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掲載店舗ごとの
詳細サイトへ飛べる
QRコードです。

…電話番号　
…住所
…営業時間
…テイクアウト対応時間
…定休日
…駐車場

要予約

70店舗掲載
テイクアウトに取り組む井笠地域の飲食店を

より多くの方へ知ってもらうために、

このテイクアウトGuide Book が生まれました。

本誌を見て、気になるお店を再発見し、

地元のグルメを食べて飲食店を応援しよう！

井笠テイクアウト

https://takeout.ikasatabi.jp/

スマホサイトは
こちらから ▶

各店舗の見方

詳しい情報は公式WEBサイトで確認！

ソーシャル
ディスタンスの
確保をしよう

食事の前には
手洗い

消毒をしよう

マスクを
着用しよう

熱がある場合や
体調が悪い時は
利用しない

手指の消毒や
検温に協力しよう

ご理解・ご協力をお願いします

できるだけ
マイバッグを
持参しよう

スマートフォンからでもパソコンからでもテイクアウト可能店舗が簡単に探せます！

井笠地域テイクアウト利用可能店

※本誌に記載されている情報は2021年3月1日
現在のものです。
最新情報は井笠地域テイクアウト Guide Book
公式WEB サイトから必ずご確認くだい。

※掲載されている価格は全て税込み価格です。

冊子には載っていない
詳しいメニューも掲載

詳細な店舗情報や
SNS 等の情報

ジャンル一覧ページへ

ハンバーガーメニューで
「エリア」か「ジャンル」を
選択

トップページから
「エリア」か「ジャンル」を選択

WEBサイトの使いかた

一覧ページからお店を
選んで詳細ページへ！

※価格は全て税込み価格です。

tap!

スマホから電話番号をタップすると
お店に電話がすぐかけられる！

ジ
ャ
ン
ル
で
選
ぶ

エ
リ
ア
で
選
ぶ

公式WEB サイトにはさらに詳しい情報が盛りだくさん！
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笠 

岡

k asa o k a   a r e a

笠岡エリア 

粉もの

お好み焼 福ポっポ
一度食べたらまた食べたくなる味！
⃝ぶた玉そば� 650 円
⃝やきそば� 550 円
⃝えびめし� 600 円

0865-62-5103 
�笠岡市中央町16-1�中央ビル111号
�11：00~14：00、16：00~20：00
�11：00~14：00、16：00~19：30
�日曜日・月曜日
�無

詳細は
こちらから

弁当

お食事処 べにす
若い方から年配の方まで喜ばれているランチ
⃝�幕内定食� 630〜2,150 円
⃝各種定食� 900 円
⃝ちらし寿司� 750 円
⃝ぬくずし� 900 円

0865-62-3033 
�笠岡市中央町17-17
�10：30〜19：30
�8：00〜19：30
�水曜日
�7台

詳細は
こちらから
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

笠 

岡

喫茶・カフェ

CAFE BUTTON
乙女心をくすぐるおしゃれカフェ
⃝�ホットドリンク各種� 440〜660 円
⃝アイスドリンク各種� 495〜660 円
⃝フレッシュジュース各種� 440〜605 円

0865-75-0268 
�笠岡市相生1134-5
�8：00〜19：00
�ドリンク� �8：00〜18：30�
フード� 11：00〜18：00
�月曜日・日曜日、不定休　 �8台

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

カフェテラス フルート
絶品メニューが盛りだくさん ！！
⃝�日替り弁当（限定 20 食）� 800 円
⃝カラアゲ弁当� 950 円
⃝ハンバーグ弁当� 1,080 円
※ライスなし�100 円引き

0865-62-5530 
�笠岡市大井南28-1
�7：00〜20：30　�
火曜日のみ7：00〜16：00
�前日までの予約または当日午前中
�水曜日　 �10台

詳細は
こちらから

弁当

荷葉
食材や調味料にこだわったお弁当
⃝�日替わり弁当� 900 円（おかずのみ700 円）
⃝�日替わり弁当（大）�1,500 円（おかずのみ大 1,200 円）

070-3777-9237 
�笠岡市五番町5-14
�11：00〜15：00（L.O.14：00）
�10：00〜18：00
�日曜日・祝日
�4台

詳細は
こちらから

要予約

写真はスペシャル弁当1,230 円

要予約
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笠 

岡

和食

喜久粋
旬の新鮮な魚を使用する美味しい料理
⃝�天丼� 900 円
⃝穴子丼� 1,200 円

0865-63-2287 
�笠岡市三番町2-23
�11：22〜13：40（L.O.13：18）�
17：00〜21：00（L.O.20：45）
�前日までにご予約下さい
�日曜日・祝日
�4台

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

喫茶 ダン
メニューが豊富な地元民に愛される喫茶店！
⃝�日替定食� 550 円
⃝エビフライ定食� 650 円
⃝豚カツ定食� 650 円

 
�笠岡市笠岡2388�
笠岡シーサイドモール内１F
�10：00~16：30
�10：00~15：00
�火曜日　 �有

詳細は
こちらから

弁当

黒猫賄い屋
アットホームなバイカーズカフェ！
⃝�まかない弁当� 650 円
⃝とり皮ぎょうざ�� 500 円
⃝ミックスフライ� 500 円

070-1870-8833 
�笠岡市大島中4877
�11：30~17：00
�前日までにご予約下さい
�不定休
�10台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

笠 

岡

麺類

こうのしま お多津
どこか懐かしい幻の中華そば
⃝�中華そば� 600 円
⃝とりの唐揚� 500 円
⃝よだれ鶏� 500 円

0865-67-7200 
�笠岡市神島4090
�平日11：00~14：00�
土日祝11：00~20：00（当面の間）
�平日14：00まで・土日祝19：00まで
�木曜日　 �20台

