
今月の題字：梅田美佑

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆いっとく新聞 12 月号（第 81 号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆発行  有限会社いっとく
722-0035 広島県尾道市土堂 1-11-16
tel  0848-29-5109 (fax  5209)
e-mail  ittokuhonpo@ittoku-go.com
HP  http://www.ittoku-go.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　平成 29 年（2017 年）12 月 1０日発行 経 営 理 念 ： 喜 ば れ て 喜 ぶ こ と の で き る 笑 顔 の 集 ま る 会 社 で あ ろ う ！ 　 店 舗 理 念 ： 人 場 味 の 絶 え な い 店 創 り で 日 本 を ぶ ち 元 気 に し よ う ！
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年越し営業いたします

年越し営業いたします
鳥徳・あかぼし

鳥徳・あかぼし

いっとく・ばくだん酒場・天下ばしいっとく・ばくだん酒場・天下ばし

新年をみんなでお祝い! ご予約はお早めに!!新年をみんなでお祝い! ご予約はお早めに!!

尾道市十四日元町５-９

0848-37-3730

ベッチャーの胃ぶくろ お一人様　税込３７８０円お一人様　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。

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

穴子しゃぶしゃぶコース

たまがんぞう
0848-29-4109

お一人様　税込３７８０円お一人様　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！

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分ＯＫ尾道市土堂町1-11-16

瀬戸内六穀豚しゃぶしゃぶコース

尾道市西土堂町1-10

いっとく

鶏しゃぶコース

0848-24-1109

お一人様　税込３７８０円お一人様　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！！

上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

こめどこ食堂
0848-36-5333

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。

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ尾道市東御所町5-2

瀬戸内ジビエと広島かきの土鍋ごはんコース

尾道市十四日元町6-14

Ｌｏｃｋ’ｙ
0848-38-1169

お一人様　税込２７００円

尾道の野菜をすりおろし、スパイスとともにマリネしたこだわりのロース
トチキンや注文率９０％を超える一番人気のアヒージョ、ムール貝の白ワ
イン蒸しで出たダシスープで頂く〆のパスタまでロッキーの名物料理をた
くさん楽しめるコースです。

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

0848-36-5109

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。

美肌豆乳と薬膳で心もからだも芯からポカポカあっ
たまる。。。マイルドな薬膳豆乳スープ（白）と旨
辛味噌スープ（赤）の２種類で尾道六穀豚と鶏肉、
旬の野菜をお楽しみください。

上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ尾道市久保1-12-5

米 徳

お一人様　税込３２４０円
上記コース+税込１６２０円
飲み放題　１２０分 ＯＫ

やまねこ

0848-37-6500

084-921-7222
0848-21-5355

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！

尾道市久保1-12-5

鳥 徳

肉鍋コース

薬膳火鍋コース

鳥徳コース

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！‼

084-926-3890

お一人様　税込３５００円
上記コース+税込１５００円
飲み放題　１２０分 ＯＫ福山市宝町3-25

天下ばし

鶏しゃぶコース

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！！

福山市宝町2-19

ばくだん酒場
084-925-8989

お一人様　税込３５００円
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

福山市松永町4-11-14

あかぼし
084-930-4200

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！！

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

福山市笠岡町4-15/朝４時まで営業

尾道市土堂町2-9-33

ぶちくさらぁめん

にぼしらぁめん
670円魚介と豚骨のＷスープ！

根強い人気

12 月 DESEMBER2017年（平成29年）
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天皇誕生日

