
倉敷観光プレミアムクーポン 利用可能店舗一覧

ー 倉敷地区 ー ※休業日、営業時間は急遽変更となる場合がございます。

NO. 地区 登録施設 住所 TEL（登録施設） 営業時間 休業日 種別

1 倉敷 喫茶エル・グレコ 倉敷市中央1-1-11 086-422-0297 10：00～17：00
月曜日

（祝日の場合は営業）
食べる

2 倉敷 駄々 倉敷市阿知3-22-6 086-425-9977 17：00～23：00（OS） 不定休（三連休は最終日） 食べる

3 倉敷 あずみ 倉敷市中央1-1-8 086-422-8970
［火～金］11：00～15：30（OS）

［土・日・祝］11：00～19：00（OS）

月曜日

（祝日の場合は翌日休み）
食べる

4 倉敷 居食家　寿 倉敷市阿知2丁目14-3 086-421-1498
12：00～14：00

17：30～22：30
日曜日・祝祭日 食べる

5 倉敷 倉敷珈琲館 倉敷市本町4-1 086-424-5516 10：00～17：00 年中無休
食べる

買う

6 フルーツサンドもとや
岡山県倉敷市阿知1-7-2

くらしきシティプラザ西ビル2F
086-476-5959

10：00～17：00

（なくなり次第終了）
なし 食べる

7 鬼の厨　しんすけ 岡山県倉敷市阿知3-21-32 086-434-9966
11：00～13：30（OS）

17：00～21：00（OS）
日曜・第1、3木曜日 食べる

8 割烹　山部 岡山県倉敷市鶴形1-1-20 086-441-2525
11：30～13：30（OS）

18：00～21：00（OS）
月曜日・第2、4火曜日、日曜日の夜 食べる

9 倉敷 馳走屋　菜乃花 倉敷市阿知2-23-2 086-426-7087 17：00～22：00 日曜日 食べる

10 倉敷 倉敷大衆割烹　千成 倉敷市阿知1-14-21 086-425-7737
11：30～14：00

17：30～22：00

日曜日

（連休の時は最終日）
食べる

11 倉敷 民芸茶屋　新粋 倉敷市本町11-35 086-422-5171 17：00～22：00 日曜日 食べる

12 倉敷 トラットリア自家製蕎麦武野屋 倉敷市阿知3丁目18-18 086-441-2983
11：00～14：30

17：00～22：00
水曜日

食べる

買う

13 倉敷 金賞コロッケ倉敷店 倉敷市本町3-15 086-423-0223
9：00～18：00

※12～2月　9：00～17：30
なし 食べる

14 倉敷 あちの郷　つね家 倉敷市本町3-12 086-427-7111
11：00～14：00

17：00～22：00
水曜日 食べる

15 炉端　丸元 倉敷市阿知2-8-12 086-441-1551 17：00～24：00 火曜日 食べる

16 和酒BAR　丸元 倉敷市阿知2-8-12 086-476-7766 17：00～24：00 火曜日 食べる

17 Beer BAR marugen 倉敷市鶴形1-3-44 086-435-7050 17：00～24：00 火曜日 食べる

18 倉敷 (有）菓子処ひらい笹沖店 倉敷市笹沖字西用水外1-7 086-421-2190 9：00～19：00 なし
食べる

買う

19 倉敷 Premier　-プルミエ- 倉敷市中央1-5-13 086-422-3600
（ランチ）11：30～14：30

（ディナー）17：30～21：00（L.O.）
水曜日 食べる

20 倉敷 倉敷老松三丁目　cafe'庭 倉敷市老松町3丁目14-45 086-454-8934 11：00～20：00（OS ） 日曜日
食べる

買う

21 倉敷 タリーズコーヒー倉敷美観地区店 倉敷市中央1丁目10-13 086-423-6623 10：00～18：00 なし
食べる

買う

22 倉敷 土手下南 倉敷市本町4-21 086-427-2008 11：00（変動あり）～不定 月曜日 食べる

23 倉敷 月のうつわ 倉敷市鶴形2丁目1-11 086-431-2264 11：00～16：30 木曜日 食べる

24 倉敷 広島お好み焼き・カレーTAKU
倉敷市船倉町1253-1

ローズガーデンビル1F
086-434-2003

11：30～14：30

17：30～20：30（OS）
月曜日 食べる

25 倉敷 カレーハウス神戸屋 倉敷市阿知2-7-1 086-422-0298 11：00～19：30（OS） 月曜日（第3火曜日は15時までの営業） 食べる

26 倉敷 シチリア料理　煉天地 倉敷市阿知2丁目19-18 086-421-7858
11：30～14：00

18：00～21：30（LO.）
火曜日、水曜日のランチタイム 食べる

27 倉敷 江戸切りそば　石泉 倉敷市中央1-8-9 086-434-3733 11：30～14：30 月曜日（祝日は営業） 食べる

