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申し訳ございませんが、たまがんぞう・あかぼし以外の店舗は専用駐車場を備えておりませんので、お車でお越しの際は周辺の有料駐車場へお願い致します。
未成年者の飲酒、飲酒運転は法律で固く禁じられています 。タクシー・代行等、お呼びいたしますのでお気軽にお伝えください 。
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いっとく

たまがんぞう

ベッチャーの胃ぶくろ
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米徳

鳥徳

こめどこ食堂（２Ｆ）

 YAMANEKO MILL（１Ｆ）

0848-24-1109

0848-29-4109

0848-37-3730

0848-38-1169

0848-36-5109

0848-37-6500

0848-36-5333

0848-36-5331

やまねこ

天下ばし

ばくだん酒場

あかぼし

ぶちくさらぁめん

おやつとやまねこ

0848-21-5355

084-926-3890

084-925-8989

084-930-4200

084-921-7222

0848-23-5082
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営業時間：１７：００～２５：００
定休日：月曜日/駐車場なし
最大宴会人数３０名 尾道市西土堂町1-10

0848-24-1109
尾道市十四日元町５-９
0848-37-3730

尾道駅裏徒歩30秒の位置にある創業17年の鉄板居酒屋『遊食楽酒いっとく』です。レトロ感たっぷりのどこか
懐かしい雰囲気の尾道の夜を満喫して下さい。

築140年の明治時代に建てられた木造建物をリニューアルした趣のあるレトロな雰囲気の店内へ一歩足を踏み
込めば、そこはベッチャーの胃ぶくろの中！？威勢の良いスタッフがお出迎えいたします。

いっとく
遊食楽酒

尾道渡し場たまがんぞうは尾道水道を望むロケーションと地物中心の新鮮魚介、生産者さんの顔が見えるお野菜
を中心としたメニューが売りのレンガ造りが目印の4階建ての居酒屋です。

店内には100年前のマンチェスターで使われていた螺旋階段があり、所狭しとコレクターアイテムが並んでいる
ちょっと大人な社交場。名物のローストチキンやタパス、樽ウィスキーなど他では味わえないお酒をお楽しみ下さい。

ベッチャーの胃ぶくろ
廻船酒蔵 営業時間：１７：００～２４：００

日祝：１１：３０～１４：００、１７：００～２２：００
定休日：火曜日/駐車場なし/個室有
最大宴会人数２５名/日祝限定ランチ
（ラーメン）してます！

営業時間：１７：００～２６：００
日祝：１６：００～２４：００
定休日：火曜日/駐車場なし
個室有/最大宴会人数２０名尾道市土堂町1-11-16

0848-29-4109
尾道市十四日元町6-14
0848-38-1169たまがんぞう

尾道渡し場

Ｌｏｃｋ’ｙ
ヴィンテージ酒場営業時間：１７：００～２４：００

日：１１：３０～１４：００、１７：００～２２：００
定休日：月曜日/駐車場有/個室有
最大宴会人数3５名/日曜限定ランチ

鶏しゃぶコース

豆乳チゲ鍋コース

お一人様　税込３５００円

自家製鶏ガラスープに新鮮鷄胸肉を
しゃぶしゃぶっと！尾道名産のワケギ
と一緒にいかがです？？もちろん〆は
こまつ屋さんの麺であっさり醤油ラー
メンで決まり！！

前菜５種 /刺盛５種 / サラダ / 鶏しゃぶ
揚げ物 /焼き物 /〆のラーメン or 雑炊

前菜３種 /刺盛３種 / サラダ / 豆乳チゲ鍋 /揚げ物
〆のラーメン or 雑炊

上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

穴子しゃぶしゃぶコース

お一人様　税込３７８０円

お刺身でも召し上がって頂ける新鮮な
穴子をあっさり昆布だしでかる～く
しゃぶしゃぶして、オリジナルの八朔
ポン酢で食べれば口いっぱいに瀬戸内
の味がひろがります。周りはふわっふわ、
中はコリコリな穴子のしゃぶしゃぶは

当店イチオシのコースです。

前菜盛合せ /お造り盛合せ /サラダ / 焼き物
穴子しゃぶ /穴子の出汁たっぷり〆の雑炊
※仕入れ状況により内容の異なる場合もございます。
　お電話にてご確認下さい。

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

瀬戸内六穀豚
しゃぶしゃぶコース

お一人様　税込３３８０円

世羅産の「瀬戸内六穀豚」と40年以上
続く「まんぷく寿司」のそばつゆで頂く
しゃぶしゃぶをメインに、肉・魚・野菜
をバランスよく楽しめるコースです。
１年の締めくくり＆始まりはぜひ、
たまがんぞうへ！

小鉢/刺盛 / サラダ / 揚物（地魚の唐揚）/自家製手ごねつくね
瀬戸内六穀豚のしゃぶしゃぶ /〆のラーメン
※仕入れ状況により内容の異なる場合もございます。
　お電話にてご確認下さい。

