
【飲食店】

あ　び 飲食 Assiette de kaneko　（アシェット・ド・カネコ） 飲食物

イタリアン　ダイニング　Ａｊｉーｔｏ　アジト 食品 囲炉裏亭　味都 食品

味の蔵　春日店 ラーメン 味の蔵　川口店 ラーメン

博多ラーメン味の蔵　サファ福山店 ラーメン らーめんあじのくら ラーメン

アスペルジュ 飲食 あぶと本館 和食、懐石料理

天霧　瀬戸店 うどん・そば 天霧　松永店 うどん・そば

天霧　駅家店 うどん・そば 天霧　引野店 うどん・そば

天霧　木之庄店 うどん・そば 天霧　川口店 うどん・そば

天霧　道上店 うどん・そば 天霧　南本庄店 うどん・そば

天霧　春日店 うどん・そば 天霧　東深津店 うどん・そば

あまぎり庵　新市店 うどん・そば ㈱阿藻珍味　鯛匠の郷食遊館　本社3階 飲食店

小魚阿も珍　川口店 飲食店 小魚阿も珍　駅家店 飲食店

小魚阿も珍　春日店 飲食店 小魚阿も珍　神辺店 飲食店

小魚阿も珍　松永店 飲食店 割烹　ありやす 和食、魚料理

居肴家　一楽 居酒屋 居酒屋　田 鞆の浦コロッケ

居酒屋　佑遊 飲食 いざかや天 料理、酒

壱乃蔵 ステーキ ㈱グリル壱乃蔵 飲食店

一竜軒 飲食 一丁 ラーメン

一鉄 居酒屋 ピッツェリア　トラットリア　ダマンマ 飲食業

㈱伊呂波 仕出し料理 いろはのゐ 飲食店

焼肉酒家肉匠　岩本 飲食 魚勝 寿司、活魚料理、日本料理

海鮮料理魚花 食品（主に魚介類） 一汁二菜　うしろ 食品

海彦太郎 料理、飲物 梅の花　福山店 和食、飲食店

大衆食堂　ゑびすや 飲食 大阪王将　平成大学前店 中華料理

大阪王将　福山川口店 中華料理 旬彩酒肴　おく村 飲食

お好み焼き　かんばら お好み焼き お好み焼き　だいだい お好み焼き

お好み焼き　満月 お好み焼き お好み焼き　紅葉 お好み焼き

お好み焼き　三平 お好み焼き おでん藍 おでん、一品料理、酒

男寿し 和食（寿し・天ぷら） 回転寿司すし丸　三吉店 寿司

回転寿司すし丸　春日店 寿司 回転寿司すし丸　花園店 寿司

回転寿司すし丸　曙店 寿司 花月 仕出し、料理

カジトリラーメン 飲食店 カフェリンダ　フェリーチェ 飲食

カルビ屋大福　福山店 焼き肉 カレーハウスCoCo壱番屋　福山松永店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　サファ福山店 カレーライス専門店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山多治米店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　福山引野店 カレーライス専門店 カレーハウスCoCo壱番屋　福山東インター店 カレーライス専門店

カレーハウスCoCo壱番屋　福山駅前店 カレーライス専門店 日本料理　川長 日本料理、仕出し、弁当

甘味処　樹輪 ぜんざい 牛角　リム・ふくやま店 飲食

牛角　福山蔵王店 飲食 焼肉　牛徳 お肉

㈱餃子大学 中華料理 ＱｏｏＱｏｏ　ｃａｆｅ（クークーカフェ） カフェ

中華　慶春 中華料理 Ｋ’ｓ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｗａ　Ｔａｃｈｉｂａｎａ 飲食

