
 

 

 

 

一般財団法人お好み焼アカデミー（代表理事：佐々木茂喜）では、広島平和記念日の 8月 6日を迎え

るにあたり、お好み焼に PEACE の文字を描く「ピースおこ」を 2015年から提唱し、本年で６回目に

なります。 

ご来店のお客様に、今回の企画に対してご用意したオリジナルマヨネーズディスペンサーを使って、

「ピースおこ」を各自描いてもらい、写真撮影と SNS発信での拡散を呼び掛けます。 

実施期間は 8月 1日～１５日です。 

今年度は、86 店舗のお好み焼店が参加表明しています。2015 年の呼びかけでは 1４店舗の参加で

したが、5年の歳月を経て多くの方々にご共感していただけるようになりました。 

新型コロナウイルスの世界的流行を受け、世界恒久平和を願う活動の自粛や、生活様式の変化も起こ

っておりますが、慰霊への祈りは変わることはありません。本年度は、皆様に平和について考え・発信

していただきたいと、待ち時間を利用して鶴を折る活動も実施致します。 

 

■「ピースおこ」企画とは 

お好みソースをかけたお好み焼に、平和への願いを込めてマヨネーズで「PEACE」

等の文字を描いたものです。 

お好み焼は、原爆投下後の広島で、焼け野原にあった鉄板と米国からの食料支援と

しての小麦粉（メリケン粉）が出合って誕生し、復興の歩みとともに具材を重ね進化 

した広島県民の「ソウルフード」であり、平和と復興を象徴する食べ物。そのお好み焼を世界に広める

使命をもつ団体として、復興の象徴であるお好み焼を通じて平和への願いを発信したいと、「ピースおこ」

を提唱しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 7月 28日 

平和への願いを込めてお好み焼に「PEACE」を描こう 

お好み焼店で「ピースおこ」企画実施 

NEWS RELEASE 

■「#peaceoko」で SNS発信を 

参加店舗に来店されたお客様に参加を促し、

それぞれ思いを込めた「ピースおこ」にしてい

ただきます。   

そして、各自スマートフォン等で撮影し、

Facebookや Instagram等の SNSで 

「ピースおこ」が出現する機会を増やします。 

今後も、8月 6日という特別な日に合わせ、

お好み焼を通じて広島から世界平和を願う共

通の思いを、国内はもちろん、世界に向けて発

信していきます。 

 

■焼きあがる間に鶴を折りませんか？     

お好み焼が焼きあがる 10分間に、平和につ

いて、命の大切さについて考えていきたいと

思い、本年度より待ち時間を利用して鶴を折

る企画を実施致します。 

こちらの企画は、1996 年より活動を行って

おります「待っとる間に鶴折る会・ヒロシマ」

様との共同企画となります。 

本年度は、世界を脅かすウイルスの流行に

より、例年通りの 8月 6日を迎えることが難

しくなっております。ぜひ、この機会に折り

紙を手に取り、平和について考えていただき

たいと企画、実施を行います。 

        ※参加希望店舗のみ実施 

 

 



