メニューをお楽しみください。

カレー＆ワイン　nob象
の  ぶ   ぞう

カレーハウス
広島市中区橋本町6-14
TEL. 082-222-1286
https://www.facebook.com/nobzou

■￥ お一人様平均単価3,500～4,000円、生ビール500円、ワイン500円、果実酒
500円～、焼酎450円～
■営○昼11：30～14：00（平日）　○夜17：00～24：00　■休不定休　■Ｐ無

グルメ

全国各地よりおいしいものを取り揃える　
隠れ家的な創作料理とワインの店。
瀬戸内の鮮魚や各地よりおいしいものを集め、手づ
くりにこだわった料理と厳選されたワインや自家製の
果実酒などでお楽しみください。

居酒屋

典特特典

ワイン食堂　莉庵
しょくどう り  あん

ご飲食代10％OFF
※他の割引券との併用不可

広島市中区中町1-17 メンタービル1F
TEL. 082-258-3102
http://winelien.wixsite.com/winelien

グルメ

真っ白な看板が目印。地産地消と手造りが
テーマの大人の隠れ家。
内海の鮮魚、季節の野菜を使ったお酒に合わせた肴。
貸切宴会も可。35名様まで収容可。ちょこっと1杯、
ワイワイ宴会、多様にどうぞ。

肴　こつぶ
さかな

典特特典

■￥お一人様平均単価3,500円、コース料理2,500円～＋飲み放題1,500円
■営 17：00～24：00　■休日・祝日　■Ｐ無

お好きなドリンク1杯サービス
※他券との併用不可、入店時にクーポン提示

居酒屋 広島市中区中町4-8 チュリス中町1F
TEL. 082-247-0077

■￥定食302円～、料理302円～
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～23：00　■休不定休　■Ｐ有

グルメ

広島名物料理と地酒の店。定食302円～。
昼夜オールメニュー対応。
観光・出張の方はもちろん地元の方にも喜んで頂ける
広島牡蠣料理を中心として居酒屋メニューを昼も夜も
味わって頂けます。貸し切り最大50名様。

典特特典

居酒屋
広島市中区大手町1-4-27 第8栗川ビル1F
TEL. 082-247-8636
https://www.hotpepper.jp/strJ001123321/

ワンドリンクサービス
※他券併用不可

広島かき酒場　MOMIJI
モ ミ ジ

グルメ 炭で焼く串　笑楽　横川店
しょうらく

典特特典
お一人様3,000円以上のご飲食で10％OFF
※他の割引との併用不可

居酒屋 広島市西区横川町2-7-20
TEL. 082-233-3633

横川駅前の大きな看板が目印。
串焼きと鮮魚のうまい居酒屋です。店内48席。
備長炭で焼く串焼きと、毎朝草津漁港から入荷する鮮魚
がウリの店。　酒師の店主が料理と相性の良いお酒を
選んで揃えています。

■￥串焼き105円～、刺身3点盛り1,039円、地酒520円
均一
■営 17：30～AM1：00　■休日曜日　■Ｐ無

グルメ

お好み焼なら徳川で、
友達たくさんつくりましょう。
お好み焼徳川の総本山。黒塗りの柱、光を放つフロ
ア…お好み焼屋のイメージを覆すオシャレな店内。
個室風の席でゆっくりくつろげます。

徳川　総本店
とくがわ

典特特典

広島市中区胡町5-12 東劇ビル2F
TEL. 082-241-7100
http://www.tokugawa.jp/

■￥通常平均1,500円、宴会平均3,000円、ランチ平均750円
■営 11：00～AM3：00　■休 1月1日　■Ｐ無

ご飲食代5％OFF

お好み焼き

■￥ キャラメルナッティパンケーキ680円、アンチョビ香る海老とアボガドのガーリックソテー734円、
月見ねぎ庵スペシャル1,166円　■営 月～木18：30～AM3：00（L.O.AM2：00）、金・土・祝前日18：30～
AM4：00（L.O.AM3：00）、日・祝日18：00～23：30（L.O.22：30）　■休 12月31日、1月1日　■Ｐ 無

グルメ

お好み焼はもちろん、鉄板焼やドリンクも
充実。飲み放題付きコースもあります。
パリパリ麺が特徴のお好み焼、広島名物からオリジ
ナルもある鉄板焼、豊富なドリンクやデザートまで…
ねぎ庵流川店で美味しいひとときをどうぞ。

鉄板焼・お好み焼　ねぎ庵　流川店
あん

お好み焼き 広島市中区三川町9-22 第2KTビル2F
TEL. 082-247-1189

典特特典 すべてのお好み焼メニュー50円引き

グルメ

お好み焼き

スポーツ大好き兄弟が　　　　　　　　
“じ”ゅうじゅう“ご”ちそう“や”いてます！
お好み焼きはもちろん、各種鉄板焼き、ドリンクも
ご用意しておりますので、ご友人同士や団体様での
ご利用もお待ちしております。

お好み共和国ひろしま村　じごや

典特特典

広島市中区新天地5-23 2F
TEL. 082-243-1661
http://広島お好み焼き.com/

■￥肉玉そば750円、じごや焼1,100円等、鉄板焼各種500円～
■営 11：00～23：00　■休水曜日　■Ｐ 58台

お好み焼き1枚ご注文につきソフトドリンク1杯無料または
生ビール1杯目300円　※他の割引券等との併用不可

ガッツ石松によく似た元プロボクサーの店主
が焼く広島で一番おいしいかものお好み焼き。
鉄板焼きやおつまみ、ドリンクも豊富。カキや広島菜キムチ
などもお楽しみ下さい。牛タンもぶち旨い。

グルメ

お好み焼き 広島市中区新天地5-23 お好み共和国3F
TEL. 082-247-8069

お好み焼き　鉄板ガッツ
てっぱん

典特特典 ドリンク1杯無料（アルコール含む）

■￥肉玉・そば800円～、ガッツ焼き800円～
■営 11：30～24：00　■休無　■Ｐ無

■￥肉玉そば780円、カキバター700円、フリードリンクコース3,000円～
■営 11：00～23：00　■休不定休　■Ｐ有料（割引サービスあり）

グルメ

美味しいお好み焼き、一品料理、お酒も
多種豊富に取り揃え、お待ちしています。
本格お好み焼を始め、一品料理、広島名物、日替り
メニューで1杯いかがですか。コース料理も相談で
色々出来ます。ご来店お待ちしています。

お好み焼・鉄板焼　回 Kai
かい

お好み焼き

典特特典 お好み焼1枚につき500円までのドリンク1杯サービス

広島市中区新天地5-23 お好み共和国ひろしま村3F
TEL. 082-245-2535
http://hiroshima-okonomi.com/

■￥お好み焼は600円からイカ・エビ・カキなどの入ったデラックス2,000円まで
■営 10：00～23：00　■休無　■Ｐ隣接コインパーキング（サービス有）

グルメ

原爆ドームより徒歩3分、平和記念公園
から本通りへ向かって徒歩1分です。
おいしい店めぐりやJTB・るるぶなどで紹介。夜は
企業の予約でにぎわっています。広島を代表する
店で、メニューはおまかせ料理1,000円他も有りま
す。

うずしお

お好み焼き 広島市中区大手町1-5-14 西ビル2F 201
TEL. 082-245-0117

典特特典 ご飲食代10％OFF、隣接駐車券提示で200円引き

グルメ

全席30名様。広島名物鉄板焼有。
貸切り、ご予約ご相談、お気楽にどうぞ。
キャベツの甘味たっぷりなお好み焼き。広島のレモン
を使ったドリンクと宮島産の牡蠣。地酒の飲み比べ
に牡蠣のオイル漬けも大人気。

お好み焼き 広島市南区松原町10-1 広島フルフォーカスビル6F
TEL. 082-568-7840

お玉のキャベツ　駅前ひろば店
たま

■￥お好み焼き830円～、一品料理300円～、鉄板焼き600円～
■営 11：00～23：00（L.O.22：30）　■休無　■Ｐ無

典特特典
お好み焼きご注文の方ハイボールorチューハイorソフトドリンク1杯サービス
※他券併用不可

グルメ

行列のできる店。
昭和32年創業の老舗の味を！
生地の粘り、野菜の活き、コシのある生麺、一定の
温度を保つ鉄板。屋台時代から50年以上の歴史を
支えた4つの秘訣を今も大切に守り続ける老舗店。

麗ちゃん
れい

■￥そば肉玉770円、そば肉玉イカ天入り900円、スペシャル（そば肉玉・生イカ・生
エビ入り）1,270円
■営 11：00～22：00　■休不定休　■Ｐ無

お好み焼き 広島市南区松原町2-37 広島駅ビルアッセ2Ｆ
TEL. 082-286-2382

典特特典 ご飲食代50円引き

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典
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グルメ 食事処　ふじ

食堂 広島市中区大手町2-6-30
TEL. 082-244-6433

手作りにこだわったお袋の味。昼食も夕食も、
あなたの日常にどうぞ。
旬野菜と鮮魚を使ったこだわりの手作り料理で、仕事終
わりのほっとする時間を提供しています。活きのいい鮮魚
は刺身はもちろん、しゃぶしゃぶも人気。

■￥○昼500円程度　○夜小鉢280円～、鮮魚のしゃぶしゃぶ
時価、日本酒1合450円　■営○昼11：00～14：00　○夜17：00
～22：00　■休日・祝日　■Ｐ無

グルメ

沼田町吉山の新鮮野菜を使った家庭料理
のお店です。
地元の旬な野菜を使った手作り料理でゆっくりと
した時間をお過ごしください。

■￥ランチ720円～、夜ごはんセット1,000円～、コース2,500円～
■営○昼11：00～14：30　○夜17：30～22：00（L.O.21：00）　■休日・祝日　■Ｐ無

食堂 広島市中区中島町2-5
TEL. 082-246-8672

旬菜工房　茶里
ちゃ　り

グルメ

広島風お好み焼と鉄板焼他100種類の
豊富なメニューで15名様から貸切OK！！
（席数70）
地元の食材を豊富に使った手作り料理で、安くて
おいしくアットホームな中で楽しんでいただきたいの
です。コース料理あり、3～30名までの団体様もOK。

鉄板焼・お好み焼　だんだん

■￥そば肉玉700円、自家製ホルモン焼790円、飲み放題付コース料理3,500円～、
各種メニュー150円～
■営 17：30～AM2：00　■休火曜日　■Ｐ無

鉄板焼き 広島市中区十日市町1-3-21
TEL. 082-231-9559

グルメ 鉄板焼　安芸
　　　　　　　 あ　き

鉄板焼き 広島市西区草津新町2-29-34
TEL. 082-278-4488

記念日やデート、接待にも使える大人の空間で、
一品料理からコース料理まで。
フレンチ出身のシェフが作る本格鉄板焼の店。素材は
国内外の天然の塩や東広島市の無農薬野菜など常に質に
こだわり、より良い食材を使用、ワインも充実。

■￥○昼ランチ930円～　○夜コース3,240円～、一品料理432円～
■営○昼12：00～13：30　○夜17：30～22：30
■休火曜日　■Ｐ有

グルメ 炭焼　たにぢ
すみやき

焼鳥 広島市中区流川町1-16 ウエストウッドビル1F
TEL. 082-246-3960

新鮮な地鶏を堪能できるお店
高知県の養鶏農家から直送された新鮮な地鶏を国産備長炭
で焼き上げた本格やきとり。

■￥土佐ジローたたき700円、土佐ジローもも450円、
土佐ジローつくね350円
■営 18：00～24：00　■休日・祝日　■Ｐ無

後ひく辛さがクセになる！？　唯一無二のカレー。
辛さも2倍～10倍まで選べます。
カレーとカープをこよなく愛するお店です。昼は特製の
唐揚げがついたお得なランチ。夜は300円からの定番
おつまみでゆっくりカープの話で盛り上がりましょう。

グルメ スズメバチカレー　広島本店

カレーハウス 広島市中区三川町10-18 下井ビル1F
TEL. 082-245-7460

特典 800円以上のカレー100円引またはソフトドリンク1杯サービス

■￥ スズメバチカレー800円、スズメバチランチ900円、キーマカレー
1,000円、季節のカレー900円、トッピング50円～、特製からあげ3コ
300円、生ビール500円、ハイボール400円　■営○昼11：30～15：00
（L.O.14：30）　○夜17：30～22：00（L.O.21：30）　■休 火曜日　■Ｐ 無

■￥ビーフカレー700円、たっぷりチーズのカレー900円、ステーキカレー1,800円、
その他トッピングあり
■営 11：00～21：00　■休不定休　■Ｐ無

グルメ

1984年創業から変わらない味をお楽しみ
ください。
食材は国産にこだわり、約20種類のスパイスを
調合して使い、弱火でじっくり煮込み、ゆっくりと
寝かして完成まで3日間かけて作るこだわりのカレー
です。

GARIBER
ガ リ バ ー

カレーハウス 広島市中区本通4-1
TEL. 082-243-4914

■￥牛丼並盛・豚丼並盛350円、ポークカレー並盛450円
■営 24時間　■休無　■Ｐ無

グルメ

御社の会議等にすき家のあたたかい牛丼
弁当をご検討ください。
当店では、お弁当の宅配ご相談を承っております。
（原則10個以上、立町店の半径2km以内）

すき家　立町店
や

牛丼 広島市中区立町2-1 立町中央ビル1F
http://www.sukiya.jp/sp/

グルメ 鉄板処　まかり家
や

鉄板焼き 広島市中区薬研堀1-20 MYビル1F
TEL. 082-243-1180

リーズナブルなステーキを中心にゆっくり
くつろげるお店です。
仕入にこだわり、生麺を使用したちょっと変わったフワフワ
のお好み焼きをぜひ食べてみて下さい。

■￥ 和牛ランプ1,500円、牛タン1,200円、名物蒸し豚
800円、肉玉そば750円
■営 18：30～AM2：30　■休無　■Ｐ無

グルメ

特選和牛をはじめ、新鮮な魚介、旬の野菜
を鉄板料理にてご賞味ください。
鉄板料理の他にも、お刺身、一品料理などもご用意
しております。店内は大人の雰囲気の中にカウン
ター、テーブル席があり、宴会などにもオススメ
です。

鉄板料理　匠
たくみ

■￥特選和牛サーロイン（100gより）3,240円、一品料理648円～、コース（5,400～
10,800円）
■営 17：30～23：00　■休不定休　■Ｐ無

典特特典
1ドリンクサービス
※ご注文時にクーポン提示

鉄板焼き 広島市中区幟町12-10 幟ビル2F
TEL. 082-224-6088

グルメ 路地裏鉄板　こたろう
ろ　じ うらてっぱん

鉄板焼き

富士見町の隠れ家的鉄板料理屋!!
完全予約制の個室有。全席45席完備。
当店は地物の食材を中心とした新鮮且つ採れたての食材
と地酒を中心とした日本酒、鉄板料理に合った各国の
ワインを取り揃えております。
■￥ 焼ポテトサラダ690円、カキと青葉のバター醤油焼
890円、飲み放題2時間付コース4,000円～、お一人様
平均単価4,000～4,500円　■営 17：00～AM2：00
（L.O.AM1：30）　■休火曜日（祝日の場合は翌日）　■Ｐ無

広島市中区富士見町1-8 大形第2ビル2F
TEL. 082-249-1953
https://m.facebook.com/路地裏鉄板こたろう-856864440995646/

特典
当店No.1料理の焼ポテトサラダをお一組様、1皿サービス（4名様で1皿）
※ご注文時にクーポン提示

■￥お一人様平均単価3,000円～
■営 18：30～AM3：00（金・土曜日はAM5：00まで）　■休不定休　■Ｐ無

グルメ

広島初!?燻製料理専門店。ここでしか
味わえない味と薫りをお楽しみ下さい。
究極の燻製法「冷燻」と鉄板の融合。食材、調味料
全て自家燻製。舟入で朝まで営業。2、3軒目でも
ご利用頂けます。

鉄板焼き
広島市中区舟入町11-25
TEL. 082-292-1005
http://r.gnavi.co.jp/1s1nt8tu0000

典特特典
ご飲食代8％OFF
※他券、サービス併用不可

燻製×鉄板　「心」 KOKORO
こころ

グルメ 隠れ家鉄板　岡家
かく が てっぱん おか や

鉄板焼き
広島市東区光町2-8-5
TEL. 082-258-4088
http://okaya-teppan.com

典特特典
100円トッピング（イカ天・モチ・コーン・シソ・梅・ニンニク）の中から
1つサービス

広島駅から近く、お好み焼きはもちろん、
鉄板焼きも豊富にそろってます。
隠れ家的なお店で、逸品料理やお酒も豊富にそろうので
居酒屋使いもOK!!各テーブル鉄板完備でいつでもアツア
ツを食べられます!!
■￥ ランチ700円～、2時間飲み放題付鉄板焼きコース
3,500円～、料理のみのコース2,000円～（3名様以上より
承ります）　■営 11：30～14：00、17：30～23：00
■休月曜日　■Ｐ無

■￥焼き鳥各種100円～、飲み放題付コース4,000円、生ビール500円
■営 18：00～24：00　■休不定休　■Ｐ無

グルメ

食べた瞬間とにかく「旨い！」
素材・焼き方の1本全て本気です！
その日に仕入れた厳選素材を丁寧に1本1本串打ちし、
部位によって焼き方も変えています。ハツ・白肝など
他店では味わえない1本をご用意しています！

焼鳥 広島市中区流川町5-19 カサブランカビル1F
TEL. 082-246-2377

典特特典 ご飲食代10％OFF

炭火焼鳥　いちかばちか

■￥おすすめ焼鳥5本セット800円、こだわりの生ビール508円、産地まで足を運んで
厳選した芋焼酎約100種421円～
■営 18：00～24：00　■休日曜日・第2月曜日・月曜日の祝日　■Ｐ 1台

グルメ

店主が仕込みから、焼きまで一串入魂に
こだわった自慢の焼鳥をどうぞ!!
アットホームな雰囲気で、お客様が落ち着ける店作
りを目指しています。アツアツの焼鳥と一緒に店主
こだわりの生ビールや芋焼酎をどうぞ!!

