
笠岡市商工観光課

氏名

住所
〒　　　-　　　　　　TEL（　　　）　　　-

（　　　歳）

フリガナ

応募要項下記どちらかの応募方法でご応募ください。

各参加店に設置してある応募袋に

入れて応募

笠岡市商工観光課までご提出ください
〒714-8601
笠岡市中央町1-1 笠岡市商工観光課 宛

1

2

ご希望の賞品の□にチェックを入れ、お選びください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって

　かえさせていただきます。

今年のぐるっと博はいかがでしたか？

感想やご希望がありましたら遠慮なく

意見をお書きください。

次回の参考にさせていただきます。

キ
リ
ト
リ
線

市制70周年記念賞

□ 島宿 三虎（真鍋島）

□ ハム･ソーセージの詰め合わせ
　 （ヴィレッジ興産）

□ ハム･ソーセージの詰め合わせ
　 （ヴィレッジ興産）

□ かさおかブランド
　 詰め合わせ
□ かさおかブランド
　 詰め合わせ

□ 5店舗達成賞ならどれでも良い□ 5店舗達成賞ならどれでも良い

□ 北木島の甘夏パウンドケーキ
　 とおかしの詰め合わせ
　 (NPO法人すみれ会 )

□ 北木島の甘夏パウンドケーキ
　 とおかしの詰め合わせ
　 (NPO法人すみれ会 )

□ かさおかブランド牛肉

　 瀬戸の姫（たにもとふぁむ）

□ かさおかブランド牛肉

　 瀬戸の姫（たにもとふぁむ）

□ 笠の輪ギフト
　 （道の駅笠岡ベイファーム）

□ 笠の輪ギフト
　 （道の駅笠岡ベイファーム）

□ かさおか朝ごはんセット
　 （いずみ米 2kg･うねめもみじたまご･吉備焼きお茶碗
　  竹田水産味付けのり･流木の箸置き）

□ かさおか朝ごはんセット
　 （いずみ米 2kg･うねめもみじたまご･吉備焼きお茶碗
　  竹田水産味付けのり･流木の箸置き）

□ ラーメンのまち笠岡の
　 「ラーメン三昧」（小山製麺）
□ ラーメンのまち笠岡の
　 「ラーメン三昧」（小山製麺）

□ 笠岡諸島クッキー
　 （多機能型事業所かさおか）

□ 笠岡諸島クッキー
　 （多機能型事業所かさおか）

□ 3店舗達成賞ならどれでも良い□ 3店舗達成賞ならどれでも良い

□ 10店舗達成賞ならどれでも良い□ 10店舗達成賞ならどれでも良い

□ 市内共通商品券
　 （1,000 円分）
□ 市内共通商品券
　 （1,000 円分）

□ カーサ･タケダ（高島） □ 天野屋旅館（北木島）

5店舗達成賞（3,000円相当） 3店舗達成賞（1,000円相当）

10店舗達成賞（5,000円相当）

応募締切 令和5年1月6日（金）必着

スタンプラリー 2022

かさおか

豪
華賞
品をGetしよう！笠

岡市
制７０周年記念

！

※スタンプ台紙は裏面にあります。

※日中連絡がとれるお電話番号をご記載ください。

ぐるっと博

スマホで
の参加

はこちら
から▼

ぐるっ
と博100名様

30名様

30名様 30名様 30名様

50名様

100名様 100名様

（一社）笠岡市観光協会おすすめ島宿泊ペアチケット３組

７０店舗以上のスタンプを集めて応募しよう☆

40名様

▶月 金2022.10.3 12.23
開催
期間
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おうちでお店ご飯を楽しもう♪
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、店舗の営業時間の変更及び

