
 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区

東口（駅前商店街方面）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

スペインバルkurakura 086-221-7055 岡山市北区岩田町２－５ 飲食店 ダイニングバー・バル

くいもの屋わん 岡山駅前店 086-801-7855
岡山市北区駅前町1丁目1-21ハ
リービル7階

飲食店 居酒屋・創作料理

ホビーショップタムタム岡山店 086-201-2757 岡山市北区駅前町1-8-18 土産物店 土産物店

屋台居酒屋大阪満マル　岡山駅前店 086-235-1294
岡山市北区駅前町1-8-18イ
コットニコット1階

飲食店 居酒屋・創作料理

山内農場　岡山駅前店 086-224-2388
岡山市北区駅前町1-1-21成
通・ハリービル3階

飲食店 居酒屋・創作料理

MA～なべや　岡山店 086-222-9500
岡山市北区駅前町1-1-1 成通岡
山ビル5階

飲食店 居酒屋・創作料理

いざ酔いの月 086-222-2422 岡山市北区駅前町1-10-2 飲食店 居酒屋・創作料理

まんてんの星 086-234-0009 岡山市北区駅前町1-10-2 飲食店 居酒屋・創作料理

大衆鉄板田田 086-201-2915 岡山市北区駅前町1-7-18 飲食店 居酒屋・創作料理

べんがら酒場 086-234-3366 岡山市北区駅前町1-9-7 飲食店 居酒屋・創作料理

磯家　岡山駅前店 086-222-3737 岡山市北区駅前町1-1-9 飲食店 居酒屋・創作料理

焼き鳥ムゲン駅前町 086-234-0055 岡山市北区駅前町1-7-3 飲食店 焼鳥・串揚げ

串揚げ・海鮮酒場　龍馬岡山店 086-238-3267 岡山市北区駅前町1-9-6 飲食店 焼鳥・串揚げ

MOBY　岡山駅前店 086-238-7770 岡山市北区駅前町1-7-22 飲食店 ダイニングバー・バル

SABAR+　岡山店 086-230-4138
岡山市北区駅前町1-8-18イ
コットニコット1階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

海都　岡山駅前店 086-223-6036 岡山市北区駅前町1-1-118-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

や台ずし岡山駅前町 086-224-8228 岡山市北区駅前町1-10-28 飲食店 和食・寿司・天ぷら

リゾート岡山店 086-223-0800
岡山市北区駅前町1-1-1 成通岡
山ビル5階

飲食店 洋食

ラーメン小料理ちょうや 086-226-5010 岡山市北区駅前町1-7-21 飲食店 ラーメン・つけ麺

麺家ひぐま商店 070-8402-0358
岡山市北区駅前町1-8-18ＩＣ
ＯＴＮＩＣＯＴ

飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉レストラン大日亭　駅前本店 086-235-8929
岡山市北区駅前町2丁目6番21
号

飲食店 焼肉・ホルモン

タナタナ 086-225-3577 岡山市北区駅前町1-7-24 飲食店 韓国料理

グリーンベリーズコーヒー　岡山駅前店 086-230-2388
岡山市北区駅前町1-8-18イ
コットニコット1階

飲食店 カフェ・スイーツ

マスカットファクトリー 070-8360-7210
岡山市北区駅前町1-8-18ＩＣ
ＯＴＮＩＣＯＴ

飲食店 カフェ・スイーツ

サン・ピーチOKAYAMA  レストラン  それい
ゆ

086-225-0631
岡山市北区駅前町2丁目3番31
号

飲食店 その他グルメ
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桃太郎ジーンズ岡山店 086-231-1777 岡山市北区駅前町1-8-18 土産物店 土産物店

アレックスコンフォート　イコットニコット
岡山

086-230-3700
岡山市北区駅前町1丁目8-8イ
コットニコット2F

土産物店 土産物店

平成レンタカー　岡山駅前店 086-207-2205 岡山市北区駅前町2-3-25 交通事業者 レンタカー

ミートボーイ岡山駅前店 086-232-5323
岡山市北区駅前町1-1-21成通
ハリービル8階

飲食店 ダイニングバー・バル

やきとり屋すみれ岡山駅前店 086-206-2855
岡山市北区駅前町1-8-18　イ
コトニコット1F

飲食店 焼鳥・串揚げ

佳乃矢 086-226-5326 岡山市北区駅前町1丁目7-18 飲食店 居酒屋・創作料理

和風居酒屋あかり 086-803-5580 岡山市北区野田屋町1-6-22 飲食店 居酒屋・創作料理

Barrel house 086-806-2521 岡山市北区野田屋町1-2-7 飲食店 ダイニングバー・バル

TEPPAN・KU-YA 086-224-8880
岡山市北区野田屋町一丁目1-
17

飲食店 鉄板・ステーキ

STAND１－１ 086-230-0165 岡山市北区野田屋町1-1-1 飲食店 カフェ・スイーツ

キムラヤのパン野田屋町岡ビル店 086-231-8818 岡山市北区野田屋町1-3-3 飲食店 テイクアウト

隠れ家食堂一歩 086-206-1007
岡山市北区野田屋町2-2-4　甲
斐ビル2･3･4階

飲食店 居酒屋・創作料理

吉野家　岡山裁判所前 086-235-6355 岡山市北区富田町1丁目4-8 飲食店 丼もの

居酒屋どどど 086-233-3399 岡山市北区本町7-15 飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋モンブラン 086-226-3400
岡山市北区本町5-7GK-
KOBASHIビル1階

飲食店 居酒屋・創作料理

三代目鳥メロ岡山本町店 086-212-0266
岡山市北区本町10-26本町Kビ
ル2階

飲食店 居酒屋・創作料理

居酒家土間土間岡山店 086-801-2855
岡山市北区本町4-18コア本町2
階

飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋　豆炭　駅前 086-222-8282 岡山市北区本町7-132階 飲食店 居酒屋・創作料理

伍右衛門 086-222-3600 岡山市北区本町10-8 飲食店 居酒屋・創作料理

トリキチ　商店 086-953-4700
岡山市北区本町10-23小竹ビル
1階

飲食店 居酒屋・創作料理

本町ぐるバル酒場 086-238-8300
岡山市北区本町4-18コア本町1
階

飲食店 居酒屋・創作料理

がってん八兵衛 086-801-1123 岡山市北区本町2-16 飲食店 居酒屋・創作料理

魚民　岡山駅前店 086-222-1489
岡山市北区本町1-1相互ビル6
階

飲食店 居酒屋・創作料理
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笑笑　岡山駅前店 086-222-6588
岡山市北区本町1-1相互ビル7
階

飲食店 居酒屋・創作料理

横濱魚萬 岡山駅前店 086-233-7688
岡山市北区本町1-6第二相互ビ
ル2階

飲食店 居酒屋・創作料理

美食酒家　奇跡の匠 086-230-3313
岡山市北区本町4-18コア本町
B1

飲食店 居酒屋・創作料理

個室居酒屋福わうち　岡山店 086-230-2062
岡山市北区本町4-18コア本町
ビルB1F

飲食店 居酒屋・創作料理

彩菜祭酒　火蔵 086-236-1316
岡山市北区本町3-6ワシントン
ホテルプラザ２F

飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋　おいち 086-801-7362 岡山市北区本町5-12 飲食店 居酒屋・創作料理

牛たん居酒屋たん屋びぜん 086-236-0588
岡山市北区本町4-18コア本町2
階

飲食店 居酒屋・創作料理

丸屋 086-222-3535 岡山市北区本町8-1田中ビル1F 飲食店 居酒屋・創作料理

オジョチゴ 086-227-2229
岡山県岡山市北区本町8-15本
町プラザ1-1

飲食店 韓国料理

台湾風屋台居酒屋ＫｉＫｉ 086-221-1197
岡山市北区本町1-18岡崎共同
ビルB1F

飲食店 居酒屋・創作料理

近藤傳八商店 086-223-8200
岡山市北区本町1-12ミゾイビ
ル

飲食店 居酒屋・創作料理

遊膳　炫家　DINING 086-221-3309
岡山市北区本町4-18コア本町
B-1

飲食店 居酒屋・創作料理

来恩DK 086-222-8722
岡山市北区本町4-18コア本町1
階

飲食店 居酒屋・創作料理

ほたる火 086-224-3873 岡山市北区本町4-3 飲食店 居酒屋・創作料理

個室居酒屋たき火 086-225-0390 岡山市北区本町7-13 1F 飲食店 居酒屋・創作料理

千鳥 初代岡山店 086-803-0169
岡山市北区本町3-22第1大関ビ
ル4階

飲食店 居酒屋・創作料理

伸たこ 086-222-6888
岡山市北区本町6-36第一セン
トラルビルB1F

飲食店 居酒屋・創作料理

炭火焼き大山鶏とあご出汁おでん ごろ兵衛 086-201-0650 岡山市北区本町5-1重広ビル 飲食店 居酒屋・創作料理

創作ダイニング　みやび岡山駅前店 086-225-0729
岡山市北区本町5-7G-Kobashi
ビル３Ｆ

飲食店 居酒屋・創作料理

瀬戸内海鮮と旬野菜の串カツ串天　ご馳走屋
岡山駅前店

086-224-4488
岡山市北区本町5-10岡本ビル3
階

飲食店 居酒屋・創作料理

大衆酒場　マルキ岡山駅前店 086-201-7717
岡山市北区本町4-20ベネ
フィットホテル１F

飲食店 居酒屋・創作料理

いろりや　月天 086-234-3086
岡山市北区本町2-13竹広ビル
4F

飲食店 居酒屋・創作料理

にっぱち酒場　大五郎 086-230-5117
岡山市北区本町6-36第一セン
トラルビル地下1Ｆ

飲食店 居酒屋・創作料理

とり地蔵　岡山駅前本店 086-235-0122
岡山市北区本町4-20ベネ
フィットホテル1階

飲食店 焼鳥・串揚げ

串どり 086-222-1080 岡山市北区本町2-21 飲食店 焼鳥・串揚げ
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くし焼　明り家 086-234-8855 岡山市北区本町3-6 飲食店 焼鳥・串揚げ

炭　軍司 086-225-5438 岡山市北区本町10-8 飲食店 焼鳥・串揚げ

本町ココバル55酒場 086-235-5575
岡山市北区本町2-17本町オペ
ラビル

飲食店 ダイニングバー・バル

BAR Connect 086-230-4888
岡山市北区本町3-6桃太郎プラ
ザB1階

飲食店 ダイニングバー・バル

バルサバルサ 086-223-8700 岡山市北区本町1-10松原ビル 飲食店 ダイニングバー・バル

ABRI Diner アブリダイナー 086-222-3159
岡山市北区本町9-5ぼんくらビ
ル1F

飲食店 ダイニングバー・バル

かに道楽　岡山店 086-226-1456 岡山市北区本町4-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

