
主催：玉島商工会議所　
お問い合わせ先：玉島商工会議所　電話：086-526-0131
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スタンプラリー　台紙

■「ほっとたましまスタンプラリー2021」の開催情報をどこでお知りになりましたか。
□折り込み　　□ポスティング　　□SNS　　□メルマガ　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

■今後どんなイベントを希望されますか。

絶対もらえる！ 50名様に
抽選で当たる！

※写真はイメージです
実際とは異なる場合があります。

スタンプを３つ集めてWチャンス!!
ステキなプレゼントをゲット！

応募方法 「ほっと、たましまスタンプラリー 2021」参加
店舗で、スタンプを３つ集めると、オリジナルマスキングテープを
応募者全員にプレゼント！さらに、玉島地区の特産品が当たる抽選
に応募できます。応募はがきに必要事項を明記の上、玉島商工会議
所へ持参、もしくは切手を貼りポストへ投函してください。　
※参加店舗は、倉敷市の「新型コロナウイルス対策取組宣言」
　を取得しています。

（5,000円相当）

玉島地区の
特産品

2021年3月11日（木）必着2021年2月3日（水）～3月10日（水） 応募締切開催期間

と、
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玉島の
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オリジナル
マスキング
テープ

対象店舗をまわって
スタンプを3つ集めたら

素敵なプレゼントがもらえる！
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羽黒神社

円通寺

くらしき作陽大学

玉島八島の桃畑

戸島神社

玉島の森

安養院

本性院、雨笠松

天王山古墳

溜川公園

玉島みなと
公園

ハーバーアイランド

新倉
敷駅

西阿
知駅

中面をご覧ください
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開催期間：2021年2月3日水▶3月10日水

各店舗情報は
まるっと玉島を
ご覧下さい
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モルフェナンバ
時計・ジュエリー・メガネの販売及び修理・メン
テナンスを承ります。
業種:時計・ジュエリー・メガネ・補聴器専門店
住所: 倉敷市玉島1651-1　玉島ショッピング
　　   センター　トップス内
☎︎  086-523-0707　 休 なし
営 10:00〜19:30　 P  あり（350台）

オリジナルアクセサリーや注目作家さんの作品な
ど可愛い雑貨を販売しています。
業種:雑貨販売
住所:倉敷市玉島阿賀崎5-6-1　ハイツシンフォニー1F
☎︎ 086-526-3391　休 平日　営 12:00〜17:30　
P  あり（5台）

靴のニシヤマ　トップス店39 41 42M.A.KRAFT
少年少女のような感性を持ち続ける大人たちに
ファッションを提案しています。
業種:服販売　住所: 倉敷市玉島1651-1　Tops内
☎︎ 086-526-3976　休 水曜日
営  10:00〜19:00
P  あり（350台）

子供靴から介護シューズまで幅広い品ぞろえで
お待ちしています。
業種:靴販売　住所: 倉敷市玉島1651-1
☎︎ 086-441-8788　休 元日
営  10:00〜20:00
P  あり（350台）

cattic43 マリーガトー44 45 有限会社菓子処ひらい
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洋菓子のなかの47 株式会社豊島屋48 49 樋口芳泉園茶舗
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50植田タンス店
創業76年家具専門店。買って安心！修理もでき
る家具屋さん。オーダー家具の制作もできます。
業種:家具販売　住所: 倉敷市玉島中央町1-7-1
☎︎ 086-522-2951　休 毎週月曜日
営 10:00〜18:00　 P  あり（3台）

自慢のふわふわスポンジと上質な生クリーム、シ
ンプルだからこそのおいしさがあります。
業種:洋菓子販売　住所: 倉敷市玉島黒崎3373-4
☎︎ 086-528-1564　休 不定休
営 9:00〜19:00(日曜日9:00〜18:00)
P  あり（3台）

今も受け継ぐ、こだわりの味!倉敷「いっぴん」調
味料セットは贈答品に喜ばれています。
業種:調味料製造販売　
住所: 倉敷市玉島中央町1-7-8
☎︎ 086-522-2148　休 日曜日・祝日・第2土曜日
営 8:30〜17:00
P  あり

緑茶を中心に茶道具、コーヒー、生大福、お抹茶
アイスなど販売しています。
業種:茶販売　住所: 倉敷市玉島中央町1-12-2
☎︎ 086-522-2907　休 日曜日
営 10:00〜17:00　 P  あり（7台）