焼鳥　頂
いただき

焼鳥 広島市西区己斐本町2-1-1 シャルム豊明1F
TEL. 082-507-3214

典特特典 ご飲食代10％OFF

グルメ

じゃんじゃか東千田店は、
味よし、質よし、元気よし！！
当店自慢の黒毛和牛、1切1切真心を込め、リーズ
ナブルな価格で、ご提供させていただいております。
ぜひ一度ご来店下さい。

焼肉　じゃんじゃか　東千田店

典特特典

■￥焼肉ランチ1,058円～、飲み放題付宴会コース4,000円～
■営○昼11：00～14：00　○夜17：00～23：00、土・日・祝日は11：00～23：00
■休第2火曜日（8月、12月除く）　■Ｐ有（当店ご利用時間分駐車場無料サービス）

ご飲食代10％OFF
※他の割引券との併用不可、ランチメニューは除く

焼肉
広島市中区東千田町1-1-108 アーバス東千田内
TEL. 082-236-1729
http://www.fujifamilyfoods.jp/

■￥お一人様平均単価○昼1,000円　○夜3,000～5,000円
■営○昼お問い合わせ下さい。　○夜17：00～22：00　■休不定休　■Ｐ 2台

グルメ

サイフにやさしいA五和牛の店。
A五和牛の洋食と焼肉しゃぶしゃぶをどうぞ。おまか
せ頂ければ、頑張ります。ハンバーグが更においし
くなりました。

馬の手
うま て

焼肉 広島市佐伯区楽々園4-7-5-101
TEL. 082-922-5055

典特特典 平日、ウーロン茶サービス

グルメ

本格炭火焼肉と韓国料理が楽しめるお店。
プレミアムモルツ中生が324円！
家ではなかなか真似できない炭火焼肉をお手頃価格
で提供。単品飲み放題も90分で1,058円ととっても
お得。ランチも毎日営業しております!!

炭火焼肉　七厘家
しちりん や

■￥お一人様平均単価○昼1,000円　○夜3,000円、コース料理2,970円～
■営○昼11：00～15：00　○夜17：00～23：00　■休無　■Ｐ有

焼肉
広島市南区大州5-5-24
TEL. 082-508-0730
http://www.sunfieldenjoy.com/

典特特典 ディナーの飲食代平日10％OFF、土・日・祝日5％OFF

■￥カルビ864円、ロース972円、タン1,026円、ホルモン702円、キムチ324円
■営 17：00～22：00　■休水曜日　■Ｐ 5台

グルメ

昭和39年創業の七輪焼肉の老舗！お肉は
国産和牛を使用、アットホームなお店。
国産和牛を手頃な値段でボリュームたっぷりにお楽
しみ頂けます。昔ながらの七輪で、どこか懐かしく
温かみのあるお店。皆様のご来店をお待ちしており
ます。

焼肉　リキ

焼肉 広島市西区楠木町1-8-10
TEL. 082-231-4731

典特特典 ご飲食代10％OFF

日本3大和牛、松阪牛ホルモンが食べられる
お店。
松阪牛のホルモン、希少部位のスーパーホルモン、厚切
りタンなど取り揃えております。貸し切り宴会承っており
ます。

グルメ 松阪牛ホルモンまつや
まつざかうし

焼肉 広島市西区横川町1-4-1
TEL. 082-294-2170

典特特典
まつやオリジナルプチデザートサービス
※他の割引券との併用不可、入店時にクーポン提示

■￥松阪牛ホルモン590円～
■営 17：30～24：00（L.O.23：00）　■休不定休　■Ｐ無

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典
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グルメ

広島から美味しい「まぜ麺」を全国へ！
あなたは冷麺派？それとも温麺派？
全国でも広島の「おっくん堂」でしか味わえない辛
旨のまぜ麺をぜひご賞味下さい！

■￥まぜ麺小520円、並700円、大840円
■営 11：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ラーメン 広島市中区大手町3-3-3 さんさんビル1F
TEL. 082-246-1377

まぜ麺　おっくん堂　大手町本店
どう

和　食 あなご屋　城山本店　さくら庵
あんしろやまほんてん

あなご料理 廿日市市宮島口1-10-7
TEL. 0829-56-4901

宮島口桟橋通りロータリー前のあなご・かき
料理専門店。
あなご専門店で唯一あなご飯の他にかきとあなごが
コラボした宮島丼や焼かき等を提供。五島列島の手延麺
のセットもあり、大好評で行列のできる店。

■￥あなご飯・宮島丼各1,730円（セットは2,270円）、弁当
は各1,730円
■営 10：00～19：00　■休不定休　■Ｐ無

和　食 むさし　土橋店

うどん・そば
広島市中区榎町10-23
TEL. 082-291-6340
http://www.musubi-musashi.co.jp

広島の味 むすびのむさし。
来んさい 見んさい 食べんさい。
平和公園より徒歩10分の土橋店では、むすび・うどんは
もちろん、2～4階の格子天井の広間（予約は250名様）で、
地産料理や名物串揚げ天婦羅もお楽しみいただけます。
■￥元気うどん620円、地えび天婦羅うどん520円、ええじゃん
広島コース3,500円、串揚げコース2,900円～、行楽弁当
1,620円～　■営 10：00～20：00、2～4F17：00～22：00、
土・日・祝日は11：00～22：00　■休 水曜日　■Ｐ 50台

和　食 広島うどん　じん
ひろしま

うどん・そば 広島市安佐北区口田南8-14-15
TEL. 082-845-8400

まあまあ美味しくて、まあまあ安くて、まあまあ
良い店。
定番のうどんメニューから、季節ごとに変わる創作うどん、
丼物や唐揚げまで、まあまあ美味しいメニューがあります。
高陽町でしぶとくやっているお店です。

■￥かけうどん440円、唐揚げセット890円
■営○昼11：00～14：30　○夜17：30～21：00
■休水曜日　■Ｐ 6台

和　食

旬の素材を大切にし自然に忠実な料理を
日々心がけております。
忘年会や新年会、慶弔などご家族でお集まりの時
にもご利用下さい。ご予算・ご要望に合わせたメニュー
もご用意致します。

■￥○昼会席料理5,400円～　○夜会席料理7,560円～
■営○昼11：30～14：00（土・日のみ）　○夜17：30～22：00（L.O.20：00）
■休月曜日　■Ｐ無

会席料理 広島市中区幟町9-4 藤井ビル1F
TEL. 082-221-8678

日本料理　児玉
こ だま

■￥ がらくラーメン730円、広島ラーメン680円、みそらーめん700円、セット＋
100円～　■営 ○昼平日11：00～15：00　○夜18：00～24：00　日・祝日は11：30～
22：30　■休不定休　■Ｐ有

グルメ

辛いだけじゃない！スープに秘めたコクと
旨味を堪能！『がらく』
辛味噲がクセになる、辛くて旨い！『がらくラーメ
ン』と、コクがあるのにあっさり豚骨醤油『広島ラー
メン』、豚骨噲『みそラーメン』が自慢。

らーめん　がらく

ラーメン 広島市中区東白島14-15 白島Qガーデン内
TEL. 082-221-7716

特典 お会計から100円引き

グルメ 平和園　流川店
へい  わ  えん

ラーメン
広島市中区田中町6-16
TEL. 082-247-6336
http://www.localplace.jp/t100103690/

広島の屋台の味をそのままに！
あっさりとした中華そばがおすすめ。他に、みそやとん
こつ、焼めしもいろいろあります。おつまみにはギョーザ、
豚足、豚耳、とんちゃんなどが人気です。

■￥ラーメン580円～、焼めし680円～、一品料理450円～、
生ビール500円
■営 18：30～AM6：30（L.O.6:20）　■休日曜日　■Ｐ無

■￥ラーメン790円、辛いラーメン860円
■営 10：00～17：00（土曜日は～16：00）　■休日・祝日　■Ｐ無

グルメ

がっつり、しっかり、こってりうまい。
自家製麺、スープこだわりの手作りでボリューム千点、
じゃなくて満点。

骨々亭
こつこつてい

ラーメン 広島市中区大手町3-12-2 第2イクナガビル101
TEL. 082-569-5752

グルメ 汁なし担担麺　きさく

ラーメン 広島市中区舟入川口町5-13 佐々木ビル1F
TEL. 082-231-0317

本場四川流の汁なし担担麺。
味の決め手はダシ。ダシのうま味と山椒のしびれ、ラー油
の辛味を麺にからめるように混ぜて、混ぜて、30回以上
混ぜて召し上がって下さい。

■￥汁なしピン担麺570円、汁なし担担麺530円
■営○昼11：00～14：00　○夜18：00～20：00 日曜日は11：00
～15：00　■休水曜日　■Ｐ 5台

広島市中区東白島町9-10
TEL. 082-227-0257
http://www.hakushima.net/shops/shop-1859.html

■￥うどん定食（うどん＋煮こみ＋塩むすびor寿司）750円～、かけうどん350円、　
焼鯖寿司150円
■営○昼11：00～15：00　○夜17：00～20：00　■休不定休　■Ｐ無

和　食

ふんわりもっちり食感の自家製麺を優しい
風味の関西だしでどうぞ。
「美味しいうどんを一人一人に丁寧にお出ししたい」
と2013年1月にオープン。作りおきせずゆであげ
る自家製麺を澄んだ関西だしでお召し上がり下さい。

自家製麺　うどんのあき
じ　か せいめん

うどん・そば

広島市中区薬研堀1-23
TEL. 082-241-0029
http://hitosara.com/0003014441/

■￥各種おでん108～540円、権兵衛コース（飲み放題付）4,860円
■営 1F 17：00～23：00　2F 17：00～AM2：00（月曜日は～23：00）　カード不可
■休日・祝日　■Ｐ無

和　食

85年間愛されてきた広島おでん。
昔ながらの「味噌おでん」と、薄味の「ダシおでん」
が伝統と歴史を語る。80種類以上のネタと「広島風
おでんがく」をご堪能下さい。

権兵衛
ごん べ　え

おでん料理

和　食

2～200名様まで人数に合わせた個室で
老舗の和食をお楽しみ下さい。
結納・法事・記念日の祝いや職場の会食、忘年会・
新年会と幅広くご利用いただけます。お子様連れの
方も大歓迎です。どうぞお気軽にご利用下さいませ。

世羅別館
せ　 ら  べっかん

■￥料理5,400円～、飲み放題付コース7,020円・8,640円・10,800円
その他ご相談下さいませ。
■営 17：30～21：30　■休無　■Ｐ無

会席料理
広島市中区三川町4-20
TEL. 082-248-2251
http://serabekkan.jp

グルメ

お得な平日ランチ、本通店限定夜メニュー
等あります。お一人様も大歓迎。
濃厚豚骨スープ、炙りチャーシュー、羽根つき餃子
にこだわっており、夜はドリンクメニュー等一品
メニューも充実。季節の限定メニューもあります。

ばり嗎　本通店
うま

■￥ランチメニュー151円～（ラーメン代金にプラス）、ばり嗎らーめん680円、餃子
302円、半ちゃーはん421円　■営○昼11：00～15：30　○夜17：30～24：00　土曜日は
11：00～24：00（日・祝日は～22：00）　■休無　■Ｐ無

ラーメン
広島市中区本通4-17 ルフェール広島本通
TEL. 082-246-7035
http://www.bariuma.biz

特典
味玉無料
※他の割引券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

グルメ

辛味、旨味、風味が三位一体。
辛いけど旨い。何度でも食べたい。
キング軒の汁なし担担麺はよくかき混ぜることで麺に
ほどよくタレを染み込ませ、ラー油の辛さ、スッと鼻
をぬける花椒の香りとしびれとともに味わう1杯。

汁なし担担麺専門　キング軒本店
けんほんてん

広島市中区大手町3-3-14 武本ビル1F
TEL. 082-249-3646
http://www.kingken.jp/sp

■￥汁なし担担麺並盛580円、温玉50円、半ライス50円
■営○昼11：00～15：00　○夜17：00～20：00、土・祝日は11：00～15：00
■休日曜日　■Ｐ 1台

ラーメン

典特特典 半ライス無料

■￥ 0.5玉 650円、1玉 750円
■営○昼11：30～15：00　○夜18：00～24：00　■休無　■Ｐ無

グルメ

醤油カツオベースのマイルドなタレに数種類の
香辛料を加えたクセになる辛さ！
もっちりたまご麺、キャベツ、ネギ、チャーシューと
の相性も抜群！0～30倍まで辛さが選べるので、
辛いのが苦手な人も、激辛党もヤミツキになる味
です。

つけ麺本舗　辛部　皆実町店　
から ぶ

ラーメン 広島市南区翠1-2-34
TEL. 082-253-1121

典特特典 たまごトッピングをサービス

和　食

品数豊富でお酒もついてる晩酌セット。
2時間飲み放題宴会も人気です。
1杯ドリンク付き晩酌セットには、おばんざい料理が
人気です。2時間飲み放題は、やさしい味の手作り
料理が常連様にもご好評を頂いてます。バスセン
ターなので帰りも楽ですね☆

生そば処　水車　アクア広島バスセンター街店
すいしゃ

典特特典
晩酌セットおかわり2杯目のお酒サービス!!
※他券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

■￥ドリンク1杯付き晩酌セット1,080円、天ざるそば1,080円、日替わり定食880
円、2時間飲み放題付き宴会コース3,500円～（貸切可能）
■営 10：00～21：00　■休アクア広島バスセンター街の休日に準ずる　■Ｐ有

うどん・そば 広島市中区基町6-27 広島バスセンター街7F
TEL. 082-225-3285

和　食

広島駅近の製麺所。朝打ちの熟成生麺と
無添加のあっさりダシ。夜は予約制。
つるつるモチモチの自家製麺。品質管理と熟成を
かけて作り上げるツルモチ麺は美味。無添加のあっさり
ダシも必食です。夜は四季折々の瀬戸内和食をどう
ぞ。

大和製麺
やま と せいめん

典特特典

■￥○昼かけうどん360円、ザルうどん380円、日替りランチ780円　○夜完全予約制 
2時間飲み放題付コース4,500円～
■営○昼11：00～15：00　○夜17：30～　■休日曜日　■Ｐ無

うどん・そば 広島市南区松原町10-22 第二潮ビル1F
TEL. 082-261-5560

製麺所ならではの熟成自家製麺1パック（生麺300g2名様分）贈呈

和　食

うどん・そば

うどん・ラーメンがおいしい！
西広島バイパス廿日市宮内高架下。43年の歴史を
もつ、うどんの丸忠です。どれを食べてもおいしく
早朝から夜中まで営業しています。

丸忠
まるちゅう

廿日市市串戸6-11-19
TEL. 0829-31-1313

■￥天ぷらうどん480円、うどん定食750円、ラーメン530円、カツ丼750円
■営 6時～24時　■休無　■Ｐ 30台

典特特典 お一人様600円以上のご飲食でホットコーヒーサービス

■￥島らっきょ510円、軟骨ソーキそば730円、泡盛410円～
■営 17：00～AM3：00（日・祝日は～24：00）　■休無　■Ｐ無

和　食

沖縄出身店主のリーズナブルな沖縄居酒屋。
沖縄料理50種～ 泡盛180種～。
泡盛マイスター店主の揃えた泡盛は180種以上で
広島一の品揃え。人気のソーキそばは、飲んだ後の
締めには最高です。深夜3時まで営業しています。

沖縄居酒屋　比嘉商店
おきなわ い ざか や ひ　が しょうてん

沖縄料理

特典

広島市中区流川町4-21 エルザビル1F・2F
TEL. 082-246-0551
http://20101111.jugem.jp/

ご飲食代10％OFF
※他券併用不可、コースは除く

グルメ

おいしいは楽しい！
肉好き店主の焼肉屋。店主の気に入ったお肉をリー
ズナブルなお値段で提供いたします。

焼肉　近どう
こん

■￥お一人様平均単価3,000～5,000円
■営 17：30～22：00　■休月曜日　■Ｐ無

焼肉
広島市西区福島町1丁目15-7
TEL. 082-232-2858
http://yakinikukondo.com/

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典
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■￥○昼匠花1,620円、彩花2,160円、雅会席3,240円（個室は3,240円からのご利用） ○夜季節の
会席5,400円～ ※個室はご飲食代の10％サービス料別途　■営○昼11：00～15：00（L.O.14：00）
○夜17：00～22：00（L.O.20：00）（日祝L.O.19:00）　■休 12月31日～1月2日　■Ｐ 12台

和　食

四季折々の風情ある日本庭園を眺めながら
季節の味と匠の技をご堪能下さい。
すべてのお部屋からお庭をご覧頂けます。ご接待は
もちろん、お顔合せや長寿のお祝い、ご法要後の
お食事等、様々なご家族のお集まりにもご利用下さ
い。

豆匠　広島本店
とう しょう

会席料理

特典
雅会席3,240円→2,700円（平日限定・前日までの要予約）。
※ご予約時にクーポンご利用の旨お伝え下さい。

広島市南区比治山町6-24
TEL. 082-506-1028
http://www.toufu-tosho.jp

和　食

日本庭園を眺めながら旬の幸を料亭の味で。
ご接待や、宴会に最適です。
1万坪の日本庭園で四季を五感で感じて下さい。
外国のお客様にも大変ご好評です。ご接待・各種
パーティを承っております。老舗料亭の味を庭園と
共にお愉しみ下さい。（完全予約制）

半べえ
はん

■￥平日昼懐石5,400円、懐石コース8,640円・10,800円・12,960円・16,200円
プラス2,700円でフリードリンク（2時間）
■営 11：30～21：30　■休火曜日　■Ｐ 130台

懐石料理
広島市南区本浦町8-12
TEL. 082-282-7121
http://www.hanbe.jp/

和　食

おもてなしに、心あるように。
味と人との幸せな出会いを深めております。
街の中心にありながら、喧騒を忘れさせる静かなお
部屋で四季折々の支度を整え、旬の恵を生かした
お料理をご用意してお越しをお待ち申し上げており
ます。

料亭　こだま

■￥会席料理10,800円位～、ご予約の折ご相談下さいませ。
■営すべてご予約次第　■休不定休　■Ｐ無

割烹・料亭 広島市中区銀山町9-22
TEL. 082-241-4163

和　食 白鷹
はくたか

割烹・料亭 広島市中区流川町1-6
TEL. 082-241-0927

創業58年。瀬戸内海の魚を中心に山の幸も
織り交ぜ、素材の味を生かした料理。
季節感のある料理をご提供。清潔な檜のカウンターで
落ちついたお店。お酒は灘の銘酒白鷹を。ご予算に
応じて、おまかせ料理10,000円から承ります。
■￥白身魚刺身2,100～3,150円、さわら味噌漬1,575円、
四季のお椀840～1,575円、ビンビール（中）700円・
（小）600円、酒700円
■営 18：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

■￥おまかせ料理5,400円～、刺身盛合せ2,160円～
■営 17：30～AM1：00　■休日曜日　■Ｐ無

和　食

四季折々、瀬戸内の旬の食材を　　　　
リーズナブルな価格でご用意しております。
板前が丹精込めて仕上げる料理には、和の心意気を
そえて盛り付けてあります。お一人様から会社の接待、
各種宴会までと幅広くご利用下さいませ。

