
第3回グルメスタンプラリー店舗一覧

店番 店舗名 店舗所在地 主な取扱品 営業時間 定休日

1 萬福軒 玉野市築港1-10-24 ラーメン

11：00～

スープがなくなり次第 不定休

2 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

3 若観門豆　田井店 玉野市田井3丁目26-13 豆腐、あげ、がんもどき 9：00～19：00 日曜日

4 Aloha Drive-In 玉野市後閑1-144

洋食・西洋料理,

カフェ 11：00～17：00 金曜日

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

6 めんくい 玉野市宇野1-11-1 うどん 11：00～16：00 毎週土曜日

7 道の駅みやま公園パン工房 玉野市田井2-4464 パン・スイーツ 8:00～15:00 火

8 京都すずなり屋　宇野港店 玉野市宇野1丁目28-20 ベビーカステラ 10:00～18:00 無し

9 ガトーマテリオ 玉野市田井1丁目23-16 パン・スイーツ 9：30～19：00 火曜、第3水曜

10 うどん館 玉野市田井4-11-9 うどん 11：00～19：00

水曜日

火曜日11：00～14：00

11 焼肉中華・清味園 玉野市築港1丁目13-29

中華料理

焼肉・ホルモン

16:30～22:00

LO21:00 木曜日

12 洋菓子の店　ミルクパーラー 玉野市築港1丁目12-23 パン・スイーツ

10:00～18:30

日曜のみ～18:00 月曜日

13 カフェレストラン　時代屋 玉野市宇野1-38-1 メルカ1階

洋食・西洋料理

カフェ 9:30～20:00 不定休

14 八剣伝　秀天橋店 玉野市用吉1755-5 居酒屋・ダイニングバー 17：00～26：00 無し

15

La Cucina Italiana Legare

（ラ クッチーナ イタリアーナ レガーレ）

玉野市築港2-14-36

第3アルバマンションWEST303 洋食・西洋料理

11：00～15：00

17：00～21：00 水、木ランチ

16 FORQ 玉野市築港5-18-3 洋食・スパイス料理

17:30～21:00(LO20:30)

土日ランチ 11:30～16:00(LO15:30) なし

17 手作り工房　松風 玉野市田井6丁目1ー135 パン・スイーツ 7：00～18：00 水・第3火曜日

18 カントリーブレッド 玉野市東紅陽台1-19-293 パン・スイーツ

7：00～17：00

（売り切れしだい） 月、火、水

19 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 火曜日

20 うのまち珈琲店

玉野市宇野1丁目38-1

ショッピングモールメルカ2F カフェ

9：00～20：00

（L.O.19：00） 不定休

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。

もうすぐ創業60年。

これからも焼肉・中華の清味園をよろしくお願いいたします。

昔ながらのケーキ屋さんです。

なつかしいケーキ、長く愛されるケーキを、是非ご賞味下さいませ。

自家焙煎珈琲と自家製カレーの店。

ローストビーフやステーキも好評です。

厳選した国産鶏を使い、さらに美味しくなるよう炭火で焼いて仕上げます。

テーブル席、BOX席などあります。

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。

蕎麦は挽きたて打ち立て茹でたての三立てにこだわり天ざる蕎麦が人気で、

信楽焼土鍋で煮込んだ鍋焼きも好評。

玉野産米粉ブレンドの米粉食パンをはじめ、40種のパンを揃えています。

直売所の新鮮野菜を使用したサンドイッチも好評です。

冷めてもしっとり美味しく、こだわりの素材を使用したベビーカステラ専門店です。

地元の食材や旬のフルーツを使ったケーキや焼菓子を販売しています。

親子で完全手作りにこだわっています。

店舗の説明文

当店はラーメン、チャーハン、ギョウザなど日替わりメニューを提供しております。

ぜひご来店下さい。お待ちしてます。

台湾のおふくろの味を再現した素朴で健康的な郷土料理、香り高い本格烏龍茶、

スイーツなどを提供しています。

国産大豆を100％使用し昔ながらの手づくりで製造しています。

お惣菜やとうふドーナツも人気です。

ハワイの素敵な料理と海を眺めての大人の癒しの時間を楽しめる空間です！！

今年7月に新規オープンしましたイタリアンレストランです。

こだわりたまごのカルボナーラが絶品です。

レースを観戦しながら瀬戸内の食材を使ったスパイス料理や

オリジナルスイーツ、クラフトビールを楽しめます。

海を見ながらゆったりまったりパンを食べながら

のんびり時間を過ごす事のできるパン屋さんです。

玉野ゴルフ場内のクラブハウスレストランです。

お奨めは、鉄板やきそば、石焼カレー丼、マグロ丼などです。

岡山、奈良、渋谷、福山、鎌倉で展開中の本や音楽

などこだわったブックカフェです。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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21 UNO KIMPA(うの　きんぱ）

