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0848-37-6500
尾道市久保1-12-5　火曜休 18:00~24:00

鳥徳へようこそ鳥徳へようこそ

お気軽に
　お越しください！！ 

気の合う仲間と少人数の宴も

ビールはもちろん、レモン、ライム

瀬戸内氷サワーや、芋焼酎と、

先代さんから引き継がれたタレの

やきとりをどうぞ！

気の合う仲間と少人数の宴も

ビールはもちろん、レモン、ライム

瀬戸内氷サワーや、芋焼酎と、

先代さんから引き継がれたタレの

やきとりをどうぞ！

お一人様大歓迎！お一人様大歓迎！お一人様大歓迎！お一人様大歓迎！
！！！！

お気軽に
　お越しください！！ お気軽に
　お越しください！！ 

米 徳

肉 鍋コース

上記コース+飲み放題120分
　　　　　　　 1620円(税込)

小鉢4~5品/肉鍋/追加の具/〆のラーメン

お一人様2880円(税込)

まるでお肉のテーマパークや～！

牛・豚・鶏、全部入って旨味がじゅわ～っと

広がります。更にお好みの薬味であなた好み

に七変化！最後までおいしく召し上がれ♪

0848-36-5109
尾道市久保1-12-5　月曜休

17：30~翌2：00 5

煮込み
540円(税込)

汁までうまい!!

　 みんな大好き!

米徳

名物

こめどこ食堂

一度食べたら忘れられない！
炊き立てホクホクの尾道ブランド米と瀬戸内
魚の土鍋ごはんは絶品！梶谷農園さんの
香り豊かな野菜や府中味噌、瀬戸内の鮮魚
など全ての素材にこだわり抜いた、身体に優しく
美味しいコース内容です！！

0848-36-5333
尾道市東御所町5-2　月曜休
11:00~14:00　18:00~23:00 7

鶏の塩麹レモン焼きと
　　　地魚の柚庵焼きコース

上記コース+飲み放題120分
　　　　　　　1620円(税込)

おばんざい盛り合わせ/鮮魚のカルパッチョ/米粉と豆乳の味噌グラタン/牡蠣発酵バター/朝引き鶏の塩麹レモン焼き/地魚の柚庵焼き/炊き込みご飯/デザート
お一人様4320円(税込) 土鍋ごはん

１382円

土鍋で丁寧に炊く
もっちりとした甘いご飯と

瀬戸内鮮魚の魅惑のコラボ

(税込)

美肌豆乳と薬膳で食べてキレイになる！
１つの鍋で２種類の味が楽しめる！「マイ
ルドな薬膳豆乳スープ（白）」と「旨辛味噌
スープ（赤）」で尾道六穀豚と旬の野菜を
楽しんで♪

薬膳火鍋コース

上記コース+飲み放題120分
　　　　　　　 1620円(税込)

季節のサラダ/殻付きカキのタルタルチーズ焼き/
薬膳火鍋/〆の雑炊と玄米麺

その他、2700円(税込)

からパーティープラン承ります！！

お一人様3240円(税込)

和牛デミグラス煮込み
ハンバーグセット

和牛デミグラス煮込み
ハンバーグセット

2052円

煮込んで
うま味たっぷり！！

サラダ・ご飯・お味噌汁・ドリンク付

やまねこ
0848-21-5355
尾道市土堂2-9-33　月曜休

11：30~22：00 8

じっくり
　ト　トコ コ

(税込)

ガッツ
みさき

ゆか

ホ
ー
リ
ー
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天下ばし

まるでお肉のスカイツリーや～！
スペシャル調合されたピリ辛味噌スープに
朝引き鶏・国産牛ロース・黒豚ロースで
目もお口もうれしいタワーを築きます。

084-926-3890
福山市宝町3-25　火曜休

17：00~翌1：00 9

天下特製肉鍋コース

120分飲み放題付

前菜箱盛り5種/刺盛り4種/特製肉鍋/
カキフライ/追加の具/〆のラーメン

お一人様5000円(税込)

天下の蒸籠蒸しコース※飲み放題付

5000円(税込)もございます！！

天下ばしとは切り離せない．．．

「おいしいアイツ」。「おいしいアイツ」。
素材にこだわり
　　旨味が凝縮された

黒豚と旬菜
小/95０円（税込）

大/１706円（税込）

ばくだん酒場

モツとモツのせめぎ合い…そう！真冬の熱湯
甲子園。ぷりっぷりでセクシーな国産モツを
使用。お口の中での乱打戦！そこからの場外
ホームラン！ほんま美味いけん食べに来て～！！
じゃんじゃんバリバリやっております！
是非っ！一度！お越しください！！

084-925-8989
福山市宝町2-19　月曜休

17：00~翌1：00 10

選べる！
三種のもつ鍋コース
醤油　辛味噌　白味噌

上記よりお好きな味をお選びください

飲み放題120分付

前菜盛/お造り/菜物/お鍋/追加具/揚物/〆物
お一人様4500円(税込)

王道ギョーザ。王道ギョーザ。

４53円(税込)

上原商店直伝の

デートにはこれ　

ニンニク入り(笑)
！？

あ　　ぼし

あかぼし

満天肉炊きコース

上記コース+飲み放題120分　　　　　　　 1500円(税込)

お造り盛合せ/サラダ/揚物/本日の逸品/肉炊き鍋/〆の雑炊/デザートor 水菓子
お一人様3000円(税込)