クリスマスイブ クリスマス

春日部久美子BD

米徳

呼子倫己BD

米徳

寺岡美幸BD

あかぼし

富本広斗BD

あかぼし

おやつ

家族の台所

30

岡野珠緒BD

やまねこ

細間範子BD

本部

児嶋紗樺BD

ベッチャー
いっとく ・ たまがんぞう
ベッチャーの胃ぶくろ
お休み頂きます！

こめどこ食堂
お休み頂きます！
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元旦

鏡開き七草 成人の日
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土井健史BD

たまがんぞう

西国寺火渡り神事

長谷川奏子BD

ばくだん酒場

小川勝也BD

豊田かおりBD

1 月 JANUARY2018年（平成30年）

松浦奈々恵BD
こめどこ

土用丑の日

梅本華奈BD
こめどこ

ばくだん酒場

大晦日3112

本部

堀内祐里BD

いっとく

栗城義徳BD

たまがんぞう
江原由衣BD

ロッキー

いっとく ・ あかぼし
ばくだん ・天下ばし
鳥徳年越し営業！

いっとく ・ ばくだん
天下ばし

元旦営業！

やまねこ ・ おやつ
鳥徳 ・ ヤマネコミル

こめどこ食堂お休み！

ベッチャーの胃ぶくろ
ランチ営業！

ベッチャーの胃ぶくろ
ランチ営業！

ベッチャーの胃ぶくろ
ランチ営業！

ベッチャーの胃ぶくろ
たまがんぞうランチ営業！

ベッチャーの胃ぶくろ
天下ばし

営業致します！
天下ばし

お休み頂きます！

全店営業！
ベッチャーの胃ぶくろ
ランチ営業しております！

全店お休み！

こめどこ食堂ランチ
お休み頂きます。
１８時から営業！

あかぼし ・天下ばし
ベッチャーの胃ぶくろ
お休み頂きます。

ばくだんお休み頂きます。

天下ばしお休み頂きます。

たまがんぞうお休み頂きます。

忘新年会はいっとくで！



こめどこのエースにな

れる様に頑張ります‼ま

ずは時間との勝負‼そし

て忙しさを楽しみます‼

■所属：こめどこ食堂
■名前：高地ひろみ
　hiromi kouchi
■愛称：ひろみちゃん

1番に声を出し、お客さん
を笑顔で迎えて、また来
たいと思ってもらえる接
客をしたいです‼

■所属：こめどこ食堂
■名前：重川美沙希
  misaki shigekawa
■愛称：みさきちゃん

瀬戸内のみかん、「はるか」と同じ
名前のはるかです！福山市民です
が尾道大好き！尾道愛を持ってが
んばります！！

笑顔で明るく元気よ
く！お客様に来て良
かったと思っていただ
けるよう頑張ります！

■所属：米徳
■名前：尾崎僚太
  ryouta ozaki
■愛称：りょうた

Yamaneko
y’kcoL &

X’mas
Party

OPEN：18:30
START ：19:00

Mens：4000yen
Ladies：3000yen

Food & Drink FREE!!

12/24
SUN

information
/0848-21-5355 
/ 0848-38-1169

20 × 20

♥ ♥

遊食楽酒いっとく
720-0032

尾道市西土堂町1-10

０８４８-２４-１１０９

百酒練磨天下ばし
720-0045

福山市宝町3-25

０８４-９２６-３８９０

廻船酒蔵ベッチャーの胃ぶくろ
720-0034

尾道市十四日元町5-9

０８４８-３７-３７３０

やまねこカフェ
720-0033

尾道市土堂町2-9-33

０８４８-２１-５３５５

満天酒家あかぼし
729-0104

福山市松永町4-11-14

０８４-９３０-４２００

豪快鉄板ばくだん酒場
720-0045

福山市宝町2-19

０８４-９２５-８９８９

尾道渡し場たまがんぞう
722-0035

尾道市土堂1-11-16

０８４８-２９-４１０９

おやつとやまねこ
722-0036

尾道市東御所町3-1

０８４８-２３-５０８２

ヴィンテージ酒場ロッキー
722-0036

尾道市十四日元町6-14

０８４８-３８-１１６９

ぶちくさらぁめん本店
720-0044

福山市笠岡町4-15

０８４-９２１-７２２２

やきとり鳥徳
722-0045

尾道市久保1-12-5

０８４８-３７-６５００

こめどこ食堂
722-0036

尾道市東御所町5-2

０８４８-３６-５３３３

ＹＡＭＡＮＥＫＯ ＭＩＬＬ
722-0036

尾道市東御所町5-2

０８４８-３６-５３３１

米徳
722-0045

尾道市久保1-12-5

０８４８-３６-５１０９

マークはいっとくも参加します (゚ ∀ )゚/出店 参加 12月1月イベントのお知らせ

ＹＯＳＳＹの個性的でドリーミーな歌声とカラフルなアレンジのピアノにｉｃｃｈｉｅのハスキーなトランペットをフィーチャーしたオリジナルＰＯＰサウンドを展開！

今年も開催！大人気のやまねこ＆ロッキークリスマスコンパ！プレゼント交換や楽しいイベント盛りだくさん！ご興味のある方はやまねこかロッキーまで！

尾道いっとく、 鳥徳、 松永あかぼし、 福山ばくだん、 天下ばしは３１日大晦日も休まずに営業しております。 みんなで年越しカウントダウンで盛り上がりましょう！

１２月のやまねこの展示は、 森　今日子さんです！ 「未完成の美」 をコンセプトに、 人間の不完全なありのまま
の美しさをレトロポップな色調で表現しています。 ぜひ見に来て下さい！

明けましておめでとうございます。尾道いっとく、福山ばくだん、天下ばしでは元旦も元気に営業します！お席のご予約お待ちしております！

西國寺の新春行事。「紫燈護摩」とは元旦からの護摩の総仕上げにあたる行事で、ヒノキの枝や薪を燃やしその火に護摩木をくべていきます。 その後に火渡り神事が行われ、
まだ火がくすぶる灰の上を１年間の無病息災、 家内安全、 商売繁盛などの願いを込めながら渡ります。 いっとくも参加します！ご興味のある方は一緒に参加しましょう！

