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004 ㈱水軍　瀬戸田すいぐん丸 せとだ　すいぐんまる 尾道市 瀬戸田町瀬戸田本町504-3 0845-27-3003 http://www.suigun.co.jp
011 居酒屋・創作料理店　味n味 いざかや・そうさくりょうりてん　みんみ 尾道市 因島土生町2207-6 0845-22-1539

027 尾道の食事処　青柳 おのみちのしょくじどころ あおやぎ 尾道市 久保1-5-24 0848-37-2131 http://www.aoyagiokoze.jp/
051 とりかわ権兵衛　尾道店 とりかわごんべえ　おのみちてん 尾道市 東御所町6-2 0848-29-4009 http://r.gnavi.co.jp/y151800/
052 海鮮問屋　きたまえ かいせんどんや　きたまえ 尾道市 西御所町1-1 ホテルα-1内 0848-23-2949 http://r.gnavi.co.jp/y151802/
089 お好み焼　すみチャン おこのみやき　すみちゃん 尾道市 東御所町11-17-１F 0848-24-2480 http://r.goope.jp/sumichan
090 らうんじ　ふれ愛 らうんじ　ふれあい 尾道市 久保2-20-6 0848-37-7872

091 洋酒喫茶　ロダン ようしゅきっさ　ろだん 尾道市 久保2-14-13 0848-37-3895

092 スナック　さかえ すなっく　さかえ 尾道市 久保1-5-16 オリエントクボ１F 0848-37-2516

093 お気楽酒場　私が家 おきらくさかば　わがや 尾道市 久保2-9-13 0848-37-0039

094 小料理　ひさ川 こちょうり　ひさかわ 尾道市 久保1-3-26 0848-37-7119

095 居酒屋　れいこ いざかや　れいこ 尾道市 久保2-1-8 0848-37-5659

096 鯉太郎 こいたろう 尾道市 高須町5153-1 0848-46-2955

097 ごんべ ごんべ 尾道市 山波町340-1 0848-46-4374

098 小鉢 こばち 尾道市 久保1-4-1 0848-37-1578

099 大久 だいきゅう 尾道市 高須町5254-1 0848-47-0268

100 味の店　公巣 あじのみせ　こうのす 尾道市 久保2-8-2 0848-37-7309

101 手打ちうどん　よしや てうちうどん　よしや 尾道市 土堂1-11-5 090-4896-1611

102 お好み焼　としくん おこのみやき　としくん 尾道市 栗原西1-1-1 0848-24-5004

103 プティ・アノン ぷてぃ・あのん 尾道市 東土堂町4-22 0848-24-1678

104 つるみ つるみ 尾道市 西土堂町19-3 0848-22-7890

105 Food & BAR Like the Sun ふーどあんどばー　らいく ざ さん 尾道市 久保2-10-10 090-8064-8217

106 和み処　真 なごみどころ　しん 尾道市 土堂1-16-6 0848-23-2722

107 潮音 しおね 尾道市 栗原町11218-2 0848-23-5075

108 味どころ　磯 あじどころ　いそ 尾道市 久保1-10-9 0848-37-9401

109 スナック　マリモ すなっく　まりも 尾道市 久保2-19-4 0848-37-2724

110 萩乃家 はぎのや 尾道市 久保1-8-24 0848-37-3732

111 スナック　元禄 すなっく　げんろく 尾道市 久保2-14-4 0848-37-1605

112 スナック　夢 すなっく　ゆめ 尾道市 久保2-17-3 0848-37-2305

113 ミラージュ みらーじゅ 尾道市 久保2-9-12 0848-37-3156

114 舟亭 ふなてい 尾道市 久保2-18-8 0848-37-8267

115 久る美 ひるみ 尾道市 久保2-14-11 0848-37-2273

116 味菜 あじさい 尾道市 久保2-19-2 0848-37-7557

117 たんぽぽ たんぽぽ 尾道市 久保2-13-13 0848-37-3717

118 寿司とお食事　なお すしとおしょくじ　なお 尾道市 久保1-13-11 0848-37-2468

119 キッチンカフェ　縷縷 きっちんかふぇ　るる 尾道市 新浜1-13-32 0848-22-5347

120 パートナーⅡ ぱーとなー　つー 尾道市 久保2-21-4 0848-37-8161

121 地どり料理　とり姫 じどりりょうり　とりひめ 尾道市 久保1-12-20 0848-37-9638

122 食処　ひろ しょくどころ　ひろ 尾道市 久保2-10-19 0848-37-4699
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123 やきとり大吉　尾道店 やきとりだいきち　おのみちてん 尾道市 門田町23-2 0848-22-5667

