8 すぎおか

三次市十日市中 3-3-12 ☎0824-62-2338
定休：木曜
時間：11時〜15時／ 17時〜19時

先代より伝承のコテでしっかり焼き上げます。
トッピング自由自在・スペシャル有り

9 タカオカお好み焼店

三次唐麺焼が食べられる店舗情報 !
三次唐麺焼

三次市十日市中 3-9-27-1
定休：日曜・祝日

時間：11時〜14時／ 17時〜18時30分

シンプルな美味しさを楽しんで下さい！

10 元祖たむ商店

三次市南畑敷町 68-4
定休：月曜

三次市内エリア
1 いまちゃん

三次市塩町 2130-7 ☎0824-66-3033 定休：水曜・第一火曜
時間：【平日】10時〜15時/17時〜22時 【土日祝】10時〜19時

辛さを加えた当店オリジナル生地で
焼き上げ、おいしさパワーUP！

2 Ａコープみよし店

三次市十日市東3-1-41 ☎0824-63-9955
定休：不定休
時間：9時〜22時

地元野菜（キャベツ）や国産豚肉を使用
（お惣菜・バイキングコーナーにて販売）
しています。

3 きみたの旬彩
三次市君田町藤兼475-5 ☎0824-53-2011
定休：木曜
時間：11時〜14時／17時〜21時

キャベツたっぷりの三次唐麺焼をどうぞ！

4 キャッスル
三次市三次町1538-6 ☎0824-63-4424
定休：日曜・祝日
時間：10時〜19時

特製ブレンドスパイスの三次唐麺焼をどうぞ！

5 ごんべ
三次市十日市東 6-4-13 ☎0824-62-2884
定休：日曜
時間：10時〜19時

じぃじとばぁばの昔ながらのお好み焼き。

6 サングリーン 食品総菜コーナー

☎0824-62-3911

南畑敷店

☎0824-55-6855

時間：11時30分〜15時／ 17時〜23時
（日、祝日は11:30〜21:30）

パリパリに焼いた唐麺の三次唐麺焼です！

11 元祖たむ商店

駅前ひろば店

三次市十日市南1-2-23 三次市交通観光センター2F
☎0824-62-5354 定休：月曜 時間：11時〜23時

豊富なメニューとパリパリ唐麺の三次唐麺焼！

12 ナベちゃん

三次市東酒屋町 55-3

☎0824-62-4677

定休：木曜（日曜不定休）時間：10 時 30 分〜 15 時 / 17 時〜 18 時 30 分

冷めても美味しいので、お持ち帰りも
是非ご利用下さい。

13 廣島 葱坊主

三次市十日市中 2-12-50 ☎0824-53-1177
定休：水曜
時間：11時〜14時 / 17時〜23時

トッピング多数・辛さ調整OK・
生メン使用パリパリです！

14 廣島 葱坊主

三次市十日市中 2-8-18
定休：水曜

宅配専門店

☎0824-55-6610

時間：【月〜金】11時〜14時/17時〜21時
【土日祝】11時〜21時

トッピング多数・辛さ調整O K・生メン使用パリパリです！

15 はるちゃん

三次市三次町 1311-19 ☎0824-63-6020
定休：第 2 日曜日 時間：12 時〜14 時／ 19 時〜深夜（不定期）

三次町大正町にある昔ながらのお店の
三次唐麺焼をどうぞ！

16 ひさご

三次市十日市東 4-1-30 ☎0824-62-1111
定休：年中無休
時間：10時〜21時

三次市吉舎町三玉585-1 ☎0824-43-2180
定休：不定休
時間：11時〜23時

こだわりキャベツを使っています！

双子の卵で作る三次唐麺焼をどうぞ！

7 笑

家

三次市十日市中 2-8-8 ☎0824-63-0058
定休：日曜・第3月曜日（祝日営業）
時間：17時30分〜22時30分

ちょっぴりガーリックを効かせています！

17 プー太郎
三次市布野町上布野 1353-22 ☎0824-54-2873
定休：木曜
時間：11時〜18時30分

辛い物好きの人にはおススメしています。

安芸高田市エリア

18 プーちゃん
