
グ ル メ 飲 食 店 浅口地域の良いもの、旨いものをたくさんの方に広めたいというお店が多数参加しました。
百聞は一食にしかず！ ぜひ浅口地域にお越しいただき、グルメを満喫してください。

※このマップは平成 26 年
　7月１日現在の税抜き価
　格で表示しております。

左のQRコードを読み取ると、パソコン＆スマホ＆タブレットからも
詳細な地図をご覧いただけます。  URL  http://goo.gl/maps/FkQWv

Check
!

Check
!

浅口商工会 〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方 2244-8
TEL（0865）44-3211 ／浅口市観光協会 〒719-0295 浅口市鴨方町六条院中 3050

TEL（0865）44-9035 ／里庄町 〒719-0398 浅口郡里庄町大字里見1107-2
TEL（0865）64-3114（企画商工課）

5手延べうどん処 桃太郎うどん
すき焼き風のつゆで、もっちりと
した手延べうどんを煮込んだ、
これから寒い季節にピッタリのメ
ニューです。一度食べたらまた
食べたくなる。

営／11:00 ～14:30
　　（オーダーストップ 14：15）
休／年末年始
P／20 ～ 30 台
【オススメ】
牛鍋うどん定食
646 円（税抜き）

▲

鴨方町六条院東 3294-1　☎0865 -44 -1147

D-4

7 味亭 三馬力
財布にやさしいワンコインでこの
ボリューム。値段の安さはどこに
も負けません。儲け度外視でやっ
てます。

営／10:30 ～14:00
休／日曜日
P／10 台
【オススメ】
ランチ（ラーメン・丼）
※丼は日替わり
476 円（税抜き）～

▲

浅口市金光町占見新田 558-4　☎0865-42-7505

E-3 8中華そば 一 誠
店名のとおり中華そばがおすすめ。
若どりのダシとコラーゲンたっぷり
のもみじ（鳥の足）で作られてい
ます。店主が作り上げた唯一無二
のラーメン、是非ご賞味ください。

営／11:30 ～14:00
　　17:00 ～ 23:30
休／火曜日
P／4台
【オススメ】
中華そば
476 円（税抜き）

▲

浅口市金光町佐方 71-1　☎090 -6439 -9153

E-4

10 かもがたちゃんぽん
9 月に全面メニュー替えをしまし
た。中華料理を入れたラーメンの
セットが大好評です。

営／11:00 ～ 24:00
休／12/31、1/1
P／92 台
【オススメ】
唐揚げ半ラーメンセット
840 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中 5138　☎0865 -44 -7688

D-4 11 麺屋 一歩
スープは一つですが、８種類の
ラーメンそれぞれに味の違いがあ
ります。その違いはぜひお口で
ためしてみてください！

営／11:00 ～14:00
　　17:00 ～ 22:00
休／日曜日
P／5台
【オススメ】
全部

▲

浅口市鴨方町六条院中 3970-1　☎090-3634-9883

D-49 武蔵の国 鴨方店
昼はランチがあり、お得なセット
も充実しています。また、焼き
鳥も昼から食べられるので、大
満足間違いなし！！

営／11:00～14:00（平日）
　　 11:00～15:00（土日祝）
　　17:00～24:00（共通）
休／無休　P／30 台
【オススメ】
武蔵ラーメン 740 円
ホルモンうどん 537 円
　　　　　　　（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中 5099-2　☎0865-44-7787

D-4

3手打ち たぐちうどん
本場さぬきの味、福を呼び込む
天ぷらうどんをここ浅口の地で
ご賞味ください。

営／11:00 ～18:00
休／年始のみ
P／25台
【オススメ】
天ぷらうどん
571円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町益坂1369-1　☎0865 -44 -1008

D-3

36 喫茶ミッチャム
古く懐かしい喫茶店で初老の夫婦
が懐メロと共にお出迎え。おすす
めメニューは終日やってます。

営／8:00 ～18:00
　　日曜日8:00～14:00
休／不定休
　　（年始３が日は休みます）
P／5台
【オススメ】
おねぼうさんセット
550 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町浜中 93-225　☎0865 -64 -4117

A-6

44 焼肉ハウスかもがた
お肉とタレにこだわった焼肉専
門店です。お手頃価格で美味し
い和牛カルビが自慢です。ぜひ
一度味わってみてください。

営／11:00 ～ 23:00
休／12/31、1/1
P／97台
【オススメ】
和牛カルビ
790 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中 5138　☎0865 -44 -7688

D-4 45 焼肉こてつ
リーズナブルでボリューム満点メ
ニューを揃えています。

営／17:00 ～ 22:00
休／水曜日
P／8 台
【オススメ】
ミニセット
952 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中3880-1　☎0865-44-4554