28 倉敷 kobacoffee 倉敷市本町5-27 086-425-0050 11：00～17：00 火曜日 食べる

29 倉敷 焼肉ゆう玄
倉敷市阿知2丁目19-29

エトワールB2F
086-427-4129 17：00～23：00 不定休 食べる

30 倉敷 中国料理　娘娘 倉敷市中島2370-118 086-465-9676
11：30～14：00

17：00～21：00
なし 食べる

31 パークサイド倶楽部　曲江春
11：00～14：00

17：00～20：00
食べる

32 倉敷野菜染研究所 11：00～17：00 買う

33 倉敷 大手まんぢゅうカフェ 倉敷市中央1-4-18 086-421-3700 12：00～16：30（OS ） 火曜日
食べる

買う

34 倉敷 ぶっかけふるいち仲店 倉敷市阿知2-3-23 086-422-2389 9：00～20：30（OS） 不定休 食べる

35 倉敷 庄屋 倉敷市下庄471-1 086-463-5500
11：00～15：00

17：00～20：30
不定休 食べる

36 倉敷 喰い道楽　一休 倉敷市阿知2丁目10-14 086-426-0019 17：00～24：00 日・祝 食べる

37 倉敷 酒房　八重 倉敷市本町5-14 086-422-1626 17：00～22：00 日曜日、月曜日 食べる

38 倉敷 倉敷らーめん升家
倉敷市阿知2丁目22-3-2

奈良萬C棟1F西側
086-427-5225

11：00～14：30

17：00～20：30
水曜日 食べる

39 倉敷 おかやまうどんすぎ茶屋　倉敷天満屋店
倉敷市阿知1-7-1

天満屋倉敷店6階
086-426-2637 11：00～21：00（OS） 1月1日 食べる

40 倉敷 好き麺屋 倉敷市阿知2丁目19-24 086-436-7631 11：00～26：00 なし 食べる

41 倉敷 みそかつ梅の木 倉敷市阿知2-19-3 086-422-1282

11:00～22:00

（コロナ渦の為、しばらく終了時間は20：00としている）

いつまでかは未定

第2、4木曜日 食べる

42 倉敷 創作洋風居酒屋9494 倉敷市阿知2丁目16-41 086-421-0949 17：30～24：00 火曜日 食べる

43 倉敷 夢空間　はしまや 倉敷市東町1-20 086-451-1040 11：00～16：30（L.O） 火曜日、水曜日（不定休あり） 食べる

44 倉敷 カフェ　バラード 倉敷市阿知3-21-16 086-421-6654 11:00～16:00 木曜日（ただし水曜日は15：00まで） 食べる

45 倉敷 養老乃瀧　倉敷店 倉敷市阿知2-3-19 086-425-4615 17：00～24：00 不定休 食べる

46 浜吉　ままかり亭 倉敷市本町3-12 086-427-7112
11：00～14：00

17：00～22：00
月曜日（祝日は営業）

47 浜吉 倉敷市阿知2-19-30 086-421-3430
11：30～14：00

17：00～22：00
月曜日

48 倉敷 和食　よこ田 倉敷市鶴形1丁目4-4 086-486-4996 18：00～24：00 不定休 食べる

49 倉敷 鳥焼酒房　鷭屋（ばんや） 倉敷市本町1-32 086-426-4141

ディナー；17：00～22：30（L.O）

ランチ；11：00～14：30（L.O）

（ランチは土、日、祝日のみ営業）

不定休（主に火曜日） 食べる

50 倉敷 鉄板焼ステーキハウス　マルオン 倉敷市稲荷町8-20 086-423-2300
ランチ11:30～13:30（OS）

ディナー17:00～21:00（OS）
毎週火曜日、第2水曜日 食べる

51 倉敷 フレスココーヒー倉敷 倉敷市中央2丁目1-7 086-697-6181
（日）（月）14:00~18:00

（木）（金）（土）14:00~21:00
火曜日、水曜日

食べる

買う

52 倉敷 cafe & bar KAG 倉敷市阿知3丁目1-2 086-441-8817
月、火　9：00～18：00

水～土　9：00～24：00
日曜日 食べる

53 倉敷 ペーシェルーナ 倉敷市阿知2丁目22-3 086-421-9888

ランチ11:30～13：30（OS）

ディナー平日18:30～21:00（OS）

土、日、祝18：00～21：00（OS）

毎週月曜日、臨時休業あり 食べる

倉敷

倉敷

倉敷

倉敷市中庄3126-8 086-463-7733 月曜日

倉敷 食べる
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54 冨来屋本舗 倉敷市本町6-21 11：00～18：00

