
HP掲載用 加盟店 事業者（店舗）コード一覧 2023年02月01日現在

事業者コード 店舗_名称 店舗_市区町村
551010861 ＃８　WIRE 玉野市
551009313 &GRILL 倉敷市
551016819 （有）新田菓子舗 ヒルゼン高原センター店 真庭市
551021634 .KOMBINAT 倉敷市
551005533 【1/23-2/9休業】サーティワンアイスクリーム　児島店 倉敷市
551016711 038 OMIYA 倉敷市
551008674 046pafe 岡山市東区
551026224 1518珈琲 岡山市北区
551014209 2ndLife  Dining Place 岡山市北区
551014389 35R/ここち 美作市
551021967 5_Cs（ファイブシー） 倉敷市
551025108 727　ISLANDS　COFFEE　BAR 岡山市北区
551017512 72cafe 倉敷市
551023542 8番らーめんアクロスプラザ児島店 倉敷市
551026899 8番らーめん連島店 倉敷市
551022120 ABRI Diner アブリダイナー 岡山市北区
551009439 ADLERCOFFEE 岡山市北区
551000925 al bacio 岡山市北区
551014749 ALARA CURRY 岡山市北区
551025117 ALARA　CURRY　kinnamomon 岡山市北区
551024595 ANA FESTA 岡山ゲート店 岡山市北区
551003166 artcafe夢二 岡山市中区
551020248 Azjina 新見市
551013579 azovii jewelry 美作市
551004219 BAR Connect 岡山市北区
551005983 BAR FLOG 倉敷市
551025063 BAR hellcat 苫田郡鏡野町
551005002 BAR K-FLAT 真庭市
551026368 Bar OZ 岡山市北区
551006253 Bar Remembrance 倉敷市
551003994 BAR VAGABOND 岡山市北区
551008467 Bar 今宵月のもとに 倉敷市
551003742 Barrel house 岡山市北区
551025999 BASE 101％－NISHIAWAKURA－ 英田郡西粟倉村
551012436 BLUE　TRICK　井原店 井原市
551012445 BLUE　TRICK　児島ジーンズストリート店 倉敷市
551012454 BLUE　TRICK　美観地区店 倉敷市
551015766 BLUE WALL 児島店 倉敷市
551008215 BLUEM 倉敷市
551023326 BLUESAKURA JEANS STREET 倉敷市
551023317 BLUESAKURA KURASHIKI 倉敷市
551021949 BLUNO BAR 玉野市
551015757 BLUXE児島店 倉敷市
551023668 bollard 玉野市
551023659 BOLLARD COFFEE 玉野市
551026557 Bon Chaperai さんすて岡山店 岡山市北区
551018871 Bonvoyage 倉敷市
551022660 Boulangerie mugi 倉敷市
551023974 Bricole 倉敷市
551007801 BullPull　アリオ倉敷店 倉敷市
551027538 by cifaka 岡山市北区
551001393 CAFE 2MUG 倉敷市
551000295 cafe　Antenna 岡山市北区
551011689 CAFE bird 真庭市
551006127 café　BISCUIT 倉敷市
551021940 CAFÉ BLUNO 玉野市
551015775 Cafe JAPAN BLUE GARDEN 倉敷市
551008692 cafe moni 岡山市北区
551015829 cafe　NATURE 倉敷市
551016783 CAFE REGOD 倉敷市
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551016234 Cafe Seed of Life 岡山市北区
551011356 Cafe&bardouze 岡山市東区
551021715 CafeBar紬（かふぇばーつむぎ） 倉敷市
551001924 CafeMulberry 備前市
551000421 cafe寿司一　本店 新見市
551014884 cafe晴風船 備前市
551024856 CAMI RETREAT OKAYAMA 玉野市
551001204 CASUAL ITALIAN BAGGIO 岡山市北区
551023146 Casual Kitchen 柳町食堂 岡山市北区
551006496 CCCSCD 岡山市北区
551015181 Chambre d'hote Ｅ 久米郡美咲町
551015847 Chano-ma岡山 岡山市北区
551022570 Ciel serein SEASON 倉敷市
551013876 coffee ＆ lunch TaLK 真庭市
551023299 COFFEE+BAR FIDELITY 倉敷市
551011059 commonplace 倉敷市
551015451 COUTUREFUKUIDOTOKYO 岡山市北区
551011392 CRAFT work inc. 倉敷市
551020788 crepe chat chat 津山市
551020752 Crepuscule 倉敷市
551020851 CUORE倉敷 倉敷市
551027547 DADACCO本店　倉敷駅前店 倉敷市
551022840 Daddy Soo 倉敷市
551025126 DEAN＆DELUCA岡山 岡山市北区
551026386 DENIM BAR ジーンズストリート店 倉敷市
551020509 DENIM HOSTEL float 倉敷市
551010762 Dot　Cafe(ドット　カフェ) 美作市
551016009 Duomo ドゥオモ 岡山市北区
551016702 EDGE OF LINE 倉敷市
551021256 e-economy 津山市
551013561 eritto store + ERITTO&Co.labo 倉敷市
551026395 faim de loup（ファンデル） 岡山市北区
551021877 FIREPIT GRILL（ファイヤーピットグリル） 真庭市
551000457 FLAGO 倉敷市
551013471 ＦＬＡＴ児島本店 倉敷市
551013489 ＦＬＡＴ倉敷美観地区店 倉敷市
551008098 FLEXCAFE 津山市
551018898 FLUI 倉敷市
551014821 FRUITHOUSE 赤磐市
551021076 Frurela 岡山市北区
551023434 Gohandocoro がり 津山市
551009925 GOHOBIさんすて岡山店 岡山市北区
551009916 GOHOBI倉敷美観地区店 倉敷市
551016126 GOLDEN NUGGET BUDDIES 倉敷市
551017323 Gourmand Sonowa 岡山市北区
551020608 GREENable　HIRUZEN 真庭市
551025369 Guesthouse&Lounge とりいくぐる 岡山市北区
551024181 Habitat Diningbar(ハビタット　ダイニングバル) 岡山市北区
551012724 Harevaja 笠岡市
551019906 HEART MADE BASE児島ファクトリーショップ 倉敷市
551019915 HEART MADE BASE倉敷阿知店 倉敷市
551019924 HEART MADE BASE大原美術館店 倉敷市
551023263 HI,CHEESE！イオンモール倉敷店 倉敷市
551007954 ｈｉｂｉｋｉ屋 岡山市北区
551025630 Hikami Corporation 笠岡市
551007648 HiyoriCoffeeアリオ倉敷店 倉敷市
551005956 IBARA DENIM HOTELS 舞鶴楼 井原市
551014326 Ile d'or Cafe & Guesthouse 笠岡市
551023173 inn see(インシー) 倉敷市
551022741 INOBE 倉敷市
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551001051 Iza Bar With 岡山市北区
551015748 JAPAN BLUE JEANS 児島店 倉敷市
551012409 JEANZOO 倉敷市
551023623 JR駅レンタカー　岡山営業所 岡山市北区
551023632 JR駅レンタカー　新倉敷営業所 倉敷市
551023641 JR駅レンタカー　倉敷営業所 倉敷市
551018601 Juju岡山店 岡山市北区
551026584 KAKKY's BAR 岡山市北区
551012922 KAMP Backpackers Inn＆Lounge 岡山市北区
551021841 KEIRIN HOTEL10 玉野市
551010078 KENBI　cifaka 岡山市北区
551010834 KEN工房 真庭市
551024226 kien's食堂 岡山市北区
551019681 KIMURAYABAKERY&SORA 岡山市北区
551001411 ｋｏｂａｃｏｆｆｅｅ 倉敷市
551012391 kojima market place 児島店 倉敷市
551012418 kojima market place 美観地区店 倉敷市
551010357 Korean Cafe&Dining TANATANA(タナタナ) 岡山市北区
551014731 KOREAN DINING CHANG 倉敷市
551024433 KOTOBUKI 倉敷市
551026098 La casa 倉敷市
551008341 Laitage みるく舎 高梁市
551021571 LaPirata　-ラ・ピラータ- 瀬戸内市
551027331 little 岡山 岡山市北区
551009349 logique 総社市
551014416 LOMA 真庭市
551017395 LUCE　Wine＆Tapas 倉敷市
551022336 MARUGO　KURASHIKI 倉敷市
551005875 ＭＡ－なべや岡山店 岡山市北区
551025657 MERCI MONCHER 岡山市北区
551015136 MOBY岡山駅前店 岡山市北区
551021895 MOUNTAIN MOUNTAIN(マウンテン マウンテン) 真庭市
551013786 MSファーム 新見市
551011554 MuuSAN63 倉敷市
551016072 NAGI Kurashiki Hotel & Lounge 倉敷市
551023407 Nanahuku 倉敷市
551017044 nana's green tea アリオ倉敷店 倉敷市
551017053 nana's green tea イオンモール岡山店 岡山市北区
551023560 nano cafe&bar 岡山市北区
551023902 Nicoスムージー 津山市
551026413 Noah's ark（ノアの方舟） 倉敷市
551023362 NobenoBe 岡山市北区
551007873 node　cafe&deli 津山市
551003274 NostalgieCafeろまん亭 真庭市
551023461 ntsレンタカー 倉敷市
551012562 OLIVA SICULA 真庭市
551019105 omoや545 岡山市北区
551018169 ONO+8186 倉敷市
551010924 OSARUNABANANA 浅口市
551023533 Osteria aon(オステリア あおん) 岡山市北区
551001087 Peru GRILL 岡山市北区
551017332 piaSapido倉敷店 倉敷市
551001627 Picnic or market? 真庭市
551025711 Pizzeria CONO FORESTA 倉敷市
551005839 POLPO 岡山市北区
551015244 PRESS BUTTER SAND さんすて岡山店 岡山市北区
551026161 PUBLIC 岡山市北区
551025135 RACCOS　BURGER　GRACE 岡山市北区
551016441 Raystore 倉敷市
551016252 RESTAURANT WELLINGTON 岡山市中区
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551015523 RINGO岡山一番街店 岡山市北区
551005128 Rossa 瀬戸内市
551021274 ROUND1岡山妹尾店 岡山市南区
551022687 RUSH 岡山市北区
551002689 RYOUTEIハートランド田町店 岡山市北区
551002671 Ryoutei奉還町本店 岡山市北区
551003589 SABAR+岡山店 岡山市北区
551008809 Seaside　Park 玉野市
551025765 Senio second 倉敷市
551022750 Seventh Sense Folklore児島店 倉敷市
551009466 shop 三宅商店 倉敷市
551008287 SLASH 倉敷市
551021742 sorairoMART（そらいろまーと） 笠岡市
551025396 SPA&Wellnessぽかぽか 岡山市北区
551009979 STAND１－１ 岡山市北区
551009961 STAND６－１０ 岡山市北区
551020716 STAYBAR 美作市
551011797 Stella Cafe 備前市
551025162 TAKOYAKI　BAR　REEF 岡山市北区
551019978 ＴＡＮＥ 倉敷市
551023335 T-ASSAC 倉敷市
551021751 TeaWay　イオンモール倉敷店 倉敷市
551015298 Tee Be Roo 倉敷市
551024235 Teppan Bar RYO 津山市
551020599 Teppan Dining SUGI 岡山市北区
551020572 Teppan Dining YUU 倉敷市
551014218 tesoro 倉敷市
551001582 tetta cafe 新見市
551024613 THE CENTRAL BUFFET イオンモール岡山 岡山市北区
551004174 THE MAGRITTE 岡山市北区
551027511 Tommy Shokudo 岡山市北区
551004849 Twilight Hotel お多福INN 笠岡市
551008773 UNO HOTEL　瀬戸内レストランBLUNO 玉野市
551011662 UPINNカフェ 玉野市
551020833 VANSAN 岡山市北区
551025567 VIGNETTE 岡山市北区
551007324 WASHU BLUE RESORT 風籠 倉敷市
551013552 WASHUBLUERESORT風籠　日帰り入浴 倉敷市
551013543 WASHUBLUERESORT風籠　竜宮の遣い 倉敷市
551010168 YAKINIKU DINING きらく 備前市
551022867 Zona ITALIA岡山 岡山市北区
551004435 アーリーモーニング 新見市
551023758 アイス工房　優 津山市
551010384 アイリ― 赤磐市
551019393 アイリス備前焼陶房 瀬戸内市
551023911 アヴェニュウ 倉敷市
551024541 あがいやんせ　イオンモール津山店 津山市
551013678 あかつきの蔵 小田郡矢掛町
551021904 アカバナサンド岡山問屋町店 岡山市北区
551001618 アジアな季節SORA 倉敷市
551015289 あじ彩　真 岡山市北区
551015658 あずまや玉島店 倉敷市
551013849 あちの郷　つね家 倉敷市
551021013 アチブランチ 倉敷市
551022039 あっちゃんの大きな木 津山市
551022480 アパホテル倉敷駅前 倉敷市
551027502 炙DINING　黒豹 総社市
