
美作国Welcomeキャンペーンお買物券取扱店舗（2020年11月19日現在）

店舗名 業種 市町村 住所 電話番号 店舗紹介文

むぎわらぼうし レストラン 津山市 林田29-21 0868-24-4639
1980年創業の昔ながらの洋食のレストラン。素材

と手作りにこだわった料理をお楽しみ下さい。

加茂繊維株式会社 製造小売業 津山市 野介代1650-1 0868-33-9088

”着る岩盤浴”ＢＳファインの製造を自社工場でして

おり、販売もしております。薄くて、軽くて、温か

いBSファインをぜひお試しください。

新日本料理　古楽 飲食店（和食） 津山市 志戸部73-1 0868-24-7237
駐車場完備。個室で会席料理をお召し上がりいただ

けます。事前相談で車椅子でのご入店も可能です。

津山まなびの鉄道館 津山市 大谷 0868-35-3343
鉄道グッズを中心に津山まなびの鉄道館オリジナル

グッズも販売しております。

ザ・シロヤマテラス　津山別邸 ホテル業 津山市 山下30-1 0868-24-2111
ご宿泊、レストラン、マルシェ、ラウンジ等、ホテ

ル館内の施設でのご利用がお楽しみいただけます。

城東観光案内所　和蘭堂 飲食業、民芸品・土産物の販売 津山市 西新町5 0868-24-6288

津山洋学資料館の敷地内にあるカフェ。津山土産品

の販売。岡山県北部の観光パンフレット各種揃えて

ます。

鉄板居酒屋　倶瑠満 居酒屋（飲食店） 津山市 美濃町3 0868-23-8878
ご当地グルメホルモンうどんはもちろん鉄板焼がオ

ススメです！！

久米カントリークラブ サービス業（ゴルフ場） 津山市 桑下1680 0868-57-2111

地元の皆様に”久米カン”の愛称で愛され42年。豊か

な自然の中で屋外スポーツのゴルフをお楽しみくだ

さい。

津山観光センター 観光案内・土産物販売 津山市 山下97-1 0868-22-3310

岡山県北の特産品や和菓子・地酒・民芸品また地元

産の新鮮な野菜や果物を数多く取りそろえていま

す。

くいしん坊 お好み焼店（飲食店） 津山市 川崎138-2 0868-26-1958
津山ホルモンうどんの人気店です。ホルモンうどん

をお好み焼の中に仕込んだ商品も人気です。

割烹旅館　宇ら島 旅館 津山市 西寺町35 0868-22-2387

津山市街の西に、隠れ家としても親しまれている旅

館です。宿泊の他、懐石料理、お昼ランチも行って

います。

料理・旅館　おやど　文の家 旅館業、飲食業 津山市 上河原210-5 0868-23-8228

おやど文の家でございます。旬の食材と地産地消を

大切におもてなしの心で手作りのお食事をご提供さ

せて頂きます。

旬味百選　まさき屋 飲食業 津山市 野介代1656-4 0868-24-0080

お昼営業・夜営業ともにご利用いただけます！！

（お昼営業は御予約状況によりお休みの場合がござ

いますので、お電話にてご確認くださいませ）

有限会社　酒井酒店 酒類小売業 津山市 二階町27 0868222989
岡山の地酒・焼酎はもちろん、全国の地酒・本格焼

酎も取り揃えております。

和食処本陣　志戸部店 飲食業 津山市 林田154-2 0868313355

うどん・天ぷら・寿司・釜飯を中心に、美味しい和

食のお料理を落ち着いてゆっくりお召し上がりいた

だけます。

ダイニングテーブル 茜どき　津山店 飲食業 津山市 林田151-2 0868237709

落ち着いた雰囲気で、味と器にこだわった創作料理

をお楽しみいただけるお店です。価格もリーズナブ

ルです！

つやまラーメン大統領　院庄店 飲食業 津山市 院庄917-3 0868287722

とんこつベースの２種類のスープは独自の製法でコ

クと旨みを引き出し、究極のラーメンに仕上げてい

ます。

こだわりとんかつカツ陣　津山店 飲食業 津山市 河辺1155-16 0868263101

とんかつ専門店の風味豊かな極上豚肉をご堪能くだ

さい！個室やお座敷があり、ファミリーにも適して

います。

カルビ屋八戒　津山店 飲食業 津山市 二宮92-1 0868287711

人気の国産牛カルビほか、ご家族にうれしいリーズ

ナブルな大皿盛りもご用意！店内は全席掘りごたつ

です。

津山鶴山ホテル ホテル　宿泊　レストラン　等 津山市 東新町114-4 0868252121

城東むかし町の近くにあり、レストランは奈義和牛

ステーキ・ハンバーグ　予約制でそずり鍋干し肉等

を使用した津山城下町御膳等各種用意しています

売店では津山の銘菓をそろえています。

フランセ 洋菓子の販売 津山市 林田町23 0868220228

津山ロール・お城山サブレなど、津山産小麦ふくほ

のかを使用した商品もございます。お土産にいかが

でしょうか。喫茶コーナーもございます。

道の駅久米の里 販売業 津山市 宮尾563-1 0868577234

地元の新鮮な農産物と豊富な特産品を販売。国道

181号線沿いにあり、巨大モビルスーツが目印で

す。
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アンジェ 小売業 津山市 山北400-4 0868221819
津山産小麦や美作もみじ卵をはじめ、地元の素材を