味處　おがわ

割烹・料亭 広島市中区堀川町2-5 第2松尾ビル1Ｆ
TEL. 082-244-5484

和　食

肉を献立の中心に据えた「肉割烹」。
エネルギッシュで繊細な料理をどうぞ。
和食の伝統文化に「肉」を取り入れた新しい挑戦。
牛肉を中心に炭火焼きや和出汁と合わせた一品料理
の数々。旬の野菜が色を添えます。

肉割烹　まさ㐂
き

■￥ おまかせコース4,800円～、黒毛和牛炭焼き2,800円～、トリュフの茶碗蒸し
880円、季節の野菜炊き合わせ600円　■営 17：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

割烹・料亭
広島市南区段原1-6-9
TEL. 082-569-5553
http://www.nikukappoumasaki.com

広島市西区三滝町1-3
TEL. 082-537-0220
http://www.novarese.co.jp/mts/restaurant

和　食

広島県を代表する老舗料亭。各国の要人や将棋
の名勝負の舞台としても有名。
創業1946年の歴史ある料亭旅館をリニューアル。ガラス
一面に広がる日本庭園を眺めながら、本格的な会席料理を
お愉しみいただけます。

三瀧荘
み  たきそう

割烹・料亭

■￥○昼4,025円～　○夜6,900円～、お祝い事11,500円～
■営○昼11：30～15：00　○夜17：30～22：00　
■休水曜日　■Ｐ 15台

■￥お一人様平均単価3,000円
■営 17：00～24：00　■休日曜日　■Ｐ無

和　食

創業23年、串かつがメインの居酒屋です。
日替わりおばんざい、季節の酒肴、地魚などサイド
メニューも充実。串かつ10本セット980円、6本
セット650円。

千成亭
せんなりてい

串揚げ・串かつ料理 広島市中区小町1-7 ニュー小町ビル1Ｆ
TEL. 082-249-8700

特典
ファーストドリンクお一人様につき1杯サービス
※一部を除く

■￥わいずセット（串かつ5本＋1ドリンク）880円、串かつ1本110円～
■営 17：00～22：30　■休水曜日　■Ｐ無

和　食

2度づけ禁止の串かつ専門店。横川駅徒歩
2分。仕事帰りにサクッとどうぞ！
あっさり仕上げのオリジナルソースで、40種類以上
の美味しい串かつをお楽しみ頂けます。串かつに合
う日本酒も揃えてます。女性客が多いのも特徴です。

串かつ　わいず
くし

串揚げ・串かつ料理 広島市西区横川町3-4-14
TEL. 082-296-2294

和　食

お昼限定！！女性に大人気の竹かごランチで
旬を満喫。
旬の素材にてまひまかけた料理と　酒師が厳選する
季節の日本酒を楽しめます。カウンター席も有り
ますのでお一人様でもお気軽にお立ち寄り下さい。

GEN
ゲ　ン

■￥○昼竹かごランチ1,500円　○夜単品400円～、飲み放題付コース4,320円
■営○昼11：30～14：00（L.O.13：30）　○夜18：00～23：00（L.O.22：30）
■休月曜日、月1回火曜日　■Ｐ無

小料理 広島市中区三川町5-15 山崎ビル3F
TEL. 082-247-5470

和　食 旬の味　絹や
しゅん　　あじ　　 きぬ

小料理
広島市西区楠木町1-11-5
TEL. 082-291-0691
http://www.kinuya.info/

旬の素材を活かした大人の隠れ家的なお店です。
素材にこだわり、味にこだわります。あらゆる食材に
こだわって、春夏秋冬それぞれの旬の味覚を味わって
いただきたいです。

■￥月替り一押しセット3,500円、小いわし刺700円、牛タン
サラダ1,200円、穴子寿司800円、他単品色々あります。
■営 17：00～23：30　■休日曜日　■Ｐ 3台

和　食

アットホームな店。
広島の地魚を取り揃えた寿司もある居酒屋です。
季節にあわせてフグやスッポン、牡蠣、ナマコなど
をご用意しています。

三津村
み　つ むら

■￥お一人様平均単価3,500円～
■営 18：00～23：00　■休月曜日　■Ｐ無

小料理 広島市西区己斐本町1-24-1
TEL. 082-272-4420

和　食 和食堂　厳島
いつくしま

典特特典
ご飲食代10％OFF
※他の割引券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

会席料理
廿日市市宮島口西1-1-17 安芸グランドホテル1F
TEL. 0829-56-0111
http://www.akigh.co.jp

旬の食材を活かした贅沢な味わいの逸品を
ご堪能ください。
穏やかな瀬戸内の海と世界遺産厳島を眺めながらのお食事
をお楽しみください。

■￥造里御膳2,000円、穴子膳2,000円、厳島会席5,500円、
料理長会席8,800円（サービス料込・消費税別）
■営○昼11：30～14：00（L.O.13：30）　○夜17：00～21：00
（L.O.20：30）　■休不定休　■Ｐ 150台

和　食

昼は女性に人気のランチあり、夜は一品
料理や会席も多く取り揃えています。
商談や接待にも、また一名でも気軽に来店できます。
一品料理も多く、広島の地魚が中心です。昼営業も
ございます。どうぞお気軽にご来店ください。

板前割烹　ひぐち

典特特典

■￥ 昼定食1,728円、ミニコース3,888円（昼のみ）、会席料理5,400円・8,640円・
10,800円
■営○昼11：30～15：00　○夜17：30～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ご来店の皆様にワンドリンクサービス（夜のみ）

割烹・料亭
広島市中区胡町4-3 大和屋酒舗ビル2F
TEL. 082-249-5151
http://www.kappo-higuchi.com/

和　食

平和公園ほとりの川面に浮かぶかき船で
新鮮なかきと瀬戸内の味覚をどうぞ。
窓越しに映し出される四季の移ろいと風情ある
雰囲気の中で、一年中食べられるかきや、季節の
食材で彩るお料理とともに優雅なひとときを…。2階
料亭和久には個室もございます。

かなわ

典特特典

■￥瀬戸　○昼かき御膳4,104円　○夜会席6,480円～、牡蠣の喰いきり12,960円
■営○昼11：00～14：00（L.O.）　○夜17：00～21：00（L.O.）　■休年末年始　■Ｐ無

ドリンク1杯サービス
※他の割引券との併用不可

割烹・料亭
広島市中区大手町1丁目地先
TEL. 082-241-7416
http://www.kanawa.co.jp

和　食

旬の素材を生かした郷土料理。
仕出し、法事、慶事、宴会、結婚式ができます。
老舗料亭でありながら、若い方から年配の方まで
幅広いお客様にお越し頂いております。落ち着いた
個室で、昔ながらの日本料理を存分にお楽しみ下さい。

料亭　久里川
く　 り  かわ

典特特典

■￥幕の内弁当1,782円～、折詰弁当2,268円～、懐石料理（パック料理）5,724円～
当店での料理はご予算に応じます。
■営 9：00～21：00　■休年末年始　■Ｐ 20台（マイクロバス無料送迎有）

お子様用のおくいぞめ料理をサービスします
※仕出しの場合は容器を事前にお届け下さい

割烹・料亭
広島市中区千田町3-2-3
TEL. 082-245-2854
http://www.kurikawa.com/

特典

和　食

広島の老舗として一味違った料理、
行き届いたおもてなしをお楽しみ下さい。
少人数様から120名様位まで、ご商談・懇親会・慶事・
ご法要にご利用下さい。掘りごたつ式・椅子席の部屋
もございます。会席料理・鍋料理・フグ等。

料亭　う越久
をきゅう

■￥会席料理10,800～21,600円（サ別）、ミニ会席（昼のみ）5,400円（サ別）、宴会コース
（10名様より）10,000～20,000円（税・サ込）ご相談下さいませ。
■営 11：00～22：00　■休不定休　■Ｐ 6台

2名様につきビール1本または日本酒1合サービス
※他の割引券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

割烹・料亭 広島市西区東観音町30-18
TEL. 082-231-0596

和　食

春は山菜　夏は鱧　秋は松茸　冬は鍋…
四季折々の馳走でおもてなしいたします。
地場でとれた旬の食材を、地場の料理法でいただ
くことを「土産土法」といいます。三滝の自然の中で、
選び抜いた季節の素材をご堪能ください。法要・お
祝い等にもどうぞ。

三瀧茶屋
 み たきちゃ や

■￥ 季節の御膳2,200円、四季彩御膳2,900円、〔要予約〕会席3,890円～、本会席
8,640円　※個室をご利用の場合、別途サービス料を申し受けます。
■営○昼11：30～15：00　○夜17：00～22：30〔要予約〕　■休水曜日　■Ｐ 15台

割烹・料亭 広島市西区三滝本町2-12-26
TEL. 082-237-2408

特典
会席5,400円以上のご利用で生ビール、ウーロン茶、コーヒーの
いずれかを1杯サービス

広島市中区流川町1-24 第2味の館ビル1～3F
TEL. 082-243-4500
http://www.hirokoshi.co.jp/

■￥○昼八雲御膳2,268円、季節御膳1,998円　○夜すすぎ鍋コース6,696円、郷土料理コース「安芸」5,616円
午後5時以降はご飲食総額の10％をサービス料として、個室御利用の場合は10％をお部屋代として別途頂戴致
します。　■営○昼11：00～15：00　○夜17：00～23：00　■休 日曜日（日・月連休の場合は月曜日）　■Ｐ 提携駐車場

和　食

名物すすぎ鍋をはじめ、四季折々の料理を
心温まるおもてなしでお楽しみを。
創業より変わらぬ名物すすぎ鍋をかすり姿の女性が
心温まるおもてなしで提供いたします。会社での接待、
ご家族、ご友人との会食に是非ご利用下さいませ。

八雲　流川店　
や  ぐも

郷土料理

典特特典 ○昼食後のデザートまたはコーヒー　○夜ファーストドリンク　をサービス

和　食 にゅうめんお茶づけ　おゆき

典特特典 生ビール1杯サービスまたは姉妹店 LOUNGE 千夜のお会計より10％OFF

小料理 広島市中区流川町3-4
TEL. 082-244-6268

あったかいお母さんが作る
あったかいにゅうめんはいかが？
お薦めは、すっぽんにゅうめん。すっぽんのスープが体に
良い1品です。他にもお茶づけ・牛すじカレー・おでんなど
ほっこりメニューを揃えております。

■￥にゅうめんお茶づけ700円～
■営 20：00～AM2：00　■休日・祝日　■Ｐ無

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 1110
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こ　なみ

お魚処　小波和　食

天然鮎、穴子等、美味しい魚介類が
お手頃価格でいただけるお店。
旬を問わず活きた魚、新鮮な魚は旨い！なるべく手を
加えず、シンプルな料理で素材の旨さを本来の味でご賞味
ください。カード払いOK。

■￥ ふぐ刺し3,000円、ふぐ唐揚げ3,300円、ふぐちり
3,500円、天然鮎料理、地魚料理等、日本酒各種400円～
■営 17：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

魚料理
広島市西区横川町2-8-1 高橋ビル1F
TEL. 082-233-3833
http://ayufugu.com/

和　食

しゃぶしゃぶ料理

炭火焼・しゃぶしゃぶ　黒豚家
くろぶた や

広島市中区堺町1-5-14
TEL. 082-295-9510

最高級の鹿児島産黒豚料理を味わえる専門店。
広島初の黒豚専門店。黒豚は半頭買いして各部位ごと
のおいしさを引き立てる調理法で提供するため、リー
ズナブルに楽しめるのが専門店ならではの魅力。

■￥フリードリンク付黒豚しゃぶしゃぶコース4,000～6,000円、
生ビール450円、黒豚餃子420円、黒豚コロッケ420円
■営○昼11：30～14：00　○夜17：30～23：00
■休不定休　■Ｐ無

和　食

季節料理、主に刺身とお寿司のお店。　
流川店もございます。
一品料理も豊富!!鮮度抜群のお刺身と毎日自店で炊
く自慢のシャリで一貫一貫丁寧に握るお寿司もまた
美味しいです。流川店（中区流川町4-18　082- 
247-0901）もぜひ。

寿司処　一貫　薬研堀店
いっかん

■￥にぎりの盛合せ1,800円～、ご宴会コース料理4,000円・5,000円
■営 18：00～AM3：00　■休日曜日　■Ｐ無

寿司 広島市中区薬研堀4-8 広島総合娯楽センター1F
TEL. 082-247-5574

和　食

季節料理、主に刺身とお寿司のお店。　
薬研堀店はお座敷もございます。
一品料理も豊富!!鮮度抜群のお刺身と毎日自店で炊
く自慢のシャリで一貫一貫丁寧に握るお寿司もまた
美味しいです。流川店はカウンター8席です。薬研
堀店（中区薬研堀4-8　082-247-5574）もぜひ。

寿司処　一貫　流川店

■￥上にぎりの盛合せ1,800円～、盛り合せ刺身1,500円～
■営 18：00～AM3：00　■休日曜日　■Ｐ無

いっかん

寿司 広島市中区流川町4-18 第3鯉城ビル1F
TEL. 082-247-0901

和　食

大手町に刺身とお寿司のお店。
季節料理もあり、天然物の新鮮な旬魚。
真心こめて丁寧に握ります。宴会コースもあり、
個室は8名まで。どうぞお気軽にご来店ください。

鮨なか
すし

■￥おまかせコース5,400～9,720円
■営○昼12：00～14：00　○夜17：30～21：30　■休日・祝日　■Ｐ無

寿司 広島市中区大手町2-6-8
TEL. 082-578-6438

和　食

旬魚・旬菜のおまかせ料理。カウンター8席・
個室3室（要予約）でどうぞ。
瀬戸内海を中心とした、天然ものの新鮮な旬魚・
旬菜の食材を心をこめて調理。思わず「うまい！」
のお言葉が頂けるよう、とことん食材にこだわっ
ています。

旬魚　きっ川
しゅんぎょ かわ

■￥おまかせ料理5,500円位からご予算に応じて。おすすめ7,500円。
■営 17：30～22：00　■休日・祝日　■Ｐ無

魚料理 広島市中区本通5-13 本通WAVE3F
TEL. 082-241-0002

和　食 しゃぶしゃぶDining　花小路
ダイニング はなこう じ

しゃぶしゃぶ料理 広島市西区己斐本町1-25-2 2F
TEL. 082-961-5540

お洒落な大人の空間で、しゃぶしゃぶ・
すき焼きが食べ放題！
西広島駅より徒歩2分。落ち着いた雰囲気の店内で、美
味しいお肉を心ゆくまでお楽しみ下さい。大人数席や、
6名様までの個室もご用意しております。
■￥しゃぶしゃぶ食べ放題（飲み放題付）3,300円～、すき焼
き食べ放題2,900円～
■営 17：00～23：00　■休不定休　
■Ｐ無（近隣にコインパーキング有）

広島市中区袋町7-30
TEL. 082-542-1068
http://www.torahachi.co.jp

和　食 お座敷すき焼き　寅八本店
とらはちほんてん

すき焼き料理

■￥ ランチ1,200円～、すき焼き会席4,550円～、宴会
（飲み放題付）3,500円～
■営○昼11：30～14：00（日・祝日は～14：30）　○夜17：30～
23：00（日・祝日は～22：00）　■休不定休　■Ｐ無

名物黒毛和牛すき焼きの他、広島牛、カキ、
穴子など地物・旬物を味わえる店。
温泉宿を思わせる落ち着いた店内に大小様々な個室を用
意。地元の食材をふんだんに使った会席、郷土料理と厳
選した黒毛和牛料理をリーズナブルに堪能。

■￥おまかせで飲み物別10,000～20,000円、セット物（握り3,000～6,000円、
散らし2,000～3,000円）　■営○昼11：30～14：30（L.O.14：00）　○夜17：30～22：00
（L.O.21：30）　■休月曜日　■Ｐ無

和　食

昔ながらの鮨専門店です。出し巻ではない
玉とかオボロとか総べて手作りです。
飯つぶ1つ1つまで酢が廻っているか確認する為と
お客様が口に入れた時にすぐにバラけてしまう様に、
舎利に指で穴を開け空気を入れて握ります。

鮨　紀廣
すし　　　き  ひろ

寿司 広島市中区鉄砲町7-26 ？ビル1F
TEL. 082-225-4741

和　食

見て嬉しい食べて美味しい驚きの
創作野菜寿司！
広島らしさ満載の旬の創作料理をワインや地酒と共に
お楽しみ頂けます。デートや女子会、団体様の飲み
会など使い方は様々。野菜寿司は一番人気！

旬菜すし鮮　きずな屋
しゅんさい せん や

■￥寿司1貫80円～、創作料理単品350円～、コース料理3,000円～（飲み放題は
プラス1,500円）　■営平日18：00～24：00、土・日・祝日○昼11：30～14：00　○夜18：00
～24：00（日曜は～23：00）　■休不定休　■Ｐ無

寿司
広島市中区堀川町5-12
TEL. 082-249-0873
http://kizunaya-cloverkitchen.com

和　食

活簀の料理他、色々な瀬戸の魚を忠実に
味付けすることに努力しています。
こだわりの食材を、鍋物・天ぷらなど豊富なメニュー
でご提供。宴会はお一人5,000円～（飲み物代別）。
貸切も25名様までお受けいたします。スッポンコース
も有ります。

寿司・小料理　にしかわ

■￥にぎり一人前1,000～2,000円、さしみ800～1,300円
■営○昼12：00～14：00　○夜16：30～22：00　■休月曜日　■Ｐ 10台

寿司 広島市西区庚午南2-5-6
TEL. 082-507-3636

和　食

名物磯穴子は独特の調理法で仕上げており、
お客様にご好評を頂いております。
かわはぎの生ちりは自家製のポン酢に肝をといて
食べれば至福の味わい。特におすすめの一品です。
貝の刺身盛合せも好評です。ぜひ一度ご賞味下さい。

うえ乃寿し
の　ず

■￥名物磯穴子1,296円、特上にぎり1,836円、貝の刺身盛合せ1,944円、かわはぎの
生ちり1,404円～、刺身の盛合せ1,296円
■営 12：00～22：00　■休水曜日　■Ｐ 12台

寿司
広島市南区仁保新町1-5-10
TEL. 082-282-6528
http://www.uenozushi.com

■￥お一人様平均単価4,000～5,000円
■営 17：30～AM1：00　■休不定休　■Ｐ無

和　食

多種多様なお魚達を串焼きに！やきうお
片手に今宵酔う！
一口大にカットされた魚を串に丁寧に刺し、じっくり
と焼き上げます。手軽に食べられてリーズナブル！
地酒も多種取りそろえております。

