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hiroshima-welcome.jp はしご牡蠣 検 索

一口牡蠣や焼き牡蠣など、多様な牡蠣料理をつまみながら

街のいろんな名物店をまわる、広島ならではの食べ歩き。

酒どころ広島の美味しい日本酒やワインとも相性抜群。

低カロリーで美容や肝機能にも良いタウリンも多く含まれているので、

女性も酒好きも安心してたくさん食べられる。
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広島はしご牡蠣きっぷの購入特典で
「オリジナルてぬぐい」をプレゼント!

（広電電車のりば案内所横）営業時間/平土日祝10:00～19:00

（フレスタモールカジル横川2F）営業時間/平10:00～19:00、土日祝休み

※てぬぐいの交換場所は、購入切符に記載してありますのでご確認ください。
※はしご牡蠣きっぷの販売場所はマップに★印で記載しています。

はしご牡蠣の詳しい情報や参画店舗の最新情報はＷＥＢで!

広島電鉄 広島駅営業センター

広島電鉄 横川営業センター
販売
場所

平成29年10月 広島県発行
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へのアクセス

路面電車利用なら
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横川商店街エリア

エキニシエリア

乗るべきは
「２番」と「６番」じゃ。

横川駅に止まるのは、
「可部線」と「山陽本線」じゃ。

エキニシエリアへは
徒歩でGOじゃ!

「９番のりば」と「１０番のりば」
どのバスでも「横川駅前」に到着じゃ。
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各エリアの
詳細は
中面を

見るのじゃ!

さあ
牡蠣を食べに

出発じゃ!

路面
電車

横川・エキニシエリア

「紙屋町西」で乗り換えじゃ！
「横川駅」に行くのは「７番」じゃ。



エキニシ

夜空の下で
牡蠣を堪能!

商店街の一部が歩行者天国に!?

美味いお酒と料理は、外で味わうに限る!提灯の
優しいあかりに照らされた商店街の路上は、まさ
に古き良き昭和の街。下町情緒にたっぷりと浸り
ながら味わう広島牡蠣は格別!

広島牡蠣バザール!

世界5カ国の料理を、牡蠣で!
唯一無二の味を楽しむ!

牡蠣を使って、日本・韓国・フランス・スペイン・イタリアの五カ
国の料理がたのしめる広島牡蠣バザール。旨味たっぷりの広
島牡蠣と世界のコラボレーションが生み出した、ここでしか食
べることができない料理を一度は味わっておきたい!

   「牡蠣ングダム」が誇る、二大牡蠣グル　スポット。
ここでしか食べることができないオリジナル牡蠣料理を堪能!

古くからのお店と新進気鋭のお店が混在する人気上昇中の飲み屋街。
広島駅からのアクセスも抜群で仕事帰りの“ちょっと1杯”にぴったり。

地元民も集う、雰囲気たっぷりの“せんべろ”エリア。
足を延ばせば、下町感満載のディープな牡蠣体験が味わえる。

ちょいと牡蠣バル横丁

エキニシ
エリアの
楽しみ方

横川商店街
エリアの
楽しみ方

横川商店街
はしご牡蠣ディープタウン

牡蠣つけ一杯!

広島ついたら、まず一杯!
それがはしご牡蠣の流儀!

エキニシについたら、牡蠣をつまみにまずは
ぐいっと一杯!そして、所狭しと立ち並ぶ個
性あふれるエキニシのお店を練り歩く!さ
あ、ここでしか出会うことのない美味い牡
蠣料理を探し求めて出発!

名物マシマシ牡蠣!

思わず写真に撮りたくなる!
牡蠣　横丁名物!

この料理を目の前に、写真に撮らずにはいら
れない!お好み焼きに、牡蠣がたっぷりと盛り
付けられた、名物の名にふさわしいマシマシ
牡蠣。お好みソースと牡蠣のエキスで生み出
されるコクも最高の味。これぞ広島グルメ!

老若男女の

牡蠣ビギナー、

ちょい飲みも

大歓迎!

はしご飲み玄人・

牡蠣信者さんたち

いらっしゃい!
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広島ゲストハウス 縁
広島はしご牡蠣てぬぐい交換所
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横川町1丁目

洋食家MULBERRY［その他（洋食）］●1

落ち着いた雰囲気で，横川では，ハンバーグが人気の店です。
■営/11:30～14:00 (LO) ・17:30～21:00 (LO)　■休/月曜日

串吉［居酒屋・バー］●2

レトロな雰囲気が楽しいやきとり・串揚げの安くて旨い店。
■営/17:00～翌0:30　■休/年中無休

斗斗家（味わい処そば）［居酒屋・バー］●3

安芸郡の府中の自そばをメインに夜は居酒として産地直送を使っています。
■営/11:00～13:30・17:00～22:00　■休/火曜日

斗斗家（串揚処）［居酒屋・バー］●4

旬の串揚げを中心に瀬戸内の魚・野菜を使った居酒屋。
■営/11:00～14:00・17:00～22:00　■休/水曜日

山中酒店 角打ち部［その他（角打ち）］●5

さく飲み，ゼロ次会にピッタリの角打ち部。お気軽にお立ち寄りください。
■営/10:00～20:30　■休/日曜日

モンキュール［その他（ビストロ）］●6

約千種類揃うワインの中からお好みのワインを選んで頂けます。
■営/12:00～14:00 (LO)・17:00～23:00 (LO)　■休/日曜日（月１回月曜日）

