
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)

岡﨑呉服店 番田1245 きもの、宝石、寝具 10：00～18：00（無休）

近土電化ストア 山田3186-2 家電製品 9：00～19：00（日曜日、祝日）

那須衣料店 山田3278-1 婦人洋品、宝飾品、呉服 10：00～18：00（水曜日）

はなぱん 西田井地2281-5 パン、菓子、飲料 水～金曜日8：00～16：00 / 土曜日7：00～16：00（月曜日、火曜日、日曜日）

(有)みやけ家電 西田井地2281-4 一般家庭電化製品 9：00～18：00（日曜日、祝日）

(株)アラキ 田井2-30-11 マット・モップのリース、清掃 9：00～17：00（不定休）

うどん館 田井4-11-9 うどん 11：00～19：00（水曜日）

扇屋薬局 田井3-4-6 薬㊟1 9：00～19：00 / 土曜日9：00～13：00（日曜日、祝日）

岡畳製造所 田井5-7-1 畳工事一式 8：00～18：00（日曜日）

ガトーマテリオ 田井1-23-18 洋菓子 9：30～19：00（火曜日、第3水曜日）

カフェレストラン　ソナール 田井3-32-5 飲料、食事 11：00～20：00（土曜日、日曜日、祝日）

(有)三友電器 田井5-3-22 家庭用電化製品修理、販売 9：00～19：00（木曜日）

(株)ダテ薬局　田井店 田井3-2-12 保険調剤、OTC㊟1 9：00～18：30 / 土曜日12:30迄（日曜日、祝日）

にぶのでんき 田井5-46-2 家電 9：00～18：00（不定休）

NOSIDE 田井3-12-41 ソフトウェア開発

原米穀店 田井5-1-54 米穀、灯油 9：00～18：00（日曜日、祝日）

道の駅みやま公園　パン工房 田井2-4464 パン 8：00～15：00（火曜日）

深山のカフェ食堂 田井2-4464 定食、ランチ 8：30～17：00（火曜日）

らーめん　柚子屋 田井5-1-6 ラーメン 11：30～14：00、18：00～22：00 / 日曜日11：30～22：00（木曜日）

ローリング　コア 田井4-30-21峰重アパート101 マッサージ 10:00～19：00（火曜日）

若観門豆　田井店 田井3-26-13 豆腐、あげ、がんもどき 9：00～19：00（日曜日）

喜久屋 築港1-10-2 和菓子 7：00～18：30（無し）

(株)興文社 築港1-4-3 書籍、文房具 平日8：30～20：00 / 土曜日、日曜日、祝日8：30～19：00（第3日曜日）

コットンドッグ 築港1-11-20 犬猫トリミング、ホテル 9：30～18：00（不定休）

瀬戸内温泉たまの湯 築港1-1-11 温泉 10：00～22：00（第3火曜日）

谷川時計店 築港2-18-12 時計、宝石、メガネ 9：00～18：30（月曜日）

ドーナツはなまるこ 築港2-3-5 ドーナツ 10：30～16：00（月曜日、火曜日）

みなと珈琲焙煎所 築港1-10-31 珈琲 10：00～18：00（火曜日、水曜日）

メガネの雄飛　築港店 築港1-4-10 メガネ、補聴器用品 9：00～19：00（月曜日）

もめん畑 築港1-11-20 手芸用品、布、服・小物・インテリアのオーダー＆修理 9：30～18：00（不定休）

焼肉中華　清味園 築港1-13-29 焼肉、中華 16：30～22：00(LO21：00)

山下食品 築港1-11-27 食料品 5：00～18：00（不定休）

洋菓子の店ミルクパーラー 築港1-12-24 洋菓子（生菓子・焼菓子） 10：00～18：30 / 日曜日18時迄（月曜日）

両備バス　玉野営業所 築港2-18-8 両備フレンズパック 9：30～17：30（土曜日、日曜日、祝日）

エスジェイ山陽 宇野1-39-102 損害保険・生命保険

(株)岡萬 宇野2-16-11 米 9：00～18：00（土曜日、日曜日、祝日）

(株)ダテ薬局　 宇野店 宇野8-3-10 保険調剤、OTC、介護用品、介護食㊟1 9：00～18：00（日曜日、祝日）

玉野魚市場　海の駅シーサイドマート 宇野1-7-5 鮮魚 8：30～13：00（火曜日、水曜日）

なかや宗義   宇野本店 宇野1-31-14 ケーキ、クッキー、和菓子、洋菓子、アイスクリーム 9：00～19：00（無休）

ＮＩＣＳ 宇野1-11-1 ソフトウェア開発

イッシュフー 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F 婦人服 10：00～19：00（不定休）

うのまち珈琲店 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F お食事、デザート、ドリンク 9：00～20：00(LO19:00)

カフェレストラン時代屋 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ1F コーヒー、カレー、ステーキ他 9：30～20：30（不定休）

セリア 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F 雑貨、製菓材料 10：00～19：00（無休）

