
掲載事業所店舗名 掲載事業所店舗所在地 主な取扱品 営業時間（定休日）

（有）有馬鮮魚 玉野市田井２丁目深山公園内有馬鮮魚 鮮魚、塩鮮魚 8：30-16：00　　　　　　　（火）

株式会社アラキ 玉野市田井2-30-11 環境衛生商品、おそうじ 9：00-17：00

うどん館 玉野市田井4-11-9 うどん 11：00-19：00　　　　　　  （水）

宇野港ラーメン 玉野市田井6-1-14 麺類 10：00-17：00　     　(日祝)

株式会社大村モータース 玉野市田井1-3-17 自動車整備 9：00-17：00

岡畳製造所 玉野市田井5-7-1 畳 9：00-18：00　                   　（日）

扇屋薬局 玉野市田井3-4-6 薬局 9：00-19：00　　毎月、第1月火、第3日月

カフェレストラン　ソナール 玉野市田井3-32-5 飲料、食事 11：00-20：00　　                 （土・日・祝）

ガトーマテリオ 玉野市田井5-3-17 洋菓子 9：30-19：00　　                     (火,第3水)

（有）黒田電機工業所 玉野市田井4-24-41 車修理 9：00-18：00                          （日・祝）

古風楽宗 玉野市田井2-27-6 日本料理、テイクアウト料理 11:30-14:30（ランチ）17:00-21:30（夕食）

有限会社三友電器 玉野市田井5-3-22 家電販売 9：00-19：00                          （木）

セブンイレブン玉野田井3丁目店 玉野市田井3-29-16 コンビニ 24H

株式会社ダテ薬局田井店 玉野市田井3-2-12 薬 9：00-18：30                         （日・祝）

つるかめ食堂 玉野市田井3-14-19 ラーメン、餃子、からあげ 10：00-14：00・18：00-20：00（水）

ドラッグセイムス玉野田井店 玉野市田井3-32-70号 医薬品、化粧品、雑貨、食品 8：30-22：30

にぶのでんき 玉野市田井5-46-2 家電 9：00-18：00                         （日）

（有）西岡食品 玉野市田井3-3-25 一般食品，青果 8：30-16：00　　                　(日祝)

nail salon Aimarble 玉野市田井3-1188-1 ネイル技術料、ケアー商品 9：00-21：00                         （水・木）

ノイズバーバーズショップ 玉野市田井3-28-6 理容業 9：00-19：00　　毎月、第1月火、第3日月

原米穀店 玉野市田井5-2-36 米穀、灯油 9：00-18：00                        （日祝）

バイクステージツーウエイ 玉野市田井2-4564 二輪車 9：30-18：30　　                  (月)第3日

パン工房アントルコピンヌ 玉野市田井5-2-16 パン 金曜日11：00-売り切れまで

美容室グレイス 玉野市田井3-27-7 美容院 9：00-19：00　      毎月、第1火、第3日

株式会社　フナツキ石材工業　田井営業所 玉野市田井4-4427-1 石碑、石材、仏壇、仏具 ９:00-18:00　                         (月)