三次市十日市中 1-9-27 ☎0824-62-9563
定休：水曜
時間：11時〜15時／17時〜21時

出来上がりの早さが自慢です。

19 宝来屋
三次市十日市中 3-14-30

定休：日曜

☎0824-63-7355

時間：11時30分〜14時／18時〜27時

生麺の特徴を生かし、
表面をパリパリに焼いてます！

28 お好み焼

高猿（たかざる）

安芸高田市吉田町多治比407-1 ☎0826-42-3303
定休：日曜夜＆月曜日 時間：11時〜14時／17時〜19時

イカ天入り・玉子ふわふわ

広島市エリア
29 たいのうら

20 まっちゃん

三次市江田川之内町 592 ☎0824-66-1825
定休：月曜
時間：11時〜18時

肉玉天、
生イカ、
生エビ、
納豆、
チーズ、
餅、
梅、
キムチ等、
何でもトッピングできます。

21 三次フードセンター フードオアシスみよし

三次市江田川之内町503-2 ☎0824-66-3300
定休：年中無休
時間：9:00〜20:00

三宅水産の
「がんす」
入り！キャベツ５倍！
イートインコーナーがあるので、すぐに食べれます！

22 三次フードセンター フードベジタ
三次市南畑敷町484 ☎0824-62-5430
定休：年中無休
時間：9:30〜20:00

「がんす」入り！キャベツたっぷり！

23 三次フードセンター 三次店
三次市三次町1535-1 ☎0824-62-3205
定休：年中無休
時間：9:30〜20:00

「がんす」入り！キャベツたっぷり！

24 三次グランドホテル
三次市十日市南1-10-1 ☎0824-63-3111
定休：年中無休
時間：宴会時

宴会時などでご提供いたします。

25 ムーラン

三次市四拾貫町 141-4 ☎0824-63-8102
定休：木曜日
時間：11時〜14時／17時〜20時

トッピング、ソース等で辛さを調節し、
どなたでも美味しく食べられます！

26 お好み焼き喫茶

いしだ

三次市下川立町963-1 ☎0824-67-3752
定休：不定休 時間：8時30分〜19時

野菜のボリュームたっぷり！！

27 Ｙショップ中久保

三次市甲奴町梶田 16-2 ☎0847-67-2328
定休：年中無休
時間：7時〜21時

コンビニなのに店内でお好み焼いてます。
お持ち帰り専用です。

広島市安佐北区亀山南4-23-6 ☎082-814-7357
定休：日曜夜＆月曜日 時間：11時〜14時／17時〜21時

トッピングにはチーズ・ねぎ等盛有！もっと
辛口を求める方には韓国産唐辛子がおすすめ。

30 お好み焼・鉄板焼・肴・酒 ひろ輝

広島市中区十日市町2-6-11 ☎082-232-8893
定休：水曜日 時間：11時30分〜14時／18時〜24時

純100%の国産ラードと九州産豚骨
スープで味付けしています。

31 Madamjoy （マダムジョイ）
己斐店・楽々園店・矢野店
千田店・江波店・牛田店

広島市中区東千田町 2-9-29 ☎082-544-2381
（代）

辛い中にも具材の甘み、旨みが活かせる
ようにしっかり焼いてます！

島根県エリア
32 お好み焼き

きらり

島根県飯石郡飯南町下赤名294-9 ☎0854-76-9255
定休：不定休
時間：17時〜21時

やみつきになります！

東京エリア
33 広島ブランドショップTAU〈三匠〉
東京都中央区銀座1-6-10銀座上一ビルディング ☎03-5579-9952

定休：年中無休

時間：11時〜22時

麺パリパリ＆キャベツふっくらで、
北広島町産の卵と唐麺の相性抜群！！！

34 ぶち 恵比寿本店

東京都渋谷区恵比寿南1-78 ニューライフ２F ☎03-3760-0555

定休：年中無休

時間：17時30分〜23時30分

フワフワキャベツに、
シャキシャキもやし、
麺をパリッと焼き上げます！
※裏面のMAPで三次市内エリアのお店の地図を確認できます。