やま武 086-222-0370
岡山市北区本町2-17本町オペ
ラビル3階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山駅前店 086-231-0920 岡山市北区本町1-14OKビル 飲食店 洋食

ニコニコキッチン　さんさん 086-231-9988
岡山市北区本町6-36第一セン
トラルビルＢ１Ｆ

飲食店 洋食

ALARA CURRY 086-206-6089
岡山市北区本町3-2新八セカン
ドビル1F-奥

飲食店 洋食

ボストンステーキ 086-201-2611
岡山市北区本町5-1本町クロス
ビル

飲食店 鉄板・ステーキ

鉄板屋  桃太郎 086-223-7762 岡山市北区本町6-36 飲食店 鉄板・ステーキ

VANSAN 086-206-3356 岡山市北区本町2-14 飲食店 イタリアン

中国四川料理又来軒　岡山駅前店 086-227-6655
岡山市北区本町6-36セントラ
ルビルB1F

飲食店 中華・台湾

華菜家 086-224-8802
岡山市北区本町8-15本町プラ
ザビル1階

飲食店 中華・台湾

餃子の王将　岡山駅前店 086-233-7744 岡山市北区本町5-5 飲食店 中華・台湾

餃子酒場チャオズ 086-230-1439 岡山市北区本町7-11 飲食店 中華・台湾

西龍軒 086-801-7700
岡山市北区本町1-15ケイワイ
エス岡山駅前ビル

飲食店 中華・台湾

麺屋ブーブーモンスター 086-223-4884 岡山市北区本町1-14 飲食店 ラーメン・つけ麺

博多ラーメンにこいち 086-225-6464
岡山市北区本町6-36第一セン
トラルビルＢ1Ｆ

飲食店 ラーメン・つけ麺

風風ラーメン本町店 086-224-5677 岡山市北区本町１０－１７ 飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉ひだや　本町店 086-226-2941 岡山市北区本町5-13 飲食店 焼肉・ホルモン

cafe moni 086-231-5455
岡山市北区本町10-22本町ビル
1階

飲食店 カフェ・スイーツ

吉野家　岡山桃太郎通り 086-227-6570 岡山市北区本町2-9 飲食店 丼もの
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RUSH 086-201-1183
岡山市北区本町10-17本町第一
ビル

飲食店 ダイニングバー・バル

明神丸　岡山本町店 086-206-7881
岡山市北区本町10-22本町ビル
B1F

飲食店 居酒屋・創作料理

九十九(つくも)岡山駅前店 086-232-3887
岡山市北区本町1-14OKビル2
階

飲食店 居酒屋・創作料理

楽蔵岡山本町店 086-235-0677
岡山市北区本町2-15本町第二
ビル

飲食店 ダイニングバー・バル

ウメ子の家岡山本町店 086-234-1401
岡山市北区本町3-23大関ビル
2F

飲食店 ダイニングバー・バル

てっぱん家　青山本店 086-221-5595 岡山市北区本町5-13 飲食店 鉄板・ステーキ

鮮や一夜岡山本町店 086-235-5587 岡山市北区本町5-6金成ビル4F 飲食店 ダイニングバー・バル

庄や岡山駅前店 086-212-3291
岡山市北区本町5-6金成ビル地
下1・1階

飲食店 居酒屋・創作料理

岡山キッチン 086-212-2711
岡山市北区本町7-11アクロス
キューブ1F

飲食店 ダイニングバー・バル

個室居酒屋　食べ飲み放題　ももも 086-221-8100
岡山市北区本町7-11アクロス
キューブ岡山本町2F

飲食店 居酒屋・創作料理

個室居酒屋　九州料理　弁慶 086-221-8121
岡山市北区本町7-11アクロス
キューブ岡山本町3F

飲食店 居酒屋・創作料理

トヨタレンタリース新岡山　岡山駅前店 086-221-4325 岡山市北区本町7-25 交通事業者 レンタカー

岡山ワシントンホテルプラザ 086-231-9111 岡山市北区本町3-6-201 宿泊施設 売店・飲食等

ホテルマイステイズ岡山 086-800-1450 岡山市北区本町9-16 宿泊施設 売店・飲食等

すし処　あじ彩 086-227-0239 岡山市北区本町5-117 飲食店 和食・寿司・天ぷら

CBD GREEN 086-206-5900 岡山市北区本町2-4 飲食店 カフェ・スイーツ

居酒屋　樽げん 086-231-1853 岡山市北区本町5-9 飲食店 居酒屋・創作料理

鶏と魚の旨い店　次元 086-227-5439 岡山市北区本町10番18号1-2F 飲食店 居酒屋・創作料理

壱厘酒蔵 086-231-0690
岡山市北区本町2-16小林ビル
1F

飲食店 居酒屋・創作料理

マジックバー手品家　岡山店 086-221-5129
岡山市北区本町5-5オークラア
ベニュー5F

飲食店 その他グルメ



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（錦町・幸町）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

とり鉄　岡山駅前店 086-235-3681 岡山市北区錦町3-101 飲食店 居酒屋・創作料理

ダルマ本舗 086-226-6667
岡山市北区錦町3-101天水ビル
2階

飲食店 居酒屋・創作料理

彩菜酒屋　円円 086-236-0807 岡山市北区錦町8-24錦ビル2F 飲食店 居酒屋・創作料理

旬菜鮮酒　咲咲 086-236-0202 岡山市北区錦町3-2YAビル1F 飲食店 居酒屋・創作料理

あべべ 086-224-6600 岡山市北区錦町6-8 飲食店 居酒屋・創作料理

旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ岡山錦町店 086-234-7720 岡山市北区錦町1-13-21F、2F 飲食店 焼鳥・串揚げ

Casual Bar HALET 086-801-0114
岡山市北区錦町3-25錦町ビル
3F

飲食店 ダイニングバー・バル

Cafe&Bar BUNNIES 086-222-8212
岡山市北区錦町3-25錦町ビル
1F

飲食店 ダイニングバー・バル

Cafe&Bar CANDIES 086-201-0402 岡山市北区錦町3-10 飲食店 ダイニングバー・バル

喜多いなり（咲咲昼営業） 090-2002-8326 岡山市北区錦町3-2YAビル1階 飲食店 和食・寿司・天ぷら

旬彩　一楽 086-221-8000 岡山市北区錦町8-15 飲食店 和食・寿司・天ぷら

Duomo ドゥオモ 086-227-1117
岡山市北区錦町3-4山佐ビル1
階

飲食店 イタリアン

麺屋たくみ駅前店 086-225-5522 岡山市北区錦町1-30 飲食店 ラーメン・つけ麺

タン料理　茗祇家 086-235-2977 岡山市北区錦町8-15 飲食店 焼肉・ホルモン

焼肉サトウ商店 086-233-0310 岡山市北区錦町1-14 飲食店 焼肉・ホルモン

ニッポンレンタカー岡山駅東口営業所 086-235-0919 岡山市北区錦町6-7 交通事業者 レンタカー

ホテルリブマックス岡山 086-226-0080 岡山市北区錦町4-14 宿泊施設 売店・飲食等

わびさび 086-225-0120 岡山市北区錦町3-25 飲食店 居酒屋・創作料理

和ダン晴じゃ 086-224-0080
岡山市北区錦町4-11　ホテル
リブマックス岡山1F

飲食店 居酒屋・創作料理

庄や 086-233-0874
岡山市北区幸町9-10メゾン富
士１階

飲食店 居酒屋・創作料理

のじか 086-222-7977 岡山市北区幸町7-14 飲食店 居酒屋・創作料理

個室居酒屋いろどり　岡山店 086-233-8111 岡山市北区幸町4-11味ビル3階 飲食店 居酒屋・創作料理

豆金魚 086-222-7337 岡山市北区幸町3-9 飲食店 居酒屋・創作料理

又兵衛 086-206-2311 岡山市北区幸町1-7太田ビル 飲食店 居酒屋・創作料理

津山城下町 KITAYAMA 086-233-0911 岡山市北区幸町8-8 飲食店 居酒屋・創作料理



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡
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大衆居酒屋　鳥かね 086-803-2727 岡山市北区幸町1-103 飲食店 居酒屋・創作料理

あじ彩　真 086-221-8810
岡山市北区幸町2-21幸町ビル
１F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

北前そば高田屋　岡山駅前店 086-222-3741 岡山市北区幸町6-33旭ビル2F 飲食店 そば・うどん

CASUAL ITALIAN BAGGIO 086-238-7963 岡山市北区幸町6-331階 飲食店 イタリアン

ダントツラーメン　岡山一番店 086-222-2202
岡山市北区幸町6番29号INGビ
ル2階

飲食店 ラーメン・つけ麺

ワインと地酒武田　岡山幸町店 086-230-0211 岡山市北区幸町3-2C.F.Bld1F 土産物店 土産物店

宗家 源 吉兆庵　岡山本店 086-364-1005 岡山市北区幸町7-28 土産物店 土産物店

ホテルエリアワン岡山 086-234-5678 岡山市北区幸町7-1 宿泊施設 売店・飲食等
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「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（イオン周辺）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

串かつでんがな　イオンモール岡山店 086-803-6220
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山6階

飲食店 居酒屋・創作料理

串家物語　イオンモール岡山店 086-232-2300
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山7階

飲食店 焼鳥・串揚げ

つくね 086-222-7262 岡山市北区下石井2-4-14 飲食店 焼鳥・串揚げ

いわ栄　イオンモール岡山店 086-238-7070
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山7階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

郷土料理海幸 086-222-3184 岡山市北区下石井2丁目4-14 飲食店 和食・寿司・天ぷら

五穀岡山店 086-206-5493
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山７F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

美山岡山店 086-206-2013
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山７F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

鰻せいろう多幸う岡山店 086-206-1606
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山７F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

桜庵　岡山店 086-238-7762 岡山市北区下石井1丁目2-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

サンマルク　イオンモール岡山店 086-235-5309
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山店6階

飲食店 洋食

石窯キッチンブーレ岡山店 086-206-4959
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山６F

飲食店 洋食

たん屋びぜん　イオンモール岡山店 086-238-2883
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山6階