ヘアーサロンアヤタ 玉野市田井5-46-43 理容 9:00-19:00・8：30-19：00

道の駅みやま公園 玉野市田井2-4464 農産物、パン 8：30-17：00

三井生協　田井店 玉野市田井3-13-41 飲食料品 9：30-21：00

深山のカフェ食堂 玉野市田井2-4464 定食、軽食 8：30-16：30                       （火）

ラーメン柚子屋 玉野市田井5-1-6 ラーメン 11:30-14:00・18:00-22:00・11:30-22:00

LUCY 玉野市田井5-33-4 中古衣類 13：00-20：00                    （火）

ローリングコア 玉野市田井4-30-21峰重アパート101 マッサージ、治療 10：00-19：00　　　　　　　（火）

株式会社わたなべ生鮮館　玉野店 玉野市田井3-1188-1 スーパー 9：00-21：00

若観門豆　田井店 玉野市田井3-26-13 豆腐、他 9：00-19：00                      （日）

鮮Ⅾo!エブリイ玉野店 玉野宇野1-6-23 食品 9：00-20：00

株式会社エディオン玉野店 玉野市宇野8-2-1 家電製品 10：00-19：00（コロナの為当面19:00まで）

お好み焼きQちゃん 玉野市宇野1-15-3 お好み焼き 11：00-22：00

(株)岡萬 玉野日宇野2-16-11 米 ９:00-18:00　　　　　（土日祝）

カメラのキタムラ玉野店 玉野市宇野1-39-3 カメラ、プリント 10：00-19：00　　毎火（11,12月除く）

キムラヤのパン玉野店 玉野市宇野1-3086-1 パン、サンドイッチ、スイーツ 7：00-20：00

ゲオ玉野店 玉野市宇野1-28-20 ＤＶＤ，ゲーム販売 9：00-23：00

（株）コーダ宇野店 玉野市宇野1-28-25 衣類 9：00-19：30　　

コスモス薬局　宇野店 玉野市宇野1-15-25 処方箋によるお薬、一般医薬品 9：00-19：00                     （日・祝/木・土：午後）

株式会社　笹野モータース 玉野市宇野1-15-10 自動車整備、販売 9：00-18：00                    （土曜日は17：00まで）

SAL PimiEmtA 玉野市宇野1-11-1　宇野港ボール1F 鶏料理 11：30－14：14、17：00－22：00（火・第3月）

ザグザグ宇野店 玉野市宇野2-6-2 医薬品 9：00-24：00

旬菜ワタナベ 玉野市宇野1-37-3 和食、洋食　　 11：00-14：00、17：00-20：00（火）

玉野市魚市場（株）海の駅シーサイドマート 玉野市築港1-7-5 鮮魚 8：30-13：00                    （月・火・水）

スーパードラッグひまわり玉野店 玉野市宇野1-22-14 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品 9：00-22：00　　