活かしたお菓子作りをモットーにしています。

株式会社　津山銘木 銘木製造販売業 津山市 一方221-9 0868235638

国産材を使った家具を職人の手作りで製造、販売し

ています。ダイニングテーブルからまな板まで豊富

に取り揃えております。木の温かみを感じながら生

活してみませんか。

お好み焼　三枝 飲食業 津山市 上河原441-5 0868233972

津山ホルモンうどん伝道師の店です。極上の和牛ホ

ルモンを使用した「津山ホルモンうどん」はもちろ

ん「干し肉」「そずり」「嫁泣かせ」などの津山名

物牛肉料理をお召し上がりください。

ナンバホームセンター　河辺店 小売業（ホームセンター） 津山市 国分寺25-1 0868264811

ＤＩＹ用品、資材、エクステリア、園芸、インテリ

ア収納、ペット、レジャー、家電など、生活に密着

した商品を取り扱っております。

ナンバホームセンター　院庄店 小売業（ホームセンター） 津山市 院庄927-1 0868281911

ＤＩＹ用品、資材、エクステリア、園芸、インテリ

ア収納、ペット、レジャー、家電など、生活に密着

した商品を取り扱っております。

合資会社　多胡本家酒造場 酒類製造小売業 津山市 楢69 0868291111

蔵元直売所において、清酒加茂五菜、作州津山ビー

ル、焼酎等を販売。9：00～17：00／日祝休、土曜

不定休

お好み焼よしむら 飲食業 津山市 高野本郷1431-3 0868261880

創業昭和21年、3代続く鉄板焼きのお店です。昔な

がらの味と新しい味と地元食材を使い、親しまれた

隠れスポットです。

かたやま小児科クリニック 医療 津山市 山北763-19 0868241310

温泉でゆったりした後は、感染対策に予防接種を受

けましょう。おたふくかぜや乳児のロタウイルスな

ど任意予防接種の支払いにお使いください。

さしこう本店 家具・絨毯・雑貨　販売 津山市 加茂町桑原５５ 0868423138

木の家具や手織り絨毯、着心地優しい服、生活雑貨

など自然素材にこだわった暮らしの道具を販売して

います。

ジュエリーカンダ　本店 小売業 津山市 川﨑1902-3 0868-23-1231

ジュエリー・時計・メガネの専門店です。記念日の

プレゼントや自分へのごほうび・リフォームのご相

談、時計の電池交換など承っております。お気軽に

お声かけ下さい！

㈱マルイ　イーストランド店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 川崎147 0868263131

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　ウエストランド店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 院庄909-1 0868284545

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　志戸部店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 林田160-8 0868236010

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　高野店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 高野山西437 0868267155

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　ノースランド店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 上河原160-2 0868222355

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　勝北店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 新野東1142番1 0868363381

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　総社店 スーパーマーケット（小売業） 津山市 山北29-5 0868201213

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

町屋着物レンタル古都小町 レンタル業・販売業 津山市 東新町５３ 0868328322

夏季限定の浴衣プラン。町家の風情を浴衣で散策！

着付けヘアセット込みで3,500円～手ぶらでご来店

OK.。

まほらファーム 農業 津山市 野村891-2 08063356540

津山小麦と名物の干し肉を使った津山饅（干し肉

饅）や産みたて搾りたての卵やミルクを使ったプリ

ンを販売しています。

美作百味菓匠館　大文字　本店 和菓子製造販売 津山市 小原207-6 0868237266

昭和23年創業以来、地元で永く親しまれている「十

萬石」「美作守」の他、土産品に最適な菓子を多く

取り揃えております。
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美作百味菓匠館　大文字　高野店 和菓子製造販売 津山市 高野本郷1256-14 0868268790

