⓵ゆうひパーク浜田

②居食屋 きらら

⓷割烹 十久利

🏠浜田市原井町 1203-１
（ゆうひパーク浜田２Ｆ）
☎0855-23-8007
🈺11:00～20:30
(繁忙期営業時間変更あり）
㊡年中無休
駐車場 あり

🏠浜田市浅井町 1577
☎0855-22-1782
🈺11:00~14:00
17:00~23:00
金･土/17:00～24:00
㊡昼/日曜日･月曜日
夜/不定休
駐車場 あり

🏠浜田市栄町 43
☎0855-22-4536
🈺17:00～23:00（L.O.22:30）
㊡日曜日
（予約の場合は対応可）
駐車場 あり

会津屋八右衛門

⓸国民宿舎 千畳苑

レストランしおかぜ

🏠浜田市下府町 2164－85
☎0855-28-1255
🈺11:00～14:00(L.O.14:00)
㊡年中無休
駐車場 あり

⓹coco de SAKURA

⓺食彩美酒 小旬

🏠浜田市紺屋町 19-1
☎0855-22-4654
🈺予約制
㊡
駐車場 あり

🏠浜田市黒川町 127
☎0855-28-7270
🈺平日/17:00～22:30
金･土･祝日前/17:00～23:00
日/17:00～22:00
㊡年中無休
駐車場 あり

⓼すしとうなぎの店
山源

⓽鈴蘭別館

⓾フレンチレストラン
はなそうし

⑪ホテル松尾

⑫めし処 ぐっさん

🏠浜田市片庭町 35
☎0855-22-1855
🈺11:30～14:00（L.O.13:30）
17:00～23:00（L.O.22:30）
㊡水曜日
駐車場 あり

🏠浜田市錦町 7-5
☎0855-22-0321
🈺11:30～14:00（L.O.13:30）
17:00～23:00（L.O.22:00）
日・祝/17:00～22:00
（L.O.21:00）
㊡火曜日 駐車場 あり

🏠浜田市港町 186-5
☎0855-22-2381
🈺11:00～14:00
17:00～21:00
㊡不定休（基本月曜日）
駐車場 あり

🏠浜田市黒川町 4232-２
☎0855-23-8704
🈺11:30～L.O.14:00
17:30～L.O.20:30
㊡月曜日（祝日は営業、翌営
業日は休み）年末年始
駐車場 あり

🏠浜田市黒川町 4185
☎0855-22-2520
🈺11:30～14:00
17:00～21:00（L.O.20:30）
㊡なし
駐車場 あり

🏠浜田市原井町 3025

⑬リフレパークきんたの里

⑭地魚料理 海旬

⑮縄文そして長兵衛

⑯お魚のなかだ

⑰居酒屋 「おさむ」

⑱三代目網元
魚鮮水産浜田駅前店

🏠浜田市金城町七条イ 980-1
☎0855-42-3555
🈺11:00～14:00（L.O.14:00）
17:00～21:00（L.O.20:20）
㊡第 3 水曜日
駐車場 あり

🏠浜田市田町 1647
☎0855-23-2906
🈺18:00～22:00
㊡日曜日
駐車場 あり（2 台）

🏠浜田市浅井町 1408-10
☎0855-23-3223
🈺18:00～
㊡不定休
駐車場 なし
(近隣駐車場利用)

🏠浜田市国分町 1981-186
☎0855-25-5065
🈺11:00（L.O.14:00）
㊡月曜日、最終火曜日
駐車場 あり

🏠浜田市天満町 71
☎0855-22-5365
🈺17:00～22:00（L.O.21:30）
㊡日曜日、祝日の月曜日
駐車場 なし
（近隣駐車場利用）

🏠浜田市黒川町 4180
☎0855-25-2577
🈺平日/17:00～翌 1:00
（週末・祝日前は 3:00）
日･祝/16:00～0:00
（L.O はいずれも 1 時間前）
㊡1 月 1 日
駐車場 なし

⑲かくれの里ゆかり
お食事処 いろり

⑳植本家支店

㉑寿しゆう

㉒山陰浜田港
ＧＥＭＳ難波店

㉓呑み処 神楽

㉔割烹 さか本

🏠浜田市旭町木田 1006-1
☎0855-45-1180
🈺11:00～14:00
㊡不定休
駐車場 あり

🏠浜田市栄町 11－1
☎0855-23-2972
🈺17:00～1:30
㊡日曜日、年末年始
駐車場 あり(5 台)

🏠浜田市浅井町 56-22
☎0855-23-1032
🈺12:00～14:00
16:00～22:30
㊡毎月 15 日
駐車場 あり(普通車 1 台)

🏠浜田市浅井町 1557
☎0855-22-8772
🈺11:30～14:00(L.O.13:30)
17:30～22:00(L.O.21:30)
㊡日曜日
駐車場 あり（普通車 4 台）

㉕魚旬

㉖おいでや

㉘ゆうひパーク浜田
イタリア料理オリゾンテ

㉙れすとらん異瑠香

㉚割烹居酒屋
木楽（きらく）

🏠浜田市原井町 1203-１
☎0855-23-8006
🈺11:30～14:00
14:00～17:00
17:00～20:30（L.O.20:30）
㊡木曜日（GW、お盆、正月は
無休）
駐車場 あり

🏠浜田市久代町 1117-2
しまね海洋館アクアス隣接
☎0855-28-1122
🈺11:00～18:00(L.O.17:00）
㊡火曜日（春･夏･冬休み、
GW、年末年始は無休）
駐車場 あり

⓻寿しかつ

🏠東京都台東区台東 4-24-7
オノビル 1F・Ｂ1Ｆ
☎03-5817-8870
営 11:00～14:00
17:00～23:00
㊡月曜日
駐車場 なし
（近隣駐車場利用）

🏠浜田市浅井町 56-16
☎0855-22-7017
🈺17:30～23:30（L.O.23:00）
㊡日曜日（連休の際は営業の
場合あり）
駐車場 あり（普通車 3 台）

🏠浜田市浅井町 86-33
キクヤビル 1Ｆ
☎0855-25-5251
🈺11:30～14:00
17:00～22:00
㊡火曜日
駐車場 あり（どんちっちパ
ーキングサービス券提供）

㉗海鮮焼き 浜心

🏠浜田市殿町 83-124
浜田ニューキャッスルホテル 1Ｆ

☎0855-25-1211
🈺16:30～22:00（L.O.2130）
㊡日曜日
駐車場 あり（3 台）

🏠大阪市中央区難波 3-7-19
GEMS なんば 11F
☎06-6643-3185
🈺11:30～14:30
17:00～23:30
㊡年中無休
駐車場なし（近隣駐車場利用）

（浜田市公設水産物仲買売場 2 階）

☎070-5301-3893
🈺6:00～15:00
土/10:00~15:00
日/9:00～15:00
㊡金曜日
駐車場 あり
(繁忙期営業時間変更あり）
駐車場 あり

🏠浜田市相生町 3845
☎0855-25-5715
🈺11:00～14:00
18:00～22:00
㊡水曜日
駐車場 あり

