呉大和隊員手帖 対象施設一覧
宿泊施設

H29.4.1現在

クレイトン ベイ ホテル
呉市築地町3-3
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

0823-26-1111

呉森沢ホテル
呉市本町15-22
0823-21-5188
チェックインの際にソフトドリンク1杯サービス
尉官

佐官
将官

チェックインの際にコーヒー(ホットまたはアイス)1杯サービス

JR呉駅から車で5分、呉の繁華街から歩いてすぐ。今
年で創業105年を迎える当ホテルは和と洋の文化を
併せ持ち呉文化を象徴する優美なホテルです。
＊特典は14時～19時のチェックイン時のみの提供で
す。

チェックインの際に生ビール1杯サービス

呉阪急ホテル
呉市中央1丁目1-1
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

0823-20-1111

グリーンピアせとうち
呉市安浦町三津口326-48
0823-84-6624
お食事の際にソフトドリンク1杯サービス
尉官
お食事の際にアルコール1杯サービス
佐官

将官

瀬戸内海を一望でき、呉駅から車で5分の好
立地なホテルです。リゾートとシティの機能を
備えており、アットホームなサービスで皆様
をお迎えいたします。

JR呉駅徒歩1分。 ゆとりあるレイアウトにシックなイン
テリアや調度品がさりげなく置かれた贅沢なゲスト
ルーム、 瀬戸内の味覚をたっぷり堪能できるレストラ
ンや、落ち着いた雰囲気のバーなどがエレガントなひ
とときを演出します。

瀬戸内の多島美と緑に包まれ、宿泊・会議研修・ス
ポーツ施設等が充実した総合リゾート施設です。
＊特典は夕食付きの宿泊の方が対象です。

お食事の際にアルコール1杯サービス＋入浴券1枚

県民の浜 輝きの館
呉市蒲刈町大浦7605番地
0823-66-1177
お食事の際にウーロン茶1杯サービス
尉官
お食事の際に生ビール1杯サービス
佐官
お食事の際におかず1品サービス
将官

国民宿舎 野呂高原ロッジ
呉市川尻町板休5502番37
0823-87-2390
お食事の際にソフトドリンク1杯サービス
尉官
お食事の際に生ビール1杯サービス
佐官
お食事の際におかず1品サービス
将官

サンビーチおきみ
江田島市沖美町是長1433-2
0823-49-1515
ソフトドリンク１杯サービス
尉官
生ビール１杯サービス
佐官
一品料理サービス
将官

瀬戸内でとれた新鮮な旬の食材を使用した懐石をご
用意して皆様のお越しをお待ちしております。
＊特典は夕食付きの宿泊の方が対象です。

瀬戸内の多島美や四国・石鎚連山を眺望する絶景の
地。大自然満喫の野呂高原へいらっしゃい！
＊特典は夕食付きの宿泊の方が対象です。

夕陽がとてもきれいで，ちょっと隠れ家的なリゾート施
設です。
＊平成28年度は11月末までの土曜日のみ営業。平
成29年度からは通年で営業します。

活魚料理 民宿ねんごろなじま
江田島市能美町鹿川4724-28
0823-45-4708
ソフトドリンク１杯サービス
尉官
瓶ビール１本サービス
佐官
活車えび刺身サービス
将官

瀬戸内の天然活魚を専門に提供しております。ご予
算に応じてお受けしています。

観光施設
入船山記念館
呉市幸町4番6号
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

0823-21-1037

平成10(1998)年に邦重要文化財に指定された「旧呉
鎮守府司令長官官舎」を中心に、旧呉海軍工廠塔時
計、旧東郷家住宅離れなどが点在する呉のまちの中
でもシンボルとして欠かせない場所です。

シーサイド温泉のうみ
江田島市能美町中町4719-1
0823-40-2080
レストランソフトドリンク１杯サービス
尉官
温泉入浴５０円ＯＦＦ
佐官
温泉入浴無料
将官

目の前にはすぐ海。温泉には露天風呂やサウナが楽
しめます。また，隣接するバーベキューコーナーは秋
～冬は焼きガキ食べ放題です。

大和ミュージアム
呉市宝町5-20
0823-25-3017
大和ミュージアムオリジナルノベルティ
尉官
大和ミュージアムオリジナルノベルティ
佐官
大和ミュージアムオリジナルノベルティ
将官

