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055 白竜湖リゾート はくりゅうこ りぞーと 三原市 大和町箱川4007-7 0847-34-0006 http://www.pressnet.co.jp/hkg/resort/
177 港のレストラン　かねしょう みなとのれすとらん かねしょう 三原市 港町3-3-1 0848-64-3210 http://www.kanesho1960.com
178 談ワ室　志保 だんわしつ しほ 三原市 城町1-20-25 0848-62-7608

179 お好み焼　わかば おこのみやき わかば 三原市 宮浦5-6-16 0848-64-8499

180 中華レストラン 北京 ちゅうかれすとらん ぺきん 三原市 宮浦4-6-26 0848-64-7241

181 きやめる きやめる 三原市 城町1-11-1 0848-64-4355

182 カラオケ ロード ボン からおけ ろーど ぼん 三原市 城町1-6-10 0848-63-4284

183 庄六 しょうろく 三原市 港町3-19-17 0848-62-6963

184 焼肉　鳳 やきにく　おおとり 三原市 城町3-2-17 0848-62-2355

185 鳥好 とりよし 三原市 港町3-4-13 0848-63-8077

186 スナック香林 すなっく　こうりん 三原市 港町1-18-1 0848-64-5799

187 すし丸 すしまる 三原市 港町1-17-4 0848-62-5553

188 カラオケ・ロマン からおけ・ろまん 三原市 港町1-18-1 赤井ビル104 0848-62-9115

189 スナック アコ すなっく あこ 三原市 港町1-17-22 0848-62-5139

190 スナック プラス ONE すなっく ぷらす わん 三原市 港町1-18-1 0848-62-2572

191 和食処　登喜将 わしょくどころ ときしょう 三原市 城町3-2-7 0848-62-7393

192 スナック マリア すなっく まりあ 三原市 港町1-5-23 ダイヤモンドビル５Ｆ 0848-62-6572

193 グラン カフェ ぐらん かふぇ 三原市 城町1-5-2 0848-63-2679

194 ラウンジ 奈菜 らうんじ なな 三原市 城町1-5-1 0848-64-6603

251 四季旬鮮 ひょうたん しきしゅんせん ひょうたん 三原市 城町1-1-15 0848-62-2255

252 焼肉酒家 大黒天 やきにくしゅけ だいこくてん 三原市 宮浦3-34-25 0848-36-6029

253 シルクロード しるくろーど 三原市 港町3-8-1 0848-63-1646

812 八剣伝 三原宮浦店 はっけんでん みはらみやうらてん 三原市 宮浦6-1-37 0848-67-5022 http://www.ekura.co.jp
820 大阪王将 三原宮浦店 おおさかおうしょう みはらみやうらてん 三原市 宮浦6-25-35 0848-61-5827 http://www.ekura.co.jp
838 あぼし屋 あぼしや 三原市 城町1-11-1 プラザビル１Ｆ 0848-64-8408

839 お食事処 こんや おしょくじどころ　こんや 三原市 城町1-19-21 0848-64-6618

853 お好み焼 さっちゃん おこのみやき さっちゃん 三原市 宮浦4-9-47 0848-64-4645

854 仕出し料理 正家 しだしりょうり まさや 三原市 宮浦6-11-24 0848-63-5663

855 くし焼 狄 くしやき てき 三原市 港町3-6-2 0848-63-4885

856 BAR CARLTON ばー かーるとん 三原市 城町1-5-4 うきしろビル１Ｆ 0848-63-6755

857 椿館 つばきはうす 三原市 城町1-5-27 トーワビル２Ｆ 0848-62-5205

858 ㈲半さん はんさん 三原市 円一町3-3-1 0848-62-3865

859 火呑みの鶏 ねんじ ひのみのとり ねんじ 三原市 城町1-21-12 0848-62-3790

860 AGITO あじと 三原市 港町1-4-13 0848-67-0142

886 スナック 乾杯 すなっく 三原市 城町1-6-12 0848-62-2331

910 瀬戸内漁礁 本陣 せとうちぎょしょう ほんじん 三原市 宮浦4-13-5 0848-64-3350

915 ㈲中村屋 なかむらや 三原市 城町1-9-3 0848-62-2918

916 寿恵広㈲ すえひろ 三原市 須波西1-4-5 0848-67-0111

921 下町の居酒屋 六文銭 したまちのいざかや　ろくもんせん 三原市 城町2-2-21 浮城ビル１Ｆ 0848-63-2591 http://www.facebook.com/6mon1000
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941 恵比須 えびすや 三原市 城町1-12-27 コモンドールビル 0848-62-2677

