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尾道市や尾道市周辺で獲れ
た地魚を積極的に提供して
いるお店を、尾道季節の地魚
の店連絡協議会が「尾道季
節の地魚の店」として認定し
ました。（今年度新たに9店舗
を追加。合計51店舗。）地魚な
らではの新鮮な美味しさを
是非ご堪能ください。
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尾道の
美味しい地

魚を召し上がれ!

西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）

中田美術館
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尾道市御調町大田47-1
☎0848－76－0272

［休］水曜日  ［席］50席  
［営］11：00～14：00　17：00～21：00

道の駅「クロスロードみつぎ」より徒歩１分

和 食

タチウオみつ編み焼
骨がないから食べやすい 1,200円

当店では、旬の新鮮
な地魚を提供してい
ます。一品料理・会
席料理・各種定食・
寿司など素材の味
を活かした料理を提
供することを心がけ
ています。是非ご堪
能ください。

P 宴会カ

宮さん
みや

和食処四季亭（尾道国際ホテル内）

P 宴会カ貸切個室

し　　き　　てい
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尾道市新浜1-13-6
☎0848－25－5931（代）
［営］7：00～21：30 ［休］なし  ［席］100席  
［HP］http://www.kokusai-hotel.com
 
JR尾道駅より西へ車で3分・おのみちバス西行尾道国際ホテル前下車

四季折々の地魚が泳ぐ大生簀がある料理店

和 食

尾道おひつ
穴子ひつまぶし、薬味、とろろ芋、
お茶出し、香の物、吸物

2,376円（税込）

四季折々の地魚を新鮮に提供する生簀を備えています。一
品料理、会席料理、各種定食、寿司など素材の味を活かした

料理を提供いたします。お
すすめは穴子を使った穴
子ひつまぶし御膳「尾道お
ひつ」。尾道ならではのひ
つまぶしをご堪能ください。

お食事処みつぎ（天然温泉尾道ふれあいの里内）

P 宴会 貸切 個室
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尾道市御調町高尾1369
☎0848－77－0177
［営］11：00～14：00、17：00～21：00（LO 20：45）［休］なし  ［席］80席  
［HP］http://onomichi-radon-onsen.co.jp/ 
 
尾道北ＩＣから車で10分 

山々に囲まれた自然の中、新鮮食材でおもてなし

和食・洋食

地魚の刺身盛り合せ

和食中心のメニューで
季節の食材をふんだ
んに使用し、ランチや
会席料理など幅広くリ
ーズナブルな価格で料
理を提供しています。

市場にてその日に水揚げされた地魚を使
用し、新鮮そのままをお客様にご提供い
たします。 1,350円（税込）

尾道季節の地魚の店連絡協議会　☎0848－38－9478

●詳しくはホームページをご覧ください。

《お問い合わせ先》

尾道　地魚の店 検索

http://onomichi-matsuri.jp/jizakana/ 

気にな
るお店を地

図の番号で確認!



［HP］ホームページー［営］営業時間［休］休業日［席］ 席数

 

個室宴会ランチ 宴会P カ 貸切駐車場有 カウンター 貸切 個室3 4●気になるお店を1・2ページの地図の番号で確認 !

JR尾道駅より海岸通り徒歩3分

しみず食堂 和 食

当店では、旬の新鮮な地魚
を提供しています。素朴な
味を活かした、昔ながらの
めしやとして、誰でも気軽に
食べれるように心がけてい
ます。
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尾道市東御所町60-8
☎0848－23－5283
［営］9：00～19：00
［休］水曜日  ［席］15席  

尾道の地魚にこだわった料理店です。

たこ天、キス天プラ・から揚げ
500円から

JR尾道駅より東へ徒歩３分

かけはし郷土味

P 宴会カ貸切個室

11

尾道市東御所町3－12
☎0848－24－3477
［営］11：30～14：00　17：30～22：00
［休］月曜日、火曜日の昼  ［席］37席 

尾道の「おいしい」は、
尾道の「やさしい」でできています。

和 食

うす造里
天然地魚を薄造里にします。向島産の橙で
作ったポン酢で。（使用する地魚による）

特別な日、大事な人とのかけがえ
のない時間。私たちは、それを日本
料理で支えたいと思っています。
未だ至らぬ料理店ではございま
すが、努力を惜しまず、精進してま
いります。日常を忘れ、瀬戸内の四
季をごゆっくりと堪能してください。

