
第2回玉野グルメスタンプラリー参加店舗一覧（R3.12.12現在）

店番 店舗名 店舗所在地 主な取扱品 営業時間 定休日

1 玉原鉄工業協同組合内食堂 玉野市玉原3-2-3

8．ラーメン,

9．うどん, カレー・定食他 11：00～13：00 土・日・祝

2 めんくい 玉野市宇野1-11-1 9．うどん, そば 11：00～16：00 土曜日
3 若観門豆　田井店 玉野市田井3丁目26-13 とうぶ・あげ製造販売 9：00～19：00 日曜日

4 海の駅　シーサイドマート 玉野市宇野1丁目7番5号 海鮮、鮮魚卸・小売 8：30～15：00 日・火・水
5 Aloha Drive-In 玉野市後閑1-144 10．カフェ 11：00～17：00 年内は月曜日、令和4年度より金曜日休日

6 どらや 玉野市築港1-4-11 6．居酒屋・ダイニングバー
11：00～14：00、
17：00～22：00 不定休

7 カントリーブレッド 玉野市東紅陽台1丁目19-293 11．パン・スイーツ 7：00～18：00 月・火・水

8 うのまち珈琲店 玉野市宇野1-38-1 10．カフェ 9：00～20：00　 メルカ専門店街に準ずる

9 萬屋　萬福軒 玉野市築港1-10-24

8．ラーメン,

食品小売, 野菜、くだもの、他　日配品
11：00～20：00

※萬福軒はスープがなくなりしだい 不定休

10 らーめん柚子屋 玉野市田井5-1-6 8．ラーメン

11：30～14：00

18：00～22：00（月～土）
11：30～22：00（日） 木曜日

11 87Cafe 玉野市後閑48-1 10．カフェ 10：00～17：00 火曜日

12 洋菓子の店　ミルクパーラー 玉野市築港1丁目12-23 11．パン・スイーツ
10：00～18：30

日曜のみ10：00～18：00 月曜日（月に一度火曜日と併せて連休有り）

13 桝屋きんとき 玉野市玉5丁目800-1 焼き芋、タコ焼き他 11：00～16：00 月・火

14 宇野港ラーメン 玉野市田井6丁目1-14 8．ラーメン 10：00～17：00 日・祝

15 田中屋 玉野市築港2-10-1 9．うどん
11：00～14：30

17：00～19：30 木曜日

16 お好みハウス　シエ・トワ 玉野市後閑1-113 お好み焼き 11：00～21：00 月曜日

17 瀬戸内温泉たまの湯 玉野市築港1-1-11 1．和食 11：00～21：30 第3火曜日

18 ガトーマテリオ 玉野市田井1丁目23-16 11．パン・スイーツ

9：30～19：00

クリスマス・年末年始など一部変更あ
り 毎週火曜、第3水曜

19 渋川カブーロ　浜茶屋 玉野市渋川2-5-3 10．カフェ 11：00～17：00 水曜日、不定休　12月～2月は水、木定休日
20 ドーナツ　はなまるこ 玉野市築港2丁目3-5 11．パン・スイーツ 10：30～16：00

21
ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル
レストランサンセット 玉野市渋川2-12-1 2．洋食・西洋料理 なし

22
ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル
お食事処なごみ 玉野市渋川2-12-1 6．居酒屋・ダイニングバー なし