942 スナック かよ すなっく かよ 三原市 城町1-6-6 ２Ｆ 0848-64-9485

943 まつき食堂 まつき しょくどう 三原市 大和町和木1573-2 0847-34-0204

944 カントリーロード かんとりーろーど 三原市 大和町和木546-5 0847-34-0155

945 喫茶＆スナック 珈琲人 きっさ すなっく こいびと 三原市 久井町坂井原5705-1 0847-32-6882

946 河崎商店 かわさきしょうてん 三原市 久井町下津2279 0847-32-6208

947 お好み焼・千太郎 おこのみやき・せんたろう 三原市 久井町江木1164-1 0847-32-5400

948 割烹 鮨将 かっぽう すしまさ 三原市 久井町江木1151-7 0847-32-8444

949 みかど寿司 みかど すし 三原市 久井町江木81-16 0847-32-6063

950 お好み焼 鉄板焼 ハローパパ おこのみやき てっぱんやき はろーぱぱ 三原市 久井町羽倉1371-1 0847-32-8688

951 うるる うるる 三原市 久井町羽倉178 0847-32-6566

952 三よ志 みよし 三原市 久井町羽倉1490-1 0847-32-6880

954 スタンド 邦 すたんど くに 三原市 城町1-20-19 0848-64-1770

963 ひょこめ ひょこめ 三原市 城町2-2-1 第二勝原ビル1F 0848-67-5919

965 来々軒 らいらいけん 三原市 本町1-6-8 0848-62-3466

969 スナック おしゃれ泥棒 すなっく おしゃれどろぼう 三原市 城町1-5-3 0848-62-5132

970 つぼみ つぼみ 三原市 城町1-2-10 0848-63-3635

975 スタンド ベンツ すたんど べんつ 三原市 城町1-4-1 イクス・テンビルＢ-1 0848-64-1029

977 お食事処 蔵 おしょくじどころ くら 三原市 港町1-4-14 0848-64-3200 http://kura-mihara.com/
979 食彩遊膳 "和楽" しょくさいゆうぜん わらく 三原市 宮浦5-26-5 0848-64-0219

981 ㈲めん吉 めんきち 三原市 皆実3-1-9 0848-62-7003

985 タヒチ本店 たひちほんてん 三原市 城町3-8-6 0848-64-9530

991 ブルーエンジェル ぶるーえんじぇる 三原市 城町1-5-21 0848-67-4567

992 スナック アキ すなっく あき 三原市 大和町下徳良1904-13 0847-33-0535

993 やまびこ やまびこ 三原市 大和町大具1943-1 0847-34-0158

994 まこと食堂 まこと しょくどう 三原市 大和町下徳良1892 0847-33-0063

995 溝口食堂 みぞぐち しょくどう 三原市 大和町下徳良106-3 0847-33-0076

996 佳門 かもん 三原市 大和町下徳良2085-5 0847-33-1450

997 グリル・おばんざい かわせみ ぐりる・おばんざい かわせみ 三原市 大和町椋梨1440-6 0847-34-0100

998 雅　（㈲道本食料品店） みやび （どうもとしょくりょうひんてん） 三原市 大和町大草9129 0847-34-0415

1039 うな中 うなちゅう 三原市 港町1-10-1 0848-62-4575

1049 チキヤン (CHIKI YAN) ちきやん 三原市 港町1-4-1 中央コミュニティビル２Ｆ 0848-67-5564

1062 徳川　三原店 とくがわ　みはらてん 三原市 城町2-13-1 0848-62-8824 http://www.tokugawa.jp/
1224 魚民 三原駅前店 うおたみ　みはらえきまえてん 三原市 城町1-4-1 イクス・テンビル４階 0848-64-6188