124 コットンクラブ こっとんくらぶ 尾道市 久保1-5-16 0848-20-8007

125 天 てん 尾道市 久保2-16-13 0848-37-5278

126 グループハウス　ぐるーぺ ぐるーぷはうす　ぐるーぺ 尾道市 久保2-22-1 0848-37-3746

127 和風レストラン　大田屋 わふうれすとらん　おおたや 尾道市 高須町1329-15 0848-46-0602

128 天狗寿司 てんぐすし 尾道市 土堂1-4-14 0848-22-4608

129 ㈲宮徳 みやとく 尾道市 久保2-23-16 0848-37-3652 http://www.miyatoku.co.jp
130 いさみ いさみ 尾道市 新浜1-11-4 0848-25-5373

131 演歌みちむかいしま えんかみち　むかいしま 尾道市 向島町5552-32 0848-44-3759

132 遊食楽酒　いっとく ゆうしょくらくしゅ　いっとく 尾道市 西土堂町1-10 0848-24-1109 http://www.ittoku-go.com
133 廻船酒蔵　ベッチャーの胃ぶくろ かいせんしゅぞう　べっちゃーのいぶくろ 尾道市 十四日元町5-9 0848-37-3730 http://www.ittoku-go.com
134 つたふじ つたふじ 尾道市 土堂2-10-17 0848-22-5578

135 カラオケスタジオ　まいく からおけすたじお　まいく 尾道市 高須町5731 0848-47-1010

136 尾道一番 おのみちいちばん 尾道市 新浜1-13-31 0848-23-8845

137 こむぎや こむぎや 尾道市 山波町678-8 0848-37-7115

138 さぬき さぬき 尾道市 十四日元町5-13 0848-37-0690

139 ㈲後藤屋 ごとうや 尾道市 土堂2-8-23 0848-22-3947

140 しみず食堂 しみずしょくどう 尾道市 東御所町60-8 0848-23-5283

141 高岱寺 こうだいじ 尾道市 東御所町11-5 0848-24-8181

170 チャイナ・ガーデン くるり ちゃいな・がーでん くるり 尾道市 美ノ郷町三成2014-1 0848-48-5515

171 寿里庵 じゅりあん 尾道市 高須町400-17 0848-56-0987

172 パブ　紫苑 ぱぶ しおん 尾道市 久保2-13-11 0848-37-1436

173 中華料理　大連 ちゅうかりょうり だいれん 尾道市 美ノ郷町三成2759 0848-48-3755

174 村一番 むらいちばん 尾道市 久保2-16-7 0848-37-7274

195 やまねこカフェ やまねこかふぇ 尾道市 東土堂町2-9-33 0848-21-5355 http://www.ittoku-go.com
198 尾道渡し場　たまがんぞう おのみちわたしば　たまがんぞう 尾道市 土堂1-11-16 0848-29-4109 http://www.ittoku-go.com
201 食事処 絲魚 しょくじどころ いとい 尾道市 土堂1-13-11 0848-25-5105

202 料理仕出し 前川 りょうりしだし まえかわ 尾道市 土堂1-8-18 0848-23-2613

255 ㈲みち草 みちくさ 尾道市 東御所町3-4 0848-22-4830

541 パブディスコ　マブハイ ぱぶでぃすこ　まぶはい 尾道市 久保2-15-25 プレジャbナイトタウン 0848-37-0181

802 博多ラーメン味の蔵 尾道店 はかたらーめんあじのくら おのみちてん 尾道市 栗原町8553-1 0848-24-0019 http://www.shincou.com
842 寿司 なにわ すし　なにわ 尾道市 久保2-10-15 0848-37-9930