すし遊館　宇野店 玉野市宇野1-39-5 寿司 11：00-21：00　             　元旦

玉野ゴルフクラブ　レストラン 玉野市宇野6-1-1 和食、洋食　　セットメニュー 8：00-17：00（ゴルフ場の定める日）

玉野ゴルフ倶楽部 玉野市宇野6-1-1 ゴルフ 8：00-17：00　

大国堂 玉野市宇野1-37-9 たこ焼き、大判焼、クレープ なし

DCMダイキ玉野店 玉野市宇野1-16-1 日用品、工具、園芸用品 9：00-20：00

株式会社ダテ薬局宇野店 玉野市宇野8-3-10 薬 9：00-19：00

有限会社玉野画材 玉野市宇野2-32-18 文具、画材、額 9：00-18：00

タマヤ　宇野店 玉野市宇野1-28-20 スーパー 1/1,1/2

TSUTAYA玉野店 玉野市宇野1-11-1 BOOK、文具販売、ゲーム販売 9：00-23：00

(株)中原三法堂玉野店 玉野市宇野8-5-3 仏壇仏具、墓石 9：30-19：00　   

なかや宗義　宇野本店 玉野市宇野1-31-14 洋菓子、ケーキ、和菓子 9：00-19：00

＃8wire 玉野市宇野1-7-3東山ビル1F ハンバーガー 7：00-16：00                     （日・月）

ファミリーマート玉野宇野店 玉野市宇野8-5-8 食品、日用品　　　　 24H

Honda cars 玉野玉野店 玉野市宇野1-14-1 自動車販売、修理 9：00-19：00　　盆、年末年始

PONO CAFA 玉野市宇野1-15-32　1F 料理、ドリンク 11:30-14:30、18:00-22:30

眼鏡市場玉野店 玉野市宇野1-29-10 眼鏡、補聴器 10：00-19：00                  （元日のみ）

そば、うどん、めんくい 玉野市宇野1-11-1 そば、うどん 11：00-16：00

焼肉ダイニング　じんや 玉野市宇野1-11-1 焼肉 17：00-21：30                  （火）

焼肉たまや宇野店 玉野市宇野1-28-20 焼肉 毎月

有限会社安川商店 玉野市宇野3-36-2 家電、プロパンガス、灯油 8：45-18：15                    （日）

ローソン玉野宇野四丁目店 玉野市宇野4-16-5 食品、日用雑貨

株式会社わたなべ生鮮館　宇野店 玉野市宇野4-9-1 スーパー 9：00-21：00

有限会社共栄工業所 玉野市宇野2-17-26 自動車販売、整備 8：00-19：00、　　　日、祝日

カギと印鑑のマルコット 玉野市宇野1-38-1　メルカ1F 鍵、印鑑、ゴム印 10：00-19：00（不定休）

うのまちパスタ　　　　　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ1F パスタ 11：00-20：00

メルカ

宇野地区

田井地区



カフェレストラン時代屋　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ1F コーヒー、カレーなど 9：30-20：00　　　不定休

株式会社ダテ薬局メルカ店　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ1F 薬 9:00-19:00（日・祝）９:00-18:00（土）

株式会社ダテ薬局だてや　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F 化粧品、医療品、（第2類、3類） 10：00-19：00（日）

旅のたけだ屋　　　　　　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F 旅行 10：00-17：00

天満屋ハピータウン玉野店 玉野市宇野1-38-1 食品、生活用品、衣料品 9：00-20：00

美・美サロン　　　　　　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F 10：00-19：00

ブティック　ノンサン　　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F 婦人服、婦人雑貨 10：00-19：00

ベストパートナーメルカ店　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ1F クリーニング 10：00-19：00

メガネの雄飛　メルカ店　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F メガネ、補聴器 10：00-19：00

メガネの明和　　　　　　　　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F メガネ、補聴器 10：00-19：00　　              元旦

レディースファッション加奈留　 玉野市宇野1-38-1　メルカ2F 婦人衣料品 10：00-19：00　

アースファミリー玉野店 玉野町築港1-7-12 無農薬食品、雑貨、サプリ 10：00-18：00                   （日・月）

有限会社池田屋 玉野市築港1-10-27 寿司、鉄板焼き 11：30-14：00、17：00-21：30

居酒屋・こなき爺い 玉野市築港2-1-2　親和ビル1F 酒、カクテル、手作り食品 18：00-25：00                   （火）

居酒屋　ふれあい 玉野市築港2-1-4 刺身、焼き物 17：00～                             （月）

居酒屋　やたい 玉野市築港2-1-26 酒類、おでん 17：00-22：00　毎日

ウノポートイン/UPINNカフェ 玉野市築港1-4-4 コーヒー、ホットサンド、ドリンク 7：30-15：30                     （月・火）

うの食堂 玉野市築港1-5-31 食事 18:00-21:00                        （日・月・木）

(株)ＭＥＳファシリティーズ築港給油所 玉野市築港2-19-8 タイヤ、オイル、洗車 7：00-19：30（第3日）

おみそとおさかな 玉野市築港2-2-18 弁当（予約の方のみ、一部宴会） 11：30-13：30                  （土・日・祝）

小倉茶舗 玉野市築港1-4-20 茶 （日・祝）

おまち堂宇野港本店 玉野市築港1-1-4 果物、焼き菓子、ジャム、ジュース、かき氷 10:00-17:00　                   (水)

カフェ＆ジェラート　ロベルト・ウノ 玉野市築港1-8-22 パスタ、ピザ、ドリンク、ジェラート 11:00-18:00、11:00-20:00（日）

喜久屋　 玉野市築港1-10-2 和・洋菓子 7：00-18：30

Quench 玉野市築港1-1-3産業振興ビル2F 理容店 10：00-19：00                 （月・第3日）

株式会社　興文社 玉野市築港1-4-3 書籍、雑誌、文具 8：30-20：00、8：30-19：00（第3日・土・日・祝）

コットンショップもめん畑/トリミングサロンコットンドッグ＆キャット玉野市築港1-11-20 手芸用品、/トリミング 9：30-18：00                   （不定休）