食べる

買う

体験する

55 冨来屋本舗　別館 倉敷市本町5-27 11：00～15：00

56 地酒屋 倉敷市阿知3丁目21-32 086-441-7877 15：00～20：00 日曜日、月曜日

57 倉敷 お食事処　カモ井 倉敷市中央1丁目3-17 086-422-0606
平日　11：00～17：30

土日祝　10：30～17：30
水、第2月曜日 食べる

58 倉敷 カフェ　有鄰庵 倉敷市本町2-15 086-697-6222 11：00～17：00 不定休 食べる

59 倉敷 Bricole 倉敷市中央1丁目6-8

086-425-6611

050-3647-0222

（予約専用番号）

12：00～14：30

18：00～22：00

月曜日

火曜日、金曜日（昼）
食べる

60 倉敷 caf'e NATURE 倉敷市阿知2丁目25-43 086-436-6368 無休 食べる

61 倉敷 ゆうなぎ倉敷本店 倉敷市中央2-1-18 086-427-3100
11：30～14：00

17：00～22：00
なし 食べる

62 倉敷 cafe BISCUIT 倉敷市本町5-27 086-427-5515 8：00～18：00 なし
食べる

買う

63 shop 三宅商店 倉敷市阿知2-23-10　本館2F 086-423-6080
10：00～18：00

（変更の可能性あり、HPを確認）
月曜日（祝日の場合は翌日） 買う

64 町家喫茶　三宅商店 倉敷市本町3-11 086-426-4600
11：30～17：00

（変更の可能性あり、Telお願いします。）

65 水辺のカフェ　三宅商店　酒津 倉敷市酒津2829 086-435-0046
11：00～17：00

（変更の可能性あり、Telお願いします。）

66 パーラー果物小町
倉敷市中央1丁目4-22

くらしき宵待ちGARDEN東棟
086-425-7733 月曜日（祝日の場合は営業、翌日振替休業）

67 果物小町のソフトクリームパーラー 倉敷市阿知2丁目22-15 086-421-1155 不定休

68 倉敷 桜草 倉敷市本町3-11 086-426-5010
11：30～14：00

17：30～22：00
毎週月曜日、月1回日曜日（不定休） 食べる

69 Tｈe華紋 倉敷市本町8-33 086-441-7119

70 EYOHAKU（ヨハク） 倉敷市羽島751-1 086-436-6692

71 倉敷 リストランテ　カナーレ
倉敷市阿知2丁目19-34

TYBビル1F
086-426-6784 18：00～23：00 月曜日 食べる

72 倉敷アイビースクエア　レストラン蔦 倉敷市本町7-2 086-422-0173

7：00～21：00（OS）

※2021年10月より

7：00～20：30（OS）

2022.2.14~2.17 食べる

73 倉敷アイビースクエア　パブ赤煉瓦 倉敷市本町7-2 086-422-0173 20：00～23：00（OS） 2022.2.14~2.17 食べる

74 倉敷 旅館くらしき　レストラン 倉敷市本町4-1 086-422-0730 11：00～14：00 月曜日
食べる

買う

75 倉敷 手焼せんべい　杏 倉敷市本町5-6 086-422-2046 10：00～18：00 不定休
食べる

買う

76 倉敷 ジャズライブ　アヴェニュウ 倉敷市本町11-30 086-424-8043 11：30～22：30 月曜日（祝日は営業）
食べる

見る

77 倉敷 和バル　ケヤキ 倉敷市中畝4-2-1 086-454-4412 17：00～22：00 不定休 食べる

78 倉敷 洋食レストラン　こころ屋 倉敷市中畝4-2-29 086-454-2690
11：30～14：30

17：50～20：30
月曜日・火曜日・水曜日 食べる

79 倉敷 田舎や　徳膳 倉敷市水島北瑞穂町7-4 086-446-0341
11：30～14：00

18：00～22：00
月曜日,隔週火曜日 食べる

80 倉敷 手打ちうどん　おおにし 倉敷市本町5-29 086-422-8134 10：00～17：00 不定休 食べる

81 倉敷 備中そば　やぶ 倉敷市本町5-30 086-422-1386 11：00～16：30 不定休 食べる

82 くらしき桃子倉敷本店 倉敷市本町4-1 086-427-0007 11：00～17：00 不定休 食べる

83 くらしき桃子倉敷中央店 倉敷市中央1-1-4 086-436-7111 11：00～17：00 不定休 食べる

84 くらしき桃子総本店 倉敷市中央1-3-18 086-454-6611 10：00～17：00 なし 食べる

85 くらしき桃子倉敷市民会館店 倉敷市本町17-1 086-421-3000 11：00～17：00 水曜日 食べる

86 倉敷 倉敷の犬猫屋敷 倉敷市中央1-1-3 086-423-0552

9：00～18：00