明治以降の「呉の歴史」と造船・製鋼をはじめとした
各種の「科学技術」を今に伝えます。

呉大和隊員手帖 対象施設一覧
飲食施設

H29.4.1現在

りゅう

営業時間 10:30～15:00、17:00～21:00

呉市中央1丁目9-12
麺大盛りサービス
尉官

佐官
将官

0823-24-6692

麺Wサービス

1月1日

呉ならではのメニューが満載。がっかりさせません！

海自グッズプレゼント

丼＆串揚げ たまや
呉市中通3丁目4-13
丸天がんす １枚
尉官

佐官
将官

定休日

営業時間 11:00～22:00
0823-27-5883

ドリンク １杯
ドリンク１杯・串揚げ３本

定休日

火曜日

国産「米油」で揚げた絶品串揚げとお酒が楽しめるお
店。男女を問わず気軽に集える空間で楽しいひととき
をどうぞ。「呉教育隊」の海自カレーもおすすめです。

銘酒処 酒狸

営業時間 17:00～23:30

呉市中通2丁目5-12
0823-24-3238
金麦「生」またはサワー１杯
尉官

定休日

佐官
将官

プレミアムモルツ「生」または６００円以下の日本酒１杯

９００円までの日本酒１杯

鳥晃
0823-25-4926

定休日

水曜日

焼き鳥屋ですが魚も多く取り揃えていますので，１度
来てみてください。

総菜１品
サワー１杯

多幸膳

営業時間

呉市中通3丁目8-3

尉官
佐官
将官

５０種類以上の日本酒と３０種類以上の焼酎が揃う
店。季節ごとの瀬戸内の海の幸を肴にどうぞ。刺盛１
人前千円はお得！

営業時間 11:30～14:00,16:00～22:00

呉市中通4丁目1-20
鶏皮の味噌煮
尉官

佐官
将官

不定休

0823-26-7703

ソフトドリンク（ウーロン茶・コーラ等）一杯サービス

トッピング（いか天・ネギ掛等）一品サービス
生ビール(小)一杯サービス

定休日

（平日）11：00～14：30,17：30～22：00
（土日祝）11：00～22：00
火曜日

秘密のケンミンSHOWで紹介された，呉独特のお好
み焼き「呉焼き」が人気。呉名物「細うどん」と半月型
に折るのが特徴。

クレイトン ベイ ホテル「呉濤」

営業時間 11：30～14：00,17：30～21：00

呉市築地町3-3
0823-26-0005
ワンドリンクサービス(ソフトドリンク)
尉官

定休日

佐官
将官

アイスクリームサービス

なし

地産地消にこだわり、瀬戸内の海の幸や新鮮な野菜
など四季折々の食材を中心に提供しております。

〆カレー(カレー南蛮ソバハーフサイズ)サービス

クレイトン ベイ ホテル「ソーニョ･コートダジュール」 営業時間

(ソーニョ)7：00～10：00,11：30～14：00,17：30～20：30
(コートダジュール)10：00～18：00

呉市築地町3-3

なし

尉官
佐官
将官

0823-26-1133

ワンドリンクサービス(ソフトドリンク)＊コートダジュール限定

ワンドリンクサービス(生ビールorカクテル)
おまかせピザ(レギュラーサイズ)

クレイトン ベイ ホテル「ヴェール･マラン」

定休日

月替わりで様々なランチやディナーが楽しめるビュッフェ形
式のレストランです。
＊おまかせピザの提供時間は11：30～14：00,17：30～20：
00です。天候によりピザ釜が使用できない場合がありま
す。

営業時間 11：30～14：00,17：30～21：00

呉市築地町3-3
0823-26-0001
なし
定休日
ワンドリンクサービス(メニュー内よりチョイス)
尉官
コンセプトは、体に優しいフレンチ。安全で新鮮な地
元の食材を中心に匠の技を駆使して最高のお料理を
ご利用金額から5％割引
佐官
提供いたします。
コース内のメイン料理orデザートアップグレード
将官

喫茶 Tie

営業時間 8：30～17：30

呉市中通3丁目5-13
090-8991-0504
ミニデザート
尉官
ソフトドリンク
佐官
おかず一品サービス
将官

定休日

呉森沢ホテル「ボア･マレー」

営業時間 年中無休

呉市本町15-22
0823-21-5188
ソフトドリンク1杯サービス
尉官

定休日

佐官
将官

生ビール・カクテル・日本酒・ソフトドリンクの中から1杯サービス

おかず一品(日替わりお任せ)サービス

呉阪急ホテル 日本料理「音戸」

日曜日・祝日

毎日、日替わりでランチをしています。木曜日は大好
評のお刺身ランチ!広島では珍しい盛岡冷麺を一年
中提供しています。

なし

JR呉駅から車で5分、呉の繁華街から歩いてすぐ。今
年で創業105年を迎える当ホテルは和と洋の文化を
併せ持ち呉文化を象徴する優美なホテルです。

営業時間 11：30～14：00,17：00～20：30

呉市中央1丁目1-1
0823-20-1111
なし
定休日
音戸御膳5％割引
尉官
四季折々の味覚を大切にした旬の味をお楽しみくだ
音戸御膳10％割引
佐官
さい。
音戸御膳10％割引＋ソフトドリンク1杯サービス
将官