　臨時休業が生じる場合があります。予めご了承ください。

開催
期間 １０月３日（月）～　　１２月２３日（金）

モバイル版スタンプラリーサイトへアクセス！

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

 令和
４年

 令和
４年

応募
締切 令和5年1月6日（金）必着

スタンプを集めよう！

応募しよう！

参加店を利用して、スタンプをもらいましょう。

３店舗から応募できます。積極的に笠岡ぐるっと博参加店を利用し、
スタンプを集めて豪華賞品に応募しましょう！

５００円以上の飲食･購入で、

※１賞品ごとに、全て別のお店のスタンプが押されてあることが条件です。

※紙のスタンプラリーでも参加可能です。

モバイル版スタンプラリーサイトの応募フォームより応募

応募方法

または笠岡市商工観光課までご提出ください

〒714-8601　笠岡市中央町1-1  笠岡市商工観光課 宛　 TEL:(0865)69-1188応募先

笠岡ぐるっと博の公式SNSもチェック！

「#笠岡ぐるっと博」のタグを付けて、お店の魅力を発信しよう！

https://www.facebook.com/kasaokaumai

https://www.instagram.com/gurugurutto_official

応募した方の中から抽選で笠岡ならではの豪華賞品が当たります !
※ 期間終了後、抽選で各賞とも当選者を決定し、賞品を発送させていただきます。

市制70周年記念賞 10店舗達成賞

5店舗達成賞 3店舗達成賞

���������
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抽選で豪華賞品をGet！

■ 紙のスタンプラリーで参加された場合

■ モバイル版スタンプラリーで参加された場合

※ 紙のスタンプラリー
　 のみでの応募となります

食べて応援！！ 笠岡ぐるっと博 2022

島宿  三虎（真鍋島） カーサ･タケダ（高島） 天野屋旅館（北木島）

ぐるっと博にスマートフォンで参加できるようになりました！

各参加店に設置してある応募袋に入れて応募

モバイル限定賞

１会計につき１個押印

笠岡市内の飲食店を利用して応援しよう！「テイクアウト」　　　できるお店も増えています！ぜひ積極的にご利用ください！

70店舗以上のスタンプを集めて応募しよう★

ハム･ソーセージの詰め合わせ
（ヴィレッジ興産）

かさおか
朝ごはんセット

かさおかブランド牛肉
瀬戸の姫（たにもとふぁむ）

市内共通商品券
（3000円分）

30名様

40名様30名様

笠の輪ギフト
（道の駅笠岡ベイファーム）

50名様

30名様

or or

市内共通商品券
（1000円分）

笠岡諸島クッキー

（多機能型事業所かさおか）　

100名様

100名様

or

いずみ米2kg･うねめもみじたまご･吉備焼お茶碗
竹田水産味付けのり･流木の箸置き

かさおかブランドの
ロゴマークです。

30名様

or

or

ラーメンのまち笠岡の
「ラーメン三昧」（小山製麺）

100名様

or

(一社)笠岡市観光協会おすすめ(一社)笠岡市観光協会おすすめ 島宿泊ペアチケット 3 組島宿泊ペアチケット 3 組

北木島の甘夏
パウンドケーキと
おかしの詰め合わせ

（NPO 法人すみれ会）

30名様

かさおかブランド
詰め合わせ

1 2



駅前
エリア P3-P7

店舗案内

学 学割あり 座敷あり テーブル席あり

P 駐車場あり

券 市内共通商品券利用可

お子様OKTAKE OUTあり

配達飲食店内飲食

マーク説明

肉うどん
¥650(税込)

讃岐生まれの店主が打つうどんに、香川の小麦粉を使
った本場の味。カツオ、いりこをベースにしてとったダ
シはまさに本格派。肉うどんも人気です！！本場の讃
岐うどんをぜひ一度ご賞味ください。

■所在地/笠岡市笠岡2355-36
0865-62-3704
10:00～売り切れまで
日･祝
5台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

P 券

おかやまや1

中華そば笠岡中華そば笠岡
¥700(税込)