昭和24年創業以来、地元で永く親しまれている「十

萬石」「美作守」の他、土産品に最適な菓子を多く

取り揃えております。

中之町コーデ 婦人服販売 津山市 中之町35-2 0868329600
ワンランク上のコーディネートが叶う最旬ワールド

ブランドのセレクトショップ

セブンイレブン津山河辺店 サービス業 津山市 河辺1157-1 0868260103
国道53号線沿、近隣にはナンバや飲食店等便利な立

地にあります。

お菓子の店キシモト 菓子製造、小売 津山市 加茂町桑原68-8 0868422137
津山市北部に位置する、加茂町のお店です。お近く

にお越しの際は、是非お立ち寄り下さい

京御門　本店 菓子製造販売業 津山市 林田町51 0868-22-3510

当社の代表銘菓「桐襲（きりかさね）」は、岡山県

久米南町産の柚子を使用した、しっとりとしたお饅

頭です。その他にも各種美味しいお菓子を揃えてい

ます。

京御門　高野店 菓子製造販売業 津山市 高野山西435-2 0868-22-3510

当社の代表銘菓「桐襲（きりかさね）」は、岡山県

久米南町産の柚子を使用した、しっとりとしたお饅

頭です。その他にも各種美味しいお菓子を揃えてい

ます。

八景 旅館営業 真庭市 豊栄1572 0867-62-2211
料理長が目利きした元気な50種類以上の野菜を用い

た料理が自慢のお宿です。

湯快感花やしき 旅館営業 真庭市 湯原温泉21 0867-62-3341

素直なおもてなしを心がけている宿です。料理は四

季折々の素材を使い目でも味でもお楽しみいただけ

ます。

元禄旅籠油屋 旅館営業 真庭市 湯原温泉27 0867-62-2006

元禄元年創業の宿。宿泊の『夢酔庵』と日帰り入浴

とお食事の『食湯館』の2館にてお待ち申し上げま

す。

国際観光ホテル　菊之湯 旅館営業 真庭市 湯原温泉16 0867-62-2111
全国露天風呂番付西の横綱の砂湯まで歩いて3分の

立地にある50ルームの観光温泉旅館です。

ゆばらの宿　米屋 旅館営業 真庭市 湯原温泉345-18 0867-62-3775
国道313号沿いに白壁と格子窓の宿場街風のお宿で

す。館内には露天風呂、大浴場があります。

湯の蔵　つるや 旅館営業 真庭市 湯原温泉144 0867-62-2016

創業105年の元酒蔵のお宿。食事は個室食で対応致

します。源泉かけ流しの温泉を心ゆくまでお楽しみ

下さい。

湯めぐりの宿　松の家　花泉 旅館営業 真庭市 湯原温泉320-1 0867-62-2121
17の湯めぐりが楽しめる風呂自慢のお宿。料理長が

織りなす四季折々の料理もぜひご堪能下さい。

ローソン湯原温泉店 コンビニ 真庭市 下湯原221 0867623388
湯原温泉郷の入口に位置し、裏手には“湯の駅　下

湯原温泉ひまわり館”があります。

Oliva Sicula（オリーバシクラ）
シチリア産オリーブオイルと食

材
真庭市 蒜山湯船299-3 0867-66-4833

当店一番人気は、グリーントマトの香りがするフ

ルーティな風味のシチリア産オリーブオイル！かけ

るだけで、どんなお料理の味もワンランクアップ。

休暇村蒜山高原 ホテル 真庭市 蒜山上福田1205-281 0867-66-2501

蒜山ジャージーヨーグルトやひるぜん漬け、ひるぜ

んワイン等、蒜山を代表するお土産を多数揃えてお

ります。

雲ノミチノショップ 土産店、ショップ 真庭市 田原山上2138 090-6418-6378

岡山県北の作家たちが真庭市就労支援施設を支援し

商品を展示販売。また県北の土産品をセレクトして

います！

割烹旅館　おかもと （サービス業）宿泊、飲食 真庭市 久世2603 0867-42-0660

真庭の歴史と共に歩んだ純和風旅館でゆったりと静

かな時間を・・・

旅情あふれる河畔の宿

蒜山なごみの温泉　津黒高原荘 旅館業 真庭市 蒜山下和1080-1 0867-67-2221
一年を通じて大自然を満喫できる高原の公共の宿で

す。売店では地域の特産をそろえています。

株式会社イリエ　真庭店 サービス業 真庭市 下市瀬1258-1 0867524000
様々なギフトシーンにお応えする贈り物の専門店で

す。

湯本屋 飲食店 真庭市 湯原温泉135-1 0867622521
ふわふわのお好み焼や、焼そばなど鉄板メニューの

他、カツラーメンも人気です！

福寿司 飲食店 真庭市 湯原温泉43-1 0867622515

湯原温泉露天風呂への通りにあり、テーブル席や堀

座卓があり家庭的な御食事処です。お寿司、麺類、

丼物があります。

喫茶サボテン 飲食店 真庭市 湯原温泉135-3 0867622644

昭和レトロな雰囲気のお店です。50年間変わらない

ブレンドのコーヒーをどうぞ！懐かしのスパゲティ

やサンドイッチなど軽食もございます。

カラオケ・スナック　ライオン 飲食店　スナック 真庭市 湯原温泉24 0867623917 気楽な店で一杯飲みながら、歌でストレス発散！
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スナック　あかり 飲食店　スナック 真庭市 湯原温泉77 09011843038
お一人さまでも、グループでも気軽にお立ち寄り下