【参加会員店舗リスト(取材可能店舗)】      企画実施期間：2020 年 8月 1 日～15 日 

※ご取材いただける場合は、事前に事務局まで電話にてご連絡をお願い申し上げます。 

店名 住所 住所 折り鶴企画

1 元祖へんくつや　総本店 広島県 広島市中区新天地２－１２ 〇

2 弁兵衛 新天地店 広島県 広島市中区新天地1-2 〇

3 弁兵衛 大手町店 広島県 広島市中区大手町2丁目7-7 〇

4 弁兵衛 八丁堀店 広島県 広島市中区八丁堀16-2 〇

5
株式会社キングファクトリーグループ

お好み魂　悟空
広島県 広島市中区八丁堀８－７ 〇

6 お好み共和国ひろしま村　進 広島県 広島市中区新天地５－２３－２階 〇

7 鉄板酒場ぶいぶい。 広島県 広島市中区流川町５－１９カサブランカビル１Ｆ 〇

8 鉄板焼 zaza Casual Dining 広島県 広島市中区幟町１５－９　藤本ビル２Ｆ 〇

9 お好みハウスのんのん 広島県
広島市中区中町３－１１　中町センタービル３階

（株式会社フリーウィング）
〇

10 お好み焼 若貴 広島県 広島市中区紙屋町二丁目３－２１紙屋町ロイヤルビル３階 〇

11 お好み焼き　優 広島県 広島市中区羽衣町１２－１８ 〇

12 五エ門　胡町本店 広島県 広島市中区胡町3-14アーバン胡館1F 〇

13 五エ門　仏壇通り別館 広島県 広島市中区堀川町１－１６仏壇通り・リュウト館２Ｆ 〇

14 五エ門　広島バスセンターアクア店 広島県 広島市中区基町６－２７ 〇

15 お好み焼　ひろ輝 広島県 広島市中区十日市町２丁目６－１１ 〇

16 ちんちくりん薬研堀本店 広島県 広島市中区田中町6-3 音戸温泉ビル1F 〇

17 ちんちくりん立町店 広島県 広島市中区本通1-27-2F 〇

18 ちんちくりん流川店 広島県 広島市中区堀川町2-11 〇

19 ちんちくりんSORA店 広島県 広島市中区堀川町4番18号 胡子GRIT 6F・7F 〇

20 ちんちくりん大手町店 広島県 広島市中区大手町2丁目6-26 〇

21 弁兵衛 広島駅北口店 広島県 広島市東区若草町12-1 アクティブインターシティ広島1F 〇

22 いっちゃん 広島県 広島市東区光町１－６－３０ 〇

23 鉄ぱんダイニングju-shi 広島県 広島市南区的場町１丁目３－１１－２ 〇

24 鉄板こうさか 広島県 広島市南区宇品神田３－７－２ 〇

25 鉄板小屋shosho 広島県 広島市南区西旭町５－１０ 〇

26 FUWATTRO（フワトロ） 広島県 広島市南区大須賀町１０－７ 〇

27 お好み焼き　寄り家。宇品店 広島県 広島市南区宇品神田1-1-6 〇

28 五エ門　福屋広島駅前店 広島県 広島市南区松原町９－１　１１Ｆレストラン街 〇

29 おこのみ焼き屋　まっちょ 広島県 広島市南区東雲本町２丁目１０－２３ 〇

30 OKOSTA 広島県 広島市南区松原町1-2ekie内1階 〇

31 楽遊　あっちゃん 広島県 広島市南区上東雲町３１－２６ 〇

32 鉄板焼・お好み焼　りんご 広島県 広島市南区段原山崎２丁目１３－１２

33 お好み焼　もみじ 広島県 広島市南区東雲２丁目１０－１０

34 弁兵衛 横川店 広島県 広島市西区横川町2丁目9-10 〇

35 和心 広島県 広島市西区中広町３－２－１７第８山本ビル１０１ 〇

36 ちんちくりん井口店 広島県 広島市西区井口明神3丁目2番33号 〇

37 お好み焼　鉄板焼き　まんまる 広島県 広島市西区観音町１６－４ 〇

38 お好み焼き　まめ 広島県 広島市西区東観音町１９－１３

39 Teppan ＆　Bar Masar's 広島県 広島市西区観音町１２－１　井関ビル　１Ｆ

40 お好み焼き　ひで家 広島県 広島市西区己斐本町１丁目１４－３　Ｔ＆Ｙビル

41 お好み焼＆Bar　Hot-Corner 広島県 広島市安芸区中野５丁目９－１３

42 鉄板・お好み焼　Seiyan 広島県 広島市安佐南区西原４丁目３０－２４ 〇

