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053 次郎丸 じろうまる 東広島市 西条町下見1076-1 082-423-7556 http://www.pressnet.co.jp/hkg/jiromaru
054 白竜湖 はくりゅうこ 東広島市 西条岡町10-20 082-422-1919 http://www.pressnet.co.jp/hkg/hakuryuko
056 鉄板居酒屋もちもち てっぱんいざかや もちもち 東広島市 西条岡町5-9 082-422-7450 http://www.mochi-2.com
057 あじわい亭　葉月 あじわいてい はづき 東広島市 八本松東3-11-9 082-497-1882

058 海の味処　藤田屋　安芸津本店 うみのあじどころ ふじたや あきつほんてん 東広島市 安芸津町三津4473-6 0846-45-2705 http://www.akitu-fujitaya.com
059 ビストロパパ　本店 びすとろ ぱぱ　ほんてん 東広島市 西条中央7-2-3 082-424-8808 http://www.bistrogroup.co.jp/
060 ごち兵衛 ごちべえ 東広島市 西条中央1-6-1 082-423-4000 http://www.bistrogroup.co.jp/
061 ぱぱ吉 ぱぱきち 東広島市 西条町下見6-10-24 082-423-8891 http://www.bistrogroup.co.jp/
062 しょうの助 しょうのすけ 東広島市 西条本町12-5 賀茂泉館１F 082-424-2088 http://www.bistrogroup.co.jp/
063 夢たろう ゆめたろう 東広島市 西条本町12-6 ルシール１F 082-423-0008 http://www.bistrogroup.co.jp/
065 スナック　葉世里 すなっく ぱせり 東広島市 西条岡町4-2 082-422-4077

066 掬水　KIKUSUI きくすい 東広島市 西条栄町3-4 かみの井館１F 082-421-8870

067 ら・ら・ら　銀座村 ら・ら・ら　ぎんざむら 東広島市 西条岡町4-2 三谷ビル101 082-422-7778

068 すなっく　すたんど　桂 すなっく すたんど かつら 東広島市 西条岡町4-2 082-422-4086

073 のみくい処　寿 のみくいどころ　ひさし 東広島市 西条本町14-15 082-423-5166

074 ふぐ料理　ふく政 ふぐりょうり　ふくまさ 東広島市 西条岡町6-5 082-424-5700 http://www.fkweb.jp
084 焼肉　くろせ やきにく　くろせ 東広島市 黒瀬町川角572 0823-82-2750 http://www.kurose-gyu.com
810 八剣伝 広大前店 はっけんでん ひろだいまえてん 東広島市 西条下見6-10-19 082-423-5007 http://www.ekura.co.jp
813 八剣伝 黒瀬店 はっけんでん くろせてん 東広島市 黒瀬町楢原160-1 0823-83-1180 http://www.ekura.co.jp
821 大阪王将 西条御園宇店 おおさかおうしょう さいじょうみそのうてん 東広島市 西条町御園宇4382-1 082-493-5753 http://www.ekura.co.jp
824 酔虎伝 広大前店 すいこでん ひろだいまえてん 東広島市 西条下見6-3-43 082-421-2677 http://www.ekura.co.jp
1020 きっさ ともしび きっさ ともしび 東広島市 安芸津町三津4186-20 0846-45-0650

1021 喫茶 田園 きっさ でんえん 東広島市 安芸津町三津4376-4 0846-45-0255

1022 五望 ごぼう 東広島市 安芸津町風早1360-2 0846-45-2150

1026 ブラック＆タン ぶらっく　あんど　たん 東広島市 黒瀬町丸山1426-2 0823-82-9168 http://black.ap.teacup.com/blacktan2008/
1072 徳川　西条店 とくがわ　さいじょうてん 東広島市 西条昭和町3-15 082-424-0300 http://www.tokugawa.jp/
1127 おもろ殿内 おもろどぅんち 東広島市 西条町御園宇6200-1 082-430-5562

1184 すしと刺身の店 すし亭 西条駅前店 すしとさしみのみせ すしてい さいじょうえきまえてん 東広島市 西条本町1-3 082-431-4700 http://hinoki.to/
1211 スタンド 富貴 すたんど ふき 東広島市 西条岡町5-6 三井ビル岡町２F 082-422-7869

1212 喜楽 きらく 東広島市 豊栄町乃美2918-3 082-432-2434

1221 魚民 西条駅前店 うおたみ　さいじょうえきまえてん 東広島市 西条栄町2-3 新21ビル１階 082-422-9088

1235 笑笑 西条駅前店 わらわら　さいじょうえきまえてん 東広島市 西条栄町2-3 新21ビル２階 082-422-8788

1279 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん 西条店 おこのみやき・てっぱんやき　ちんちくりん　さいじょうてん 東広島市 西条町御薗宇6490－1 082-493-7711 http://www.k-2-s.jp/chinchikurin/
1318 スナック 森 すなっく もり 東広島市 八本松東3-3-12 082-428-5225

