


円8,000
割引前価格

さらに

2,000
クーポン付

円分4,000円
大人／お一人様お支払実額

円4,000
地域観光支援割補助金
大人／お一人様大人／お一人様

※割引前価格には、事務手数料が含まれます。

飲み放題付
プラン   

120分
【夕  食】

予約可能時間
18:00～24:00

（ラストオーダー23：00）

催行人数
旅行代に含まれるもの
旅行代に含まれないもの

九州料理加津佐でのご夕食
個人的会計、夕食で超えたもの（コース外のもの）

４名～最大30名 設定期間   2022年6月1日～6月30日（火曜日を除く）

福山市内 福山市内九州料理加津佐

広島に居ながら、九州のお料理とプレミアム地酒が楽しめる
お店！この機会に絶品の九州料理をお楽しみください♪

居酒屋「九州料理加津佐」
福山市住吉町4 -17（定休日／火曜日）

九州料理を満喫プラン 福山駅近くで便利

※写真はイメージです。仕入状況によりメニューが変更となる可能性がございます。
※お食事会場へのご移動は各自でお願い致します（現地集合・現地解散）

◇お通し３種   ◇長崎サラダ
◇刺身盛り合わせ
◇熊本直送！馬刺し５種盛り合わせ
◇鹿児島名物！さつま揚げ３種盛り

◇大分名物！とり天
◇宮崎地鶏使用！地鶏茶碗蒸し
◇和牛溶岩焼き
◇福岡名物！かしわ飯
◇デザート

【バリ旨九州コース】 

全10品

こちらの店舗では
クーポン使用できません

催行人数
旅行代に含まれるもの
旅行代に含まれないもの

いぶし家軍鶏でのご夕食
個人的会計、夕食で超えたもの（コース外のもの）

4名～最大75名 設定期間   2022年6月1日～6月30日 予約可能時間

17:00～23:00
夕 食 

円6,000
割引前価格

さらに

2,000
クーポン付

円分3,000円
大人／お一人様お支払実額

円3,000
地域観光支援割補助金
大人／お一人様大人／お一人様

居酒屋「いぶし家 軍鶏 三吉店」
広島県福山市三吉町5丁目7-26（定休日／不定休）

福山
市内

福山
市内いぶし家 軍鶏 三吉店

軍鶏自慢の名物鶏料理を堪能コース 

宮崎地頭鶏を炎で焼き上げる名物いぶし焼を始め、
旬魚も自信があるお店です。幻の地頭鶏をご賞味下さい！

※写真はイメージです。仕入状況によりメニューが変更となる可能性がございます。
※お食事会場へのご移動は各自でお願い致します（現地集合・現地解散）

◇花畑のミモザサラダ
◇アコウの姿造り
◇名物 地頭鶏いぶし焼
◇地鶏焼き鳥盛り合わせ2種
◇熟成タンの炭火焼き

◇名古屋手羽先唐揚げ
◇瀬戸内旬魚の揚げ物
◇地頭鶏炊き込みおにぎり
◇本日デザート

全9品

飲み放題付
プラン   

120分

こちらの店舗でも
クーポン使用できます

【夕  食】

※割引前価格には、事務手数料が含まれます。

飲み放題付
プラン   

120分
【夕  食】

福山市内 福山市内イベリコGANG

※写真はイメージです。仕入状況によりメニューが変更となる可能性がございます。
※お食事会場へのご移動は各自でお願い致します（現地集合・現地解散）

予約可能時間

17:00～23:00
夕 食 イベリコGANGでのご夕食

個人的会計、夕食で超えたもの（コース外のもの）

催行人数
旅行代に含まれるもの
旅行代に含まれないもの

4名～最大40名 設定期間   2022年6月1日～6月30日

居酒屋「イベリコGANG」
最高級イベリコ豚とフォアグラ・ロブスターが入った自信のコース

広島県福山市元町13-6-2（定休日／不定休）

◇前菜　スタッフドエッグ
◇イベリコ豚のセレクト炙りユッケ
◇鮮魚の彩りカルパッチョ
◇季節の彩色コブサラダ
◇ギャングチキン

◇ミニフォアグラ串
◇ロブスターのハーブグラタン焼
◇MIXプレーンピザ
◇イベリコ豚のパエリア仕立て　
◇フローズンケーキ

全10品

スペイン直送の最高級イベリコ豚「ベジュータ」
を始め、素材にこだわった洋食料理。

こちらの店舗では
クーポン使用できません

喫煙可個室

円7,000
割引前価格

さらに

2,000
クーポン付

円分3,500円