お好み焼 得［鉄板焼き］●7

厳選した食材を使い，丁寧に焼き上げています。一度食べたらくせになる味です。
■営/11:30～20:30　■休/月曜日

KITCHEN YOSHIKI［イタリアン・フレンチ］●8

気軽にお料理とお酒，会話を楽しんでいただける敷居の高くないイタリアン。
■営/11:00～14:00・17:00～21:30　■休/日曜日・祝日

野武士［居酒屋・バー］●9

養鶏場直送の鶏肉は鮮度も味も最高
■営/17:00～23:30　■休/日曜日

Bar atelelier［居酒屋・バー］●10

世界のビール・ワイン・本格カクテル等をお楽しみいただけます。
■営/18:00～翌2:00　■休/日曜日

こふじもち横川店［その他（喫茶等）］●11

毎朝職人が手作りする和菓子を常時20種類以上ご用意してます。
■営/9:00～20:00　■休/日曜日

BAR GAJA［居酒屋・バー］●12

90年代の音楽とスポーツ観戦がお酒を飲みながら楽しめます。
■営/[月～木] 18:00～翌2:00・[金・土] 18:00～翌3:00　■休/日曜日

元祖串かつ，ホルモンえびすや［居酒屋・バー］●1

早い！うまい！安い！看板娘が２人

■営/17:00～24:00　■休/なし

洋風酒場CABASA［居酒屋・バー］●2

名物の揚げピザなど，イタリアンを中心とした居酒屋。

■営/17:30～24:00 (LO 23:30)　■休/月曜日

BALTAN本店［居酒屋・バー］●3

エキニシイチの酒の品揃え。老若男女どなたが来ても楽しめる。

■営/18:00～24:00　■休/不定休

瀬戸海人広島駅西店［居酒屋・バー］●4

1F～3F、屋上テラス席まで、それぞれ違った楽しみ方で。

■営/17:00～翌2:00 (LO 翌1:00)　■休/年中無休（年末年始以外）

EARTORY［居酒屋・バー］●5

世界30ヶ国60種類以上のビールが楽しめます。

■営/18:00～翌1:00　■休/なし

Sunny Day Beer［居酒屋・バー］●6

レモンサワーと唐揚げにこだわってます。

■営/16:00～翌1:00（日曜日のみ14：00～22：00）　■休/月曜日

居酒屋 ドラ☆キチ［居酒屋・バー］●7

安くておいしい立ち呑みの居酒屋です。

■営/14:00～23:00（水曜日のみ1７:00～23:00）　■休/日・月曜の祝日・第三水曜日

広島赤焼 えん 駅西本店［鉄板焼き］●8

広島の名物を中心に60種類以上のメニュー、地酒も常時10種以上。

■営/17:00～24:00 (LO 23:30)　■休/なし

すみびのジョー［居酒屋・バー］●9

産地・鮮度にこだわったものを炭焼きにて提供しております。

■営/火～土17:00（日16:00）～翌1:00 (LO 24:00)　■休/月曜日

焼ジビエ罠［その他（焼肉）］●10

旬の天然ジビエが年中手頃な価格で楽しめる炭火焼肉店です。

■営/17:00～24:00　■休/日曜日

en-ya［居酒屋・バー］●11

炭火焼料理を世界の塩で味わって頂くことができます。
■営/17:30～お客様がいる限り　■休/不定休

お好み焼き駅前 ゆうゆう［鉄板焼き］●12

大きく育った広島のカキを一年中お出ししています。
■営/11:30～23:30　■休/日曜日

日本酒Bar 丸［居酒屋・バー］●13

立ち呑みスタイルの日本酒専門のバーです。
■営/18:00～LAST　■休/木曜日・日曜日

広島らーめん たかひろ［ラーメン・麺類］●14

素材にこだわり、すべてのメニューに自信をもって提供します。
■営/12:00～14:00・17:00～24:00　■休/日曜日

三五十五［その他（焼肉）］●15

立ち呑みスタイルの焼肉屋。気軽に立ち寄れます。
■営/18:00～24:00　■休/不定休

大福［鉄板焼き］●16

昔ながらのお好み焼を提供しています。
■営/11:00～14:30・17:30～23:00　■休/日曜日

居酒屋Bocco［居酒屋・バー］●17

料理はもちろん、楽しいスタッフにも注目の居酒屋です。
■営/17：00～24:00　■休/日曜日・第3月曜日

大国ホルモン大須賀店［居酒屋・バー］●18

新鮮豚ホルモン串焼き、立ち呑みのお店です。
■営/15：00～24：00(LO 23:00)　■休/日曜日・ハッピーマンデー

大漁酒場ざこ丸エキニシ店［居酒屋・バー］●19

瀬戸内の魚と広島の地酒をメインにした居酒屋。
■営/17：00～24：00　■休/日曜日

りんごの木［居酒屋・バー］●20

手作りと地元の食材にこだわっています。
■営/16：00～23：00　■休/日曜日

横川商店街

エリアマップ

エキニシ

エリアマップ

鉄板バル ayase［鉄板焼き］●21

スペイン料理などのオリジナルメニューや鉄板焼もオススメ。
■営/15：00～23：00(水曜のみ18：00～23:00)　■休/日曜日
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●13 お好み焼き&鉄板焼き Peace!［鉄板焼き］

個室（3室）などで、ゆったりお好み焼き&鉄板焼きが楽しめます。
■営/17:30～23:00・[L・O] 22:30　■休/なし