ココカ古書店 玉野市築港2-1-11　1F 古本、ドリンク、アルコール、たいやき 14：00-23：00                 （火・水）

三友カードッグ 玉野市築港3-1-3 自動車車検整備、修理 8:30-17:30

サンコア 玉野市築港1-4-15 作家作品 10：00-17：00（4,8のつく日・水）

三友カーセンター　宇野駅前店 玉野市築港5-6-1 レンタカー、新車、中古車販売 8:00-19:00

山陽マルナカ　宇野店 玉野市築港5-7-2 食料品、 8：00-22：00

シュアショップUZ 玉野市築港1-4-16 コーヒー、トースト、カレー 7：30-10：00、11：00-17：00（月・木）

しまむら玉野店 玉野築港5-7-11 衣料品 10：00-19：00

SEIKODO☆セイコー堂 玉野市築港1-10-9 時計、メガネ 9：30-18：00                     （水）

たく庵 玉野市築港1-13-2 お好み焼き、一品料理、酒 18:00-23:00                        （不定休）

谷川時計店 玉野市築港2-18-12 時計、メガネ 9：00-18：30                     （月）

田中屋 玉野市築港2-10-1 天さるうどん、おこわ定食 11：00-14：30,7：00-19：30　(木)

玉野市観光案内所 玉野市築港1-1-1 玉野市特産品 9：00-17：00

瀬戸内温泉たまの湯 玉野市築港1-1-11 温泉施設 10：00-23：00　（毎月、第3火）

手作りパンの店プチ 玉野市築港2-20-18 パン 9:00-19:00、　　　　　（日曜隔週休み）

トレーラーホテルSORAUMI 玉野市築港1-1-4 宿泊施設、バーベキュー施設 10：00-17：00

PAK-KITCHEN　BAR KAWAMURA 玉野市築港5-9-6 酒、各種、ノンアルコールドリンク 18：00-23：30                   （日）