地元備後の食材を使用した中華そばを作りたいという
思いからスタートしたお店です。
三つの中華そば（笠岡･尾道･福山とんこつ）をメインに
作りたいと思っています。

■所在地/笠岡市笠岡2388
090-3175-8736
11:00～15:00
不定休
共同 650台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

P

中華そば備州屋2

スフレパンケーキ
S/¥580(税込)
W/¥780(税込)

一杯ずつ丁寧に淹れたハンドドリップコーヒーと、スフ
レパンケーキでゆっくりとした時間が流れる喫茶店
（笠岡シーサイドモール敷地内）。フルーツティーも大
人気です！！！

■所在地/笠岡市笠岡2388
0865-62-2120
平日8:00～20:00(Lo.19:30)
土日祝7:00～20:00(Lo.19:30)
なし
25台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/ P 券 P

星乃珈琲店 笠岡店3

日替定食
¥550(税込)

おすすめの日替定食、水出しホットコーヒー･アイスコ
ーヒーをお楽しみ下さい。

■所在地/笠岡市笠岡2388
笠岡ｼｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ1F
なし
10:00～16:30
火
共同 1,000台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

喫茶 ダン　4

日替定食
¥600(税込)

海の玄関『笠岡港』から徒歩３分!!地元の老若男女から
船を待つ観光客の方まで、いろんな方に愛されている隠
れ家的なお店。モーニングやランチはどこか懐かしくて
優しい。まさに「おふくろの味」！！もちろん、ティータイ
ムを楽しんでいただけるメニューもご用意しています♪

■所在地/笠岡市笠岡2388-10
0865-63-2019
7:30～17:00
不定休
3台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

喫茶 マスエ5

海鮮丼各種
並盛¥540(税込)

笠岡初！海鮮丼テイクアウト専門店「丼丸」ネタはもちろ
ん、醤油、米、酢にこだわり、他の丼丸店とは一味違う味
になっております。メニューは手巻きを含めると９０種類
以上ございます。色々な種類の丼をご賞味ください。

■所在地/笠岡市笠岡2469
0865-62-3338
11:00～20:00
水
2台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

海里 丼丸 笠岡店6

おまかせ
時価

ご主人の肉の目利きは天下一品。
とことん品質にこだわり美味しいお肉を提供していま
す。お昼も営業しています。ぜひ、極上のお肉を召しあ
がれ。

■所在地/笠岡市笠岡2478-5
0865-62-4431
11:30～14:00
17:00～22:00（Lo.21:30）
第二･第四火
10台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

酒々波々7

うねめもみじ卵プリン
1個¥200(税込)
農林水産大臣賞受賞、かさおかブランド認定の釆女の
もみじ卵をふんだんに使用し、クリームチーズと混ぜ
合わせ超濃厚なプリンに仕上げています。

■所在地/笠岡市笠岡2662
0865-62-6396
9:30～17:00
土･日･祝
1台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

すぅいーつ工房 すみれ8

ハンバーグ定食

¥800(税込)
日本や世界の有名料理を集めた日替わりランチ（
¥800～¥1,500（税込））もお勧めです！どんな料理が
出るかお楽しみに☆数に限りがありますので、ご注意く
ださい。定番メニューは5種類あります。

■所在地/笠岡市笠岡2708
080-2904-8115
11:45～15:00（Lo.14:30）
火～木
年末年始12/27～1/5
2台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/

■駐車場/

皿の旅9

寿司

新鮮なネタを使ったにぎり寿司はもちろん、親子丼や
日替わり定食、セットメニューもございます。テイクアウト
も受け付けていますので、お気軽にご注文ください。

■所在地/笠岡市笠岡3002
0865-63-8073
11:30～20:00
水
7台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

P

寿司割烹 郷味 さとみ10

ミランスペシャルセット
チーズナンセット
デラックスセット
ビリヤニセット ¥1,050(税込)