D-4

31 たつみや
一番のおすすめメニューは「ロー
スかつランチ」。お肉はジュー
シー、衣はサクサクでボリューム
も満点！ぜひご来店下さい。

営／11:00 ～13:45
　　17:00 ～ 20:00
休／月曜日
P／6台
【オススメ】
ロースかつランチ
695 円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 445　☎0865 -42-6526

E-4

27 Café de 祥
おしゃれな雰囲気でくつろげる空
間をお届けします。ケーキや焼
菓子も販売しています。

営／10:00 ～18:00
休／月曜日・火曜日
P／1台
【オススメ】
ピザセット
900 円（税抜き）

▲
浅口市金光町占見新田 349　☎0865 -42-2617

E-3 28 メイム
昔ながらの落ち着いた雰囲気の
ある喫茶店。店主自らが作る手
作りハンバーグはソースとの相性
も良く絶品です。

営／8:00 ～18:00
休／日曜日
P／10 台
【オススメ】
手作りハンバーグセット
857 円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 2402　☎0865 -42-5161

F-3

38 加賀屋
鶏唐揚げ、焼き鳥等夜のメニュー
が充実しています。ちょっと一杯
いかがですか。

営／10:00 ～ 22:00
休／日曜日
P／5台
【オススメ】
鶏唐揚げ
571円（税抜き）

▲

浅口市金光町占見新田 458-8　☎0865-42-5281

E-3

★麺 類（ラーメン）★麺 類（ラーメン）★麺　類★麺　類

★和　食★和　食 ★洋　食★洋　食

★居酒屋★居酒屋

★焼　肉★焼　肉 ★お好み焼き★お好み焼き

金  光 寄  島鴨  方 里  庄

34 カントリーガーデンカフェ アダージョ
浅口の避暑地。自然あふれる空間
で自家栽培、地産地消、安全な食
をベースとして、ゆったりとくつろ
いで頂ける場をめざしています。
ラストオーダーは14時30分です。

営／11:00 ～15:00
　　ディナーは要予約
休／火曜日・水曜日
P／10 台
【オススメ】
スパイシー焼きカレー
1,029 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町里見 8285-1　☎050 -2006 -7190

B-4

37 喫茶 かさぎ
お昼の定食はすべて手づくりです。

営／8:00 ～17:00
　　（ランチは11:30～14:00）
休／日曜日・祝日
P／ 5台
【オススメ】
日替定食
700 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町浜中 93-151　☎0865 -64 -5778

A-6

35 軽食喫茶 チロル
ふわとろの特製ドライカレーを
一度食べに来て下さい。

営／7:00 ～16:00
休／日曜日
P／10 台
【オススメ】
特製ドライカレー
650 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町新庄 2922　☎0865 -64 -2259

B-5

43 よろず居酒屋やくう
アットホームな雰囲気とおいしい
鉄板焼メニューがおすすめです。

営／17:00 ～ 24:00
休／ほぼ無休
P／6台
【オススメ】
自家製鉄板ピザ
750 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町新庄 2836　☎0865 -75 -0015

B-541 八剣伝 里庄店
老若男女問わず気軽に寄れる
お店ですのでぜひ！

営／17:00 ～翌 2:00
休／無休（12 月 31日
　　のみ 24 時閉店）
P／18 台
【オススメ】
鳥のからあげ
480 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町里見 3436　☎0865 -64 -2616

B-5

40 鉄板居酒屋 さんき若よし
本格的な鉄板台で焼き上げるス
テーキランチをどうぞ！他にも
お刺身定食やラーメンも揃って
ます！

営／11:30 ～ 24:00
休／月曜日
P／30 台
【オススメ】
鉄板ステーキランチ
1,200 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町里見 6070-1　☎0865 -64 -6336

C-4

25 備前屋会館
５名以上の予約で旬の食材を
使った和洋折衷のお料理をお出し
しています。お問合せください。

営／11:00 ～ 21:00
休／なし
P／6台
【オススメ】
おまかせ料理
3,000 円（税抜き）～

▲

浅口郡里庄町新庄 2861-9　☎0865 -64 -2068

B-5

46 お好み焼き ラブリー
関西風と広島風の２種のお好み
焼きが味わえます。冬季は「寄
島かきのお好み焼き」が大人気。

営／11:00 ～ 21:00
休／水曜日
P／50 台（共用）
【オススメ】
お好み焼きラブリーミックス
745 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町里見 4249-1　☎0865 -64 -3671

C-4

6 手延べの里 へんこつうどん 遙竹庵
浅口特産の手延べと手打ちの
２種が味わえる、創業 40 年のう
どん店。瀬戸内の海の幸も人気。

営／11:00 ～19:00
休／月曜日
　　（祝日の場合は翌日火曜日）
P／50 台（共用）
【オススメ】
寄島小海老の
「瀬戸内かき揚げうどん」
725 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町里見 4248-3　☎0865 -64 -2355