※12～2月末　平日9：00～17：30

　　　　　　　  土日祝9：00～18：00

なお、状況により営業時間を変更する場合がございます。予めご

了承ください。

木曜日（場合により変更あり） 買う

87 倉敷 くらしき美味処　本店 倉敷市本町3-15 086-423-0223
10：00～18：00

（コロナの状況により変動あり）
なし 買う

88 倉敷 倉敷の浪漫 倉敷市中央1-1-4 086-423-0071
9：00～18：00

※12～2月　9：00～17：30
なし 買う

89 倉敷 ファーザークリスマス 倉敷市本町4-11 086-434-4668 11：00～18：00 月曜日
買う

体験する

90 倉敷 和のお店　ひな 倉敷市本町8-36 086-422-0910
平日　11：00～17：00

土日祝　10：00～17：30
火曜日、水曜日 買う

91 倉敷 伊勢屋 倉敷市本町4-5 086-426-1383 9：00～18：00
月曜日

（月曜日が祝日の場合、翌日火曜日）
買う

92 倉敷 GOLDEN NUGGET BUDDIES 倉敷市阿知2丁目13-22 086-527-9978 10：00～17：00 不定休 買う

93 倉敷 酒津焼窯元 倉敷市酒津2827 086-422-1962 10：00～17：00 不定休
買う

体験する

94 倉敷 すみれ花店 倉敷市阿知3丁目8-8 086-422-0888 9：30～18：30 正月三が日のみ
買う

体験する

95 倉敷 くらし器てぬぐい　Gocha 倉敷市本町1-30 086-697-6515 10：00～18：00 木曜日
買う

体験する

96 倉敷 みうち雑貨店 倉敷市本町5-12 086-422-9105 10：00～17：00 水曜日・不定休 買う

97 倉敷 地酒販売会社　土手森 倉敷市本町5-31 086-423-1221 9：00～17：30 なし 買う

98 倉敷 如竹堂 倉敷市本町14-5 086-422-2666 10：00～17：30 なし
買う

体験する

99 倉敷 佐野屋本店 倉敷市中央1-1-1 086-422-5547 9:00~18:00 木曜日
買う

食べる（外の屋台）

100 倉敷 風の館うえのや 倉敷市本町4-9 086-425-1502 10：00～17：00 木曜日 買う

101 倉敷 白神荒物店 倉敷市本町2-13 086-422-0323 9：30～18：00 水曜日 買う

102 備前焼ギャラリー倉敷一陽窯
9：30～18：00

（12月～2月は17：30閉店）
月曜日（祝日の場合翌日） 買う

103 備前焼ギャラリー倉敷一陽窯2Fカフェ
11：00～16：00（OS）

土日祝日は30分延長
月曜日と平日に不定休あり 食べる

104 倉敷 民芸定家 倉敷市本町4-13 086-425-3088 9：00～17：00 なし 買う

105 倉敷 備中倉敷　瀬戸内庵 倉敷市中央1丁目1-6 086-435-1388 10：00～18：00 なし
買う

食べる

106 倉敷 木本戎堂 倉敷市阿知2-23-8 086-422-0169 10：00～18：30 月曜日 買う

107 倉敷 つねき茶舗　美観地区店 倉敷市本町3-9 086-422-1427 10：00～18：00 不定休 買う

108 倉敷 陶備堂 倉敷市阿知2丁目16-38 086-422-4694 10：00～18：00 月曜日（祝日は営業） 買う

109 倉敷 ギャラリーサイジ 倉敷市阿知2丁目25-32 086-423-0525 10：00～18：00 12月、1月、2月の月曜日 買う

倉敷

倉敷
086-427-0122 月曜日、月1回火曜日

食べる

なし
食べる

買う

倉敷 11：00～17：00 食べる

倉敷

11：30～14：00 火曜日、第2水曜日 食べる

倉敷

倉敷

倉敷市本町3-17 086-421-0246倉敷
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110 倉敷 （株）日本郷土玩具館 倉敷市中央1丁目4-16 090-9736-9675 元日

買う

見る

食べる

111 倉敷 mt専門　TANE 倉敷市本町5-12 086-486-3618 10：00～17：00 火曜日（祝日の場合は翌日）
買う

体験する

112 うさぎや倉敷店 倉敷市笹沖508 086-421-8989

113 うさぎや倉敷西店 倉敷市西阿知町362-1 086-465-8000

114 倉敷 地酒の井筒屋 倉敷市本町5-10 086-422-6283 10：00～17：00 火曜日 買う

115 倉敷 倉敷屋本町店 倉敷市本町3-15 086-425-0081 10：00～17：00 不定休 買う
116 倉敷 ONO+8186倉敷美観地区店 倉敷市本町4-13 086-486-5840 10：00～18：00 買う

