
 

 

 

 

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４回目に

なります。 

ご来店のお客様には、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～6日です。 

今年度の参加店舗は、北海道から九州までの広範囲に渡り、5８店舗が参加表明しています。 

（過去の参加店舗数：2015年-14店舗、2016年-37店舗、2017年-４２店舗） 

 

 

 

■「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」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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 7月 31日 

平和への願いを込めてお好み焼に「PEACE」を描こう 

8月 6日に向けお好み焼店で「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。 



店舗名 電話番号

1 お好み焼　大八 北海道 千歳市幸町３－１３－４ 0123-22-0554

2 THE 鉄板焼　花火 東京都 葛飾区金町５－２６－５　 03-6695-8655

3 鉄板焼 広島お好み焼 ぶち 恵比寿本店 東京都 渋谷区恵比寿南1-7-8　ニューライフ2階 03-3760-0555

4 鉄板ベイビー笹塚店 東京都 渋谷区笹塚2-41-17 滝沢ビル2F 03-3299-3751

5 広島風お好み焼伊豆川 東京都 杉並区上高井戸1-8-19 03-5317-2169

6 株式会社　月光ﾌｰｽﾞ　広島お好み焼き鉄板焼き　倉はし 東京都 杉並区桃井1-4-3 03-6454-7567

7 鉄板ベイビー新宿店 東京都 新宿区歌舞伎町1-17-4 ポケットビルB1 03-3204-1333

8 鉄ぱん屋弁兵衛三田店 東京都 港区芝5丁目1-11 03-6453-9273

9 広島お好み焼き　海 東京都 品川区小山3-23-3 SDビル2F 03-3786-0688 

10 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 06-6963-8739

11 本格広島お好み焼き　たにもと 大阪府 高槻市城北町2-14-27　プラザ青山１ 072-672-0538

12 お好み焼　ミナミ 兵庫県 高砂市荒井町中新町6-25 079-442-4846

13 広島お好み焼・カレー　TAKU 岡山県 倉敷市船倉町1253-1　ローズガーデンビル 086-434-2003

14 お好み焼き　れんれん 広島県 広島市中区国泰寺町1丁目10−20 082-249-2994

15 鉄ぱん屋弁兵衛大手町店 広島県 広島市中区大手町2丁目7-7 082-248-2900

16 鉄板焼 zaza Casual Dining 広島県 広島市中区幟町１５−９ 藤本ビル２F 082-222-8883

17 鉄板Dining ゆうあ 広島県 広島市中区胡町１－２０　２Ｆ 082-249-0140

18 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 082-541-0909

19 元祖へんくつや 広島県 広島市中区新天地2-12 082-242-8918

20 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 082-249-8130

21 鉄ぱん屋弁兵衛新天地店 広島県 広島市中区新天地1-2 082-258-5851

22 お好み焼き　優（ゆたか） 広島県 広島市中区羽衣町12-18 082-258-5777

23 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８－７ 082-224-5901

24 鉄ぱん屋弁兵衛八丁堀店 広島県 広島市中区八丁堀16-2 082-227-2900

25 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 082-544-2121

26 株式会社Ｋ＆Ｓ　いっちゃん 広島県 広島市東区光町1-6-30 082-567-6776

27 鉄ぱん屋弁兵衛広島駅北口店 広島県 広島市東区若草町１２－１ 082-236-3970

28 西国街道おこのみカフェ「あたご屋」 広島県 広島市東区愛宕町2-12 082-567-2683

29 鉄板こうさか 広島県 広島市南区宇品神田3-7-2 082-251-0039

30 お好み焼き 麦 広島県 広島市南区出島1-2-15 082-259-3633

31 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13−12 082-286-1470

32 お好み焼き・鉄板焼き　寄り家。宇品店 広島県 広島市南区宇品神田1-1-6 082-259-3353

33 鉄板小屋shosho 広島県 広島市南区西旭町5-10 080-6322-8022

34 鉄ぱんダイニングju-shi 広島県 広島市南区的場町1丁目3-11-2 082-258-2771

35 Teppan ＆　Bar Masar's 広島県 広島市西区観音町12-1　井関ビル 1F 082-295-3711

36 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 082-274-1101

37 お好み焼き＆鉄板焼Peace！！ 広島県 広島市西区横川町2-12-10 082-233-2311 

38 鉄ぱん屋弁兵衛横川店 広島県 広島市西区横川町2丁目9－10 082-208-2771

39 和心 広島県 広島市西区中広町3-2-17第8山本ビル101 082-295-2428

40 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２３−６ 082-922-8139

41 鉄ぱん屋弁兵衛ジアウトレットヒロシマ 広島県 広島市佐伯区石内東4丁目１１－１ 082-208-5300

42 お好み焼き　Kate-Kate 広島県 広島市安佐南区緑井5-18-4 082-870-3096

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 080-4263-1138

44 鉄板食堂 バレーナ 広島県 広島市安佐南区山本1-9-6 1F 082-875-5670

45 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1-23 082-815-0194

46 お好み焼＆Bar　Hot-Corner 広島県 広島市安芸区中野5丁目9-13 082-205-6365

47 お好み焼き　鉄板焼　福の神 広島県 廿日市市地御前2丁目１－２５ 0829-36-0415

48 お好み焼き＆鉄板焼き　Mahalo 広島県 安芸郡海田町新町8-16 082-824-0889

49 お好み焼き・鉄板焼き　寄り家。海田店 広島県 安芸郡海田町南大正町5-22 082-823-1529

50 お好み真心デイズ西条店 広島県 東広島市西条下見5丁目5-42 082-421-2209

51 お好み焼　楽 広島県 東広島市西条朝日町7-37 082-423-3449

52 お好み真心デイズ酒蔵通り店 広島県 東広島市西条末広町5-38 082-495-6825 

53 香猿 広島県 尾道市美ノ郷町三成206-5 0848-48-5917

54 お好み焼　すみチャン 広島県 尾道市東御所町11-17-1F 0848-24-2480

55 鉄ぱん屋弁兵衛福山駅前店 広島県 福山市延広町3－7 084-983-2955

56 株式会社green hand　わらや 広島県 世羅郡世羅町甲山266-3 0847-22-0512

57 そば玉や 山口県 岩国市麻里布町６丁目８－２２ 0827-24-2080

58 お好み焼　まるくる 福岡県 築上郡築上町大字坂本138-8 0930-56-4410

住所

【2018年ピースおこ企画 参加会員店舗リスト】  企画実施期間：2018 年 8月 1日～6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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒733-0833 広島市西区商工センター7丁目 4-5 TEL082-563-2222 FAX082-277-9292 

一般財団法人お好み焼アカデミー 事務局 福崎
ふくざき
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