飲食店 鉄板・ステーキ

Jujuイオンモール岡山店 086-803-6262
岡山市北区下石井1丁目2-1イ
オンモール7階

飲食店 鉄板・ステーキ

クワトロ　ナポリ 086-238-3811
岡山市北区下石井１丁目2-1イ
オンモール岡山6階

飲食店 イタリアン

紅虎餃子房　イオンモール岡山 086-238-2070
岡山市北区下石井1丁目2番1号
イオンモール岡山7F

飲食店 中華・台湾

鼎一岡山店 086-230-5034
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山７F

飲食店 中華・台湾

ぼっけゑラーメン 086-227-0185 岡山市北区下石井2-9-46 飲食店 ラーメン・つけ麺

肉匠　松屋　イオンモール岡山店 086-206-7298
岡山市北区下石井1-2-1　イオ
ンモール岡山

飲食店 焼肉・ホルモン

金金醤　イオンモール岡山 086-238-4622
岡山市北区下石井1丁目2番1号
イオンモール岡山7F

飲食店 韓国料理

nana's green tea イオンモール岡山店 086-206-7066
岡山市北区下石井1丁目2番1号
イオンモール岡山

飲食店 カフェ・スイーツ

マルゴカフェ イオンモール岡山店 086-227-7705
岡山市北区下石井１ー２ー１イ
オンモール岡山５F

飲食店 カフェ・スイーツ

マルゴデリ イオンモール岡山店 086-227-7703
岡山市北区下石井１ー２ー１イ
オンモール岡山３F

飲食店 テイクアウト

フレッシュネスバーガーイオンモール岡山店 086-206-7166
岡山市北区下石井１－２－１イ
オンモール岡山4階

飲食店 テイクアウト

明神丸　イオンモール岡山店 086-206-7355
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山6015-02

飲食店 居酒屋・創作料理

神戸元町ドリア　イオンモール岡山店 086-236-3309 岡山市北区下石井1丁目2番1号 飲食店 洋食
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久世福商店　イオンモール岡山 086-206-7030 岡山市北区下石井1丁目2番1号 土産物店 土産物店

オリックスレンタカー　岡山駅東口店 086-226-3900 岡山市北区下石井2-6-113 交通事業者 レンタカー

トヨタレンタリース新岡山　イオンモール岡
山店

086-803-6363
岡山市北区下石井1-2-1-
B2003-2

交通事業者 レンタカー

ピュアリティまきび 086-232-0511 岡山市北区下石井2-6-41 宿泊施設 売店・飲食等

サンマルクカフェ イオンモール岡山店 086-803-5309 岡山市北区下石井1-2-1 飲食店 カフェ・スイーツ

山田養蜂場 イオンモール岡山店 086-206-7238
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山1F

土産物店 その他

牛かつ上村 イオンモール岡山 086-803-6260
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山4F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

THE CENTRAL BUFFET イオン岡山 086-803-6255
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山6F

飲食店 その他グルメ

めじろ屋　本店 086-206-7037
岡山市北区下石井1-2-1イオン
モール岡山7F

飲食店 丼もの

タイフードマンゴーキッチン
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 アジア・エスニック

727　ISLANDS　COFFEE　BAR
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 ダイニングバー・バル

ALARA　CURRY　kinnamomon
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 その他グルメ

RACCOS　BURGER　GRACE
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 ファーストフード

瀬戸内シヲソバ3.5
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 ラーメン・つけ麺

たまうどん
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 そば・うどん

TAKOYAKI　BAR　REEF 086-238-6088
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 その他グルメ

豆と餅　杜の街店
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 その他グルメ

鷹取醤油　醤房　燕来庵
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 その他グルメ

麺飯点心　福幸　杜の街グレース店
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 中華・台湾

コンフィズリーダッコ
岡山市北区下石井2-10-8 杜の
街プラザ1F

飲食店 アジア・エスニック

DEAN＆DELUCA岡山
岡山市北区下石井2-10-12杜の
街グレースオフィススクエア

飲食店 カフェ・スイーツ

キムラヤのパン＆キムラヤサンドイッチカ
フェ　岡山シティホテル桑田町店

086-225-9411 岡山市北区桑田町2-21 飲食店 テイクアウト

ホテルメルパルク岡山 086-223-8105 岡山市北区桑田町1-13 宿泊施設 売店・飲食等

岡山シティホテル桑田町ハワイアンテラス 086-221-0001 岡山市北区桑田町3-30 飲食店 その他グルメ
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居酒屋もりもと 086-223-2557 岡山市北区磨屋町6-24 飲食店 居酒屋・創作料理

忠兵衛 086-222-1681
岡山市北区磨屋町7-1岡村ビル
1F

飲食店 居酒屋・創作料理

焼き鳥ムゲン 086-201-0328 岡山市北区磨屋町7-1 飲食店 焼鳥・串揚げ

ラリルレロ 086-226-2366
岡山市北区磨屋町7-1岡村ビル
5階

飲食店 ダイニングバー・バル

個室バル4階イタリアン磨屋町 050-5597-2221 岡山市北区磨屋町7-1 飲食店 ダイニングバー・バル

昼からワイン食堂 086-221-2934 岡山市北区磨屋町2-2 飲食店 ダイニングバー・バル

モダン鉄板グリルコペン 086-206-3577
岡山市北区磨屋町1-5セシルプ
ラザ岡山1階

飲食店 鉄板・ステーキ

岡山旬彩ステーキ鉄板いろは 086-201-1687
岡山市北区磨屋町10-20磨屋町
ビルB1F

飲食店 鉄板・ステーキ

Teppan Dining SUGI 086-201-0333 岡山市北区磨屋町10-8 飲食店 鉄板・ステーキ

焼肉ひだや　磨屋町店 086-224-2941 岡山市北区磨屋町8-23 飲食店 焼肉・ホルモン

THE CARNE 086-206-1929 岡山市北区磨屋町7-26 飲食店 その他グルメ

幸喜 090-4898-7030 岡山市北区磨屋町7-23 飲食店 和食・寿司・天ぷら

御馳喜々 086-232-7800 岡山市北区磨屋町8-24 飲食店 居酒屋・創作料理

すてーき西岡 086-235-4129
岡山市北区磨屋町8-28-1山崎
ビル1階

飲食店 鉄板・ステーキ

酒膳たいら 086-221-0011
岡山市北区平和町7-26丹治ビ
ル1F

飲食店 居酒屋・創作料理

盃花羅亭 086-232-2901 岡山市北区平和町4番25号 飲食店 居酒屋・創作料理

和のごちそう屋菜つき 086-221-1550
岡山市北区平和町6-3ベックオ
ンボックス1階

飲食店 居酒屋・創作料理

炭焼個室えんらく 086-221-3221
岡山市北区平和町6-3ベックオ
ンボックス2階

飲食店 居酒屋・創作料理

つばめ 086-221-3118
岡山市北区平和町4-17寺島ビ
ル

飲食店 居酒屋・創作料理

たらふく酒場おにかい 086-227-1878 岡山市北区平和町5-152階 飲食店 居酒屋・創作料理

岡山駅前居酒屋鳥食べ放題とりえもん 086-230-1027 岡山市北区平和町5-29 飲食店 居酒屋・創作料理

麒麟麦酒空間　LAGER 086-224-8148 岡山市北区平和町4-11 飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋岡山農業高校レストラン 086-233-7008
岡山市北区平和町4-3八千代ビ
ル3F

飲食店 居酒屋・創作料理

西川ルンバ 086-230-3800 岡山市北区平和町5-22 飲食店 焼鳥・串揚げ

炭火焼鳥　京 086-221-0070 岡山市北区平和町5-26 飲食店 焼鳥・串揚げ



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（平和町・磨屋町）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

BAR VAGABOND 086-233-2526
岡山市北区平和町6-27 WAKA
ビル1階

飲食店 ダイニングバー・バル

2nd Life Dining Place 086-206-4770 岡山市北区平和町4-6 飲食店 ダイニングバー・バル

Cafe&Bar Cu-Tie 086-201-0708
岡山市北区平和町6-2日の出ビ
ル２F

飲食店 ダイニングバー・バル

キッチン平和町 086-221-8778
岡山市北区平和町1-14サンペ
イハイツ2階

飲食店 洋食

平和町MARIO 086-230-1186
岡山市北区平和町3-29Court
Condohr 1F

飲食店 イタリアン

巴~TOMOE~ 086-206-6617
岡山市北区平和町5-1後楽ホテ
ル2階

飲食店 その他グルメ

つるの玉子本舗 086-222-2357 岡山市北区平和町２番１号 土産物店 土産物店

カフェ＆バー　ELEVEN 086-238-4911
岡山市北区平和町7-28西川
ファミリービル2階

飲食店 ダイニングバー・バル



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（田町・中央町）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

食楽日和ほのか 086-231-6996 岡山市北区田町1-10-28 飲食店 居酒屋・創作料理

RYOUTEIハートランド　田町店 086-233-3959 岡山市北区田町1-6-19 飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋　豆炭　本店 086-226-8161 岡山市北区田町2-4-7 飲食店 居酒屋・創作料理

博多炭焼春よし 086-238-9292 岡山市北区田町2-14-11 飲食店 居酒屋・創作料理

きりんや 086-233-5862 岡山市北区田町1-7-5 飲食店 居酒屋・創作料理

景虎 086-233-2400 岡山市北区田町1丁目3-35 飲食店 居酒屋・創作料理

居酒屋　うさぎ亭 086-234-0348
岡山市北区田町1-12-4竹井ビ
ル1階

飲食店 居酒屋・創作料理

よんかいのおみせ 086-737-4597
岡山市北区田町1-7-24ニュー
田町ビル4階

飲食店 居酒屋・創作料理

和金 086-232-6577
岡山市北区田町2-5-25 ウシュ
クベアDATE1階

飲食店 居酒屋・創作料理

バンカラEi-g 090-6191-7776 岡山市北区田町1-12-8 飲食店 居酒屋・創作料理

バー・ステラ 086-224-0043
岡山市北区田町2-1-1木村ビル
4階

飲食店 ダイニングバー・バル

カクテルバー　サムサラ 086-221-5396
岡山市北区田町2-1-1木村ビル
２F

飲食店 ダイニングバー・バル

桃の花 086-226-5400 岡山市北区田町1-12-2 飲食店 和食・寿司・天ぷら

板前料理別館よしみ 086-230-2099
岡山市北区田町1-3-33蓮昌寺
ビル1階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