43 お好み焼・鉄板焼　宮 広島県 広島市安佐南区緑井３丁目１－１　第三ＫＳＮビル１Ｆ 〇

44 五エ門　イオンモール広島祇園店 広島県 広島市安佐南区祇園3-2-1 〇

45 ちんちくりん八木店 広島県 広島市安佐南区八木1丁目12-22 〇

46 ちんちくりん祇園店 広島県 広島市安佐南区祇園3丁目22-33 〇

47 ちんちくりんCOCORO店 広島県 広島市安佐南区伴南5丁目5-20（Haruno-Gate内） 〇

48 お好み焼き　KateーKate 広島県 広島市安佐南区緑井５－１８－４  



49 鉄板食堂 バレーナ 広島県 広島市安佐南区山本１－９－６　１Ｆ

50 元祖へんくつや　可部店 広島県 広島市安佐北区可部南３丁目１－２３ 〇

51 すみれ屋 広島県 広島市安佐北区可部４－２０－５ 〇

52 お好み焼　だいりんの灯 広島県 広島市安佐北区大林３－２１－２３ 〇

53 弁兵衛 ジ・アウトレット広島店 広島県 広島市佐伯区石内東4丁目1-1 〇

54 鉄板酒場　お好み焼　大五郎 広島県 広島市佐伯区五日市１丁目２３－６ 〇

55 お好み焼き・鉄板焼き　寄り家。 広島県 安芸郡海田町南大正町５－２２ 〇

56 五エ門　イオンモール広島府中ソレイユ店 広島県 安芸郡府中町大須2-1-1-1085-1F 〇

57 お好み焼き鉄板焼　たいちゃんⅢ 広島県 呉市中通３－８－１３ 〇

58 五エ門　呉レクレ店 広島県 呉市宝町２－５０　レクレビル３Ｆ 〇

59 五エ門　広島空港店 広島県 三原市本郷町大字善入寺字平岩６４－３１ 〇

60 お好み焼　福 広島県 三次市吉舎町吉舎２２０－４ 〇

61 株式会社green hand　笑楽家 広島県 世羅郡世羅町甲山２６６－３ 〇

62 お好み喫茶エデン 広島県 竹原市忠海長浜１－１０－１６ 〇

63 お好み焼　楽 広島県 東広島市西条朝日町７－３７ 〇

64 お好み焼　すみチャン 広島県 尾道市東御所町１１－１７－１Ｆ 〇

65 香猿 広島県 尾道市美ノ郷町三成２０６－５ 〇

66 弁兵衛 福山駅前店 広島県 福山市延広町3-7 アクセ福山ビル１階 〇

67 お好み焼き　たけとんぼ 広島県 福山市松永町４丁目１５－７９ 〇

68 五エ門　徳山店 山口県 周南市平和通1-22　福知ビル 〇

69 弁兵衛 岡山店 岡山県 岡山市北区柳町１－３－１ 〇

70 広島お好み焼　銀次朗 長崎県 西彼杵郡長与町嬉里郷１１０７ 〇

71 弁兵衛 芝浦店 東京都 港区芝浦3丁目20-3 白ゆりビル1F 〇

72 広島お好み焼き鉄板焼き　倉はし 東京都 新宿区高田馬場1-26-5　FIビルB１F 〇

73 広島お好み焼き鉄板焼き　倉はし 荻窪店 東京都 杉並区天沼3-8-2 〇

74 広島風お好み焼伊豆川 東京都 杉並区上高井戸１－８－１９ 〇

75 お好み焼き・もんじゃ　いろは 東京都 品川区南大井１－６－８－１０３ 〇

76 広島お好み焼き　海 東京都 品川区小山３－２３－３　ＳＤビル２Ｆ 〇

77 お好み焼き　その 東京都 港区麻布十番２－１０－７　第２音居ビル 〇

78 お好み焼もんじゃ　味どり 東京都 板橋区大山東町５２－１３

79 TEPPAN　kitchen  PORKY 長野県 小諸市山浦９３９－５ 〇

80 お好み焼専門店　陽風み 大阪府 大阪市鶴見区今津中１－４－２５ 〇

81 広島お好み焼・呉焼　ぬらりくらり 京都府 綾部市里町築宮３４ 〇

82 お好み焼　ミナミ 兵庫県 高砂市荒井町中新町６－２５ 〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせはこちらから 

〒733-0833 広島市西区商工センター7丁目 4-5     TEL:082-563-2222 FAX:082-277-9292 

一般財団法人お好み焼アカデミー 事務局 國木・清水  Mail: academy@okonomiyaki.or.jp 