551018304 あぶと倉敷館 倉敷市
551018313 あぶと倉敷館天領 倉敷市
551001303 あぶり酒家〇△□ 岡山市北区
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551018196 あぶり亭 美作市
551022318 アペティート 岡山市北区
551005848 あべべ 岡山市北区
551024001 あまみね 倉敷市
551024262 ありき 岡山市北区
551023290 アリスの庭 倉敷市
551002482 アンソレイユ 岡山市北区
551002473 アントロワ 岡山市北区
551002041 いがらしゆみこ美術館 倉敷市
551002338 いきなりステーキ　岡山下中野店 岡山市北区
551009628 いざ酔いの月 岡山市北区
551013912 イタリア食堂　マリア 倉敷市
551006082 イタリア食堂　マンマ 岡山市北区
551000871 いち福 真庭市
551017521 いづつや　児島店 倉敷市
551018403 いづみタクシー有限会社 倉敷市
551020869 いぶきの里スキー場 新見市
551025333 イベントホール　フェリススクエア 津山市
551022192 いろりや　月天 岡山市北区
551005344 いわ栄　イオンモール岡山店 岡山市北区
551005353 いわ栄　中庄本店 倉敷市
551005362 いわ栄　津高店 岡山市北区
551010186 インド料理シボン 美作市
551021787 ヴィ・ド・フランス　岡山店 岡山市北区
551002896 ウィズワタベ 岡山市北区
551024415 ウェルネス日生 備前市
551002455 ウッディハウス加茂 津山市
551004984 ウッドパオ 真庭市
551025279 うどん一歩　一宮店 岡山市北区
551025270 うどん一歩　玉野メルカ店 玉野市
551000115 うどん処本峰 真庭市
551006163 うどん坊かがみの 苫田郡鏡野町
551011653 ウノポートイン 玉野市
551000313 うまいもん　あるもに 岡山市北区
551022777 ウメ子の家岡山本町店 岡山市北区
551016891 えびす屋倉敷 倉敷市
551008188 おいしい野菜と自然派ワイン　ナチュレルモン 岡山市北区
551026233 オールカフェ×タニタカフェ　あちてらす倉敷店 倉敷市
551003886 おかでんミュージアム 岡山市中区
551027484 岡山ビューホテル 岡山市北区
551013588 おかやまファーマーズマーケットノースヴィレッジ 勝田郡勝央町
551006577 おかやまフォレストパーク　ドイツの森 赤磐市
551007972 おかやま駅弁 岡山市北区
551008035 おかやま駅弁　さんすて岡山店 岡山市北区
551005614 おこのみやき大国屋 小田郡矢掛町
551006037 おざきや　あわくらんど店 英田郡西粟倉村
551006028 おざきや　倉敷店 倉敷市
551006046 おざきや　本店 岡山市中区
551010753 おさふねサービスエリア 瀬戸内市
551027493 お食事処・居酒屋　悟天 岡山市北区
551022534 オジョチゴ 岡山市北区
551014371 おのしん 笠岡市
551020581 おばんざい　杉壱 倉敷市
551026134 おひつごはん四六時中　イオン倉敷店 倉敷市
551026080 おひつごはん四六時中　海の穂まれイオンモール岡山店 岡山市北区
551019294 おまち堂宇野港本店 玉野市
551006919 おみやげ街道　岡山新幹線上り店 岡山市北区
551006955 おみやげ街道　山陽伯備店 岡山市北区
551007009 おみやげ街道　瀬戸大橋店 岡山市北区
551022759 おみやげ街道グランヴィア岡山店 岡山市北区

5 / 35 ページ



HP掲載用 加盟店 事業者（店舗）コード一覧 2023年02月01日現在

事業者コード 店舗_名称 店舗_市区町村
551007558 おみやげ街道さんすて岡山店 岡山市北区
551007054 おみやげ街道せとうちCUBE店 岡山市北区
551007045 おみやげ街道岡山新幹線下り店 岡山市北区
551007063 おみやげ街道晴れの国 岡山市北区
551008026 おみやげ街道晴れの国三好野売店 岡山市北区
551010825 おみやげ街道倉敷 倉敷市
551007081 おみやげ街道茶屋町店 倉敷市
551007072 おみやげ街道桃太郎 岡山市北区
551015541 おむらいす亭　イオンモール倉敷店 倉敷市
551013444 おもちゃ王国 玉野市
551023398 オリックスレンタカー岡山駅西口店 岡山市北区
551006307 オリックスレンタカー岡山駅東口店 岡山市北区
551006316 オリックスレンタカー岡山下中野店 岡山市北区
551006298 オリックスレンタカー岡山空港店 岡山市北区
551006334 オリックスレンタカー倉敷笹沖店 倉敷市
551006352 オリックスレンタカー津山店 津山市
551004777 お菓子の店キシモト 津山市
551004795 お好みハウスシェトワ 玉野市
551001438 お好み焼　一休 和気郡和気町
551004579 お好み焼　三枝 津山市
551012913 お好み焼　鉄板焼　いちへ倉敷インター店 倉敷市
551025207 お好み焼き　しげちゃん 勝田郡勝央町
551006136 お好み焼き・鉄板焼　煉瓦亭 倉敷市
551008269 お好み焼きラブリー 浅口郡里庄町
551010276 お好み焼きレストラン　ベル 岡山市南区
551012742 お酒のつなしま 都窪郡早島町
551007513 お酒の倉庫　備中屋 倉敷市
551000853 お食事処　カモイ 倉敷市
551013687 お食事処　ゆらり 小田郡矢掛町
551021301 お食事処　雲海 美作市
551008854 お食事処　和 玉野市
551003571 お食事処「鶴形」 倉敷市
551024190 お食事処あさひ 瀬戸内市
551021058 お食事処西蔵 真庭市
551021184 お惣菜せんべろ 岡山市北区
551022156 カーサタケダ 笠岡市
551009214 ガーデンラウンジ 津山市
551021157 カイセンとシャリ 倉敷市
551005047 かがみの近代美術館 苫田郡鏡野町
551021175 カクテルバー　サムサラ 岡山市北区
551002257 カジュアルダイニング　URBANO 岡山市北区
551018889 かしわ溶岩焼の店 倉敷市
551022561 カスリラ＆うつわ四季 倉敷市
551022714 かつぎ屋アリオ倉敷店 倉敷市
551024973 ガッツレンタカー岡山駅西口店 岡山市北区
551004165 がってん八兵衛 岡山市北区
551021454 かっぱ寿司　笠岡店 笠岡市
551021418 かっぱ寿司　児島店 倉敷市
551021409 かっぱ寿司　倉敷店 倉敷市
551021427 かっぱ寿司　総社店 総社市
551021445 かっぱ寿司　大福店 岡山市南区
551021436 かっぱ寿司　津山店 津山市
551005497 かつ一番　広江店 倉敷市
551005506 かつ一番　倉敷店 倉敷市
551003346 カツ陣　山陽店 赤磐市
551003355 カツ陣　津山店 津山市
551004741 かつ丼城下町津島店 岡山市北区
551001564 かに道楽　岡山店 岡山市北区
551014857 かに道楽　倉敷店 倉敷市
551004453 かば屋 　津山大手町店 津山市
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551014542 カフェ モン・ルポ 岡山市北区
551016243 カフェ＆レストラン　ナチュレ 岡山市北区
551023200 カフェアンジェ 津山市
551008062 カフェバールマスカット 岡山市北区
551002032 カフェプリンセス-CafePrincess- 倉敷市
551003598 カフェラウンジ「ＴｈｅＧｉｎ」 倉敷市
551017674 カフェレストラン時代屋 玉野市
551000466 カフェレスト杏 倉敷市
551015973 カフェ青山岡山本店 岡山市北区
551015991 カフェ青山高屋店 岡山市中区
551015982 カフェ青山倉敷中庄店 倉敷市
551003175 カフェ明治屋 瀬戸内市
551000277 カフェ有鄰庵 倉敷市
551021508 カプリチョーザ　イオンモール倉敷店 倉敷市
551027268 鎌倉パスタ　青江店 岡山市北区
551027313 鎌倉パスタ　イオンモール岡山店 岡山市北区
551027286 鎌倉パスタ　イオンモール倉敷店 倉敷市
551027295 鎌倉パスタ　イオンモール津山店 津山市
551027304 鎌倉パスタ　倉敷店 倉敷市
551027277 鎌倉パスタ　辰巳店 岡山市北区
551011752 カミカゼアタック 倉敷市
551005101 かもがた茶屋　岡山高柳店 岡山市北区
551005074 かもがた茶屋　倉敷平田店 倉敷市
551005209 かもがた亭　岡山一宮店 岡山市北区
551005173 かもがた亭　本店 浅口市
551007963 カヨー中央観光有限会社 加賀郡吉備中央町
551007306 からあげ無限倉敷 倉敷市
551010015 カラオケ俱楽部　ワイカラ 美作市
551024010 ガラス工房aun 倉敷市
551009412 ガラス工房とよもと 真庭市
551008017 からふね屋CAFE　さんすて岡山店 岡山市北区
551027241 からみそラーメンふくろうあちてらす倉敷店 倉敷市
551002581 カルビ屋八戒　津山店 津山市
551002572 カルビ屋八戒　美作店 美作市
551002563 カルビ屋八戒　平島店 岡山市東区
551005263 カルビ自慢炭一鉄　岡山青江店 岡山市南区
551005299 カルビ自慢炭一鉄　下中野店 岡山市南区
551005281 カルビ自慢炭一鉄　西大寺店 岡山市東区
551005317 カルビ自慢炭一鉄　倉敷中庄店 倉敷市
551006397 カレーハウスCoCo壱番屋　コムプラザ笠岡店 笠岡市
551004813 カレーハウスCoCo壱番屋　岡山下中野店 岡山市北区
551007225 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　岡山庭瀬店 岡山市北区
551004327 カレーハウスCoCo壱番屋　倉敷沖店 倉敷市
551006379 カレーハウスCoCo壱番屋　倉敷玉島店 倉敷市
551004309 カレーハウスCoCo壱番屋　倉敷児島店 倉敷市
551004264 カレーハウスCoCo壱番屋　倉敷中庄店 倉敷市
551004282 カレーハウスCoCO壱番屋　倉敷東塚店 倉敷市
551007216 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　総社溝口店 総社市
551004345 カレーハウスCoCo壱番屋　津山インター店 津山市
551004048 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　津山二宮店 津山市
551007144 カレーハウスCoCo壱番屋岡山けやき通り店 岡山市中区
551000331 カレーハウスCoCo壱番屋岡山駅西口店 岡山市北区
551007153 カレーハウスCoCo壱番屋岡山駅前店 岡山市北区
551006415 カレーハウスCoCo壱番屋岡山大安寺店 岡山市北区
551001402 カレーハウスCoCo壱番屋岡山灘崎店 岡山市南区
551021337 カレーハウスCoCo壱番屋早島インター店 都窪郡早島町
551006388 カレーハウスCoCo壱番屋東岡山店 岡山市中区
551003697 カレーハウス神戸屋 倉敷市
551021643 キキメシ６ 倉敷市
551009304 キッチン平和町 岡山市北区
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551027556 吉備路観光案内センター 総社市
551023038 きまぐれダイニングまほろば 倉敷市
551020158 キムラヤのパン　イオンモール倉敷店 倉敷市
551019456 キムラヤのパン　岡山シティホテル厚生町店 岡山市北区
551019465 キムラヤのパン　岡山駅地下店 岡山市北区
551019474 キムラヤのパン　県庁前店 岡山市北区
551019501 キムラヤのパン　表町本店 岡山市北区
551019798 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 岡山市北区
551019483 キムラヤのパン＆キムラヤサンドイッチカフェ　一宮店 岡山市北区
551019519 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 岡山市北区
551019492 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 岡山市北区
551019771 キムラヤのパン＆サンドイッチハウス倉敷工場売店 倉敷市
551019708 キムラヤのパンマルナカマスカット店 倉敷市
551019789 キムラヤのパン円山店 岡山市中区
551019843 キムラヤのパン横井店 岡山市北区
551019645 キムラヤのパン岡輝店 岡山市北区
551019672 キムラヤのパン岡山天満屋店 岡山市北区
551019807 キムラヤのパン下中野店 岡山市北区
551019663 キムラヤのパン笠岡駅前店 笠岡市
551019762 キムラヤのパン鴨方駅前店 浅口市
551019735 キムラヤのパン玉島中央店 倉敷市
551019852 キムラヤのパン玉野店 玉野市
551019861 キムラヤのパン高屋店 岡山市中区
551019744 キムラヤのパン新倉敷駅北口店 倉敷市
551019699 キムラヤのパン水島店 倉敷市
551019726 キムラヤのパン西阿知店 倉敷市
551019879 キムラヤのパン泉田店 岡山市南区
551019654 キムラヤのパン倉敷幸町店 倉敷市
551019753 キムラヤのパン倉敷天満屋店 倉敷市
551019888 キムラヤのパン庭瀬店 岡山市北区
551019816 キムラヤのパン東川原店 岡山市中区
551019834 キムラヤのパン奉還町東店 岡山市北区
551019717 キムラヤのパン野田屋町岡ビル店 岡山市北区
551019825 キムラヤのパン和気駅前店 和気郡和気町
551018745 ギャラリーしょうざん 備前市
551006604 ギャラリー備州 岡山市北区
551006721 ギャラリー夢幻庵峠店 備前市
551014767 キャンドルフェアリー 倉敷市
551000772 ぎょうざ家 岡山市北区
551002986 くいもの屋わん　岡山駅前店 岡山市北区
551002941 くいもの屋わん　倉敷駅前店 倉敷市
551018619 くしあげ飯房ごんご 岡山市北区
551004705 くし焼　明り家 岡山市北区
551001096 くし亭 倉敷市
551016918 くぼ農園 岡山市北区
551017998 くらしき 白壁 倉敷市
551011095 くらしき光畑 倉敷市
551005155 くらしき茶寮 倉敷市
551019267 くらしき桃花 倉敷市
551015622 くらしき桃子　倉敷市民会館店 倉敷市
551015613 くらしき桃子　倉敷中央店 倉敷市
551015604 くらしき桃子　倉敷本店 倉敷市
551015595 くらしき桃子　総本店 倉敷市
551009376 くらしき美味処　本店 倉敷市
551012292 くらし器てぬぐいGocha 倉敷市
551015694 クラフトビールダイニング&カフェ麦酒島omotecho 岡山市北区
551012148 くらふと蔵敷本店 倉敷市
551009637 グラマラスミート 倉敷市
551019186 くらや 倉敷市
551013111 くらら 倉敷市
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551024676 グランディール　さんすて岡山店 岡山市北区