やきうお処　宵酔
よいよい

魚料理 広島市中区薬研掘10-17 幸楽ビル1F
TEL. 082-542-7787

特典
ご飲食代より10％OFF
※他の割引券との併用不可、カード払い不可

和　食 卓
たく

典特特典 ワンドリンクサービス

魚料理 広島市中区流川町4-15 パワービル1F
TEL. 082-246-1140

店主自ら市場で目利きした瀬戸内の新鮮魚介
を広島が誇る美酒とともに。
市場・漁港直送の広島名産カキ、小いわし、穴子、地ダコ
など、その日、その季節で獲れる新鮮魚介をお楽しみ
ください。テーブル席や座敷個室もございます。

■￥小いわし（天ぷら・汐焼）各800円、あさり酒むし800円、
刺身盛合せ1,800円、広島地酒1合600円～
■営 18：00～AM1：00　■休日・祝日　■Ｐ無

和　食

昼メニュー・夜コース、他単品も豊富。
創業56年ふぐ料理・瀬戸内魚料理。
大きな生簀があり、ふぐ・かき・くえ・おこぜ・いか
等豊富。カウンター・テーブル・掘ごたつの個室は
2名様より最大22名様迄、お早目にご予約下さい。

正弁丹吾
しょうべん たん  ご

典特特典

■￥○昼丹吾弁当2,160円　○夜旬の宮島コース6,480円～、ふぐコース8,000円～
■営 11：30～22：30　■休無　■Ｐ無

正弁丹吾特製ぽん酢をお土産におつけいたします（夜のみ）

魚料理
広島市中区三川町10-26
TEL. 082-248-0672
http://www.tango823.com/

和　食

紙屋町東電停より徒歩2分。せいろ蒸し
しゃぶしゃぶ専門店 月寅流川2号店。
大広間貸切最大30名様迄対応可。6・8名様用個室
など全7部屋完全個室完備。

せいろ蒸ししゃぶしゃぶ　月寅　紙屋町店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つきとら

■￥○昼せいろ蒸しランチ780円～　○夜飲み放題付宴会コース4,500円～、単品：黒豚の
せいろ蒸し1,750円　■営 ○昼11：30～14：30（L.O.14：00）　○夜17：00～23：00
（L.O.22：30）　■休日・祝日　■Ｐ無

しゃぶしゃぶ料理
広島市中区紙屋町1-1-1 東和ビルB1F
TEL. 082-244-5440
http://tsukitora.jp/kamiyacho.html

典特特典 お好きなドリンク1杯サービス

■￥○昼上ちらし2,160円（赤だし付）、にぎり1,728円（8貫・赤だし付）、上にぎり2,592円（9貫・赤だし付）、特上にぎり
3,564円（11貫・赤だし付）など　○夜コース料理「花」4,320円、コース料理「月」6,480円、コース料理「道」8,640円
■営○昼11：30～14：00（土・日・祝日のみ）　○夜18：00～22：00　■休月・火曜日　■Ｐ無

和　食

天然物の新鮮な旬魚をお手頃価格で提供
する鮨店です。
和の趣が漂う落ち着いた店内で、吟味された旬で鮮
度抜群のにぎりをリーズナブルに提供します。お会
計を気にせず、安心してご利用ください（個室10名
まで）。

鮨道庵
すしどうあん

寿司 広島市中区胡町3-27 第5ウエノヤビル1F
TEL. 082-243-0533

和　食

昔ながらの寿司屋スタイル。リーズナブルな
お値段で職人が目の前で握ります。
にぎり寿司1個54円～540円。ご宴会は飲み放題
付（120分）で鍋コースが4,200円～6,200円。
ふぐコースは6,900円となっております。月～金曜
（祝日は除く）はお得なランチ（864円～）もございます。

すしと刺身の店　すし亭　中の棚店
てい

典特特典
ご宴会コースの予約で5％OFF
※他券との併用、カード払い不可、会計時にクーポン提示

■￥お一人様の平均単価2,700円、飲み放題付コース4,200円～6,900円
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～22：30、日・祝日は11：30～22：00　
■休 12月31日～1月2日　■Ｐ割引有

寿司
広島市中区本通1-5 VIVA21ビル2Ｆ
TEL. 082-541-7773
http://hinoki.to/sushitei/

特典

和　食

店名の「千万喜」には、千年も万年も
喜ばれる店となる様にとの想いを込めて…
春は鯛や筍、夏は鱧や茄子、秋は戻り鰹や松茸、
冬はフグやカキ等、一年を通してその時期の旬を
「にぎり寿司や季節の料理」で心行くまで味わう
ことができる。

寿司割烹　千万喜 ─ちま喜─
ち　ま　き き

おまかせ料理コースご注文の場合のみ生ビール1杯サービス
※他券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

■￥上にぎり2,160円～、刺身盛合2,160円～、小魚料理864円～、おまかせ料理
（にぎり寿司付）5,400～9,720円、一品料理多数ご用意致しております。
■営 17：00～24：00　■休日曜日　■Ｐ無

鮨割烹
広島市中区堀川町2-10 第2レックスビル1F
TEL. 082-241-8800
http://www.11sushi.com/chimaki/

和　食

旬の食材を用いたにぎり寿司など
四季折々の魚を中心に取り揃えております。
広島駅新幹線口直結ホテルグランヴィア広島内に
昼はお得なにぎりランチをはじめ四季折々の食材
を活かし落ち着いた雰囲気の店内でおくつろぎ下
さい。

鮨処　京の寿し　ホテルグランヴィア広島店
きょう　　 す

典特特典

■￥にぎり寿司・ちらし寿司1,100円～（ランチのみ）、上にぎり2,400円～、
ミニ会席2,700円・3,800円、寿司コース4,500円～
■営 11：00～22：00　■休不定休　■Ｐ無

ご飲食代5％OFF
※ランチは除く、他の割引券との併用不可、入店時にクーポン提示

鮨割烹
広島市南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島B1F
TEL. 082-261-1314
http://www.kyouno-sushi.com

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典
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和　食

瀬戸内の新鮮な魚貝や地物食材を使用した
こだわりの逸品をどうぞ。
カキや穴子、小イワシなど旬の食材を生かした料理
の数々をご用意しております。広島の地酒も多数揃
えてお待ちしております。

瀬戸内彩食　いづみ
  せ　と  うち さいしょく

■￥皮ハギの薄造り1,800円、穴子の白焼き1,300円、とろとろ角煮880円、　　　
飲み放題付おまかせコース5,150円
■営 17：30～　■休日曜日　■Ｐ無

瀬戸内料理 広島市中区胡町2-16 エイトバレー19 1F-B
TEL. 082-249-9191

■￥お一人様平均単価3,500円～、飲み放題付コース4,000円～
■営 17：00～AM3：00　■休日曜日（連休時はお問い合わせ下さい）　■Ｐ無

和　食

手打ち蕎麦と地酒とお魚。
手打ち蕎麦から常時30種類以上ある日本酒、瀬戸
内からその他旬の魚介類を楽しめます。新広島名物
を目指すしゃもじ蕎麦も自信ありです。

しゃもじ蕎麦　三六
そ ば さぶろく

瀬戸内料理 広島市中区幟町10-18 1F
TEL. 082-962-4661

典特特典
現金でお支払いのお客様は10%OFF
※他の割引券との併用不可

■￥○昼日替りランチ700円　○夜ミニ懐石料理5,000円～、単品料理も多数ご用意して
おります。
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～22：00　■休日曜日　■Ｐ無

和　食

四季折々の旬の幸を使った、手づくり料理
で「おもてなし」
お昼はボリューム満点日替りランチ、ごはん・汁物お
かわり自由。夜は囲炉裏のある座敷で、ご家族やお
友達と手づくり料理をごゆっくりお楽しみ下さい。

味の店　河庄
かわしょう

日本料理 広島市中区銀山町6-7 藤田ビル1F
TEL. 082-247-5002

■￥お一人様平均単価7,000円～、ゆかいコース5,000円
■営 18：00～24：00　■休日曜日　■Ｐ無

和　食

手間ひまかけた料理の最後に炊きたての
釜めしで、おなかも心も「ゆかい」に。
とにかく料理が好きな店主が心を込めて調理した旬
の一品料理と釜めしをどうぞ。カウンター9席、座
敷2室、コースは5,000円からございます。

包丁一代　ゆかい
ほうちょういちだい

日本料理
広島市中区流川町1-14 白菱第2ビル1Ｆ
TEL. 082-241-7780
http://yu-ka-i.com

1Fはカウンター席、2F、3Fは全て掘りごたつ
式の大小個室のお席です。
広島の旬の魚や野菜を使ったお料理を堪能して頂けま
す。料理に合った県内外の銘酒を利き酒師の和服女将が
ご提案させて頂きます。

和　食 ひろしま旬彩　鶴乃や本店
しゅんさい つる の ほん てん

瀬戸内料理 広島市中区立町6-5 坂本ビル1F・2F・3F
TEL. 082-545-7143

特典
本日のおすすめ料理1品サービス
※他の割引券との併用不可、カード払い時は特典不可

■￥ 旬の刺身盛り合わせ1,620円～、地酒1合756円～、
旬彩コース（飲み放題付）5,000円～
■営 17：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

和　食

本通りの脇道へちょっと入ったところに、
山海の幸を活かした食のお宝発見！
広島の海山から届く新鮮な旬素材を活かし、昼は
丼もの、夜はおまかせ料理でお楽しみいただけます。
カウンター席5席と8名様までのお座敷1室あり。
他県からお越しの方の接待にどうぞ。

宝
たから

■￥○昼海鮮天丼1,200円、うな重2,800円、御持ち帰りうな重3,000円
○夜おまかせコース3,500円～、スッポンコース8,000円、ふぐコース8,000円
■営○昼11：00～15：00　○夜17：00～22：30　■休無　■Ｐ無

瀬戸内料理 広島市中区本通5-13 本通ウェーブビル1F
TEL. 082-244-8848

和　食

江戸前天ぷら専門店。独自のブレンド油で
旬の旨味を衣の中に閉じ込めます。
カウンター11席、個室は12名様迄の掘りごたつ式
の座敷と、6名様迄のテーブル席の2部屋有ります。
揚げたての美味しさをごゆっくりどうぞ。

天冨良　天甲
てん ぷ　ら てんこう

■￥○昼天丼961円～、定食972円～　○夜梅コース3,780円、おまかせコース7,020円～
など
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～22：00（L.O.21：30）　■休月曜日　■Ｐ無

天ぷら料理 広島市中区中町5-1 中町長沼ビル2F
TEL. 082-242-3933

和　食

和ダイニングならではの落ち着いた空間で
旬の創作料理をお楽しみください。
紙屋町から徒歩1分。会社やご友人とのお食事は
もちろん、さまざまな記念日にご利用ください。
8名様までの個室もご用意しております。

■￥彩りランチ1,300円、天刺ランチ1,800円、瀬戸内御膳2,500円、食楽会席コース
（飲み放題付）5,000円
■営○昼11：00～14：30　○夜17：00～21：30（L.O.21：00）　■休無　■Ｐ有

日本料理
広島市中区基町6-36 ホテルメルパルク広島2F
TEL. 082-222-8531
http://www.mielparque.jp/hiroshima/

和ダイニング　ASTORAL
ア ス ト ラ ル

■￥○昼寿司コース3,000円（予約のみ）　○夜お刺身盛り合わせ1,944円～、おまかせ
コース3,000円～
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～23：00　■休水曜日　■Ｐ無

和　食

旬の素材を美味しく！！の和食屋さんです。
地物食材を中心に魚や野菜などご用意しております。
和食の枠にとらわれないオリーブオイルやバジル
ソースを使ったお料理もございます。

Dining 蒼
ダイニング　  あお

日本料理 広島市中区八丁堀13-16
TEL. 082-224-1229

和　食

瀬戸内の四季を膳にのせて、職人の創意
を盛り込んだ食の調べ。
2012年9月、バリアフリー化しリニューアル、スロー
プや大スペースのトイレを備え、車いすやベビーカー
でも安心してご利用いただけます。国産ワインも豊
富に取りそろえております。

■￥まめ福御膳2,800円・3,800円（昼のみ）、コース料理7,020円・8,640円・10,800円
■営○昼11：30～14：00　○夜17：30～23：00（L.O.22：00）　
■休日曜日（日・月連休の場合は月曜日）　■Ｐ無

日本料理

まめ福
ふく

広島市中区鉄砲町4-10 シティコープ幟町1F
TEL. 082-228-4141
http://mamefuku-hiroshima.com/

■￥磯辺会席5,400円、飲み放題プラン5,400円～
■営 17：00～AM2：00　■休日曜日　■Ｐ無

和　食

「心に残る味」をモットーに。
毎日市場から仕入れる魚貝類を刺身・煮付・揚物など
の一品料理、旬の食材を使った磯辺会席など、幅広い
メニューで楽しんでいただけます。

さかい本店
ほんてん

日本料理 広島市中区胡町3-12
TEL. 082-249-1988

和　食

食材、空間、鮮度にこだわった
瀬戸内料理を堪能下さい。
瀬戸内海から取り寄せた魚を生簀に泳がせており、
海に近い状態に保っています。鮮魚の透明感と引き
締まった食感を、お楽しみ下さい。宴会、接待にも
どうぞ。

鷹風味
たか ふ  み

典特特典

■￥○昼日替わり定食700円他　○夜コース料理4,000円～
■営 11：30～AM3：00　■休不定休　■Ｐ無

乾杯ドリンクサービス

瀬戸内料理 広島市中区胡町2-20 For Youビル1F・2F
TEL. 082-240-4008

和　食

瀬戸内の魚料理は最高！！美味しいお料理
と寛ぎのひと時は梅もとならでは。
ご接待はもちろん大小の宴会にもどうぞ。土・日曜日
も営業です。ご家族のお祝いや結納、顔合せなど色々
なシーンでご利用下さい。のんびりお昼の食事や
女子会などにもおススメです。

瀬戸内料理　梅もと別館
うめ べっかん

典特特典

■￥お昼御膳1,944円～、夜会席5,400円～、単品料理も色々あります。飲み放題コース
も昼席・夜席対応、ご相談下さい。　■営○昼11：30～13：50（L.O.） ○夜16：30～21：30
（L.O.）、日曜日は11：30～20：30（L.O.）　■休祝日　■Ｐ無

ご来店の皆様に「小鉢物」1品プレゼント
※他のサービスとの併用不可

瀬戸内料理 広島市中区銀山町10-4
TEL. 082-247-3315

和　食

瀬戸内の魚料理をメインに、会席料理、鍋料理、
冬季はふぐ、牡蠣料理もございます。
2～90名様のお座敷や堀り炬燵、椅子、テーブル
など多様な個室がございます。接待、お顔合せや
ご結納、ご法要から各種宴会まで様々な場面でご利用
頂けます。ご予算に応じて承ります。

瀬戸内味覚処　芸州本店
げいしゅうほんてん

典特特典

■￥ランチ864円～、会席5,400円～、フリードリンク付宴会プラン6,000円～
■営○昼11：00～15：00（L.O.14：30）　○夜17：00～22：30（L.O.21：30）　日・祝日は
～21：30（L.O.21：00）　■休 12月31日、1月1日　■Ｐ無

ご飲食代5％OFF
※フリードリンク付宴会プランは除く

瀬戸内料理
広島市中区立町3-13 ひろしま国際ホテル2F
TEL. 082-248-2558
http://www.kokusai.gr.jp/

広島市中区大手町2-5-5 青木ビル1F
TEL. 082-246-0922
http://www.wanari.info

広島　わなり和　食

瀬戸内料理

かき・たこ・穴子・めがひらきのこ・地酒と、　　
とことん広島にこだわりました！
素材の良さを活かしたシンプルなお料理。かきづくしコース
は、地方からのお客様のおもてなしに大好評。ワインも
揃っていますので、ワイン好きな方も是非どうぞ！

■￥おまかせコース4,000～15,000円、かきづくしコース
5,000～10,000円
■営 18：00～最終入店22：30　■休不定休　■Ｐ無

典特特典 コースご利用で全ドリンク半額または飲み放題料金割引

■￥○昼ランチ820円～　○夜お一人様平均単価5,000～6,000円位
■営○昼11：00～14：00（L.O.13：30）　○夜17：00～22：00（L.O.21：30）、日曜日は夜
のみ　■休月曜日　■Ｐ 3台

和　食

瀬戸内の食材を使った創作料理。
広島駅新幹線口から5分の距離。穴子、カキなど瀬
戸内の食材を使っています。プチぜいたくな穴子飯
（2,000円）が好評です。

かき傳
でん

瀬戸内料理
広島市東区光町2-8-24
TEL. 082-264-5968
http://www.kakiden.co.jp/mise.html

典特特典
ドリンク1杯サービス
※ご注文時にクーポン提示、他の割引券との併用不可、カード払いとの併用不可

和　食

典特特典
ご飲食代10％OFF！
※他券併用不可、1組1回1枚まで

創作料理
広島市中区鉄砲町7-18B1F
TEL. 082-211-5225
http://www.yutakafoods.net/restanrant/wasabi/hacchobori/index.html

和さび　八丁堀店
わ

旬の広島の味覚を愉しむ和食居酒屋。
しっとり落ち着いた和個室で愉しむ広島郷土料理。掘り
ごたつなので、ゆったり寛いでお食事していただけます。
個室は4名～60名迄ご用意いたします。

■￥平均予算4,000円
■営 17：00～24：00　■休日曜日　■Ｐ無

■￥飲み放題付コース 2.5時間8,000円、3時間10,000円
■営 12：00～24：00（ご予約にあわせます）　■休不定休　■Ｐ無

和　食

広島市内の川や瀬戸内海の景色を楽しみ
ながら、旬の天ぷらやお刺身を。
四季折々の食材を船内で天ぷらにいたします。新鮮
なお刺身や炊き込ご飯も自慢です。県外からのお客
様へのおもてなしや特別な宴会に是非どうぞ。

屋形船　赤丸
や かたぶね あかまる

天ぷら料理
広島市南区宇品海岸1-13-26
TEL. 082-555-9951
http://akamaru-shouten.jp

特典
お帰りの際に記念写真プレゼント
※乗船時に必要枚数をお伝え下さい

■￥○昼平日1,940円～（土・日・祝日3,100円～）　○夜7,800円～
■営○昼11：30～14：30（L.O.）　○夜17：30～21：30（L.O.）　■休無　■Ｐ 160台