玉野市宇野1丁目11-1

宇野港ボウル1F 弁当、ジュース、キンパ 11：00～15：00 月曜日

22 焼肉　担々麵 玉野市宇野1丁目11-1

焼肉・ホルモン

ラーメン

昼11：30～14：30

夜17：00～21：00 夜の月曜日のみ　昼は無休

23 田中屋 玉野市築港2-10-1 うどん

24 土鍋おくえ 玉野市羽根崎町3-17 お弁当と明太キムチ 10：00～15：00 土・日・祝

25 手打ちうどん和田 玉野市和田3-2-7 うどん 11：00～18：00まで 日曜、月曜

26 桝屋きんとき 玉野市玉5丁目800-1 焼き芋、たこ焼き、メバル君焼 11：00～16：00 月・火・水

27 鳥がらラーメン　はれ三 玉野市日比3-1-25 ラーメン 11：00～14：00 月曜日

28 瀬戸内温泉たまの湯内　旬菜旬魚「海廊」玉野市築港1-1-11 和食 11：00～21：30 第3火曜

29 こなだらけ 玉野市玉6-2-17 お好み焼き、やきそば 11:00～19:00 月曜日・木曜日

30 お食事処　なごみ 玉野市渋川2-12-1 居酒屋・ダイニングバー 不定休

31 レストラン　サンセット 玉野市渋川2-12-1 洋食・西洋料理 不定休

32 ルッコラ1999 玉野市八浜町大崎1648-2

洋食・西洋料理

カフェ 11：00～17：00 月曜日

33 The Corner 玉野市玉2-24-17 カフェ 10：00～17：00 毎週水・第1第3木

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

35 手打ちうどんうえさか 玉野市長尾105-2 うどん

11：00～16：00

（うどんがなくなり次第終了） 火曜日

36 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

37 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

38 窯じい 玉野市滝917-1 創作料理

11：30～14：00

18：30～21：00

（ディナー前日までの予約）

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

40 居酒屋こなき爺い 玉野市築港2-1-2　親和ビル1F 居酒屋・ダイニングバー 18：00～25：00 火曜日

韓国の巻きずしとジュース等売っているお店です。

昼・夜を通して、カスタマイズできる担々麵と黒毛和牛を中心とした

焼肉を楽しんでいただけるお店です。

当店は創業以来お客様から注文を受けてから麺を茹でるのをモットーに営業しています。

明太キムチと明太マヨネーズ、お弁当のテイクアウトのお店です。

約40年前に現在地でうどんとお好み焼き屋をしてまいりました。

番田産の焼き芋、宇野沖産のタコ入りたこ焼き、市魚のメバルを型取った

メバル焼きを製造、販売しております。

岡山を代表する日本料理の銘店で腕を磨いた料理長が作る逸品の品々。

心に残る料理を大切に仕上げます。

ふわふわお好みの店です。

カレーラーメンもはじめました。一度食べてみて下さい。

一品料理から定食まで、ホテル料理人が提供するメニューをお楽しみ下さい。

名物のたこ焼きは人気です。

和洋織りまぜたバイキングレストランです。

ランチは土日祝がバイキング、平日は季節のプレートランチです。

8月にオープンした古民家風の隠れ家カフェです。

料理はイタリアンベースです。カフェタイムにも是非お越し下さい。

玉野市玉の小路にひっそりと佇む小さなカフェです。

コーヒーは神崎珈琲焙煎所の豆を使用。手作りスウィーツも。

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。

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。

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。

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。

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！

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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41 リトルマーメイド 玉野市玉4-7-16 パン・スイーツ 6：30～19：00 日曜、祭日