1319 お好み焼 ことぶき おこのみやき ことぶき 東広島市 八本松東3-3-12 082-428-0609

1364 活けす料理　水軍の郷 いけすりょうり すいぐんのさと 東広島市 西条岡町7-27 082-431-4777

1435 やきとり 歩乃ぼの やきとり　ほのぼの 東広島市 西条本町15-2 082-423-4688

1672 ちょい飲み酒場 風都゛ ちょいのみさかば ふうど 東広島市 西条本町11-9 田坂ビル1F 082-490-3824 http://www.fuudo2010.com/
1708 スーパー銭湯 雲母の里 すーぱーせんとう うんものさと 東広島市 黒瀬町兼広885-6 0823-82-1126
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1758 スタンド ル・レーブ すたんど る れーぶ 東広島市 八本松東2-8-23 磯松ビル２F 082-427-1230

1804 鉄板style ひで坊 てっぱんすたいる ひでぼう 東広島市 西条栄町9-26 シャトルヒラオカ202号 082-490-5990

1849 めん徳 本店 めんとく ほんてん 東広島市 西条御条町3-2 082-423-6815

1850 めん徳 中央店 めんとく ちゅうおうてん 東広島市 西条中央町4-2-31 082-421-3316

1851 めん徳 昭和町店 めんとく しょうわまちてん 東広島市 西条昭和町1-32 082-493-7890

1852 めん徳 三永店 めんとく みながてん 東広島市 三永2-2-1 082-426-1765

1859 西条HAKUWAホテル さいじょうはくわほてる 東広島市 西条下見6-5-45 082-431-1111 http://saijo-hakuwahotel.com/
1860 食彩四季 ちろりんタウン しょくさいしき とろりんたうん 東広島市 西条大坪町8-3 082-422-7711

1861 カジュアルイタリアン ＦＩＯＲＥ かじゅあるいたりあん ふぃおれ 東広島市 西条下見6-2-11 082-431-0770

1862 軽食・喫茶 Buddy けいしょく きっさ ばでぃ 東広島市 西条下見5-1-43 082-423-7778

1863 焼肉一心伝 やきにくいっしんでん 東広島市 西条寺家友松4743 082-422-5533

1864 鍋亭一心伝 なべていいっしんでん 東広島市 八本松西1-3-2 082-428-1515

1865 すし八 すしはち 東広島市 八本松東3-3-19 082-428-7878

1942 麻雀研究室 まーじゃんけんきゅうしつ 東広島市 西条昭和町14-29 082-422-0227

2008 あざみ食堂 あざみしょくどう 東広島市 西条岡町3-27 082-423-7521

2009 こんじゅ こんじゅ 東広島市 西条岡町3-28 082-424-3456

2010 どんどん どんどん 東広島市 西条岡町3-28 岡町横丁１階 082-422-7555

2011 スナック 細 すなっく ささら 東広島市 西条岡町3-28 岡町横丁１階 082-424-2001

2012 スナック ７（セブン） すなっく せぶん 東広島市 西条岡町3-28 岡町横丁１階 082-423-1893

2013 ナイトラウンジ 京子 ないとらうんじ きょうこ 東広島市 西条岡町3-28 岡町横丁２階 082-422-4100

2014 ショークラブ スターダスト しょーくらぶ すたーだすと 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ１階 082-421-0096

2015 肴や sin さかなや しん 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ２階 082-423-8853

2016 びおら びおら 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ２階 082-422-7539

2017 綺星 きらら 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ２階 082-424-8080

2018 あしび あしび 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ３階 082-423-2042

2019 ラウンジ パール らうんじ ぱーる 東広島市 西条岡町3-30 アヴァンティ３階 082-421-8606

2020 割烹　観世 かっぽう かんぜ 東広島市 西条岡町3-34 082-421-1137

2021 ら・がーる ら がーる 東広島市 西条岡町3-34 082-424-2350

2022 奈々 なな 東広島市 西条岡町2-7 エテルノオプス２階 082-422-2574

2023 ぽち ぽち 東広島市 西条岡町2-12 イーストコア２階 082-423-6610

2024 蛍 ほたる 東広島市 西条岡町2-12 イーストコア３階 082-424-9779

2025 club アレーヌ くらぶ あれーぬ 東広島市 西条岡町2-12 森ビル１階 082-421-0003

2026 韓国鍋料理店 チョンゴル かんこくなべりょうりてん ちょんごる 東広島市 西条西本町8-14 082-431-6649

2027 割烹 しんすけ かっぽう しんすけ 東広島市 西条岡町6-9 082-424-1999

2028 ポアラー ぽあらー 東広島市 西条岡町5-9 増田ビル２階 082-424-1999

2029 千創 せんそう 東広島市 西条岡町5-9 増田ビル２階 082-421-3626

2030 チヨ ちよ 東広島市 西条岡町5-6 三井ビル１階 082-423-1678

2031 ベティー べてぃー 東広島市 西条岡町5-6 三井ビル２階 082-422-3007

2032 みんと みんと 東広島市 西条岡町5-8 オリジン岩井１階 082-422-3691
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2033 田坂屋 たさかや 東広島市 西条岡町5-9 オリジン久保１階 082-422-9171