新鮮！シャッキシャキのキャベツを「瀬戸内

六穀豚」で包み、「島根県産藻塩」を使用し

た自家製塩ダレでしゃぶしゃぶ～っとどうぞ！

藻塩でグレードアップされた豚肉の旨味が

お口の中でＢｉｇ ｂａｎｇを引き起こします。

084-930-4200
福山市松永町4-11-14　月曜休

17：00~翌1：00 11

けむりモクモク♪
あかぼしと言えば
炭火で丁寧に焼く

炉端焼き。
カウンターで気軽に

楽しめるのも魅力！

炉端焼き各種炉端焼き各種
194円～

（税込）

12
084-921-7222福山市笠岡町4-15　火曜休19：00~翌4：00

670円
(税込)

ぶちくさといえば塩とんこつ！まろやかでコクのある
豚骨スープを塩タレで仕上げました。

570
410
6ケ
410
6ケ

福山で深夜４時まで気合で営業しているラーメン屋です！飲み会の帰りの一杯は格別!!福山で深夜４時まで気合で営業しているラーメン屋です！飲み会の帰りの一杯は格別!!

自慢のとんこつラーメン

をどうぞ！自慢のとんこつラーメン

をどうぞ！

円
(税込)

円
(税込)

カ
ツ

りな
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ん
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バスが迎えに
来てくれる！

マイクロバスで送迎いたします。お気軽にお問合せください

要予約 ご宴会 １０名様より
ご利用可能

28
人
乗
り

送迎場所は原則一カ所とさせていただきます         

有料道路の通行料金はお客様ご負担となります           

ご予約順に承りますので、お早めにご連絡ください

送迎バスご利用は１０名様以上、コースご予約のお客様に限ります

尾道駅

松永駅

たまがんぞう
尾道市土堂町 1-11-16

0848-29-4109

いっとく
尾道市西土堂町 1-10

0848-24-1109

あかぼし
福山市松永町 4-11-14

084-930-4200

こめどこ食堂
尾道市東御所町 5-2

0848-36-5333

やまねこ
尾道市土堂町 2-9-33

0848-21-5355

ベッチャーの胃ぶくろ
尾道市十四日元町 5-9

0848-37-3730

尾道市十四日元町 6-14

0848-38-1169

Ｌｏｃｋ’ｙ- ロッキー -

米徳
尾道市久保１丁目 12-5

0848-36-5109

え！？

送迎バスご利用は１０名様以上、コースご予約のお客様に限ります

無料で
タ ダ

open:９：00～19：00　holiday/monday address: 広島県尾道市東御所町 5-2  tel：0848-36-5331 mail：kome-mill@ittoku-go.com

オンラインショップはコチラ
お電話でも承ります。

尾道プリンと焼き菓子の

ギフトセットはいかが？

+
焼菓子
入り
ＢＯＸ

地方発送も承ります

のし代

+５４円（税込）GiftSet

ご予算に応じてプレゼントや内祝、結婚引出物 etc 各種ご予約承ります。お気軽にご相談ください。のしやラッピングなども承ります。

おといあわせ０８４８-２３-５０８２

おやつとやまねこ一番人気の瀬戸内レモンシロップ添え

の「尾道プリン」と国産小麦１００％、ナッツやフルーツを

たっぷり使用し、素材の味を楽しんでいただける「焼き菓子」のセットです。

（税込３６７２）

　
ＳＥＴ￥３４００

（税込１６２０）

￥１５００ＳＥＴ

open:10：00～19：00　holiday/ 月曜日（祝日の場合翌火曜日） address: 広島県尾道市東御所町3-1

　小さな町の

　小さなお店でつくる 

心にもからだにも「や・さ・し・

い」やまねこ印の「尾道プリン」

をお届けします。

スタッフみんなで

一つ一つ手作りでつくっ

たプリンと焼き菓子を用意

しております。

お店にもぜひ遊びに来て

下さい。

Let’s take a coffee break!!
ゆっくり珈琲を淹れてホッと一息つく時間を…

ALL 100ｇ 648円(TAX IN)

DAR
K BL

END

LIGH
T BL

END

GUA
TEM
ALA

少し休憩。。
　素敵なお茶の時間はいかが？？

ヤマネコミルの味をおうちでも楽

しめるよう珈琲豆の量り売りをし

ています。種類は全部で３種類。

コクのあるやわらかな苦みのダー

クブレンド、すっきりした酸味の

あるライトブレンド、酸味と苦み

のバランスがとれたグァテマラ。

おうちでホッと一息…素敵なブレ

イクタイムはいかがですか？　

詳しくは尾道屋形船いっとく丸で検索
※系列店の満天酒家あかぼしに繋がります

084-930-4200

尾道屋形船いっとく丸

営 業
時 間

12：00～0：00の間の
2～3時間
（ご予約に合わせて出港）

予 約
方 法

出港予定の6カ月前から、
5日前までにお電話にて承ります。
月～木：10名様～36名様
金土日祝：15名様～36名様

●人数、お時間その他ご不明点がありましたらご相談下さい。

●飲み放題はすべて料金に含まれております。

● 5日前に人数確定、当日の人数変更（減員）の場合、キャンセル料を 1人 50％いただきます。（すべて税込価格）

不定休休 日

屋形船料金一覧

最小催行人員

コース 3時間 2時間

平　日 10名様～ 平　日 10名様～

金土日 15名様～ 金土日 15名様～

10,000 円 7,000 円

4,500 円 4,500 円

3,500 円 3,500 円

1,500 円 1,500 円

無料 無料

大人

中高生

小学生

未就学児（飲み放題のみ）

3歳未満

[ご利用コースをお選びください]

尾道 屋形船

いっとく丸
尾道 屋形船

いっとく丸
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