和　食

接待・結納・顔合せ・披露宴・法要などあらゆる
シーンにご対応。
広島県産の素材を存分に生かす事をテーマとし、
芳醇な海の幸、山の幸を大切にした会席料理を
ご用意。一期一会の豊かな時間を素敵に演出いたし
ます。

日本料理　三嵋
さん び

日本料理

特典 ワンドリンクサービス

広島市中区八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー2F
TEL. 082-224-1000
http://www.gt-sanbi.jp/

和　食

広島市内を一望しながら、四季折々の
瀬戸内の味を個室でご堪能頂けます。
5つの掘りごたつ座敷の個室と、2つの椅子席の
個室をご用意しております。季節の味覚や瀬戸内
の海の幸をしっとり落ち着く空間でお楽しみくだ
さい。

日本料理　みつき

典特特典
ご飲食代5％OFF
※他の割引券との併用不可、期間特別商品の割引不可、ご注文時にクーポン提示

■￥ランチ2,376円～、ディナー会席5,000円～、単品のご用意もございます。
■営○昼11：30～14：00（L.O.）　○夜17：30～21：00（L.O.）　■休無　■Ｐ 54台

日本料理
広島市中区田中町6-10 オリエンタルホテル広島22F
TEL. 082-240-5552
http://www.oriental-hiroshima.com

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 1514
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■￥もつ鍋1,100円（1人前）、馬刺ロース950円、飲み放題付きコース各種3,880円～
■営平日・日曜日 17：30～AM3：00（L.O.）、金・土・祝日前 17：30～AM5：00（L.O.）
■休無　■Ｐ無

和　食

夕方17：30からモーニング・九州料理の
もつ鍋が自慢・熊本直送馬刺を堪能
当店のもつ鍋は特製だしで、ぷりぷりホルモンと
野菜で健康的、美味しさにこだわっており、馬刺は
すべて熊本直送となっております。翌朝まで営業、
宴会、団体も承っております。

ばってん

もつ鍋

特典

広島市中区流川町4-22 Rolling流川Ⅲビル1・2F 
TEL. 082-244-0111

コースご予約のお客様500円引き

■￥○夜セットメニュー2,900円～、コース料理4,500円～
■営○夜18：00～24：00　■休月曜日　■Ｐ無

レストラン

【イタリアンレストラン品質認証AQI】を
取得した広島初のリストランテ！
在日イタリア商工会議所ICCJから「AQI」を取得した
本格イタリア料理店。季節の旬をとり入れた本場の
美味しさをコース料理でご堪能下さい。

RISTORANTE ALVERO
ア ル ヴ ェ ロリ ス ト ラ ン テ

イタリア料理
広島市中区東白島町9-10 セレニティ東白島1F
TEL. 082-511-3100
http://alvero.ciao.jp/

特典
ご予約の上、コース料理ご注文のお客様にドリンク割引致します
※他サービスとの併用不可

和　食

広島近海の蛸や穴子、冬は牡蠣など地元の
味覚満載です。
店主自ら目利きした魚貝類や野菜を、季節感あふれる
一品に仕上げます。地元の銘酒も取り揃えておりま
す。

お料理　貫路
かん　じ

■￥ コース料理4,500～7,500円、単品料理480円～、刺盛5種1,890円、鯖寿司
1,350円、飲み放題プランはコース料理にのみございます。
■営 17：30～23：00　■休日曜日　■Ｐ無

日本料理 広島市中区中町3-21 1F
TEL. 082-249-4281

廿日市市宮島町もみじ谷
TEL. 0829-44-2233
http://www.iwaso.com

■￥○昼（要予約）あなご重御膳3,780円、会席料理5,400円～（お部屋食10,800円～）
○夜（要予約）会席料理10,800円～（お部屋食）
■営○昼11：30～14：00　○夜18：00～21：00　■休不定休　■Ｐ 5台

和　食

宮島もみじ谷公園の渓谷美を臨みながら、
お料理をお楽しみいただけます。
ご予約にて、お食事処「もみぢ」でお昼食を承ります。
また、お祝いやご法要などでのお部屋食も承ります
のでお問合せください（一部期間を除く）。

みやじまの宿　岩惣
いわそう

日本料理

レストラン LiBERO
リ  ベ  ロ

イタリア料理
広島市中区幟町10-14 宇佐川本館ビル1F
TEL. 082-223-1122
http://www.libero1122.com

地場の優れた食材を大切にとらえ、
ここでしか食べられないイタリア料理。
「広島イタリアン」をテーマにとことん広島食材に
こだわり、リベロ風のイタリアンを表現していま
す。日本でも誇れる自然に恵まれた瀬戸内・広島の
おいしさをご堪能下さい。

■￥軽めのコース4,500円、おまかせコース8,500円
■営○昼12：00～13：30（L.O.）（土・日・祝日のみ）　○夜18：00～22：00（L.O.）
■休火曜日・第2月曜日　■Ｐ無

旬を楽しむ隠れ家的な創作レストラン！！
女性に大人気の前菜盛り合わせを始め、季節や仕入れ
ごとに変わるメニューは約40種類！！アンティパストから
パスタまで、多種多様にご用意しています。オススメ
は絶対にコース料理です。是非、旬の食材を使った
イタリアンをご堪能下さい。

■￥お一人様平均単価5,000～7,000円、シェフオススメコース4,000～8,000円
■営 17：00～AM1：00　■休日・祝日　■Ｐ無

レストラン Ristorante Carlotta
リ ス ト ラ ン テ カ ル ロ ッ タ

イタリア料理 広島市中区銀山町11-12 アップトーンビル2F
TEL. 082-247-0639

和　食

地元広島の食材にこだわった和食×フレンチの
新日本料理をご堪能ください。
新鮮な地元の食材にこだわり、バリエーション豊かで彩り
さまざまな料理をご提供しております。囲炉裏のある和
の風情漂う空間でお楽しみください。

並木通り　しろがね
なみ　き　どお

■￥おまかせコース3,240円～、広島地産コース5,400円～
（広島地産コースは、2日前までにご予約ください）
■営 18：00～AM1：00　■休月曜日　■Ｐ無

日本料理 広島市中区三川町10-18 3F
TEL. 082-246-4333

和　食

海の幸、山の幸。旬の食材と美味しい
お酒をお手頃価格でご堪能ください。
旬の食材を活かした季節料理のお店です。どの料理
も素材の良さを活かし、真心を込めてお作りしてい
ます。どうぞ、お気軽に足をお運びください。

季節料理　ながせ

■￥○昼日替り定食750円他　○夜コース料理3,500円～、刺身盛り合わせ1,200円～、
天ぷら盛り合わせ1,200円、生ビール500円　
■営○昼11：30～13：30　○夜17：00～22：00（L.O.）　■休日・祝日、土曜日（昼）　■Ｐ無

日本料理 広島市中区本川町2-4-6
TEL. 082-232-2682

広島市東区若草町12-1 シェラトングランドホテル広島7F
TEL. 082-262-7111（代表）
http://www.sheraton-hiroshima.jp/

■￥ランチ3,500円～、ディナー5,657円～
■営○昼11：30～14：30（L.O.14：00）　○夜17：00～22：00（L.O.21：00）　
■休無　■Ｐ無

和　食

心温まるおもてなしとくつろぎの個室で、
特別な時間をお過ごしください。
厳島神社の回廊デザインとモダンな木のインテリアが
融合した雅な空間で、地元広島の旬を五感で味わう
鮨・会席料理・鉄板焼をお楽しみいただけます。

日本食　「雅庭」
に ほんしょく　  　 みやびてい

日本料理

レストラン

テラス席も人気。ウェディングパーティー、
貸切パーティー承っております。
川沿いのレストラン。テラスで食事も可能。ランチは
月替わりの3種類から選べるパスタランチ1,300円等。
夜はフォンタナディナー4,000円がおすすめ。

リストランテ　フォンタナ

■￥○朝1,400円　○昼パスタランチ1,300円、ピザランチ1,300円、フォンタナランチ1,600円
○夜フォンタナディナー4,000円、カルトメニューも有り。　■営○朝7：00～10：00　○昼11：30～
14：00　○夜18：00～21：30（L.O.21：00）それ以外はティータイム　■休無　■Ｐ 15台

イタリア料理
広島市中区上幟町7-14 ホテルJALシティ広島1F
TEL. 082-223-2580
http://hiroshima.jalcity.co.jp

和　食

夏はおこぜ料理、冬はふぐ料理が人気の
お店です。
家庭的な雰囲気で40年営業し魚料理から一品料理、
会席料理などリーズナブルな店です。フリードリンク、
ご予算など応じて承ります。

かわとも

■￥ふぐコース10,000円、カキ鍋コース6,000円、会席料理6,000円～、一品料理
800円～、多数用意しております。
■営 17：00～23：00　■休日曜日（連休の場合は祝日）　■Ｐ無

日本料理 広島市中区新天地6-10 本州会館2F
TEL. 082-249-1766

典特特典 コース料理ご予約の方のみドリンク1杯サービス

和　食

四季折々の旬の素材を盛り込んだ　　　
和の世界をお楽しみ下さい。
瀬戸内の新鮮な魚介や野菜を使った会席をはじめ
とする和の世界をご堪能下さい。個室もございま
すので、ご接待、ご結納やご法要にもご利用いた
だけます。

日本料理　雲海
　　　　　　　　 うんかい

典特特典

■￥朝食2,400円、昼食2,500円～、夕食5,500円～、
会席パック（お飲物込）10,000円～
■営 6：30～21：30（クローズタイムあり）　■休無　■Ｐ 100台

料理・お飲物を5％OFF致します（一部割引対象外商品もございます）
※他の割引券との併用不可

日本料理
広島市中区中町7-20 ANAクラウンプラザホテル広島5F
TEL. 082-241-1117
http://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/

和　食

大きな幟と水車が目印。小さなお子様から
ご年配の方まで楽しめる和食店です。
うどん、丼をはじめ、メニューは120種類以上。
お得なランチタイムメニューから旬の味覚をとり入れた
宴会コースまで、目的に合わせてご利用ください。

田舎茶屋　わたや　八木店
い な か ぢゃ  や

典特特典

■￥ランチタイム日替り定食730円（月～土曜日11～15時）、わたやの昼御膳1,000円、
名物山賊焼き790円、ちゃんぽんうどん800円、宴会コース2,500円～
■営 11：00～23：00　■休年末年始　■Ｐ 40台

ソフトドリンク1杯サービス（1枚に付き5名様まで）
※他券併用不可、田舎茶屋わたや各店で使用可

日本料理
広島市安佐南区緑井6-1-1
TEL. 082-831-6666
http://www.wataya.jp

■￥○昼9,122円～　○夜11,880円～
■営○昼11：00～14：40　○夜15：20～22：00　■休無　■Ｐ 20台

和　食

錦鯉がゆったりと泳ぐ大きな池を中心にした
庭園を囲む離れ座敷の宿。
広く明るい昼の庭園で家族一緒に記念写真を1枚!!
遠来の旅人を待つ宿屋でもあるが地元の方々には、
お祝いに集うための料理旅館として有名である。

庭園の宿　石亭
ていえん せきていやど

日本料理
廿日市市宮浜温泉3-5-27
TEL. 0829-55-0601
http://www.sekitei.to

特典
グラスで飲物サービス。（酒、ワイン、ソフトドリンク等）
※1月中旬～7月末

■￥お一人様平均単価3,500円、2時間飲み放題付コース4,380円～
■営○昼11：00～14：30　○夜17：00～23：00（L.O.）　土・日・祝日17：00～23：00（L.O.）
■休無　■Ｐ無

和　食

和の雰囲気が居心地良いホルモン料理
居酒屋。
自慢のあっさり醤油ベースのもつ鍋と、特製甘辛みそ
のちりとり鍋があり、熊本直送の馬刺し各種と桜
ユッケは大人気！

ばってん　八丁堀店

もつ鍋 広島市中区八丁堀13-14 石田第一ビル1F
TEL. 082-554-0003

典特特典
ご飲食代10％OFF
※他の割引券との併用不可

非日常の空間でイタリア料理を。
軒先に植えられた背の高い木を目印に、ドーム型の
レストランを入ると吹き抜けの高い天井。ピザや
パスタなどのカジュアルなイタリア料理を味わえる
お店。

■￥お一人様平均単価4,000円
■営月・水・木・日曜日 18：00～24：00（金・土曜日は～AM2：00）　■休火曜日　■Ｐ無

レストラン TREE & ELEPHANT
ツ リ ー ア ン ド エ レ フ ァ ン ト

イタリア料理 広島市中区流川町8-16
TEL. 082-541-5350

典特特典 飲み放題付フルコース（お一人様10品）8,000円→4,500円！（要予約）

野菜ソムリエ在駐の
「野菜ソムリエ認定レストラン」
青い光るネオンが目印！！シチュエーションに応じて
選べる空間も魅力の一つ。最大100名様まで対応
可能です。

■￥ お一人様平均単価3,500～4,000円、コース料理3,000～＋フリードリンク
1,500円
■営 17：30～AM3：00（日・祝日は17：00～24：00）　■休不定休　■Ｐ無

レストラン Italian grill AO－あお－
イタリアングリル アオ

イタリア料理 広島市中区堀川町1-14 レックスMB2F
TEL. 082-545-6107

典特特典
ワンドリンクサービスorドルチェサービス（人数分）
※他の割引券との併用不可

広島市中区堀川町4-4 右近ビル1F
TEL. 082-247-2077
https://www.facebook.com/GiornoGiovane

レストラン trattoria bar il Giorno
ト ラ ッ ト リ ア バール ジ ョ ル ノイル

イタリア料理

典特特典 ワンドリンクサービス

気さくなリストランテ。ラクレットチーズと
ワインがおいしいイタリアン！
黒毛和牛A5やフォワグラ、トリュフ、ラクレットチーズ
などが気軽に食べられるイタリアレストラン。和食の技法
でイタリンを表現しております。

■￥ラクレットホットドッグ380円、○昼パスタランチ700
～2,000円　○夜カープ特別食べ飲みコース5,000円など
■営 11：30～23：00　■休 日曜日（連休の場合は最終日）　■Ｐ 無

レストラン

本場イタリアの小麦粉を使用する自家製の
生パスタが当店自慢の逸品です!!!
『カラダにやさしく』をテーマに旬の有機野菜を中心
に化学調味料を使用しないイタリア料理を提供して
います。店内には隠れ家個室や、くつろぎロフト席
も用意しています。

イタリア料理　ソッジョルノ

典特特典

■￥ランチ980円～、ディナーコース4,700円～、単品800円～、パーティープラン
4,980円（飲み放題付）　■営 ○昼11：30～15：00（L.O.14：00）　○夜17：30～22：00
（L.O.21：00）　■休月曜日　■Ｐ無

ランチ：デザートサービス／ディナー：ボトルワイン50%OFF
※他の割引券との併用不可、ご注文時にクーポン提示

イタリア料理
広島市中区小町1-20 今井広島ビル1F
TEL. 082-545-8060
http://soggiorno.jp

ス リ ー ツ リ ー
レストラン 3TREE

イタリア料理
広島市中区国泰寺町2-4-11
TEL. 082-236-9833
http://3tree-hiroshima.com/

特典
10%割引き
※他の割引券と併用不可、ご注文時にクーポン提示

7：30オープン！朝昼晩と3つの顔を持つ
アメリカンイタリアンダイニング。
ハワイで修行したシェフがヨーロッパやアフリカの料理が
ミックスされたアメリカのローカルフードを中心に提供す
るカフェレストランです。

■￥ランチ842円～、ディナー3,000円～
■営 7：30～22：00　■休不定休　■Ｐ無

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 1716
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レストラン

ランチ842円でナン・ライスおかわり自由！！
夜は酒と食事でゆっくりして頂けます。
インドのスパイスを使い、お酒とピッタリ合う創作
料理で、ゆっくり楽しんで頂けます。個室有りで
各種パーティーや貸切も可能。シーンに合わせた
プランをご用意しています。

インド料理　カナック

■￥○昼日替わりランチ842円などナン・ライスはおかわり自由　○夜2時間飲み放題付コース料理（9品 
デザート含む）3,780円～　■営○昼11：00～15：00（L.O.14：30）　○夜17：00～22：30（L.O.22：00）
■休不定休　■Ｐ 3,000円以上お食事の方に指定駐車場チケット有り

インド料理
広島市中区大手町2-2-10 1F
TEL. 082-236-7308
http://kanak-hiroshima.com/jp/

■￥お一人平均単価3,000～5,000円
■営 18：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

レストラン

中町広島テレビ前にあるスペイン料理店。
気軽に御来店下さい。
パエリアをはじめアヒージョからメイン料理、ワイン
も豊富でリーズナブルにご利用できます。

スペイン料理　IDEMOTO
イ デ モ ト

スペイン料理 広島市中区中町5-16　ルービンスビル201
TEL. 082-249-1828

レストラン

打ちたて、焼きたて、作りたて、
イタリア北・中部の味を堪能。
イタリア修業で得たイタリア本場仕込みの味や技
をベースに、広島の食材やシェフのアレンジを加え、
お客様に「おいしい」を提供していきます。

イタリア料理　イプシロン

■￥ ランチコース1,600円・2,800円、パスタコース4,000円、イプシロンコース（シェフ
おまかせコース）6,500円、特選コース8,500円（御予算のコースは相談の上）　■営○昼12：00
～14：00（L.O.）　○夜18：00～21：30（L.O.）　■休月曜日（祝日の場合は翌日）　■Ｐ無

イタリア料理 広島市中区十日市町2-9-25 福地産業十日市ビル1F
TEL. 082-231-8007

■￥ナシゴレン、サテ、ガドガド、テンペスティック、ビンタンビール、バリハイビール
（1品378～1,026円）　■営 17：30～23：00（L.O.22：30）　■休月曜日　■Ｐ無

レストラン

バリ島出身のシェフが腕をふるう
インドネシア料理専門店。
野菜たっぷりのヘルシーなメニュー多数！お子様や
辛党の方にもお楽しみ頂けます。バリの雰囲気漂う
店内でおくつろぎください。20名様から貸切ＯＫ！