844 生そば やぶ なまそば やぶ 尾道市 山波町345-8 0848-46-0231

845 凛 りん 尾道市 久保2-14-5 0848-37-8849

846 スナック　MYMU すなっく まいむ 尾道市 久保2-13-13 0848-37-9170

847 スケアクロウ すけあくろう 尾道市 久保1-5-16 0848-37-8677

848 フェイト ふぇいと 尾道市 久保2-16-14 0848-37-2117

849 スナック 都 すなっく みやこ 尾道市 久保2-8-10 グランパス１Ｆ 0848-37-0215

850 スナック イリエ すなっく いりえ 尾道市 久保2-11-6 0848-37-8200
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851 クラウン くらうん 尾道市 久保1-5-13 0848-37-6005

852 楽天 らくてん 尾道市 久保2-15-29 0848-37-6156

904 尾道ラーメン　たに おのみちらーめん　たに 尾道市 東御所町1-7 0848-23-7800 http://www.onomichiramen-tani.com/
908 イタリア料理　コラッジオ いたりありょうり　こらっじお 尾道市 三軒家町３－１ 0848-22-2027 http://WWW.CORAGGIO.JP/
911 ㈱藤半 ふじはん 尾道市 久保2-15-15 0848-37-3300 http://www.fujihan.com
913 ㈲よしむら よしむら 尾道市 因島土生町1899-91 0845-22-0981

920 お好み焼き ㈲たかす亭 おこのみやき　たかすてい 尾道市 高須町大新5239 0848-46-1531

953 ㈲由良や ゆらや 尾道市 十四日元町3-25 0848-37-0480

955 うろこ・かき船 うろこ・かきぶね 尾道市 久保2-26-9 0848-37-3633

956 居酒屋 五百圓 いざかや ごひゃくえん 尾道市 久保2-4-15 0848-37-8410 http://www2.hp-ez.com/hp/izakaya500yen
958 ラーメン 千光亭 らーめん　せんこうてい 尾道市 長江1-3-6 0848-37-0445

964 かき左右衛門 かきざえもん 尾道市 土堂2-9-20 0848-38-7871

968 尾道ラーメン　喰海 おのみちらーめん　くうかい 尾道市 土堂1-12-11 0848-24-8133 http://www.kuukaira-men.com
971 鳥徳 とりとく 尾道市 久保1-12-5 0848-37-6500

980 お食事処 季らく おしょくじどころ きらく 尾道市 久保1-12-11 0848-37-9034

1005 彩り いろどり 尾道市 久保1-12-4 0848-37-0017

1013 レーベン れーべん 尾道市 久保2-14-11 0848-37-1809

1134 旅館つつ井 りょかんつつい 尾道市 瀬戸田町瀬戸田216 0845-27-2221 http://www.tsutsui.yad.jp/
1139 居酒屋 金太 いざかや きんた 尾道市 西御所町2-27 0848-22-3919

1226 魚民 尾道南口駅前店 うおたみ　おのみちみなみぐちえきまえてん 尾道市 東御所町2-11 みやビル１階 0848-24-3788

1249 千年の宴 尾道南口駅前店 せんねんのうたげ　おのみちみなみぐちえきまえてん 尾道市 東御所町2-11 みやビル２階 0848-24-3388

1257 ㈲津田食品 仁屋 つだしょくひん じんや 尾道市 美ノ郷町三成208-2 0848-48-4307

1258 アップルシード あっぷるしーど 尾道市 古浜町3-26 0848-23-7599 http://www.bbbn.jp/~saintsio/
1281 向日葵 ひまわり 尾道市 久保1-12-4 0848-37-7478