岩手川 086-222-6366 岡山市北区田町1-9-20 飲食店 和食・寿司・天ぷら

ふぐ政 086-224-1129 岡山市北区田町2-10-11 飲食店 和食・寿司・天ぷら

日本料理一扇 086-224-1000 岡山市北区田町2丁目7番10号 飲食店 和食・寿司・天ぷら

鉄板工房チョイス 086-221-3111 岡山市北区田町1-7-13 飲食店 鉄板・ステーキ

山冨士中央店 086-224-8022 岡山市北区田町2-12-19 飲食店 ラーメン・つけ麺

尾道らーめん燈 086-230-0799 岡山市北区田町2-6-26 飲食店 ラーメン・つけ麺

ボクデン本店 086-233-4600 岡山市北区田町1-3-35 飲食店 韓国料理

マルゴデリ 田町店 086-235-3532 岡山市北区田町１ー１ー１１ 飲食店 テイクアウト

高田じゅんじ似の店 086-233-5883 岡山市北区田町2-12-18 飲食店 居酒屋・創作料理

ありき 086-234-2788
岡山市北区田町2-14-14メッセ
カワカミ1F

飲食店 居酒屋・創作料理

旬彩酒処貴しん 086-227-1024
岡山市北区中央町7-6-2サンシ
スビル1F

飲食店 居酒屋・創作料理



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（田町・中央町）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

和風ダイニングすし舟 086-222-0141 岡山市北区中央町4-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

鉄板かや乃 086-233-8800 岡山市北区中央町6-8 飲食店 鉄板・ステーキ

ぎょうざ家 090-4789-3169 岡山市北区中央町2-3 飲食店 中華・台湾

銀河　中央町店 086-226-1118 岡山市北区中央町1-7-1 飲食店 焼肉・ホルモン

Cafe Seed of Life 086-230-3401 岡山市北区中央町3-19  ２F 飲食店 カフェ・スイーツ



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

東口（柳町）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

Iza Bar With 086-206-2707
岡山市北区柳町1-2-111VCビ
ル3階

飲食店 居酒屋・創作料理

だんだん亭 086-225-2270 岡山市北区柳町1丁目6-101 飲食店 居酒屋・創作料理

隠れ屋ごはん夜いち。 086-238-6006 岡山市北区柳町2丁目2－18 飲食店 居酒屋・創作料理

岡山料理専門店～cooking of art Ikiya 086-801-2828
岡山市北区柳町2-1-7ラポール
ビル102

飲食店 居酒屋・創作料理

とり地蔵　柳町店 086-235-1155 岡山市北区柳町2-2-9 飲食店 焼鳥・串揚げ

焼き鳥　くし頌 086-232-0094 岡山市北区柳町1-2-6 飲食店 焼鳥・串揚げ

心に染みる 086-206-1050
岡山市北区柳町2丁目3番地5号
柳町エレガンスビル203号室

飲食店 ダイニングバー・バル

鮨　ゑびす屋 086-226-0090
岡山市北区柳町1-13-18柳町壱
番館

飲食店 和食・寿司・天ぷら

にぎり処　貫太のすし 086-230-5969 岡山市北区柳町1-6-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

魚岸料理　魚々市 086-226-3003
岡山市北区柳町1-14-20リヴィ
エル柳町1階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

肉懐石　紬 086-201-2188 岡山市北区柳町1-13-20 飲食店 和食・寿司・天ぷら

なか田 086-224-6077
岡山市北区柳町2丁目4-15ソシ
アルイン柳町１F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

や台ずし岡山あくら通町 086-233-2128 岡山市北区柳町1-3-8 飲食店 和食・寿司・天ぷら

蕎麦懐石　あゆみ 086-230-2033 岡山市北区柳町1-9-12 飲食店 そば・うどん

鉄ぱん屋弁兵衛岡山店 086-230-0757 岡山市北区柳町1丁目3-1 飲食店 鉄板・ステーキ

柳町焼肉カンテラ 086-201-1304 岡山市北区柳町1-12-16 飲食店 焼肉・ホルモン

焼肉かどや本店 086-222-2955
岡山市北区柳町2-2-2フロム31
ビル

飲食店 焼肉・ホルモン

焼肉ひだや　柳町店 086-221-2911 岡山市北区柳町1-10-15 飲食店 焼肉・ホルモン

京もつ鍋ホルモン朱々　岡山柳町店 086-230-1995
岡山市北区柳町1-2-1栢野ビル
1階

飲食店 焼肉・ホルモン

NobenoBe 086-224-7839
岡山市北区柳町1-3-2シャン
ボール富士1F

飲食店 イタリアン

Casual Kitchen 柳町食堂 086-206-3795
岡山市北区柳町2丁目1-7ラ
ポール柳町5F

飲食店 ダイニングバー・バル

リ・ラックス 090-1184-4145
岡山市北区柳町2－10－6柳町
１０３番館１Ｆ

飲食店 その他グルメ



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

表町方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

うまいもん　あるもに 086-226-7789 岡山市北区中山下2-1-53 飲食店 居酒屋・創作料理

くしあげ飯房ごんご 086-221-0055
岡山市北区中山下1-9-12クラ
インガルテン中山下

飲食店 焼鳥・串揚げ

Gourmand Sonowa 086-238-6599
岡山市北区中山下1-5-32梅田
ビル 1階

飲食店 ダイニングバー・バル

和洋旬彩だいにんぐ五感 086-224-4411
岡山市北区中山下1-11-17岡山
ビューホテル2階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

北前そば高田屋　岡山表町店 086-223-3535 岡山市北区中山下1-10-15 飲食店 そば・うどん

バスコロ 086-201-0884 岡山市北区中山下2-5-10 飲食店 洋食

表町イタリアンMARIO 086-235-0103 岡山市北区中山下1-11-10 飲食店 イタリアン

ファロ　ピッコリーノ 086-206-1441
岡山市北区中山下1-9-12クラ
インガルテン中山下102

飲食店 イタリアン

プロポスタ 086-235-1377 岡山市北区中山下1-9-12 飲食店 洋食

餃子酒場がや　岡山本店 086-230-3419 岡山市北区中山下2丁目2-83 飲食店 中華・台湾

元祖じゃんがららあめん 086-227-0152 岡山市北区中山下1丁目11-5 飲食店 ラーメン・つけ麺

季節料理いまむら 086-225-8577
岡山市北区中山下1-5-41チサ
ンマンション中山下1階101号

飲食店 その他グルメ

萬果荘 086-225-4488 岡山市北区中山下1-11-1 土産物店 土産物店

岡山BarCROUD 090-4141-5550
岡山市北区中山下2-3-48中山
下ホワイトビル4F

飲食店 ダイニングバー・バル

よいきげん 086-222-5890 岡山市北区表町3丁目3番30号 飲食店 居酒屋・創作料理

西川屋千日センター街店 070-6693-4535 岡山市北区表町3-12-12-1F 飲食店 居酒屋・創作料理

お惣菜せんべろ 086-289-6029
岡山市北区表町1-11-1中之町
第一ビル

飲食店 居酒屋・創作料理

星乃家　表町店 086-238-7815 岡山市北区表町三丁目13-62 飲食店 焼鳥・串揚げ

Salonアルハル 086-289-5054
岡山市北区表町2-4-35元町ビ
ル2階203号

飲食店 ダイニングバー・バル

アペティート 086-226-5162 岡山市北区表町２丁目5-51 飲食店 イタリアン

ドイツパブＧＧＣ 086-233-5865 岡山市北区表町3-6-21力餅2Ｆ 飲食店 ダイニングバー・バル

クラフトビールダイニング&カフェ麦酒島
omotecho

070-5045-0696
岡山市北区表町2-7-15ヒバリ
照ラス1F

飲食店 ダイニングバー・バル

日本料理　和楽 086-223-7500 岡山市北区表町2-5-5 飲食店 和食・寿司・天ぷら

雅芳 086-222-5560
岡山市北区表町1-7-1魚田ビル
1階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

割烹ままかり 086-232-1549 岡山市北区表町3-9-2 飲食店 和食・寿司・天ぷら

桜川プリュス 086-233-1099 岡山市北区表町2-3-55 飲食店 和食・寿司・天ぷら



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

表町方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

手打ちうどん「たぬき」表町店 086-227-5757 岡山市北区表町1丁目8-37 飲食店 そば・うどん

al bacio 086-223-1722 岡山市北区表町1-1-26 飲食店 イタリアン

アントロワ 086-953-4696 岡山市北区表町1丁目9-67 飲食店 イタリアン

アンソレイユ 086-238-3480 岡山市北区表町1丁目6-46 飲食店 イタリアン

廣珍軒 086-222-3351 岡山市北区表町3-14-10 飲食店 中華・台湾

広東料理　海華楼 086-224-2823 岡山市北区表町1-4-1-102 飲食店 中華・台湾

桃太郎商店 086-289-0034 岡山市北区表町3-7-28 飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉　食道園 086-222-5588 岡山市北区表町3-13-57 飲食店 焼肉・ホルモン

Peru GRILL 086-201-7275 岡山市北区表町1-8-33 飲食店 各国料理

PARK 086-230-2030
岡山市北区表町2-2-80表町ス
タイルストア3F

飲食店 カフェ・スイーツ

キムラヤのパン＆キムラヤサンドイッチカ
フェ　表町一丁目店

086-221-7757 岡山市北区表町1-4-119 飲食店 テイクアウト

キムラヤのパン　表町本店 086-227-5454 岡山市北区表町3-15-6 飲食店 テイクアウト

キムラヤのパン岡山天満屋店 086-231-7937
岡山市北区表町2丁目1-1てん
ちかFOOD　GARDEN内

飲食店 テイクアウト

喫茶　タンポポ 086-223-1626
岡山市北区表町1-10-32山陽ビ
ル102

飲食店 その他グルメ

晴れの国おかやま館 086-234-2270 岡山市北区表町1-1-22 土産物店 土産物店

ギャラリー備州 086-226-3360 岡山市北区表町1-1-1 土産物店 伝統工芸品等の販売店

天満屋　岡山本店 086-231-7111 岡山市北区表町2-1-1 土産物店 その他

リアル脱出ゲーム岡山店 086-238-2429
岡山市北区表町1-1-45十全ビ
ル2F

アクティビ
ティ

レジャー施設

ラ・パン岡山表町 086-803-4355 岡山市北区表町1-11-38 飲食店 テイクアウト

城下カフェ 086-801-1800 岡山市北区表町1-1-81F 飲食店 カフェ・スイーツ

サンマルクカフェ 岡山表町店 086-236-1202 岡山市北区表町2-2-84 飲食店 カフェ・スイーツ

kien's食堂 086-206-5858 岡山市北区表町2丁目2-46 飲食店 居酒屋・創作料理

Habitat Diningbar(ハビタット　ダイニング
バル)