23 こなだらけ 玉野市玉6丁目2-17 お好み焼 11：00～20：00　LO19：00 月・木

24 boulangerie blanc 玉野市玉原2-15-22 11．パン・スイーツ 6：00～19：00 日曜・月曜

25 洋食屋さん　ボヌール亭 玉野市渋川2-9-1 2．洋食・西洋料理
11：30～15：30

日・祝11：00～15：30 水曜日

26 やまもと製菓 玉野市玉4丁目12-11 11．パン・スイーツ 9：00～19：00 月曜日

27 はなぱん 玉野市西田井地2281-5 11．パン・スイーツ
平日7：00～16：00

土祝8：00～16：00 日・月・火

28 手打ちうどん　うえさか 玉野市長尾105-2 9．うどん
11：00～16：00

（うどんがなくなり次第終了） 火曜日

29 げんこつ屋 玉野市築港2-14-2

6．居酒屋・ダイニングバー
8．ラーメン

11：00～14：00

17：30～23：00 月・火曜
30 ワタナベ食堂 玉野市宇野1丁目27-1 定食屋 11：00～14：00　OS13：45 土日祝祭日年末年始

玉野名物の進水久寿玉をはじめフルーツ生ロール、
レモンケーキ、調布など多数の和洋菓子を製造販売しております。

旬の食材、バターを使用し、餡・カスタード、グラタン等は手作り。
見て楽しい食べて美味しいパンがたくさん。

創業49年の手打ちうどん店です。
手打ちならではの美味しさを是非お楽しみください。関東煮も大人気です。

日替定食を主に各種定食麺類など低価格で提供しています。昼のみの営業です。

米油で揚げる手作りドーナツと焼き菓子のお店です。

和洋織りまぜたバイキング料理のレストランです。
平日ランチはメインプレート約20種類のバイキングです。

一品料理から定食まで、ホテル料理人が提供する
お食事メニューを多数取り揃えております。

たくさんの種類を取り揃えています。
みなさんが笑顔になれるそんなお店づくりを目指しています。

焼き立ての美味しいパンをたくさん準備してお待ちしております。
どんどんお越しくださいね。
一番人気はふわとろ卵のオムライス。
美星町の星の里たまごを使用したオムライスを2色ソースでお楽しみください。

季節ごとに種類を変えて美味しい焼き芋を用意しています。
タコ焼き、めばるっ子、桃スムージーもオススメ。

目の前にみなと公園があり、食・遊と楽しめます。
メニューもラーメン以外にボリューム満点の定食があり好評です。

創業54年の手打ちうどん店です。
注文を受けて麺を茹で細めのコシのある麺が特徴です。

お好み焼きとデザートが充実しているお店です。
Takeoutもできますのでご用途に合わせご利用ください。

瀬戸内海を眺望できるお食事処。
海景を肴に瀬戸内料理をご堪能ください。

玉野市の特産品や季節に合ったフルーツなど素材にこだわった
色とりどりのケーキや焼菓子を取り揃えてます。

参加店舗よりPR
味よし！ボリューム満点！バラエティに富んだメニュ―をご用意して皆様のご来店をお待ちしておりま
す！

お蔭様で40周年！揚げたての天ぷらと風味豊かなお蕎麦。特製土鍋で作る鍋焼きうどんが人気のお店で
す。

国産原料と昔ながらの手作り製法で製造している玉野唯一のとうふ屋さんです。
宇野港沖でとれた新鮮な鮮魚を使用した海鮮丼及びその他季節メニューを提供しています。新鮮な魚類
も小売。

本物のハワイの味をそのままに味わえるシーサイドカフェ
もつ鍋と骨付鳥をメインとした居酒屋です。
お昼は、骨付鳥ランチやラーメンもやってます。お気軽にどうぞ！

店主セレクトの音楽や書籍と一緒にコーヒーを楽しめるお店。ドリンクのテイクアウトも可能です。

海の見えるカフェです。
お子様、ペット連れの方もぜひ。14時までランチもやってます。

当店は八百屋併設のラーメン店です。
新鮮な野菜その他直接仕入れお客様においしく食べていただくために頑張ってます。

豚骨、味噌、塩、醤油をベースに多彩なオリジナルラーメンを提供。
一品メニューも充実しています。
年末年始の営業　（12/31　14：00まで）　（1/3　12：00～14：00、18：00～21：00です。）

花屋さんとカフェのお店。隠れ家的カフェ。
花束やアレンジメントも承ります。ランチボリューム満点、スイーツもあります。

定番のなつかしいケーキが並ぶお店です。
季節のケーキもおすすめ。ご家族皆様でお召し上がり下さいませ！



第2回玉野グルメスタンプラリー参加店舗一覧（R3.12.12現在）

店番 店舗名 店舗所在地 主な取扱品 営業時間 定休日 参加店舗よりPR

31 旬菜ワタナベ 玉野市宇野1丁目37-3 定食屋

11：00～20：00

14：00～17：00は休み
現在は20時までの営業です。 火曜日、水曜昼のみ

32 つるかめ食堂 玉野市田井3丁目19-14 8．ラーメン 11：00～14：00 水曜日

33 手打ちうどん　和田 9．うどん, お好み焼き、おから 11：00～18：00 日曜・月曜

34 カフェレストラン　時代屋 玉野市宇野1-38-1 2．洋食・西洋料理

9：30～21：00

（コロナ感染予防のため
20：00閉店する場合あり） 不定休

35 玉野ゴルフクラブレストラン 玉野市宇野6-1-1 和・洋中心のセットメニュー 7：00～17：00 毎週火曜日

36 八剣伝　築港店 玉野市築港1-7-15 6．居酒屋・ダイニングバー 17：00～2：00 なし
37 カフェレストランソナール 玉野市田井3-32-5 10．カフェ 11：00～20：00 土・日・祝日
38 道の駅みやま公園　パン工房 玉野市田井2-4464 11．パン・スイーツ 8：00～15：00 火曜日

39 カフェテラスふじわら 玉野市宇野1-15-25 10．カフェ 7：00～17：00 第1,3土曜、日曜
40 京都すずなり屋　宇野港店 玉野市宇野1丁目28-20 11．パン・スイーツ 10：00～18：00 なし