本格インドカレーを始め、サイドメニューも豊富なラン
チはボリューミーでお手頃価格！お子様セットもござい
ますので、ママ会などにもお気軽にご利用ください。

■所在地/笠岡市笠岡5891-2
0865-63-9799
ランチタイム11:00～15:00
ディナータイム17:00～22:00
なし
20台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

本場インド料理
レストラン ミラン 笠岡店11

 ※小鉢は日替わり ※なくなり次第終了

（平日のみ）

P 券 P 券 学

P

P 券

P 券

P

¥990(税込)

¥1,100(税込)
¥1,399(税込)
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シャコ丼
¥850(税込)

地元のしゃこを美味しく提供したいという店主の想い
で作られたしゃこ丼！漁獲量が減った今でも天然のし
ゃこにこだわり、昔のままの味で提供されています。ほ
かで食べることができないしゃこ丼は貴重です!!

■所在地/笠岡市笠岡5914-5
0865-63-4506
11:00～18:00
※日曜日11:00～14:30

（しゃこがなくなり次第終了）

水
8台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

しゃこ丼の店12

にこにこ定食
¥600(税込)

市役所本庁南側にあり、一般の方にも利用して頂けます。
日替わりでメインディッシュ、小鉢２品ご飯、味噌汁のにこ
にこ定食がお薦めです。ラーメン（尾道･豚骨･味噌）･牛丼･
カレーなどもありますのでお気軽にお立ち寄りください。

■所在地/笠岡市中央町1-1
090-1186-7052
10:00～14:30
土･日･祝
有

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

にこにこ食堂13

手造りポテトコロッケ
¥86(税込)
お肉の事ならお任せください！唐揚げやミンチカツ･ト
ンカツなど、揚げ物も多数ご用意しています。
ぜひ、お気軽にお越しください。

■所在地/笠岡市中央町7－15
0865-62-2990
7:30～18:30
水
2台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

肉･揚物･惣菜 いのうえ食品14

油そば
(並)¥600(税込)

歴史はあってもまだまだ知られていない油そば。スープ
がなく、麺にタレを絡めて食べるらーめん。好みで酢と
ラー油をかければ自分だけの味に！！お試しあれ！！

■所在地/笠岡市中央町11-5
0865-63-0240
11:00～14:30
16:00～20:00
日15:00～･月
なし

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/ 券

めんや 麺介15

オリエンタブルプレートオリエンタブルプレート
¥1,500(税込)

数種のスパイスから作るカレーに、野菜たっぷりのス
パイスおかずを盛り合わせたワンプレート。食前ジュー
ス･デザート･選べるドリンク付です。営業日Instagram
（@_orientable_）をご覧下さい。

■所在地/笠岡市中央町16-1 
中央ビル
なし
11:30～14:00
不定休
なし

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Orientable16
オリエンタブル

テイクアウトも
同じ価格です。

（日替定食）

豚骨醤油
担担刀削麺

¥680(税込)

¥880(税込)
市内の飲食店で修行を重ね今年オープンしました！お
すすめの豚骨醤油や担担刀削麺のほかに、定食や一
品料理など多数のメニューを揃えています。中国人スタ
ッフが元気よくおもてなしします。

■所在地/笠岡市中央町16-1
中央ﾋﾞﾙ105

なし
11:00～14:30
16:30～22:00

不定休 なし

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/ 学

はる源らーめん17

ぶた玉そば入り
福ポっポ 人気No.1!