C-4

39 ぶしの花道
全部手作り、地産池消を心掛け
て提供しています。海鮮お好み
焼きや弁当等の配達もあります。

営／11:00 ～14:00
　　17:30 ～ 21:00
休／火曜日夜
P／10 台
【オススメ】
日替わり定食
1,000 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中 2151　☎0865 -44 -0778

C-4

浅口市観光協会会員のお店です。　　　　　10月頃にまこもたけ料理が食べられるお店です。

33 レストハウスＢ２
おすすめは日替わりランチです。
寄島干拓地の端にあるので目の
前は大海原で、食事をしながら
景色も楽しめます。趣味の会の
写真や俳句も飾っています。

営／8:30 ～16:45
休／土曜日・日曜日・祝日
P／10 台
【オススメ】
日替わりセット
572 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 16091-27　☎0865 -54 -2733

C-7

4宮田麺 ご試食処 試麺館
鴨方町特産の手延べ麺が一年中
食べられるお店です。そうめん
からラーメンまでいろいろあり
ます。

営／11:30 ～13:30
休／平日
　　（土日祝のみ営業）
P／20 台
【オススメ】
そうめん
191円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町鴨方 2206-2　☎0865 -44 -2454

C-4

2お食事処 麺蔵人（めんくらんど）
江戸時代から続く伝統手延べ製
法で作った麺の、独特な舌触り
と喉越しを味わっていただける
お食事処。

営／11:00 ～19:00
　　（水曜日は昼のみ）
休／年始
P／50 台
【オススメ】
釜あげうどん
605 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町小坂東 1981　☎0865 -44 -1112

C-3

29 きの味
当店は牛ヒレメニューが特徴で
す。ステーキ、コロコロ、ビーフ
シチュー、ハヤシ等メニューも豊
富。40 名まで予約可。

営／土日祝：9:30 ～ 20:00
　　平 日：9:30 ～14:30
　　　　　17:00～20:00
休／火曜日（正月・GW・
　　盆・年末は営業）
P／6台
【オススメ】
けんこうセット1,219 円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 1736-1　☎0865 -42-5181

E-3

30 つちや食堂
1950 年創業。つちや名物「光
るカツ丼」是非一度ご賞味くだ
さい。

営／平日11:00～19:00位
　　土日祝9:00～19:00位
休／不定休（月２日程度）
P／無し
【オススメ】
カツ丼
574 円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 302-9　☎0865 -42-2202

E-3 32 喫茶グリーン
ホテル内の食堂ですので、宿泊
者の利用がほとんどです。宿泊
者以外の方は要予約でお願いい
たします。

営／7:00 ～ 9:00
　　18:30 ～ 21:00
休／年末年始以外は不定休
P／30 台
【オススメ】
日替定食（夜のみ）
900 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町鴨方 937-1　☎0865 -44 -0011

C-4

12 小料理 こころ
旬の食材を使用した手作り料理
にこだわっています。一度季節
の料理をお楽しみください。備
中農園レストラン（岡山県）にも
登録されています。

営／11:30 ～ 22:00
休／日曜日
　　（予約があれば営業）
P／3 台
【オススメ】
日替定食
750 円（税抜き）

▲

浅口市金光町占見新田 349-6　☎0865-42-2830

E-3 13 土佐家旅館
お客様のご要望ご予算にあわせ
たおもてなしをさせていただい
ております。各種ご宴会、慶事
法事にご利用お待ちいたしてお
ります。

営／ご予約に応じて
休／無休
P／10 台
【オススメ】
寄島産の新鮮な魚介類を
もちいた会席コース料理
1,800 円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 228-1　☎0865 -42-2157

E-3

16 和（なごみ）
寄島の新鮮な魚で握るお寿司が
自慢です。ボリュームたっぷりで
どなたにもご満足いただけます。

営／11:00 ～14:00
　　17:00 ～ 21:00
休／水曜日
P／10 台
【オススメ】
おまかせ定食
1,142 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町深田 2333　☎0865 -44 -7633

C-4

18 寿司・仕出し笠原
できるだけ地の物の魚を提供し
ます。

営／11:30 ～14:00
　　17:00 ～ 21:30
休／月曜日
P／6台
【オススメ】
昼定食
952 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町鳩ケ丘1-13　☎0865 -44 -7667