117 倉敷 祥楽堂 倉敷市鶴形1丁目2-20 086-422-1160 10：00～18：00 月曜日
買う

見る

118 倉敷 kojima market place 倉敷市本町6-21 086-486-1552 10：00～18：00 年末年始 買う

119 倉敷 素美庵倉敷店 倉敷市阿知2-22-15 086-426-1544 10：00～18：00 なし 買う

120 倉敷
名物　わらび餅

倉敷かまくら庵
倉敷市沖新田61-6 086-421-3838 9：00～19：00 買う

121 倉敷 食器のみつはた 倉敷市阿知2-6-26 086-425-5511 10：00～17：30 無休 買う

122 倉敷 みつばち工房　花の道 倉敷市中央1-1-5 086-441-4183 9：00～17：30 なし
買う

食べる

123 倉敷 京遊印　倉敷店 倉敷市本町7-2 090-2005-9136 9：00～17：30 なし 買う

124 倉敷 文近堂 倉敷市高須賀155-6 086-482-0986 9:00～19：00 毎水曜日、第2火曜日 買う

125 倉敷 有限会社　平翠軒 倉敷市本町8-8 086-427-1147 10：00～18：00 月曜日　午前中のみ
買う

見る

126 倉敷 Blue Trick　美観地区店
倉敷市本町1-30

クラシキクラフトワークビレッジ内
086-489-0994

10：00～18：00

（短縮営業中　平日　17：00まで

　　　　　　　　　土日祝　18：00まで）

木曜日 買う

127 倉敷 デニム研究所　by JAPAN BLUE 倉敷店 倉敷市本町5-8 086-436-7347
10：00～19：00

（当面11：00～18：00）
不定休 買う

128 倉敷 藍照 倉敷市本町5-24 086-424-2700 10：00～17：00 木曜日 買う

129 倉敷 くらふと蔵敷本店 倉敷市本町4-16 086-426-7618 9：00～18：00 年中無休 買う

130 工房イクコ 086-427-0067

131 イクコ美観地区店 086-427-0195

132 倉敷 株式会社　天満屋　倉敷店 倉敷市阿知1丁目7-1 086-426-2111 10：00～19：00 なし
買う

食べる

133 倉敷 倉敷山陽堂アンティークモール 倉敷市船倉町1224 086-425-4577 10：30～17：00 木曜日 買う

134 倉敷 石とガラスの灯　凸凹堂 倉敷市中央1-10-10 086-435-9133 10：00～17：00 なし
買う

体験する

135 倉敷 くらしきぬ倉敷本店
倉敷市本町5-22

（倉敷美観地区内）
086-424-8686 12：00～17：00 月曜日 買う

136 倉敷 倉敷名産館 倉敷市本町4-13
086-422-2997

090-3881-9337
9：00～18：00 なし 買う

137 倉敷 倉敷　和平治 倉敷市中央1-4-32 086-422-5470 10：00～17：00 不定休

買う

見る

食べる

138 倉敷 くらしき桃花 倉敷市本町5-5 086-427-1912 10：00～18：00 なし
買う

食べる

139 倉敷 おみやげ街道倉敷 倉敷市阿知1-1-1　JR倉敷駅構内 086-424-6606 6：45～21：00 なし 買う

140 倉敷 美観堂 倉敷市本町2-15 086-486-2224 11：00～17：30 不定休 買う

141 倉敷 はれもけも 倉敷市阿知2-17-16 086-486-5002 13：00～17：00 月曜日、不定休 買う

142 倉敷 Boulangerie mugi 倉敷市阿知2丁目25-40 086-427-6388
平日7：30～17：30

土、日、祝7：30～18：30
無休 買う

143 倉敷 marche NATURE 倉敷市阿知2丁目17-9 086-430-5599 7：30～17：00（LO.） 不定休 買う

144 倉敷 滔々toutou,kurashiki gallery and stay 倉敷市中央1-6-8 086-422-7406 12：00～17：00 月曜日（祝日の場合翌火曜日）
買う

泊まる

145 倉敷 おざきや 倉敷市本町5-29 086-434-8808 9：30～17：00（変更あり） なし 買う

146 廣榮堂　倉敷雄鶏店 倉敷市本町5-22 086-421-3888
買う

食べる

147 廣榮堂　倉敷店 倉敷市中央1-1-8 086-426-5888 買う

148 倉敷 GOHOBI倉敷美観地区店 倉敷市本町8-33 086-441-5827
平日11：00～16：30

土日祝10：00～17：00
不定休 買う

149 倉敷 竹宝堂 倉敷市阿知2-25-31 086-422-6270 10：00～18：00 なし 買う

150 倉敷 くらしき光畑 倉敷市本町4-21 086-425-6522 10：00～18：00頃 不定休 買う

151 橘香堂　本店 倉敷市阿知2丁目19-28 086-422-5585 9：30～18：00 買う

152 橘香堂　美観地区店 倉敷市阿知2丁目22-13 086-424-5725 9：30～18：00（喫茶9：30～17：00）

買う

食べる

体験する

153 倉敷 ＦＬＡＴ倉敷美観地区店
倉敷市中央1-4-16

（日本郷土玩具館内）
086-435-0014 10：00～17：30 年末年始 買う

154 倉敷 倉敷帆布　美観地区店 倉敷市本町11-33 086-435-3553 10：00～17：00 月曜日、年末年始 買う

155 倉敷 inBlue 倉敷市阿知2丁目17-25 086-474-4898 10：00～18：00 月曜日 買う

156 倉敷 ふなおワイナリー倉敷アイビースクエア店 倉敷市本町7-2
086-552-9789

（ふなおワイナリー本店）
10：00～17：00 水曜日

買う

食べる

157 倉敷 手仕事の店　倉敷民芸 倉敷市阿知2-17-25 086-425-3184 10：00～19：00 月曜日 買う

158 倉敷 融民芸店 倉敷市阿知2-25-48 086-424-8722
10：00～18：00

※現在は11：00～17：00

毎週月曜日

第2、4火曜日
買う

159 倉敷 倉敷アイビースクエア　アイビーショップ 倉敷市本町7-2 086-424-2160 8：00～19：00 2022.2.14~2.17 買う

160 倉敷 倉敷アイビースクエア　工房売店 倉敷市本町7-2 086-454-4061 10：00～17：00 2022.2.14~2.17 買う

161 倉敷
CRAFT WORK inc.