42 カフェレストランソナール 玉野市田井3-32-5 カフェ 11：00～20：00 土・日・祝日

43 渋川カブーロ浜茶屋 玉野市渋川2-5-3 カフェ 11：00～17：00

水曜日、不定休　12月～2月は

水、木定休日

44 COFFEE ROAST 3710 みなと珈琲焙煎所 玉野市築港1丁目10-31 カフェ 10：00～18：00 火・水曜日

45 カフェテラスふじわら 玉野市宇野1-15-25 カフェ 7：00～17：00 第1,3土曜、日曜

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

47 八剣伝　築港店 玉野市築港1-7-15 居酒屋・ダイニングバー 17：00～2：00 なし

48 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

49 87cafe 玉野市後閑48-1 カフェ 10：00～17：00 火曜日

50 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

51 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

52 BAR 河MURA 玉野市築港5-9-6 居酒屋・ダイニングバー 18：00～24：00 日・月・祭

53 玉原鉄工業協同組合内食堂 玉野市玉原3-2-3

ラーメン

うどん, カレー・定食他 11：00～13：00 土・日・祝

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

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

56 げんこつ屋 玉野市築港2-14-2

居酒屋・ダイニングバー

ラーメン

11：00～14：00

17：30～23：00 月・火曜

57 らーめん柚子屋 玉野市田井5-1-6 ラーメン

11：30～22：00

18：00～22：00

月～土14：00～18：00　一時閉店 木曜日

58 ドーナツ　はなまるこ 玉野市築港2丁目3-5 パン・スイーツ 10：30～16：00

59 深山のカフェ食堂 玉野市田井2丁目4464

和食

洋食・西洋料理

カフェ 8：30～17：00 火曜日

60 鳴瀧園　ふくろう亭

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！

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。

焼きたてパンとサンドイッチを提供しています。

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。

焼き立ての新鮮な珈琲豆をお買い求めいただけます。

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。

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。

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。

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。

店主こだわりのお酒と旬の食材の想作料理をご用意してお待ちしております。

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。

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。

米油で揚げる手作りドーナツと焼き菓子のお店です。

深山公園内にある地元の食材をふんだんに使ったレストラン

豚骨、味噌、塩、醤油の味を提供でき、

細麺を使用する事で硬さも選べて老若男女問わず満足出来るお店。

(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。

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。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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61 宇野ちゃんぽんめん　みやび 玉野市築港2丁目2-19 中華料理

11：00～14：00

17：00～21：00 木曜日

62 はなぱん 玉野市西田井地2281-5 パン・スイーツ

10：00～18：00

なくなり次第終了 日・月・火

63 串乃友 玉野市玉4-15-21

和食

居酒屋・ダイニングバー

創作料理

昼11：00～14：00

夜16：00～22：00

予約営業日　土曜ランチ・日曜・月曜

64 池田屋本店 玉野市築港1-10-27 和食

11：30～14：00

17：00～21：30

火曜日

祝日の場合　営業 翌日休み

65 おまち堂　宇野港本店 玉野市築港1-1-4 パン・スイーツ 10:00~17:00 水曜・木曜

66 café&music bar GRACE 玉野市田井5丁目17-17 カフェ・ミュージックバー

11：00～16：00（日・月・火）

18：00～23：00（金・土） 水曜・木曜

67 美津屋 玉野市玉4-9-3 和食

11：30～13：00

17：00～22：00 日曜

68 どらや 玉野市築港1-4-11

居酒屋・ダイニングバー

ラーメン

11：00～14：00

17：00～22：00（O.S 21：00） 不定休

69 みんなの食卓　榮 玉野市宇野8-34-2 カフェ 7：30～22：00 不定休

もつ鍋・骨付鳥がメインのお酒もお食事も楽しめます。

お昼限定の鶏そばもおいしいですよ！！

たまの温玉めしや自衛艦カレー玉野市内で焙煎された珈琲がおめしあがりいただける

アットホームなお店です。

瀬戸内でとれた魚介を中心に旬の食材を使った料理でおもてなしいたします。

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。

お1人様から家族連れで気楽にご利用できるお店です。

肉魚・野菜のお料理も品数をたくさんご用意しております。

ぜひお立ち寄りください。

フルーツを使ったスイーツのお店。

11月からはもういちごミルミルクはじまってます。

空間と音楽と軽いお食事。

そして週はcafeTime・BarTime共に生演奏をお楽しみください。

ちゃんぽんめんと皿うどんのお店。

お得なセットメニューやサイドメニューもあります。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