51 メイビ堂　マルナカ新倉敷店52 53 株式会社クロサキジャパン
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54
お客様のお肌のお悩みに寄り添い、親身になっ
てお悩みが解決できるまで、スタッフ一同お手伝
いさせていただきます。
業種:化粧品販売
住所:倉敷市玉島爪崎981-1　山陽マルナカ新倉敷店
☎︎ 086-522-6901　休 無
営 10:00〜19:00　 P  あり

焼肉のたれ大統領をはじめ、すきやきのたれ、鍋
のスープ、塩こしょうなど製造販売しています。
業種:調味料製造販売　住所: 倉敷市玉島勇崎215-1
☎︎ 086-528-2882　休 土・日曜日、祝日
営  9:00〜17:00　 P  あり

福屋呉服店
令和4年度・5年度成人式振袖レンタルのご予約
会を開催しています。
業種:呉服店
住所: 倉敷市玉島中央町3-13-34
☎︎ 086-526-0648　休 木曜日
営 10:00〜18:00　 P  あり

株式会社　さろん・ど・える
毎年シーズンのデザイン、素材、色目を心がけて
ご紹介。お洋服のことならどのようなことでもご
相談ください。
業種:服販売　
住所: 倉敷市玉島中央町2-3-6　Ｐモール内
☎︎  086-526-1704 　休 日曜日
営 10:00-19:00　 P  あり

明治11年に創業。モーツァルトの音楽が流れる
蔵の中で、品質本位をモットーに伝統を守った
酒造りを行っています。
業種:酒製造販売　住所: 倉敷市玉島阿賀崎1212
☎︎ 086-522-5145　休 土・日・祝日
営 9:00〜17:00
P  あり（3台）

こだわりの生クリームや美星町の卵などを使い
素材にもこだわった洋菓子を提供しています。
業種:洋菓子店　住所: 倉敷市玉島乙島6693-5
☎︎ 086-451-3300　休 月曜日、不定休あり
営  9:00〜18:00　 P  あり

良寬てまり　上用饅頭の中に一粒栗を入れ上品
な味わいに仕上げました。
業種:和菓子店　住所: 倉敷市玉島乙島6697-5
☎︎ 086-522-3077　休 元日のみ
営 9:00〜19:00　　 P あり
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陶美苑
備前焼のフリーカップや置物などお気に入りの
器を見付けてください。
業種:備前焼、陶器、茶道具、銘茶、地酒など
住所: 倉敷市玉島1651-1　玉島ショッピング
　　   センター　トップス内
☎︎ 086-526-8408　休 水曜日
営 10:30〜18:00　 P  あり（350台）
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〒713-8122

応募ハガキ▼

倉敷市玉島中央町２丁目３－１２
玉島商工会議所
「ほっと、たましまスタンプラリー2021係」行

郵 便 は が き

６３円分の
切手を貼って
投函ください。

応募締切
令和３年3月11日（木）

必着

よみがな

アパート・マンション名や部屋番号は必ずご記入してください。

名前 性別 男性　　・　  女性

住所

年齢 TEL

〒　　　　  ―

※玉島商工会議所でもお受けします。

①500円以上の商品やサービスの購入1回につき
　スタンプを1個押印。

②スタンプが3個押された応募用紙を、事務局に郵送
　または持参。※同一店舗の押印は無効とします。

③スタンプ3個でオリジナルマスキングテープを必ず
　応募者全員に1個進呈。さらに抽選にて50名の方に
　5,000円相当の玉島地区の特産品をプレゼント。

④当選者には個別にご連絡いたします。

スタンプラリー　応募概要

参加店舗は、倉敷市の「新型コロナウイルス対策取組宣言」を取得しています。

飲　 食

アコルドコーヒー
厳選したスペシャルコーヒーやアレンジドリング、
ランチもご用意しています。
業種:カフェ　住所: 倉敷市玉島八島2055-1
☎︎ 086-451-4569
休  毎週火曜日（祝日の場合は、翌水曜日が定休日）
営  9:00〜19:00 (ラストオーダー 18:30)
P  あり（10台） HP