1282 海岸居酒屋 じわっと かいがんいざかや じわっと 尾道市 土堂2-9-2 0848-22-8799

1298 アップルハウス あっぷるはうす 尾道市 栗原西2-6-16 0848-23-5050

1334 泳魚料理 土井 えいぎょりょうり どい 尾道市 因島土生町1893-14 0845-22-3751

1335 髙原誠吉食堂 たかはらせいきち しょくどう 尾道市 土堂2-9-3 0848-24-6880

1336 ままかり家Ⅱ ままかりや 尾道市 土堂2-19-33 0848-24-1099

1337 豊鮓 ゆたかずし 尾道市 土堂2-8-24 0848-22-8274

1338 ふうらん ふうらん 尾道市 土堂1-7-6 0848-23-8218

1340 割烹寿司 西乃木 かっぽうすし さいのき 尾道市 山波町1436-1 0848-37-1702

1399 尾道ラーメン壱番館 おのみちらーめん いちばんかん 尾道市 土堂2-9-26 0848-21-2119

1448 香猿 かえん 尾道市 美ノ郷町三成206-5 0848-48-5917

1462 味彩 あじさい 尾道市 因島土生町1899-33 日立因島労働会館3階 0845-22-3271

1470 一升瓶 いっしょうびん 尾道市 新浜1-11-5 0848-23-6768

1471 母恵夢 ぽえむ 尾道市 久保1-5-16 0848-37-5338

1472 ビードロ びーどろ 尾道市 久保2-13-11 0848-37-1026

1473 随 すい 尾道市 久保1-12-2 0848-37-6921
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1474 スナック ドア すなっく どあ 尾道市 久保1-5-16 0848-37-4222

1475 鉄板焼 お好み焼 まり てっぱんやき おこのみやき まり 尾道市 新浜1-13-32 0848-24-5300

1476 お好み焼 おかの おこのみやき おかの 尾道市 久保2-11-4 0848-37-4220

1477 串揚 金太郎 くしあげ きんたろう 尾道市 久保2-15-6 0848-37-0507

1478 とり平 とりへい 尾道市 久保2-16-4 0848-37-8921

1479 真ぱち しんぱち 尾道市 久保2-22-9 0848-37-3789

1480 寿し 米松 すし よねまつ 尾道市 久保2-21-1 0848-37-4808

1481 きみまつ きみまつ 尾道市 久保2-22-8 0848-37-4075

1482 鮮味くにひろ せんみくにひろ 尾道市 久保2-23-10 0848-37-2083

1483 ポルタ ディ マーレ ぽるた でぃ まーれ 尾道市 久保2-25-14 0848-37-8080 http://porta-1.com/
1517 どん吉 どんきち 尾道市 土堂1-6-4 0848-24-3608

1518 レスポワール ドゥ カフェ れすぽわーる どぅ かふぇ 尾道市 西御所町14-5 0848-24-1154 http://www.s1group.jp/onomichilespoir.html
1519 暖 だん 尾道市 久保2-12-11 0848-37-1606

1520 一口 ひとくち 尾道市 久保2-20-2 0848-37-9723

1521 花時計 はなどけい 尾道市 久保2-20-5 0848-37-9201

1522 スナック せつこ すなっく せつこ 尾道市 久保2-14-5 0848-37-8886

1523 樹海 じゅかい 尾道市 久保2-10-7 0848-37-3107

1524 グレース ぐれーす 尾道市 久保2-10-7 0848-37-6881

1525 一番 いちばん 尾道市 栗原町11651-3 0848-25-2821

1526 焼肉 大関 やきにく　おおぜき 尾道市 高須町5692-2 0848-46-2527

1527 宮崎 みやざき 尾道市 高須町5143-2 0848-46-1408

1528 カラオケ アルファ 尾道店 からおけ あるふぁ　おのみちてん 尾道市 高須町4840-21 0848-46-4844

1529 中華料理 一龍 ちゅうかりょうり いちりゅう 尾道市 高須町4756-16 0848-47-3711

1530 スナック ナイトリバー すなっく ないとりばー 尾道市 久保1-5-16 0848-37-0921

1531 木遣 きやり 尾道市 久保1-5-19 0848-37-3900

1532 金の魔女 きんのまじょ 尾道市 久保1-5-19 0848-37-6390

1533 ニュータケ にゅーたけ 尾道市 久保2-10-15 0848-37-8632

1534 桜 さくら 尾道市 久保2-15-29 0848-37-2444

1535 JAZZ & BAR A-TRAIN じゃず あんど ばー えーとれいん 尾道市 久保2-14-9 0848-37-1563

1536 縁 えにし 尾道市 久保2-5-16 0848-37-6151

1537 月のうさぎ つきのうさぎ 尾道市 久保1-5-17 0848-37-3035

1538 大蔵 おおくら 尾道市 久保2-11-7 0848-37-3362

1539 スタンド バンク すたんど ばんく 尾道市 久保2-9-13 0848-37-0074

1540 辻梅 つじうめ 尾道市 久保2-22-6 0848-37-1165

1541 レインボー れいんぼー 尾道市 久保2-10-17 0848-37-7668

1562 凱旋門 がいせんもん 尾道市 久保1-5-16 オリエント久保1Ｆ 0848-37-2217

1563 Lotus ろーたす 尾道市 久保2-8-10 090-4699-0087

1595 お好焼・鉄板焼・みかんの花 おこの 尾道市 因島土生町1460-2 0845-22-9211

1597 馬ん子 うまんこ 尾道市 栗原西2-6-20 0848-22-6261

http://porta-1.com/
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1598 玉扇 ぎょくせん 尾道市 久保2-8-13 0848-37-0759