馬場商店釣具店 玉野市築港1-11-32 釣り具、化粧品 8：00-19：00                     （月）

VIVA UNO 玉野市築港1-10-1 雑貨 11：00-16：00

Pirka 玉野市築港1-4-15 婦人服、服飾雑貨 10：00-17：00（4と8のつく日）

藤音庵 玉野市築港3-8-1 和菓子 9：00-18：00

PLASTIC　 ARTS 玉野市築港1-24-1 美容院 10：00-19：00

ヘアーメイクワシントン　玉野店 玉野築港1-24-10 美容全般 9：30-18：30（第1・2月）

ヘアメイク　りあん 玉野市築港2-3-17 美容業 ９:30-18:00                       （水・火）

本家かまどやハーバー宇野店 玉野市築港11-11-9 弁当 10:00-21:00

萬屋　萬福軒 玉野市築港1-10-24 ラーメン、餃子 8：30-19：00、10：00-スープなくなり次第

マルヰガス南岡山株式会社 玉野市築港2-12-13 ガス器具、パン材料 8：30-17：30                  （日・祝）

満月屋食堂 玉野市築港1-7-24 ラーメン、餃子、 19：30-0：30                  （不定休）

村松　精肉店 玉野市築港1-12-23 食肉、総菜 9：00-18：00                  （月）

ﾐｶｽﾞｷｼｮｳﾃﾝｳﾉﾐﾅﾄﾏﾙｺﾞﾃﾞﾘｳﾉﾐﾅﾄ 玉野市築港1-6-3 コーヒー 10：00-18：00                （木）

ミルクパーラー 玉野市築港1-12-23 洋菓子 10：00-19：00/（月）、10:00-18:00（日）　

無天茶坊 玉野市築港1-10-10 ちまき、ルーロー飯 11:00-15:00                     （水・木）

メガネの三城　玉野店 玉野市築港1-16-20 メガネ、補聴器 10:00-19:00

メガネの雄飛　築港店 玉野市築港1-4-10 メガネ、補聴器 9：00-19：00                 （月）

もつ鍋・骨付鳥　どらや 玉野市築港1-4-11 飲食品 11:00-14:00、17:00-22:00

株式会社山田快進堂宇野店 玉野市築港1-12-19 書籍、文具 9：00-18：00                 （日）

ヤマダデンキ　テックランド玉野店 玉野市築港1-1-10 家電 10：00-19：00

山下食品 玉野市築港1-11-27 一般食品 5：00-18：00                （不定休）

焼肉・中華　清味園 玉野市築港1-13-29 焼肉、中華 16：30-22：00　　LO:21:00

やさい屋ポッケ 玉野市築港1-10-9 野菜、加工品、ドリンク、雑貨 12:00-18:00（毎金曜土曜営業）

理容大野 玉野市築港1-11-13 理容業、エステ、化粧品 8：30-18：30　　　　  （第1火・第3日）

両備ホールディングス（株）玉野観光センター玉野市築港2-18-8 国内旅行、海外旅行、バスツアー 9：30-17：30

ビューティーサロンすずらん 玉野市築港2-20-1 パーマ、カラーリング、カット、着付け 9：30-18：00　毎月、第1,3,5日

阿部商店 玉野市番田1117-1 食料品、日用雑貨 10：00-17：00

岡崎呉服店 玉野市番田1245 呉服、服地 9：00-19：00

金光薬品　東児店 玉野市西田井地2293-1 医薬品 9：00-22：00（なし）

かくまつや東児店 玉野市東田井地1435-3タマヤ東児店内 綜合衣料品 10：00-17：00             （木）

(株)近土電化ストアー 玉野市山田3186-2 電気製品 （日・祝日）

株式会社JA岡山　胸上給油所 玉野市梶岡652-3 ガソリン、軽油、重油、オイル　他 8：00-18：30、9：00-18：00

タマヤ　東児店 玉野市東田井地1435-3 スーパー

高畠モータース 玉野市上山坂173-1 自動車整備、販売

東児地区

築港地区



（有）東児 玉野市北方1259-4 自動車販売、修理 8：30-17：30

東児薬局 玉野市東田井地1398 医薬品 9：00-18：30              （土ＰＭ・日祝）

中島車輛 玉野市北方1302-1 自動車部品、用品 9：00-18：00

那須衣料店 玉野市山田3278-1 婦人衣料品他 10:00-20：00　　　　　（火）

はなぱん 玉野市西田井地2281-5 パン、洋菓子、飲料 7：00-16：00              （日・月・火）

株式会社　フナツキ石材工業　本社 玉野市西田井地2082-1 石碑、石材、仏壇、仏具 8：00-17：00

有限会社　みやけ家電 玉野市西田井地2281-4 一般家電品 9：00-18：00

（有）三宅石油店 玉野市番田1021-2 灯油、軽油　　 8：30-17：00               （日・祝）

（有）三宅ガス 玉野市番田1778 ガス、ガス器具、宅配水 8：30-17：00               （日・祝）

（有）村上電設工事 玉野市胸上1071 電機工事

旭自動車株式会社 玉野市玉4-1-3 タクシー

井上惣菜店 玉野市玉2-20-7 総菜 9：30-20：30　       　(土日)

株式会社MESファシリティーズ　トラベルグループ玉野市玉2-11-1 旅行商品 8：30-17：30            （土・日・祝）

(株)ＭＥＳファシリティーズ新和田給油所 玉野市玉3-8-5 タイヤ、オイル、洗車 7：00-19：30            （第3日）

小川時計店 玉野市玉2-12-2 時計、貴金属 9：00-17：30

株式会社岡崎建材 玉野市玉6-18-7 住宅リフォーム、建材販売 8：00-18：00　       　(日祝GW,盆、元旦)