各国料理
広島市中区大手町5-8-13 エコービル1Ｆ
TEL. 082-240-2082
http://www.warungmatahari.com

インドネシア屋台　ワルン マタハリ

広島市中区新天地1-17 1F
TEL. 050-1336-8375
http://beerhangout.jimdo.com/

■￥ドリンク500円～、フード450円～
■営 17：00～AM2：00　■休日曜日　■Ｐ無

レストラン

アメリカや日本のクラフトビールをはじめ、
世界各国の銘柄を扱うビアバー。
ドラフトビールは日替わりで種類を変えて提供して
おり、ボトルビールの品揃えも、アメリカやヨーロッパ
のビールを中心に多数取り揃えております！

hangout
ハ ン グ ア ウ ト

地ビールレストラン

レストラン Dining Cafe　Objet d’art
オ ブ ジ ェ

ダイニングバー 広島市南区西蟹屋1-1-46-2
TEL. 082-264-2202

特典
ワンドリンクサービス（夜のみ）
※ご注文時にクーポン提示

現代作家の作品を鑑賞しながら食事やお酒を
楽しめる、そんな特別な空間。
カウンター5席、テーブル24席。料理は和から洋食
まで、幅広く対応しております。女性お一人でもお気軽
にどうぞ。
■￥○昼日替りランチ670円～　○夜アラカルト500円～、
生ビール500円
■営 ○昼11：30～13：30（ランチは平日のみ）　○夜18：00～
23：00（L.O.22：00）　■休日・祝日　■Ｐ無

レストラン

イタリア料理の老舗店。
創業42年のイタリー亭が観音町平和大通りに移転
オープンしました。

典特特典

■￥ランチ1,382円、ディナーコース2,160円
■営○昼11：30～14：30　○夜17：30～21：30　■休水曜日（祝日の場合は翌日）　■Ｐ 3台

グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス
※ご注文時にクーポン提示

イタリア料理 広島市西区観音町7-29 1F（平和大通り沿い）
TEL. 082-233-6710

トラットリア＆ピッツェリア　ポルタ　ポルテ

■￥ パスタコースランチ1,500円、チロルコースランチ2,500円、お子様パスタランチ860円、平日限定夜
ランチ1,944円、パーティーコース2,160円～、飲み放題1,620円　■営○昼11：30～14：30（L.O.15：00） 
○夜18：00～22：00（L.O.23：00）　■休 月曜日（祝日の場合は翌日）　■Ｐ 4台（近隣10台）

レストラン

お子様連れでお食事を楽しめるお座敷と
産直野菜の体に優しいイタリアン。
県内産の食材を使ったランチは味・ボリュームとも
満点。勿論、お子様用もご準備致しております。
ディナーもお得なコースや宴会プランをご用意して
おります。

Restaurant　Chirol
チ ロ ル

イタリア料理 広島市南区宇品西2-6-62 2F
TEL. 082-254-5001

特典
ディナー時、8％OFFまたはワンドリンクサービス
※他券、他サービスとの併用不可

特典

レストラン

横川駅北口正面！デートや飲み会に使える
おしゃれなインド料理店♬
辛いだけじゃない、カレーだけじゃない。新しいインド
料理屋の楽しみ方をご提案。パーティーコースも
好評！ぜひお立ち寄り下さいね♡

インド料理屋　Kamal Cafe
カ マ ル カ フ ェ

■￥平日ランチ880円～、飲み放題90分パーティーコース3,600円
■営○昼11：00～15：00（L.O.14：30）　○夜18：00～23：00（L.O.22：30）
■休月曜日（祝日の場合火曜日へ振替）　■Ｐ有

プレーンナンをチーズナンかガーリックナンにチェンジ

インド料理
広島市西区打越町11-8 横川ハイタウン
TEL. 082-225-7558
https://www.facebook.com/KamalCafeyokogawa/

レストラン

ディナータイムからミッドタイム迄
多くの方にお食事を楽しんで頂いています。
ヨーロピアン風の雰囲気と落ち着いた空間で大切な
お客様の接待から各種パーティまでご予算に応じて
承ります。お気軽にご利用下さい。

シサァール

典特特典

■￥和風あみ焼き会席7,000円、ステーキディナーコース7,000円、特選和牛ヒレ・ロース
4,000円～、季節のおすすめ料理1品800円～
■営 17：30～24：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ご利用金額より10％OFF

各国料理
広島市中区銀山町11-20 高田ビル4F
TEL. 082-243-5520
http://www.gnavi.joy.ne.jp/takata/

本格的アイリッシュパブ。ギネスビール他
多数の生ビールとアイリッシュフード。
フードメニューやデザートメニューも充実しております。
貸し切り可能なパーティスペース隣接。
お気軽にお問い合わせ下さい。

■￥飲み放題付スペシャル宴会プラン4,500円（お一人様）
■営 17：00～AM1：00（金曜日は～AM2：00）、土・日・祝日は11：30～24：00（土曜日は
～AM2：00）　■休無　■Ｐ無

レストラン MOLLY MALONE'S
 モ  ー  リ  ー 　 マ 　 ロ 　 ン 　 ズ

典特特典
ご利用金額より10％OFF
※他割引・他券併用不可、コースは除く、入店時にクーポン提示

各国料理
広島市中区新天地1-20 広島帝劇会館4F
TEL. 082-244-2554
http://www.mollymalones.jp

レストラン

最上階からの眺めと、
洗練された空間も人気。
カジュアルながらもホテルらしい品格を備えるレス
トラン＆ラウンジ。ミーティングにも最適な開放感
ある個室もあり、商談や接待にも最適。

スカイレストランアンドラウンジ　L&R
エルアンドアール

典特特典
ご飲食代10％OFF
※一部対象外商品あり

■￥ランチ2,000円～、ディナー5,000円～、アラカルト料理・喫茶・バーメニューも
豊富。飲み放題プランも6,000円～用意（4名～30名まで）
■営 11：30～22：00　■休無　■Ｐ 483台（有料）

各国料理
広島市南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島21F
TEL. 082-262-1107
http://www.hgh.co.jp/rest/lr/

レストラン

瀬戸内海の景色と四季折々の素材を取り
入れた料理。
ホテル上層階から眺める瀬戸内の情景と、シェフ
自慢のお料理をお楽しみください。穏やかな海を
眺めながらのランチ・ディナーは格別です。

ステーキ＆シーフード　ボストン

典特特典

■￥ランチ2,530円～、ディナー6,600円～
■営 12：00～15：00（土・休日は11：30～）〔L.O.14：30〕、17：30～21：30（土・休日は
17：00～）〔L.O.21：00〕　■休水曜日（休日は除く）　■Ｐ 440台（優待あり）

ご飲食代5％OFF
※個室での利用不可、他の割引との併用不可、会計時にクーポン提示

各国料理
広島市南区元宇品町23-1 グランドプリンスホテル広島22F
TEL. 082-505-0622
http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/restaurant/

レストラン

スペイン料理とイタリア料理をあわせたお店。
1人からでも気楽に入れるお店。
立ち飲み屋的なリーズナブル価格でお酒に合せた料
理を提供。甘口サングリアから辛口ワインまで世界
から取り寄せた低価格ボトルワインを品揃え。

Bar & Beber　Copas'
コ パ

スペイン料理
広島市中区十日市町2-1-25 セントラル瀬戸内ビル1F
TEL. 082-233-5733
http://copa0912.blogspot.jp/

典特特典 お一人様2,500円以上のご飲食で10％OFF

■￥ランチ650円～、アラカルト300円～、ディナーコース2,000円～、
ドリンク300円～、グラスワイン300円～、ボトルワイン1,750円～
■営 12：00～23：00　■休日曜日（不定休）Copasブログで紹介　■Ｐ無'

ご飲食代10％OFF
※他の割引券との併用不可、カード払い不可

■￥コース2,500円～＋飲み放題1,000円
■営 17：00～AM3：00、日曜日は15：00～24：00　■休不定休　■Ｐ無

レストラン

広島駅から徒歩５分！1人でも大人数でも
気軽に寄れるダイニングバー。
歓送迎会・合コン・女子会等各種宴会を自慢の料理と
お酒でおもてなし。大画面でカープ観戦も出来ます。
深夜3時までなので二次会にも使えます。

駅前 Chelsea
チ ェ ル シ ーえきまえ

ダイニングバー 広島市南区的場町1-4-1 辻ビル2F
TEL. 082-263-4330

典特特典

■￥○昼ランチビュッフェ 平日2,000円　○夜ディナービュッフェ 平日2,900円～など
■営 6：30～22：00（L.O.21：30）　ビュッフェ○昼11：00～15：00　○夜17：30～21：00
（L.O.20：30）　■休無　■Ｐ無

広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島1F
TEL. 082-228-5395
http://www.rihga.co.jp/hiroshima

レストラン

シックで落ち着いた開放的な空間でご家族・
ご友人とはもちろんおひとりでも楽しめます。
イタリアンをメインとした欧風料理（ビュッフェ・アラカ
ルト）にカフェと一日中いつでも楽しめます。ワイン
との相性を考えた料理や演出が魅力のスタンドクッキ
ングなど、お子様から大人まで楽しめる食空間です。

オールデイダイニング ルオーレ

ビュッフェ

ランチビュッフェ10％OFF
※他の割引券との併用不可、ご注文時にクーポン提示典特特典

レストラン

洋と和の料理人によりホテルならではの
本格的なお料理を提供しております。
ビーフシュー・ローストビーフ・ランプステーキなどを
日替りで提供。ケーキ・デザート・アイスクリームも
食べ放題。ソフトドリンクも飲み放題。

和洋ダイニングレストラン　Lotus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ロ ー タ ス

典特特典

■￥日替りランチバイキング大人1,500円・小学生800円・3歳以上500円
■営 11：30～14：00（L.O.13：30）　■休日・祝日　■Ｐ有（90分無料）

ビュッフェ
広島市中区中町7-7 ホテル法華クラブ広島1F
TEL. 082-248-3371
http://www.hokke.co.jp/3401/

ランチバイキング100円引き（大人対象）
※1枚で何名様でも利用可

レストラン

平和記念公園を眼下に眺望する絶好の
ロケーション。美味しいと評判です。
ランチは旬のお野菜を中心にしたブッフェセットが
おすすめ。ディナーはイタリア料理の伝統を守りな
がら、多彩なアレンジが楽しめるコース料理が人気
のホテルイタリアン。

ヴィアーレ

典特特典

■￥ランチのプラン1,980円～、ディナーAコース4,500円、ディナーＢコース6,600円
■営○昼11：30～15：00（L.O.14：00）　○夜17：00～21：30（L.O.20：00）
■休不定休　■Ｐ 32台（車高制限あり、3ナンバー不可）

ご飲食代5％OFF
※他の割引券との併用不可、会計時にクーポン提示

イタリア料理
広島市中区大手町3-3-1 ホテルサンルート広島15F
TEL. 082-244-3069
http://www.hiroshima-viale.jp/

レストラン イタリア料理　ラ・セッテ

イタリア料理
広島市中区広瀬北町2-28
TEL. 082-297-1207
http://www.la-sette.jp/

本場イタリア、ピエモンテ料理をベースに
広島イタリア料理を提供しています。
ゆったりとした広い店内で落ち着きある空間。シェフ
こだわりの食材を生かしワインの種類も充実しています。
八丁堀福屋店でもラ・セッテの味が楽しめます。
■￥○昼ランチ1,800円～　○夜ディナーコース6,480円～、
アラカルト900円～
■営 11：30～22：30　■休月曜日（祝日の場合は翌日）
■Ｐ 10台

レストラン

海辺のレストランカリブ。
海のすぐそばに建つレストランだから、海を眺め
ながら、親しい人達と料理をお楽しみいただけます。
各種パーティーで30名以上ならお店ごと貸切OK
です。

レストラン　カリブ

典特特典

■￥チョイスランチ1,728円、カジュアルコース2,700円（ソフトドリンクバー、サラダ
バー付）、単品もあります。 ■営○昼11：00～15：00（L.O.14：00）　○夜18：00～22：00
（L.O.21：00）　■休火曜日　■Ｐ 100台（マイクロバス無料送迎有）

ご飲食代5%OFF
※他のサービス券との併用、カード払い、ランチ不可

イタリア料理
安芸郡坂町鯛尾2-7-1
TEL. 082-885-3033
http://restaurant-carib.com/

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 1918
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レストラン

2階のレストランは市街地から遠く宮島まで
望める展望レストランです。
当店は手作りにこだわり一品一品心を込めてお作り
しております。ご予算に応じてお料理をご用意いたし
ますのでお気軽にご相談下さい。

れすとらん　花かすみ
はな

典特特典

■￥日替り定食900円、天ぷら定食1,150円
■営 11：00～15：00（L.O.14：30）　■休第2水曜日　■Ｐ 85台

和食レストラン
広島市東区牛田新町1-16-1
TEL. 082-228-7869
http://www.kandasansou.jp

食後のホットコーヒー400円→200円
※ご注文時にクーポン提示（2階レストランのみ使用可）

特典

■￥日替ランチ650円、三元豚ロースカツ定食930円、フリードリンク付パーティー
プラン3,500円～、アフターホットコーヒー50円
■営 9：00～16：00（以降は要予約）　■休土・日・祝日　■Ｐ無

レストラン

朝9時からモーニング・昼は得々ランチ。
夜は貸切り、宴会・接待（要予約）にどうぞ。
当店のランチは、すべて手作りでボリューム、美味
しさにこだわっており、ご飯、みそ汁、おかわり自由
となっております。会食・接待・パーティー（夜のみ）も
承っております。

レストラン　メルキュール

和洋レストラン 広島市中区基町5-44 広島商工会議所B1F
TEL. 082-222-1007

パーティーご予約のお客様全員に、飲み放題50％OFF

■￥ フレンチフルコースのみ7,020円・9,180円・11,880円（サ込）、グラスワイン
1,000円～
■営 18：00～21：00（L.O.）　■休日曜日・第2月曜日（日曜が祝日の場合は翌日）　■Ｐ無

レストラン

上質な空間、上質な料理、総合的に必ず
納得していただけるレストランです。
広島では当店でしか食せないプレミアムな食材を
使用し、食材本来の味を生かしたフレンチを是非
お召し上がりください。

Le Blanc, 寺口
ル ・ ブ ラ ン てらぐち

フランス料理 広島市中区幟町10-11 サンライト幟2F
TEL. 082-962-2808

■￥アヴリルコース3,024円、単品432円～、グラスワイン324円～
■営 18：00～AM2：00（L.O.AM1：00）　■休日曜日　■Ｐ無

レストラン

お箸で楽しめる気軽なビストロです。本格
フランス料理をお楽しみください。
全ての料理に心を込めて、手作りにこだわっています。
アットホームな雰囲気で、何度食べても飽きない、
フランスの家庭料理をご賞味ください。

BISTRO AVRIL
ビ ス ト ロ ア ヴ リ ル

フランス料理 広島市中区三川町2-29 MSKビル2F
TEL. 082-249-5507

■￥ アラカルト580円～、宴会コース4,000円～（2時間飲み放題付）、Happyコース
5,270円 ※ご予算に応じてコース承れます　■営日～木曜日17：00～23：00（金・土曜日
は～23：30）　■休無　■Ｐ無

レストラン

いつもとは違う　ちょっと小粋でおしゃれ
な料理とサービスで感動を！！
お誕生日や色々記念日にぴったり。30名様以上で、
貸切宴会場や9名様までの個室も完備。元気になって
帰れます。

ビストロ　巴里食堂
ぱ　り しょくどう

フランス料理
広島市中区大手町3-1-29
TEL. 082-567-4000
http://www.parisyoku.jp

特典
ご飲食代より10％off（割引上限2,000円）
※他券併用不可・カード払不可

レストラン

元公邸料理人のフランス料理店。
昼夜共に完全予約制。ランチ2組様、ディナー1組
様貸切。

Amiral
ア ミ ラ ル

フランス料理
呉市西中央5-10-17
TEL. 0823-88-0992
https://www.facebook.com/amiral0304

■￥○昼4,860円　○夜10,800円
■営○昼11：30～13：00（L.O.）　○夜18：00～20：00（L.O.）　■休不定休　■Ｐ 2台

広島市中区中町9-12 三井ガーデンホテル広島25F
TEL. 082-240-1125
http://www.gardenhotels.co.jp/hiroshima/

■￥○朝1,500円　○昼平日2,100円、土・日・祝日2,400円
■営○朝6：30～10：00　○昼11：30～14：30（土・日・祝日は～15：00）　■休無　■Ｐ有

レストラン

朝食・ランチはバイキング。夜は貸切の　
パーティーを承っております。
地上80mから眺める景色には思わずうっとり。ウェ
ディングパーティーや歓送迎会など様々なプランも
お気軽にご相談下さい。

コフレール

ビュッフェ

“カラダ”と“ココロ”に有益な自然派フランス
料理のお店です。
なるべく地元の安心安全な旬の食材を使用した自然
派フランス料理のお店です。“わが家のおもてなし”
をお楽しみください。（前日までの完全予約制）

■￥○昼4,212円～　○夜10,800円～　■営○昼12：00～14：30（L.O.13：00）　○夜18：00
～22：00（L.O.20：30）　■休月曜日　■Ｐ有（有料）

レストラン RESTAURANT　SHIMAMURA L’esprit de MIKUNI
シマムラ レスプリ ド ミクニ

フランス料理
広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー12F
TEL. 082-511-1618
http://www.restaurant-shimamura.jp

■￥○昼平均1,000円、○夜平均4,000円、飲み放題付コース4,500円～
■営○昼11：30～14：30　○夜17：30～23：00　■休月曜日　■Ｐ無

レストラン

フレンチをベースにアジア各国の食材を
アクセントに加えた創作フレンチ。
熟練シェフの確かなフレンチにアジア各国のアクセント
を加えた遊び心のある料理。40名様までの貸切にも
最適な店内です。

Asian French LaChic
ア  ジ  ア  ン フ  レ  ン  チ ラ  シ  ッ ク

フランス料理
広島市中区立町1-8 樹里江ビル3F
TEL. 082-246-0722
http://www.hotpepper.jp/strJ000027098

完全予約のお店です。
ゆっくりと料理を楽しんで下さい。
会食や記念日など大切な日に美味しい料理と時間を
お過し下さい。会社のパーティーもお気軽にご利用
下さい。

■￥ランチ2,700円～、ディナーコース5,400円・8,640円・10,800円
■営○昼11：30～14：00　○夜17：30～22：00　■休水曜日　■Ｐ無

レストラン フレンチダイニング尾崎
お ざき

フランス料理
広島市中区小町6-33 サンコート小町1F
TEL. 082-243-1811
http://www.french-ozaki.com

広島市安佐南区長束西3-9-17
TEL. 082-239-1000
http://www.oukatei.jp

■￥○昼「旬の拘り桜下亭フレンチコース」4,100円～（サ別）　○夜「シェフの拘り桜下亭
フレンチコース」8,640円～（サ別・要予約）　■営○昼11：30～13：30（L.O.）　○夜18：00
～20：30（L.O.）　■休木曜日（祝日の場合は金曜日）　■Ｐ 15台