MAP

1 さぬきや

YOSHIE COLLECTION

お昼はうどん屋、夜は居酒屋。2月22日からは和
食ランチはじめます!
業種:飲食店
住所: 倉敷市玉島爪崎153
☎︎ 086-526-0115 　休 日曜日
営 11:00〜15:00　18時〜22時
P  あり

大倉薬局

MAP

2

YOSHIEコレクションは　「輝く女性」　を応援
し続けます！
業種:ブティック　住所: 倉敷市玉島1920-5
☎︎ 086-525-2564　休 火曜日
営 10:00〜19:00　 P  あり（4台）

私たちは皆さまの未病・健康・美肌作りをお手
伝いいたします。【快便相談付き】お試し5日間
セット1500円（税抜）もスタンプラリー対象です。
業種:薬局　住所: 倉敷市玉島阿賀崎1-2-33
☎︎ 086-522-4421
休 日曜日・祝日・お盆・GW・年末年始
営 9:00〜20:00　 P  あり

うなぎ丹屋（べにや）
ウナギをはじめすべての素材、品質にこだわりを
持っています。
業種:うなぎ料理・お食事
住所: 倉敷市玉島爪崎1052
☎︎ 086-526-8389 　休 水曜日
営 11:30〜14:30（L.O14:00）
　17:00〜22:00（L.O21:30）
P  あり

HP

MAP

3

mug
自家製にこだわったフードや季節のフルーツを使用
したスイーツ、ドリンクも豊富にご用意しております。
業種:カフェ　住所: 倉敷市玉島爪崎439-3
☎︎ 086-523-5150 　休 木曜日/第3水曜日
営 11:30〜21:00（Lo20:00）
     水曜日のみ11:30〜16:00（Lo15:00）
P あり

Instagram

MAP

4

国民宿舎良寛荘
宿泊や日帰り入浴、ご宴会、お祝い・ご法要の
会席料理も承ります。
業種:宿泊施設　住所: 倉敷市玉島柏島478
☎︎ 086-522-5291 
休 無し/※【レストラン】月曜日休み、火曜日〜 
　木曜日は前日12:00までに予約要
営 7:00〜21:00　フロント対応
P  あり（25台）

HP

MAP
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きゃろっと亭
平日月曜から金曜日ランチあり。定食各種、麺類、
丼もの、喫茶各種揃えています。
業種:飲食店　住所: 倉敷市新倉敷駅前5-244-2
☎︎ 086-526-8901 　休 毎週土曜日・月一回不定休
営 9:00〜21:00　 P  あり（15台）

MAP

5

Calme hair design（カルム）
丁寧な接客とご提案で理想のスタイルに♪髪のまと
まりに悩む貴女の為の少人数プライベートサロン
業種:美容院　住所:倉敷市玉島1651-1　TOPS玉島内
☎︎ 086-525-7735 　休 月曜日
営 火〜木・日9:00〜18:00（カット最終）
　金・土10:00〜19:00（カット最終）
P  あり

MAP

DOG BEACH
ワンちゃんネコちゃんのシャンプー、カット、グ
ルーミングをしております。
業種:トリミングケアサロン
住所: 倉敷市玉島1923-8
☎︎ 090-7776-1136 　休 水曜日
営 10:00〜18:00
P  あり（3台）

HP

MAP

1716

コーヒーハウス　エミリ
人気メニューは手作りにこだわったエビフライと
ハンバーグ。スイーツも好評です。
業種:飲食店　住所: 倉敷市玉島阿賀崎2-1-43
☎︎ 086-526-2218 　休 毎週木曜日
営 9:00〜20:00（オーダーストップ　19:15）
P  あり

MAP

10 手打うどん蔵
「本物の手打ち麺」と「自家製出汁」のおいしいう
どんを提供します。
業種:うどん店　住所: 倉敷市玉島乙島7283-1
☎︎ 086-522-7178 　休 毎週火曜日
営 11:00〜14:00/17:00〜20:00　 P  あり

HP

MAP
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中国料理廣珍
玉島で創業して60余年、昔ながらの町の中華屋
さん。地元の食材にこだわり、「美味しさ」と「感
動」を生み出し続けます。
業種:中国料理店　住所: 倉敷市玉島中央町3丁目12-13
☎︎ 086-522-5188 　休 水曜日
営 11:00〜14:00（ラストオーダー 13:30）
　 17:00〜20:00
P  あり（20台）