（有）片山電機商会 玉野市玉4-8-8 家電、CD 9：00-18：00　      　(日祝)

串乃友 玉野市玉4-15-21 お食事処 11：00-14：00,17：00-22：00　ランチ火ー金、ディナー火-土予約営業

総合ユニフォームKODERA 玉野市玉2-11-9 総合ユニフォーム(各種）イベント用品（Tシャツ、ブルゾン）9：00-18：00　      　(日祝)

こなだらけ 玉野市玉6-2-17 お好み焼き 11：00-17：00　        (月、木)

小判 玉野市玉4-9-19 食事 17：00-22：00         （日・祝）

サロンド藍＆藍の街美容室 玉野市玉2-5-5 美容院 9：00-19：00           （月、第1,3,5）

The corner 玉野市玉2-24-17 コーヒー、ケーキ 10：00-17：00         （水・第１、３木）

セキトー時計　眼鏡店 玉野市玉4-1-9 時計、メガネ 8：30-18：00　      　(毎日月)

田中屋洋品店 玉野市玉4-8-24 婦人服、下着 9：30-19：00

有限会社永石運動具店 玉野市玉4-15-23 スポーツ用品全般 9：00-19：00            （月）

ニューポート 玉野市玉4-16-20 家庭電化製品 9：00-18：00            （第3日）

盃酔の陣 玉野市玉2-13-1 居酒屋 11：30：13：00,17：00-22：00　(日祝)

BARBER　HOUSE　KAWABE 玉野市玉5-6-22 理容業務 9：00-19：00

ビューティータケシ 玉野市玉2-10-2 美容 9：00-16：00           （第1火・第3日・月）

総合衣料　フクヤ 玉野市玉2-11-5 婦人服、紳士服、肌着、靴下 9：30-16：00　　  　(日)

（有）不二電機　ライテックフジ 玉野市玉2-24-10 家電 9：00-19：30

富士タクシー株式会社 玉野市玉4-6-20 タクシー 6：00-26：00

ヘアーサロンキクチ 玉野市玉4-12-12 理容 9：00-19：30           （月・第1月火・第3日）

待夢 玉野市玉4-15-16 お好み焼 11：00-20：00         （水・木）

美津屋　寿司/鉄板焼 玉野市玉4-9-3 寿司、鉄板焼き 11：30-13：00、17：00-22：00

三井生協　本部店 玉野市玉2-5-5 飲食料品 9：30-21：00

メンズショップニシウチ 玉野市玉2-32-2 紳士衣料品、ゴルフウエアー、キャディーバッグ 9：00-19：30          （月）

山下にこにこ庵 玉野市玉2-9-5 お好み焼き 11：00-18：30

やまもと製菓 玉野市玉4-12-11 和、洋菓子 8:00-19:00               （月）

リトルマーメイド玉野店 玉野市玉4-7-16 　パン 6：30-19：00　　　(日祝)

ローソン玉野玉五丁目店 玉野市玉5-3-19 食品、日用雑貨

奥玉・判のいでい 玉野市奥玉2-7-25 認全般 10：00-18：00　　  (日)

奥玉ドラッグ 玉野市奥玉1-19-11 薬、化粧品、雑貨、食品 9：00-18：00         （月）

高山産業株式会社　玉野支店 玉野市玉原3-5-2 家電、ガス機器、青汁 8：30-17：30         （日・祝・第2、4土曜）

玉原ドラッグ 玉野市玉原2-10-33 医料品、化粧品、雑貨、食品 9：00-18：00         （日）

（株）なかたに 玉野市奥玉2-19-21 ギフト、衣料品、販売 9：00-18：00

ファミリーマート玉野玉原店 玉野市玉原2-6-1 コンビニ 24H

ブランジェリーブラン 玉野市玉原2-15-22 パン、焼き菓子 6：00-19：00        　(毎日曜、第1、3　月曜)