551021103 くら寿司岡山十日市店 岡山市北区
551021148 くら寿司岡山北店 岡山市北区
551021094 くら寿司倉敷浜ノ茶屋店 倉敷市
551021139 くら寿司倉敷連島店 倉敷市
551021121 くら寿司津山店 津山市
551021112 くら寿司東岡山店 岡山市中区
551020077 グリーン・グルメさんすて岡山店 岡山市北区
551003544 グリーンベリーズコーヒー　岡山駅前店 岡山市北区
551002878 グリーンミュージアム神郷温泉 新見市
551023245 グリル蔵敷　岡山一番街店 岡山市北区
551011887 グレイトフルズ岡山問屋町店 岡山市北区
551018088 グレート岡山ゴルフ倶楽部 岡山市北区
551022075 クワトロ　ナポリ 岡山市北区
551002419 ゲストハウス曙だるま 瀬戸内市
551026188 コ―ザ・ボーレ 岡山市北区
551021859 ココカ古書店 玉野市
551020302 ココス古京店 岡山市中区
551020284 ココス笹沖店 倉敷市
551020293 ココス西大寺店 岡山市東区
551020275 ココス大野辻店 岡山市北区
551003256 コテージ森の散歩 真庭市
551012931 コテージ蒜山の森 真庭市
551006667 このいとtsumugu紡 倉敷市
551001798 コハルニ 備前市
551007567 こぶし庵 美作市
551007036 こふじ旅館 倉敷市
551019339 ごま福堂倉敷店 倉敷市
551011896 コムクレープ岡山問屋町店 岡山市北区
551027466 コメダ珈琲店　岡山大安寺店 岡山市北区
551027448 コメダ珈琲店　岡山福浜店 岡山市南区
551005749 コメダ珈琲店　カインズモール津山店 津山市
551027457 コメダ珈琲店　岡山大福店 岡山市南区
551021931 こめ工房 新見市
551013408 コンアモーレ 津山市
551025513 コンフィズリーダッコ 岡山市北区
551021922 ザ･オークレットゴルフクラブ 久米郡美咲町
551027205 ザ・サーフ＆ターフ（HP掲載不要と） 倉敷市
551020815 ザ・ワンファイブガーデン倉敷 倉敷市
551005488 サーティワンアイスクリーム 　アリオ倉敷店 倉敷市
551005371 サーティワンアイスクリーム 　イオンモール津山店 津山市
551005407 サーティワンアイスクリーム　院庄店 津山市
551005443 サーティワンアイスクリーム　岡山西市ロードサイド店 岡山市南区
551005515 サーティワンアイスクリーム　倉敷笹沖ロードサイド店 倉敷市
551005425 サーティワンアイスクリーム　天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区
551005587 サーティワンアイスクリーム　備前店 備前市
551005461 サーティワンアイスクリーム　備中高松店 岡山市北区
551018205 サーティワンアイスクリームイオンモール倉敷店 倉敷市
551010096 さかなや道場　児島駅前店 倉敷市
551010528 さざなみ茶屋 岡山市北区
551004084 さち福や　アリオ倉敷店 倉敷市
551004066 さち福やcafé　さんすて岡山店 岡山市北区
551000493 里 美作市
551016378 さとう精肉直売所 岡山市南区
551007693 さぬき三郎　アリオ倉敷店 倉敷市
551027529 侍が恋するパン屋 小田郡矢掛町
551006055 サン・ピーチOKAYAMA　レストラン　それいゆ 岡山市北区
551021697 サンクゼール・久世福商店　イオンモール倉敷 倉敷市
551026602 サンタクシー株式会社 岡山市中区
551003661 さんちゃん 笠岡市
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551013453 サントピア岡山総社 総社市
551011842 サンマルクイオンモール岡山店 岡山市北区
551024748 サンマルクカフェ　イオンモール岡山店 岡山市北区
551024496 サンマルクカフェ　イオンモール津山店 津山市
551024739 サンマルクカフェ　岡山空港店 岡山市北区
551024721 サンマルクカフェ　岡山表町店 岡山市北区
551024730 サンマルクカフェ+R　岡山一番街店 岡山市北区
551011851 サンマルク大元 岡山市北区
551000673 シーサイドファームなんば牧場アイス屋さん 倉敷市
551009196 シェフズダイニング咲楽 津山市
551002914 シエルブルー 岡山市北区
551026449 シガーバー　ケネディ 岡山市北区
551001348 シチリア料理 煉天地 倉敷市
551027115 下電タクシー倉敷営業所（HP掲載不要と） 倉敷市
551027133 下電タクシー児島営業所（HP掲載不要と） 倉敷市
551027124 下電タクシー玉野営業所（HP掲載不要と） 玉野市
551015019 シャディギフト美宝堂 高梁市
551025324 ジャパン亭 津山市
551006694 しゃぶしゃぶ温野菜　総社井手店 総社市
551023110 しゃぶしゃぶ温野菜　津山店 津山市
551027061 しゃぶしゃぶ美山岡山店 岡山市北区
551027349 じゅうじゅう亭 高梁市
551027520 宿場町　矢掛の　侍イタリアン 小田郡矢掛町
551022894 ジョリーパスタ岡山平島店 岡山市東区
551024946 ジョリーパスタ原尾島店 岡山市中区
551022903 ジョリーパスタ青江店 岡山市北区
551022912 ジョリーパスタ倉敷店 倉敷市
551022930 ジョリーパスタ大野辻店 岡山市北区
551022921 ジョリーパスタ津島西坂店 岡山市北区
551022939 ジョリーパスタ堀南店 倉敷市
551002293 スカイバー＆ラウンジ　洊 岡山市北区
551000439 すぎ茶屋 岡山市北区
551020968 スシロー岡山新福店 岡山市南区
551020941 スシロー岡山大供店 岡山市北区
551020923 スシロー倉敷沖新店 倉敷市
551020959 スシロー倉敷宮前店 倉敷市
551020986 スシロー倉敷玉島店 倉敷市
551020977 スシロー総社井手店 総社市
551020932 スシロー津山店 津山市
551020914 スシロー東岡山店 岡山市中区
551024937 すし酒場　史一 倉敷市
551023947 すし処　あじ彩 岡山市北区
551002212 すし遊館　宇野店 玉野市
551002221 すし遊館　高梁店 高梁市
551002194 すし遊館　新倉敷店 倉敷市
551003652 すし遊館　西大寺店 岡山市東区
551024532 スターバックス　イオンモール津山店 津山市
551004822 スターバックス コーヒー 蔦屋書店 高梁市図書館店 高梁市
551011311 スタイル 岡山市北区
551023992 ステーキのどん岡山店 岡山市北区
551023425 ステーキのどん倉敷店 倉敷市
551024334 ステーキの店　吉備　さんすて岡山 岡山市北区
551013993 ステーキハウス　ラジャ　水島店 倉敷市
551013939 ステーキハウス　ラジャ　中島店 倉敷市
551010609 ステーキハウスラジャ６３４＆武蔵の国鴨方店 浅口市
551024361 すてーき西岡 岡山市北区
551019357 スヌーピーchocolat倉敷shop 倉敷市
551022174 スペインバルkurakura 岡山市北区
551007027 スミヨシ　おみやげ街道晴れの国店 岡山市北区
551008575 すみれ花店 倉敷市
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551011932 すわき後楽中華そば下中野店 岡山市北区
551011923 すわき後楽中華そば吉備路店 総社市
551011941 すわき後楽中華そば高梁店 高梁市
551011959 すわき後楽中華そば山陽店 赤磐市
551011914 すわき後楽中華そば庭瀬店 岡山市北区
551011968 すわき後楽中華そば藤田店 岡山市南区
551011977 すわき後楽中華そば邑久店 瀬戸内市
551023344 セトウチメーカーズショップKOJIMA 倉敷市
551006649 せとうち児島ホテル 倉敷市
551006469 センチュリオンホテル＆スパ倉敷 倉敷市
551004039 ソバキチ　さんすて岡山店 岡山市北区
551027250 そば処　ときわ庵 倉敷市
551022354 そばの館 真庭市
551018565 そばの細道　やま江 津山市
551025666 ソラニアカフェ 倉敷市
551026215 ダイニング＆バー　ダナドゥア 倉敷市
551000889 ダイニングバー　ノクターン 倉敷市
551025099 タイフードマンゴーキッチン 岡山市北区
551009799 ダイヤモンド ピザ＆コーヒー 倉敷市
551027016 ダイヤモンドステーキ倉敷平田店 倉敷市
551027367 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル　おみやげ処 玉野市
551027376 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル　たまの温泉 玉野市
551012319 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 玉野市
551018214 たけべの森ゴルフ倶楽部 岡山市北区
551016171 たけべ八幡温泉 岡山市北区
551023686 たこ風船　津山イオンモール店 津山市
551025810 だし茶漬け　えん　さんすて岡山店 岡山市北区
551006658 たびのホテル倉敷水島 倉敷市
551025612 タブリエ　ビストリア＆ワインバー 岡山市北区
551025153 たまうどん 岡山市北区
551009934 たらふく酒場おにかい 岡山市北区
551012733 タリーズコーヒー倉敷美観地区店 倉敷市
551004156 ダルマ本舗 岡山市北区
551018349 たろう食堂 岡山市北区
551024244 タワーコーヒー 岡山市北区
551007729 だんだん亭 岡山市北区
551013363 タンドールバル＆カフェ 岡山市北区
551005974 ダントツラーメン　岡山一番店 岡山市北区
551005992 ダントツラーメン　岡山一番店　倉敷玉島店 倉敷市
551005326 たん屋びぜん　イオンモール岡山店 岡山市北区
551005272 たん屋びぜん　イオンモール倉敷店 倉敷市
551016342 タン料理　茗祇家 岡山市北区
551012004 つねき茶舗　駅前店 倉敷市
551011995 つねき茶舗　美観地区店 倉敷市
551009673 つばめ 岡山市北区
551001744 つばめ喫茶室 倉敷市
551003301 つやまラーメン大統領　院庄店 津山市
551015928 つるの玉子本舗 岡山市北区
551002851 ディッパーダン　イオンモール倉敷店 倉敷市
551027412 ディッパーダン　クレープ　さんすて岡山店 岡山市北区
551022678 てっぱん家　青山本店 岡山市北区
551013327 てとて　パン工房＆カフェ 備前市
551015802 デニム研究所 by JAPAN BLUE さんすて岡山店 岡山市北区
551015784 デニム研究所 by JAPAN BLUE　倉敷店 倉敷市
551025675 てれやカフェ 瀬戸内市
551014713 てんぷら　京 倉敷市
551026881 ドイツの森　カーニバルファーストフード 赤磐市
551026863 ドイツの森　カフェプラッツ 赤磐市
551026782 ドイツの森　クラフト体験教室 赤磐市
551026791 ドイツの森　グルメ体験教室 赤磐市
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551026845 ドイツの森　バイキングレストラン 赤磐市
551026827 ドイツの森　街のパンやさん 赤磐市
551026854 ドイツの森　焼肉ハウス 赤磐市
551026890 ドイツの森　石窯ピザ 赤磐市
551026836 ドイツの森　石窯工房ベルク 赤磐市
551026872 ドイツの森　村ファーストフード 赤磐市
551026773 ドイツの森　入園ゲート(入園料) 赤磐市
551026800 ドイツの森　売店　トール 赤磐市
551026809 ドイツの森　売店　パウケ 赤磐市
551026818 ドイツの森　売店　ミューレ 赤磐市
551015127 ドイツパブＧＧＣ 岡山市北区
551022057 ドーナツはなまるこ 玉野市
551008872 ドーミーイン倉敷 倉敷市
551010573 ときや 倉敷市
551015001 トマト＆オニオン 高梁市
551005731 トマトアンドオニオン　津山駅前店 津山市
551013903 とみ山荘 苫田郡鏡野町
551002815 ドムドム　岡南店 岡山市南区
551002833 ドムドム　原尾島店 岡山市中区
551002842 ドムドム　児島店 倉敷市
551019555 トヨタレンタリース岡山　岡山駅西口広場前店 岡山市北区
551019546 トヨタレンタリース岡山　岡山駅西口店 岡山市北区
551019564 トヨタレンタリース岡山　岡山空港店 岡山市北区
551019609 トヨタレンタリース岡山　新幹線新倉敷駅前店 倉敷市
551019627 トヨタレンタリース岡山　新見駅前店 新見市
551019573 トヨタレンタリース岡山　新保店 岡山市南区
551019582 トヨタレンタリース岡山　西大寺駅前店 岡山市東区
551019591 トヨタレンタリース岡山　倉敷駅北口店 倉敷市
551019618 トヨタレンタリース岡山　津山駅前店 津山市
551020797 トヨタレンタリース岡山　備中高梁駅前店 高梁市
551022813 トラットリアケナル 真庭市
551016036 トラットリア自家製蕎麦　武野屋 倉敷市
551027565 鳥貴族　岡山本町店 岡山市北区
551004093 トリキチ商店 岡山市北区
551014011 とりでい西口店 岡山市北区
551016558 とりの助ラーメン志戸部店 津山市
551003967 とり地蔵　岡山駅前本店 岡山市北区
551003985 とり地蔵　柳町店 岡山市北区
551001555 とり鉄　岡山駅前店 岡山市北区
551004858 とれたて岡山産直マルシェ 岡山市東区
551001699 とんかつ新宿さぼてん 岡山市北区
551026008 とんかつ濱かつ　岡山倉敷店 倉敷市
551000844 どんどん亭 　総社店 総社市
551001177 どんどん亭　加須山店 倉敷市
551000943 どんどん亭　江崎店 岡山市中区
551001195 どんどん亭　新倉敷店 倉敷市
551000934 どんどん亭　大元店 岡山市北区
551000916 どんどん亭　中島店 倉敷市
551024343 なかつい陣屋(宿泊者様限定) 真庭市
551008557 なかや宗義　宇野本店 玉野市
551008566 なかや宗義　荘内店 玉野市
551017917 なか田 岡山市北区
551006433 ナマステ　倉敷インター店 倉敷市
551010411 ナマステアガン 高梁市
551009043 にぎり処　貫太のすし 岡山市北区
551014047 ニコニコキッチン　さんさん 岡山市北区
551023848 ニコニコレンタカー　岡山空港日応寺店 岡山市北区
551022201 にっぱち酒場　大五郎 岡山市北区
551018763 ニッポンレンタカー岡山厚生町営業所 岡山市北区
551018799 ニッポンレンタカー岡山駅西口 岡山市北区
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551018781 ニッポンレンタカー岡山駅東口営業所 岡山市北区
551018772 ニッポンレンタカー岡山空港営業所 岡山市北区
551018817 ニッポンレンタカー新倉敷駅前 倉敷市