1600 萬来野㈲ ばんらいけん 尾道市 高須町5249 0848-46-1681

1601 すし丸 尾道店 すしまる おのみちてん 尾道市 高須町845-1 0848-46-3394

1603 ㈲味平 あじへい 尾道市 木ノ庄町木門田701-8 0848-48-3207

1604 焼肉 真暖 やきにく まだん 尾道市 美ノ郷町三成1949-2 0848-48-0529

1605 米徳 よねとく 尾道市 久保1-12-5 0848-37-4424

1606 蔵鮨 くらずし 尾道市 久保1-3-31 0848-37-9320

1607 小料理 つる幸 こりょうり つるこう 尾道市 久保1-4-5 0848-37-0251

1608 ＫＡＺＵ かず 尾道市 久保3-3-15 0848-37-4226

1609 きはら食堂 きはら しょくどう 尾道市 東久保町6-31 0848-37-3277

1610 千鶴 ちづる 尾道市 西土堂町1-17 0848-22-5359

1611 きた山 きたやま 尾道市 尾崎本町9-9 0848-37-1991

1612 お好み焼 パル おこのみやき ぱる 尾道市 久保1698-1 0848-37-1003

1613 居酒屋 ともいち いざかや　ともいち 尾道市 久保1-8-22 0848-37-2259

1614 更科 さらしな 尾道市 久保3-7-9 0848-37-5560

1615 Tranquillite とらんきりて 尾道市 久保1-9-2 0848-36-6470

1666 風月 ふうげつ 尾道市 久保2-14-7 0848-37-1561

1667 寿司金 すしきん 尾道市 久保2-11-10 0848-37-4853

1668 鉄板ぴあ てっぱん ぴあ 尾道市 久保2-21-8 0848-37-7768

1669 よろず屋 辰兵衛 よろずや たつべー 尾道市 久保2-16-12 0848-37-1901

1670 村上お好焼店 むらかみ おこのみやきてん 尾道市 久保2-1-15 0848-37-3100

1671 一楽 いちらく 尾道市 久保2-10-12 0848-37-5862

1727 食事処 潮風 しょくじどころ しおかぜ 尾道市 山波町倉ノ内新涯1905-8 0848-37-1968

1728 楓 かえで 尾道市 西御所町2-6 0848-22-4855

1729 はなまる はなまる 尾道市 十四日元町4-6 0848-37-8183

1730 雑兵 ぞうひょう 尾道市 十四日元町3-23 0848-37-6755

1731 肴や 花みづき さかなや はなみづき 尾道市 三軒家町10-9 0848-24-2625

1733 まかない食堂 むらちゃん まかないしょくどう むらちゃん 尾道市 十四日元町1-26 0848-37-1055

1735 キッチン くじらぐも きっちん くじらぐも 尾道市 桜町8-21 0848-24-6826

1736 セカンドルーム せかんどるーむ 尾道市 久保2-19-2 0848-37-8803

1737 スナック ふじ すなっく ふじ 尾道市 久保1-1-6 0848-37-8585

1738 オルゴール おるごーる 尾道市 久保1-5-17 0848-37-7910

1739 夢桜 ゆめさくら 尾道市 久保1-5-17 0848-37-5037

1740 MOMO もも 尾道市 久保1-4-8 090-7999-8432

1741 スタンド こころ すたんど こころ 尾道市 久保2-11-18 0848-37-2230

1742 博多 はかた 尾道市 久保2-10-1 0848-37-3454

1743 スナック 紗羅 すなっく さら 尾道市 久保2-14-2 0848-37-5501

1744 歌良音家市場 豆屋 からおけいちば まめや 尾道市 久保2-11-10 0848-37-4001

1745 スナック エルドール すなっく えるどーる 尾道市 久保2-13-9 0848-37-2101
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1746 ミナミ みなみ 尾道市 久保2-16-3 0848-37-2021