［休］月曜日  ［席］87席  

P 宴会カ個室

たまがんぞう尾道
渡し場14

でべらの干物
店舗名の由来となっ
た、でべら「たまが
んぞうびらめ」を七
輪で炙ります。

尾道市土堂1－11－16
☎0848－29－4109
［営］ランチ11：30～14：00（日・祝のみ）　火～土17：00～24：00　日17：00～22：00
［HP］http://www.ittoku-go.com
 
 ＪＲ尾道駅より海岸通り徒歩３分

当店では、名物料理「穴子のひつま
ぶし」や、店名の由来となる「でべら
の干物」（たまがんぞうびらめ）を中心
に、地魚を使った多彩なメニューを提
供させて頂いております。

尾道水道を眺めながら、
新鮮な地魚を味わえる居酒屋です。

居酒屋

324円

新しい食材や料理法を取
り入れ、日本の食文化・四
季を大切に真心こめて表
現いたします。笑顔がつ
ながる、だんらん、感謝の
こころと思いやり。

12 こめどこ食堂

宴会貸切カ

和 食

尾道市東御所町5－2
☎0848-36-5333
［営］11：00～14：00（LO 13:30）  夜18：00～23：00（LO 22:30）

JR尾道駅より徒歩3分［休］月曜日  ［席］42席  

梶谷農園さんのベビーリーフと
尾道地魚のカルパッチョ
サラダ仕立て

980円

味の濃いベビーリーフと地魚や色どりの良いやさいや
食養花でかざった女性に大人気のカルパッチョサラ
ダ仕立て

どこか懐かしい味

P 宴会カ
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尾道市土堂1－16－6
☎0848－23－2722

［休］水曜日  ［席］16席 
［営］11：00～14：00　17：00～21：00 

JR尾道駅より海岸通り徒歩10分

和 食

当店では、季節の魚
を提供し、尾道水道
を眺めながら食事を
提供しています。

真
しん

刺身盛合せ
タイ・ヒラメ・タコ・イカアジ・ギザミ
等を使った季節の魚の刺身盛合せ

1,200円

和み処

寿 司天狗寿司

P カ貸切

てん   ぐ     ず     し
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尾道市土堂1－4－14
☎0848－22－4608
［営］11：00～14：00　15：00～19：00 ［休］木曜日  ［席］27席 
JR尾道駅より商店街へ徒歩10分

伝統の味と旬の味、寿司専門店です。

箱巻盛合せ

創業明治十二年、箱寿司
と巻寿司は代々受け継が
れてきた当店自慢の味で
す。また、にぎり寿司は旬
の新鮮な地魚を取り揃え
ております。ぜひご堪能く
ださい。

香ばしい焼きアナゴとエビのおぼろの押し
寿司とアナゴ、アサリ等、7種類の具が入っ
た巻寿司の盛り合せ 1,220円

かき左右衛門

P 宴会カ貸切個室

　ざ　　　　え　　もん
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尾道市土堂2－9－20
☎0848－38－7871
［営］11：30～14：00　17：30～22：00　日曜日17：00～21：00
［休］火曜日（祝日の場合は翌日）  ［席］60席  

［HP］http://kakizaemon.com

JR尾道駅より海岸通り徒歩12分 尾道市役所より徒歩2分

瀬戸内の新鮮な魚が食べられるお店です。

和 食

尾道海鮮丼
瀬戸内の白身魚を使用した海鮮丼です。
ご飯は白飯と酢飯が選べます。
980円（ランチ）／1,260円（ディナー）

大正時代のレトロな空間で食事
を満喫してください。最大60名ま
で入れます。
座敷席もございます。

コラッジオ

P 宴会

イタリアン8

尾道市三軒家町3-1
☎0848－22－2027
［営］11：00～14：30　17：00～22：00 ［休］無休  ［席］30席  
JR尾道駅北口より西へ50m

迷ったらここ！こだわりの技がツウもうならせます。
スーパーシェフ健在！

魚貝類のペペロンチーノ

1,350円

この道30年になりました。
プロの熟練した技がツウ
もうならせます。イタリア
料理って本当に楽しい。

具だくさんな魚貝類と青森産のにんにくで
炒めた海の香りがするスパゲティです。

JR尾道駅より徒歩20分

千光寺山荘

P 宴会 個室

せん　こう　　じ　　さん　そう
旅 館

尾道の地魚を使った和風
会席料理と尾道の風景を
たのしめる宿です。

9

尾道市西土堂町15－20
☎0848－22－7168
［営］7：00～22：00 
［HP］http://www.senkojisanso.com

［休］なし  ［席］客室数24

旬の料理と尾道一の眺望を満喫できる宿

尾道名物オコゼ唐揚付
ミニ会席（6品）

5,400円（税込）

尾道でとれた、オコゼの唐揚、メバル煮付、
穴子御飯付。ミニ会席6品です。

10

尾道市東御所町6-2
☎0848－29－4009
［営］月～金、17：00～24：00　土日、祭日　15：00～24：00（日曜22：00）
［HP］http://www.daimaru-ryouri.jp