さい。

中国料理　北京 飲食店 真庭市 湯原温泉145 0867622257
ボリューム満点！　リーズナブルでお腹いっぱいに

なれる店

ＢＡＲ　Ｋ－ＦＬＡＴ 飲食店　バー 真庭市 湯原温泉40 09020015000
アルコールの他、ソフトドリンク、ノンアルコール

カクテルもございます。フードの持込もＯＫ。

picnic or market? 足湯カフェ 真庭市 湯原温泉111-3 0867450306
五感で楽しむお店。源泉かけ流しの個別足湯に浸か

りながら、こだわりのスイーツを堪能できます。

久本精肉店 小売業（精肉店） 真庭市 湯原温泉111-1 0867622612

土曜・日曜限定！　食べ歩きにおすすめの当店自慢

の手作りコロッケと串焼き（和牛・豚バラ・ラム・

若鶏）をどうぞ！

広見酒店 小売業（酒類） 真庭市 湯原温泉７０ 0867622064
地ビール、当店オリジナル地酒など多数の商品を取

りそろえています。

ガラス工房とよもと ガラス体験 真庭市 湯原温泉112 09046556392

ガラスのアクセサリーや雑貨を制作・販売していま

す。とんぼ玉・モザイクガラス・ステンドグラスな

ど体験制作ができます。

大美石油店 ガソリンスタンド 真庭市 下湯原181-1 0867622036

ポンタカード利用でポイントがたまり、さらに店頭

価格より２円／Ｌ引き。ご利用をお待ちしていま

す。

ＥＮＥＯＳ　東真産業　湯原イン

ターＳＳ
ガソリンスタンド 真庭市 禾津329－1 0867622030

米子自動車道湯原ICを降りた目の前にある

【ENEOS】のSSです。湯原温泉の行き帰りにご利

用ください。

ＥＮＥＯＳ　東真産業　勝山中央Ｓ

Ｓ
ガソリンスタンド 真庭市 勝山1074-1 0867442360

『おひな祭り』に秋の『喧嘩だんじり』、天下の名

瀑『神庭の滝』と観光に事欠かない勝山にある

【ENEOS】のSSです。

ＥＮＥＯＳ　東真産業　久世給油所 ガソリンスタンド 真庭市 久世2283－1 0867421138 セルフ、フルサービスのスタンドです。

ＥＮＥＯＳ　東真産業　落合イン

ターＳＳ
ガソリンスタンド 真庭市 下市瀬976－3 0867520015

中国自動車道落合IC出口すぐ右にある【ENEOS】

のSSです。高速道路ご利用時にご利用ください。

日曜日は店休です。

ＥＮＥＯＳ　東真産業　蒜山ＳＳ ガソリンスタンド 真庭市 蒜山中福田361－9 0867663039

国道313号～482号を蒜山に向かって北上すると中

四国酪農大学へ行く交差点手前にある【ENEOS】

のSSです。

プチホテルゆばらリゾート
公衆浴場（貸切の露天風呂・家

族風呂）、飲食業、土産物販売
真庭市 湯原温泉６８ 0867622600

お子様連れで貸切で気兼ねなく利用できる貸切の露

天風呂・家族風呂が人気です。

ナンバホームセンター　落合店 小売業（ホームセンター） 真庭市 中392-3 0867424211

ＤＩＹ用品、資材、エクステリア、園芸、インテリ

ア収納、ペット、レジャー、家電など、生活に密着

した商品を取り扱っております。

蒜山グランピングコテージ森の散歩 宿泊業 真庭市 蒜山本茅部596-55 0867663793

蒜山でコテージグランピング！雨でも大丈夫なBBQ

ガーデンで、ミンナで盛り上がろう！更に【渓流釣

り】などのアクティビティ・オプションを追加し

て、旅をより良いものに！

コテージ蒜山の森 宿泊業 真庭市 蒜山本茅部596-49 0867457120

雨や雪が降っても大丈夫♪屋根付デッキでコテージ

グランピングが楽しめる

・ジャグジー露天風呂付「白壁のコテージ」2棟

・BBQデッキ付「丸ログコテージ」「角ログコテー

ジ」

森中の4棟で貸切空間を堪能

KEN工房(神庭店) (神庭店)飲食 真庭市 神庭685-1 0867443468
ランチをはじめ天然水ドリップ珈琲などの飲食(テ

イクアウトメニュー有り)