ヘアーサロン山本　奥玉店 玉野市奥玉1-8-4 理容 9：00-16：00          （毎月、第3日）

有限会社金川ランドリー 玉野市八浜町八浜1457-1 クリーニング 8：00-19：00          （日）

コスモス薬局　八浜 玉野市八浜町八浜1484-7 処方箋による薬 9：00-19：00　     　(日祝/木土・午後)

スポーツドリカム 玉野市東七区332 スポーツ用品 10：00-17：30        （日・祝）

セブンイレブン玉野八浜町八浜店 玉野市八浜町八浜字川尻173-7 コンビニ 24H

ネネグースカフェ 玉野市八浜町見石1607-8 ドリア、ケーキ、ドリンク 10：00-21：00        （水）

ハウスクリーニング岡山 玉野市八浜町八浜1337-27 ハウスクリーニング、エアコンクリーニング 8:00-19:00　　（日、祝）

株式会社山田快進堂 玉野市八浜968 書籍、文具 9：00-18：00          （日・祝）

Lipla Hair 玉野市八浜見石1605-5 美容技術全般、 9:00-18:30．毎月、第1火、第3日

石川米穀店 玉野市和田3-1-5 米穀小売 9：00-17：30

おおづち電機 玉野市御崎2-11-19 電気製品 9：00-18：00　    　(月)

大賀写真館 玉野市羽根崎町6-13 証明写真 9：00-18：00

香本商店有限会社　サラダ館　渋川店 玉野市渋川1-15-5 ギフト商品 8：00-19：00         （日）

城山薬局 玉野市深井町11-13 医薬品 8:30-18:30（日・祝）土のみ17：30

渋川カブーロ浜茶屋 玉野市渋川2-5-3 ランチセット、パスタ、カレー、コーヒー 11：00-日没           （水）

スクエア― 玉野市御崎2-4-19 自動車、オートバイ 9：00-18：00　　　　　　　なし

株式会社ダテ薬局日比店 玉野市羽根崎町5-3 薬 8:30-19:00              （祝）

ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 玉野市渋川2-12-1 宿泊、飲食、温泉 なし

ドラッグセイムス玉野和田店 玉野市和田5-823-1 医薬品、化粧品、雑貨、食品 8：30-22：30

ファミリーマート日比店 玉野市日比1-2-48 コンビニ 00：00-27：00

ヘアーサロンシバタ 玉野市和田1-5-10 理容業務全般 9：00-17：00　(月曜、第1月火曜、第3日)

三井生協　和田店 玉野市和田5-12-1 飲食料品 9：30-21：00

三井生協　日比店 玉野市御崎2-22-11 飲食料品 9：30-21：00

ヤング理容室 玉野市和田3-4-16 理容室 9：00-19：00         （月・第1火・第3日）

安井理髪館 玉野市日比5-3-5 理容業 8：30-19：00         （月）

奥玉・玉原

玉地区

八浜地区

和田・日比・御崎・渋川地区



洋食屋さんボヌール亭 玉野市渋川2-9-1 洋食 11：30-16：00,11：00-16：00（水）

お食事の店ロッジ 玉野市御崎2-22-19 定食、丼もの、カレー 10：00-19：00　　(毎月)

アポロちぇーん長尾店 玉野市長尾762-1 家電商品 9：00-18：00　   　(毎日)