551018808 ニッポンレンタカー倉敷駅前 倉敷市
551027187 日本料理　岐備（HP掲載不要と） 倉敷市
551020221 にんにんホーススクール 勝田郡勝央町
551000169 のじか 岡山市北区
551000727 のんき飯店　ドチェチェ 岡山市北区
551003625 バー「レジーナ」 倉敷市
551001636 バー・ステラ 岡山市北区
551008143 パークサイド倶楽部曲江春 倉敷市
551024667 ハートブレッドアンティーク　アリオ倉敷店 倉敷市
551016135 ばーる　ぼっこーね。 岡山市北区
551007981 バール・デルソーレさんすて岡山店 岡山市北区
551022309 はいから亭 津山市
551025018 ハイロック　ジーンズストリート店 倉敷市
551018457 バジェット・レンタカー岡山駅前西口店 岡山市北区
551018466 バジェット・レンタカー岡山店 岡山市北区
551026683 ハタダ　岡南福田店 岡山市南区
551026692 ハタダ　笹沖店 倉敷市
551026566 ハタダ玉島店 倉敷市
551026593 ハタダ児島店 倉敷市
551026575 ハタダ水島店 倉敷市
551026620 ハタダ津高店 岡山市北区
551026638 ハタダ東岡山店 岡山市中区
551014029 ハッピーホースファーム 和気郡和気町
551014344 ハッピーライフいけだよねひろ亭 高梁市
551016144 パティスリー　シエルブルー 総社市
551014875 パティスリーシャロン 高梁市
551013957 パティスリースゥエ 岡山市北区
551008107 パティスリーフランセ 津山市
551013318 パティスリーワカナ 苫田郡鏡野町
551007441 はなの舞　ホテル・アルファーワン　倉敷南口店 倉敷市
551007423 はなの舞　倉敷北口店 倉敷市
551024289 はなまるうどん　イオンモール津山店 津山市
551017152 はなまるうどん　岡山泉田店 岡山市南区
551017134 はなまるうどん岡山高屋店 岡山市中区
551010807 はなまるうどん岡山今保店 岡山市北区
551016063 はなまるうどん岡山新保店 岡山市南区
551014551 はなまるうどん岡山西市店 岡山市南区
551010798 はなまるうどん倉敷市役所東店 倉敷市
551017206 はなまるうどん倉敷児島店 倉敷市
551017197 はなまるうどん倉敷東塚店 倉敷市
551017836 はなやか一宮店 岡山市北区
551017908 はなやか牛窓店 瀬戸内市
551017872 はなやか瀬戸内店 瀬戸内市
551017863 はなやか中央店 岡山市北区
551017899 はなやか津高店 岡山市北区
551017854 はなやか東店 岡山市東区
551019258 パパン＆田作 苫田郡鏡野町
551022372 ばりかた屋アリオ倉敷店 倉敷市
551016567 ばり馬らーめん津山山北店 津山市
551024838 ばり嗎　倉敷市役所前店 倉敷市
551009079 バルサバルサ 岡山市北区
551014263 はれもけも 倉敷市
551025054 はれもけも　さんすて岡山店 岡山市北区
551014398 はんざきや 真庭市
551025576 ばんしゃくや　美和 倉敷市
551014137 バンブーグラス 倉敷市
551008539 ビアハウスシュール 井原市
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551027340 ヒゲとワイン　EGOZARU（エゴザル） 岡山市北区
551010978 ビジネスホテルウェル 岡山市北区
551016459 ビッグジョン　児島本店 倉敷市
551020419 ビッグボーイ岡山絵図店 岡山市北区
551019384 ひなせうみラボ 備前市
551023164 ひのき草木染織工房 真庭市
551008008 ひまわり館 真庭市
551003211 ピュアリティまきび 岡山市北区
551010519 ひるぜんジャージーランド 真庭市
551004993 ひるぜんベアバレースキー場 真庭市
551011581 ヒルゼンミルキー 真庭市
551011194 ひるぜんワイナリー 真庭市
551003634 ヒルゼン高原センター 真庭市
551003634-5 ヒルゼン高原センター ジョイフルパークゲート（HP掲載無し） 真庭市
551003634-6 ヒルゼン高原センター ジョイフルパークチケット（HP掲載無し） 真庭市
551003634-2 ヒルゼン高原センター 売店Ｂ（HP掲載無し） 真庭市
551003634-8 ヒルゼン高原センター モンティゴカフェIN（HP掲載無し） 真庭市
551003634-7 ヒルゼン高原センター モンティゴカフェOUT（HP掲載無し） 真庭市
551003634-4 ヒルゼン高原センター レストランファーミー（HP掲載無し） 真庭市
551003634-1 ヒルゼン高原センター 売店Ａ（HP掲載無し） 真庭市
551003634-3 ヒルゼン高原センター 売店Ｃ（HP掲載無し） 真庭市
551000025 ひるぜん大将 真庭市
551005452 ふ～太　広江店 倉敷市
551005434 ふ～太　野田店 岡山市北区
551025855 ファーザークリスマス 倉敷市
551014245 ファロ　ピッコリーノ 岡山市北区
551024370 フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 真庭市
551012238 フェリヌ.de.riz　ブランチ岡山北長瀬店 岡山市北区
551012247 フェリヌ.de.riz⁺　アリオ倉敷店 倉敷市
551021769 フォーシーズン湯郷 美作市
551008125 ふくます亭 美作市
551017575 フクロウとヒョウ猫乃森 倉敷市
551005146 ふく徳 岡山市北区
551022408 ふじまる 笠岡市
551009358 ふじ心 倉敷市
551011527 プチホテルゆばらリゾート 真庭市
551015388 ぶっかけふるいち　岡山健幸プラザ店 岡山市北区
551015397 ぶっかけふるいち　金光店 浅口市
551015361 ぶっかけふるいち　松島店 倉敷市
551015343 ぶっかけふるいち　水島店 倉敷市
551015352 ぶっかけふるいち　中島店 倉敷市
551015334 ぶっかけふるいち　仲店 倉敷市
551015379 ぶっかけふるいち　堀南店 倉敷市
551013228 ふなおワイナリー 倉敷市
551013237 ふなおワイナリー　倉敷アイビースクエア店 倉敷市
551005821 ぶぶか 岡山市北区
551021589 プラザ交通株式会社 岡山市中区
551023137 ブラッスリープティモンタニュ 岡山市北区
551023839 フルーツショップにしじま 笠岡市
551024883 フルーツタルトファクトリーGowdyさんすて岡山 岡山市北区
551024892 フルーツタルトファクトリーGowdyさんすて倉敷 倉敷市
551000601 フルーツとクリームパン工房こびとのおやつ 美作市
551014353 ふるさと民芸茶屋 新見市
551001645 プルミエ 倉敷市
551009844 ふる里 美作市
551020122 フレッシュネスバーガーイオンモール岡山店 岡山市北区
551019942 フレッシュネスバーガーイオンモール倉敷店 倉敷市
551022642 ブレッドガーデン　イオンモール倉敷店 倉敷市
551023011 プロポスタ 岡山市北区
551013201 ベッセルホテル倉敷 倉敷市
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551011635 ベティスミス 倉敷市
551022588 ベネフィットホテル岡山駅前 岡山市北区
551002806 ベビーフェイスプラネッツ　倉敷店 倉敷市
551003373 ベビーフェイスプラネッツ岡山インター店 岡山市北区
551015955 ベビーフェイスプラネッツ岡山下中野店 岡山市南区
551022363 ベリーザ湯郷 美作市
551020401 べんがら酒場 岡山市北区
551012958 ペンションおやじの海 備前市
551002644 ペンションくろしお丸 瀬戸内市
551012823 ペンションモッキングバード 瀬戸内市
551012571 ボウケンノモリひるぜん 真庭市
551009061 ボクデン本店 岡山市北区
551009106 ボストンステーキ 岡山市北区
551000691 ぼっけゑラーメン 岡山市北区
551001294 ぼっこう堂 小田郡矢掛町
551013147 ホテル　the view 瀬戸内 浅口市
551026548 ホテル グラン・ココエ倉敷 倉敷市
551024955 ホテル　ファインガーデン　岡山Ⅰ 岡山市南区
551024964 ホテル　ファインガーデン　岡山Ⅱ 岡山市北区
551020671 ホテル・アルファーワン倉敷 倉敷市
551020662 ホテルアルファーワン津山 津山市
551022606 ホテルウォーターゲート岡山 岡山市中区
551004462 ホテルエクセル岡山 岡山市北区
551011014 ホテルエリアワン岡山 岡山市北区
551012472 ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区
551012211 ホテルグランヴィア岡山 19Fダイニング＆バー アプローズ 岡山市北区
551012184 ホテルグランヴィア岡山 19Fフランス料理 プリドール 岡山市北区
551012202 ホテルグランヴィア岡山 19Fメインバー リーダーズ 岡山市北区
551012193 ホテルグランヴィア岡山 19F鉄板焼 備彩 岡山市北区
551012166 ホテルグランヴィア岡山 1Fロビーラウンジ ルミエール 岡山市北区
551012175 ホテルグランヴィア岡山 2F日本料理 吉備膳 岡山市北区
551010879 ホテルマイステイズ岡山 岡山市北区
551021616 ホテルリブマックス岡山 岡山市北区
551021607 ホテルリブマックス岡山WEST 岡山市北区
551021625 ホテルリブマックス岡山倉敷駅前 倉敷市
551006631 ホテルリマーニ 瀬戸内市
551021463 ホテル作州武蔵 美作市
551009142 ホテル瀬戸大橋 倉敷市
551000124 ホテル蒜山ヒルズ 真庭市
551008233 ポピースピリングスリゾート＆スパ　レストランSONOMA 美作市
551026341 ポピースプリングスリゾート＆スパ 美作市
551012598 ホワイトドラマ 岡山市北区
551018394 まごころ酒家　金のとり 倉敷市
551025441 マジックバー手品家　岡山店 岡山市北区
551012121 マスカットファクトリー 岡山市北区
551026107 マッシュポテト倉敷店 倉敷市
551004804 まつだ牧場ミルク工房 岡山市北区
551024685 マツダ洋品店 倉敷市
551012715 まにわ家 真庭市
551023740 マネケンJR岡山駅店 岡山市北区
551023749 マネケンJR倉敷駅店 倉敷市
551023884 まやかみ農園 岡山市北区
551017116 マルゴカフェ イオンモール岡山店 岡山市北区
551017107 マルゴデリ イオンモール岡山店 岡山市北区
551017098 マルゴデリ イオンモール倉敷店 倉敷市
551017125 マルゴデリ さんすて倉敷店 倉敷市
551017071 マルゴデリ 田町店 岡山市北区
551023155 まるほタクシー 岡山市南区
551015064 まるまん 高梁市
551003229 まるや 津山市
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551009871 まんてんの星 岡山市北区
551002905 まんまるコッペ 倉敷市
551005092 ミートはしぐち　さんすて岡山店 岡山市北区
551024271 ミートボーイ岡山駅前店 岡山市北区
551016351 ミート大元 岡山市北区
551015208 みうち雑貨店 倉敷市
551005767 ミスタードーナツ大安寺ショップ 岡山市北区
551022624 みそかつ梅の木 倉敷市
551019528 みつばち工房花の道倉敷花織店 倉敷市
551019366 みっふぃー蔵のきっちん 倉敷市
551019375 みっふぃー蔵のきっちんベーカリー 倉敷市
551008926 みのるダイニング 岡山市北区
551009169 みまさかキッチン 津山市
551009178 みまさかマルシェ 津山市
551014632 むかし下津井回船問屋内売店 倉敷市
551003337 むさしや旅館 真庭市
551008593 メカラウロコパンヤ 備前市
551023812 めじろ屋　本店 岡山市北区
551012652 モスカートビアンコ 岡山市北区
551024136 モスバーガーコープ西大寺店 岡山市東区
551024154 モスバーガーポルカ高梁店 高梁市
551016999 モスバーガーリブ総社店 総社市
551017008 モスバーガー岡山けやき通り店 岡山市中区
551017017 モスバーガー岡山下中野店 岡山市南区
551016981 モスバーガー岡山花尻店 岡山市北区
551024163 モスバーガー岡山京山店 岡山市北区
551024127 モスバーガー岡山江崎店 岡山市中区
551024118 モスバーガー岡山築港店 岡山市南区
551024091 モスバーガー赤磐店 赤磐市
551016972 モスバーガー倉敷インター店 倉敷市
551024055 モスバーガー倉敷玉島店 倉敷市
551024145 モスバーガー倉敷笹沖東店 倉敷市
551024109 モスバーガー倉敷児島店 倉敷市
551024046 モスバーガー倉敷水島店 倉敷市
551024064 モスバーガー倉敷福田公園前店 倉敷市
551024100 モスバーガー早島インター店 都窪郡早島町
551024082 モスバーガー東岡山店 岡山市中区
551006946 モダン鉄板グリルコペン 岡山市北区
551021328 もりおか精肉店 津山市
551026269 モリスケ 瀬戸内市
551021706 やあとおせ喜志家 真庭市
551027079 やかげ茶屋 小田郡矢掛町
551003427 やかげ町家交流館 小田郡矢掛町
551027574 焼き鳥居酒屋　大樹 岡山市北区
551024307 やきとり家　すみれ　岡山駅前店 岡山市北区
551023209 やきとり秀水島本店 倉敷市
551027475 焼肉ダイニングはちや本町店 岡山市北区
551012553 やさい屋ポッケ 玉野市
551010294 やさしさの宿竹亭 美作市
551003247 やまな食堂 真庭市
551022462 やまや岡山今店 岡山市北区
551022453 やまや岡山平井店 岡山市中区
551008728 やまんぼう本舗本店 井原市
551007369 やま武 岡山市北区
551020041 や台ずし岡山あくら通町 岡山市北区
551020032 や台ずし岡山駅前町 岡山市北区
551020068 や台ずし笠岡駅前町 笠岡市
551020059 や台ずし倉敷駅前町 倉敷市
551009601 ゆうなぎ　倉敷本店 倉敷市
551003481 ゆず庵　 岡山大元店 岡山市北区
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551010006 ゆのごうボウル　トリアス 美作市
551004768 ゆのごう美春閣 美作市
551011824 ゆばらの宿米屋 真庭市
551015037 ゆめ市場 高梁市
551009286 ユワデーのタイ料理 久米郡美咲町
551013633 よいきげん 岡山市北区
551015109 ヨモギ 倉敷市
551004615 よろず居酒屋やくう　笠岡店 笠岡市
551004606 よろず居酒屋やくう　新倉敷店 倉敷市
551004597 よろず居酒屋やくう　里庄店 浅口郡里庄町
551012832 よんかいのおみせ 岡山市北区
551023776 ラ・パン岡山表町 岡山市北区
551023785 ラ・パン倉敷店 倉敷市