41 窯じい 玉野市滝917-1 7．創作料理

11：30～14：00

18：30～21：00

（ディナー前日までの予約）
42 お好み焼き　鉄板焼き　Qちゃん 玉野市宇野1丁目15-3 お好み焼き 10：30～18：00 不定休

43
65 焼肉・中華　清味園 玉野市築港1-13-29

3．中華料理,

4．焼肉・ホルモン 16：30～22：00　（LO.21：00） 木曜日
44 餃子　天芸 玉野市築港1-7-26 3．中華料理 10：00～22：00

45 うどん館 玉野市田井4-11-9 9．うどん 11：00～19：00 水曜日、火曜日11：00～14：00

46 フクちゃんのパン屋さん 玉野市長尾184-5 11．パン・スイーツ 8：30～16：30 日、月

47
ミカヅキショウテンウノミナト
マルゴデリウノミナト 玉野市築港1-6-3 10．カフェ, オリジナルグッズ（アパレル、雑貨）11：00～17：00 月、木曜日

48 たく庵 玉野市和田3-20-20 6．居酒屋・ダイニングバー 18：00～22：00 不定休

49 有限会社池田屋 玉野市築港1-10-27 1．和食
11：30～14：00

17：00～21：30 火曜日　祝日の場合　営業翌日休み
50 居酒屋　こなき爺い 玉野市築港2-1-2　親和ビル1F 6．居酒屋・ダイニングバー 18：00～25：00 火曜日
51 かわいち 玉野市宇野2-2-10 お好み焼き 10：30～20：00 日曜日・月曜日
52 八剣伝　秀天橋店 玉野市用吉1755‐5 6．居酒屋・ダイニングバー
53 おまち堂　宇野港本店 玉野市築港1‐1‐4 11．パン・スイーツ

54 深山のカフェ食堂 玉野市田井2丁目4464

1．和食,

2．洋食・西洋料理,

10．カフェ 8：30～17：00 火曜日
55 無天茶坊 玉野市築港1-10-10 台湾料理 11：00～15：00 毎週水・木曜日
56 リトルマーメイド玉野店 玉野市玉4-7-16 11．パン・スイーツ 6：30～19：00 日曜、祭日

57 八十八家本店 玉野市長尾776-1 8．ラーメン 11：00～14：30 月曜日

58 COFFEE ROAST 3710 みなと珈琲焙煎所 玉野市築港1丁目10-31 10.カフェ 10：00～18：00 火・水曜日※12/18リニューアルオープン

※12/12日現在の店舗です。

※玉野市プレミアム商品券・マリンカードの加盟店舗とは異なります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間は変更の場合がございます。

土日祝限定の焼き小籠包、平日限定の水餃子等のランチに台湾スイーツ、台湾茶のお店です。
焼きたてパンとサンドイッチを提供しています。

平日の昼はサービスランチ有その他セットメニューもご用意しております。
テイクアウトで豚まんが人気です。

独自のオリジナル料理を含めメニューが豊富で、特にコース料理はどこにも負けないよ！

スタンプラリーを通じて気軽にお越しください。
スタッフ一同笑顔でお待ちしています。

餃子（焼餃子と水餃子を中心にした家庭的な店です。

うどん館の目指すうどんは「ソフトでコシのあるうどん」
ぜひお口に合うかお試しください。

健康志向の添加物の少ないパンを販売。
名物は雑穀パン。飲食コーナーやウッドデッキではコーヒーを無料提供。

スペシャルティコーヒーと岡山のフレッシュジューススタンド、
マルゴデリのフレッシュジュース。

火曜～土曜は鉄板焼、日月曜日はおまかせ定食やおつまみ等、
お酒が飲めるメニューで営業しています。

和田日比地区商店がほとんどなくなる中、おばさん力で頑張って今まできました。

カレーとステーキ、自家焙煎コーヒーが楽しめるお店です。

会員様主体のゴルフ場内レストランです。
お客様の要望を常に把握し、メニュー開発に取り組んでいます。

全国展開の居酒屋チェーン店です。
炭火焼を売りにコロナに負けず頑張っています。宜しくお願い致します。

日替定食を中心に和洋各種定食を用意しています。
貸切宴会もやっています。

女性ばかりで営んでいます。家庭的なお店です。
香川のはまんど本店の姉妹店です。いりこ出汁で美味しいです。

創業50年の老舗喫茶店をリニューアルし、キッズルーム有り、
三世代でくつろげるお店です。是非ご利用ください。

ベビーカステラやレモネードなどを販売しております。

ランチ、ディナーはもちろん、お弁当のテイクアウトもしています。
きのこを使った新作のピザも販売中です。