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

古民家カフェ＆創作ダイニング遊
のどかな自然の中で楽しめる料理が人気！
⃝�ローストビーフ丼� 900 円
⃝鶏ステーキ丼� 800 円
⃝イクラ丼� 1,400�円

0865-67-5278 
�笠岡市西大島5653
�11：30~14：00（L.O.13：30）�
17：00~22：00（L.O.21：30）
�11：30~14：00�
17：00~20：00
�水曜日・その他　 �5台

詳細は
こちらから

弁当

小料理かとう
四季折々の旬の食材が味わえる
⃝�弁当� 700 円〜
⃝オードブル（５〜６人前）�� 10,000 円
⃝寿司� 500 円〜
⃝一品料理� 350 円〜

0865-63-3383 
�笠岡市三番町6-16
�17：00~22：00
�前日までにご予約下さい（昼も対応可）
�月曜日
�3台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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笠 

岡

ステーキ

ステーキハウス 川柳
お肉が柔らかくさらにボリューム満点！！
⃝�ステーキ弁当� 800 円〜1,500 円
⃝ステーキどんぶり弁当� 700 円
⃝豚カツ弁当� 600 円

0865-60-0698 
�笠岡市東大戸4405-1
�9：00〜15：00
�10：00〜15：00
�木曜日
�20台

詳細は
こちらから

弁当

与旅館
手作りならではのどこかほっとするお弁当
⃝�和膳�一の重弁当� 2,160 円
⃝和膳�二の重弁当� 3,240 円
⃝ステーキ御膳�二の重弁当� 4,860 円

0865-63-2133 
�笠岡市中央町20-5
�11：00〜22：30
�前日までにご予約下さい�
（デリバリーも可）
�不定休　 �8台

詳細は
こちらから

麺類

手打ちうどん おのしん
笠岡のおいしいうどん屋さん
⃝�天ぷらうどん� 600 円
⃝肉うどん� 750 円
⃝ぶっかけうどん� 500 円

0865-63-9839 
�笠岡市十一番町11-66
�平　日　11：00〜15：00�
土日祝　11：00〜15：00、17：00〜20：00
�営業時間内
�水曜日　 �有

詳細は
こちらから

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

笠 

岡

粉もの

鉄板焼 一本松
笠岡産の肉、魚、野菜を使った鉄板焼き料理
⃝�広島風お好み焼き� 720 円〜
⃝手羽先唐揚げ� 670 円
⃝おつまみセット� 1,000 円

0865-75-0014　 �笠岡市神島4322
�平　日　11：00〜14：00（L.O.13：30）

� 17：00〜21：00（L.O.20：30）�
　休前日　11：00〜14：00（L.O.13：30）
� 17：00〜22：00（L.O.21：30）
�公式LINE�24H受付
�火曜日（月曜日の夜営業は完全予約制）　 10台

詳細は
こちらから

麺類

とんぺい
野菜たっぷりの鶏白湯ラーメンが人気
⃝�生ラーメン�540 円�（生麺・スープ・チャーシュー・メンマ）�
⃝生餃子� 572 円�（10ヶ入り）
⃝手巻き餃子キット� 810 円�（300ｇ・30 枚入）

0865-62-4129　 �笠岡市小平井2215-1
�平　��日� 11：00〜15：00（L.O.14：50）�
� 17：00〜21：00（L.O.20：30）�
日・祝日　20：00（L.O.19：50）
�営業時間内
�木曜日（祝日の場合は営業）
�20台

詳細は
こちらから

和食

日本料理 美然
旬の食材を生かした日本料理が楽しめます。
⃝�季節の炊き込み御飯� 750 円〜1,000 円
⃝お弁当� 1,500 円〜5,000 円
⃝オードブル� 5,000 円〜7,000 円

0865-60-0909　 �笠岡市三番町4-11
�昼　11：30〜16：00（L.O.14：30）�
夜　18：00〜22：00（L.O.20：30）
�11：30〜16：00、18：00〜20：30�
2日前までにご予約下さい
�水曜日　 �5台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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笠 

岡

麺類

はや川ラーメン 一笑懸麺
魚介系和ダシと鶏ダシのあっさり系ラーメン
⃝�持ち帰りラーメン（1人前）� 650 円
⃝若鶏の唐揚げ� 450 円
⃝焼ギョーザ� 350 円

0865-67-2222 
�笠岡市横島1720-1
�11：00〜14：30、17：00〜21：00
�11：00〜13：30、17：00〜20：00（要予約）
�月曜日
�10台

詳細は
こちらから

喫茶店・カフェ

豆と麦
自家製カレーのホットサンドが絶品！！
⃝�珈琲、飲物各種� 440 円〜
⃝ホットサンド（カレー +チーズ）� 560 円
⃝ホットサンド（たまご）� 450 円

0865-70-2034 
�笠岡市四番町8-7
�9：00〜18：00（L.O.17：00）
�軽食 9：00〜17：00�
飲物 9：00〜17：00
�水曜日・木曜日　 �有

詳細は
こちらから

弁当

麺屋 千鳥
ボリューム満点のお弁当
⃝�千鳥弁当� 650 円
⃝とりめし� 400 円
⃝チキンデミカツ丼� 400 円

0865-62-4545 
�笠岡市四番町1-26-5
�11：00〜15：00、17：00〜22：00
�営業時間内
�月曜日
�4台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

笠 

岡

麺類

麺家◯
トロトロの背脂と醤油ベースのスープが絶品
⃝�中華そば（2 人前）※麺とスープのみ� 700 円
⃝トッピング（2 人前）� 400 円

084-922-2213 
�笠岡市神島385-2
�11：30〜14：30
�営業時間内
�火曜日・水曜日
�5台

詳細は
こちらから

粉もの

やくちゃん
創業 31 年。お客様に愛されているお店
⃝�お好み焼き（広島焼）� 500 円
⃝モダン焼（うどん・そば・もち）� 600 円
⃝定食� 500 円