551020185 ラ・プロヴァンス 津山市
551017656 らーめん　はなふさ 岡山市北区
551013651 ラーメン一蘭　岡山下中野店 岡山市北区
551010582 ラーメン小料理ちょうや 岡山市北区
551007495 らーめん食楽 倉敷市
551000574 らーめん道 岡山市南区
551020635 らーめん本舗一松 井原市
551027385 来来亭　児島店 倉敷市
551024811 ラヴィエルジュ 倉敷市
551010591 ラリルレロ 岡山市北区
551022525 リアル脱出ゲーム岡山店 岡山市北区
551000268 リーセントカルチャーホテル 岡山市北区
551022489 リカーショップ　トモヤス 苫田郡鏡野町
551015028 リカーショップ夢一番 高梁市
551026746 リカーランドカモガタ 浅口市
551002626 リゾートイン湯郷 美作市
551008053 リトルマーメイド岡山店 岡山市北区
551025738 リトルマーメイド倉敷駅店 倉敷市
551008197 リブロウエディング 津山市
551024505 リンガーハット　イオンモール津山店 津山市
551026071 リンツショコラ　ブティック＆カフェ　岡山一番街店 岡山市北区
551009745 ルヴァン　玉島店 倉敷市
551004948 ルポンドレハルヤ 岡山市東区
551002599 レストセンターあわくらんど 英田郡西粟倉村
551023128 レストラン　アクア 真庭市
551008827 レストラン　サンセット 玉野市
551025648 レストラン　つねまつ 倉敷市
551027196 レストラン＆バー　ポールブラン（HP掲載不要と） 倉敷市
551003463 レストラン「ウイステリア」 倉敷市
551003526 レストラン「亀遊亭」 倉敷市
551021022 レストランFORQ 玉野市
551001573 レストランシャロン　岡山空港店 岡山市北区
551000286 レストラン喫茶むぎわらぼうし 津山市
551000475 レストラン夕立 備前市
551001942 レスパール藤ヶ鳴　四季のかばん 岡山市北区
551023506 ロイヤルホスト岡山学南店 岡山市北区
551023497 ロイヤルホスト倉敷店 倉敷市
551023515 ロイヤルホスト早島インター店 都窪郡早島町
551009583 ロバタヤキノオミセほしや食堂 倉敷市
551026530 ワインショップしんじ 倉敷市
551007621 ワインと地酒武田　岡山幸町店 岡山市北区
551007603 ワインと地酒武田　岡山新保店 岡山市南区
551007639 ワインと地酒武田　倉敷田ノ上店 倉敷市
551026467 ワイン食堂　天狗　丸の内本店 岡山市北区
551025036 わびさび 岡山市北区
551001015 ゑびすや荒木旅館 備前市
551002509 阿藻珍味　さんすて岡山店 岡山市北区
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551024208 愛えん 岡山市北区
551006595 愛の村パーク 美作市
551003364 茜どき　津山店 津山市
551025828 旭タクシー株式会社 岡山市北区
551025801 旭交通株式会社 倉敷市
551008512 伊勢屋 倉敷市
551004939 囲酒屋　おいち 岡山市北区
551021562 井原ゴルフ倶楽部 井原市
551008935 井原デニムストア 井原市
551000196 井倉洞 新見市
551020014 井筒屋 倉敷市
551021670 磯家　岡山駅前店 岡山市北区
551008638 一丸タクシー株式会社 井原市
551010501 一心 倉敷市
551008521 一般社団法人　ビジット奈義 勝田郡奈義町
551021265 一般社団法人真庭観光局 真庭市
551020734 一風堂 倉敷店 倉敷市
551017881 一本松直売所 瀬戸内市
551022444 一陽窯 備前市
551025819 一龍 津山市
551025351 壱厘酒蔵 岡山市北区
551000052 稲荷ときわや 岡山市北区
551018106 稲荷交通株式会社 岡山市北区
551014299 隠れ屋ごはん夜いち。 岡山市北区
551025261 隠れ家食堂一歩 岡山市北区
551013975 隠岐 倉敷市
551010744 右手養魚センター 美作市
551024991 烏城カフェ 岡山市北区
551009736 烏城珈琲店 岡山市北区
551027070 鰻せいろう多幸う岡山店 岡山市北区
551010177 永生与窯 美作市
551019141 奥津温泉花美人の里 苫田郡鏡野町
551011716 奥田商店 倉敷市
551004381 横濱魚萬　岡山駅前店 岡山市北区
551025585 岡山BarCROWD 岡山市北区
551022786 岡山キッチン 岡山市北区
551022498 岡山シティホテル桑田町ハワイアンテラス 岡山市北区
551013138 岡山プラザホテル 岡山市中区
551027214 岡山プラザホテル　Bella Vista（HP掲載不要と） 岡山市中区
551027223 岡山プラザホテル　レストラン彩（HP掲載不要と） 岡山市中区
551020689 岡山旭交通株式会社 岡山市南区
551016549 岡山駅前居酒屋鳥食べ放題とりえもん 岡山市北区
551002428 岡山県観光土産品協会 岡山市北区
551001771 岡山後楽園 岡山市北区
551017539 岡山交通株式会社 岡山市南区
551027169 岡山交通株式会社　倉敷営業所（HP掲載不要と） 倉敷市
551027160 岡山交通株式会社　西大寺営業所（HP掲載不要と） 岡山市東区
551027142 岡山交通株式会社　豊成営業所（HP掲載不要と） 岡山市南区
551027151 岡山交通株式会社　西営業所（HP掲載不要と） 岡山市北区
551005038 岡山甲羅本店 岡山市南区
551018115 岡山国際ゴルフ倶楽部 総社市
551005938 岡山国際ホテル　アルカンシェール 岡山市中区
551005902 岡山国際ホテル　ザ・ガーデンテラス 岡山市中区
551006676 岡山国際ホテル　シャトーノアール 岡山市中区
551005929 岡山国際ホテル　淙々亭 岡山市中区
551014092 岡山旬彩ステーキ鉄板いろは 岡山市北区
551014452 岡山西ゴルフ倶楽部 井原市
551000997 岡山西大寺食堂 岡山市東区
551007738 岡山中華そば　冨士屋 岡山市北区
551008449 岡山電気軌道株式会社 岡山市北区
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551018241 岡山特産館　桃太郎 岡山市北区
551011005 岡山北ゴルフ倶楽部 岡山市北区
551003949 岡山夢菓匠敷島堂　さんすて岡山店 岡山市北区
551003868 岡山夢菓匠敷島堂　瀬戸店 岡山市東区
551003895 岡山夢菓匠敷島堂　西大寺店 岡山市東区
551003922 岡山夢菓匠敷島堂　赤磐店 赤磐市
551003877 岡山夢菓匠敷島堂　大元店 岡山市北区
551003913 岡山夢菓匠敷島堂　庭瀬店 岡山市北区
551003841 岡山夢菓匠敷島堂　平井店 岡山市中区
551003859 岡山夢菓匠敷島堂　邑久総本店 瀬戸内市
551027007 岡山両備タクシーグレースタクシーカンパニー（HP掲載不要と） 岡山市中区
551026998 岡山両備タクシー藤原営業所（HP掲載不要と） 岡山市中区
551017818 岡山両備タクシー豊浜営業所 岡山市南区
551016081 岡山料理専門店～cooking of art Ikiya 岡山市北区
551019132 屋台BAR DO-RA 高梁市
551003679 屋台居酒屋大阪満マル　岡山駅前店 岡山市北区
551027178 温野菜　岡山津島店 岡山市北区
551004363 温野菜倉敷北畝店 倉敷市
551014083 下津井港 岡山市北区
551015271 下津井亭 倉敷市
551018151 下電タクシー 岡山市南区
551013507 下電ホテル 倉敷市
551024865 佳乃矢 岡山市北区
551018097 嘉美心酒造株式会社 浅口市
551025783 花いちご（さんすて岡山南館1F） 岡山市北区
551025774 花いちご（さんすて岡山南館2F） 岡山市北区
551005254 花かまくら　津高店 岡山市北区
551011239 花のれん 高梁市
551007108 花の宿 にしき園 美作市
551012139 花むしろ 倉敷市
551013093 花織ギャラリー 倉敷市
551006928 花味庄屋 苫田郡鏡野町
551003535 華菜家 岡山市北区
551013723 菓子処　京御門 津山市
551001969 我無らん 真庭市
551018826 賀陽交通㈱ 加賀郡吉備中央町
551001681 会食采宴　膳 倉敷市
551016585 回転すし処弁天丸山陽店 赤磐市
551023983 回転寿司いづつや笹沖 倉敷市
551001654 廻鮮寿司しまなみイオンモール倉敷店 倉敷市
551024028 海とピッツァ 備前市
551016576 海鮮ずしゆめマート美作店 美作市
551014443 海鮮ダイニング美蔵ホテルルートイン津山駅前店 津山市
551021535 海鮮や どんこ 倉敷市
551016504 海鮮活きいき寿司ゆめタウン久世店 真庭市
551026260 海鮮三崎港　さんすて岡山店 岡山市北区
551011788 海鮮料理　磯 備前市
551009007 海都　岡山駅前店 岡山市北区
551008962 海都　西大寺店 岡山市東区
551009016 海都　大安寺店 岡山市北区
551008989 海都　平井店 岡山市中区
551008971 海都　本店 岡山市北区
551013768 革工房バロール 倉敷市
551024217 楽食楽座　きえん 岡山市北区
551022804 楽蔵岡山本町店 岡山市北区
551010735 笠岡グランドホテル 笠岡市
551016612 笠岡市立カブトガニ博物館 笠岡市
551016603 笠岡市立竹喬美術館 笠岡市
551011176 笠岡渡船 笠岡市
551010267 割烹　新まつや 和気郡和気町
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551024775 割烹さかもと 倉敷市
551011113 割烹ままかり 岡山市北区
551000079 割烹旅館　おかもと 真庭市
551018718 株式会社Heiwa Taxi Corp. 岡山市北区
551001159 株式会社インベタクシー 備前市
551026980 株式会社サンワタクシー 倉敷市
551025846 株式会社岡山乗馬倶楽部 加賀郡吉備中央町
551018484 株式会社久米観光バス 久米郡美咲町
551018223 株式会社日の丸タクシー 倉敷市
551007522 株式会社妹尾観光旅行センター新見営業所 新見市
551018232 株式会社和気タクシー 和気郡和気町
551019276 株式会社廣榮堂　さんすて岡山店 岡山市北区
551019222 株式会社廣榮堂　倉敷店 倉敷市
551019231 株式会社廣榮堂　倉敷雄鶏店 倉敷市
551019204 株式会社廣榮堂　中納言本店 岡山市中区
551019213 株式会社廣榮堂　藤原店 岡山市中区
551022273 鎌田屋 美作市
551015568 鴨方グリーンホテル 浅口市
551001366 寒風陶芸会館 瀬戸内市
551024784 甘味処鎌倉　倉敷美観地区店 倉敷市
551020707 観音山フルーツパーラーOKAYAMA 岡山市北区
551008944 観光物産館　紺屋川 高梁市
551007846 韓どんチョア 倉敷市
551007351 丸屋 岡山市北区
551003508 丸源ラーメン 岡山高柳店 岡山市北区
551003517 丸源ラーメン 倉敷連島店 倉敷市
551021364 丸尾酒舗 真庭市
551027106 丸本酒造 浅口市
551023056 丸萬本店 真庭市
551005389 岩手川 岡山市北区
551024694 喜楽別亭 井原市
551026404 器楽堂老舗 倉敷市
551024649 季節料理　柚月 倉敷市
551003499 季譜の里 美作市
551009898 鬼の厨　しんすけ 倉敷市
551018133 菊池酒造株式会社 倉敷市
551014812 吉井農園 赤磐市
551020149 吉井旅館 倉敷市
551018529 吉永タクシー 備前市
551023866 吉備カントリークラブ 総社市
551020338 吉備サービスエリア下り線　ショッピングコーナー 岡山市北区
551012643 吉備サービスエリア上り線　レストラン 岡山市北区
551012661 吉備サービスエリア上り線　売店 岡山市北区
551025432 吉備タクシー 岡山市北区
551002095 吉備高原レストランGOTTOH 加賀郡吉備中央町
551023047 吉又商店 倉敷市
551013345 吉野観光バス 美作市
551003931 喫茶　タンポポ 岡山市北区
551010456 喫茶 楓 高梁市
551017773 喫茶　流儀 岡山市北区
551008584 喫茶お好み焼きおぞの 岡山市北区
551016486 喫茶さざなみハウス 瀬戸内市
551012895 橘香堂　Ｐモール連島店 倉敷市
551012904 橘香堂　イオン倉敷店 倉敷市
551012886 橘香堂　市役所前店 倉敷市
551012877 橘香堂　美観地区店 倉敷市
551012868 橘香堂　本店 倉敷市
551021688 久世福商店　イオンモール岡山 岡山市北区
551013804 久本精肉店 真庭市
551000484 休暇村蒜山高原 真庭市
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551017269 宮崎ステーキハウス霧峰倉敷店 倉敷市
551021319 旧吹屋小学校 高梁市
551016666 旧片山家住宅 高梁市
551010636 旧野﨑家住宅 倉敷市
551007999 牛カツ京都勝牛さんすて岡山店 岡山市北区
551024622 牛かつ上村　イオンモール岡山 岡山市北区
551005236 牛たん居酒屋たん屋びぜん 岡山市北区
551002995 牛角　岡山津島店 岡山市北区
551026647 牛角　倉敷下庄店 倉敷市
551002302 牛角　総社井手店 総社市
551023101 牛角　津山店 津山市
551003004 牛角岡山新保店 岡山市南区
551023191 牛窓TARI 瀬戸内市
551006325 牛窓ウォータートレイル 瀬戸内市
551008242 牛窓オリーブ園　オリーブパレス店 瀬戸内市
551012544 牛窓オリーブ園オリーブショップ 瀬戸内市
551005398 牛八　岡山店 岡山市中区
551023956 居酒屋　幹 倉敷市
551021499 居酒屋　三次 倉敷市
551024919 居酒屋　樽げん 岡山市北区
551003031 居酒屋　豆炭　駅前 岡山市北区
551003022 居酒屋　豆炭　本店 岡山市北区
551000142 居酒屋どどど 岡山市北区
551011734 居酒屋ポン太 倉敷市
551001816 居酒屋もりもと 岡山市北区
551000448 居酒屋モンブラン 岡山市北区
551022084 居酒屋岡山農業高校レストラン 岡山市北区
551000808 居酒屋村さ来 倉敷市
551001078 居酒家土間土間岡山店 岡山市北区
551009556 魚のとりやまさん 倉敷市
551025405 魚の旨い店よろこんで 倉敷市
551018439 魚家 井原市
551001069 魚美味倶楽部美晴（美晴旅館） 備前市
551004228 魚民 　岡山駅前店 岡山市北区
551004201 魚民　 倉敷駅前店 倉敷市
551004237 魚民 　津山大手町店 津山市
551024640 京ひろ 倉敷市
551015253 京もつ鍋ホルモン朱々岡山奉還町店 岡山市北区
551010717 京もつ鍋ホルモン朱々岡山柳町店 岡山市北区
551013732 京御門　高野店 津山市
551023713 京都すずなり屋　宇野港店 玉野市