レストラン

名匠・重森三玲が手掛けた日本庭園を
愛でながら、拘りの本格フレンチを。
国内外の旬の天然食材を使った本格フレンチで会食、
商談、会合、各種パーティを承っております。ブライ
ダル、御結納、お茶会も是非ご利用下さい。

桜下亭
おう か てい

フランス料理

呉市築地町3-3 クレイトンベイホテル内
TEL. 0823-26-1133（ソーニョ直通）
http://www.clayton-bay.jp/

■￥ランチバイキングお一人様1,782円（サ込）
■営 11：30～14：30（L.O.14：00）、土・日・祝日は二部制 1部11：30～、2部13：15～
14：45（L.O.14：15）　■休無　■Ｐ 120台

レストラン

特注の備前焼レンガで造った窯で焼く本格
ナポリピッツァは必見です。
契約農家より届く新鮮野菜や、シェフが厳選した旬の
食材など約30種類のお料理をご用意しております。

ファミリーダイニング　ソーニョ

ビュッフェ

典特特典
お会計より5％OFF
※他割引チケット等との併用不可

レストラン

RCC文化センター前、昼のサービスランチ
は週替りで人気！！予約でコース料理も。
夜はコース料理のみ。とてもリーズナブルなフルコー
スです。この道一筋47年のシェフの味をご堪能くだ
さい。

■￥○昼週替りランチ1,050円、昼カジュアルコース2,050円　○夜ディナーコース2,700円～
■営○昼11：00～14：00（L.O.）　○夜17：00～20：00（L.O.）　
■休日曜日　■Ｐ指定駐車場○昼30分○夜60分無料

フランス料理
広島市中区橋本町4-14 ナビオ・ナルト1F
TEL. 082-222-2662
http://twin-terrace.jp

仏蘭西料亭　ツインテラス

典特特典
ディナーコースご予約の方にグラスワイン1杯サービス
※他券併用不可

レストラン 備長炭火焼とフランス郷土料理　ビストロ・ラ・バニーユ

典特特典 ディナー時、グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス

フランス料理
広島市中区鉄砲町4-10 シティーコープ幟町1F
TEL. 082-221-2652
http://bistro-la-vanille.com

フランス3つ星レストランで修業したシェフ
手作りの本格ビストロ料理と日本産ワイン。
店内全面に天然炭を塗った癒し空間でいただけるのは、広島
産を中心に安心厳選食材を備長炭で調理したメニュー。人気
の日本産ワインも充実。グラスで6種以上楽しめます。
■￥○昼生パスタランチ1,080円～　○夜ビストロパーティーコー
ス（飲み放題付）3,500円～、アラカルト390円～
■営○昼11：30～15：00　○夜18：00～23：00（L.O.21：00）
■休日曜日（貸切予約可能）　■Ｐ無

特典

レストラン

一皿ごとに訪れる新しい出会いとここでしか
味わえない特別な時間をどうぞ。
“小さなヨーロッパ”を思わせる落ち着いた空気の中で
旬の素材を活かした様々な料理を豊富に取り揃えた
ワインと共にお愉しみ下さい。

カーヴドヴァン　柿さか
かき

■￥○昼2,160円～　○夜5,400円～
■営○昼11：30～15：00（L.O.14：00）　○夜17：00～22：00（L.O.21：00）
■休月曜日　■Ｐ有（提携）

ウエルカムドリンク人数分

フランス料理
広島市東区牛田本町3-2-20 牛田グランドハイツB1F
TEL. 082-228-5676
http://www.kakisaka.com

特典

レストラン

特別な日、記念日は銀河で！宮島・広島湾
ランチ・ディナークルーズ。
ランチは瀬戸内海の多島美と宮島、ディナーは広島
市内・海田湾の夜景がおすすめ。クルージングとシェフ
自慢の料理をお楽しみください。

瀬戸内海汽船　クルージングシップ銀河
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎん  が

■￥ランチクルーズ6,000円～、ディナークルーズ9,000円～
■営○昼12：00～14：30　○夜18：50～21：00　■休月・火曜日　■Ｐ 400台（有料）

グラスワインまたはソフトドリンク1杯サービス

フランス料理
広島市南区宇品海岸1-13-13
TEL. 082-255-3344（銀河予約センター）
http://ginga-cruise.com

特典

レストラン

気の利いた料理＆ドリンク。旨いものが
大好きな人たちが、気軽に寄れるお店。
ヨーロッパ家庭料理に和の要素を加え、アレンジ！
オリンピック選手のパーソナル料理人を務めたシェフ
が、フレンドリーな雰囲気の空間を提供します。

ビストロM2
エムエム

■￥夜ランチ800円～、本日の惣菜200円～、ドリンク390円～
■営火～金曜日17：00～23：00（土曜日は15：00～）　日・祝日15：00～22：00
■休月曜日（連休の場合は営業）　■Ｐ無

スタンプ割引券プレゼント！

洋風家庭料理
広島市中区三川町3-14 PALビル3F
TEL. 082-247-5619
https://www.facebook.com/BistroM2

レストラン AGRI
 ア　グ　リ

典特特典 ディナー時、ワンドリンクサービス

洋風家庭料理
広島市中区中町4-18 エスポアールビル1F
TEL. 082-246-7721
http://www.agri-obanzai.com

10名から貸切宴会可能！
飲み放題付きコース4,000円～
季節野菜をたっぷり使ったおばんざいで、いつもとは違う
宴会はいかがですか？10名～36名貸切可能です。単品
料理は594円～ご用意しております。
■￥おばんざいランチ1,080円、ディナーお一人様平均単価
4,000円
■営ランチ11：00～15：00　ディナー17：00～22：00
■休日曜日　■Ｐ無

レストラン Dining　暖厨
だんちゅうダイニング

和洋レストラン 広島市中区袋町6-45
TEL. 082-246-1156

典特特典
ご飲食代10%OFF
※コース、ランチ、カード払い不可

厚切り牛たんとワイン片手にカジュアルダイニ
ング。
当店自慢の熟成牛たん焼きや海鮮山盛りカルパッチョを
ワインと共に…。パーティー料理もあり、様々なシーン
でご利用いただけます。

■￥ランチ790円～、ディナー1品380円～、飲み放題付
パーティーコース4,000円～
■営○昼11：30～15：00　○夜17：00～24：00　■休無　■Ｐ無

■￥広島特選会席4,104円、宮島御膳2,592円
■営 8：45～21：00　■休無　■Ｐ 60台

レストラン

広島駅南口より徒歩3分!!洋食・和食など
幅広いメニューをご用意しております。
広島牛ステーキ・広島風お好み焼き・小鰯の天婦羅・
お造里盛り合わせなどがついた特選会席をはじめ
広島の食材を活かした料理をご用意しております。
お気軽にお問合せ下さい。

レストラン　フラワー

和洋レストラン
広島市南区大須賀町14-9 ホテルニューヒロデン1F
TEL. 082-263-3453
http://www.newhiroden.co.jp

典特特典
ご飲食代10％OFF
※ランチタイム（11：30～14：00）、イベント商品は除く

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 2120
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■￥ 60分8,640円
■営 20：00～AM1：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ナイト

87ビル最上階、ワンフロアを全て使った
広島でも最大級の大型店。
最大80名様までご利用できます。4～20名様の
カラオケ付個室が充実。笑顔の素敵な20～40代の
女性達が皆様のご来店をお待ちしております。

UNICO
ウ　ニ　コ

クラブ 広島市中区銀山町12-9 87ビル6F
TEL. 082-249-0707

■￥デミハンバーグセット（サラダライス付）993円、かつ丼1,026円、厳選牛カット
ステーキ200g（ライス付）1,706円　■営11：00～22：30（L.O.21：45）
■休無（マリーナホップの休館日年4回に準ずる）　■Ｐ有

レストラン

厳選牛カットステーキが大人気。三世代で
楽しめる海の見えるお店です。
230gの当店オリジナルハンバーグは開店以来、
人気を頂いております。海鮮丼やパスタと豊富な
メニュー揃えでシニア層の方にもご利用頂いており
ます。

海の見えるレストラン Good burg
うみ　　み グッド バ ー グ

和洋レストラン 広島市西区観音新町4-14-33 マリーナホップ内
TEL. 082-503-1355

お食事をご注文のお客様にソフトドリンク1杯サービス特典

中華・中国 中華料理　一味
いちあじ

中華料理
広島市中区千田町3-10-4
TEL. 082-244-5984
http://ichiaji.com/

屋台から始めた広島のラーメン屋。　　　　
昔ながらの味をそのままに…
当店自慢の広島系醤油とんこつの中華そばをはじめ、中華・
丼物など各種メニュー多数。小宴会から歓送迎会まで40
名様迄可能な個室もあり。出前も承っております。
■￥ラーメン648円、餃子486円、平日日替りランチ577円、
八宝菜864円、中華丼702円、生ビール（中）577円、　
ライス毎日無料、アルコール原価デー 火・木・土曜日
■営 11：00～23：00　■休 無　■Ｐ提携駐車場（サービス券有り）

■￥コースのみ5,000円・6,000円・8,000円（6,000円からフカヒレ料理）
■営 18：00～21：30　■休無　■Ｐ無

中華・中国

極上のピーナッツ油を使用。体に優しい
料理です。2名様から前日予約で！！
ズワイ蟹の身と帆立の貝柱の卵白紹興酒炒め。
ポピュラーな料理からめずらしい料理まで、小さな
お店（3卓）ですが、料理と紹興酒の美味しい店です。

恵比須軒
え　び　す  けん

中国料理 広島市中区土橋町3-2 大濱ビル1Ｆ
TEL. 082-292-7756

■￥ 60分5,000円（団体割引あり）
■営 20：00～AM1：00　■休月・祝日　■Ｐ無

ナイト

落ち着いた女性の揃うラウンジです。様々
なシーンでご利用頂けます。
先日4周年を迎え、より一層喜ばれるお店を目指し
ております。カウンター席の他、団体利用も可能な
BOX席や、接待にぴったりの個室も備えています。

ラウンジツバキ

クラブ

特典

広島市中区堀川町2-5
TEL. 082-247-5646

80分6,000円（女性ドリンクサービス）、3名以上で指定のボトルサービス。
※ご注文時にクーポン提示

■￥チャージ1,000円、ドリンク600円～、フード400円～
■営 21：00～AM6：00　■休不定休　■Ｐ無

ナイト

店内客席30席以上と大収容！！パーティー
や結婚式の二次会の貸切にどうぞ。
当店は、英国風バルをイメージしたバーになり、
70種類以上のカクテルをお楽しみ頂けます。ダーツ
やカラオケなどのアミューズメントも豊富です。

なないろ

バー
広島市中区胡町3-6 ジュエル胡館2Ｆ
TEL. 082-249-5557
http://www.shunyoudou.jp/

特典
飲み放題90分3,500円（要予約）
※ご予約時にクーポン利用を申し出

中華・中国

昼は日替定食、汁なし担々麺、麻婆丼等々。
夜は会食、宴会を承っています。
本場の中国料理がお手軽なお値段で食べられます。
ご予算に応じて会食、宴会承ります。40名様迄可能
です。

京京
じんじん

典特特典

■￥ 日替定食750円、汁なし担々麺580円、麻婆丼550円、ディナーコース2,200～
5,000円＋フリードリンク1,500円、北京ダックコース1卓15,500円（北京ダック1羽と
料理6品付：5～6人前）　■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～22：00　■休月曜日　■Ｐ 4台

夜のお食事代のみ10％OFF

中華料理
広島市南区東荒神町1-7
TEL. 082-262-3925
http://www.tochigiya-shop.jp/

■￥日替ランチ800円、薬膳鍋3,240円（1人前）、コース料理4,320円～
■営○昼11：30～14：00　○夜17：00～22：00　■休不定休　■Ｐ 2台

中華・中国

あなたの食生活を覆す絶品薬膳料理を。
効果・効能が書かれているメニューを見た事がある
だろうか？食す人の健康状態に適切な料理を提案し
てくれる店に出会った事があるだろうか？食後にメガ
ネを忘れて帰る人が多いのはなぜだろうか？

台湾薬膳料理　青葉
あお  ば

台湾料理 広島市中区広瀬町7-25
TEL. 082-233-5889

典特特典 愛玉ゼリープレゼント（夜のみ）

ナイト

ゆったりと落ち着いた雰囲気のお店です。
店名の通り、お客様に歓んで頂けます様、スタッフ
一同（女性7～8人）お待ちしております。カラオケ付
別室2部屋ございます。

歓
かん

典特特典

■￥セット料金7,000円（ボトルキープのある方5,000円）
■営 19：30～AM1：00　■休土・日・祝日　■Ｐ無

ウェルカムドリンクを1杯プレゼントさせて頂きます

スナック 広島市中区胡町2-10 グリーンビーンズ胡町6F
TEL. 082-243-3939

ナイト

薬研堀通り、団体様割引きOK！
落ちついた雰囲気のお店です。
カウンター10席、BOX6名様。小じんまりしたお店
ですが、ホットな会話で落ちつくお店です。

典特特典

■￥セット料金4,000円、飲み放題（90分）5,000円
■営 19：00～AM1：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ご飲食代10％OFF

スナック 広島市中区銀山町12-13 センチュリーハウス5F
TEL. 082-240-5088

HAPPI-NESS　ハピネス

セット料金500円引き

■￥セット料金3,500円、カラオケ込みの方4,000円（※ビールを除く）
■営 19：00～23：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ナイト

アットホームな雰囲気、なごやかなお店
です。
カラオケの好きなかた音響が良いです。

スナック 広島市中区薬研堀4-13
TEL. 082-249-3200

典特特典

漁火
いさりび

ご飲食代5％OFF

■￥セット料金5,400円～（ボトルキープのある方4,860円）
■営 19：30～AM1：00　■休日・祝日　■Ｐ無

ナイト

仏壇通りの噴水があるビルです。団体様
割引きもOKです。
明るいスタッフがエスコートします。カウンター9席、
ボックス席25名様可能。英会話もできます。山梨
県人会事務局、他県人会の方々もお越しです。

インデン

スナック 広島市中区堀川町1-14 第1レックスビル4F
TEL. 082-544-1165

典特特典

特典

ナイト

団体様割引きOK！英語圏の方もOK！
落ち着いた雰囲気のあるお店です。カウンター7席、
ボックス席30名様迄可能。英語ができる子がいる
ので、英語圏のお客様のもてなしにもご利用下さい。
年中無休（12月31日、1月1日除く）です。

ウイリアム

■￥セット料金5,000円（人数によりご相談に応じます）、カラオケ1曲200円（団体様
の場合、無料）、10名以上は1人4,000円＋カラオケ無料
■営 19：00～AM1：00（日・祝日は～24：00）　■休 12月31日、1月1日　■Ｐ無

スナック 広島市中区新天地1-1 入江ビル4F
TEL. 082-245-8282

セット料金1人4,000円
※ご注文時にクーポン提示

初心者からベテランまで楽しめ、コンペ前
練習や打上げにも最適です。
ウッディな空間で飲んで歌ってゴルフも楽しめます。
高精度センサーと大スクリーンで国内外155コース。
貸切パーティーもOKです。（20名様程度）

■￥ゴルフプレー費2,000円/30分、チャージ1,000円（女子会は500円）、ドリンク
500円～、最新クラブ・靴・手袋は無料レンタル、カラオケ200円/曲、食事付ゴルフ
パーティー5,000円～　■営 19：00～AM3：00　■休日・祝日　■Ｐ無

Golf&Bar　Pebble Beachナイト

典特特典 ドリンク2杯目サービス

バー

ペ ブ ル ビ ー チ

広島市中区銀山町11-13 ソシアルアサヒ館5F
TEL. 082-245-7505
http://www.pebble-beach.club

丸氷で愉しむウィスキーロックと季節の
フルーツカクテルのお店。
「特別感と感動のリトルハピネス」を経営理念に創業
11年目。女性店主が醸し出す幸せ空間で大人な
ウィスキーナイトを♪

■￥ノーチャージ。ドリンク500円～
■営 18：00～AM3：00　■休無　■Ｐ無

Little Happiness　小さな幸せナイト

典特特典
リトハピ顧客様しかご利用いただけない姉妹店（カラオケ付貸切個
室）に特別にご案内いたします。

バー

ちいリト ル ハ ピ ネ ス しあわ

広島市中区流川町5-14 1F
TEL. 082-247-5779
http://www.little-happiness.jp/

スコッチウイスキー、シングルモルトなど
お客様のコミュニケーションの場です。
クラシックな店内でジャズが流れ、SP盤でデキシー
ランドジャズなど聞きながら、ホットな会話で癒
される店です。広島の美味しいお酒を多種置いて
おります。

■￥セット料金4,000円、ショットで飲んでもOK
料金はウイスキーカクテル800～1,000円です。
■営 19：00～24：00　■休土・日・祝日　■Ｐ無

バー　酔族館ナイト

典特特典 旬のフルーツ、広島の特産物を色々と無料でおかわりさせて頂きます

バー 広島市中区堀川町1-34
TEL. 082-243-0501

すいぞくかん

肩ひじはらずリラックス、大人の好奇心を
くすぐる会員制のダイニングバー。
接待やデート、パーティなどの利用が可能。指紋認証
で開く扉や隠し部屋のようにつくられた個室など、
冒険心や遊び心をくすぐる大人の隠れ家です。

SKYFALLナイト

典特特典 ドリンク1杯サービス

バー 広島市中区新天地1-9 新天地レジャービル3F
TEL. 082-258-2677

スカイフォール

■￥フリードリンク付パーティープラン4,000円～
■営 19：00～AM3：00　■休日曜日　■Ｐ無

和装ソムリエがサービスする日本ワインと
日本チーズにこだわった和食バル。
日本ワイン・日本チーズを専門に、広島ではここで
しか味わえないものが頂ける。日本酒もかわった
ものがあり、自ら全国を回って仕入れているものが
多い。