大人／お一人様お支払実額

円3,500
地域観光支援割補助金
大人／お一人様大人／お一人様

※割引前価格には、事務手数料が含まれます。

飲み放題付
プラン   

120分
【夕  食】

福山
市内

福山
市内笑ひ鶏 もんど

福山
市内

福山
市内鉄板スタジアム バルカン

居酒屋「笑ひ鶏 もんど」
もんど自慢の名物鶏料理を堪能コース 

広島県福山市沖野上町１-5-31（定休日／月曜日）

毎日一本一本丹精こめて串うちしています。
職人のこだわりが光る自慢の串を是非ご賞味あれ！

特上ホルモンを始め自信の鉄板料理や
話題のコリアングルメのお店です。

◇前菜3種盛り
◇本日のお刺身3種盛り
◇広島熟成鶏の水炊き鍋
◇焼鳥2種 
◇月見つくね

◇カリカリ串カツ
◇鶏のタタキ
◇〆のご飯もの　
◇汁物   
◇フルーツデザート

※写真はイメージです。仕入状況によりメニューが変更となる可能性がございます。
※お食事会場へのご移動は各自でお願い致します（現地集合・現地解散）

※写真はイメージです。仕入状況によりメニューが変更となる可能性がございます。
※お食事会場へのご移動は各自でお願い致します（現地集合・現地解散）

予約可能時間

17:00～21:00
夕 食 

最少催行人数
旅行代に含まれるもの
旅行代に含まれないもの

笑ひ鶏 もんどでのご夕食
個人的会計、夕食で超えたもの（コース外のもの）

４名 設定期間   2022年6月1日～6月30日（月曜日を除く）

予約可能時間

17:00～21:00
夕 食 

催行人数
旅行代に含まれるもの
旅行代に含まれないもの

鉄板スタジアム バルカンでのご夕食
個人的会計、夕食で超えたもの（コース外のもの）

4人～最大45名 設定期間   2022年6月1日～6月30日（月曜日を除く）

全10品

◇鶏とキノコのコブサラダ
◇自家製　ローストビーフ
◇チーズダッカルビ
◇特上ホルモン鉄板焼
◇熟成タンの鉄板焼
◇ロブスターのグラタンハーブ焼
◇Ｗチーズキンパ
◇パチパチパンケーキ

全8品

こちらの店舗でも
クーポン使用できます

円7,000
割引前価格

さらに

2,000
クーポン付

円分3,500円
大人／お一人様お支払実額

円3,500
地域観光支援割補助金
大人／お一人様大人／お一人様

円6,000
割引前価格

さらに

2,000
クーポン付

円分3,000円
大人／お一人様お支払実額

円3,000
地域観光支援割補助金
大人／お一人様大人／お一人様

※割引前価格には、事務手数料が含まれます。

※割引前価格には、事務手数料が含まれます。

広島県の旅行・宿泊割引制度

やっぱ広島じゃ

（地域観光支援分）適用プ
ラン
割 6

2022

June本チラシ掲載の商品は地域観光支援割を活用した旅行割引プランです。

飲み放題の付いたプランが
最
大 円

お一人さま5,000 OFF
広島じゃ割クーポン
2,000円分付！！

さらに

※「地域観光支援割」は予算到達次第終了となります。また取消料については、「地域観光支援割」適用前の旅行代金を元に算出いたします。あらかじめご了承ください。
※このチラシの旅行条件の基準は2022年5月31日を基準としています。※このチラシの旅行代金は2022年5月31日現在有効のものとします。※掲載の写真はイメージです。
※お申込みの際には、詳しい旅行条件をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込みください。※表示価格は税込価格です。

〒720-0077 福山市南本庄３丁目５番24号  総合旅行業取扱管理者 ： 平山 秀之
受付／９：３０～17:30

������������ WEBで簡単予約
検索ニコニコ観光お申込み

お問い合わせ
（旅行企画・実施）

飲み放題付
プラン   

120分
【夕  食】 鉄板スタジアム「バルカン」

名物特上ホルモンとロブスターのグラタン焼が入ったオススメコース
福山市宝町3-1
（定休日／月曜日）

福山駅近くで便利

貸切は平日20名様から可能

NEW

こちらの店舗でも
クーポン使用できます