551023722 京都すずなり屋　邑久店 瀬戸内市
551022426 京都銀ゆば 倉敷市
551024766 京遊印倉敷店 倉敷市
551001186 橋本画廊 備前市
551012517 蕎麦懐石　あゆみ 岡山市北区
551011158 郷土料理　竹の子 倉敷市
551014893 郷土料理　浜吉 倉敷市
551000637 郷土料理まきば 加賀郡吉備中央町
551018187 鏡野観光有限会社 苫田郡鏡野町
551008746 玉野観光案内所 玉野市
551022111 玉利軒（たまりけん） 笠岡市
551018286 玉壺 岡山市東区
551013516 襟立製帽所　倉敷本町店 倉敷市
551009088 近藤傳八商店 岡山市北区
551011131 金悦堂 浅口市
551007765 金金醤　イオンモール岡山 岡山市北区
551012769 金風呂丸フェリー 笠岡市
551008629 金萬堂本舗　さんすて岡山店 岡山市北区
551001483 銀河　中央町店 岡山市北区
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551002968 九州魂倉敷駅前店 倉敷市
551018178 九州筑豊ラーメン山小屋　備中高松店 岡山市北区
551022723 九十九(つくも)岡山駅前店 岡山市北区
551023272 九份小籠包　岡山一番街 岡山市北区
551022597 喰天下 倉敷市
551026089 串DOKOROゴッちぴ～すタウン店 岡山市北区
551026458 串カツ　おこし 倉敷市
551021832 串かつでんがな　イオンモール岡山店 岡山市北区
551004075 串どり 岡山市北区
551025549 串と餃子といい男　ゼニガタ 倉敷市
551000979 串家物語　イオンモール岡山店 岡山市北区
551020518 串神本店 美作市
551014947 串揚げ・海鮮酒場　龍馬 倉敷市
551014956 串揚げ・海鮮酒場　龍馬岡山店 岡山市北区
551009097 景虎 岡山市北区
551000907 軽食喫茶メルヘン 新見市
551007657 鶏いちアリオ倉敷店 倉敷市
551025531 鶏と魚の旨い店　次元 岡山市北区
551016099 鶏三和　さんすて岡山店 岡山市北区
551024928 鶏笑ゆめマート美作店 美作市
551019123 結まーる 高梁市
551023281 月曜からアイス　岡山店 岡山市北区
551021958 健康の町かがみのプロモーション本部 苫田郡鏡野町
551025702 建部ヨーグルト 岡山市北区
551027403 元祖からあげ本舗マルコウ岡山平島店 岡山市東区
551026962 元祖からあげ本舗マルコウ津山店 津山市
551010051 元祖じゃんがららあめん 岡山市北区
551009646 元湯　湯本温泉館 真庭市
551002959 元禄旅籠　油屋 真庭市
551004534 現代玩具博物館・オルゴール夢館 美作市
551016522 個室バル4階イタリアン磨屋町 岡山市北区
551023074 個室居酒屋　九州料理　弁慶 岡山市北区
551016945 個室居酒屋 元祖 料理王国 津山市
551022165 個室居酒屋　笑衛門 倉敷市
551023083 個室居酒屋　食べ飲み放題　ももも 岡山市北区
551004687 個室居酒屋いろどり　岡山店 岡山市北区
551019096 個室居酒屋たき火 岡山市北区
551004678 個室居酒屋福わうち　岡山店 岡山市北区
551000034 古楽 津山市
551003832 古代体験の郷まほろば 備前市
551009538 古町鉄っぱん 空 倉敷市
551007315 古民家バル旧本藤邸 倉敷市
551020545 古民家酒場　魚ゆう 倉敷市
551018916 戸田農園 赤磐市
551026197 胡蝶庵 岡山市北区
551026143 胡椒亭 岡山市北区
551007783 虎屋　井原店 井原市
551024514 五穀　イオンモール津山店 津山市
551017287 五穀岡山店 岡山市北区
551017233 五穀岡南店 岡山市南区
551017224 五穀倉敷店 倉敷市
551013426 五十里 美作市
551024802 吾妻寿司　さんすて岡山店 岡山市北区
551014686 後楽園　四季彩 岡山市北区
551023929 御馳喜々 岡山市北区
551013066 悟紫丸 笠岡市
551014236 語らい座　大原本邸 倉敷市
551021004 公共の宿　神原荘 高梁市
551022390 好き麺屋 倉敷市
551023551 幸喜（よしき） 岡山市北区
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551009331 広見酒店 真庭市
551001537 広島お好み焼きカレーTAKU 倉敷市
551000529 広島風お好み焼鉄板焼　大ちゃん 高梁市
551017692 広東料理　海華楼 岡山市北区
551007432 恒枝陶芸店　茶房井戸 倉敷市
551000817 江戸切りそば　石泉 倉敷市
551018547 港交通株式会社 倉敷市
551007756 紅虎餃子房　イオンモール岡山 岡山市北区
551002203 綱島商店 高梁市
551000781 荒手茶寮 岡山市北区
551010429 香華苑 岡山市南区
551008908 香洛園 倉敷市
551000754 高原亭 真庭市
551003076 高祖酒造株式会社 瀬戸内市
551022984 高草商店 小田郡矢掛町
551024703 高田じゅんじ似の店 岡山市北区
551006838 高梁サービスエリア下り線 高梁市
551006829 高梁サービスエリア上り線 高梁市
551001474 高梁ほっとカフェ 高梁市
551023182 高梁観光交流センターATTa!(一社)高梁市観光協会 高梁市
551010258 高梁国際ホテル 高梁市
551016639 高梁市観光協会吹屋支部 高梁市
551019069 高梁市成羽美術館 高梁市
551020005 鴻ノ池サービスエリア下り店 倉敷市
551019996 鴻ノ池サービスエリア上り店 倉敷市
551018844 豪渓交通株式会社 総社市
551021211 国民宿舎　良寛荘 倉敷市
551010699 国民宿舎サンロード吉備路　フロント 総社市
551010663 国民宿舎サンロード吉備路　ベーカリーカフェ「クルール」 総社市
551010654 国民宿舎サンロード吉備路　レストラン「マスカット」 総社市
551010672 国民宿舎サンロード吉備路　売店 総社市
551022264 黒崎交通 倉敷市
551011671 今和夢果子　錦盛堂 倉敷市
551001906 佐藤玉雲堂 小田郡矢掛町
551026611 佐藤酒店 倉敷市
551015667 佐野屋 倉敷市
551004876 彩菜祭酒　火蔵 岡山市北区
551004894 彩菜酒屋　円円 岡山市北区
551017188 作州津山八右衛門 津山市
551002185 作東バレンタインホテル 美作市
551018853 桜庵　岡山店 岡山市北区
551020878 桜屋 倉敷市
551022129 桜交通 岡山市北区
551013336 桜川プリュス 岡山市北区
551001843 桜草 倉敷市
551001888 三晃商店 井原市
551000826 三代目鳥メロ岡山本町店 岡山市北区
551002392 山荘やなはら 久米郡美咲町
551000088 山田みつばち農園 苫田郡鏡野町
551018709 山田商店 真庭郡新庄村
551024820 山田養蜂場　イオンモール岡山店 岡山市北区
551009187 山田養蜂場お菓子工房ぶんぶんファクトリー 苫田郡鏡野町
551008431 山田養蜂場りとるび～はうす 苫田郡鏡野町
551004426 山内農場 岡山駅前店 岡山市北区
551004417 山内農場 倉敷駅前店 倉敷市
551016846 山冨士中央店 岡山市北区
551008134 山方永寿堂　さんすて岡山店 岡山市北区
551020329 山陽自動車道吉備サービスエリア下り線　温羅の里 岡山市北区
551008179 山脇山月堂　さんすて岡山店 岡山市北区
551010375 讃岐うどん　かわはら 倉敷市
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551011419 讃岐の男うどん　さんすて岡山店 岡山市北区
551016306 讃岐の男うどん問屋町テラス店 岡山市北区
551008719 残夢軒 岡山市北区
551011437 四季彩料理　成一（SHIGEICHI) 倉敷市
551004399 四季旬彩　和菜美 津山市
551001456 姉妹食堂 岡山市東区
551026431 旨辛韓 岡山市北区
551021553 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ岡山錦町店 岡山市北区
551024901 児島ジーンズ本店 倉敷市
551001717 自家製蕎麦　武野屋　中庄店 倉敷市
551009385 自然派ワインのお店　プレヴナン 岡山市北区
551011473 自然料理とワインCUORE 岡山市南区
551025342 七厘家 津山市
551012679 室町酒造株式会社 赤磐市
551010069 柴岡陶泉堂 備前市
551019168 手仕事の店　倉敷民芸 倉敷市
551009952 手焼せんべい　杏 倉敷市
551001105 手打ちうどん　よこ山 勝田郡勝央町
551011401 手打ちうどん「たぬき」表町店 岡山市北区
551009277 手打ちうどんうえさか 玉野市
551006451 手打ちうどんおおにし 倉敷市
551013705 酒井酒店 津山市
551019087 酒工房独歩館　酒之泉 岡山市中区
551017719 酒津焼窯元 倉敷市
551026629 酒律大井 岡山市北区
551011707 寿し膳　阿知 倉敷市
551013858 寿司・和食富久屋 岡山市北区
551020491 宗家 源 吉兆庵　さんすて岡山店 岡山市北区
551020455 宗家 源 吉兆庵　岡山本店 岡山市北区
551020473 宗家 源 吉兆庵　岡南店 岡山市南区
551020482 宗家 源 吉兆庵　倉敷白楽町店 倉敷市
551020464 宗家 源 吉兆庵　妹尾店 岡山市南区
551026728 秀吉 津山市
551013381 十割蕎麦いず美 苫田郡鏡野町
551002887 渋川カブーロ　浜茶屋 玉野市
551011464 重慶飯店　岡山店 岡山市北区
551009502 熟成焼肉 にくまにあ 倉敷市
551009511 熟成焼肉にくまにあ よしはら 倉敷市
551013291 旬菓匠くらや 津山市
551025198 旬彩　しんすけ 岡山市東区
551020563 旬彩　一楽 岡山市北区
551022291 旬彩　秀 岡山市北区
551026116 旬彩家たけなわ 倉敷市
551014074 旬菜桜梅 岡山市北区
551004921 旬菜鮮酒　咲咲 岡山市北区
551015091 勝田交通 津山市
551022957 小宮山酒造 赤磐市
551013948 小正寿し 美作市
551010033 小林芳香園 美作市
551000151 庄や 岡山市北区
551023029 庄や岡山駅前店 岡山市北区
551022633 庄や岡山西口店 岡山市北区
551015262 庄屋 倉敷市
551002698 招き猫美術館 岡山市北区
551002491 松栄館 高梁市
551015217 松崎　竜義 備前市
551014461 焼き鳥　くし頌 岡山市北区
551007261 焼き鳥ムゲン 岡山市北区
551007279 焼き鳥ムゲン駅前町 岡山市北区
551026422 焼き鳥ムゲン幸町店 岡山市北区
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551026251 焼き鳥ムゲン本町店 岡山市北区
551015856 焼き肉 ゆう玄 倉敷市
551000322 焼く鳥とり福来本店 倉敷市
551017791 焼肉　はなび 岡山市南区
551010969 焼肉　ひろ 倉敷市
551005866 焼肉　愛道園 倉敷市
551008836 焼肉　斎王 玉野市
551011149 焼肉　食道園 岡山市北区
551025558 焼肉　曽我 倉敷市
551025792 焼肉　天隆 倉敷市
551006073 焼肉　力亭 美作市
551022975 焼肉KenHouse 倉敷市
551000403 焼肉おふく 倉敷市
551001672 焼肉かどや本店 岡山市北区
551003454 焼肉きんぐ　 岡山大供店 岡山市北区
551003472 焼肉きんぐ　 倉敷沖店 倉敷市
551020824 焼肉サトウ商店　錦町店 岡山市北区
551015199 焼肉ダルマ浜店 岡山市中区
551001528 焼肉ハウス　シャロレー 岡山市東区
551005056 焼肉ハウスかもがた 浅口市
551020896 焼肉ひだや　倉敷店 倉敷市
551002167 焼肉ひだや　大供店 岡山市北区
551002158 焼肉ひだや　本町店 岡山市北区
551002149 焼肉ひだや　磨屋町店 岡山市北区
551002122 焼肉ひだや　柳町店 岡山市北区
551022948 焼肉ひびき京山店 岡山市北区
551022255 焼肉ひらい岡山 岡山市南区
551021985 焼肉ピリコ 倉敷市
551000511 焼肉マルキ 倉敷市
551000394 焼肉みやび 都窪郡早島町
551027421 焼肉飯店よかろう 倉敷市
551002356 焼肉ライク　さんすて岡山店 岡山市北区
551005911 焼肉レストラン  マルヨシ 瀬戸内市
551016333 焼肉レストラン　鶴松　灘崎店 岡山市南区
551002761 焼肉レストラン慶州院庄店 津山市
551012796 焼肉レストラン大日亭駅前本店 岡山市北区
551012805 焼肉レストラン大日亭青江店 岡山市北区
551018367 焼肉酒場へいや 倉敷市
551001249 焼肉秀吉　下中野 岡山市南区
551001258 焼肉秀吉　西古松 岡山市北区
551001231 焼肉秀吉　大安寺 岡山市北区
551017548 焼肉処　温羅のめしや 総社市
551025756 焼肉食いしん坊八兵衛 岡山市北区
551010933 焼肉食堂ブリスケ 倉敷市
551025306 焼肉食堂八十八 津山市
551010141 焼肉中村屋　倉敷店 倉敷市
551010159 焼肉中村屋　妹尾店 岡山市南区
551025540 笑咲屋　花火 倉敷市
551004246 笑笑 　岡山駅前店 岡山市北区
551027025 上海キッチン岡山店 岡山市北区
551017242 上海常倉敷店 倉敷市
551013183 上之蔵（板野酒造本店） 岡山市北区
551024280 城下カフェ 岡山市北区
551011212 城下公会堂 岡山市北区
551003643 城見茶屋 岡山市北区
551004336 城東観光案内所　和蘭堂 津山市
551023452 常盤旅館 備前市
551000259 食楽日和ほのか 岡山市北区
551020617 食器のみつはた 倉敷市
551004831 食工房つお 小田郡矢掛町
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551013399 食彩むく乃実 岡山市北区
551006118 食堂MOMONGA 倉敷市
551013309 食堂きらく 岡山市北区
551018277 食堂東山(那岐山荘) 勝田郡奈義町
551021517 伸たこ 岡山市北区
551023857 信州そば処　そじ坊 倉敷市
551017665 心地ダイニング　奈々伊 岡山市北区
551007837 新見市観光案内所 新見市
551017584 新見千屋温泉いぶきの里 新見市
551016801 新見美術館 新見市
551027322 新見美術館　喫茶　庄・売店 新見市
551008503 新庄宿 須貝邸 真庭郡新庄村
551011266 新世界 岡山市北区
551018655 新中国交通株式会社　岡山本社営業所 岡山市南区
551018664 新中国交通株式会社　倉敷営業所 倉敷市
551010888 森のホテルロシュフォール 真庭市
551016477 森の中の喫茶とお宿もりくらす 真庭市