手打ちうどん　うえさか 玉野市長尾105-2 手打ちうどん 11：00-16：00

エディオンこうち電器 玉野市長尾1377-1 家電製品 9：00-18：30        （日・祝）

（株）尾﨑寝具 玉野市東紅陽台1-19-287 寝具、ギフト、カーテン 9：00-18：00        （日・祝）

おもちゃ王国 玉野市滝1640-1 遊園地運営 10：00-17：00（火曜、冬休み無休、メンテナス休園）

カントリーブレッド 玉野市東向陽台1-19-293 パン、洋菓子 7：00-18：00        （月・火・水）

カイロプラクティックサロン　スクワ-ヴァティー 玉野市槌ヶ原1099-5 カイロプラクティック 9：00-21：00        （不定休）

河合写真館 玉野市木目1281-1 写真撮影 9：00-17：00（火）

窯じい 玉野市滝917-1 ピザ、ドリア、パスタ、リゾット、お弁当各種 昼：11:30-15:00、夜：18:30-22:00　日

株式会社久文畳商会 玉野市東高崎25-12 畳、障子、襖、網戸 8：00-17：00　　土日祝

鉄板食堂　お好み焼　ごち 玉野市東紅陽台1-19-269 お好み焼き、鉄板焼き 11：00-14：30、17：00-22：00

幸観堂薬局　秀天橋店 玉野市槌ヶ原1017-8 医薬品 ９:００-１９:００（月-金）9：00-13：00〈日・祝）

コスモス薬局　 玉野市迫間2137-8 処方箋によるお薬、一般医薬品 9：00-19：00（日・祝/木・土：午後）

ザグザグ高崎店 玉野市東高崎25-149 医薬品 9：00-24：00

ザグザグ長尾店 玉野市長尾613-1 医薬品 9：00-22：00

旬茶cocone 玉野市長尾323-11 ランチ、弁当ケーキ 11：30-17：00       （火・水）

セブンイレブン玉野東高崎店 玉野市東高崎25-36 食品、雑貨

セブンイレブン玉野迫間店 玉野市迫間144-1 5：00-24：00

船舶無線荘内店 玉野市長尾187-1 家電商品 8：30-18：00

株式会社ダテ薬局東高崎店 玉野市東高崎26-124 薬 9:00-18:30（月水金）9：00-12：30（火木土）祝日

たまの製麺 玉野市用吉1756-1 うどん、てんぷら 10：30-15：00

ディスカウントドラッグコスモス荘内店 玉野市長尾345 医薬品、化粧品、食料品 10：00-21：00        （元日）

なかや宗義　荘内店 玉野市長尾775-1 洋菓子、ケーキ、和菓子 9：00-19：00

八剣伝秀天橋店 玉野市用吉1755-5 本格炭火焼き鳥 17：00-26：00

八十八家本店 玉野市長尾776-1 豚まん、ラーメン、餃子 9：00-21：00          （月）

美容室フルール 玉野市東紅陽台1-19-287 美容業 9：00-18：00          （日・祝・第2、4月）

株式会社　フナツキ石材工業　紅陽台店 玉野市東紅陽台1-19-306 石碑、石材、仏壇、仏具 ９:00-18:00            　(月)

ファミリーマート玉野迫間店 玉野市迫間183 食品 0：00-24：00

就労継続支援B型事業所ふくちゃんのパン屋さん 玉野市長尾184-5 パン、クッキー、ラスク 9：00-16：00          （日・月）

ヘアーサロン山本紅陽台 玉野市東紅陽台2-19-250 理容 9：00-18：00          （毎月・火・第1,3日）

まつや商店 玉野市木目1358-1 学生衣料、用品、婦人服、化粧品

三井生協　荘内店 玉野市長尾746-1 飲食料品 9：30-21：00

ニシナフードバスケット玉野長尾店 玉野市長尾611 食品全般　及び生活雑貨 9：00-22：00（1/1,1/2）

原野商店 玉野市用吉1105-1 惣菜、弁当(店頭販売なし、他店に卸している） 不明

Aloha Drive -in 玉野市後閑1-144 フード、ドリンク、パンケーキ、ロコモコ 10：00-17：00　日曜　　LO16：00

お好みハウス・シェ・トワ 玉野市後閑1-113 お好み焼き、ソフト類 11：00-20：00       （土・日・祝・月）

大藪・後閑

荘内地区