(クラフトワーク　インク）

倉敷市本町1-30

クラフトワークヴィレッジ内
086-489-0989 10：00～18：00 木曜日 買う

162 倉敷 備前焼　よしだ 倉敷市本町4-12 086-424-5518 10：00～17：00 不定休 買う

163 いがらしゆみこ美術館 倉敷市本町9-30 086-426-1919 10：00～17：00 なし

見る

買う

体験する

164 カフェ　プリンセス 倉敷市本町9-30 086-426-1929 10：00～17：00 なし 食べる

165 着物レンタル　姫乙女 倉敷市本町9-30 086-426-1919 10：00～17：00 なし 体験する

166 倉敷 桃太郎のからくり博物館 倉敷市本町5-11 086-423-2008 10：00～17：00 なし 見る

167 倉敷 語らい座　大原本邸 倉敷市中央1丁目2-1 086-434-6277 9：00～17：00（最終入館16：30）
月曜日（祝日、振替休日の場合、開店

年末年始、貸切等による臨時休業あり）
見る

倉敷 10：00～20：00 1月1日 買う

倉敷 倉敷市中央1-12-9

なし

10：00～18：00 月曜日 買う

倉敷 9：00～18：00 不定休

倉敷

倉敷
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169 大原美術館 9：00～17：00

毎週月曜日

（祝日、振替休日と重なった場合は開館）

冬季休館あり、臨時休館あり

見る

170 大原美術館　ミュージアムショップ 10：00～17：00 美術館に準じる 買う

171 倉敷 星野仙一記念館 倉敷市中央1丁目10-11 086-430-0001 10：00～17：00 年中無休（臨時休館あり） 見る

172 倉敷貯金箱博物館

173 倉敷おもちゃ博物館

174 倉敷 きび美ミュージアム（Kibibi Museum)
倉敷市中央1丁目4-22

くらしき宵待ちGARDEN東棟
086-425-8080 10：00～18：00

月曜日、火曜日

（祝日の場合は営業、翌日振替休業）

見る

買う

体験する

175 倉敷 フクロウとヒョウ猫乃森
岡山県倉敷市中央1-1-3

犬猫屋敷2F
086-423-0552

10：30～17：00（最終入場16：30）

※12～2月末10：30～16：45（最終入場16：00）

なお、状況により営業時間を変更する場合がございます。予めご

了承ください。

木曜日（場合により変更あり） 体験する

176 倉敷 キャンドルフェアリー 倉敷市阿知3丁目18-6 086-454-4505 10：00～17：00 火曜日、水曜日 体験する

177 倉敷 有料観光ガイド倉敷案内人グループ 倉敷市西阿知町1303-11 086-465-1640 9：00～13：00頃 不定休
体験する　見る

（歴史・民族学の勉強）

178 倉敷 美観neko 倉敷市中央2-1-1　2階 090-2804-1299 11：00～
月曜日

（月曜が祝日の場合、火曜日休業）
体験する

179 倉敷 えびす屋倉敷店 倉敷市本町8-21 086-486-1400
9：00～17：30

（シーズンにより変動あり）
なし 体験する

180 倉敷 着物レンタルVASARA 倉敷市10-6 086-441-7779 9：00～17：30 なし 体験する

181 倉敷 倉敷着物小町 倉敷市本町5-10 086-486-2671 9：30～17：00 不定休
体験する

買う

182 倉敷 倉敷アイビースクエア　愛美工房陶芸教室 倉敷市本町7-2 086-424-0517 9：00～17：30 2022.2.14~2.17 体験する

183 倉敷 旅館くらしきカワセミ亭 倉敷市中央2丁目13-13 050-7119-8547 24時間 なし 泊まる

184 倉敷 ゲストハウス　ライフフィールド 倉敷市川入611-1オータムヒル3Ｃ 080-2940-1487

 check-in16:00

check out10:00

(Tel応対9：00～21：00)