0865-66-4319 
�笠岡市城見台24-15
�11：00〜14：00、16：00〜20：00
�営業時間内
�火曜日
�3台

詳細は
こちらから

弁当

（有）はつね
ボリューム満点の定食屋さんです。
⃝�はつね弁当� 540 円
⃝極上幕の内弁当・極上ミックスグリル弁当�640 円
⃝DX からあげ弁当�� 750 円

0865-62-2531 
�笠岡市笠岡4099-15
�10：00〜14：00
�営業時間内
�日曜日・祝日
�4台

詳細は
こちらから
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I B A R A   a r e a

井原エリア 

喫茶・カフェ

AIIRO COFFEE STAND
おうち時間やドライブのお供に美味しいコーヒーを
⃝�カフェラテ� 450 円
⃝季節のブレンド� 450 円
⃝お弁当（土日限定※前日までの予約制）� 750 円

�井原市井原町1494-1　井原デニムス
クエアガーデン内ホテル舞鶴楼別館1F
�10：30〜17：00
�ドリンク：営業時間内�
お弁当：前日12：00までの予約制
�木曜日　 �6台

詳細は
こちらから

詳細は
こちらから

惣菜

居酒屋 ごんべえ
おうち居酒屋で楽しみませんか？
⃝�とりのから揚げ� 756 円
⃝串の盛り合わせ（5 本）� 1,058 円

0866-63-0056 
�井原市上出部町435
�17：00〜00：00�
�（L.O.23：30、日曜のみ23：00）
�営業時間中
�月曜日　 �20台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

惣菜

居酒屋 しゅんぱく亭
本格焼き鳥等をおうち居酒屋でご賞味ください
⃝�各種焼き鳥� 120 円〜150 円
⃝とんぺいねぎ焼� 650 円
⃝若鶏のから揚げ� 650 円

0866-62-3717 
�井原市上出部町418-1
�17：30〜23：00
�12：00〜21：30
�火曜日
�14台

詳細は
こちらから

和食

岩荘
季節折々のお料理を皆様に
⃝�各種パック膳� 3,240 円〜
⃝当店おまかせ弁当� 1,080 円〜
⃝オードブル� 5,400 円〜

0866-62-0261 
�井原市井原町3152
�ご予約での営業となります。�
お電話にてお知らせ下さいませ。
�4・5日前までには、ご予約下さい。
�お客様にご対応　 �20台

詳細は
こちらから

和食

花月別館
心を込めたお料理を提供いたします
⃝�お弁当� 1,000 円
⃝オードブル� 5,000 円

0866-62-1131 
�井原市井原町3247
�お客様の希望に対応
�2日前までの予約制
�不定休
�10〜15台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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喫茶・カフェ

カフェレストラン くらら
築 150 年の酒工場を改装した雰囲気あるお店
⃝�気まぐれ弁当� 864 円
⃝ロコモコ丼� 702 円
⃝パスタ弁当� 702 円

0866-63-3003 
�井原市西江原町1236-1
�ランチ11：30〜14：00�
カフェタイム14：00〜17：00
�11：00〜18：00
�月曜日・第1火曜日　 �9台

詳細は
こちらから

洋食

キッチン喜多川
うまい肉が味の基本
⃝�トンカツ� 1,200 円
⃝ヒレカツ　� 1,500 円
⃝和牛タタキ� 2,200 円

0866-62-3238 
�井原市笹賀町415-1
�11：00〜（L.O.19：30）
�営業時間内
�火曜日、不定休
�15台

詳細は
こちらから

和食

きみのや
まごころこもった、きみのやのお弁当
⃝�きみのや弁当� 650 円
⃝刺身弁当� 1,320 円
⃝上にぎり� 1,210 円

0866-62-1546 
�井原市笹賀町767
�11：00〜15：00、17：00〜20：00
�10：00〜18：30
�月曜日
�15台

詳細は
こちらから
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

和食

亀隆
手作りにこだわった各種お弁当をご賞味下さい
⃝�特選幕の内弁当（要予約）� 1,080 円〜
⃝とんかつ弁当（岡山県産豚使用）� 800 円
⃝和牛焼肉弁当� 930 円

0866-62-0238 
�井原市七日市町627-1
�11：30〜14：30、17：00〜20：00
�11：30〜19：30
�月曜日（第1・第 3火曜日は予約のみ）
�23台

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

鯉屋珈琲
和テイストにこだわった落ち着いた雰囲気の空間
⃝�ホットコーヒー� 400 円
⃝アイスコーヒー� 450 円
⃝カフェラテ� 450 円

0866-62-3113 
�井原市上出部町423-3
�9：00〜19：00（L.O.18：30）
�9：00〜18：30
�木曜日
�8台

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

こめじるし
肉不使用・野菜中心の、心と身体にやさしいご飯
⃝�こめじるし弁当� 825 円
⃝海老のマスタードココナッツカレー� 935 円

0866-72-0455 
�井原市芳井町吉井1947
�ランチタイム11：30〜、13：00〜（二部制）
カフェタイム13：30〜15：00
�10：00〜15：00
�月・火曜日　 �5台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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和食

三晃
美味しいはコロナに負けない！
⃝�三晃特製美味満載弁当� 1,080 円
⃝パック料理� 1,080 円〜8,640 円
⃝お膳料理� 2,160 円〜8,640 円

0866-67-0992、0120-07-0992 
�井原市高屋町2-3-5
�9：00〜21：00（営業時間外でもご希望
の時間がありましたら、ご相談ください。）
�7：00〜20：00（３日前までにご予約を）
�不定休　 �20台

詳細は
こちらから

中華

中華 啓ちゃん
創業 25 周年。長年続く昔ながらの町中華
⃝�鶏から揚げ（7ヶ）� 820 円
⃝チャーハン� 600 円
⃝餃子� 360 円
⃝野菜炒め� 710 円