KEN工房(町並店) (町並店)物販のみ 真庭市 勝山201 090-4697-7192
ステンドグラス 、4人の女性が作るアクセサリー、

セレクトの器などの物販

㈱マルイ　勝山店 スーパーマーケット（小売業） 真庭市 三田149-1 0867442000

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

㈱マルイ　アルティ店 スーパーマーケット（小売業） 真庭市 久世2415番地 0867410117

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

セブンイレブン久世インター店 コンビニエンスストア 真庭市 目木1795-1 09010158070
久世インターチェンジ最寄のコンビニです。是非お

立ち寄りください！

セブンイレブン落合福田店 小売業 真庭市 福田355-29 0867522515
地元の特産品の販売や、新鮮野菜の直売も行ってい

ます。ぜひおたちよりください。
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ひるぜんワイナリー 小売業 真庭市 蒜山上福田1205-32 0867664424
蒜山高原に自生していたヤマブドウを栽培しワイン

を造っています。

はんざきや おみやげ物店 真庭市 湯原温泉32番地 0867450888
「せんと千尋」のモデルとなった油屋旅館隣のこま

屋です、湯原こま作ってます

一般社団法人真庭観光局（勝山駅観

光案内所）
観光サービス業 真庭市

勝山420-2（ＪＲ中国

勝山駅）
0867457111

ＪＲ中国勝山駅内にある観光案内所です。真庭のお

土産も販売しております。

湯本温泉館 お土産物販売 真庭市 湯原温泉23-2 0867-62-2039

湯原温泉の源泉の上にある日帰り入浴施設です。1

階の真庭の特産品コーナー（売店）でのお土産物購

入に買い物券をご利用いただけます。

湯原温泉ミュージアム 土産物 真庭市 湯原温泉124 0867-62-2526

観光情報センターもあり、観光案内などお気軽にお

立ち寄り下さい。施設内には休憩所やスリッパ卓

球、レンタサイクルもあります！

杉履物みやげ店 土産物 真庭市 勝山114 0867-44-2273

①履物はい草の履物全般、きりの下履全般。

②ごぼうせんべい、草だんご、きびだんご、その他

あります。

リゾートイン湯郷 旅館営業 美作市 中山886-1 0868-72-4019

日帰りプチ旅行！天気の良い日はテラスでバーベ

キューも出来ます。他の御料理も御座いますのでお

問い合わせ下さい。

美作農園 観光農園 美作市 奥585-1 0868-74-3887
岡山県下最大級のいちご・ぶどうの観光農園。いち

ご狩りや朝採りいちごの販売を行っています。

農園カフェ湯郷 ｂｙ 美作農園 カフェ 美作市 湯郷311-6 0868-73-3380

美作農園のいちごやぶどうを使ったスイーツが楽し

めるカフェ。ぷりんや大福などのお土産も販売して

います。

湯郷グランドホテル 宿泊業 美作市 湯郷581-2 0868-72-0395
地元の銘菓や民芸品など取り揃えております。是非

売店にお越し下さい。

Azovii　Jewelry アクセサリー販売 美作市 湯郷803 090-3006-4047
天然石アクセサリー（1000円～）、シルバーアク

セサリー（3000円～）を作る体験が楽しい☆

ふる里 飲食店 美作市 湯郷593-3 0868-72-2338

【おすすめ】あごだしラーメン、麦とろ、ぜんざい

【定休日】水曜日【営業時間】土、日、祝は昼12時

～14時、夜18時～21時30分

新中屋 民宿 美作市 湯郷644 0868-72-0195 小さな民宿です。ゆっくり過ごしてください。

あいゆうわいえ 飲食店（パン屋） 美作市 湯郷323-10 0868-72-0772

美味しい天然酵母パンとカフェのお店。シンプルで

体に優しい素材のパンは県外からも訪れます。売り

切れ必至！

珍竹林 居酒屋 美作市 湯郷305-2 0868-72-6431

アットホームな雰囲気で手作りにこだわった居酒屋

です。分かりやすい税込価格なので気軽にお越し下

さい。

焼肉　韓龍 飲食店 美作市 湯郷184-12 0868-72-8929 厳選した和牛を提供しているお店です。

串神本店 居酒屋 美作市 湯郷178-5 0868-72-1994

湯郷温泉街でお酒を楽しみたいならこちら。手仕込

みが自慢の焼とりや串揚げ、鉄板料理など食材から

こだわった手作りの一品料理がいただけます。

湯郷温泉観光案内所 サービス業 美作市 湯郷323-2 0868-72-0374

湯郷温泉の中心にある観光案内所です。地元のお菓

子や体験工房で作られた作品なども買えます。是非

お越し下さい。

小正寿司 飲食店 美作市 湯郷604-6 0868-72-0224

にぎり寿しは1,000円～　その他一品料理もありま

す。ランチタイムは定食もあります。お気軽にお越

し下さい。

作東バレンタインホテル
ホテル・宿泊業・レストラン・

売店
美作市 江見993 0868-75-1115

ちょっと小高い丘の上に佇む　周囲を山々に囲まれ

たプチ・リゾートホテルです。旬の食材を使ったお

料理で皆様をお待ちしております。

右手養魚センター 販売、渓流釣場 美作市 右手1359-1 0868-77-2071

アマゴ、ニジマスの渓流釣を行っています。アマ

ゴ、ニジマスの塩焼、甘露煮等の販売を行っていま

す。

Dot Café カフェ 美作市 湯郷799 0868-72-1559

ナシゴレンやパッタイなどのアジアンランチや、3

種類のオリジナルカレー♪スウィーツ＆カフェメ

ニューも豊富♪

湯郷温泉　かつらぎ 売店 美作市 湯郷800 0868-72-1555
地元のお菓子、オリジナルコーヒー「THE DAY

COFFEE」など♪

大阪お好み焼　まっちゃん お好み焼店 美作市 豊国原471-1 0868-75-3511

美味しく、楽しく、おもしろくをモットーに本当の

お好み焼を味わえるお店です。是非お待ちしており

ます。
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やさしさの宿　竹亭 美作市 湯郷622-1 0868-72-0090