551012778 森田商店 高梁市
551026206 深山のカフェ食堂 玉野市
551002131 真庭あぐりガーデン 真庭市
551023443 真備観光 倉敷市
551009322 神くら 倉敷市
551023254 神戸元町ドリア　イオンモール岡山店 岡山市北区
551020806 水車の里フルーツトピア 小田郡矢掛町
551009457 水辺のカフェ　三宅商店　酒津 倉敷市
551025387 粋呑房（すいとんぼう） 真庭市
551003769 酔虎伝　大元店 岡山市北区
551006793 瀬戸パーキングリア上り線 岡山市東区
551009484 瀬戸大橋温泉 やま幸 倉敷市
551021247 瀬戸大橋観光船協会 倉敷市
551008791 瀬戸内　貸切　無人島　KUJIRA-JIMA 倉敷市
551026044 瀬戸内かき工房　一歩 瀬戸内市
551025144 瀬戸内シヲソバ3.5 岡山市北区
551008782 瀬戸内ヨットチャーター 玉野市
551005605 瀬戸内庵 倉敷市
551008764 瀬戸内温泉　たまの湯 玉野市
551022543 瀬戸内海鮮と旬野菜の串カツ串天 ご馳走屋岡山駅前店 岡山市北区
551008071 瀬戸内市観光センターきらり館 瀬戸内市
551014839 是里ワイナリー 赤磐市
551016468 星空ペンション　コメット 井原市
551000232 星乃珈琲店笠岡店 笠岡市
551008458 星尾豆富店 備前市
551014173 晴れの国おかやま館 岡山市北区
551008377 晴れの路 岡山市北区
551010024 清次郎の湯　ゆのごう館 美作市
551010042 清次郎ゆのごう館 今の光 美作市
551011338 清風庵 岡山市北区
551022471 清味園 玉野市
551002869 生鮮食品館 遊悠 備前市
551014668 聖和堂 岡山市南区
551014677 聖和堂なごみスイーツ 岡山市北区
551003193 西の屋　菊ヶ峠店 赤磐市
551000061 西の屋グループ　湯郷店 美作市
551001384 西の屋グループ　美作店 美作市
551005182 西川ルンバ 岡山市北区
551009115 西龍軒 岡山市北区
551012301 青山茶舗 笠岡市
551015073 青木被服　倉敷本店 倉敷市
551023821 青柳本舗 新見市
551012976 石原果樹園 岡山市東区
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551012787 石挽カカオissai 小田郡矢掛町
551017296 石窯キッチンブーレ岡山店 岡山市北区
551009475 石窯パン工房　エスポワール倉敷店 倉敷市
551021814 赤坂カントリークラブ 赤磐市
551018124 赤坂レイクサイド・カントリークラブ 赤磐市
551002779 赤磐酒造 赤磐市
551006991 赤堀　酒店 美作市
551007396 千成 倉敷市
551020644 千鳥 初代岡山店 岡山市北区
551004354 千年の宴　東津山店 津山市
551002347 千房　岡山大安寺店 岡山市北区
551008602 川政商店 備前市
551022795 鮮や一夜岡山本町店 岡山市北区
551027430 創食美酒　浅口劇場 浅口市鴨方町
551010555 創作おもてなし料理　美膳 瀬戸内市
551021652 創作ダイニング　みやび岡山駅前店 岡山市北区
551007531 創作洋風居酒屋　９４９４ 倉敷市
551008737 創作和菓子　富久味庵 井原市
551017431 倉式珈琲店アクロスプラザ児島店 倉敷市
551017458 倉式珈琲店マルナカ新倉敷店 倉敷市
551017467 倉式珈琲店マルナカ津山川崎店 津山市
551017422 倉式珈琲店岡山青江店 岡山市北区
551017449 倉式珈琲店下庄店 倉敷市
551017476 倉式珈琲店山陽町店 赤磐市
551026953 倉敷　café tito 倉敷市
551020554 倉敷　ふく杉 倉敷市
551010465 倉敷アイビースクエア 倉敷市
551010465-7 倉敷アイビースクエア Ivy west gate（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-3 倉敷アイビースクエア アイビー学館（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-1 倉敷アイビースクエア アイビーショップ（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-2 倉敷アイビースクエア 工房売店（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-4 倉敷アイビースクエア 陶芸教室（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-6 倉敷アイビースクエア パブ赤煉瓦（HP掲載無し） 倉敷市
551010465-5 倉敷アイビースクエア レストラン蔦（HP掲載無し） 倉敷市
551022300 倉敷うふ、いちご。 倉敷市
551018907 倉敷サンドキッチン 倉敷市
551002653 倉敷シーサイドホテル 倉敷市
551022210 倉敷タクシー 倉敷市
551019312 倉敷デニムストリート 倉敷市
551019348 倉敷デニムストリート　テイクアウト 倉敷市
551014704 倉敷の犬猫屋敷 倉敷市
551014281 倉敷の浪漫 倉敷市
551027232 倉敷プリン 倉敷市
551009907 倉敷フルーツサンド　もとや 倉敷市
551001024 倉敷よしおか食堂 倉敷市
551013759 倉敷らーめん升家 倉敷市
551012076 倉敷ロイヤルアートホテル 倉敷市
551012085 倉敷ロイヤルアートホテル　カフェラヴェンナ 倉敷市
551012094 倉敷ロイヤルアートホテル　ハイザバー 倉敷市
551012058 倉敷ロイヤルアートホテルレストラン八間蔵 倉敷市
551013084 倉敷屋花織店 倉敷市
551013003 倉敷屋本町店 倉敷市
551016414 倉敷串カツのマー坊 倉敷市
551005011 倉敷甲羅本店 倉敷市
551024550 倉敷焼肉ホルモンたけ田 倉敷市
551011572 倉敷着物小町 倉敷市
551017566 倉敷豆柴カフェ 倉敷市
551017377 倉敷乳茶 倉敷市
551016117 倉敷帆布　美観地区店 倉敷市
551020131 倉敷帆布本店 倉敷市
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551010816 倉敷名産館 倉敷市
551004903 倉敷由加温泉ホテル山桃花 倉敷市
551002005 倉敷珈琲館 倉敷市
551024325 惣菜と定食　はしや　岡山一番街 岡山市北区
551022579 早島グリル＆TUNAGU 都窪郡早島町
551021067 蔵元直営ショップSUMIYA 真庭市
551016045 足守プラザ 岡山市北区
551016927 多賀文林堂 小田郡矢掛町
551026971 多酒和彩　とっと 岡山市北区
551002365 台湾甜商店　岡山一番街店 岡山市北区
551022381 台湾点心房アリオ倉敷店 倉敷市
551008656 台湾風屋台居酒屋ＫｉＫｉ 岡山市北区
551021292 大芦高原温泉　雲海 美作市
551020095 大家族の湯 岡山市北区
551019402 大原観光交通株式会社 美作市
551023830 大原美術館ミュージアムショップ 倉敷市
551005776 大戸屋ごはん処　倉敷四十瀬店 倉敷市
551016909 大阪お好み焼まっちゃん 美作市
551006199 大阪王将　院庄店 津山市
551006235 大阪王将　笠岡店 笠岡市
551006262 大阪王将　倉敷玉島店 倉敷市
551006217 大阪王将　倉敷水島店 倉敷市
551006226 大阪王将　倉敷老松店 倉敷市
551006442 大阪王将　早島インター店 都窪郡早島町
551006244 大阪王将　総社店 総社市
551006271 大阪王将　津山店 津山市
551000547 大阪屋食堂 備前市
551025747 大阪屋台居酒屋満マル倉敷店 倉敷市
551008044 大手まんぢゅうカフェ 倉敷市
551012022 大手饅頭伊部屋-京橋本店 岡山市北区
551012031 大手饅頭伊部屋-雄町工場店 岡山市中区
551022228 大衆海鮮酒場わをん 倉敷市
551026035 大衆割烹　大ちゃん 岡山市北区
551016369 大衆居酒屋　鳥かね 岡山市北区
551021661 大衆酒場　マルキ岡山駅前店 岡山市北区
551021544 大衆酒場　串かつ三次 倉敷市
551009403 大衆焼肉なごみ 倉敷市
551018331 大衆焼肉みんなのにしき 岡山市北区
551011068 大衆鉄板田田 岡山市北区
551022831 大衆豚焼肉　元祖ぶたせんたー駅元町 岡山市北区
551024253 大衆肉酒場　いぶし銀 津山市
551026521 大正ロマン館 小田郡矢掛町
551017503 大釣温泉　お食事処ゆけむり 苫田郡鏡野町
551025180 鷹取醤油　醤房　燕来庵 岡山市北区
551005623 鷹取醬油 備前市
551018502 担々麺の玄武堂 高梁市
551010771 炭　軍司 岡山市北区
551000898 炭火ダイニング一鉄 倉敷市
551014191 炭火串焼　次男坊 倉敷市
551022552 炭火焼き大山鶏とあご出汁おでん ごろ兵衛 岡山市北区
551023218 炭火焼居酒屋つくぼ 倉敷市
551013354 炭火焼鳥　京 岡山市北区
551024793 炭火焼肉ふたば 倉敷市
551001519 炭火焼肉七厘家 倉敷市
551023002 炭焼ハンバーグ　MOBYダイニング 岡山市北区
551000646 炭焼火の鳥 岡山市北区
551008305 炭焼個室えんらく 岡山市北区
551016288 地鶏陶板焼　炙(abura) 岡山市北区
551009826 地酒と駄菓子  いしだ酒店 美作市
551001852 地酒屋 倉敷市
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551026323 地酒専門店さかばやし 岡山市北区
551020761 地酒販賈会社　土手森 倉敷市
551006748 池田屋 玉野市
551006784 池田屋　宇野店 玉野市
551018511 池田屋　河鹿園 苫田郡鏡野町
551013192 池田動物園 岡山市北区
551024568 竹清アリオ倉敷店 倉敷市
551000565 筑豊ラーメン山小屋　岡山空港店 岡山市北区
551011221 茶屋大橋 倉敷市
551026656 茶令(ちゃりん) 岡山市中区
551023938 着物レンタルVASARA倉敷美観地区アイビースクエア店 倉敷市
551001987 着物レンタル姫乙女 倉敷市
551021472 着物浪漫（きものろまん） 倉敷市
551026332 中華　啓ちゃん 井原市
551023794 中華そば　あずま 倉敷市
551001591 中華そば　吉備路 総社市
551001132 中華そば・居酒屋 むさし 笠岡市
551004732 中華ダイニング　餃子屋台 岡山市北区
551026908 中華ダイニングSCENT 倉敷市
551011302 中華料理浩源 岡山市北区
551026017 中原三法堂　本通店 倉敷市
551014497 中光商店 瀬戸内市
551027394 中光商店　邑久駅前店 瀬戸内市
551001951 中国四川料理又来軒岡山駅前店 岡山市北区
551020374 中国自動車道勝央サービスエリア下り線　ショッピングコーナー 勝田郡勝央町
551020365 中国自動車道勝央サービスエリア下り線　レストラン 勝田郡勝央町
551020356 中国自動車道勝央サービスエリア上り線　ショッピングコーナー 勝田郡勝央町
551020347 中国自動車道勝央サービスエリア上り線　レストラン 勝田郡勝央町
551020392 中国自動車道真庭パーキングエリア下り線　ショッピングコーナー 真庭市
551020383 中国自動車道真庭パーキングエリア上り線　ショッピングコーナー 真庭市
551006775 中国自動車道大佐サービスエリア下り線 新見市
551006766 中国自動車道大佐サービスエリア上り線 新見市
551014578 中国料理　チャイナ 倉敷市
551001285 中山昇陽堂　 さんすて岡山店 岡山市北区
551019969 忠兵衛 岡山市北区
551021166 昼からワイン食堂 岡山市北区
551025720 昼飯・居酒屋　三岳屋 岡山市東区
551026764 町屋やきにく密陽家 岡山市北区
551009448 町家喫茶　三宅商店 倉敷市
551015433 長崎ちゃんめん　岡山伊福店 岡山市北区
551015442 長崎ちゃんめん　岡山益野店 岡山市東区
551015478 長崎ちゃんめん　岡山西市店 岡山市南区
551015496 長崎ちゃんめん　岡山倉敷店 倉敷市
551015505 長崎ちゃんめん　岡山総社店 総社市
551015514 長崎ちゃんめん　岡山東平島店 岡山市東区
551015532 長崎ちゃんめん　岡山浜店 岡山市中区
551015487 長崎ちゃんめん　岡山福浜店 岡山市南区
551002797 長尾醤油酒店 高梁市
551001663 鳥三郎　岡山西市店 岡山市南区
551021346 鳥焼酒房　鷭屋 倉敷市
551025315 鳥八 津山市
551010114 珍竹林 美作市
551024829 津山タクシー事業部 津山市
551025000 津山にぎわい交流館 津山市
551004372 津山まなびの鉄道館 津山市
551004318 津山観光センター 津山市
551016954 津山城下町 KITAYAMA 岡山市北区
551010195 津山鶴山ホテル 津山市
551007864 津山和風肉ダイニング源 津山市
551008251 漬物・佃煮　和平治商店 倉敷市
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551013372 辻与旅館 笠岡市
551008665 蔦屋書店高梁市図書館 高梁市
551003202 椿茶房 瀬戸内市
551014101 釣り堀　穂里山 総社市
551001312 庭園旅館 備後屋 倉敷市
551017341 鼎一岡山店 岡山市北区
551019636 鉄ぱん屋弁兵衛岡山店 岡山市北区
551001897 鉄板かや乃 岡山市北区
551009241 鉄板工房チョイス 岡山市北区
551025837 鉄板焼　カンナ 倉敷市
551025072 鉄板焼・餃子さくら 岡山市北区
551024019 鉄板焼ステーキハウス　マルオン 倉敷市
551026701 鉄板食堂　りべるたぁぱんだ 津山市
551022705 鉄板定食ろく丘アリオ倉敷店 倉敷市
551017251 天ぷら一代倉敷店 倉敷市
551022246 天然温泉吉備の湯ドーミーイン岡山 岡山市北区
551009781 天然酵母パン＆カフェ　あいゆうわいえ 美作市
551024388 天満屋　岡山桃太郎空港ショップ 岡山市北区
551008683 天満屋　岡山本店 岡山市北区
551024397 天満屋　玉野ショップ 玉野市
551024406 天満屋　高梁ショップ 高梁市
551001789 天満屋 倉敷店 倉敷市
551023416 天満屋　津山店 津山市
551004057 天麩羅　えびのや　さんすて岡山店 岡山市北区
551010366 田舎や　徳膳 倉敷市
551021913 田村商店 美作市
551021202 田中酒店（直売店） 美作市
551014722 土佐家旅館 浅口市
551021976 島宿三虎 笠岡市
551026278 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ 玉野市
551007828 東風 岡山市北区
551000412 桃の花 岡山市北区
551023470 桃太郎 岡山市北区
551015739 桃太郎ジーンズ岡山店 岡山市北区