0866-62-7213 
�井原市井原町129-1
�平日11：30〜14：30、16：30〜21：00�
日曜・祝日11：30〜21：00
�営業時間内
�水曜日　 �9台程度

詳細は
こちらから

中華

中華料理 紅蘭
事前に予約注文をお願いします
⃝�焼飯� 703 円
⃝中華焼きそば� 789 円
⃝からあげ� 875 円

0866-62-3388 
�井原市笹賀町111-3
�11：30〜14：30（L.O.14：15）�
17：15〜21：00（L.O.20：45）
�11：30〜
�月曜日　 �14台

詳細は
こちらから

要予約

要予約

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

和食

登奈利
明日のお昼はワンコイン弁当
⃝�各種ワンコイン弁当� 各 500 円〜
⃝オードブル� 3,000 円〜
⃝仕出し料理� 3,000 円〜

0866-62-0741 
�井原市井原町313-2
�11：30〜14：00、17：00〜不定
�9：00〜（予約）、前日までに電話にて予約
�土曜日昼、日曜日・祝日
�3台

詳細は
こちらから

和食

日本料理 まこと
移ろう四季を五感であじわう、本格日本料理
⃝�タコライス� 700 円
⃝彩弁当� 1,620 円
⃝懐石御前� 3,240 円〜5,400 円

0866-72-0046 
�井原市芳井町与井44-2
�11：00〜21：00完全予約制　全室個室
�2日前までにお電話にてご予約を
お願い致します。
�不定休　 �10台

詳細は
こちらから

洋食

ビアハウス SU^R’E
お食事とお酒、両方楽しんでいただけるお店
⃝�弁当各種� 864 円〜2,160 円
⃝ピザ各種� 580 円、850 円
⃝カツサンド� 770 円

0866-63-3545 
�井原市井原町289-1
�11：30〜14：00（L.O.13：30）
18：00〜22：00（L.O.21：30）
�お問い合わせください
�日曜日　 �10台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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約２kmにもわたって桜が咲く井原堤は、
春になると多くの花見客でにぎわいます。
桜のトンネル内を散策したり、ゆっくりと
した時間を楽しんだりすることができま
す。小田川の穏やかな川の流れや、桜の美
しさに心癒されてみては？？

美星町は、天文学者が選ぶ「日本三選星名所」
に選ばれるほど、星空が綺麗に見える場所で
す。なかでも星空公園は、標高500ｍを超え
る高さに位置するため、昼は瀬戸内海や大山
を望むことができ、夜になると満天の星を見
渡すことができます。自然の壮大さに心踊ら
されること間違いなしです。

ここは、田中翁の代表作である「鏡獅子」をは
じめとした5つのブロンズ像を配して、多くの
人が美術に親しめる様、田中美術館と一体化し
た文化ゾーンになっています。苑内には、清水
が流れていたり、季節の花が咲いていたりと、
四季折々の自然が楽しめる憩いの空間です。

せっかく井原に来たのなら、ついでにココも
立ち寄ってほしい！というスポットを厳選しました。

井原堤

星空公園

田中苑

…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

広告をいれているので左ページに
アイコンの説明を挿入しています

喫茶・カフェ

mon-chou
原材料にこだわった体に優しいパンを販売
⃝�あんバター� 205 円
⃝クロワッサン� 194 円
⃝フリュイ� 518 円

0866-62-9190 
�井原市井原町313-2
�10：00〜18：00
�7：00〜18：00
�日曜日・月曜日
�4台

詳細は
こちらから

ステーキ

洋風懐石料理 遊心美膳 髙木
落ち着いた雰囲気でひっそり佇む大人の隠れ家
⃝�ステーキ弁当� 4,536 円
⃝牛しぐれ煮と季節のご飯弁当� 3,024 円
⃝シェフのまかない牛すじカレー（ソースのみ冷凍）� 648 円

0866-67-3833　 �井原市下出部町2-14-8
�11：00〜15：30（L.O.14：30）��
17：00〜21：30（L.O.20：30）��
ランチタイム・ディナータイム共に
前日までの完全予約制となります。
�２営業日前の15：00までの完全予約となります。
�毎週水曜日、第3火曜日　 �10台

詳細は
こちらから

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

約２kmにもわたって桜が咲く井原堤は、
春になると多くの花見客でにぎわいます。
桜のトンネル内を散策したり、ゆっくりと
した時間を楽しんだりすることができま
す。小田川の穏やかな川の流れや、桜の美
しさに心癒されてみては？？

美星町は、天文学者が選ぶ「日本三選星名所」
に選ばれるほど、星空が綺麗に見える場所で
す。なかでも星空公園は、標高500ｍを超え
る高さに位置するため、昼は瀬戸内海や大山
を望むことができ、夜になると満天の星を見
渡すことができます。自然の壮大さに心踊ら
されること間違いなしです。

ここは、田中翁の代表作である「鏡獅子」をは
じめとした5つのブロンズ像を配して、多くの
人が美術に親しめる様、田中美術館と一体化し
た文化ゾーンになっています。苑内には、清水
が流れていたり、季節の花が咲いていたりと、
四季折々の自然が楽しめる憩いの空間です。

せっかく井原に来たのなら、ついでにココも
立ち寄ってほしい！というスポットを厳選しました。

井原堤

星空公園

田中苑
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ASA K U C H I   a r e a

浅口エリア 

弁当
浅口劇場

「星と海の郷」浅口市で感劇をカタチに
⃝�日替り弁当
⃝丼弁当

0865-45-8092 
�浅口市鴨方町鴨方1647-1
�11：00~14：00（L.O.13：30）�
17：30~24：00（L.O.23：00）
�要相談
�不定休　 �16台