不定休 泊まる

185 倉敷 グリーンリッチホテル倉敷駅前 倉敷市阿知3-14-5 086-427-1888 無休・24時間 なし 泊まる

186 倉敷 Hostel＆Bar CUORE倉敷 倉敷市中央1-9-4 086-486-3443 11：00～24：00（OS23:30） 不定休
泊まる

食べる

187 倉敷 ホテル1-2-3倉敷 倉敷市老松町2丁目12-15 086-430-3939 7：00～24：00 無休 泊まる

188 倉敷 吉井旅館 倉敷市本町1-29 086-422-0118 不定休 不定休
泊まる

食べる

189 倉敷 NAGI kurashiki Hotel&Lounge 倉敷市阿知1-14-3 050-5210-8506 8：00～23：00 不定 泊まる

190 倉敷ロイヤルアートホテル 086-423-2400 check-in 15:00~ check-out 12:00
泊まる

買う

191
倉敷ロイヤルアートホテル

レストラン「八間蔵」

192
倉敷ロイヤルアートホテル

日本料理「倉敷」

193 倉敷ロイヤルアートホテル　ハイザバー 086-423-2400 17：30～23：30（L.O） 日曜日、月曜日

194
倉敷ロイヤルアートホテル

カフェラヴァンナ
086-423-2122 11：00～16：30（L.O） なし

195 料理旅館　鶴形 倉敷市中央1-3-15 0：00～24：00 なし 泊まる

196 お食事処　鶴形
倉敷市中央1-3-15

料理旅館　鶴形内
11：00～20：00 月曜日

197 レストラン　亀遊亭 倉敷市中央1-2-20 086-422-5140 11：00～17：00（土、日は20：00まで） 水曜日

198 倉敷国際ホテル 倉敷市中央1-1-44 0：00～24：00 泊まる

199 レストラン　ウィステリア
11：00～14：00

17：00～21：00

200 カフェ　ラウンジ　the Gin 9：30～18：00

201 倉敷ステーションホテル 倉敷市阿知2丁目8-1 086-425-2525 24時間 泊まる

202 瀬戸内海鮮料理　白壁
倉敷市阿知2丁目8-1　B1（7/15の夜で閉店）

倉敷市阿知3丁目9-1　1F（8/1に移転open）
086-425-3336

昼　11：00～13：30（LO.）

夜　17：00～21：30（LO.）

金、土のみ～22：30（LO.）

食べる

203 瀬戸大橋温泉ホテルやま幸 086-462-1126
チェックイン15：30～

チェックアウト10：00
奇数月の第2火曜日 泊まる

204 瀬戸大橋温泉やま幸 086-462-1126 10：00～23：30 奇数月の第2火曜日 その他

205 活魚料理やま幸 086-462-2241

11：00～14：00（OS）

17：00～21：00（OS）

※現在、夜の部は予約のみ

　 食べる

206 あぶと倉敷館 倉敷市船倉町1252-5 086-434-8038 11：30～22：00 不定休
泊まる

食べる

207 あぶと倉敷館天領 倉敷市本町5-15 086-434-8055 11：30～22：00 不定休 食べる

208 倉敷 倉敷タクシー株式会社 倉敷市二日市305-1 086-422-5500 24時間 なし 移動する

209 倉敷 旭交通株式会社 倉敷市新田2537-1 086-422-2525 24時間 なし 移動する

210 倉敷 港交通 倉敷市神田1丁目2-5
086-445-1000

（タクシー配車センター）
24時間 なし 移動する

211 倉敷 二葉写真館 倉敷市中央2丁目1-3 086-422-1170 9：00～18：00 年末年始のみ その他

212 倉敷　豆柴カフェ 倉敷市中央1-1-7　2F 086-423-0515
10：30～17：00

（イベント時延長あり）
その他

213 白壁庵 倉敷市中央1-1-7　1F 086-423-0511

9：30～　平日17：30

　　　　　　土日祝18：00

（イベント時延長あり）

食べる

ー 児島地区・玉島地区ー ※休業日、営業時間は急遽変更となる場合がございます。

地区 登録施設 住所 TEL（登録施設） 営業時間 休業日 種別

214 児島 塩尻喜月堂 倉敷市児島味野2-3-19 086-472-2535 9：00～16：00 月曜日 買う

215 児島 倉敷帆布 倉敷市曽原414-2 086-485-2112 10：～17：00 年末年始 買う

216 児島
ベティスミス　ジーンズミュージアム＆ヴィ

レッジ
倉敷市児島下の町5丁目2-70 086-473-4460 9：00～18：00 なし

買う

見る

体験する

217 児島 ビッグジョン児島本店 倉敷市児島味野2-2-43 086-473-1231 9：00～17：00 年中無休（年末年始除く）
買う

体験する

218 児島 磯乃羊養本舗 田中花正堂 倉敷市下津井吹上2-4-36 086-479-9171 10:00～17:30 毎週月曜日、第2、第4日曜日 買う

219 児島 有限会社　プラス・ワン 倉敷市児島小川6丁目4-17 086-486-1508 9：00～20：00 日曜日、祝日 買う

220 児島 児島特銘館 倉敷市児島下の町5-5-3 086-473-2111 10：00～17：00 不定休（年末年始休み） 買う

221 児島 今和夢果子　錦盛堂 倉敷市児島下の町10-374-8 086-472-4856 8：00～18：00 水曜日 買う

11：30～13：30（L.O）

17：30～20：30（LO.）

食べる

倉敷市中央1丁目1-15 086-422-0005

倉敷 倉敷市船倉町1224 086-425-4577

倉敷

倉敷

10：30～17：00 木曜日 見る

倉敷 倉敷市阿知3丁目21-19

086-424-1635

食べる

086-422-5141 なし倉敷市中央1-1-44

倉敷国際ホテル1F
食べる

なし

086-423-2122

倉敷 不定休

倉敷

なし

倉敷 倉敷市下庄140-1

倉敷
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222 児島 ＦＬＡＴ児島本店 倉敷市児島唐琴2-2-53 086-477-6777 10：00～15：00
土、日、祝祭日