HP

MAP
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和光亭
鶏ガラベースの昔懐かしい味が自慢です。テイク
アウトもご用意できます。
業種:飲食店　住所: 倉敷市玉島1-10-33
☎︎ 086-522-0849 　休 火曜日
営 11:00〜23:00　 P  あり（2台）

MAP

6

季彩亭海楼
法事、慶事等の仕出し膳をご用意しています。一
品料理もテイクアウトできます。
業種:日本料理店　住所: 倉敷市玉島3012
☎︎ 086-525-4277 　休 水曜日
営 11:00〜14:00 (L.O13:30)
　17:00〜22:00 (L.O21:00)
P  あり（5台）

MAP

8

びぃびぃ麺楽
自然素材のみ使用した贅沢で健康的な、 魚介
100%の醤油ラーメンです。
業種:ラーメン店　住所: 倉敷市玉島乙島7471-778
☎︎ 090-3372-4661 　休 火曜日・水曜日・木曜日
営 11:00〜14:00／17:30〜20:00
P  あり

MAP

12

玉楽（ごくらく）
焼き鳥、串揚、らーめん全部おいしい居酒屋。産
地直送、旬の食材を使用した料理も充実してます。
業種:居酒屋　住所: 倉敷市玉島1368-6
☎︎  086-525-1555 　休 無休
営 17:30〜23:00　 P  あり

Instagram

MAP

7

割烹　子元
お昼のお店ではカツ丼（700円）など丼物やお蕎
麦、定食等の食事をお手軽にお楽しみ頂けます。
業種:日本料理　住所: 倉敷市玉島阿賀崎1-4-8
☎︎ 086-522-3008 　休 土曜日・日曜日・祝日
営 11:45〜14:00（オーダーストップ13:30）
P  あり HP

MAP

9

円通寺
良寛和尚が修行を積んだ曹洞宗のお寺。観音様、
弥勒様の菩薩も建立しています。
住所: 倉敷市玉島柏島451
☎︎ 086-522-2444 　休 無休
営 8:30〜16:00　 P  あり

HP

MAP

18

うぶこっこ家
自然の恵みと愛情がいっぱい詰まった うぶこっ
こ家自慢のたまご本来の味をお楽しみください。
業種:飲食店　住所: 倉敷市玉島勇崎544-1
☎︎ 086-523-1050 　休 無し（1/1〜1/4のみ休み）
営 10:00〜18:00[ランチは11:00〜15:00]
P  あり HP

MAP

14 ステーキハウス　ラジャ　中島店
ラジャステーキと自家製オリジナルソースは相性
抜群！癖になる味です。
業種:ステーキ店　住所: 倉敷市中島2236-103
☎︎ 086-460-3539 　休 なし
営  11:00〜15:00/17:00〜21:30　 P  あり

HP

MAP

15

からあげや　まき

HP

MAP

20
できたてアツアツからあげテイクアウト専門店です。
業種:からあげ販売　住所: 倉敷市玉島長尾2625-1
☎︎ 086-523-5172　 休 不定休
営 平日15:00〜19:00/土日12:00〜19:00
P  あり（5台）

ふじわら花店

MAP

21
生花だけでなくハーバリウムなどハンドメイド商品
も販売しています。
業種:花販売　住所: 倉敷市玉島長尾2680-9
☎︎ 086-522-4643　休 火曜日　
営 8:30〜18:30　 P  なし

パティスリー　ラ・ビッシュ

MAP

22
季節の果物や食材を活かしたお菓子をひとつひ
とつ丁寧に作っています。
業種:ケーキ販売　住所: 倉敷市新倉敷駅前1-23-111
☎︎ 086-526-8801　休 水曜日　
営 10:00〜19:30　 P  あり

ベイカリー　ベリィズ　アンド　カフエ23 有限会社山成産業24 25 玉井堂本舗

MAP

HP

MAP

HP

MAPMAP

26

夫婦焼　オリンピック商会27

おにぎりのくに

28 29 有限会社小幡商店30

焼きたてパン工房トルシュ31 印章専門店　椿山ブティック　ノンノン＆麻依32 33 平岡秀慶園　有限会社34

有限会社ボンテ35 菜の花畑36 37 38

包装資材専門店。一般の方にもプロ仕様、業務
用資材をご購入いただけます。
業種:包装資材販売　住所: 倉敷市玉島1丁目11-29
☎︎ 086-522-4719
休 日曜祝日+水曜日（市休場時）
営 7:00〜17:00　 P  あり（5台）

