
事業所名 業種 電話番号 住所

 備後屋 料亭 086-522-3432 倉敷市玉島阿賀崎956

旬所　彩八 日本料理店 086-522-0023 倉敷市玉島八島890-1

玉広 日本料理店 086-522-2838 倉敷市玉島中央町3-1-30

炭火焼と和食　武田屋　湊 日本料理店 086-442-8198 倉敷市玉島中央町1-6-16

割烹　子元 日本料理店 086-522-3008 倉敷市玉島阿賀崎1丁目4-8

季彩亭　海楼 日本料理店 086-525-4277 倉敷市玉島3012

しんくらしき二海 日本料理店 086-523-4340 倉敷市新倉敷駅前1丁目75-1

丹屋（べにや） 日本料理店 086-526-8389 倉敷市玉島爪崎1052

 味処　蔵 日本料理店 086-523-4888 倉敷市玉島長尾2684

 あずまや玉島店 日本料理店 086-525-1500 倉敷市玉島1713-22

福満源 中華料理店 086-528-1528 倉敷市玉島勇崎1078-2

 餃子の王将　新倉敷店 中華料理店 086-522-7399 倉敷市新倉敷駅前3丁目128-1

 中国料理廣珍 中華料理店 086-522-5188 倉敷市玉島中央町3丁目12-13

 玉楽 大衆酒場 086-525-1555 倉敷市玉島1368-6

ジョイフル玉島店 食堂・レストラン 086-523-5566 倉敷市新倉敷駅前4丁目26番地

 松のや　倉敷玉島店 食堂・レストラン 086-454-5360 倉敷市玉島1-1394-2

カフェＷＡＯＮ 食堂・レストラン 086-526-5055 倉敷市玉島阿賀崎1-10-10

新倉敷自動車学校カフェシグナルブルー 食堂・レストラン 086-528-2002 倉敷市玉島勇崎１１４１

ベリーベリースープ倉敷玉島店 食堂・レストラン 086-454-5195 倉敷市玉島1274-2

キッチン喫茶きゃろっと亭 食堂・レストラン 086-526-8901 倉敷市新倉敷駅前5丁目244の2

　　　　　　　　　玉島・新倉敷エリアのGo To Eat食事券取扱可能店舗　　　　　R２．12.21現在

取扱店の都合により、一部の飲食店において、食事券がご使用できない状況がございます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご使用前には取扱店へ事前のご確認をお願いいたします。

1



事業所名 業種 電話番号 住所

新倉敷食堂 食堂・レストラン 086-522-0155 倉敷市新倉敷駅前4-57

すき家　429号倉敷玉島店 食堂・レストラン 0120-498-007 倉敷市玉島1-9-9

 おたやん食堂 食堂・レストラン 086-525-4083 倉敷市玉島2丁目6-14

ホテルセントイン倉敷別館 食堂・レストラン 086-525-0330 倉敷市玉島乙島7130-1

ガスト　新倉敷 食堂・レストラン 086-523-4131 倉敷市新倉敷駅前3丁目163

おにぎりのくに 食堂・レストラン 086-451-2926 倉敷市玉島1丁目9-4ヒラタビル1階

ホテルセントイン倉敷 食堂・レストラン 086-526-8911 倉敷市新倉敷駅５丁目２０３

倉式珈琲店 山陽マルナカ新倉敷店 食堂・レストラン 086-441-5319 倉敷市玉島爪崎981-1

京ひろ 食堂・レストラン 086-526-3778 倉敷市玉島1631-1

満天の湯温泉家くらしき店　お食事処満天 食堂・レストラン 086-523-1677 倉敷市玉島爪先981-1

 マークオーレカフェ 食堂・レストラン 086-523-5366 倉敷市玉島1952-6

 空と花の丘　菜園カフェ　ぱんごーの 食堂・レストラン 086-525-1270 倉敷市玉島道口3943

 うぶこっこ家 食堂・レストラン 086-523-1050 倉敷市玉島勇崎544-1

焼肉おふく 焼肉店 086-454-8229 倉敷市玉島1271-2

 焼肉ポプラ　玉島本店 焼肉店 086-526-4628 倉敷市玉島中央町３丁目7-20

ほんまもん　玉島店 焼肉店 086-528-4129 倉敷市玉島勇崎188-2

焼肉ハウス華瑠美 焼肉店 086-525-0707 倉敷市新倉敷駅前1-17

 どんどん亭新倉敷店 焼肉店 086-525-2456 倉敷市玉島爪崎454-1

 炭火焼き鳥　福 居酒屋 086-441-6112 倉敷市新倉敷駅前3-187-1

鳥田金 居酒屋 086-525-2300 倉敷市新倉敷駅前3丁目46

海鮮・串揚げダイニング丸陣 居酒屋 086-526-4500 倉敷市玉島爪崎４６１−４

鉄板焼き工房　煉 居酒屋 086-454-8460 倉敷市新倉敷駅前4丁目18-3

鳥屋さき 居酒屋 086-523-1300 倉敷市玉島1925-11

しっとら玉島店 居酒屋 086-522-7120 倉敷市玉島上成504ｰ1
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よろず居酒屋　やくう新倉敷店 居酒屋 080-2913-3398 倉敷市新倉敷駅前1-23-202