（不定休、会社営業日はopen）
買う

223 児島
むかし下津井回船問屋内

しょっぴんぐばざーる館
倉敷市下津井1-7-23 086-479-9825 9：00～16：30 火曜日 買う

224 桃太郎JEANS味野本店 倉敷市児島味野1-12-17 086-472-1301 10：00～19：00 年中無休（年末年始除く） 買う

225 BLUXE児島店 倉敷市児島味野2-3-18 086-470-5520 10：00～18：00 不定休 買う

226 BLUE WALL 倉敷市児島味野2-5-3 086-476-3008 10：00～18：00 定休日なし（年末年始を除く） 買う

227 JAPAN BLUE JEANS児島店 倉敷市児島味野1-14-10 086-486-2004 10：00～19：00 年中無休（年末年始除く） 買う

228 児島 旧野崎家住宅 倉敷市児島味野1-11-19 086-472-2001 9：00～16：30（17：00閉門）
毎週月曜日

（ただし月曜が祝日の場合は翌日平日）
見る

229 児島 瀬戸大橋観光船協会 倉敷市児島駅前3丁目23 086-473-6777

10：00～14：00

8月のみ10：00～15：00

12：00台は除く

12月1日～3月19日　平日 体験する

230 児島 ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド 倉敷市下津井吹上303-1 086-473-5111 10：00～17：00（シーズンにより変動あり） なし
体験する　見る

食べる　買う

231 児島 鷲羽温泉　備前屋甲子 倉敷市下津井5丁目1-1 086-479-8222 泊まる

232 児島 ホテル瀬戸大橋 倉敷市児島塩生3777 086-475-1112 24時間 なし
泊まる　食べる

買う　体験する

233 児島 倉敷シーサイドホテル 倉敷市児島塩生2767-21 086-475-1616

宿泊24時間

レストラン　7：00～9：00

　　　　　　11：30～14：00

　　　　　　17：00～20：30

売店　8：00～22：00

なし

泊まる

食べる

買う

234 児島 WASHU　BLUE　RESORT　風籠 倉敷市下津井吹上303-17 086-479-9500 受付時間：9：00～16：00 休館日あり、要問合せ
泊まる

買う

235 児島 ゲストハウスナゴミ 倉敷市下津井1422 086-454-6887 9:00～19:00 不定休 泊まる

236 児島 鷲羽山下電ホテル 倉敷市大畠1666-2 086-479-7111 なし

泊まる

食べる

買う

237 児島 下津井亭 倉敷市下津井4-1-3 086-470-4755
11：00～15：00

17：00～21：00
なし

泊まる

食べる

買う

238 児島 倉敷由加温泉ホテル山桃花 倉敷市児島由加3285 086-477-5588 泊まる

239 せとうち児島ホテル 24時間 泊まる

240 和食レストラン　岐備 毎週火曜日

241 洋食レストラン　ポールブラン 毎週月曜日

242 児島 下電観光バス(株)タクシー部児島営業所 倉敷市児島下の町2-1576-104 086-472-2260 移動する

243 児島 平成レンタカー　児島駅前店 倉敷市児島駅前4-1 086-474-5590 移動する

244 玉島 すし遊館新倉敷店 倉敷市玉島八島1559-1 086-523-5151
11：00～21：00

（平日14：30～16：30の間は休憩）

基本　土、日、祝、祭日、年末年始

（予めお電話頂けると対応可能な場合あり）
食べる

245 玉島 (有）菓子処ひらい本店 倉敷市玉島乙島6697-5 086-522-3077 8：00～19：00 元日 買う

246 玉島 菊池酒造株式会社 倉敷市玉島阿賀崎1212 086-522-5145 9：00～17：00
月曜日

（祝日の場合営業。その場合火曜日休業日）
買う

247 玉島 味処　蔵 倉敷市玉島長尾2684 086-523-4888
11：30～14：00

17：00～21：00

月曜日

（祝日は営業。翌日が休み）
食べる

248 玉島 空と花の丘　菜園カフェぱんご～の 倉敷市玉島道口3943 086-525-1270 11：00～14：00（OS） 毎週水曜日　定休日 食べる

249 中国料理　廣珍 倉敷市玉島中央町3-12-13 086-522-5188
11：00～14：00

17：00～21：00
元日 食べる

250 あずまや　玉島店 倉敷市玉島1713-22 086-525-1500
11：00～15：00

17：00～21：00
なし 食べる

251 玉島 松涛園 倉敷市玉島中央町1-12-18 086-526-7655 8：30～17：30 なし 買う

252 玉島 庭園旅館　備後屋 倉敷市玉島阿賀崎956 086-522-3432
11：30～14：30

16：00～21：00

食べる

泊まる

253 玉島 浅口タクシー株式会社 倉敷市玉島1369-1 086-526-1111 24時間 不定休 移動する

254 玉島 平成レンタカー　新倉敷駅前店 倉敷市新倉敷駅前2丁目76 086-526-1005 月曜日 移動する

255 真備 ウォールウォーレン 倉敷市真備町川辺538-4 086-697-0876 10：00～18：00 なし 買う

256 真備 （株）テオリ本社 倉敷市真備町服部1807 086-698-4526 8：00～17：00 日・祝（土曜日不定休） 買う

257 真備 ふなおワイナリー本店 倉敷市船穂町水江611-2 086-552-9789 9：00～17：00 無休

見る

食べる

買う

258 真備 株式会社　日の丸タクシー 倉敷市真備町有井192-1 086-698-1288 24時間 無休 移動する

児島

倉敷市下津井5丁目1-1吹上303-53 086-473-7711 11：30～14：00

17：30～21：00
食べる

玉島

児島
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