湯郷温泉の高台に位置する旅館です。お部屋での夕

食プランやわんこ同件の宿泊プランが人気。全室禁

煙です。

串神ファイブ 居酒屋 美作市 湯郷305-6 0868-72-7500

湯郷温泉街で鉄板料理を楽しむならこちら。生地に

こだわったお好み焼きや、岡山F1ブランド牛＜奈

義ビーフ＞サーロインステーキ、B級グルメホルモ

ンうどんなど手作りの料理がいただけます。

有限会社　赤堀　酒店 酒販店 美作市 湯郷811-7 0868720136

湯郷温泉でお客様から愛され続け80年、お酒を中心

に販売しております。お土産に岡山の旨いお酒は如

何でしょうか？

現代玩具博物館・オルゴール夢館 博物館 美作市 湯郷319-2 0868720003

木のおもちゃとアンティークオルゴールの博物館で

す。おもちゃやオルゴール、ボードゲームの販売も

しています。

とおと窯　インド料理シボン 陶芸工房　レストラン 美作市 湯郷788-3 0868723636

とおと窯では　信楽の土　備前の土の日常使いの手

作り陶器とあまびえさまなどの置物販売してます

インド人が作る本格インド料理です

西の屋グループ美作店 飲食業、土産販売 美作市 入田145-1 0868722200

湯郷温泉街から車で約２分。作州地方の名産物を使

用したお土産やお食事をご用意させて頂いておりま

す。

西の屋グループ湯郷店
飲食業、お土産販売、温泉入浴

施設
美作市 尾谷2449-1 0868743103

純和風の木造合掌造りの落ち着いた雰囲気の中、岡

山の郷土料理をご満喫ください。

ゆのごう美春閣 旅館業 美作市 中山1144 0868728111

料理長厳選の海の幸・山の幸の贅沢会席料理、県内

最大級の大浴場、居酒屋コーナー・売店コーナーな

ど館内の様々な場所でお楽しみ頂けます。

道の駅　彩菜茶屋 小売業、飲食業 美作市 明見167 0868728311
新鮮な野菜や果物、美味しいもの・珍しいもの、多

数取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。

地酒と駄菓子の店　いしだ酒店 小売店 美作市 湯郷607の3 0868721633
美味しい地酒と地ビール　昔懐かしい駄菓子を販売

しています　大人も子供も楽しんで買い物できます

さかえや 婦人服、資生堂 美作市 江見449 0868750056

格安にオシャレを楽しめ様、ご提案させて頂きま

す。資生堂化粧品も取り扱っています。お気軽にお

越し下さい。

湯郷ボウルトリアス
ボウリング カラオケ ビリヤード

ゲーム
美作市 湯郷312 0868721148

ボウリング、カラオケ、ゲームコーナー、ビリヤー

ド、お天気に関係なく快適に遊べちゃう全天候型レ

ジャー施設です。

カルビ屋八戒　美作店 飲食業 美作市 中尾1524-1 0868726029

当店人気の国産牛カルビほか、お得な大皿盛りやサ

イドメニューも充実！全席無煙ロースターで快適で

す。

こぶし庵 特産物販売 美作市 後山1431-1 09011817851
岡山県最高峰「後山」の麓で東粟倉地域特産の杵つ

き餅や手延べそうめんなどを販売しています。

湯郷鷺温泉館 温浴施設 美作市 湯郷595-1 0868720279

湯郷温泉の元湯であり、気軽に利用できる温泉施設

です。週替わりの露天風呂が人気。貸し切り風呂も

5種類完備。

35R / ここち 雑貨と古道具 美作市 湯郷797 0868723550 湯郷温泉にある 雑貨と古道具のお店

ナンバホームセンター　美作店 小売業（ホームセンター） 美作市 楢原下1275-1 0868728011

ＤＩＹ用品、資材、エクステリア、園芸、インテリ

ア収納、ペット、レジャー、家電など、生活に密着

した商品を取り扱っております。

ローソン美作インター店 コンビニエンスストア 美作市 豊国原344-1 0868728650

美作インターチェンジを湯郷方面に向かって最初の

ローソンです。皆様のご来店を従業員一同心よりお

待ちしております。

ローソン　美作作東店 コンビニエンス 美作市 川北791 0868751963 よろしくお願い申し上げます。

有限会社英田ゴルフ製作所 ゴルフクラブ製造販売 美作市
尾谷665

086873784