1747 ブーケ ぶーけ 尾道市 久保2-18-3 0848-37-9622

1748 ぴえろ ぴえろ 尾道市 三軒家町13-7 0848-22-2319

1749 エンジェル えんじぇる 尾道市 久保1-5-17

1750 ダイニングカラオケ オアシス だいにんぐからおけ おあしす 尾道市 高須町1186-1 0848-47-0606 http://www.karaoke-oasis.net/
1751 伝でん でんでん 尾道市 土堂2-8-16 0848-24-5454

1752 ざこや ざこや 尾道市 土堂1-11-14 0848-23-8346

1753 旬彩 しゅんさい 尾道市 土堂1-17-11 0848-24-1111

1754 鮨と魚料理 保広 すしとさかなりょうり やすひろ 尾道市 土堂1-10-12 0848-22-5639

1755 イタリ庵 西山亭 いたりあん にしやまてい 尾道市 土堂2-9-22 0848-24-5844

1756 食事処 にしやま しょくじどころ にしやま 尾道市 土堂1-7-6 0848-22-8522

1757 すし常 すしつね 尾道市 土堂2-1-2 0848-23-6882

1842 尾道国際ホテル おのみちこくさいほてる 尾道市 新浜1-13-6 0848-25-5931 http://www.kokusai-hotel.com/kokusai/
1960 スナック　宮崎 すなっく　みやざき 尾道市 因島土生町汐北区1893-3 0845-22-6961

1974 カラオケ．スタジオ 浪漫飛行 からおけ すたじお ろまんひこう 尾道市 因島中庄町2302-5 0845-24-2699

1975 スナック 紫苑 すなっく しおん 尾道市 因島土生町2205-2 0845-22-6007

1976 喫茶＆スナック サンウェイ きっさ すなっく さんうぇい 尾道市 因島中庄町3301-11 0845-24-2698

1987 有限会社 チコ ちこ 尾道市 因島土生町2559-1 0845-22-2533

2127 スナック 檸檬 すなっく れもん 尾道市 因島土生町新生区1816 0845-22-4682

2504 ペーパームーン ぺーぱーむーん 尾道市 因島土生町1905 0845-22-5858

2534 居・どん家いしみ い・どんやいしみ 尾道市 因島土生町1816-1 0845-22-1307 http://r.gnavi.co.jp/48v7rz5n0000/
2535 ㈲みつばち みつばち 尾道市 因島重井町2234-3 0845-25-1388

2536 クラブ西安 くらぶせいあん 尾道市 因島土生町1897-38 0845-22-0258

2564 伊呂里 いろり 尾道市 因島土生町2205-1 0845-22-9450

2581 海山 かいざん 尾道市 因島中庄町4754-8 0845-24-0520

2582 御食事処はたじ おしょくじどころはたじ 尾道市 因島中庄町字時森3180-6 0845-24-1945

2583 居食祭屋菜菜 いしょくさいやさいさい 尾道市 因島中庄町仁井屋区3167-5 0845-24-2795

2584 味道園 みどうえん 尾道市 因島土生町1896-17 0845-22-1901

2585 上田お好み焼き うえだおこのみやき 尾道市 因島土生町塩浜南区1899-178 0845-22-4407

2586 入船 いりふね 尾道市 因島土生町1897-46 0845-22-1639

2587 やきとりあかしや やきとりあかしや 尾道市 因島土生町1894-9 0845-22-7937

2588 新天地 しんてんち 尾道市 因島土生町1899 0845-22-1819

2589 お食事処弁蔵 おしょくじどころべんぞう 尾道市 瀬戸田町中野408-6 0845-27-3454

2590 瀬戸の味万作 せとのあじ まんさく 尾道市 瀬戸田町瀬戸田530-1 0845-27-3028

2591 桂馬 けいま 尾道市 瀬戸田町瀬戸田251 0845-27-1989

2592 南大門 なんだいもん 尾道市 瀬戸田町中野407-39 0845-27-1937

2593 みち草 みちぐさ 尾道市 因島土生町50 0845-22-4580

2594 居酒屋兆治 いざかや ちょうじ 尾道市 因島中庄町4699-1 0845-24-3039

2796 大丸日本料理場 だいまるにほんりょうりじょう 尾道市 古浜町1-3 0848-23-3625

http://www.karaoke-oasis.net/
http://www.kokusai-hotel.com/kokusai/
http://r.gnavi.co.jp/48v7rz5n0000/
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2858 スナックＡＱＵＡ すなっくあくあ 尾道市 因島土生町 0845-22-6770