086-206-3535
岡山市北区表町2丁目4-1ハナ
マルビル1F

飲食店 ダイニングバー・バル

鉄板焼・餃子さくら 080-4261-5444
岡山市北区表町3丁目15-8　表
町プレイタウン1階

飲食店 居酒屋・創作料理

キムラヤのパン　県庁前店 086-226-4698 岡山市北区内山下2-3-3 飲食店 テイクアウト



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

表町方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

下津井港 086-224-2106 岡山市北区京橋町6-20 飲食店 居酒屋・創作料理

大手饅頭-京橋本店 086-225-3836 岡山市北区京橋町8番2号 土産物店 土産物店



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

城下・後楽園

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

おいしい野菜と自然派ワイン　ナチュレルモ
ン

086-226-8201
岡山市北区出石町１丁目4-20
メゾン後楽園103

飲食店 洋食

ばーる　ぼっこーね。 086-231-2588 岡山市北区出石町1-8-1 2F 飲食店 イタリアン

cafe Antenna 086-221-9939 岡山市北区出石町１丁目8-23 飲食店 カフェ・スイーツ

自然派ワインのお店　プレヴナン 086-226-8341
岡山市北区出石町１丁目4-20
メゾン後楽園103

土産物店 土産物店

レストランアロアロ 086-227-5566
岡山市北区石関町5-1ホテルエ
クセル岡山1階

飲食店 イタリアン

中華ダイニング　餃子屋台 086-227-3462
岡山市北区石関町5-1ホテルエ
クセル岡山B1F

飲食店 中華・台湾

CCCSCD 086-236-0166 岡山市北区石関町6-32階 飲食店 カフェ・スイーツ

STAND６－１０ 086-237-2873 岡山市北区石関町6-10 飲食店 カフェ・スイーツ

ホテルエクセル岡山 086-224-0505 岡山市北区石関町5-1 宿泊施設 売店・飲食等

お料理　祥雲 086-212-0430
岡山市北区天神町5-9グラン
ヴェール天神１F

飲食店 居酒屋・創作料理

城下公会堂 086-234-5260
岡山市北区天神町10-16城下ビ
ル1F

飲食店 カフェ・スイーツ

新世界 086-237-1000
岡山市北区天神町10-16城下ビ
ル3F

飲食店 その他グルメ

KENBI　cifaka 086-221-2188 岡山市北区天神町8-48 土産物店 その他

岡山はハレの日 086-230-1134 岡山市北区弓之町17-5-102 飲食店 テイクアウト

VIGNETTE 086-221-4530 岡山市北区弓之町7-8 飲食店 フレンチ

銅屋 086-225-1008 岡山市北区丸の内1-12-17 飲食店 居酒屋・創作料理

炭焼火の鳥 086-222-8802 岡山市北区丸の内1-9-15 飲食店 焼鳥・串揚げ

日本料理　吉晶 086-234-5445 岡山市北区丸の内1-4-12-2 飲食店 和食・寿司・天ぷら

焼肉マンボ 086-223-6349 岡山市北区丸の内1-12-12 飲食店 焼肉・ホルモン

ADLER COFFEE 090-6416-4946 岡山市北区丸の内1-14-5 飲食店 カフェ・スイーツ

カフェ　ル・パン 070-5309-2342
岡山市北区丸の内2-6-30岡山
県立図書館1F

飲食店 カフェ・スイーツ

Frurela 050-8882-9350 岡山市北区丸の内2丁目12-16 飲食店 カフェ・スイーツ

THE MAGRITTE 086-225-4801 岡山市北区丸の内1-5-8 飲食店 その他グルメ

烏城カフェ（11/3オープン） 086-206-2330 岡山市北区丸の内2丁目3-1 飲食店 カフェ・スイーツ
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「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

城下・後楽園

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

城見茶屋 086-272-2920 岡山市北区後楽園1-7 飲食店 そば・うどん

荒手茶寮 086-272-3171 岡山市北区後楽園1-9 飲食店 和食・寿司・天ぷら

後楽園　四季彩 086-273-3221 岡山市北区後楽園1番5号 飲食店 和食・寿司・天ぷら

碧水園 086-272-1605 岡山市北区後楽園1-6 飲食店 カフェ・スイーツ

福田茶屋 086-272-2670 岡山市北区後楽園1－5 飲食店 カフェ・スイーツ

協同組合　岡山県観光土産品協会 086-272-4115 岡山市北区後楽園1-5 土産物店 土産物店

残夢軒 086-272-2371 岡山市北区後楽園1-2 土産物店 土産物店

さざなみ茶屋 086-272-4147 岡山市北区後楽園1番4号 土産物店 土産物店

岡山後楽園 086-272-1148 岡山市北区後楽園1-5
アクティビ
ティ

その他

岡山後楽園　和の感動体験事務局 086-231-5633 岡山市北区後楽園1－5
アクティビ
ティ

その他



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

西口（さんすて周辺）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

目利きの銀次 岡山西口駅前店 086-253-2288
岡山市北区駅元町22-17シモサ
ダビル2階

飲食店 居酒屋・創作料理

ぶぶか 086-251-3377 岡山市北区駅元町30-9 飲食店 居酒屋・創作料理

博多もつ鍋おおやま　岡山店 086-230-1915
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 居酒屋・創作料理

とりでい　西口店 086-214-2223 岡山市北区駅元町29-14 飲食店 居酒屋・創作料理

ANAクラウンプラザホテル岡山　20F スカイ
バー＆ラウンジ　洊

086-898-2284 岡山市北区駅元町15-1 飲食店 ダイニングバー・バル

ホテルグランヴィア岡山 19F メインバー リー
ダーズ

086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 ダイニングバー・バル

ホテルグランヴィア岡山 19F ダイニング＆
バー アプローズ

086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 ダイニングバー・バル

とんかつ新宿さぼてん 086-221-7713
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

ANAクラウンプラザホテル岡山　20F 和食ダ
イニング　廚洊

086-898-2284 岡山市北区駅元町15-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

天麩羅　えびのや　さんすて岡山店 086-222-0644
岡山市北区駅元町1-2さんすて
岡山南館1階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

飛鳥　吉備亭 086-252-4151
岡山市北区駅元町30-10飛鳥ビ
ル1階・2階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

牛カツ京都勝牛さんすて岡山店 086-201-2080 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

ホテルグランヴィア岡山 2F 日本料理 吉備膳 086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 和食・寿司・天ぷら

鶏三和　さんすて岡山店 086-201-1039 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

心地ダイニング　奈々伊 086-256-0771
岡山市北区駅元町8-7ミッドシ
ティビル１階

飲食店 和食・寿司・天ぷら

ソバキチ　さんすて岡山店 086-223-3637
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 そば・うどん

讃岐の男うどん　さんすて岡山店 086-201-0488 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 そば・うどん

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山駅西口店 086-255-9772 岡山市北区駅元町30-13 飲食店 洋食

みのるダイニング 086-206-1442
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 洋食

ホテルグランヴィア岡山 19F 鉄板焼 備彩 086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 鉄板・ステーキ

バール・デルソーレさんすて岡山店 086-206-3161 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 イタリアン

れんが亭 086-251-1150 岡山市北区駅元町28-13 飲食店 フレンチ

ANAクラウンプラザホテル岡山　  1F　カ
ジュアルダイニング　URBANO

086-898-2284 岡山市北区駅元町15-1 飲食店 フレンチ

ホテルグランヴィア岡山 19F フランス料理 プ
リドール

086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 フレンチ

梅梅　さんすて岡山 086-230-3444
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館 2F

飲食店 中華・台湾
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「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡
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重慶飯店　岡山店 086-231-8307 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 中華・台湾

麺屋匠　さんすて岡山店 086-222-0206
岡山市北区駅元町1-1サンス
テーションテラス南館2階

飲食店 ラーメン・つけ麺

らーめん　はなふさ 086-255-3355
岡山市北区駅元町28-2ブラン
シェ駅元町１階

飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉ライク　さんすて岡山店 086-238-3929
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館1階

飲食店 焼肉・ホルモン

のんき飯店　ドチェチェ 086-254-0629 岡山市北区駅元町27-15-2 飲食店 アジア・エスニック

メキシカンバル by タコスタイル 086-289-5095 岡山市北区駅元町22-16 飲食店 各国料理

台湾甜商店　岡山一番街店 086-230-1601 岡山市北区駅元町1一番街地下 飲食店 カフェ・スイーツ

シエルブルー 086-898-2284
岡山市北区駅元町14-1岡山コ
ンベンションセンター1階

飲食店 カフェ・スイーツ

からふね屋CAFE　さんすて岡山店 086-201-2728 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 カフェ・スイーツ

カフェバールマスカット 086-235-0345 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 カフェ・スイーツ

ホテルグランヴィア岡山 1F ロビーラウンジ
ルミエール

086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 飲食店 カフェ・スイーツ

Chano-ma 岡山 086-212-0444
岡山市北区駅元町1-1岡山一番
街地下

飲食店 カフェ・スイーツ

ヴィ・ド・フランス　岡山店 086-224-8028
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山内

飲食店 カフェ・スイーツ

さち福やcafé　さんすて岡山店 086-233-0100
岡山市北区駅元町1-2さんすて
岡山南館1階

飲食店 定食屋

ミートはしぐち　さんすて岡山店 086-201-2919
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 テイクアウト

ｈｉｂｉｋｉ屋 086-225-2254
岡山市北区駅元町1-1岡山駅構
内

飲食店 テイクアウト

おかやま駅弁 086-801-0043 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 テイクアウト

おかやま駅弁　さんすて岡山店 086-206-3711 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 テイクアウト

リトルマーメイド　岡山店 086-201-0738 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 テイクアウト

聖和堂なごみスイーツ 086-226-0084
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

飲食店 テイクアウト

キムラヤのパン　岡山駅地下店 086-223-0368 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 テイクアウト

グリーン・グルメさんすて岡山店 086-201-1688
岡山市北区駅元町1-1-1さんす
て岡山

飲食店 テイクアウト

ぶっかけふるいちJR岡山駅新幹線上りホーム
店

086-212-0050
岡山市北区駅元町1-1JR岡山駅
新幹線上りホーム23・24番

飲食店 そば・うどん

庄や岡山西口店 086-256-7301 岡山市北区駅元町22-103 飲食店 居酒屋・創作料理

大衆豚焼肉　元祖ぶたせんたー駅元町 086-239-7211 岡山市北区駅元町30-6 飲食店 焼肉・ホルモン
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Osteria aon(オステリア あおん) 086-259-2008 岡山市北区駅元町30-9 飲食店 イタリアン

九份小籠包　岡山一番街 086-435-1309 岡山市北区駅元町一番街地下4 飲食店 中華・台湾

グリル蔵敷　岡山一番街店 086-233-0309
岡山市北区駅元町地下一番街5
号

飲食店 洋食

中山昇陽堂　さんすて岡山店 086-223-8854
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2F