［休］不定休  ［席］130席  
JR尾道駅すぐ

おひとり様から
80名様まで

尾道あなご白焼き
白焼きに適した穴子が入荷できた
時のみ提供 810円

おひとり様の晩酌から、80名様
の大宴会まで、旨いお酒と逸品
料理で、お迎えいたします。

居酒屋とりかわ権兵衛尾道店

カ個室

ごん　べ　 え みや　 とく

当店では瀬戸の地魚をネタに
した活魚料理、瀬戸内の穴子
を使った宮徳伝統の味「せい
ろずし」と全国の銘酒をご堪能
ください。

宮徳

P 宴会カ個室
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尾道市久保2－23－16
☎0848－37－3652
［営］11：00～21：30
［HP］http://www.miyatoku.co.jp

［休］水曜日（祝日の場合は翌日）  ［席］70席 
JR尾道駅より東へ徒歩15分
尾道市役所より徒歩2分

尾道の地魚、全国の地酒にこだわったお店です。

せいろすし
焼き穴子をきざみ、すしめしにしいたけ・
綿糸玉子・小エビのおぼろをのせて蒸し
たおすしです。 1,750円（税別）

和食・寿司
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尾道市久保1－12－14
☎0848－37－7474

［休］日曜日（日・月連休時は月曜休み）　［席］40席 　
　　　法事・結納などの場合は日曜日も営業いたします。   

［営］11：30～14：00（L.O）　17：30～21：00（L.O）
［HP］http://daijiro7474.wix.com/kappou-higashiyama

JR尾道駅より東へ徒歩15分タクシー5分尾道市役所より徒歩1分

和 食

地魚を使った季節の前菜
1,000円

東山は失われつつある伝統ある日本料
理の技術とその精神を大切にしながら、
日本料理の進化を追及し次の世代に
残すこと、そして“食”と“おもてなし”を通じ
て感動と特別な時間を伝えていくことが
私共の使命であると思っております。

東山割烹

P 宴会
カ貸切個室

ひがし やま

創業50周年を迎えた2013年にミシュランガイ
ド広島特別版にて一つ星を頂戴いたしました。

尾道でとれる季節の新鮮な魚を一つの皿
に色々と盛りつけます。

23

シーフードミックス
生シャコ

尾道市久保1-8-24
☎0848－37－3732

［休］不定休  ［席］12席  ［営］11：30～14：00　18：00～22：00
JR尾道駅より徒歩20分　尾道市役所北側の路地

1,800円（税別）

瀬戸内の魚介類をお好み焼
に使用

お好み焼き

宴会カ個室

萩乃家こだわりの味　
尾道風お好み焼

はぎ　　の　　や

昭和21年（1946）創業。
鉄板にオイルは引きません。

JR尾道駅より海岸通り徒歩10分

ホテル尾道ロイヤルホテル

P 個室

尾道水道が眺められるテー
ブル席、個室でゆっくりとく
つろげる座席もございます。
フロアにはいけすも完備。
瀬戸内海のお食事をご堪
能ください。
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尾道市土堂2-9-27
☎0848－23－2111
［HP］http://www.kokusai-hotel.com
［営］7：00～21：00　［休］なし  ［席］28席  

尾道水道が一望できるレストラン

穴子天婦羅付き手打ちそば「尾道おそば」
日曜日と月曜日限定、ただし５名様以上前日までのご予
約で、それ以外の曜日でもお召し上がりいただけます。
使用する地魚：穴子
料理長こだわりの手打ちそばに、尾道らしさが味わえ
る穴子を中心とする天ぷらの盛合せを合わせました。

980円（税込）

居酒屋22 ベッチャーの胃ぶくろ

地穴子薄造り
尾道で水揚げされ
た穴子は身がしまっ
て絶品！お造りは塩
で食べると甘みが
増します。尾道市十四日元町5-9

☎0848－37－3730
［営］17：00～24：00（LO 23：30）・日曜日のみ17：00～22：00（LO 21：30）　
［HP］http://r.gnavi.co.jp/y027003/