山形県産「つや姫」を使ったおいしいおにぎり！
冷めてもおいしいです。
業種:おにぎり販売　住所: 倉敷市玉島1丁目9-4
☎︎ 086-451-2926　休  月曜日
営 7:00〜14:00（売り切れ次第終了）
P  あり

着やすくて美しい服を目標に。レディスウェア＆メ
ンズカジュアルを 季節に合うコーディネートでお取
り揃えしています。
業種:ブティック　住所: 倉敷市玉島1365-1　戸田ビル
☎︎  086-522-0588　 休日曜日・月曜日
営 10:00〜18:00 　 P  あり（10台）

手作りお惣菜とお弁当のテイクアウト専門店。毎
日Twitterにて日替わり弁当更新中。
業種:お弁当・惣菜店　住所: 倉敷市玉島1618-6　
☎︎ 086-522-7287 　休 日曜日
営 11:00-19:00　 P  あり（15台）

素材と製法にとことんこだわり、美味しいパンを
作っています。ドリンクメニューも豊富です。
業種:パン販売・カフェ　住所: 倉敷市新倉敷駅前5-241-3
☎︎ 086-525-8211 　休 月曜日、火曜日
営 8:00〜19:00　 P  あり（8台）

北海道産小豆を使った自家製の餡とうぐいす餡
が大人気。
業種:夫婦焼販売　住所: 倉敷市玉島3-1-1
☎︎ 086-522-2511 　休 毎週木曜日
営 10:00〜18:00　 P  なし

北海道産100％の小麦、岡山県最高峰「後山」の
天然水を使用した素朴で飽きないパンです。
業種:パン販売　住所: 倉敷市玉島1365-1　戸田ビル1F
☎︎ 086-525-1212　 休 日曜日・月曜日
営 9:00〜18:00（完売次第終了）
P  あり（4台）

色々な種類のケーキ、焼き菓子をご用意しており
ます。贈り物などにおススメです。
業種:ケーキ販売　住所: 倉敷市玉島1605-1
☎︎ 086-525-5132　休 第1水曜日
営  9:00〜19:00　 P  あり（12台）

商売の町玉島で創業35年のはんこの専門店。
一級技能士の資格を持つ職人が一本一本心を
込めて、手作業で彫り上げます。
業種:ハンコ販売　住所: 倉敷市玉島1373-12
☎︎ 086-525-5667　休 日曜日・祝日
営 9:00〜19:00　 P  あり

玉島ゆかりの良寛さんより名前をいただいた「白
華良寛」など玉島銘菓が大人気。
業種:和洋菓子販売
住所: 倉敷市玉島2-6-14
☎︎ 086-522-2251　 休 元日
営  8:00〜18:00　 P  あり

国産大豆を使用。FFCテクノロジー（水を活性化
させる技術）を導入し、安心安全な豆腐作りをし
ています。
業種:豆腐製造販売　住所: 倉敷市玉島3-11-2
☎︎ 086-522-2489　 休  日曜日
営 9:00〜17:00　 P  あり（5台）

特産品の最高級の岡山白桃を惜しみなく使用した
クリーム系コロッケ「もっコロ」を販売しています。
業種:コロッケ販売　住所: 倉敷市玉島乙島49-52
☎︎  086-525-1729
営 毎週金曜日のみ　11:00〜17:00（雨天時は休み）　
P  あり

MAP

ジェラート　オブラーテ.
本場イタリアのフィレンツェで修行した店主の素
材にこだわった10種類以上のジェラートが食べ
られるお店です。
業種:ジェラート販売　住所: 倉敷市玉島3-9-24
☎︎  090-4806-8753　 
休 月曜日、火曜日　祝日の場合は営業
営 11:00〜17:30　 P  あり（5台）
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バキバキしないソフトな姿勢調整で根本からケ
アいたします。出張施術もいたします。
業種:カイロプラクティック
住所: 倉敷市玉島3丁目9-23　☎︎ 086-525-0099
営  月・木10：00〜21：00　完全予約制
　（月・木以外は出張施術しております。
　ご気軽にご相談ください。）
P  あり
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