■￥お通し300円、料理単品500円～、ワイン800円～
■営 18：00～AM2：00（電話予約ベター）　■休日・祝日（時に月曜日休日の場合有）　■Ｐ無

和bar　真乃和ナイト

典特特典

バー 広島市中区新天地1-26 三村ビル2F
TEL. 082-542-2603

わ  バ ル ま　の　わ

お通しサービス
※ご予約時にクーポン利用を申し出

■￥アラビカ種コーヒー600円～、各種ルアック1,250円～
■営 16：00～AM1：00　■休不定休　■Ｐ無

バッハの音楽とコーヒー専門の店。
バッハの音楽は、カンタータ、受難曲を中心に。
コーヒーの取扱い品目は、現在130品目を数えま
す。

Ki-Sa　MONK
モ ン ク

広島市中区三川町8-29
TEL. 070-5056-9020

特典 ご来店人数様×100円割引き致します。

喫茶・カフェ・菓子店

カフェ

■￥ プレートランチ1,058円、サーモンのつけ丼ランチ1,004円、女子会プラン
2,000円、フリードリンク付コース3,600円～
■営 11：30～23：00（L.O.22：00）　■休水曜日　■Ｐ無

袋町公園前に浮かぶまったりCafe。
夜も食べられる野菜たっぷりのプレートからデザート
やアルコールまでご用意しております。パーティーや
二次会もできる広々カフェです！

HACONIWA
ハ コ ニ ワ

広島市中区袋町7-11 4F
TEL. 082-247-8955

特典 フリードリンク付コース3,600円→3,300円（2時間飲み放題）

喫茶・カフェ・菓子店

カフェ

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 2322
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■￥シュークリーム155円、クッキー45円～、生菓子240円～、バースデー（ホール）
1,645円～
■営 10：00～20：00　■休水曜日　■Ｐ 1台

小売店

クッキー作りから始まった洋菓子店。
気軽にお店に寄ってもらいたいと思い、クッキーを
45円から販売しています。近くへお越しの際はぜひ
お立ち寄り下さい。

クッキー屋サリー
や

菓子・パン
広島市中区吉島東1-5-7 柴田ビル1F
TEL. 082-578-3669
http://www.cy-sally.com

典特特典 店内商品10％OFF

広島市中区中町2-22 畳材ビル1F
TEL. 082-246-0995

■￥ランチ864円～、ケーキ540円～、貸切コースお一人様3,500円～
■営 12：00～23：00　■休火曜日　■Ｐ無

喫茶・カフェ・菓子店

貸切も出来る大型カフェ。席数50以上で
ゆっくりくつろげます。
手作りカフェメニュー、ランチ、ディナーが楽しめま
す。貸切は平日20人～土日50人より可。充実した
設備もあり、二次会、送迎会向けです。

collect
コ レ ク ト

カフェ

広島市西区三篠町2-12-32
TEL. 082-962-1550
http://tsukimati.com/

■￥週替わりランチ1,200円、有機珈琲500円、オーガニック素材のお菓子200円～
■営 10：00～19：30　■休木曜日　■Ｐ有

喫茶・カフェ・菓子店

90％オーガニックの、「心と身体にやさしい
ランチとお菓子。」
食材も調味料もオーガニックにこだわり、わくわくな
余白と手しごとを大切にしています。

90％オーガニックのランチとお菓子　月待ち
つき  ま

カフェ

■￥各種ハム756円～、アイスバイン3,240円、各種ソーセージ756円～
■営 18：00～24：00　■休日曜日、第3月曜日　■Ｐ無

小売店

広島市内初の加工肉工房。
贈答品やパーティーに。
ヨーロッパで修業を重ね「CA'GINO」で成長した
加工肉“レストランの美味しさをそのままに”をテーマ
に、多種多彩な加工肉を御用意いたします。
bottegadonciccia.comで通販可能です。

Bottega don Ciccia
ボ ッ テ ガ ド ン チ ッ チ ャ

各種食料品 広島市中区銀山町11-3 第2プロメスビル3F
TEL. 082-249-2411

■￥モーニング600円、日替わりランチ800円、ブレンドコーヒー450円
■営 8：00～18：00　■休日・祝日　■Ｐ無

喫茶・カフェ・菓子店

HBGホール真ん前にある、白を基調とした
ちょっぴりオシャレなカフェ。
限定20食の日替わりランチは4品目プレート付800
円。プラス300円でサイフォンで淹れた本格派コー
ヒーが飲めます。

リトローボ

カフェ
広島市中区加古町1-17
TEL. 082-500-6938
http://ritrovo-h.sakura.ne.jp

広島市南区宇品海岸1-2-20
TEL. 082-557-8961

■￥日替りランチ900円、ケーキセット650円～、2時間飲み放題コース3,500円、
ビール・カクテル600円～　■営平日11：30～17：00（L.O.16：00）、18：00～24：00
（L.O.23：00）、土・日・祝日11：30～24：00（L.O.23：00）　■休水曜日　■Ｐ 1台

喫茶・カフェ・菓子店

ランチ、カフェ、ダイニング、バー。使い
勝手の良い宇品の隠れ家。
無垢の木の温もり溢れる手作りの店内で、ランチ、
カフェ、ダイニング、バーと、どんなシチュエーション
でも時間を忘れておくつろぎ下さい。

cafe Smile
カ フ ェ ス マ イ ル

カフェ

喫茶・カフェ・菓子店

広島にも“ほっと”する珈琲があります。
38年間、来店されるお客様とのご縁を大切にし、
日々お客様に支えられ経営しております。自家焙煎
の珈琲、ミルクの調合、自家製パンにはこだわり
ます。

てらにし珈琲本店
こーひーほんてん

■￥ ブレンドコーヒー550円、グアテマラコーヒー650円、アイスオーレ650円、
モーニングセット800円、カナディアンセット1,000円、自家製食パン1斤400円～
■営 7：30～19：00　■休日・祝日　■Ｐ 7台

喫茶店 広島市中区宝町6-15
TEL. 082-249-3850

喫茶・カフェ・菓子店

創業以来フランス菓子の伝統文化と　　
本物の味をお届けしています。
男性が1人でお菓子を楽しみながら読書でもして
いただける落ち着いたカフェもあり、お子様から
お年寄りまで幅広くおくつろぎいただけます。店
内禁煙（17時以降、喫煙可）。

ポワブリエール

■￥プチガトー200～600円、コーヒー380円、紅茶500円（ポットサービス）
■営 10：00～20：00　■休火曜日　■Ｐ 6台

洋菓子
広島市中区舟入南3-12-24
TEL. 082-234-9090
http://www.poivriere.com

■￥バリアラビカ100g 850円、ケニア マサイAA100g 1,100円、龍馬ブレンド・
晋作ブレンド100g 550円
■営 11：00～19：00　■休無　■Ｐ無

小売店

元高校教師が経営するコーヒー豆専門店。
幕末志士をイメージした商品も必見！
注文後、その場で生豆から焙煎するこだわりの高級
コーヒー豆専門店です。約30種類の豆をとり揃えた、
コーヒーの豊かな香りと楽しさに満ち溢れたお店です。

コーヒーストーリー・ニシナ屋
や

各種食料品
広島市中区立町1-12 イナリビル2F
TEL. 082-246-8763
http://coffee-story.jp/

小売店

全国各地の日本酒と本格焼酎が勢ぞろい。
有名銘柄から隠れた銘酒まで！
中心部に幟町店、新幹線名店街に広島駅北口店も
ございます。
幟町店：中区幟町12-17 TEL. 082-227-3130
広島駅北口店：南区松原町1-2 TEL. 082-568-1180

酒商山田
さけしょうやま  だ

■￥ 亀齢「山」1.8ℓ白ラベル1,944円、安芸乃風雅1.8ℓ5,541円、達磨エックス
1.8ℓ2,716円、賀茂金秀特別純米1.8ℓ2,765円
■営 10：00～19：00　■休日・祝日　■Ｐ 7台

酒
広島市南区宇品海岸2-10-7
TEL. 082-251-1013
http://www.sake-japan.jp/

■￥ソフトクリーム　メープルコーン300円、カップ400円、フロート各種500円
■営 9：30～19：30（カープナイターゲーム日は試合終了後まで）　■休不定休　■Ｐ 1台

喫茶・カフェ・菓子店

カープ牛乳ソフトクリームあります!!
広島県産原乳100％のカープ牛乳を使ったこだわり
のソフトクリーム。カープが勝ったら50円引きにな
ります！ケーキもあるよ。

Patisserie　菓凜
パ テ ィ ス リ ー か りん

甘味処
広島市南区南蟹屋2-4-16
TEL. 082-287-9180
http://cake-west.com/karin/

典特特典
ソフトクリーム50円引き!!
※他の割引との併用不可、注文時にクーポン提示

■￥カレー・ハヤシライス各700円、ソフトドリンク500円、アルコール600円～
■営 11：00～19：00　■休不定休　■Ｐ 4台

喫茶・カフェ・菓子店

SPレコードを蓄音機で聴くことができる
　お店です。
蓄音機だけでなく、LPレコードも真空管アンプで聴
くことができます。ライブ演奏や蓄音機コンサートを
楽しみながらおいしいコーヒーをどうぞ。ライブ演
奏者募集中。

音楽茶房　78
セブンエイト

喫茶店
広島市安佐南区西原4-35-27
TEL. 050-3334-5133
https://www.facebook.com/78seveneight

典特特典
ご飲食代5％OFF
※イベント開催時は除く

■￥ブレンドコーヒー450円、モーニング500円～、ケーキセット880円、珈琲豆の
量り売りもしています。
■営 9：00～20：00（火曜日は～17：00）　■休無　■Ｐ 15台

喫茶・カフェ・菓子店

流れるジャズをききながら、おいしいコーヒー
をどうぞ。
自家焙煎の珈琲、モーニングからディナーまでこだ
わりのおいしさと笑顔、やすらぎを提供します。
お客様に愛され、支えられているお店です。

cafe "de"　Vanguard
ヴ ァ ン ガ ー ド

喫茶店 広島市安佐南区沼田町大字伴8030-1
TEL. 082-848-3399

典特特典 ランチ1食100円引きまたはコーヒー1杯50円引き

喫茶・カフェ・菓子店

すべては一杯の美味しいコーヒーのために。
世界各国産コーヒーを販売。カウンターにて約30
種類のコーヒーを味わう事が出来ます。

ワールドコーヒー直営店　ワールドコーヒーカフェ

典特特典

■￥ワールド特選ブレンド1杯300円～、コーヒー豆100g 400円～
■営 9：30～18：00　■休土・日・祝日　■Ｐ 6台

コーヒー豆200g以上お買い上げのお客様100円引き

喫茶店
広島市西区楠木町1-9-2
TEL. 082-232-3668
http://www.e-mame.com/

■￥もみじ饅頭95円～、焼菓子90円～、詰合わせ660円～（料金はご相談ください）
■営 9：00～19：00　■休木曜日（祝日の場合は振替営業）　■Ｐ無

喫茶・カフェ・菓子店

高級材料・美味しさ・焼きたてにこだわり
51年。「季節限定もみじ」は絶品。
ふわふわのカステラ生地に7種ブレンドのチーズや
クリーム等とろける食感は別格。栗100％の栗もみじ
等どれも一度は味わってみたいもみじ饅頭が揃う。

おきな堂
どう

和菓子
廿日市市宮島口1-10-7
TEL. 0829-56-0007
http://www.okinadou.com

特典
1,000円以上（税込）お買い上げの方にもみじ饅頭（こしあん）1個
プレゼント

■￥シュークリーム170円、生菓子330円～、ホールケーキ（12cm）1,600円～
■営 10：00～20：00　■休火曜日　■Ｐ 5台

喫茶・カフェ・菓子店

記念日を大切にした洋菓子店。
平成22年度“いい店ひろしま”受賞店！旬の素材を
大切に季節を感じさせる生菓子や店内のディスプレイ！

パティスリー　アニバーサリー

洋菓子 広島市南区段原山崎3-2-3
TEL. 082-287-2380

典特特典 当店ポイントカード2倍

■￥カトルシュー162円、広島レモーネ184円、デコレーション各種1,080円～
■営 10：00～20：00　■休無　■Ｐ 3台

北広島町の朝産み卵や湯来町の低温殺菌
牛乳など良質な素材を使う。
素材の持つ自然なおいしさをシンプルに引き出す
ケーキづくりを心掛け、お店を通して「日常の中に
小さな幸せ」をお届けする事がコンセプトのケーキ
店。

西洋菓子　カトル・フィユ

特典

喫茶・カフェ・菓子店

洋菓子
広島市南区皆実町2-5-1 B1F
TEL. 082-256-0714
http://cake-west.com/quatre-feuille/

広島レモーネ1つプレゼント
※他の割引との併用不可、クーポンと引替

■￥芳醇天然かけ醤油500ml 540円、醤油ソフトクリーム260円
■営 10：00～18：00　■休水曜日　■Ｐ有

小売店

創業明治39年、川中醤油の直販売店。
自社製造のお醤油、醤油ソフトクリーム、醤油まん
じゅうなどを始め、全国からセレクトした食品・菓子も
販売しております。お気軽にお越しください。

醤の館
ひしお やかた

各種食料品

特典

広島市安佐南区伴中央4-1-6
TEL. 082-848-2632
http://www.kawanaka-shouyu.co.jp

醤油ソフトクリーム260円を200円
※ご注文時にクーポン提示

小売店

珍しいジャムを主役にしたお店。ジャムの
イメージ変えてみませんか？
国内外からの珍しいジャムを集めています！店内では
ジャムの販売はもちろん季節の美味しい食べ方や
料理・デザート・飲み物、贈答品をご用意しておりま
す。

■￥季節のおいしいジャム800円～、店内イートインジャム食べ比べプレート540円～
■営 11：00～21：00（金・土・休日前24：00まで）　■休不定休　■Ｐ無

各種食料品 広島市西区横川町3-4-13
TEL. 082-293-8186

ジャム専門店　駱駝カフェ
らく だ

典特特典 駱駝カフェ・オリジナルギフトご注文のお客様においしいプレゼント

■￥菓子パン60円～、食パン類130円～、予算に応じたサンドイッチセットもできます。
■営 7：00～19：00　■休水曜日　■Ｐ 2台

小売店

お客様の笑顔を大事にした、パン屋です。
たくさんのおいしいパンを揃えています。また、店
内にはイートインスペース10席と100円で飲めるコー
ヒーマシンを設置。お気軽にお越しください。

BAKERY Roti
ベ ー カ リ ー ロ テ ィ

菓子・パン 広島市中区堺町1-7-2 ペプリエール堺町1F
TEL. 082-942-5005

典特特典 700円以上お買い上げで当店おすすめのパンを1個プレゼント

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典 2524
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小売店 Kururu
ク ル ル

菓子・パン

特典

広島市南区皆実町6-18-29 1F
TEL. 082-254-8734
http://cake-west.com/kururu/

ここでしか味わえない！！種類豊富なロールケーキ
を皆様へお届けします。
一番人気のくるるロールから季節限定ロールまで、ロール
ケーキ専門店ならではの様々なケーキを揃えております。
お気軽にお立ち寄り下さいませ！！

■￥カットロール（約3.5cm）278円～、
1本ロール（約16cm）1,080円～
■営 10：00～19：00　■休水曜日　■Ｐ 1台

1,000円以上お買い上げで当店ポイントカードのポイント2倍
※会計時にクーポン提示

小売店

リカーショップ＆コンビニエンスストアー。
美味し～いポプ弁と焼酎及び全国の有名な梅酒の
品揃えが充実しております。また、料飲店様のオープン
のお手伝い配達もしております。生ビールサーバー
無料貸出し中！赤霧島年2回大量入荷。

ポプラ　東東雲店・坂本酒店
さかもとさけてん

典特特典

■￥ ポプ弁350～500円、木内梅酒1.8ℓ3,132円、三岳（みたけ）1.8ℓ2,423円・
900㎖1,312円、七窪1.8ℓ3,300円、とうがらし梅酒1.8ℓ2,597円・720㎖
1,297円　■営 24時間営業　■休無　■Ｐ 5台

焼酎及び梅酒について店頭価格より5％OFF

コンビニ 広島市南区東雲2-7-17
TEL. 082-286-6234

小売店

1947（昭和22）年より　　　　　　　  
コーヒー、紅茶、喫茶材料販売一筋。
創業以来、頑固に守り続けられた味と香り。手作り
による新鮮なコーヒー豆は香りよく、泡立ちが違い
ます。店内に点在する骨董品も一見の価値あり。

カドモト珈琲店
こーひーてん

■￥コーヒー200g 712円～、紅茶225g 756円～
■営 8：00～18：30　■休日・祝日　■Ｐ無

飲料 広島市中区胡町4-8
TEL. 082-241-2877

小売店 キムチハウス　やましろ

漬物 広島市中区鶴見町10-3
TEL. 082-504-6577

大切なのは丁寧に作ること。本格派キムチを
あなたのお店やご家庭で。
韓国から仕入れた素材で、すべて手作りの本格派キムチ
やチャンジャ15種類以上をご用意しております。本場韓国
の味をご堪能ください。
■￥白菜100g：167円、チャンジャ210g：1,080円、タコ
500g：1,404円、イカ500g：1,404円、ゴマの葉1パック
540円　■営 10：00～19：00、日・祝日12：00～17：00
■休不定休　■Ｐ 1台

広島市西区庚午北2-11-18
TEL. 082-208-0877

「ど楽やき」バラを1つプレゼント

■￥ど楽やき195円、上生菓子280円、いろいろ1,080円
■営 9：30～18：30　■休火曜日　■Ｐ 6台

小売店

若き職人達が伝統の技を生かし創りだす
旬の和菓子をお楽しみください。
名物「ど楽やき」や職人技が輝る「上生菓子」など季節
を味わう和菓子をご用意しています。和菓子教室や
和菓子ケーキも大変人気です。

旬月　神楽
しゅんげつ か ぐら

菓子・パン

典特特典

■￥宮島沖産ひじき・わかめ・てん草各500円
■営 10：00～16：00　■休土・日・祝日　■Ｐ 5台

小売店

宮島沖産の天然海藻を天日干し。
天然海藻を採取し、天日干しをしているので風味が
よく、食感があります。

浜辺の工房（梅本総合事務所）
はま  べ　　　こうぼう

乾物 廿日市市梅原2-5-13
TEL. 0829-55-0644

典特特典 店内3,000円以上お買い上げで10％OFF

特典

小売店

広島の特産品である広島菜漬を使った
創作漬物のお店です。
交通科学館のすぐ前にあるお店です。山豊の商品は
全種類揃っています。長楽寺店のみの扱いの「はしっ
こ」は人気商品です。

山豊　長楽寺店
やまとよ

■￥安藝紫竹皮110g・倭竹皮110g 453円
■営 10：00～18：00　■休水曜日、年末年始　■Ｐ 10台

全商品10％OFF

漬物
広島市安佐南区長楽寺2-13-2
TEL. 082-872-3788
http://www.yamatoyo.co.jp

料金形態￥ 営業時間営 定休日休 駐車場 ［クーポン有効期限］  2017年12月31日までP 典特特典26
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