551015721 桃太郎ジーンズ味野本店 倉敷市
551018268 桃太郎のからくり博物館 倉敷市
551014569 桃太郎商店 岡山市北区
551003553 桃茂實苑観光農園 赤磐市
551003067 桃蹊堂 備前市
551002617 湯～とぴあ　黄金泉 英田郡西粟倉村
551010339 湯の蔵つるや 真庭市
551010348 湯めぐりの宿　松の家　花泉 真庭市
551017611 湯快リゾート　湯原温泉　輝乃湯 真庭市
551007459 湯快感花やしき 真庭市
551005677 湯郷グランドホテル 美作市
551010942 湯郷温泉てつどう模型館＆レトロおもちゃ館 美作市
551014776 湯郷温泉観光案内所　おみやげ処 美作市
551015145 湯郷鷺温泉館 美作市
551008863 湯原温泉ミュージアム 真庭市
551011815 湯原国際観光ホテル菊之湯 真庭市
551023020 藤と川蝉 倉敷市
551025171 豆と餅　杜の街店 岡山市北区
551016027 豆吉本舗倉敷店 倉敷市
551013174 陶正園 備前市
551011086 陶備堂 倉敷市
551020239 道の駅　がいせん桜新庄宿 真庭郡新庄村
551001339 道の駅 久米の里 津山市
551011383 道の駅　鯉が窪 新見市
551008881 道の駅　黒井山グリーンパーク 瀬戸内市
551027043 道の駅　黒井山グリーンパーク　ギャラリー（HP掲載不要と） 瀬戸内市
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551027034 道の駅　黒井山グリーンパーク　産直（HP掲載不要と） 瀬戸内市
551007504 道の駅　彩菜茶屋 美作市
551022876 道の駅　醍醐の里 真庭市
551000106 道の駅　蒜山高原 真庭市
551012697 道の駅かもがわ円城 加賀郡吉備中央町
551014848 道の駅かよう 加賀郡吉備中央町
551017368 道の駅くめなん 久米郡久米南町
551000502 道の駅奥津温泉ふるさと物産館 苫田郡鏡野町
551003445 道の駅山陽道やかげ宿 小田郡矢掛町
551004912 道の駅風の家 真庭市
551006811 道口パーキングエリア下り線 倉敷市
551006802 道口パーキングエリア上り線 倉敷市
551012688 凸凹堂倉敷 倉敷市
551017179 鍋ラーメン製作所ジャンボ 倉敷市
551005812 二代目まいぺん 岡山市北区
551009529 二代目魚のとりやまさん 倉敷市
551024631 肉と魚の倉敷太鼓判 倉敷市
551016396 肉のサトウ商店　岡山ドーム前店 岡山市北区
551016405 肉のサトウ商店　江崎本店 岡山市中区
551022147 肉のサトウ商店　水島店 倉敷市
551016387 肉のサトウ商店　倉敷店 倉敷市
551009565 肉のまごろく 倉敷市
551017278 肉の美山水島店 倉敷市
551007666 肉壱番アリオ倉敷店 倉敷市
551015838 肉屋の本格焼肉 和平 倉敷笹沖店 倉敷市
551012508 肉懐石　紬 岡山市北区
551015874 肉匠　松屋　イオンモール岡山店 岡山市北区
551009943 肉八山 倉敷市
551016018 虹色商店 倉敷市
551002743 日の丸タクシー株式会社 井原市
551013615 日の丸旅行有限会社　真備営業所 倉敷市
551013606 日の丸旅行有限会社　本社営業所 井原市
551027088 日産レンタカー岡山駅西口店 岡山市北区
551027097 日産レンタカー岡山空港店 岡山市北区
551022516 日産レンタカー倉敷駅前店 倉敷市
551015703 日進月歩 津山市
551008386 日生漁協しおじ店 備前市
551025243 日々のカフェ 岡山市南区
551010618 日乃屋カレー　岡山十日市店 岡山市北区
551014002 日本郷土玩具館 倉敷市
551025216 日本料理　ちよ田 津山市
551012499 日本料理　雅 岡山市中区
551015172 日本料理　吉晶 岡山市北区
551023965 日本料理店　雲 倉敷市
551011293 如竹堂 倉敷市
551016792 農マル園芸　あかいわ農園 赤磐市
551000619 農園カフェ湯郷 美作市
551005083 巴~TOMOE~　 岡山市北区
551001546 盃花羅亭 岡山市北区
551023893 梅の花　岡山店 岡山市北区
551007774 梅梅　さんすて岡山 岡山市北区
551007117 伯備 新見市
551009268 博多もつ鍋おおやま岡山店 岡山市北区
551017314 博多ラーメンにこいち 岡山市北区
551005335 博多炭焼春よし 岡山市北区
551021481 白寿庵 真庭市
551014425 白神商店 倉敷市
551021400 白石島旅館　華大樹 笠岡市
551014641 白尾窯 倉敷市
551021679 函館市場　岡山新屋敷店 岡山市北区
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551024352 八楽笑（はらしょー） 笠岡市
551008314 八景 真庭市
551006181 八剣伝　井原店 井原市
551003823 八剣伝　岡山一宮店 岡山市北区
551003787 八剣伝　岡山十日市店 岡山市北区
551004723 八剣伝　秀天橋店 玉野市
551020113 八剣伝　勝央店 勝田郡勝央町
551003778 八剣伝　青江店 岡山市北区
551004714 八剣伝　平井店 岡山市中区
551012373 八剣伝下の町店 倉敷市
551026710 八剣伝玉島店 倉敷市
551014866 八剣伝新保店 岡山市南区
551026737 八剣伝水島神田店 倉敷市
551023353 八剣伝築港店 玉野市
551010123 八十八家本店 玉野市
551009547 八十八商店 倉敷市
551009754 八十八弁当 倉敷市
551018538 八塔寺ふるさと館 備前市
551003562 板前料理別館よしみ 岡山市北区
551007468 蕃山窯 備前市
551000799 妃富美 笠岡市
551005191 飛鳥　吉備亭 岡山市北区
551001141 備州窯 備前市
551003751 備前　今八右衛門 岡山市北区
551003733 備前　青江八右衛門 岡山市北区
551005029 備前おさふね刀剣の里ふれあい物産館 瀬戸内市
551002077 備前観光協会　伊部 備前市
551002059 備前観光協会 日生 備前市
551012706 備前紫庵 備前市
551013984 備前焼　よしだ 倉敷市
551006622 備前焼　森　陶翠園 備前市
551014911 備前焼　竹宝堂 倉敷市
551006982 備前焼 陶吉 備前市
551001267 備前焼ギャラリー山麓窯 備前市
551006937 備前焼ギャラリー倉敷一陽窯 倉敷市
551006973 備前焼ギャラリー倉敷一陽窯　２階カフェ 倉敷市
551006865 備前焼陶友会 備前市
551002923 備前焼窯元　五郎辺衛窯 備前市
551008476 備前焼窯元　宝山窯 備前市
551006001 備中そば やぶ 倉敷市
551014992 備中屋善兵衛 高梁市
551022966 備北タクシー 高梁市
551017764 尾道らーめん燈 岡山市北区
551007891 美観neko 倉敷市
551011509 美観堂 倉敷市
551015406 美咲ブルーファーム寒竹 久米郡美咲町
551018835 美作サイクリングインフォメーション 美作市
551000592 美作農園 美作市
551026755 美作農園津山店 津山市
551021733 美作百味菓匠館　大文字　高野店 津山市
551021724 美作百味菓匠館　大文字　本店 津山市
551024523 美山　イオンモール津山店 津山市
551000655 美袋交通　総社営業所 総社市
551008116 美味しいビールのお店 駄々 倉敷市
551010987 姫屋 岡山市北区
551000961 表町イタリアンMARIO 岡山市北区
551001762 蒜山サイクリングサービス 真庭市
551000358 蒜山なごみの温泉　津黒高原荘 真庭市
551004975 蒜山ハーブガーデンハービル 真庭市
551023677 蒜山ホースパーク 真庭市
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551002734 蒜山やつか温泉快湯館 真庭市
551015307 蒜山家きんべえ 真庭市
551000718 蒜山倶楽部　Nadja 真庭市
551003616 蒜山高原サービスエリア下り線 真庭市
551011617 蒜山高原サービスエリア上り線 真庭市
551015046 不二家・菓子工房 高梁市
551001879 冨来屋本舗　別館 倉敷市
551001861 冨来屋本舗　本店 倉敷市
551001753 武野屋　別邸 倉敷市
551012607 風ノウタ 岡山市南区
551011077 風の館うえのや 倉敷市
551018592 風風ラーメン岡山北店 岡山市北区
551018583 風風ラーメン本町店 岡山市北区
551026926 福井堂　山陽店 赤磐市
551026935 福井堂　西大寺店 岡山市東区
551026917 福井堂　本店 備前市
551026944 福井堂　和気店 和気郡和気町
551005713 福寿司 真庭市
551006856 福石パーキングエリア下り線 備前市
551006847 福石パーキングエリア上り線 備前市
551019078 福田茶屋 岡山市北区
551016054 福本屋サラダ館　矢掛本店 小田郡矢掛町
551007702 粉助アリオ倉敷店 倉敷市
551006532 平成レンタカー岡山駅前店 岡山市北区
551006559 平成レンタカー岡山空港店 岡山市北区
551006541 平成レンタカー岡山店 岡山市北区
551006523 平成レンタカー児島駅前店 倉敷市
551006568 平成レンタカー新倉敷駅前店 倉敷市
551013894 平川雪舟庵 総社市
551000952 平和町MARIO 岡山市北区
551015577 平翆軒 倉敷市
551004561 米屋のにぎりめし山田村イオンモール倉敷店 倉敷市
551000241 米屋俱楽部 苫田郡鏡野町
551000376 碧水園 岡山市北区
551025378 奉還町4丁目ラウンジ・カド 岡山市北区
551005245 北前そば高田屋岡山駅前店 岡山市北区
551005227 北前そば高田屋岡山表町店 岡山市北区
551007549 北前そば高田屋倉敷中庄店 倉敷市
551022282 北房ほたる庵 真庭市
551004138 本町ぐるバル酒場 岡山市北区
551004111 本町ココバル55酒場 岡山市北区
551008647 麻田百貨店 高梁市
551009124 又兵衛 岡山市北区
551015685 万料理　みずぐち 倉敷市
551020176 満奇洞 新見市
551023875 満天の湯温泉家くらしき 倉敷市
551025027 味の匠　大名庵 岡山市南区
551013435 味の民芸　岡山国富店 岡山市中区
551016837 味の民芸岡山奥田店 岡山市北区
551000988 味の民芸岡山奉還町店 岡山市北区
551006883 味工房えん 浅口市
551025045 味蔵(みくら) 倉敷市
551009763 民芸　定家 倉敷市
551013831 民芸茶屋　新粋 倉敷市
551025729 民宿あけぼの 瀬戸内市
551022102 民宿道前三輪 新見市
551006712 夢幻庵備前焼工房 備前市
551006901 夢広場 苫田郡鏡野町
551003265 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 瀬戸内市
551003238 夢二郷土美術館本館 岡山市中区
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551001933 無天茶坊 玉野市
551013012 名もなき天ぷら酒場 倉敷市
551010915 名泉鍵湯　奥津荘 苫田郡鏡野町
551023596 明神丸　イオンモール岡山店 岡山市北区
551023605 明神丸　岡山本町店 岡山市北区
551018421 鳴瀧窯 備前市
551021391 鳴門鯛焼本舗　井原店 井原市
551010222 麺屋たくみ駅前店 岡山市北区
551007486 麺屋ブーブーモンスター 岡山市北区
551010213 麺屋匠さんすて岡山店 岡山市北区
551012112 麺家ひぐま商店 岡山市北区
551026314 麺処ぐり虎　イコットニコット店 岡山市北区
551026296 麺処ぐり虎　本店 岡山市北区
551025189 麺飯点心　福幸　杜の街グレース店 岡山市北区
551021850 木花野庵（このはなのいおり） 美作市
551011347 木鯨舎 倉敷市
551003184 木村興楽園 備前市
551007918 木本戎堂 倉敷市
551004408 目利きの銀次 岡山西口駅前店 岡山市北区
551026989 野村交通株式会社　運行管理室（HP掲載不要と） 倉敷市
551023524 野村交通株式会社　本社営業所 倉敷市
551013156 野﨑家旧宅 倉敷市
551006505 矢掛屋INN＆SUITES 小田郡矢掛町
551000736 柳町焼肉カンテラ 岡山市北区
551017161 有限会社　丸大製材所 美作市
551019438 有限会社あけぼの旅館 津山市
551018727 有限会社ツルヤタクシー 瀬戸内市
551016432 有限会社ピオーネ交通 高梁市
551019177 有限会社佐伯文具店 小田郡矢掛町
551022237 有限会社板野酒造場 岡山市北区
551017683 有限会社片場商店 真庭市
551018637 有限会社妹尾タクシー　 新見市
551006586 有限会社妹尾タクシー　妹尾観光バス 新見市
551018556 有限会社立石タクシー 津山市
551008422 有本観光バス株式会社 久米郡美咲町
551024757 有鄰庵　岡山希少和牛店 倉敷市
551018493 柚子の宿千里園 美作市
551016297 遊食房屋　岡山総社店 総社市
551020257 遊食房屋　倉敷店 倉敷市
551009664 遊膳　炫家　DINING 岡山市北区
551019321 遊膳倉敷店 倉敷市
551013129 妖怪屋 倉敷市
551001429 妖精の森ガラス美術館 苫田郡鏡野町
551010789 洋菓子の店　ミルクパーラー 玉野市
551026062 洋食カフェもみじ堂　倉敷店 倉敷市
551005884 洋食屋さん　ボヌール亭 玉野市
551025504 養老乃瀧　倉敷店 倉敷市
551009682 来恩DK 岡山市北区
551000187 来来亭　岡山大安寺店 岡山市北区
551004786 来来亭　岡山大供店 岡山市北区
551024559 来来亭　岡山大福店 岡山市南区
551007819 来来亭　岡山浜野店 岡山市南区
551019429 来来亭　倉敷笹沖店 倉敷市
551009259 来来亭　倉敷中庄店 倉敷市
551005551 来来亭　総社店 総社市
551011329 来来亭津山店 津山市
551013417 頼久寺庭園 高梁市
551021778 藍照（ITAL／アイタル） 倉敷市
551008359 利守酒造（支店） 赤磐市
551008332 利守酒造（蔵元） 赤磐市
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551016729 裏本町串センター 岡山市北区
551025423 里山カフェstay 美作市
551001825 里山レストランAelu 苫田郡鏡野町
551025972 立町カヌレ OKJ 岡山市北区
551012535 龍の蔵 倉敷市
551026665 龍峰窯(りゅうほうがま) 備前市
551019411 旅館お多福 津山市
551008494 旅館くらしき 倉敷市
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