詳細は
こちらから

弁当

味工房 えん
味工房えんの人気ランチをご家庭や会社で
⃝�おかず弁当
⃝から揚げ弁当
⃝焼き魚弁当　等各種弁当

0865-54-0141 
�浅口市鴨方町鴨方1083-6
�11：00~14：30（L.O.14：00）�
17：30~22：00（L.O.21：30）
�営業時間内
�月曜日（祝日の場合は翌平日）
�70台

詳細は
こちらから
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

中華

あんかけ屋
おなかいっぱいになる料理でもてなします！
⃝�あんかけちゃんぽん野菜たっぷり
⃝天津飯ほんのり甘酢風味
⃝とんかつ弁当　等各種弁当

0865-47-9020 
�浅口市金光町大谷445-2
�9：00~15：00、17：00~21：00（金・土・日）�
（L.O.14：30、20：30）
�営業時間内
�月曜日　 �5台程度

詳細は
こちらから

粉もの

お好み焼 椿屋
自慢の広島風お好み焼きをどうぞ！
⃝�モダン（そば又はうどん）
⃝焼きそば・うどん
⃝肉玉ミックス　等

0865-42-4797 
�浅口市金光町占見新田474-4
�11：00~14：00、17：30~20：00�
（L.O.13：30、19：30）
�営業時間内
�木曜日、不定休　 �4台

詳細は
こちらから

弁当

加賀屋
鳥料理を堪能したい方にはもってこいの店！
⃝�とり丼
⃝もも肉ステーキ弁当
⃝唐揚げ弁当　等各種弁当

0865-42-5281 
�浅口市金光町占見新田458-8
�10：00~22：00（L.O.21：30）
�営業時間内
�日曜日　 �5台程度

詳細は
こちらから

要予約
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和食

吉幸
美食で絆を深め心も体も幸せに
⃝�和のおまかせお弁当
⃝から揚げ弁当
⃝ハンバーグ弁当　等各種弁当

0865-44-4314 
�浅口市鴨方町小坂東2125-1
�11：30~14：30（L.O.14：00）�
17：30~21：00（夜は完全予約制）
�11：00~19：00
�水曜日（変更あり）　 �15台

詳細は
こちらから

洋食

きの味（きのみ）
「手作りの味」にこだわっています
⃝�健康セット
⃝ビーフシチュー
⃝ハンバーグ　等各種ランチ

0865-42-5181 
�浅口市金光町大谷1736-1
�11：00~14：30�
夜は予約のある時のみ営業
�営業時間内
�火曜日　 �5台

詳細は
こちらから

和食

つちや食堂
お店の味をご家庭でどうぞ。
⃝�かつ丼
⃝中華丼
⃝焼めし　等各種

0865-42-2202 
�浅口市金光町大谷302-9
�11：00~14：30、17：00~19：00
�営業時間内
�不定休
�無

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

弁当

デリカショップまからずや
お手軽な値段で豊富な品揃え
⃝�モダン焼き
⃝お好み焼き
⃝日替り弁当　等各種弁当

0865-54-5355 
�浅口市寄島町7540-50
�8：30~18：00（L.O.17：30）
�8：30~17：30
�日曜日・祝日（月曜の祝日のみ）
�数台

詳細は
こちらから

和食

土佐家旅館
一流の板前による和食料理をお楽しみ下さい
⃝�幕ノ内弁当
⃝会席弁当

0865-42-2157 
�浅口市金光町大谷228-1
�ご予約に応じて
�10：00~20：00（3日前までに相談）
�年中無休
�10台

詳細は
こちらから

和食

日本料理 銀座
地産地消、こだわりある食材でもてなします
⃝�松花堂風弁当

0865-54-3235 
�浅口市寄島町7224-1
�11：30~14：00、17：00~19：00（入店）
�11：30~14：30�
（平日2日前、土日祝祭日3日前）
�火曜日
�15台

詳細は
こちらから

要予約

要予約
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最新型プラネタリウムや４次元デジタ
ル宇宙シアターといった体験型施設で
本物のような星空を見ることができる
ほか、太陽観測望遠鏡や展示品で、よ
り身近な宇宙を知ることができます。
ミュージアムショップでは、宇宙食な
どの宇宙関連商品や浅口市の特産品、
オリジナルグッズなどを販売していま
す。また、隣接する国立天文台ハワイ
観測所岡山分室、京都大学岡山天文台
の施設の構造・機能および最先端の研
究なども紹介しています。

星関連
のお土

産

揃って
ます！

岡山天文博物館

…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

広告をいれているので左ページに
アイコンの説明を挿入しています

和食

ぶしの花道
メニューについては柔軟に対応します！
⃝�日替り弁当
⃝オードブル

0865-44-0778 
�浅口市鴨方町六条院中2151
�11：00~14：00、17：30~23：00
�営業時間内
�火曜日夜
�10台程度

詳細は
こちらから

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

最新型プラネタリウムや４次元デジタ
ル宇宙シアターといった体験型施設で
本物のような星空を見ることができる
ほか、太陽観測望遠鏡や展示品で、よ
り身近な宇宙を知ることができます。
ミュージアムショップでは、宇宙食な
どの宇宙関連商品や浅口市の特産品、
オリジナルグッズなどを販売していま
す。また、隣接する国立天文台ハワイ
観測所岡山分室、京都大学岡山天文台
の施設の構造・機能および最先端の研
究なども紹介しています。

星関連
のお土

産

揃って
ます！

岡山天文博物館
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sat o s h o   a r e a

里庄エリア 

喫茶・カフェ

カフェサンラヴィアン
カフェ & アウトレット
⃝�ブレンドコーヒー
⃝ミニパフェ
⃝寄島海老之介カレー　など

0865-64-4745 
�浅口郡里庄町大字新庄3920
�9：00〜18：30（L.O.18：00）
�9：00〜18：00
�なし
�25台

詳細は
こちらから

洋食

手延ダイニング＆ライブ Macaret
手延べ麺を使用したイタリアンレストラン
⃝インボルティーニお弁当� 600 円
⃝ハンバーガーお弁当� 550 円
⃝フルーツサンド� 400 円