ＪＲ山陽本線尾道駅南口徒歩15分
［休］火曜日  ［席］96席  

780円（税別）

当店では穴子をはじめ、四季によっ
て様 な々地魚を提供させていただい
ております。また、広島の地酒も多数
ご用意しておりますので、地酒と地魚
を合わせてお楽しみ下さいませ。

宴会 貸切 個室カ

築140年の歴史ある建物で、地酒とともに地魚を

19

尾道市土堂2－8－23
☎0848－22－3947

［休］火曜日  ［席］30席  
［営］11：30～21：00

JR尾道駅より海岸通り徒歩10分中央桟橋前

和 食

地魚定食 1,300円（税別）

尾道の地ものの旬の
肴を手作りで美味しく
安く食べていただきま
す。

後藤屋

宴会カ貸切

ご　　とう　　や

18

尾道市土堂2－8－15
☎0848－51－6600
［営］11：30～14：00　15：00～20：00
［休］毎水曜日（ただし予約により営業） ［席］14席  

［HP］http://aoyagiokoze.jp

JR尾道駅より徒歩20分 尾道市役所より徒歩5分

おこぜの唐揚げが看板料理の飲食店です。

和 食

おこぜの唐揚げ定食
看板料理のおこぜ唐揚げをお手軽に

2,100円

青柳

宴会カ

尾道の食事処
あお　 やぎ

毎日火を入れるつけダレに独特
の衣をつけて揚げるおこぜの唐
揚げは、外はカリッと内はふわっと
した食感。お昼のランチメニュー
980円から、ご接待・冠婚葬祭にも
お使いいただけます。おこぜの唐
揚げ定食2,100円、しまかげコース
3,500円等が人気です。

尾道市土堂1－13－11 
☎0848－25－5105
［営］11：30～14：30　17：00～22：00
［HP］http://www.itoisushi.jp

JR尾道駅前より海岸通り徒歩6分海側
［休］不定休  ［席］60席 

P 宴会 個室

すし処
いと　 い

和食・寿司

尾道水道を眺めながら地元
漁師直送の小魚料理をお
楽しみください。２階、３階は
尾道水道を眺められる大・
小宴会席をご用意できます。

15
地元の小魚にこだわった店です。

シャコの造り
900円

とろ～りと溶けるあまみとうまさは
甘えび以上です。

本格フレンチで旬の地魚を堪能

お車/山陽自動車道「尾道Ｉ．Ｃ」から、国道184号線経由で15分
徒歩/ＪＲ山陽本線尾道駅より徒歩15分

P 宴会貸切

レストラン　ロセアン フランス料理5

なかた美術館の中に併設さ
れたレストランです。
庭園をながめながら、心づくし
のお料理をお楽しみいただ
けます。

尾道市潮見町6－11
☎0848－20－1220
［営］ランチ 11：30～14：00 L.O.　ディナー 17：30～20：00 L.O.
［休］月曜日（祝日の場合は営業し、翌日休）、その他、臨時休業あり
［席］40席 

［HP］http://www.locean.jp/
 

2,700円（税込）～

ランチコース
前菜の盛り合わせ、スープ、お魚料理、
デザートがコースになっています。

尾
道
季
節
の
地
魚
の
店

JR尾道駅より西へ徒歩5分

居酒屋海鮮問屋 きたまえ

P 宴会貸切

十四代・獺祭・八海山 
等の全国の銘酒とそ
れにマッチする尾道
の海鮮料理を是非ご
賞味ください。

6

尾道市西御所町1-1ホテルα－１内
☎0848－23－2949
［営］11：00～14：00　17：00～23：00
［休］なし  ［席］50席  

店主の集めた全国の銘酒と尾道の海鮮

オコゼの姿造り
日本神話では神様さえも夢中になったという
オコゼを姿造りでご提供。

1,200円～ 2,400円（税抜）

店の魚地尾道季節の o n o m i c h i認

27

尾道市久保2－16－12
☎0848－37－1901

［休］日曜日・祝日　［席］17席 ［営］17:45～22:00 
［HP］http://www.hotpepper.jp/strJ000528226/

ＪＲ尾道駅より東へ徒歩15分、タクシー5分、尾道市役所より徒歩1分30秒

和 食

四季のお刺身（あこう、穴子等）

四季に合せた瀬戸の地魚海鮮料理
おいしいお酒とオリジナル酒の肴

辰兵衛海鮮居酒屋

宴会カ
貸切個室

たつ　　 べ      え

つわものどもの夢のあと。
尾道新開 路地裏通り

感動を与える食べ方があります
1,500円（税抜）～

カ

JR尾道駅より西へ徒歩7分

P 宴会貸切 個室

お魚のランチ
ちょっとずつ色々が嬉しいオードブル盛り
合わせから、季節のポタージュ、本日のお
魚料理、サラダ、パンorライス、そして３種
類もついたデザート。大切な方との思い出
に残る時間のおもてなしに喜ばれています。