饂飩屋　康平衛 うどん、丼物の専門 福山　甲羅本店 かに料理

Ｃｏｚｙ　ｃａｆｅ　ｇｒａｃｅ(コージーカフェ　グレイス） ランチ・パスタ コーヒー＆ランチ　ぶどうの木 珈琲、ランチ

さかな屋　ごち 日本料理 ゆるり庵　ごち 日本料理

こまのや すし、そば、うどん こもれび 会席料理

魚料理とおでん　さち 料理 さむらい本館 飲食店

シーパーク大浜 飲食店 廻鮮寿司 しまなみ　曙店 回転寿司

廻鮮寿司 しまなみ　神辺店 回転寿司 廻鮮寿司 しまなみ　蔵王店 回転寿司

しゃぶしゃぶ・ぐりるＩｗａｍｏｔｏ 飲食 味処　秀 料理

旬菜や魚嵐　駅家店 和食 旬菜や魚嵐　福山港町店 和食

Style Blanc ランチ・ディナー すなっく　凛 酒

ＺＯＮＯ　kitchen 飲食店 蕎麦十 蕎麦

そば処　ぬまくま 飲食店（そば） 名代御蕎麦処　大市　引野店 日本そば

竹寿し すし たんと 飲食業



お好み焼き・鉄板焼き　ちゃくら お好み焼き 茶店姫谷 食料品小売、洋食店

中華そば　しんたく 食品 中華ダイニング青冥 飲食業

ちんみん　ポートプラザ店 飲食業 友 居酒屋

母の味　つき 飲食 囲炉裏長屋　つるべ川口店 飲食

鉄板・豆富料理　つるべ南蔵王店 飲食 日本料理　滴水 飲食品

府中焼　鉄板焼食堂　鉄錢 鉄板焼、お好み焼き 鉄板Ｙａ！かわぐち 飲食

徳川　福山東深津店 飲食店（お好み焼） 魚々家　むてき 飲食店

トラットリア　ロマーノ イタリア料理（パスタ、ピッツァ等） 砦 飲食店

とりでん　福山曙店 飲食 鶏番長 鳥肉

とんかつ専門店　豚珍館 ひれかつ・ロースカツ、とんかつ丼、ヒレサンド なかくし 飲食店

中村屋 飲食 中村家　手城店 ラーメン

中村家　伊勢丘店 ラーメン にく料理　あぶり 飲食店

ニュートンモア 仏コース料理 ナチュラルフレンチレストラン　ヌーヴェル　ヴァーグ フランス料理

タイレストラン　パーパイタイ タイ料理 ハーブガーデン レストラン、ハーブグッズ等

博多らーめん 飲食店 白楽 寿し、天ぷら（和食）

八剣伝　引野店 焼き鳥居酒屋 広島お好み焼き・鉄板焼　はっせい船町。 飲食

はなまる福山三吉店 うどん パパドウ 喫茶店

鉄板食堂　バルコ 鉄板焼、ワイン 晩久 飲食

ビストロ　ブールブラン フレンチ ビストロ　ル　レーヴ 飲食店

ピッツェリア　ナポリ イタリア料理 びんごじ 一般食事

㈲ふくだ家 飲食・弁当 福山大学第一食堂 学生食堂

福山大学第二食堂 学生食堂 福山大学会館食堂 学生食堂

福山大学フーヅカフェ 学生食堂 福山平成大学食堂 学生食堂

盈進学園学生食堂 学生食堂 なにわ料理　藤 飲食業

フジヤマドラゴン 飲食店 ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ福山曙店 飲食

ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ福山神辺店 飲食 紅屋食堂 飲食

ベリーベリー 飲食 ほう月 日本料理

㈲ほくろ 飲食 ＢＯＮＤ ＣＡＦＥ 軽食

ほんのり 会席料理 まいウェイ 飲食店

孫市 天ぷら まごころ料理ふな家 飲食業

㈲みかげ 飲食店 ㈲みかど本館 飲食

美甘　宇野 飲食 季節料理　光哉 和食・寿司

都　あけぼの レストラン ヴェルデュ　都 レストラン

ステーキ懐石　都　春日 レストラン 和処　みやび 料理

みゆき寿司　本館　日本料理 日本料理　寿司 みゆき寿司　住吉店 日本料理　寿司

むてきの寅蔵 飲食店 むらかみコーヒー コーヒー販売

旬感食堂　メルカド 飲食 ギャラリー　カフェ　もくれん 飲食・陶器

麺蔵　新市店 ラーメン モスバーガー　福山光南店 ハンバーガー

モスバーガー　福山春日店 ハンバーガー モスバーガー　福山御幸店 ハンバーガー

モスバーガー　福山川口店 ハンバーガー モスバーガー　ファクトリーイトーヨーカドー福山店 ハンバーガー

隠れ鶏もんど　昭和町店 居酒屋 笑ひ鶏もんど　沖野上店 居酒屋

焼肉　一楽　福山引野店 焼肉 やきにく　笑輔 焼肉

焼肉　大福 食料品 やきにく孫悟空　東深津店 焼き肉

やきにく孫悟空　神辺店 焼き肉 山ふく 飲食店

備後やきそば本舗　やまもと商店 食料品 西洋居酒屋　夢の介 地中海料理・ワイン

夢本陣なごみ 飲食店 中華そば　陽気　福山店 中華そば

洋食工房くつろぎ 飲食 ライス共和国 飲食物

ラウンジ関根 飲食 ルナ元町店・曙店 コーヒー・パフェ

レストラン　一 食品 ワールドビュッフェ福山蔵王店 飲食

旬菜創作ビュッフェ　露庵　福山松永店 飲食店 ㈲ARUSHE 飲食店

味処　かみさま 飲食店 どんどん亭　蔵王店 焼肉

どんどん亭　松永店 焼肉 喫茶　ロイヤル コーヒー、尾道ラーメン、定食

Bar　あき乃 酒類 ハイボール　ペルル 酒類

八剣伝　平成大前店 飲食店 海鮮蔵　一亀 日本料理



おばんざい　山ろく 食品 インド料理専門店　アンナ・プルナ インド料理

粉もん道楽　陽気屋 お好み焼、鉄板焼 ふく山や 飲食店

冨久武 仕出し、料理 炭火珈房ピトン　南蔵王店 珈琲

炭火珈房ピトン　蔵王店 珈琲 炭火珈房ピトン　曙店 珈琲

魚夢 ひらめとおこぜのコース料理