大衆海鮮酒場わをん 居酒屋 0865-23-0115 倉敷市玉島上成６２６－１

三十郎 居酒屋 086-522-7078 倉敷市新倉敷駅前二丁目39

 酒宴屋　桃吉 居酒屋 086-525-5454 倉敷市新倉敷駅前町4-29

韓流創作料理　間暖 居酒屋 086-484-0136 倉敷市新倉敷駅前1-23新倉敷駅前再開発ビル2階

 海鮮居酒屋　幹 居酒屋 086-522-0900 倉敷市玉島爪崎５４４－１

 焼鳥遊玉島店 居酒屋 086-525-7170 倉敷市玉島1375-1

 玉島バルBRUNO （ランチスタンド） 居酒屋 086-486-5089 倉敷市新倉敷駅前2-91-1BRUNO

 いざかや楽らく 居酒屋 086-522-0390 倉敷市新倉敷駅前2-38

 炭火串焼　次男坊 居酒屋 086-525-4260 倉敷市玉島爪崎1050－1

 八剣伝　玉島店 居酒屋 086-522-0802 倉敷市玉島爪崎１０８０−３

珈琲館　新倉敷店 喫茶店（店内調理を伴う） 086-523-2310 倉敷市新倉敷駅前3丁目1035

 アコルドコーヒー 喫茶店（店内調理を伴う） 086-451-4569 倉敷市玉島八島2055-1

にぼし家 ラーメン店 086-525-5530 倉敷市新倉敷駅前5丁目252

麵屋　吾麺房（あめんぼう） ラーメン店 086-523-5113 倉敷市新倉敷駅前3丁目160

ときや ラーメン店 086-522-1233 倉敷市玉島長尾22-17

ダントツラーメン岡山一番店倉敷市玉島店 ラーメン店 086-441-2268 倉敷市玉島乙島7178-1

 ８番ら―めん　玉島店 ラーメン店 086-525-6888 倉敷市玉島中央町1丁目1―1

 びぃびぃ麺楽 ラーメン店 090-3372-4661 倉敷市玉島乙島7471-778

 大阪王将　倉敷玉島店 ラーメン店 086-441-8660 倉敷市新倉敷駅前4-28

 麺や廣 ラーメン店 086-522-5855 倉敷市玉島爪埼981-1

ケンタッキーフライドチキンマルナカ新倉敷店 フライドチキン店（店内飲食あり） 086-523-1725 倉敷市玉島爪崎981-1

マクドナルド　新倉敷マルナカ店 ハンバーガー店（店内飲食あり） 086-523-1738 倉敷市玉島爪崎981-1

マクドナルド　玉島店 ハンバーガー店（店内飲食あり） 086-523-1035 倉敷市玉島1651-1
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モスバーガー　倉敷玉島店 ハンバーガー店（店内飲食あり） 086-522-0260 倉敷市玉島１－７－３

GoikeBar ダイニングバー 086-525-7470 倉敷市新倉敷駅前１丁目２３

 バー　リメンバランス ダイニングバー 086-527-7493 倉敷市新倉敷駅前２丁目９１－１　２号室

うどんのせとうちや そば・うどん店 086-522-7160 倉敷市玉島長尾1018-2

武田屋七生 そば・うどん店 086-436-7656 倉敷市玉島中央町1-6-15

孜々庵（シシアン） そば・うどん店 086-525-5111 倉敷市新倉敷駅前4-32　サクセス21

麦や田なべ そば・うどん店 086-522-6162 倉敷市新倉敷駅前3-72-1

 すし遊館　新倉敷店 すし店 086-523-5151 倉敷市玉島八島1559-1

 カレーハウスCoCo壱番屋　倉敷玉島店 カレー料理店 086-526-7582 倉敷市玉島769

桃太郎　新倉敷店 お好み焼・焼きそば・たこ焼店（店内飲食あり） 086-523-1235 倉敷市新倉敷駅前3-125-1

お好み焼き　どん お好み焼・焼きそば・たこ焼店（店内飲食あり） 086-525-2033 倉敷市新倉敷駅前3-147-2

インドダイニングカフェマター　玉島店 インド料理店 086-522-6445 倉敷市玉島1714-1F

ｂｉｓｔｒｏ　武田屋 イタリア料理店 086-523-6533 倉敷市玉島中央町1-12-31

 洋風厨房インコントロ イタリア料理店 086-525-1399 倉敷市新倉敷駅前5丁目211-2
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