レストラン
尾道レスポワールドゥカフェ

洋 食7
尾道の季節の魚や近海で
とれた新鮮な魚貝類を使
用しています。皮目が「パリ
ッ」と「中はふっくら」が活が
いい証し。

尾道市西御所町14－5
☎0848－24－1154
［営］11：00～15：00　17：30～22：00
［HP］http://www.s1group.jp/onomichilespoir.html
 ［休］火曜日  ［席］150席  

1,680円（税抜）
デザートはプラス450円（税抜）～

地元の魚を中心に。東北
出身ですので仙台牛タン
や盛岡冷麺、東北の日本
酒も。

24 居酒屋

尾道市久保1-6-10
☎0848－37－1610
［営］17：00～22：00
JR尾道駅より徒歩15分

［休］年末年始  ［席］18席  

自分が漁師!!
水琴窟に誘われて旨い魚と旨い酒♪

宴会カ貸切

　居酒屋　壱六拾漁師の店
いちろくじゅ

JR尾道駅より西へ車で3分

イタリアンイタリア料理店
ピッツェリア

P 宴会貸切

尾道の魚介を使ったイ
タリア料理店。魚介を
使った前菜、石窯で焼
いた魚介ピッツァ、魚介
を使ったパスタ。イタリア
ワインと一緒に食して
頂きたいお店です。

4

尾道市新浜1－2－17
☎0848－23－7272
［営］11：30～15：00(LO14：30)、18：00～22：00（LO21：30）
　　日曜祝日11：30～15：00(LO14：30)、17：30～21：30（LO21：00） 
［休］月曜日（祭日の場合翌日）   ［席］54席  

新鮮 尾道のわたりガニを
クリームトマトソーススパゲッティで

活わたりガニのクリームトマトスパゲッティ
1,420円（税抜）

ファンダンゴ
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［HP］ホームページー［営］営業時間［休］休業日［席］ 席数
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店の魚地尾道季節の o n o m i c h i認