0865-64-3453 
�浅口郡里庄町大字新庄2998
�8：00〜15：00　 8：00〜20：00
�日曜日（臨時休業有り。店頭また
はブログでお知らせしています）
�有

詳細は
こちらから

要予約

26

里 

庄



…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

麺類

８番らーめん 里庄店
８番のテイクアウト・お店の味をご自宅で
⃝�各種野菜らーめん
⃝各種小さな野菜らーめん
⃝野菜こくうまらーめん

0865-64-1288 
�浅口郡里庄町大字新庄1475-2
�11：00〜14：00、17：00〜20：00
営業時間内
�水曜日　17：00〜20：00
�有

詳細は
こちらから

弁当

備前屋会館
季節にあわせた彩り豊かなお料理をどうぞ
⃝�弁当� 1,080 円〜�
⃝ちらし・巻き寿し
⃝仕出し料理

0865-64-2068 
�浅口郡里庄町大字新庄2861-9
�8：00〜21：00
�9：00〜17：00
�不定休
�有

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

Bagel craf+
天然酵母・国産小麦・無添加のベーグル屋
⃝�ベーグル

 
�浅口郡里庄町大字新庄3607-5
�11：00〜16：00�
（売り切れ次第閉店）
�営業時間内
�月・火・木・金・日　 �有

詳細は
こちらから

要予約
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仁科芳雄生家

里庄まこもたけ

まこもたけとは、イネ科の多年草「まこも」の茎に黒穂
菌（無害）が付き、肥大化したものです。アクやクセが
なく淡泊な味で、シャキシャキしとした食感が特徴です。
サラダから炒め物、天ぷらまで幅広く調理でき、料理店
や家庭で愛されています。９月下旬～ 11 月上旬に収穫時
期を迎え、町内の直売所や農協、スーパー等の店頭に並
びます。

町内の耕作放棄地を利用して、里庄まこもたけの栽培が進め
られています。里庄町内でまこもたけを育ててみたい方は、
里庄町役場農林建設課
（☎0865-64-7215）までお問い合わせください。

浅口郡里庄町大字里見 2392
８：00～ 21：30（冬季は短縮することもあります）
※藤井風さんの曲は午前 10時前後と午後３時前後に流れます。
入場無料
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
50台
0865-64-7266

所 在 地

料　　金

開園時間

アクセス

駐 車 場
お問合せ

毎年５月はサツキが満開になります。
博士が愛したと言われる
梅の古木も残っています。

浅口郡里庄町大字浜中 717
日曜のみ開館
10：00～ 16：00　
入館無料
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
10台
0865-64-4888

所 在 地

料　　金

開 館 日
開館時間

アクセス

駐 車 場
お問合せ

浅口郡里庄町大字里見 6470
10：00 ～ 17：00
不定休
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
有
0865-64-7280

所 在 地
営業時間
休　　日
アクセス

駐 車 場
お問合せ

山陽本線、国道２号線が一望できる
ランドスケープ。晴れた日には
瀬戸内海が見えることもあります。

緑豊かな自然を活かした、誰もがスポーツに親しみ、交流を深め
ることのできる公園です。子どもが大好きな遊具を設置した “子ど
も広場” や健康づくりに最適な “ウォーキングコース” などがあり
ます。町出身の注目ミュージシャン藤井風さんの曲も流れますよ！

町出身の仁科芳雄博士（1890 年－1951 年）は、日本の物理学の中心的
存在として、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士らを育成されまし
た。江戸時代後期の庄屋住宅である生家は、博士が少年時代を過ごし、晩
年いつも心のふるさととして思い描いていた場所で、室内には小学校から
の手紙や直筆の書が展示され、博士の温かい人柄にふれることができます。

つばきの丘運動公園

里庄まこもたけ直売所

…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

カレー

Laughing Buddha Cafe
本場インドのスパイス香るカレーを堪能して
⃝�ハーブ香るグリーンカレー� 1,200 円
⃝南インド風チキンカレー� 1,200 円
⃝２種カレー盛り� 1,300 円

080-9137-4334 
�浅口郡里庄町大字里見2529-1
�11：00〜18：00
�営業時間内
�月・火曜、不定休
�有

詳細は
こちらから

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

仁科芳雄生家

里庄まこもたけ

まこもたけとは、イネ科の多年草「まこも」の茎に黒穂
菌（無害）が付き、肥大化したものです。アクやクセが
なく淡泊な味で、シャキシャキしとした食感が特徴です。
サラダから炒め物、天ぷらまで幅広く調理でき、料理店
や家庭で愛されています。９月下旬～ 11 月上旬に収穫時
期を迎え、町内の直売所や農協、スーパー等の店頭に並
びます。

町内の耕作放棄地を利用して、里庄まこもたけの栽培が進め
られています。里庄町内でまこもたけを育ててみたい方は、
里庄町役場農林建設課
（☎0865-64-7215）までお問い合わせください。

浅口郡里庄町大字里見 2392
８：00～ 21：30（冬季は短縮することもあります）
※藤井風さんの曲は午前 10時前後と午後３時前後に流れます。
入場無料
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
50台
0865-64-7266

所 在 地

料　　金

開園時間

アクセス

駐 車 場
お問合せ

毎年５月はサツキが満開になります。
博士が愛したと言われる
梅の古木も残っています。

浅口郡里庄町大字浜中 717
日曜のみ開館
10：00～ 16：00　
入館無料
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
10台
0865-64-4888

所 在 地

料　　金

開 館 日
開館時間

アクセス

駐 車 場
お問合せ

浅口郡里庄町大字里見 6470
10：00 ～ 17：00
不定休
【お車をご利用の場合】
山陽自動車道鴨方ＩＣから約 10分
【ＪＲをご利用の場合】
ＪＲ山陽本線里庄駅からタクシーにて約５分
有
0865-64-7280