C-4

14 吉　幸
落ち着いた空間で、日頃の疲れ
をいやし、大きな窓の景色を見
ながらお料理をゆっくりお楽しみ
ください。

営／11:30 ～14:30
　　17:30 ～ 21:00
休／火曜日の夜及び
　　水曜日（変更あり）
P／15台
【オススメ】
旬のお勧め御膳（昼のみ）
1,500 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町小坂東 2125-1　☎0865 -44 -4314

C-3

19 仕出し・宴会 川 崎
マイクロバス無料送迎有り（10
名様以上 50 名様まで）、各種宴
会・仕出し承ります。お電話で
ご予約お願い致します。

営／要確認
休／なし
P／15台
【オススメ】
バラ寿し
800 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 148-1　☎0865 -54 -2626

D-6

24 エビス食堂
昔ながらの定食屋です。色々な
おかずを選べます。座敷もあって
ゆったり気分でお食事をどうぞ。

営／8:00 ～ 20:00
休／日曜日・祝日
P／20 台（大型車対応）
【オススメ】
定食・一品料理
600 円（税抜き）～

▲

浅口郡里庄町新庄 1522　☎0865 -64 -2252

B-5

23 寄島中浜仕出し店
冬の寄島はうまい食材がいっぱい。当
店では特に刺身類の活魚は前日に仕
入れ、いつでも冬の状態で１日生かし、
食していただく数時間前に調理するよ
うにしています。（要予約で営業）

営／11:00 ～ 22:00
休／不定休
P／15台
【オススメ】
刺身（５品）
1,100 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 7571-2　☎0865 -54 -2358

C-7

26 活魚料理 魚 専（うおせん）
いけすを泳ぐ市場直送の新鮮な
瀬戸内の魚と四季折々に合わせ
た料理をご堪能ください。

営／11:00 ～15:00
　　17:00 ～ 22:00
休／火曜日
P／30 台
【オススメ】
魚専定食
1,500 円（税抜き）

▲

浅口郡里庄町新庄 2917-1　☎0865 -64 -2760

B-5

17 かもがた亭本店
熱々の天ぷら、新鮮なお刺身、
だしにこだわったうどん。素材
を大切にした料理をぜひご賞味
ください。

営／11:00 ～ 22:30
休／12/31、1/1
P／97台
【オススメ】
ランチかもがた定食
980 円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町六条院中 5138　☎0865 -44 -7688

D-4

21 日本料理 銀 座
天然地魚を使用するため、ご予
約をお願いします。

営／11:30 ～14:00
　　17:00 ～ 20:00
休／火曜日
P／20 台
【オススメ】
昼の懐石・雲のコース
3,810 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 7224-1　☎0865 -54 -3235

C-6 22 御食事処 ゆのき
ばら寿司セット、ままかり寿司
セット、（水曜、土曜）、夜（予約制）、
季節料理 3,000 円から

営／11:30 ～14:30
　　18:00 ～ 21:00
休／日曜日・月曜日・祝日
P／10 台
【オススメ】
日替定食
476 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 5398　☎0865 -54 -2123

C-6

20 漁　八
寄島漁港すぐ前、寄島産を中心
とした新鮮なお魚を提供してい
ます。お寿司、刺身定食、海鮮
丼定食などがおすすめです。

営／11:30 ～14:00
　　17:00 ～ 20:30
休／水曜日
P／10 台
【オススメ】
海鮮丼定食
1,495 円（税抜き）

▲

浅口市寄島町 3981-18　☎0865 -54 -2640

D-6

15 和風喫茶 まちや亭（かもがた町家公園内）
管理組合食堂部員が、おもてなし心
で手作りしています。おすすめは、
町家そうめんセット（おにぎり１個付
き）。夏は冷やしそうめん、冬はあつ
あつのぶっかけそうめんが好評です。

営／10:00 ～15:30
休／月曜日、祝日の翌日等
P／54台（大型バス可）
【オススメ】
町家そうめんセット
381円（税抜き）

▲

浅口市鴨方町鴨方 240　☎0865 -45 -8040

C-3

1 桂　屋
そば屋が作った鴨肉の旨味を活
かした極旨ラーメン。麺も桂屋特
製自家製麺です。

営／12:00 ～14:30
休／無休
P／6台
【オススメ】
鴨ねぎラーメン
571円（税抜き）

▲

浅口市金光町大谷 498-6　☎0865 -42-3161

E-4

42 旬彩酒蔵きらく
瀬戸内の魚と六白黒豚、全国選
りすぐりの酒があります。旬に合
わせた創作料理が楽しめます。

営／17:00 ～ 23:30
休／月曜日
P／10 台
【オススメ】
刺身盛り合わせ
　1,200 円（税抜き）～
特選和牛（Ａ５）
　4,000 円（税抜き）～

▲

浅口郡里庄町里見 3130　☎0865 -64 -2877

B-5

※写真の刺身は３人前