31 和 食

尾道市久保2－8－13
☎0848－37－0759
［営］18：00～25：00

JR尾道駅より徒歩20分
［休］日曜日  ［席］20席 

おきがるに

小イワシの焼物

貸切

玉扇

カ

ぎょく　せん

600円

49 お食事処 ちどり 和 食

尾道市瀬戸田町瀬戸田530－2
☎0845-27-0231
［営］11：00～23：00

耕三寺前
［休］火曜日  ［席］120席  

テレビ番組で紹介された大
人気『たこ天丼卵とじ』（特
盛り有り）。ぜひご賞味くだ
さい！

たこ天丼卵とじ（特盛り）
1,500円（税別）

宴会 個室

絶品！たこ天丼卵とじ！

［HP］http://www.hotel-innoshima.jp

P 宴会

43 ホテルいんのしま ホテル

尾道市因島土生町平木288
☎0845－22－4661
［営］11：00～14：00　17：00～20：30

因島土生港から車3分
［休］無休  ［席］40席  

旬の新鮮な地魚を
活かした会席料
理。又、一品料理
で煮魚、姿造りを
提供することを心
がけています。

オコゼ姿造り要予約
2,800円より

35 大久

P 宴会カ

だい　きゅう

和 食

尾道市高須町5254－1
☎0848－47－0268
［営］11：30～14：00　17：00～21：00

JR東尾道駅より徒歩7分 車の場合、国道2号線沿い
［休］水曜日  ［席］20席  

3０年以上続けさせ
て頂いております。
古い店ですが味は
確かなのでよろしく
お願いいたします。

寿司定食 850円

34

尾道市久保2－26－9
☎0848－37－3633

［休］不定休  ［席］100席 ［営］11：30～14：00　17：00～21：30
JR尾道駅より徒歩20分 尾道市役所より徒歩3分

和 食

ほうろく焼
素焼きの器に石をひいて魚・野菜を蒸し焼き
にする料理です。 2,300円

当店名物ほうろく焼、
10月～3月はふくかき
料理もあります。個室
（14名まで）は海に面
しています。

うろこ・かき船
尾道水道をながめながら食事ができます。

P 宴会個室

ふね

29

尾道市久保2－27－6
☎0120－37－4028
［営］11：30～14：00　17：00～21：00
［HP］http://www.uonobu.jp

［休］不定休  ［席］100席  
JR尾道駅より徒歩25分 尾道市役所そば「長江口」バス停より徒歩7分

オコゼづくしもございます。

オコゼ薄造り
ポン酢で召し上がって頂きます。 2,160円

オコゼの薄造り、オコ
ゼ唐揚を中心にした
尾道の地魚中心のお
料理を、海に面した木
造３階建の数寄屋造
りのお部屋でお召し
上がり頂いています。

和 食

P 宴会 個室

魚信料亭旅館
うお　のぶ

カ

30

魚の南蛮漬
季節の魚を数種
類漬けて提供し
てます。

尾道市久保2－3－15
☎0848－37－8727
［営］17：30～22：00

JR尾道駅より本通りを東へ徒歩15分
［休］水曜日  ［席］15席 

450円

当店は季節によって変わる地魚の提
供を心がけています。一品料理から
コース料理、寿司など、旬の味をご堪
能ください。

瀬戸内の新鮮な魚を使った
料理店です。

居酒屋うおしま・大黒丸

宴会カ貸切

だい　こく　まる

32

尾道市久保2－21－1
☎0848－37－4808

［休］月曜日  ［席］20席  
［営］16：00～21：00

尾道市役所より徒歩5分

尾道旬魚　旨いど

和 食

巻寿司
太巻寿司、シイタケ、カンピョー、
玉子焼、キューリ、穴子、オボロ入り

900円

店主が釣ってきた旬の魚
料理、小エビ100％のオボ
ロ、地穴子を使った尾道
寿司・尾道旬魚をどうぞ

米松

P 宴会カ貸切個室

よね　まつ

バス停防地口より徒歩3分

藤半

P 宴会 貸切 個室

ふじ　はん

33

小海老のカキ揚げ（丼にも）
自然の甘さの小海老のカキ揚げ
どんぶりやうどんに

尾道市久保2－15－15
☎0848－37－3300
［営］11：30～13：30（L．O）　17：00～20：30（L．O）
［HP］http://www.fujihan.com/
 
 ［休］月曜日  ［席］40席和室5～70人

ご家族・グループ・お祝い・ご法
事・各種宴会 など
お客様の用途に合わせてご用
意いたします。

ふるさと　尾道の　優しい空間

和 食

1,500円
（税別）

あじ

海鮮丼

1,350円（税込）

38

尾道市向島町551
☎0848－44－5536
［営］11：30～14：00　17：30～21：30

尾道大橋から車で5分

尾道の地魚、会席料理を個室でゆっくりと！

和 食向島 味さい

P 宴会カ貸切個室

季節により鱧、かき、フグ料
理もあります。
会席料理は3,240円～
個室（6人用）が5室、テーブ
ル席（4人掛け）が3つ、カウ
ンター6席

［休］毎週水曜日　第3火曜日  ［席］50席  

尾道の魚市場にその日揚がった魚を使っています。新
鮮な地魚でつくった海鮮丼をぜひご賞味ください。
※季節によって使用する魚は変わります。

有りP 宴会貸切 個室

39 お食事処ばんや

尾道市向島町5543-6
☎0848－44－8780

［休］火曜日  ［席］60席  ［営］11：00～14：00　17：00～22：00
JR尾道駅前より渡船で向島へ、南へ徒歩8分

自ら漁に出て、それらを提供している店

和 食

蒸しワタリガニ
自身で漁に出て獲って来たカニを、注文していただ
いてから蒸し上げます。 800円より

当店では、尾道（向島）の
食材にこだわり、安心、安
全を心がけ素材の顔（出
荷先、獲れた場所）が分か
る物をできるだけ使用。コ
ース料理、一品料理、各種
定食などで提供することを
心がけています。

地魚を中心とした和食膳

40
いんのしまペンション
白滝山荘

尾道市因島重井町1233番地
☎0845－25－0068
［営］予約要す

しまなみ海道　因島北インターより
車で5分。因島フラワーセンター上。

［休］なし  ［席］20席  

赤い屋根の洋館へようこそ
白滝山の麓で85年の時を刻んだ
“ヴォーリス”建築の館。
今日はあなたの別荘です。
レトロなダイニングで極上の和食
地魚をおたのしみ下さい。