９日１０日は全店お休みいただきます。 お間違えのないようお願い致します。

福山にあるＮＡＴＵＲＡＬ　ＭＡＲＫＥＴ　ＩＫＯ　にて、 市場が開催されます。 福山近郊からたくさんの美味しいものが集まります。 安心安全なものをお客様にお届けします。
ａｍ９ ： ００～ｐｍ１２ ： ００まで開催します。

１２月１３日（水）ＹＯＳＳＹ ＬＩＴＴＬＥ ＮＯＩＳＥ ＷＥＡＶＥＲ  ＬＩＶＥ＠やまねこ

１２月２４日（日） やまねこ＆ロッキークリスマスコンパ

１２月３１日（土）大晦日年越しカウントダウン営業

１月１日（月）明けましておめでとうございます！元旦営業

１月８日（月）紫燈護摩（火渡り神事）

１月９日（火）いっとく全店舗お休みさせて頂きます

１月２１日（日）Ｃｉａｏ！ ＩＫＯ Ｍｅｒｃａｔｏ

takahisa kawano川野隆久たまがんぞう
takahisa kawano川野隆久

１位

たまがんぞう

shinya miura三浦晋哉ロッキー
shinya miura三浦晋哉

１位

ロッキー
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TANBO 2018

10 月ＭＶＰ賞

言葉は少ないですが的確なアドバイス、状況判断さす

がです。これからもよろしくお願いします！/ハロウィ

ンコンパお疲れ様でした！写真でみるだけで楽しさが

伝わってきました！休みの日も色々動いててお疲れ様

です！ /いっとく BBQありがとうございました！企画、

段取り、肉焼きとやって頂き楽しい時間を過ごせまし

た。ありがとうござます！

日本酒祭りで存在感を示した川野氏で！あまり目立つ

事をしてる訳ではないけれど、ココ数ヶ月の実績をみ

ても凄いっ。そんな背中で語る姿に。/日本酒祭りお

疲れ様でした！やっぱり尾道の諸葛亮孔明です！ /日

本酒祭りすごかった。来年も楽しみ。/今までで、最

高の日本酒祭り‼陰ながらの段取りお疲れ様でした‼

小田さん

現・横浜ベイスターズ

エスコバー

元・日本ハムファイターズ

エスコバー

広島カープ

中﨑翔太

ばくだん東洋

瀬尾優太

元・Ｂレッドソックス

エスコバー

カラビー
辛沢シゲキ

いっとく大将
山根浩揮

某国最高指導者

○○○

いっとく万歳

安保千拡

スキップできないアナウンサー

川田 裕美

いっとくストッパー

塩崎泰也

ベッチャーの胃ぶくろ中継ぎ

塩崎泰也

俳優

八嶋 智人

いっとく専務

岡野賢吾

ばくだん酒場先発

塩崎泰也

ANZEN漫才

みやぞん

天下ばし

篠原諒
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税込 ２１、６００円

予約締切１２月１７日（日）

引渡し日 １２月３１日（日）

ご注文 ・お問い合わせ

こめどこ食堂

0848-36-5333
広島県尾道市東御所町 5-2

ご予約
は１２月１７日まで

限定
1 羽or

ハーフ

地元の野菜をたっぷり使用した特製ダレにつけ、ひと晩じっく
り寝かしオーブンで鶏油をかけながらジューシーに焼き上げた
いっとくオリジナル『クリスマスチキン』です。やわらかく仕
上げていますのでご家族みな様でお召し上がり頂けます。ご注
文頂きましたお客様には皮まで安心安全な因島産「国産レモン」
をプレゼント！
チキンにギュギュ～ッと搾って召し上がれ！！

ご予約はいっとく全店で承っております。
ご予約締切は１２月 1７日（日）１７時までとさせていただきます。

２０００円

約 1.2ｋ2 ～３人前

( 税込 )１羽

１０００円

約 0.6ｋ1 ～ 2 人前

( 税込 )ハーフ

帰り道スキップする
おやまのカフェ店長

豊田かおり

かってに

世の中、自分に似ている人が３人いるとかいないとか…

このコーナーでは本人の承諾なしで勝手に似てる判定を

行います。

9 月ＭＶＰ賞

造
酒
熊
生

ん
さ

2
0
18

動
始
ぼ
ん
田

Wishing you much success 
and wishing the company growth 

■所属：こめどこ食堂
■名前：塩出晴果
  haruka shiode
■愛称：はるかちゃん

たくさんの人に顔を覚
えてもらう！頑張って
いきます！よろしくお
願いします。

  ■所属：おやつとやまねこ
  ■名前：藤原美香
　   mika fujiwara
　■愛称：みかちゃん