お客様の身長、体格、プレースタイルなどによっ

て、お客様に合うクラブは様々です。お客様と共に

最適はクラブをお探しし、オーダーメイドでお作り

します。

花の宿 にしき園 宿泊業 美作市 湯郷840-1 0868720640
全室禁煙の宿。アロマの香りと四季の花々でお迎え

します。日常を忘れる、五感で楽しむステイを♪

ファッショナブルワダ 衣料品小売り 美作市 江見526-9 0868750063
婦人服からお布団まで揃えております

是非ご来店下さいませ

ローソン美作湯郷店 小売業 美作市 湯郷143-1 0868722332 たくさんの方のご来店お待ちしております。



美作国Welcomeキャンペーンお買物券取扱店舗（2020年11月19日現在）

店舗名 業種 市町村 住所 電話番号 店舗紹介文

㈱マルイ　湯郷店 スーパーマーケット（小売業） 美作市 湯郷123 0868736223

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

がいせん桜　新庄宿 道の駅 新庄村 新庄村2190-1 0867-56-2908
新庄村と言えば、「ヒメノモチ」お餅をはじめ餅米

をつかった商品を多数開発し発売中です。

新庄宿　須貝邸 宿泊業 新庄村 新庄村1144-1 050-5434-6430

2019年7月にオープンした1日2組4名限定の街道の

宿。里山食材で仕立てた和のコース料理が味わえま

す。

のとろ温泉天空の湯 温泉 鏡野町 富西谷2091-10 0867572006 岡山県で一番空に近い温泉

お食事処のとろ館 飲食土産小売業 鏡野町 富西谷2091-10 0867572006
のとろ温泉天空の湯隣、特産品のひらめ（あまごの

地方名）のお食事と山の幸のお土産をご用意

パティスリーワカナ 和洋菓子販売 鏡野町 吉原695-2 0868543721
地元の生産者の農産物にこだわった安心安全なお菓

子作りをしています。

パン・パパン＆-隠れ家-田作 飲食業（飲食店付きパン屋） 鏡野町 小座521-1 0868541350

北海道産小麦100%使用の無添加生地の手作りパ

ン。思わず笑顔になっちゃうような、美味しい手作

りパンを目指しています。

道の駅 奥津温泉　ふるさと物産館 小売業 鏡野町 奥津463 0868527178
奥津温泉街を見晴らす高台にある道の駅です。地域

の野菜、特産品、お土産を販売しております。

奥津湖総合案内所「みずの郷奥津

湖」
食品小売業・飲食業 鏡野町 河内60-8 0868522225

苫田ダム湖を展望できる自然豊かな眺めのよい観光

施設です。特産品等のお土産やデッキでのお食事

や、ソフトクリームも販売しておりゆっくりと楽し

めます。

大釣温泉
日帰り温泉、飲食業、お土産物

販売、等
鏡野町 奥津川西１６－２ 0868520700

せせらぎの音色が時を止める至福のひと時の秘湯。

地元で採れた季節の味覚でおでむかえのバイキン

グ。

山田養蜂場　みつばち農園 観光農園 鏡野町 塚谷785-1 0868545515

子どもからお年寄りまで、見て、触れて、味わっ

て、楽しく学べる体験型観光農園

「山田養蜂場みつばち農園」

山田養蜂場　お菓子工房ぶんぶん

ファクトリー
販売・飲食 鏡野町 円宗寺51-1 0868543855

大きな蜂のオブジェが目印です。健康食品や化粧品

を販売。はちみつを使用したアイスやどら焼きも人

気です。

和洋小皿とお酒　Ｅｎ 飲食店 勝央町 岡269-2 0868-32-8566
全国から取り揃えた豊富な種類のお酒と小皿料理を

おたのしみ下さい。

あかりあん 飲食業 勝央町 植月中2148-1 0868-38-5668
窓から見える原風景と四季折々の奈義山麓をゆっく

り眺めながらのひと時を過ごしてみて下さい。

御菓子司　板屋 和洋菓子製造販売 勝央町 岡25-1 0868-38-2070

150年続く老舗。和菓子と洋菓子両方をとりそろえ

ております。旅の思いでと共に美味しい口福をお持

ち帰り下さい。

味処　てん・馬 飲食店 勝央町 勝間田762-3 0868-38-6670 季節の物を中心に色々と用意しております。

イタリア料理ピアットノノ 飲食業 勝央町 勝間田586-４ 0868381183