呉阪急ホテル コーヒーハウス「イルマーレ」

営業時間 11：30～20：30

呉市中央1丁目1-1
0823-20-1111
呉海自カレー5％割引
尉官
呉海自カレー10％割引
佐官

定休日

将官

呉海自カレー10％割引＋ソフトドリンク1杯サービス

なし

2日間かけてじっくり煮込んだ深い味わいの呉海自カ
レーを是非お召し上がりください。

県民の浜 輝きの館 レストラン あび

営業時間 11：00～14：00

呉市蒲刈町大浦7605番地
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

定休日

0823-66-1177

なし

瀬戸内でとれた新鮮な旬の食材を使用した懐石をご
用意して皆様のお越しをお待ちしております。

グリーンピアせとうち レストラン「瀬戸内海」

営業時間 11：00～13：30

呉市安浦町三津口326-48
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

定休日

0823-84-6624

不定休

四季折々の新鮮な素材を細やかな心遣いとおもてな
しの心で調理し、お客様を笑顔にするお料理をご提
供します。

国民宿舎 野呂高原ロッジ レストラン

営業時間 10：00～17：00

呉市川尻町板休5502番37
ポイントのみ
尉官
ポイントのみ
佐官
ポイントのみ
将官

定休日

0823-87-2390

瀬戸内の多島美や四国・石鎚連山を眺望する絶景の
地。大自然満喫の野呂高原へいらっしゃい！

山乃家

営業時間 11:00～17:00

呉市中通3丁目7-10
むすび１ヶ
尉官
小鉢１品
佐官
ミニうどん
将官

0823-22-8176

そばと地酒 彩華ｓａｉｋａ
0823-24-4555
揚げそばｏｒソフトドリンク１杯
そばあられor生ビール，カクテル，地酒１杯
おすすめの呉料理１品

呉市中通3丁目1-31三栄中通ビル１Ｆ

尉官
佐官
将官

なし

定休日

毎週火曜日

呉名物細うどんのお店です。創業65年昔からの味
で、麺もこだわりの自家製麺です。

営業時間 11:30～14:00,17:30～24:00
定休日

日曜日・第２，４月曜日

和と洋がおりなす大人の空間，そば屋ならではのお伴を食
しながら，呉の地酒をはじめとする３０種類以上の銘酒に舌
鼓。最後に店主が打ったそばでしめる。

チャイニーズ・ダイニング徳蘭

営業時間 17:30～25:00

呉市中通3丁目4-17２F
0823-24-0888
おためしカメ出し紹興酒１杯
尉官
店主おすすめ銘酒（日本酒）１杯
佐官
来店時のお楽しみ（日本酒１杯）
将官

定休日

月曜日（祝日の場合は営業）

名物「泣ける広島県」認定黒酢ブタとお酒コレクター
の店主が集めた全国の銘酒とのマリアージュは徳蘭
でしか味わえません。

たいちゃんⅢ
呉市中通3丁目8-13
トッピング1品
尉官
トッピング2品
佐官
トッピング3品
将官

営業時間 11：00～22：00
0823-23-5125

営業時間 11：30～14：00,17：30～20：00
0823-21-7442

居酒屋 茶又
0823-22－0726
ソフトドリンク1杯サービス
生ビール1杯サービス
牛すじ肉のみそ煮サービス

呉市中央4丁目3－7 シャンピア中央2階

尉官
佐官
将官

火曜日

あま～いキャベツたっぷりのお好み焼きでBEST OF
KUREに選ばれました!!

お好み焼の店 ぼてじゆ
呉市中通3丁目8-16 2階
5％割引
尉官
8％割引
佐官
10％割引
将官

定休日

定休日

火曜日・水曜日(祝日は営業)

大阪風お好み焼きの店「ぼてじゆ」は味にこだわって
44年！自慢の自家製マヨネーズで一度ご賞味くださ
い。

営業時間 17：00～23：30
定休日

日曜日

「大将自慢の牛すじ肉のみそ煮」とてもやわらかく呉
の細うどんを入れてもおいしいです。お気軽にお越し
ください。

