
店舗名 住所 主な取扱品 営業時間（定休日）

洋菓子の店ミルクパーラー 玉野市築港1-12-23 洋生菓子、洋焼菓子 10:00～19:00(日曜18:00まで、月曜定休日)

めんくい 玉野市宇野1-11-1 そば、うどん 11:00～16:00(毎週土曜)

山下にこにこ庵 玉野市玉2-9-5 お好み焼き、アイス 11:00～18:30

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 コーヒー、フルーツジュース 10:00～18:00(毎週木曜)

お好みハウス・シェ・トワ 玉野市後閑1-113 お好み焼、ソフトクリーム、デザート類、鉄板焼き、酒類 11:00～21:00(月曜定休)コロナの影響為、当面20：00まで

焼肉・中華清味園 玉野市築港1-13-29 焼肉、中華 16:30～22:00(L.O.21:00)(木曜定休)

玉野ゴルフ倶楽部レストラン 玉野市宇野6丁目1-1 レストラン

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

やまもと製菓 玉野市玉4丁目12-11 和菓子、洋菓子 9:00～19:00(月曜定休)

SALpimiEntA(サルピミエンタ) 玉野市宇野1丁目11-1元宇野ボウル1F 鶏料理 11:30～14:00(O.S.13:30）、17:00～22:00(O.S.21:30)(火曜定休、第3月曜、売り切れの場合休業)

洋食屋さんボヌール亭 玉野市渋川2-9-1 洋食(オムライス、スパイスチキンカレー) 平日・土11:30～16:00、日・祝11:00～16:00(水曜定休)

つるかめ食堂 玉野市田井3丁目19-14 ラーメン、餃子、からあげ、もつ煮、もつ焼 10:00～14:00、18:00～20:00(水曜定休)

Aloha Drive-In 玉野市後閑1-144 カフェ 10:00～17:00(日曜定休)

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

瀬戸内温泉たまの湯(海廊) 玉野市築港1-1-11 浴場施設内レストラン 10:00～23:00(毎月第3火曜休み)

うのまちパスタ 玉野市1-38-1天満屋メルカ玉野店1F パスタ 11:00～20:00

カフェレストソナーレ 玉野市田井3-32-5 コーヒー、ランチ 11:00～20:00(土日休み)

有限会社池田屋 玉野市築港1-10-27 寿司、割烹 11:30～14:00、17:00～21:30(火曜定休)

(有)池田屋宇野店 玉野市宇野1-11-1 寿司、割烹 11:00～14:00、16:00～21:00(火曜定休)

就労継続支援B型事業所フクちゃんのパン屋さん 玉野市長尾184-5 パン、クッキー、ラスク等 9:00～16:00(日曜、月曜休み)

喜久屋有限会社 玉野市築港1-10-2 和・洋菓子 7:00～18:00

たまの製麺 玉野市用吉1756 うどん、天ぷら、揚げ物 10:30～15:00(年中無休)

ガト－マテリオ 玉野市田井5丁目3-17 洋菓子 9：30～19:00（火、第三水曜日定休日）

玉野市子育て世帯応援商品券 (青色・オレンジ色 利用可能店（オレンジ色商品券は飲食店のみ利用可能です）)



田中屋 玉野市築港2-10-1 天ざるうどん、親子どんぶり 11：00～14：30、17：00～19：30（木曜日定休日）

お食事の店ロッジ 玉野市御崎2-22-19 定食、丼物、カレ－ 10:00～19:30(毎週日・月曜日）

ラ－メン柚子屋 玉野市田井5-1-6 ラ－メン 11:30～14:00、18:00～22:00　（木曜定休）

ド－ナツはなまるこ 玉野市築港2丁目3-5 ド－ナツ 10:30～16:00（月曜日、火曜日定休日）

手打ちうどん　うえさか 玉野市長尾105-2 手打ちうどん、関東煮(おでん) 11:00～16:00(火曜休日)

深山のカフェ食堂 玉野市田井2-4464 定食、ソフトクリーム、飲み物、ケーキ 8:30～17:00(火曜定休)

ネネグースカフェ 玉野市八浜町見石1607-8 ケーキ、ドリア、パスタ、グラタン、フォカッチャサンド 10:00～21:00(水曜定休)

トレーラホテル　SORAUMI 玉野市築港1-1-4 宿泊業、飲食業 9:00～19:00(無休)

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、関連商品の製造販売 7:00～20:00(無休)

若観門豆　田井店 玉野市田井3丁目26-13 豆腐、あげ、総菜 9:00～19:00(日曜定休)