2859 和風スナック「呑」 わふうすなっくどん 尾道市 因島土生町2111 0845-26-0233

2860 愛花夢 あいかむ 尾道市 因島土生町2102-2 0845-22-3034

2861 パブエスカルゴ ぱぶえすかるご 尾道市 因島土生町2085-7 0845-22-8521

2862 Bar ｇｏｃｃｉａ ばーごっちゃ 尾道市 因島土生町2005-2瀬戸内ﾋﾞﾙ 0845-22-7565

2898 日本料理まきの にほんりょうり　まきの 尾道市 瀬戸田町沢209-26 0845-27-3032

2899 ㈲かねよし かねよし 尾道市 瀬戸田町沢209-27 0845-27-0405

2900 しおみ食堂 しおみしょくどう 尾道市 瀬戸田町瀬戸田512 0845-27-0506

2901 ㈱ちどり ちどり 尾道市 瀬戸田町瀬戸田530-2 0845-27-0231

2902 焼肉の西村 やきにくのにしむら 尾道市 瀬戸田町瀬戸田434 0845-27-0298

2918 居酒屋　街路樹 いざかや　がいろじゅ 尾道市 瀬戸田町瀬戸田439 0845-27-1186

2919 マツシゲリカーショップ まつしげりかーしょっぷ 尾道市 瀬戸田町瀬戸田191 0845-27-0072

2920 ㈲住之江旅館 すみのえりょかん 尾道市 瀬戸田町瀬戸田264-3 0845-27-2155

2921 ㈲さざなみ さざなみ 尾道市 瀬戸田町瀬戸田181-5 0845-27-3373

2922 バー おち ばー おち 尾道市 瀬戸田町瀬戸田223-1 0845-27-2438

2937 カラオケＣＬＵＢ ＤＡＭ尾道店 からおけくらぶ だむおのみちてん 尾道市 高須町4840-21 0848-46-4844 http://karaokeclub.jp/shop
2960 天華 てんか 尾道市 新浜1-9-22 0848-21-0028

2979 お食事処　わか葉 おしょくじどころわかば 尾道市 瀬戸田町瀬戸田520-1 0845-27-0170

2980 お好み焼き・麗 おこのみやき・れい 尾道市 因島中庄町3159-1 0845-24-0774

2981 ㈱花戸屋 はなどや 尾道市 因島中庄町2748 0845-24-1812

2982 居酒屋兎 いざかや うさぎ 尾道市 因島中庄町4754-7 080-2917-6431

2983 中華料理 鳳昇楼 ちゅうかりょうりほうしょうろう 尾道市 因島中庄町4754-4 0825-24-3158

2989 ＣＨＵＲＣＨ． ちゃーち 尾道市 因島土生町2005-2 0845-22-1601

2990 天鵬 てんほう 尾道市 因島土生町2005-2

2991 里苑 りえん 尾道市 因島土生町平木区2005-2 0845-22-5777

3005 あづま食堂 あづましょくどう 尾道市 因島田熊町5051-4 0845-22-2202

3006 よし成 よしなり 尾道市 因島田熊町2490-1 0845-22-1958

3042 フジグラン尾道　喫茶＆レスト　ジュン ふじぐらんおのみち　きっさあんどれすと　じゅん 尾道市 東尾道19-7 0848-47-8130

3236 Café restaurant&Bar舷-GEN- かふぇれすとらんあんどばーげん 尾道市 東御所町1-1 0570-040-033 https://www.beacon-onomichi.com/

3237 尾道大衆食堂せと おのみちたいしゅうしょくどうせと 尾道市 東御所町1-1尾道駅ビル内 0848-23-8220 https://onomichi-seto.sudachiya.com/

https://onomichi-seto.sudachiya.com/