1239 笑笑 三原駅前店 わらわら　みはらえきまえてん 三原市 城町1-9-2 ホテルヤッサ地下１階 0848-63-3388

1245 くろ○ 三原駅前店 くろまる　みはらえきまえてん 三原市 城町1-9-2 ホテルヤッサ１階 0848-63-2288

1246 千年の宴 三原駅前店 せんねんのうたげ　みはらえきまえてん 三原市 城町1-4-1 イクス・テンビル２階 0848-63-7488

2528 鶏そばなんきち とりそばなんきち 三原市 宗郷1-4-11 080-66710333

2944 カラオケ本舗まねきねこ三原駅東店 からおけほんぽまねきねこみはらえきひがしてん 三原市 城町2-3-15 0848-61-3116
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2946 カラオケ本舗まねきねこ三原駅前店 からおけほんぽまねきねこみはらえきまえてん 三原市 城町1-4-1イクステンビル3F 0848-61-1123 http://www.karaokemanekineko.jp
2955 創作料理 そめや そうさくりょうり そめや 三原市 城町1-19-19 0848-67-9103

2959 旬彩鮨遊膳 よしかわ しゅんさいすしゆうぜん よしかわ 三原市 城町1-11-8 0848-67-9221

2984 かわ蝶 かわちょう 三原市 城町1-6-3 0848-62-7323

3093 ＩＲＩＳ いりす 三原市 城町1-7-12 ARCⅡ2F 0848-63-5955

3094 ＣＬＵＢ　Ｒ くらぶ　あーる 三原市 城町1-7-12 ARCⅡ5F 0848-38-9996

3095 スナック　ｅｓ　エス すなっく　えす　えす 三原市 城町1-7-12 アークビルセカンド4F 0848-64-7226

3098 ごはんや空港店 ごはんやくうこうてん 三原市 本郷町善入寺平岩64-31 0848-60-8215

3184 ムーミンハウス沼田東 むーみんはうすぬたひがし 三原市 沼田東町片島243-3 0848-66-5300 http://www.moomin-house.com
3185 びんさん びんさん 三原市 沼田東町七宝70-1 0848-69-0800

3186 らーめん八兵衛 らーめんはちべえ 三原市 中之町2-1-28 0848-64-7309

3187 さよ さよ 三原市 本郷南6-31-50 0848-86-4788

3188 星野旅館 ほしのりょかん 三原市 本郷南6-21-1 0848-86-2038

3189 みはらし温泉　魚三昧 みはらしおんせん　うおざんまい 三原市 須波ハイツ1-1-1　第15森川観光ビル 0848-69-2311

3190 天吉㈲ てんきち 三原市 南方3-4-12 0848-86-2477

3191 四季　ふぉーしーずん しき　ふぉーしーずん 三原市 本郷南3-30-18 0848-86-4487

3192 キッチン　アルピーノ きっちん　あるぴーの 三原市 中之町1-13-14 0848-38-7793

3193 くりきんとん亭 くりきんとんてい 三原市 本郷南3-29-17 0848-86-2456 http://www.kurikintontei.com/
3194 ㈲割烹やました かっぽうやました 三原市 本郷南1-12-13 0848-86-1005

3195 恵幸ハウスれすとらん浮城 けいこうはうすれすとらんうきしろ 三原市 幸崎能地2-1-27 0848-69-1240

3196 京すし きょうすし 三原市 須波1-23-12 0848-67-0570

3197 三原京覧開発株式会社 みはらきょうらんかいはつかぶしきがいしゃ 三原市 長谷町291 0848-66-2211

3198 奈美 なみ 三原市 沼田1-1-38 0848-66-0773

3199 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｄｉ　Ｍｉｒａｍａｒｅ　ＦＵＲＵＯＫＡ とらっとりあ　でぃ　みらまーれ　ふるおか 三原市 須波町1-21-15 0848-67-6777

3200 お好み焼き　ふくちゃん おこのみやき　ふくちゃん 三原市 和田1-10-34 0848-63-6176

3224 JULIAN じゅりあん 三原市 城町1-7-12 0848-62-0312

3225 田舎道 いなかみち 三原市 大和町下徳良2161-3 0847-33-1531

3233 イノセント いのせんと 三原市 城町1-12-28グーテビル2F 0848-64-7475

3234 バウズ・バー ばうず・ばー 三原市 城町1-12-28　グーテビル1F 0848-64-7475
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