宿泊・飲食

ランチ（平日） 2,000円（税別）～
ランチ（休日） 3,000円（税別）～
夕食            3,000円（税別）～
海の幸会席  5,000円（税別）～

P 宴会貸切

鯛カブト煮

41 民宿 布刈

尾道市因島大浜町1964
☎0845－24－0616
［営］7：00～8：00、12：00～15：00、18：00～21：00

因島北インター（本州方面専用出入口）から車で約5分、
因島南インター（四国方面専用出入口）から車で約12分

［休］不定休  ［席］食堂10席、和室20帖（30席）  

地魚と四季の味わい。ゆっくりとご満喫下さい。
目の前は布刈瀬戸
の多島美。
早朝の朝日は絶景
です。

民　宿

鯛の頭を半分に割り、ゴボー、重井産のキヌ
サヤを添えた煮魚です。 800円（税別）

P 宴会貸切 個室

50 お食事処 わか葉 和 食

尾道市瀬戸田町瀬戸田520－1
☎0845－27－0170
［営］11：00～15：00、17：00～22：00（LO 21:30）　

平山美術館から徒歩3分
［休］火曜日 ［席］36席

穴子丼

1,655円（税込）

瀬戸田の味どころ
耕三寺から徒歩5分。平
山美術館から徒歩8分。
創業50年。穴子料理を中
心に提供。

注文を受けて焼き始めます。
4回タレにつけて焼き上げま
すので、ふっくらとした触感と
なっています。

P 宴会カ貸切個室

32年の歴史があるお店
です。因島出身のポルノ
グラフィティのファンが多く
来られています。
海鮮スパゲッティ、シーフ
ードドリアも人気です。

46 ペーパームーン 洋 食

尾道市因島土生町1905
☎0845-22-5858
［営］11：00～16：00  17：30～22：00

因島土生港から徒歩2分
［休］火曜日  ［席］30席  

あこうのオリーブオイル焼き

1,200円～

P 宴会 貸切

メニューが豊富な洋風家庭料理の店

尾道のあこうを、オリーブオイルでさっぱり
と食べていただけます。※要予約

お魚バーガー

45 一色商店

尾道市因島土生町1897－6
☎0845－22－0115
［営］9:00～18:00 
土生港から徒歩3分

［休］日曜日

テイクアウト専門の地魚を使った惣菜店です！
瀬戸内の新鮮な太刀魚
をフライにしてサンドした、
お魚バーガーが有名で
す。地魚を使ったお惣菜
もオススメです。

300円

惣菜店

キャベツと手作りタルタ
ルソース。太刀魚のフラ
イをコッペパンに挟んだ
バーガーです。 毎週土曜
日と毎月24日10時30分
から販売しています。

タチウオの塩焼き

47 来楽寿司

尾道市因島土生町2201－1
☎0845－22－3162
［営］17:30～22:00 
［HP］https://ja-jp.facebook.com/rirakuzushi.3162

因島北インターより車で約15分
［休］日曜日　［席］32席

地物の食材にこだわったお店です。
お寿司だけでなく、一品料理も
あり、お酒は日本酒からカクテ
ルまでお客様の気分に合わ
せれるよう取り揃えています。
カウンター6席、4人掛けテーブ
ルが2席、2階に20名まで入れ
る座敷をご用意しております。

1,200円

寿　司

地元で獲れた5本指サイズ以上（大きい
サイズ）のタチウオなので食べごたえの
ある一品です。

宴会カ貸切個室

旅 館51 旅館つつ井

瀬戸の小魚膳
小鉢、お造り、酢の物、煮物、
油物、吸物、飯物　　　　

尾道市瀬戸田町瀬戸田216
☎0845－27－2221
［営］7：00～23：00
［HP］http://www.tsutsui.yad.jp

JR尾道駅前より船（瀬戸田港）で40分瀬戸田港下船すぐ前
［休］不定期  ［席］70席  

P 宴会 貸切 個室

3,000円（税別）

い

瀬戸田港前に明治四十三年から
建ち、レモン風呂と当地の新鮮な
魚料理でお待ちしております。

展望レモン風呂と瀬戸内新鮮
活魚料理（要予約）
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尾道市高須町3736-16
☎0848－46－1177

［休］無し  ［席］150席  ［営］11：00～14：30　17：00～21：30（オーダーストップ）
［HP］http://www.kounotsuki.com