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

名物料理たっぷりコース

ロッキー肉盛りコース

お一人様　税込３３８０円

ガッツリお肉を食べたい方は是非！！
メインの肉盛りはボリューム満点！！
他にも馬肉のカルパッチョや、ハモン
セラーノなどロッキーらしさを味わえ
る満足コースです！

お一人様　税込２７００円

お一人様　税込３０００円

ＴＡＰＡＳ盛り /生ハム盛り/本日のサラダ or カルパッチョ
きまぐれアヒージョ（バケット付き）/活ムール貝白ワイン蒸し
ローストチキンと旬野菜 /〆のパスタ

前菜盛り合わせ /生ハムてんこ盛り /馬肉のカルパッチョ
砂ズリのアヒージョ&バケット / ガッツリ肉盛り
〆のリゾット or パスタ

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ
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肉鍋コース

営業時間：１８：００～２４：００
定休日：火曜日/駐車場なし/個室なし
最大宴会人数１２名/お一人様歓迎！
お持ちかえりできます！

尾道市久保1-12-5
0848-36-5109

楽しいパーティーをやまねこで！

尾道・新開の入口にある大衆酒処です。昔ながらの雰囲気でおもてなしします。ふらっと寄って立ち飲みも良し、
テーブル席で名物肉鍋をガッツリいくも良し！お隣店舗の鳥徳の焼鳥も出前可能です！

尾道のディープな繁華街、新開に35年続いた焼鳥専門店です。片寄せあうカウンター席で隣同士
になったのも何かのご縁。お一人様もご家族もお気軽にご利用頂けます。

お米と発酵をテーマとし『心もからだも満たされる味』と、地元の旬の食材をたっぷり使ったおばんざいを
中心としたお店です。生産者様の想いをお客様へ…人と人の繋がりを大切にし、心の温まる暖かいお店です。

尾道海岸通りにある赤いテントが目印です。地元に根付いた温かみのある雰囲気を大切にし、小さな
お子様連れのご家族や観光の方までゆっくりと過ごしていただけるお店づくりをしています。

お一人様　税込２８８０円

今、尾道で噂の！？米徳特製肉鍋！
牛・豚・鶏、全部入って旨味がぎっし
りつまった贅沢な逸品です。更にお好み
の薬味であなた好みの肉鍋に七変化！
〆のラーメンはこまつ屋さんの生めん
で最後までお楽しみ頂けます。

小鉢4～5品 / 肉鍋 / 追加の具 /〆のラーメン

鳥徳コース

お一人様　税込２５００円

お友達同士で気の合う仲間で、小宴会
なら鳥徳はいかがですか？鳥徳はカウ
ンター10名、小上がり席4名の小さな
お店です。先代さんからのタレを引き
継いだやきとりを中心に、鶏ガラでと
ったスープをベースに豆腐と手羽先、
じゃがバターや、鶏めし…など一例。
お酒も含めてご予算・内容はお気軽に
堀田までどうぞ！色々話して決めませ
んか？よろしくお願いします！

じゃがバター /鶏鍋 / やきとり５本 /鶏めし

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

米徳
大衆酒処

営業時間：１７：３０～２６：００
定休日：月曜日/最大宴会人数２８名
駐車場なし/個室なし/立ち呑み席有 尾道市東御所町5-2

0848-36-5333こめどこ食堂
営業時間：１１：００～１４：００、
18：00～23：00/定休日：月曜日
駐車場なし/個室なし
最大宴会人数30名

尾道市土堂町2-9-33
0848-21-5355やまねこ 営業時間：１１：３０～２２：００

定休日：月曜日/駐車場なし
個室なし/最大宴会人数２0名尾道市久保1-12-5

0848-37-6500鳥徳
串やきとり

瀬戸内ジビエと広島
かきの土鍋ごはんコース

お一人様　税込４３２０円

尾道の有機醤油や熟成酢、府中のお味
噌や鞆の浦の本みりんなど、厳選した
地元の体に優しく美味しい調味料にこ
だわってます。前菜には手作りおばん
ざい、メインには瀬戸田のししガール
が作る貴重な猪のソーセージ、〆には
こめどこならではの土鍋の炊き込み

ごはんを堪能して下さい。

前菜 /自家製ローストビーフ＆ローストチキン＆
猪肉のソーセージ /土鍋の炊き込み御飯

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

やまねこパーティープラン
お一人様税込２７００円～

飲み放題１２０分で税込１６２０円に
て承っております。お料理の内容
など、お気軽にご相談ください！
２０名様から貸切もお受けいたし
ますので、歓送迎会はもちろん、
同窓会や結婚式の２次会などお
気軽にご相談ください。