土産物店 土産物店

阿藻珍味　さんすて岡山店 086-801-5002 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

岡山夢菓匠敷島堂　さんすて岡山店 086-237-1147
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

土産物店 土産物店

廣榮堂武田　さんすて岡山店 086-206-2186
岡山市北区駅元町1-1JR岡山駅
さんすて岡山南館2階

土産物店 土産物店

おみやげ街道　岡山新幹線上り店 086-221-8552 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　山陽伯備店 086-212-1510 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　瀬戸大橋店 080-3885-3233 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

スミヨシ おみやげ街道　晴れの国店 086-231-3512 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　岡山新幹線下り店 086-235-4430 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　せとうちCUBE店 086-235-1104 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　晴れの国 086-235-1103 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　桃太郎 086-235-0255 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　さんすて岡山店 086-233-0660 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

おみやげ街道　晴れの国三好野売店 086-225-2315
岡山市北区駅元町1-1岡山駅構
内

土産物店 土産物店

山方永寿堂　さんすて岡山店 086-232-0202 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

山脇山月堂　さんすて岡山店 086-206-3703
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2F

土産物店 土産物店

晴れの路 086-201-1307
岡山市北区駅元町1番1号さん
すて岡山南館

土産物店 土産物店

金萬堂本舗　さんすて岡山店 086-226-2053
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

土産物店 土産物店

GOHOBI　さんすて岡山店 086-801-3833
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

土産物店 土産物店

BAKE CHEESE TART さんすて岡山店 086-230-4551
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

土産物店 土産物店

PRESS BUTTER SAND　さんすて岡山店 086-230-5339
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山南館2階

土産物店 土産物店

COUTURE FUKUIDO TOKYO 0869-53-4337
岡山市北区駅元町1番１号さん
すて岡山南館２階

土産物店 土産物店



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

西口（さんすて周辺）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

RINGO　岡山一番街店 086-225-4622 岡山市北区駅元町一番街地下 土産物店 土産物店

デニム研究所 by JAPAN BLUE　さんすて岡山
店

086-206-3955
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山北館1階

土産物店 土産物店

株式会社廣榮堂　さんすて岡山店 086-223-8644 岡山市北区駅元町1-1 土産物店 土産物店

宗家 源 吉兆庵　さんすて岡山店 086-225-6545
岡山市北区駅元町1－1－201
2階

土産物店 土産物店

ニッポンレンタカー岡山駅西口 086-214-0919 岡山市北区駅元町19-9 交通事業者 レンタカー

トヨタレンタリース岡山　岡山駅西口店 086-254-0100 岡山市北区駅元町11-10 交通事業者 レンタカー

トヨタレンタリース岡山　岡山駅西口広場前
店

086-253-0100 岡山市北区駅元町18-3 交通事業者 レンタカー

オリックスレンタカー岡山駅西口店 086-259-1543 岡山市北区駅元町30-17 交通事業者 レンタカー

ホテルグランヴィア岡山 086-234-7000 岡山市北区駅元町1-5 宿泊施設 売店・飲食等

ホテルリブマックス岡山WEST 086-898-3300 岡山市北区駅元町29-4 宿泊施設 売店・飲食等

ステーキの店　吉備　さんすて岡山 086-233-7060
岡山市北区駅元町1-1　さんす
て岡山2F

飲食店 鉄板・ステーキ

惣菜と定食 はしや 岡山一番街 086-235-0835
岡山市北区駅元町1-1　一番街
地下3号

飲食店 定食屋

JR駅レンタカー　岡山営業所 086-224-1363 岡山市北区駅元町1-1-201 交通事業者 レンタカー

マネケンJR岡山駅店 086-801-3045
岡山市北区駅元町1-1JR岡山駅
構内2階

飲食店 カフェ・スイーツ

吾妻寿司 さんすて岡山店 086-227-7337
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山2F

飲食店 和食・寿司・天ぷら

フルーツタルトファクトリー GOWDY さんす
て岡山

086-237-6777
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山2F

飲食店 テイクアウト

グランディール さんすて岡山店 052-218-4800
岡山市北区駅元町1-1さんすて
岡山内

飲食店 その他グルメ

サンマルクカフェ ＋Ｒ 岡山一番街店 086-212-0309 岡山市北区駅元町一番街地下6 飲食店 カフェ・スイーツ

はれもけも　さんすて岡山店 086-232-1504 岡山市北区駅元町1-1 飲食店 その他グルメ

ガッツレンタカー岡山駅西口店 086-230-7028
岡山市北区駅元町29-2　プレ
アール岡山駅前102

交通事業者 レンタカー



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

西口（商店街周辺）

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

ベネフィットホテル岡山駅前 086-222-8833 岡山市北区駅前町2-6-12 宿泊施設 売店・飲食等

長崎ちゃんめん　岡山伊福店 086-255-1856 岡山市北区伊福町4丁目4 飲食店 ラーメン・つけ麺

トヨタレンタリース新岡山　伊福町店 086-255-3985 岡山市北区伊福町2-1-7 交通事業者 レンタカー

あぶり酒家〇△□ 086-254-7440 岡山市北区奉還町1-5-17 飲食店 居酒屋・創作料理

旬彩　秀 086-239-9878 岡山市北区奉還町2-5-16 飲食店 居酒屋・創作料理

Ryoutei 086-214-3313 岡山市北区奉還町2-5-23 飲食店 居酒屋・創作料理

二代目まいぺん 086-253-6881 岡山市北区奉還町1-3-13 飲食店 居酒屋・創作料理

POLPO 086-255-4400 岡山市北区奉還町2-1-22 飲食店 ダイニングバー・バル

京もつ鍋ホルモン朱々　岡山奉還町店 086-236-9401 岡山市北区奉還町2-3-2 飲食店 和食・寿司・天ぷら

味の民芸　岡山奉還町店 086-255-2468 岡山市北区奉還町4-20-19 飲食店 そば・うどん

岡山中華そば　冨士屋 086-253-9759 岡山市北区奉還町2-3-8 飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉アンジー 086-239-9165 岡山市北区奉還町3丁目7-20 飲食店 焼肉・ホルモン

お好み焼きもり 086-253-9776 岡山市北区奉還町1丁目6番9号 飲食店 お好み焼き・もんじゃ

KAMP Backpackers Inn＆Lounge 086-254-1611 岡山市北区奉還町3-1-35 飲食店 カフェ・スイーツ

カフェ モン・ルポ 086-253-9399
岡山市北区奉還町1丁目13番10
号

飲食店 カフェ・スイーツ

観音山フルーツパーラーOKAYAMA 086-236-8511 岡山市北区奉還町1丁目5-15 飲食店 カフェ・スイーツ

キムラヤのパン奉還町東店 086-251-0228
岡山市北区奉還町2-1-15奉還
町商店街

飲食店 テイクアウト

アジアン食堂アチェチェ 086-252-5005 岡山市北区奉還町2-1-20 飲食店 アジア・エスニック

Guesthouse&Lounge とりいくぐる 086-250-2629 岡山市北区奉還町4-7-15 土産物店 土産物店

奉還町4丁目ラウンジ・カド 086-236-8326 岡山市北区奉還町4-7-22 飲食店 その他グルメ

ぶっかけふるいち　岡山健幸プラザ店 086-254-3939 岡山市北区絵図町1-50 飲食店 そば・うどん

ビッグボーイ岡山絵図店 086-214-3305 岡山市北区絵図町1-36 飲食店 ファミリーレストラン

ゲストハウスMEETS岡山 080-1356-7902 岡山市北区富町1-3-22 宿泊施設 売店・飲食等

バジェット・レンタカー岡山駅前西口店 086-250-8543 岡山市北区昭和町1-3 交通事業者 レンタカー

清風庵 086-252-3603 岡山市北区下伊福1-4-6 土産物店 土産物店



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

南方・大和田

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

吉野家　53号線国体町 086-256-6487 岡山市北区南方5丁目1-2 飲食店 丼もの

キムラヤのパン＆キムラヤサンドイッチカ
フェ　ハイスクールベーカリー店

086-256-5622 岡山市北区南方5-3-5 飲食店 テイクアウト

かつ亭　法界院店 086-238-8823
岡山市北区大和町2丁目4番30
号

飲食店 和食・寿司・天ぷら



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

大供・厚生町・大元

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

スシロー岡山大供店 086-234-7567 岡山市北区大供本町703-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