山陽自動車道福山西インターより車で５分。
西瀬戸尾道ＩＣ（しまなみ海道入口）より車で5分。ＪＲ東尾道駅より徒歩10分

瀬戸内の旬でおもてなし…

和食・寿司

天然ウナギ白焼、かば焼
貴重な海のウナギです!! 
ぜひ一度食べて下さい!! 3,000円～

香の月

P 宴会カ貸切個室

こう つき

落ち着いた、二階のお座敷、一
階全席掘ごたつ、別館はテー
ブル席とお好みに応じたお席
を完備。２名様の個室から60
名様の席があり、その時々に応
じて美味しい魚料理を堪能し
てください。

37

尾道市浦崎町1379-1
☎0848－73－5032
［休］火曜日、月１回不定休  ［席］28席  
［営］平日　11：30～14：00　17：00～21：00　日・祝　11：30～14：30　17：00～21：00

JR尾道駅よりぬまくま、鞆方面に車で約40分

瀬戸内のおだやかな海を眺めながら
地魚イタリアンが味わえるお店です。

イタリアン

一匹舌平目のアクアパッツァ
舌平目とアサリ・イカ・エビ・タコ・ムールなど
を蒸し焼きにした料理です。

市内から少し離れた浦崎町の海辺の１軒家のイタリア料理店です。店内はどの席か
らも海を眺めながら、ゆっくりとおちついて食事のできる雰囲気になっております。料

理もできるだけ地物の魚介を使用し
シンプルかつナチュラルな味付けの
中にイタリアを感じていただけるような
料理を心がけております。（肉料理も
充実しています）なお、店主自身も浦
島漁協の組合員で舌平目やアナゴ、
ワタリガニなど季節の魚介を獲りにい
き、鮮度のよいものを手頃な値段でお
だしできるよう頑張っております。

リストランテイタリアーノ
ドン・フェデリーコ

P 宴会貸切 個室

単品2,808円
アクアパッツァランチ（昼のみ）お一人様2,700円

郷土料理
ラーメン
洋食

昼定食内の一品小魚の南蛮漬け
日替定食、おまかせ定食及び小鉢で旬の
小魚を酢漬けに

P カ

42 因島産直センターうまや

尾道市因島重井町2240
☎0845－25－1455
［営］11：00～15：00　17：30～23：30（L.O）
［HP］http://ameblo.jp/innosima-tk-honpo/

因島北インターより900ｍ、因島北インターＢＳより徒歩3分
［休］火曜日  ［席］31席  

地産地消定食とラーメンの店
地場野菜と魚類での
日替定食と、尾道ラー
メン等の地場ジャンク
フードを低料金で食べ
られる店です。

680円・800円

刺身の盛合せ

44 泳魚料理 土井

尾道市因島土生町1893－3
☎0845－22－3751
［営］11：30～14：00、17：00～21：00
土生港から徒歩5分

［休］月曜日  ［席］50席  

生け簀から直接、新鮮な
お魚をご提供させていた
だきます。
瀬戸内の新鮮な魚介を
使った海鮮料理とお寿司
を、是非ご賞味ください。

1,000円（税込）～

和　食

アコウやオコゼなど尾道の地魚を
使っています。

※写真のものは5人前1万円です。

カP 宴会 個室

当店では、旬の新鮮な地魚を提供しています。一品料理、会席
料理、各種の素材の味を活かした料理を提供することを心がけ

ています。是非、耕三寺（西
日光）、平山美術館、そしてし
まなみ海道を通行のおりは
！！日の出＝太陽が２つにな
ります。天の川の下です。北¸
斗七星、オリオン。

48 民宿一休

P 宴会カ貸切個室

いっきゅう

尾道市瀬戸田町中野408-39
☎0845－27－1019
［営］5：00～24：00 ［休］無休  ［席］25席  
［HP］http://leo9ball.kt.fc2.com/

尾道市役所瀬戸田支所裏、JR尾道駅前より船（瀬戸田港）で45分 JR福山駅前よりバス60分

尾道の地魚にこだわった宿泊料理です。

民 宿

刺身、煮付、焼魚、揚物 

宿泊代（夕・朝食付き）7,400円～
地魚を季節によって食卓へ

28 和 食

尾道市久保2－23－10
☎0848－37－2083
［営］17：00～24：00

JR尾道駅より東へ徒歩15分 尾道市役所より徒歩2分
［休］日曜日  ［席］20席

地魚の一品料理をご堪能ください。

一品料理（鯛）

500円～1,200円

まいむ和風居酒屋

宴会 カ貸切個室

刺身・焼物・蒸し物・唐揚
など