地元食材を使ったイタリア料理と店内のアート作品

展をお楽しみ下さいませ

炭火焼肉ホルモン 笑福 飲食業 勝央町 黒土96-1 0868380029 炭火七輪で和牛焼肉、ホルモンを是非どうぞ

おかやまファーマーズ・マーケット

ノースヴィレッジ
宿泊業、飲食業、小売業等 勝央町 岡1100 0868381234

ロードサイドマーケットでは季節の野菜や果物、お

土産物の販売、またカフェme-meでは大人気つぶ

つぶアイスや季節に合わせたパフェをご用意。

手打ちうどんよこ山 飲食業 勝央町 黒土352-7 0868385434

真心込めて手作りの味を提供しています。店舗内も

ソーシャルディスタンスや衛生面に気を配っていま

す。テイクアウトメニュー有り

お好み焼きしげちゃん 飲食店 勝央町 黒土366-3 0868380788

関西風のお好み焼きはキャベツの食感を残しながら

も中はふわふわ！ランチはお得な定食でお腹いっぱ

い！

㈱マルイ　勝央店 スーパーマーケット（小売業） 勝央町 岡22-1 0868382111

マルイは、地域の皆様の豊かで楽しい食卓の実現を

目指しています。皆様のお越しをお待ちしておりま

す。

なぎ高原山彩村企業組合 野菜・食料品販売、うどん販売 奈義町 滝本476-1 0868-36-8341

とれたて新鮮野菜や地元果物、花、食料品、土産

品、地酒等の販売。他にうどん販売も毎日やってい

ます。

那岐山麓　山の駅 レストラン、売店 奈義町 高円591-1 0868-36-8080

奈義町が誇るブランド肉「なぎビーフ」「おかやま

黒豚」と、地元産の野菜を使った絶品メニューが大

人気。
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仲屋 飲食店 奈義町 滝本1522 0868-36-8655

豚骨と鶏ガラスープがあり、こってり好きもあっさ

り好きも楽しめれます。おつまみも豊富で夜も楽し

めれます。

韓国料理・焼肉蓮玉 飲食店 奈義町 久常241 0868-36-5929

焼肉と韓国料理のコラボをお試し下さい。特に奈義

ビーフと蓮玉のタレは最高に合います。是非ご賞味

下さい。

Hugo et Leoフランパン工房＆ベジタ

リアンカフェ
飲食業 西粟倉村 長尾931 08042682712

オーガニック強力粉とスペルト小麦を主に使い、フ

ランス人パン職人が健康で味わい深いパンを心を込

めて作っています。

あわくら温泉   元湯 飲食宿泊業 西粟倉村 大字影石2050番地 0868792129

西粟倉村内でていねいに作られたお土産の数々や神

戸のシェフ監修の元湯ごはんをお楽しみいただけま

す。

工房Kodama 家具製造業 西粟倉村 大茅1600 0868754570
アイアンと木のオリジナル家具や雑貨の販売、製

作。築150年の古民家でイスラエル人作家の工房。

Nokishita Toshokan B&B 西粟倉村 長尾931 08042682712

手作りオーガニックパンがメインのフレンチスタイ

ル朝食付きの古民家B&B。心のリセットにぴったり

です。

道の駅くめなん 小売業 久米南町 下ニケ1367-1 0867-28-3553

53号沿いの道の駅。「柚子みそ」「柚子ロールケー

キ」「柚子のお酒」など久米南町の名産「柚子」を

使った加工品を多数ご用意しております。※レスト

ランではお買物券を利用できません。

上籾棚田テラス 籾庵 （もみあん） 飲食業 久米南町 上籾1300-1 0868667002

棚田全体を見渡す高台に位置し、古民家を改装した

カフェの窓からは、里山の自然を一望することがで

きます。

Alpini 飲食業 久米南町 神目中5-30 0867224848

和洋イタリアンのシェフが腕によりをかけ手作りし

たハンバーグランチ、自家製ベーコンのサンドイッ

チが人気。

ユワデーのタイ料理 飲食業 美咲町 原田3155-1 0868663204

県北のエスニック料理店

定休日　月曜日　駐車場　あり

営業時間　11：00～21：00

ザ・オークレットゴルフクラブ ゴルフ場 美咲町 重藤37 0868647000
スループレーの予約枠をご用意。リクエストによる

テイクアウトランチ。ゴルフウェアで来場もOK。