(株)ダテ薬局　だてや 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F OTC(一般用医薬品)、化粧品㊟1 10：00～19：00（日曜日）

(株)ダテ薬局　メルカ店 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ1F 保険調剤、OTC、介護用品、健康食品、雑貨㊟1 9：00～19：00 / 土曜日18:00迄（日曜日、祝日）

美・美　サロン 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F リンパケア、フェイシャル 10：00～19：00（無休）

ブティックノンサン 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F 婦人服、婦人雑貨 10：00～19：00（主に月曜日※変更時有）

ベストパートナー　メルカ店 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ1F クリーニング業 10：00～19：00（無し）

メガネの明和 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F メガネ、補聴器 10：00～19：00（元旦）

メガネの雄飛　メルカ店 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F メガネ、補聴器 10：00～19：00

レディースファッション  加奈留 宇野1-38-1　ショッピングモールメルカ2F 婦人衣料品 10：00～19：00（無休）

(有)イカリ看板 玉2-29-26 看板、印刷物 8：30～17：30（土曜日、日曜日、祝日）

セキトー時計眼鏡店 玉4-1-9 時計、メガネ 8：30～18：00（月曜日、日曜日）

総合衣料フクヤ　玉本店 玉2-11-5 婦人・紳士洋品、肌着、靴下、服地 9：30～16：00（日曜日）

田中屋洋品店 玉4-8-22 婦人服、下着 9：30～19：00（月曜日）

(有)永石運動具店 玉4-15-23 スポーツ用品 9：00～19：00（月曜日、第3日曜日）

ニューポート 玉4-16-20 家庭電化製品 9：00～18：00（月曜日）

BARBER HOUSE KAWABE 玉5-6-22 理容全般 9：00～19：00（月曜日、第1火曜日、第3日曜日）

平尾食料品店 玉4-10-2 果物、野菜 7：00～19：00（水曜日、日曜日、祝日）

やまもと製菓 玉4-12-11 洋、和生菓子 9：00～19：00（月曜日）

奥玉ドラッグ 奥玉1-19-11 薬、化粧品、雑貨、食品㊟1 8：45～18：00（月曜日）

カラオケ喫茶ピットイン 奥玉2-19-15 カラオケ 19：00～21：00（土曜日、日曜日、祝日）

玉原ドラッグ 玉原2-10-33 医薬品、化粧品、雑貨、食品、健康食品、医療用品㊟1 9：00～18：00（日曜日）

なかたに　奥玉店 奥玉1-20-1 ギフト、葬祭業 9：00～18：00（無し）

boulangerie blanc 玉原2-15-22 パン、焼菓子 6：00～19：00（月曜日、日曜日）

宇野地区

メルカ

玉地区

奥玉・玉原地区

東児・山田地区

田井地区

R3.9.2現在　　　　　　　　           　㊟1医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む）は対象外

令和３年度　玉野市プレミアムマリンカード　加盟店舗

築港地区



(株)ダテ薬局  日比店 羽根崎町5-3 保険調剤、OTC㊟1 8：30～19：00 / 木曜日18：00迄 / 土曜日12:30迄（日曜日、祝日）

ヘアーサロンシバタ 和田1-5-10 総合調髪、顔剃り 9：00～17：00（月曜日、第1火曜日、第3日曜日）

カイロプラクティックサロンスクヮ-ヴァティー 槌ヶ原1099-5 カイロプラクティック、骨盤矯正 9：00～21：00（不定休）

窯じい 滝917-1 ピザ、パスタ、ドリア 11：30～15：00(LO14:00)、18：30～21：00

玉野プリント(株) 槌ケ原1399-1 印刷 9：00～18：00（土曜日、日曜日、祝日）

なかや宗義   荘内店 長尾775-1 ケーキ、クッキー、和菓子、洋菓子、アイスクリーム 9：00～19：00（無休）

八十八家本店 長尾776-1 豚まん、ラーメン ランチ：11：00～14：30 /夕食：9：00～19：00（月曜日）

フクちゃんのパン屋さん 長尾184-5 パン、クッキー 8：00～16：30（月曜日、日曜日）

ふすま・表装の文仙堂 迫間2160-12 掛け軸表装、ふすま・障子張替え

アルティジャーノ.K 東紅陽台2-19-214 理容業 10:00～19:00 (毎週月曜日、第1火曜日、第3日曜日) 

岩谷青果 南区西高崎22-49 青果

ヘアーサロン山本紅陽台店 東紅陽台2-19-250 理容業 9：00～17：00（月曜日、火曜日、第1・３日曜日）

スポーツ ドリカム 東七区332 スポーツ用品 10：00～17：30（日曜日、祝日）

ファミリアニハチ 八浜町八浜1444-5 雑貨、食品

(株)山田快進堂 八浜町八浜988 書籍、文具 9：00～18：00（日曜日、祝日）

荘内地区

紅陽台・灘崎地区

和田・渋川地区

八浜地区