2034 マドモアゼル まどもあぜる 東広島市 西条岡町4-2 二番街１階 082-422-4189

2035 赤と黒 あかとくろ 東広島市 西条岡町4-2 二番街１階 082-422-4128

2036 グランツ ぐらんつ 東広島市 西条岡町4-2 二番街１階 082-423-3588

2037 ちょっと ちょっと 東広島市 西条岡町4-2 二番街１階 082-423-8295

2038 ジュノー じゅのー 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-422-5393

2039 ロゼ ろぜ 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-422-5818

2040 スタンド しのぶ すたんど しのぶ 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-421-3670

2041 明美 あけみ 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-422-5077

2043 紅 べに 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-421-6214

2044 さくら さくら 東広島市 西条岡町4-2 二番街２階 082-421-1325

2045 バカナリヤ・バー ばかなりや・ばー 東広島市 西条岡町4-8 082-422-6256

2046 居酒屋 井わき いざかや いわき 東広島市 西条岡町4-8 082-422-0435

2047 居酒屋 酒よい いざかや さけよい 東広島市 西条岡町4-21 082-423-8077

2048 ナイトパブ ウイング ないとぱぶ ういんぐ 東広島市 西条岡町4-9 コーヨーテナントビル２階 082-424-9445

2049 たむら たむら 東広島市 西条岡町4-15 082-422-0362

2050 風横丁 ぷうよこちょう 東広島市 西条岡町4-12 082-422-0477

2051 魚魚屋 たいたいや 東広島市 西条岡町4-13 082-422-5489

2053 BistroとBar　と屋 びすとろとばー とや 東広島市 西条栄町6-25 082-422-0070

2054 串揚げ 味彩 くしあげ あじさい 東広島市 西条岡町4-14 082-423-0739

2055 ㈲暖流 だんりゅう 東広島市 西条栄町1-1 082-493-7272

2056 お好み焼・鉄板焼 ほくと おこのみやき てっぱんやき ほくと 東広島市 西条栄町6-25 082-423-4766

2057 Club Ageha くらぶ あげは 東広島市 西条岡町2-13 森ビル２階 082-421-3557

2059 オリーぶ おりーぶ 東広島市 西条岡町3-40 082-421-7988

2060 あおぞう あおぞう 東広島市 西条岡町3-16 082-490-5705

2061 満天 まんてん 東広島市 西条栄町1-4 フラットホーム１F 082-423-1711

2062 唐々亭 からからてい 東広島市 西条栄町6-25 082-421-1668

2063 小料理 かつや こりょうり かつや 東広島市 西条本町12-10 082-422-2562

2064 Bar enishi ばー えにし 東広島市 西条岡町4-8 082-426-3570

2065 株式会社 ティアンドティ てぃあんどてぃ 東広島市 西条岡町8-23 082-490-5577

2066 グランデュール ぐらんでゅーる 東広島市 西条岡町5-9 増田ビル１階

2728 どんたく どんたく 東広島市 西条岡町3-18 082-422-5897

2729 楽車 だんじり 東広島市 西条西本町3-30 082-423-7550

2735 おおにし八本松店 おおにしはちほんまつてん 東広島市 八本松東6-1-15 082-427-3619 http://kaze-teppan-hachi.jimdo.com/
2736 おおにし西条店 おおにしさいじょうてん 東広島市 西条土与丸6-1-86 082-493-7133 http://kaze-teppan-hachi.jimdo.com/
2787 ラーメン・つけ麺よろしく らーめん・つけめん よろしく 東広島市 西条本町3-5エスラートピア村上 082-490-4348

2931 ビリー・ザ・キッド西条寺家店 びりー・ざ・きっどさいじょうじけてん 東広島市 西条町寺家友松4717 082-424-4444 www.billy.co.jp
2939 カラオケ本舗まねきねこ西条岡町店 からおけほんぽまねきねこさいじょうおかまちてん 東広島市 西条岡町10-23 082-431-5788

2948 カラオケ本舗まねきねこ広大前店 からおけほんぽまねきねこひろだいまえてん 東広島市 西条町下見6-3-43 082-493-7277 http://www.karaokemanekineko.jp
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2952 カラオケ本舗まねきねこ西条中央店 からおけほんぽまねきねこさいじょうちゅうおうてん 東広島市 西条中央6-31-33 082-421-6360 http://www.karaokemanekineko.jp
3202 ＳＮＡＣＫ　ＭＩＳＴＹ すなっく　みすてぃ 東広島市 八本松東2-8-23 082-427-0090

3203 Ｃａｓｕａｌ　Ｂａｒ　Ｅｉｇｈｔ かじゅある　ばー　えいと 東広島市 西条栄町6-26 082-437-4488


