１

２

野菜サラダ500円/ソフトクリー
ムオリーブオイルがけ500円/マ
ルゲリータ800円 他全ﾒﾆｭｰ

３

オリーブ弁当（幕ノ内）600円
※1日限定5食（要予約）

たっぷりしらすとネギのピザ1,500円/
江田島産牡蠣と黒鯛のアクアパッツァ
1,280円/しらすのブルスケッタ680円

大王オリーブ園うらら

Shirasuya

６

7

８

住所 沖美町岡大王1959
営業 11:00 ～ 13:00
定休日 土・日・月・火曜

豆乳オリーブうどん700円/豆乳
ちょっとソフト300円（シトラス
オリーブ）/オリーブとうふ580円

OOQセットおひとり2,000円

川口農園 きゃとりーぶ

住所 能美町鹿川2215
営業 10:00 ～ 16:00※ 要
予約・１日１組( ２～３人)
定休日 月・木曜

徳永豆腐直売店 島の駅 豆ヶ島
住所 大柿町飛渡瀬601-13
営業 11:00 ～ 16:00
定休日 火曜

11

12

オリーブ釜玉うどん450円

きまぐれ亭

住所 大柿町大原1086-3
営業 11:00 ～ 14:30
定休日 日曜・祝日

フォカッチャ（オレガノ・ロー
ズマリー）200円/ブロートフィ
ン140円/ピザ（ちりめんじゃこ、
チリソース）150円

手作りパンの店 もみの木
住所 江田島町小用3-11-12
営業 8:00 ～ 17:00
定休日 水曜

お食事全メニュー対象

11/6㈮
12/20㈰
〜

詳しくはこちらでチェック！
えたじまぐるっとオリーブラリー
見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。

10
トッピング
オリーブふわとろ卵100円

お好み焼き＆カレー すず
住所 大柿町大原261
（藤三大柿店駐車場内）
営業 11:00 ～ 14:00
定休日 土・日曜

13

14

15

オリーブパン1,600円/オリーブ
オ イ ル ブ リ オ ッ シ ュ 1,100円/
フォカッチャ 2円/g（量り売り）

18

住所 江田島町鷲部2-14-9
営業 17:00 ～ 22:00
定休日 日・月曜

二重焼き180円

住所 能美町鹿川2195-2
営業 11:00 ～ 18:00
定休日 火・水・木曜

住所 大柿町大原261-1
（藤三大柿店駐車場内）
営業 10:00 ～ 18:00
定休日 火・水曜

17

食処 しんぺい

９

美谷ファーム

てくてくのさつまいも本舗

住所 大柿町大君862-3
営業 11:00 ～ 18:00
（L.O.17:00）
定休日 月曜（祝日の場合は翌日）

しまのぱん souda!

地ダコのカルパッチョ
750円

すし柳

オリーブオイルのフィナン
シェ 150円

江田島オリーブファクトリー

EDWARDS ROASTERY CAFE

住所 大柿町深江4267
営業 11:30 ～ 15:00
定休日 月・火・水曜（木・金要予約）

しめ鯖と錦野菜のさわやか
オリーブ770円

住所 大柿町大原1637-1
営業 11:00 ～ 17:00
定休日 火・水・木曜

オリーブジュレと黒糖アイス
350円※限定15食

島の台所 旬彩

カキフライ定食800円
※昼限定

四季の味 ひらの

住所 江田島町切串５-１-７
営業 11:00 ～ 14:00、
17:00 ～ 22:00
定休日 水・第３火曜

パステイス(持ち帰り)600円/
パステイスランチ850円

なりや

住所 江田島町切串3-1-1
切串桟橋2階
営業 9:00 ～ 14:00
定休日 木・日曜

を
ブの島 う！
オリー
そ
つく
食べ

16

お食事全メニュー対象

e's

５

住所 能美町中町4868-1
営業 11:30 ～ 14:00(L.
住所 能美町中町4941-1
O.13:15）、17:00 ～
営業 18:00～24:00（土日祝12:00～）
22:00(L.O.21:15)
定休日 火・第1月曜
定休日 月曜

Café OLIVE & LIME

住所 沖美町畑1252-4
営業 10:00 ～日没
定休日 月･火曜(祝日の場合は営業）

４

住所 江田島町江南1-2-16
営業 11:00～14:00（L.O.13:30）
17:30 ～ 22:00（L.O.21:30）
定休日 水・第３火曜

2020
賞 品

▶スタンプ10個【３名】
安芸の島の実 江田島搾り（105㎖）
「オリーブの島」を目指し、市民・企業・行政が協力してオ
▶スタンプ７個【20名】
リーブ振興に取り組んでいる江田島市。今年も市内18店舗が
安芸の島の実 フレーバーオイル
オリーブを使ったメニューを開発し、スタンプラリーを開催！
（レモン、ハッサク、ペペロンいずれかひとつ）
▶スタンプ３個【20名】
期間限定で、各店舗のオリーブを使ったメニューを食べる
新漬け＋オリーブ茶セット
ことができます。さらに店舗とオリーブ関連イベントのス
▶インスタ賞【１名】
タンプを集めて応募すれば、素敵なプレゼントが当たります。
江田島市特産品詰め合わせ
応募台紙は、各協賛店、桟橋、市オリーブ振興室などで配布
を付けて、メニュー
しています。

広報えたじま 第193号（毎月１日発行）
発行／江田島市 編集／江田島市企画部企画振興課
〒737-2297 広島県江田島市大柿町大原505番地
☎0823（43）1630・ 0823（57）4433

#えたじまオリーブラリー 2020

「広報えたじま」は、ホーム
ページでご覧になれます。
広報えたじま

の写真をインスタグ
ラムにアップ！