カフェ＆ジェラ－ト　ロベルト・ウノ 玉野市築港1-8-22 コーヒー、ジェラート、パスタ、ピザ（ランチ有） 11:00～19:00（月・火定休日）

美津屋 玉野市玉4-9-3 寿司、鉄板焼 12:00～13：00、17:00～22:00（日曜日昼は寿司のみ

焼肉たまや宇野店 玉野市宇野１丁目２８−２０ 焼肉 11:15～21：00

焼肉たまや東児店 玉野市東田井地１４３５−３ 焼肉 11:15～21：00

Café & Dining Sea Ray 玉野市大藪1045 ハンバーグランチ、パンケーキ、ヘルシー弁当 11:00～18:00(定休日火曜日）

手打ちうどん和田 玉野市和田3-2-7 うどん、お好み焼き、きつね寿司、その他 11:00～18：00（毎週日、月曜定休）

うどん館 玉野市田井4-11-9 うどん 11:00～19：00(水曜日）

大国堂 玉野市宇野1-37-9 たこ焼き、大判焼、クレ－プ、かき氷 11:00～18:00

カントリーブレッド 玉野市東紅陽台1-19-293 パン、菓子 7:00～18:00

PONO CAFE 玉野市宇野1丁目15番32号 カフェ 11:30～14:30、18:00～22:30

ブランジュリーブラン 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)

カフェレストラン時代屋(メルカ内） 玉野市宇野1-38-1 コーヒー、カレ－、ステ－キ等 9:30～18:00(不定期）

萬福軒 玉野市築港1-10-24 ラーメン、チャーハン、ギョーザその他 11:00～スープの無くなり次第

ワタナベ食堂 玉野市宇野1丁目27-1 日替わり定食及び各種定食、麺類など幅広いメニューを低価格で。 11:00～14:00(土・日・祝祭日休み)

旬菜ワタナベ 玉野市宇野1丁目37-3 日替わり定食及び各種定食 11:00～14:00、17:00～20:00(火曜定休)



日本料理　古風楽宗 玉野市田井2-27-6 店舗での飲食及び持ち帰り料理 ランチ：11:30～14:30、夕食：17:00～21:30　不定期

すし遊館宇野店 玉野市宇野1-39-5 寿司 11:00～21：00(定休日　元日のみ）

串乃友 玉野市玉4-15-21 一品料理、定食、会席料理、コース料理 11:00～14:00、17:00～22：00（火～金）17:00～22：00（土）日、月（予約営業のみ）

藤音庵 玉野市築港3-8-1 和菓子 9:00～18:00

無天茶坊 玉野市築港1-10-10 ルーロー飯、台湾鉄道弁当、ちまき、焼小龍 11:00～15:00　(水、木）

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

なかや宗義　本店 玉野市宇野1-31-14 和菓子、ケ－キ、洋菓子 9:00～19：00

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

渋川カブ－ロ浜茶屋 玉野市渋川2-5-3 スパゲティ、パニーニ、カレー、ポテト、ソフトクリーム 11:00～(水曜日・不定期休)

こなだらけ 玉野市玉6-2-17 お好み焼き店 11:00～19:00（月・木定休日）

窯じい 玉野市滝917-1 ピザ、ドリア、パスタ、石窯ハンバ－グ、 ランチ：11:30～14:30、夕食：17:00～21:30　11:30～14:00、ディナ－：18:30～21：00(日曜）

リトルマーメイド玉野 玉野市玉4-7-16 菓子、パン 6:30～19:00

かわいち 玉野市宇野2-2-10 お好み焼き 10:30～19:30(日・月・祝休み)

宇野港ラーメン 玉野市田井6丁目1番地14 ラーメン、トンカツ定食、カラアゲ定食、エビフライ定食 10:00～17:00(日・祝日)

シェアショップUZ 玉野市築港1-4-16 カフェ 7:00～10:00、11:00～17:00

焼肉ダイニングじんや 玉野市宇野1-11-1 焼肉 17:00～22:00(火曜休日)

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

おこのみ　かどや 玉野市玉6-6-22 お好み焼き、唐揚げ 17:00～21：00　(日曜日）

COFFEE ROAST 3710みなと珈琲焙煎所 玉野市築港1-10-31 珈琲、お菓子 10:00～18：00（火、水）

BOLLARD COFFEE,全感覚スパイス 玉野市宇野1-7-3　東山ビル　1F　 珈琲、カレー
月～木（11:00～14:00）8:00～17:00（金～土）カレ-は11から14時
のみ

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

やさい屋ポッケ 玉野市築港1-10-9 野菜、軽飲食 12:00～18:00（日～木）

おまち堂宇野港本店 玉野市築港1-1-4 かき氷、果物、ジャム、焼き菓子10:00～17:00(水曜定休)

＃８ ＷＩＲＥ 玉野市宇野1-7-3　東山ビル　1F　 ハンバーガー 7:00～16:00、9:00～16:00(土)、(日・月休み)

盃粋の陣 玉野市玉2-13-1 ランチ、居酒屋メニュー 11:30～13:00、17:00～22:00



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

居酒屋　こなき爺い 玉野市築港2-1-2親和ビル1Ｆ 飲食全般 18:00-25:00　　（火曜日）

八剣伝築港店 玉野市築港1-7-15 飲食全般 17:00～2:00(無休)

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