所 在 地
営業時間
休　　日
アクセス

駐 車 場
お問合せ

山陽本線、国道２号線が一望できる
ランドスケープ。晴れた日には
瀬戸内海が見えることもあります。

緑豊かな自然を活かした、誰もがスポーツに親しみ、交流を深め
ることのできる公園です。子どもが大好きな遊具を設置した “子ど
も広場” や健康づくりに最適な “ウォーキングコース” などがあり
ます。町出身の注目ミュージシャン藤井風さんの曲も流れますよ！

町出身の仁科芳雄博士（1890 年－1951 年）は、日本の物理学の中心的
存在として、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士らを育成されまし
た。江戸時代後期の庄屋住宅である生家は、博士が少年時代を過ごし、晩
年いつも心のふるさととして思い描いていた場所で、室内には小学校から
の手紙や直筆の書が展示され、博士の温かい人柄にふれることができます。

つばきの丘運動公園

里庄まこもたけ直売所
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ya k a g e   a r e a

矢掛エリア 

粉もの

おこのみやき 大国屋
熱々の広島風のお好み焼き屋さん！
⃝�大名焼き
⃝ホルモン焼き
⃝ねばねば焼き

0866-82-0107 
�小田郡矢掛町矢掛2579
�11：00~14：00、17：00~22：00
�営業時間内
�月曜日・第1火曜日（祝日営業、
定休日営業の場合は翌日休業）
�矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから

カレー

インドダイニング スクーン 矢掛店
本格インド料理ならここ！
⃝�チキンマサララカレー
⃝ポークマサラカレー
⃝キーマエッグカレー

0866-84-1115 
�小田郡矢掛町矢掛1880-1
�11：00〜22：00
�営業時間内
�なし
�有

詳細は
こちらから
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

粉もの

お好み焼きたきがわ
世話焼きふきちゃんのふわふわお好み焼き。
⃝�お好み焼き
⃝焼きそば・うどん　等

0866-82-3785 
�小田郡矢掛町矢掛2533-3
�11：00〜20：00
�営業時間内
�木曜日
�有

詳細は
こちらから

和食

割烹旅館魚藤
創業明治 25 年。長い歴史をもつ料理屋
⃝�刺身定食
⃝エビフライ定食
⃝幕ノ内

0866-82-0008 
�小田郡矢掛町矢掛3085
�11：00〜14：00（要予約）�
夜：要予約
�営業時間内
�水曜日、不定休　 �有

詳細は
こちらから

要予約

和食

川上食堂
昭和 30 年創業の老舗食事処
⃝�焼きそば
⃝焼きうどん
※うどん・そばのミックスも可能

0866-82-0815 
�小田郡矢掛町矢掛3176
�10：00~14：00、16：00~18：00
�営業時間内
�不定休
�矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから
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洋食

宿場町矢掛の侍イタリアン
宿場町・矢掛町のカジュアルイタリアン☆
⃝�侍が恋したハンバーグ弁当
⃝生パスタ・ピッツア
⃝肉料理

0866-84-1212 
�小田郡矢掛町矢掛2636
�11：00〜15：00�
17：30〜21：30
�営業時間内
�なし　 �矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから

弁当

食工房つお
美味しいお料理を真心込めて
⃝�和弁当
⃝日替り弁当
⃝オードブル　※期間限定

0866-82-3232 
�小田郡矢掛町江良2448-1
�11：00〜14：00、17：00〜22：00
�11：00〜14：00、17：00〜20：00
�月曜日（不定休あり）
�有

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

t2lab.
本陣通りに面して建つお洒落なカフェ
⃝�矢掛表なし？バーガー
⃝シフォンケーキ
⃝北海道ソフトクリーム

0866-82-2818 
�小田郡矢掛町矢掛2584
�11：00〜16：00
�営業時間内
�なし
�矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから

要予約
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

和食

テンペ料理 発酵亭
インドネシア発祥の発酵食品テンペ料理！
⃝�テンペコロッケ弁当
⃝チキンチーズ大葉巻弁当

0866-82-0366 
�小田郡矢掛町矢掛2569-1
�10：00~19：00
�営業時間内
�不定休
�矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから

喫茶・カフェ

満天茶屋
体にやさしいスイーツ＆ランチのお店
⃝�チキン南蛮弁当
⃝米粉シフォンケーキ
⃝麩ラスク

090-6414-2575 
�小田郡矢掛町矢掛2575-6
�12：00~16：00
�8：00~10：00
�火曜日・水曜日（日・月は夕方も休み）
�矢掛町観光駐車場

詳細は
こちらから
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やかげ郷土美術館
360 度眺望！「水見やぐら」が目印
矢掛町出身の芸術家の作品及び郷土資料を展示する美術
館。町木の赤松を使い、太い梁を生かした伝統工法によっ
て建てられた建物は木の温もりを感じるくつろぎ
の空間となっています。外観は水楼をモチーフに
した高さ16ｍの「水見やぐら」が目印。最上階か
らは360度広がる町の眺望が楽しめます。

白壁と張瓦のコントラストが見事な歴史的建造物
脇本陣は本陣を補佐する役目を持ち、最後の脇本陣を務
めた髙草家は本陣から東に400mの所にあります。髙草
家は、金融業で財をなし、庭瀬藩の掛屋や小田郡大庄屋
を務めた旧家で、「大髙草」と呼ばれました。
敷地は約600坪（約2,000m2）で矢掛宿では本陣に次ぐ規
模を誇ります。主屋をはじめ蔵座敷、内倉、大倉、中倉、
門倉など 9棟が国の重要文化財に指定されています。