来来亭　岡山大供店 086-224-6661 岡山市北区大供本町708-2 飲食店 ラーメン・つけ麺

食堂きらく 086-206-2683 岡山市北区大供表町13-21 飲食店 定食屋

はなやか中央店 086-226-1077 岡山市北区大供表町４－５ 土産物店 その他

焼肉ひだや　大供店（ランチは使えません） 086-232-4129 岡山市北区大供1-2-1 飲食店 焼肉・ホルモン

焼肉きんぐ　岡山大供店 086-206-5029 岡山市北区大供2-4-6 飲食店 焼肉・ホルモン

ビジネスホテルウェル 086-233-1800 岡山市北区東古松1-1-28 宿泊施設 売店・飲食等

酔虎伝 大元店 086-803-3565 岡山市北区大元駅前3-27 飲食店 居酒屋・創作料理

ゆず庵　岡山大元店 086-239-9512 岡山市北区大元1-12-18 飲食店 和食・寿司・天ぷら

海都　本店 086-244-1448 岡山市北区大元2-4-5 飲食店 和食・寿司・天ぷら

サンマルク　大元 086-244-4309 岡山市北区大元2-6-18 飲食店 洋食

ふりか by 浦志満本舗 086-241-4728 岡山市北区大元1-11-17 飲食店 テイクアウト

フリュティエパスタ 086-805-8770 岡山市北区大元上町3-1 飲食店 イタリアン

岡山夢菓匠敷島堂　大元店 086-245-1059 岡山市北区西古松西町8-101 土産物店 土産物店

寿司・和食富久屋 086-243-2487
岡山市北区西古松1-36-19-
101

飲食店 和食・寿司・天ぷら

どんどん亭　大元店 086-243-4129 岡山市北区西古松252-105 飲食店 焼肉・ホルモン

焼肉秀吉　西古松 086-243-5487 岡山市北区西古松1-29-10 飲食店 焼肉・ホルモン

東風 086-243-1942 岡山市北区西古松2-24-16 飲食店 焼肉・ホルモン

ミート大元 	086-221-2929 岡山市北区	西古松87-1 飲食店 テイクアウト

喫茶お好み焼きおぞの 086-232-4680 岡山市北区厚生町２丁目15-13 飲食店 お好み焼き・もんじゃ

キムラヤのパン　岡山シティホテル厚生町店 086-236-3338 岡山市北区厚生町3-1-20 飲食店 テイクアウト

ニッポンレンタカー　岡山バン・トラックセ
ンター

086-224-0919 岡山市北区厚生町2-2-5 交通事業者 レンタカー

函館市場岡山新屋敷店 086-805-1309 岡山市北区新屋敷町2-10-17 飲食店 和食・寿司・天ぷら



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

北長瀬・問屋町

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

イタリア食堂　マンマ 086-243-0228 岡山市北区田中121-105 飲食店 イタリアン

平成レンタカー　岡山店 086-243-3663 岡山市北区田中624-6 交通事業者 レンタカー

フェリヌ.de.riz　ブランチ岡山北長瀬店 086-239-0666
岡山市北区北長瀬表町2-17-80
ブランチ岡山北長瀬B-140

飲食店 カフェ・スイーツ

カフェ＆レストラン　ナチュレ 086-244-1311 岡山市北区北長瀬表町1-4-10 飲食店 カフェ・スイーツ

CAFE Tokidoki KOEIDO ブランチ岡山北長瀬
店

086-250-5554 岡山市北区北長瀬表町2-17-80 飲食店 カフェ・スイーツ

炭焼ハンバーグ　MOBYダイニング 086-259-0290
岡山市北区北長瀬表町2-17-80
ブランチ北長瀬

飲食店 洋食

浦志満本舗若沼庵 086-244-5330 岡山市北区北長瀬表町3-11-18 土産物店 土産物店

ジョリーパスタ大野辻店 086-244-4890 岡山市北区中仙道1-1-5 飲食店 ファミリーレストラン

ゴーゴーカレー岡山中仙道スタジアム 086-238-0455 岡山市北区中仙道1-1-12 飲食店 洋食

KIMURAYABAKERY&SORA 086-245-5588 岡山市北区中仙道2丁目9-17 飲食店 テイクアウト

ココス大野辻店 050-3529-3635 岡山市北区中仙道1-1-1 飲食店 ファミリーレストラン

ふ～太　野田店 086-243-7066 岡山市北区野田2-9-7 飲食店 ラーメン・つけ麺

まいどおおきに食堂岡山大元食堂 086-244-0731 岡山市北区野田1丁目9-105 飲食店 ファミリーレストラン

ふく徳 086-246-6188 岡山市北区上中野2-4-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山下中野店 086-246-1203 岡山市北区下中野344-102 飲食店 洋食

いきなりステーキ　岡山下中野店 086-805-8208 岡山市北区下中野355-101 飲食店 鉄板・ステーキ

すわき後楽中華そば　下中野店 086-246-4656 岡山市北区下中野474-2 飲食店 ラーメン・つけ麺

ラーメン一蘭　岡山下中野店 086-245-0018 岡山市北区下中野354-102 飲食店 ラーメン・つけ麺

キムラヤのパン下中野店 086-243-2991 岡山市北区下中野348-101 飲食店 テイクアウト

インドダイニングカフェ　マター下中野店 086-245-0654 岡山市北区下中野718-106 飲食店 その他グルメ

オリックスレンタカー　岡山下中野店 086-245-3900 岡山市北区下中野358-101 交通事業者 レンタカー

楽食楽座　きえん 086-425-3665 岡山市北区下中野721-101 飲食店 居酒屋・創作料理

備前　今八右衛門 086-805-0038 岡山市北区今4丁目9-105 飲食店 居酒屋・創作料理

風風らーめん岡山北店 086-236-6690 岡山市北区今２－８－９ 飲食店 ラーメン・つけ麺

肉のサトウ商店　岡山ドーム前店 086-244-0310 岡山市北区今1-9-27 飲食店 焼肉・ホルモン

やまや岡山今店 086-242-0013 岡山市北区今3-26-1 土産物店 土産物店



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

北長瀬・問屋町

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

たろう食堂 086-243-4649 岡山市北区今3丁目24-30 飲食店 焼肉・ホルモン

カフェ青山　岡山本店 086-244-6888 岡山市北区今1-11-7 飲食店 カフェ・スイーツ

ウィズワタベ 086-245-2552 岡山市北区今6-19-8 土産物店 その他

バジェット・レンタカー岡山店 086-245-0543 岡山市北区今3丁目-24-41 交通事業者 レンタカー

地鶏陶板焼　炙(abura) 086-805-2941 岡山市北区問屋町27-107 飲食店 居酒屋・創作料理

讃岐の男うどん　問屋町テラス店 086-250-7900
岡山市北区問屋町15-101問屋
町テラス

飲食店 そば・うどん

喫茶　流儀 086-243-0880
岡山市北区問屋町11-
106BOOTH BLD 201

飲食店 洋食

コムクレープ岡山問屋町店 086-241-6981 岡山市北区問屋町10-101 飲食店 カフェ・スイーツ

パティスリースゥエ 086-239-0443 岡山市北区問屋町21-102 飲食店 カフェ・スイーツ

アカバナサンド岡山問屋町店 086-244-5170 岡山市北区問屋町10-101 飲食店 テイクアウト

グレイトフルズ岡山問屋町店 086-241-7117 岡山市北区問屋町10-101 飲食店 その他グルメ



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

津島方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

洋食レストラン　エルグレコ 086-253-1771 岡山市北区学南町2-5-14 飲食店 洋食

ロイヤルホスト岡山学南店 086-255-1401 岡山市北区学南町1-6-6 飲食店 ファミリーレストラン

Zona ITALIA岡山 086-239-0039 岡山市北区学南町1丁目3-2 飲食店 イタリアン

リーセントカルチャーホテル 086-253-2233 岡山市北区学南町1-3-2 宿泊施設 売店・飲食等

池田動物園 086-252-2131 岡山市北区京山2-5-1
アクティビ
ティ

その他

焼き鳥一番岡山中央病院前 086-251-1820
岡山市北区伊島町2-13-25ラグ
ゼ1F

飲食店 焼鳥・串揚げ

鮨　天婦羅　さかな家 086-253-7168 岡山市北区伊島町2丁目20-22 飲食店 和食・寿司・天ぷら

牛角・温野菜 岡山津島店 086-250-4129 岡山市北区伊島北町21-1 飲食店 居酒屋・創作料理

くら寿司岡山北店 086-250-0610 岡山市北区伊島北町4-7 飲食店 和食・寿司・天ぷら

かつ丼城下町　津島店 086-250-2900 岡山市北区伊島北町25-1 飲食店 丼もの

モスバーガー 岡山京山店 086-214-3001 岡山市北区伊島北町9-15 飲食店 ファーストフード

旬菜桜梅 086-234-8842 岡山市北区津島東1丁目4番1号 飲食店 中華・台湾

餃子食堂マルケン　岡大前店 086-898-2033
岡山市北区津島新野1-1-6赤木
ビル1階

飲食店 中華・台湾

タンドールバル＆カフェ 086-252-7799 岡山市北区津島新野1丁目1-28 飲食店 アジア・エスニック

餃子の王将　岡山京山店 086-251-1688 岡山市北区津島京町1-2-11 飲食店 中華・台湾

洋食屋ルーアン 086-252-3789
岡山市北区津島笹が瀬4-3アル
フォーレ

飲食店 洋食



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

一宮・津高

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

ベビーフェイスプラネッツ　岡山インター店 086-250-4476 岡山市北区谷万成2-9-76 飲食店 洋食

リトファン・イタリアーノ　岡山店 086-253-8670 岡山市北区万成西町2-50 飲食店 イタリアン

焼肉ひびき京山店 086-253-5829 岡山市北区谷万成1丁目10-20 飲食店 焼肉・ホルモン

ジョリーパスタ津島西坂店 086-256-1557 岡山市北区津島西坂2-4-7 飲食店 ファミリーレストラン

いわ栄　津高店 086-898-2855 岡山市北区横井上113-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

うどん鳴子屋 086-255-7658 岡山市北区横井上30-1 飲食店 そば・うどん

花かまくら　津高店 086-294-1133 岡山市北区横井上209 飲食店 カフェ・スイーツ

キムラヤのパン横井店 086-294-4312 岡山市北区横井上1741-2 飲食店 テイクアウト

はなやか津高店 086-294-2096 岡山市北区横井上７９３－１ 土産物店 その他

タワーコーヒー 086-259-1003 岡山市北区横井上20-3 飲食店 カフェ・スイーツ

食彩むく乃実 086-284-0048 岡山市北区楢津216-8 飲食店 定食屋

キムラヤのパン＆キムラヤサンドイッチカ
フェ　一宮店

086-284-5228
岡山市北区楢津659-1（マルナ
カ一宮店敷地内）

飲食店 テイクアウト

モスカートビアンコ 086-284-8822
岡山市北区今岡705-1吉備サー
ビスエリア上り線

飲食店 テイクアウト

吉備サービスエリア上り線　レストラン 086-284-8822
岡山市北区今岡705-1吉備サー
ビスエリア上り線

飲食店 その他グルメ

山陽自動車道吉備サービスエリア下り線　温
羅の里

086-284-8600 岡山市北区今岡476 飲食店 その他グルメ

吉備サービスエリア上り線　売店 086-284-8822
岡山市北区今岡705-1吉備サー
ビスエリア上り線

土産物店 道の駅

吉備サービスエリア下り線　ショッピング
コーナー

086-284-8600 岡山市北区今岡476 土産物店 その他

八剣伝　岡山一宮店 086-284-7890 岡山市北区一宮131-2 飲食店 居酒屋・創作料理

かもがた亭　岡山一宮店 086-284-9088 岡山市北区一宮129-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

有限会社板野酒造場 086-284-1161 岡山市北区一宮３５番地
アクティビ
ティ

その他

うどん一歩　一宮店 086-362-7343 岡山市北区一宮1228 飲食店 そば・うどん



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

奥田方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

中華料理浩源 086-230-1851
岡山市北区京町6-16メゾンタ
カ

飲食店 中華・台湾

くら寿司岡山十日市店 086-801-4610 岡山市北区十日市中町6-31 飲食店 和食・寿司・天ぷら

八剣伝　岡山十日市店 086-235-1214 岡山市北区十日市西町1-7 飲食店 居酒屋・創作料理

株式会社Heiwa Taxi Corp. 086-223-6161
岡山市北区十日市西町11-7十
日市ブランビル1F

交通事業者 タクシー

萬歳酒造 086-222-3836 岡山市北区旭本町1-38 土産物店 土産物店

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山岡南店 086-225-5575 岡山市北区岡南町2丁目6-52 飲食店 洋食