マイクやプロジェクターの
無料貸出も承ります。

・日替わりおかず・野菜の小鉢 2 品
・ご飯・お味噌汁・ドリンク

あつあつ

ジューシィ！

和牛の旨味を

ギューっと

味わって

動物性の食材を使用していないベジランチ！

和牛

ハンバーグ

セット

和牛のデミグラス煮込みハンバーグ
ご飯＆お味噌汁 ｏｒ パン＆スープ
サラダ　ドリンクおやさいランチ 税込 918 円

Vegan lunch

和牛ハンバーグセット 
Hamburger set 税込２０５２円

Lunch

Dinner

やまねこでは店内に写真
や絵の展示をしたい方募
集しています。お気軽に
お問い合わせ下さい！

コースでも人気のやま
ねこのチーズフォン

デュは予約なしでいつ
でも食べれます。みん
なで楽しくシェア！
/2名様分 税込1944円

展示作品募集中！ 大人気のフォンデュを囲もう
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営業時間：１７：００～２５：００
定休日：火曜日/駐車場なし
最大宴会人数３０名 福山市宝町3-25

084-926-3890
福山市松永町4-11-14
084-930-4200

福山駅からほど近い場所にある天下ばしは豚料理がオススメのお店です。蒸籠蒸し、やきとんなどヘルシーな
豚料理をお楽しみ頂けます。

松永駅を南口におりて頂くとすぐにある炉端居酒屋です。表のけむり席はワイワイ、裏のかくれ家はしっとりと
した空間になっています。旬の鮮魚や炉端の楽しめるお店です。

天下ばし
百酒錬磨

福山1号店。豪快な鉄板料理とモツ鍋が人気の活気と元気いっぱいのお店です。焼酎の種類も豊富で料理との
相性抜群！福山の夜はばくだん酒場へ。

福山で深夜４時まで気合いで営業しているらーめん屋です。呑み会帰りの一杯は格別！
自慢のとんこつラーメンをどうぞ。

あかぼし
満天酒家

営業時間：１９：００～翌４：００
定休日：火曜日/駐車場なし
ご宴会のお帰りの〆のらぁめん
お待ちしています！福山市宝町2-19

084-925-8989
福山市笠岡町4-15
084-921-7222ばくだん酒場

豪快鉄板

ぶちくさらぁめん
営業時間：１７：００～２５：００
定休日：月曜日/駐車場なし
個室なし/最大宴会人数３０名
カープ中継してます！

営業時間：１７：００～２５：００
定休日：月曜日/駐車場有
個室有/最大宴会人数４０名
カープ中継してます！

鶏しゃぶコース

蒸籠蒸しコース

お一人様　税込３５００円

鶏ガラから本気で作った出汁で食べる
水炊きと、新鮮な朝引き鶏のしゃぶ
しゃぶを自慢の手作りポン酢でどうぞ。
〆の塩ラーメンはまさに絶品です！‼

前菜 5種盛り / 天下の刺盛 5種 / 水炊き鶏しゃぶ鍋
黒毛和牛の炭火焼 /〆の塩ラーメン

お一人様　税込３０００円

もつ鍋コース
お一人様　税込３０００円

刺盛/前菜 / 焼物 / モツ鍋 / 揚げ物 / 追加の具 /〆の雑炊 or ラーメン

上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

いきなりしゃぶしゃぶコース

あかぼし満点コース

お一人様　税込３５００円

特選牛と瀬戸内六穀豚のＷしゃぶしゃ
ぶ！冷えた身体をまずは最初にあった
かお鍋で温めてスタート！みんなで
ワイワイ盛り上がる事間違いなし！！

特選牛と六穀豚のしゃぶしゃぶ /刺盛 / サラダ
揚げ物 /逸品 /〆の雑炊

お一人様　税込３０００円
肉炊き鍋 /刺盛 / サラダ / 煮物 / 揚げ物 / 逸品
〆の雑炊　※鍋なしにも出来ます。お気軽にコースの内容
　　　　　　　　などご相談下さい。

上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

塩ちゃんこ鍋コース

お一人様　税込３５００円

冬来たる。今宵の鍋は塩ちゃんこ鍋で
決まりでしょ！具だくさんはもちろん、
一癖ある親鳥の鶏ガラをじっくりコト
コト煮込むと美味ゃ～ダシが出るんす
よ。元ラーメン屋の店主にかかればそ
のスープは横綱級。ドスコイ！お腹も
心も賑やかなコースです。ご宴会はば
くだん酒場で！！

刺盛 /前菜 / 塩ちゃんこ鍋 /牛ステーキ /揚げ物 /〆のうどん

上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

醤油
炒飯

570円餃子ネギ盛
「深夜に麺は重いけどサラっと食
べたい」そんな声にお応えして！

らぁめん
豆腐

410円6ケ
シャキシャキねぎと餃子がマッチ！

530円

にぼしらぁめん
670円魚介と豚骨のＷスープ！

根強い人気

前菜盛合せ /刺盛 / 蒸籠蒸し / 自慢の焼き物
自慢の揚げ物 /〆のごはんもの
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