宿場町として栄えた町の歴史的シンボル
参勤交代で江戸と国元を行き来する大名や公家、幕府役人
の宿泊や休憩の場として利用されていた家屋。国の重要文
化財に指定されています。
現存する石井家の建物は江戸時代中期から後期に建てられ
たものを中心に順次改築され今に至っています。また、石
井家には多くの近世交通関係の古文書が伝わっており、そ
の中には、薩摩から徳川13代将軍家定に嫁ぐための道中、
天璋院篤姫が矢掛本陣に宿泊した記録も残されています。

旧矢掛本陣石井家住宅

笠岡古代の丘スポーツ公園

笠岡諸島
笠岡市には大小31の島々があり、その内 7 島
が有人島です。橋を持たず、純粋に「離島」
の風土を残しており、それぞれに特色が異な
ります。日本遺産「知ってる!? 悠久の時が流
れる石の島 ～海を越え、日本の礎を築いた 
せとうち備讃諸島～」の構成文化財も、各有
人島にあります。

笠岡市の北部にある豊かな自然と古代
  ロ  マン

浪漫
をテーマとした公園です。サッカーやグ
ラウンドゴルフができるグラウンド、
野球場などのスポーツ施設をはじ
め、噴水が整備されたふれあい広場、
遊具を備えた子ども広場、テントサ
イト13区画のキャンプ場などレクリ
エーション施設を兼ね備えています。

広大な笠岡湾干拓地の一角に、道の駅 笠岡ベイファーム
はあります。太陽の光をさんさんと浴びた広大な大地には、
「菜の花」「ポピー」「ひまわり」「コスモス」など四季折々
の花々が百花繚乱の大パノラマを描き出します。

道の駅 笠岡ベイファーム＆花畑
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…電話番号　 …住所　 …営業時間　 …テイクアウト対応時間　 …定休日　 …駐車場

笠 

岡

やかげ郷土美術館
360 度眺望！「水見やぐら」が目印
矢掛町出身の芸術家の作品及び郷土資料を展示する美術
館。町木の赤松を使い、太い梁を生かした伝統工法によっ
て建てられた建物は木の温もりを感じるくつろぎ
の空間となっています。外観は水楼をモチーフに
した高さ16ｍの「水見やぐら」が目印。最上階か
らは360度広がる町の眺望が楽しめます。

白壁と張瓦のコントラストが見事な歴史的建造物
脇本陣は本陣を補佐する役目を持ち、最後の脇本陣を務
めた髙草家は本陣から東に400mの所にあります。髙草
家は、金融業で財をなし、庭瀬藩の掛屋や小田郡大庄屋
を務めた旧家で、「大髙草」と呼ばれました。
敷地は約600坪（約2,000m2）で矢掛宿では本陣に次ぐ規
模を誇ります。主屋をはじめ蔵座敷、内倉、大倉、中倉、
門倉など 9棟が国の重要文化財に指定されています。

宿場町として栄えた町の歴史的シンボル
参勤交代で江戸と国元を行き来する大名や公家、幕府役人
の宿泊や休憩の場として利用されていた家屋。国の重要文
化財に指定されています。
現存する石井家の建物は江戸時代中期から後期に建てられ
たものを中心に順次改築され今に至っています。また、石
井家には多くの近世交通関係の古文書が伝わっており、そ
の中には、薩摩から徳川13代将軍家定に嫁ぐための道中、
天璋院篤姫が矢掛本陣に宿泊した記録も残されています。

旧矢掛本陣石井家住宅

笠岡古代の丘スポーツ公園

笠岡諸島
笠岡市には大小31の島々があり、その内 7 島
が有人島です。橋を持たず、純粋に「離島」
の風土を残しており、それぞれに特色が異な
ります。日本遺産「知ってる!? 悠久の時が流
れる石の島 ～海を越え、日本の礎を築いた 
せとうち備讃諸島～」の構成文化財も、各有
人島にあります。

笠岡市の北部にある豊かな自然と古代
  ロ  マン

浪漫
をテーマとした公園です。サッカーやグ
ラウンドゴルフができるグラウンド、
野球場などのスポーツ施設をはじ
め、噴水が整備されたふれあい広場、
遊具を備えた子ども広場、テントサ
イト13区画のキャンプ場などレクリ
エーション施設を兼ね備えています。

広大な笠岡湾干拓地の一角に、道の駅 笠岡ベイファーム
はあります。太陽の光をさんさんと浴びた広大な大地には、
「菜の花」「ポピー」「ひまわり」「コスモス」など四季折々
の花々が百花繚乱の大パノラマを描き出します。

道の駅 笠岡ベイファーム＆花畑
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カレー

インドダイニング�スクーン�矢掛店（矢掛町）� 30
Laughing�Buddha�Cafe（里庄町）�……… 28

ステーキ

ステーキハウス�川柳（笠岡市）�…………………… 8
洋風懐石料理�遊心美膳�髙木（井原市）� …… 18

喫茶・カフェ

AIIRO�COFFEE�STAND（井原市）� ……… 12
CAFE�BUTTON（笠岡市）�……………………5
カフェサンラヴィアン（里庄町）� …………… 26
カフェテラス�フルート（笠岡市）� ………………5
カフェレストラン�くらら（井原市）� ………… 14
喫茶�ダン（笠岡市）�………………………………6
鯉屋珈琲（井原市）�…………………………… 15
古民家カフェ＆創作ダイニング遊（笠岡市）� …7
こめじるし（井原市）� ………………………… 15
t2lab.（矢掛町）� ……………………………… 32
Bagel�craf+（里庄町）�……………………… 27
豆と麦（笠岡市）� ……………………………… 10
満天茶屋（矢掛町）�…………………………… 33
mon-chou（井原市）�………………………… 18

惣菜

居酒屋�ごんべえ（井原市）�…………………… 12
居酒屋�しゅんぱく亭（井原市）�……………… 13

中華

あんかけ屋（浅口市）� ………………………… 21
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