岡山電気軌道 086-224-4100
岡山市北区岡南町1丁目14番41
号

交通事業者 バス

月曜からアイス　岡山店 086-201-0003
岡山市北区岡南町2丁目1-
5HIROTA-BILD1F

飲食店 カフェ・スイーツ

スタイル 086-221-5177 岡山市北区岡町6-9 飲食店 テイクアウト

大蓮香 086-236-1320 岡山市北区奥田本町16-28 飲食店 中華・台湾

キムラヤのパン岡輝店 086-201-5008
岡山市北区奥田本町3-1ハピー
ズ岡輝店内

飲食店 テイクアウト

味の民芸岡山奥田店 086-222-2950 岡山市北区奥田1-2-20 飲食店 そば・うどん

日乃屋カレー　岡山十日市店 086-230-0423 岡山市北区神田町2-5-21 飲食店 洋食

ブラッスリープティ モンタニュ 086-230-1969
岡山市北区蕃山町2-12ホーメ
ストハイツ蕃山町103

飲食店 洋食

THE BLACK BULL CLUB岡山店 086-230-1279
岡山市北区田町2-14-11シャン
ティー田町ビル1F

飲食店 居酒屋・創作料理

焼肉レストラン大日亭　青江店 086-201-8929 岡山市北区富田175-9 飲食店 焼肉・ホルモン

備前　青江八右衛門 086-803-5480 岡山市北区青江5丁目2-15 飲食店 居酒屋・創作料理

八剣伝　青江店 086-221-7356 岡山市北区青江2丁目7-61 飲食店 居酒屋・創作料理

ホワイトドラマ 086-238-3442 岡山市北区青江2丁目13-1 飲食店 フレンチ

倉式珈琲店岡山青江店 086-801-0851 岡山市北区青江1-12-12 飲食店 カフェ・スイーツ

ジョリーパスタ青江店 086-221-6291 岡山市北区青江5-22-22 飲食店 ファミリーレストラン

フルーツショップかつら木 086-223-6707 岡山市北区青江1-20-7 土産物店 土産物店

ステーキのどん岡山店 086-221-4188 岡山市北区青江1-7-26 飲食店 ファミリーレストラン

愛えん 086-227-0101 岡山市北区青江1丁目4-12 飲食店 定食屋

SPA&Welnessぽかぽか 086-221-0010 岡山市北区青江2-4-15
アクティビ
ティ

日帰り温泉施設



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

高柳・大安寺

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

しゃぶしゃぶ温野菜　岡山高柳店 086-259-2880 岡山市北区高柳東町14-5 飲食店 居酒屋・創作料理

かもがた茶屋　岡山高柳店 086-253-8855 岡山市北区高柳西町8-21 飲食店 和食・寿司・天ぷら

丸源ラーメン 岡山高柳店 086-728-0356 岡山市北区高柳西町7-45 飲食店 ラーメン・つけ麺

岡山西崎食堂 086-898-1521 岡山市北区西崎町1-8-3 飲食店 定食屋

中華園　岡山本店 086-201-6040 岡山市北区西崎1-8-30 飲食店 中華・台湾

岡山中央個人タクシー 086-214-5401 岡山市北区大安寺中町2-1 交通事業者 タクシー

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山大安寺店 086-214-1677
岡山市北区大安寺南町一丁目7
番3号

飲食店 洋食

来来亭　岡山大安寺店 086-253-7334
岡山市北区大安寺南町2丁目1
－28

飲食店 ラーメン・つけ麺

焼肉秀吉　大安寺 086-256-4129 岡山市北区大安寺南町1-2-3 飲食店 焼肉・ホルモン

吉野家　岡山大安寺 086-214-2676
岡山市北区大安寺南町1丁目6-
1

飲食店 丼もの

梅の花　岡山店 086-214-5881 岡山市北区大安寺南町2-5-22 飲食店 和食・寿司・天ぷら

海都　大安寺店 086-256-1118 岡山市北区野殿東町1-55 飲食店 和食・寿司・天ぷら

千房　岡山大安寺店 086-255-9830 岡山市北区野殿東町1-46 飲食店 お好み焼き・もんじゃ

ミスタードーナツ大安寺ショップ 086-254-6626 岡山市北区野殿東町1-56 飲食店 カフェ・スイーツ

やよい軒 ラ・ムー大安寺店 086-251-6008 岡山市北区野殿東町 １-５５ 飲食店 定食屋



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

高松・足守

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

稲荷ときわや 086-287-3088 岡山市北区高松稲荷589 飲食店 和食・寿司・天ぷら

姫屋 086-287-2234 岡山市北区高松稲荷619 土産物店 土産物店

稲荷交通株式会社 086-253-8559 岡山市北区吉備津266-1 交通事業者 タクシー

桃太郎 086-287-5654 岡山市北区吉備津915 飲食店 そば・うどん

九州筑豊ラーメン　備中高松店 086-287-9282 岡山市北区小山494-7 飲食店 ラーメン・つけ麺

サーティワンアイスクリーム　備中高松店 086-287-9511 岡山市北区小山531 飲食店 カフェ・スイーツ

上之蔵（板野酒造本店） 086-295-0025 岡山市北区大井2272 土産物店 土産物店

足守プラザ 086-295-0001 岡山市北区足守979
アクティビ
ティ

その他

庭瀬方面

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

モスバーガー岡山花尻店 086-251-3939 岡山市北区白石東新町2-110 飲食店 ファーストフード

元町珈琲　岡山西の離れ 086-250-2358 岡山市北区白石235-7 飲食店 カフェ・スイーツ

大家族の湯 086-805-4126 岡山市北区久米１９７－１
アクティビ
ティ

日帰り温泉施設

トヨタレンタリース新岡山　岡山久米本店 086-805-6677 岡山市北区久米158-2 交通事業者 レンタカー

はま寿司　岡山久米店 086-242-5575 岡山市北区久米199-1 飲食店 和食・寿司・天ぷら

はなまるうどん　岡山今保店 086-805-7870 岡山市北区今保96 飲食店 そば・うどん

カレーハウスCoCo壱番屋　岡山庭瀬店 086-250-7795 岡山市北区平野972-3 飲食店 洋食

キムラヤのパン庭瀬店 086-293-0147
岡山市北区平野920わたなべ生
鮮館内

飲食店 テイクアウト

ホテル　ファインガーデン　岡山Ⅱ 086-293-6221 岡山市北区平野610-4 飲食店 その他グルメ

吉備タクシー 086-293-1414 岡山市北区平野1012-17 交通事業者 タクシー

大衆焼肉みんなのにしき 086-293-0968 岡山市北区庭瀬312-1 飲食店 焼肉・ホルモン

岡山夢菓匠敷島堂　庭瀬店 086-239-7455 岡山市北区庭瀬241-1 土産物店 土産物店

すわき後楽中華そば　庭瀬店 086-292-0834 岡山市北区撫川76-1 飲食店 ラーメン・つけ麺



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

空港・御津・建部

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

筑豊ラーメン山小屋岡山空港店 086-294-8170 岡山市北区日応寺1277 飲食店 ラーメン・つけ麺

レストランシャロン　岡山空港店 086-294-4107
岡山市北区日応寺1277岡山空
港ターミナル2階

飲食店 その他グルメ

岡山特産館　桃太郎 086-294-5606
岡山市北区日応寺1277番地旅
客ターミナル1階

土産物店 その他

オリックスレンタカー　岡山空港店 086-294-5543 岡山市北区日応寺1589-1 交通事業者 レンタカー

平成レンタカー　岡山空港店 086-294-1645 岡山市北区日応寺1072-1 交通事業者 レンタカー

ニッポンレンタカー岡山空港営業所 086-294-3919 岡山市北区日応寺1428-1 交通事業者 レンタカー

トヨタレンタリース岡山　岡山空港店 086-294-2100 岡山市北区日応寺1565 交通事業者 レンタカー

ニコニコレンタカー　岡山空港日応寺店 086-259-1765 岡山市北区日応寺1078-8 交通事業者 レンタカー

ANA FESTA岡山ゲート店 086-294-3361
岡山市北区日応寺１２７７岡山
空港ターミナルビル2F　国際

土産物店 土産物店

サンマルクカフェ 岡山空港店 086-294-8309
岡山市北区日応寺1277岡山空
港ビル

飲食店 カフェ・スイーツ

天満屋　岡山桃太郎空港ショップ 086-294-4761
岡山市北区日応寺1277岡山桃
太郎空港2階

土産物店 土産物店

レスパール藤ヶ鳴　四季のかばん 086-294-1717 岡山市北区菅野3399-1 宿泊施設 売店・飲食等

はなやか一宮店 086-286-0040 岡山市北区芳賀１２８８－５ 土産物店 その他

まやかみ農園 086-250-0056 岡山市北区三和1398-16 土産物店 その他

山上青空市「道畑」 086-295-2955 岡山市北区山上575 土産物店 土産物店

tamago　farm 070-8325-9582 岡山市北区金山寺808 飲食店 カフェ・スイーツ

招き猫美術館 086-228-3301 岡山市北区金山寺865-1
アクティビ
ティ

博物館等

omoや545 050-3740-8545 岡山市北区御津新庄545 飲食店 カフェ・スイーツ

岡山北ゴルフ倶楽部 086-724-1100 岡山市北区御津中山361
アクティビ
ティ

アウトドア・スポーツ体
験

まつだ牧場ミルク工房 086-724-3399 岡山市北区御津河内2987-119 飲食店 カフェ・スイーツ

nano cafe&bar 090-8968-4981 岡山市北区御津高津1425 飲食店 カフェ・スイーツ

成広タクシー 086-724-0818 岡山市北区御津金川439 交通事業者 タクシー

桜交通 086-724-0550 岡山市北区御津金川271-4 交通事業者 タクシー

くぼ農園 086-726-0511 岡山市北区御津紙工2747-1
アクティビ
ティ

果物狩り・観光農園

すぎ茶屋 086-722-1241 岡山市北区建部町川口1552 飲食店 そば・うどん



 2022/10/28時点の情報です。最新の情報は各店舗にご確認ください。

「観光クーポン券」が使えるお店

岡山市北区
マップで確認☆彡

空港・御津・建部

店舗名 電話番号 住所 お店種類 内容

グレート岡山ゴルフ倶楽部 086-722-2311 岡山市北区建部町吉田713-2
アクティビ
ティ

アウトドア・スポーツ体
験

たけべの森ゴルフ倶楽部 086-722-2200 岡山市北区建部町中田1046-1
アクティビ
ティ

アウトドア・スポーツ体
験

たけべ八幡温泉 086-722-2500 岡山市北区建部町建部上510-1
アクティビ
ティ

日帰り温泉施設
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