お好み屋台が評判となり店舗をかまえる。門外不出のレ
シピで作る煮込みソースは、甘辛さとマイルドの両方を
あわせ持つ渾身の作！一度食べたらまた食べたくなる。
一声「うまい！」と言う。電話注文、持ち帰りもできる。

■所在地/笠岡市中央町16-1
中央ﾋﾞﾙ111号1F
0865-62-5103
11:00～14:00
16:00～21:00

日･月 なし

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/

鉄板焼 お好み焼 福ポっポ18

ジュース
クロッフル

¥500(税込)~
¥550(税込)~

果物専門店にジューススタンドを併設しましてから多くのお客様
にご来店いただきました。季節のフルーツ、野菜を使って、１杯ず
つお作りしております。店内で果物をご覧になりながらお待ちく
ださい。不定期に休日有。インスタ（＠fruitshop_nishijima)

■所在地/笠岡市中央町17-8
0865-62-3083
9:00～17:30
木･他
1台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

フルーツショップにしじま19

幕内弁当
¥650~2,150(税込)

煮物･エビフライがはいっています。値段により、鮭の焼
き物、牛ロースの焼肉、さしみも入ります。
メニューの物全てテイクアウトにもできます。

■所在地/笠岡市中央町17-17
0865-62-3033
11:00～20:00
水
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

お食事処 べにす20

瀬戸のかぶとがに
(小)¥165(税込)
(中)¥350(税込)
度々テレビでも紹介されるカブトガニの饅頭。リアルで
映える事間違いなし！味も間違いなし！
他に最中、せんべいもあります。＃映えの国 ＃超リアル

■所在地/笠岡市中央町18-11
0865-63-1177
8:00～18:30
月末の木
なし

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

券

清月堂21

和菓子

焼菓子

¥140(税込)~

¥120(税込)~
商標登録「かぶとがに」登録第6024910号。和菓子･
洋菓子･カステラ･焼菓子など。道の駅笠岡ベイファー
ム様、農マル園芸吉備路農園様でも、種類に限りがご
ざますが、販売しております。

■所在地/笠岡市中央町19-4
0865-62-3584
9:00～19:00
月に一度日曜日、不定休
2台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

和洋菓子 カステラ 笠岡 玉利軒22

LUNA alaMode
～ソースとピューレのシンフォニー～
¥400(税込)　　　　　　　　　　いちご農家が作るいちごジェラ

ート専門店。ジェラートやシャーベットに、いちごピュ
ーレ、いちごソースなど巧みに使
ったシンフォニーを感じて欲しい。

■所在地/笠岡市中央町19-10
なし
平日15:00～18:30
土日祝10:00～18:30
月
なし

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/ 学

いちごジェラート専門店 LUV'S FACTORY23

P

P 券

P 学

P 券

P 券

P 券
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番町エリア
P7-P13
店舗案内

学 学割あり 座敷あり テーブル席あり

P 駐車場あり

券 市内共通商品券利用可

お子様OKTAKE OUTあり

配達飲食店内飲食

マーク説明

和膳のお弁当
¥2,160(税込)／¥2,700(税込)／¥3,240(税込)

テイクアウト、デリバリーはじめました！お弁当はご予
算に応じて作ります。店内飲食も可能ですので、是非ご
来店ください。

■所在地/笠岡市中央町20-5
0865-63-2133
12:00～22:00

（完全予約制）

不定休
8台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/ P 券

辻与24

肉玉（お好み焼）肉玉（お好み焼）
¥600(税込)

¥900(税込)
広島風のお好焼屋で、昔から笠岡の名物カレー入の
お好焼もあり、大人気です。一度食べてみてください。

■所在地/ 笠岡市中央町30-7
0865-63-6261
10:00～16:00
火･第一日曜
なし

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

シントキ堂25

ばら寿司
1パック¥390(税込)

秘伝の手作りおあげは、低カロリー・高タンパク質・ア
ミノ酸豊富！！若返りや血圧を下げる効果のあるお酢
を使った、毎日食べても飽きないお寿司ほか、うどんや
そば等メニューも豊富。ぜひ一度ご来店ください。

■所在地/ 笠岡市中央町32-5
0865-63-5679
10:00～
なくなり次第終了
日･祝
なし

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/ 券

元祖 笠岡いなり26

※２名様より。ご予算に応じて出来ます。

　テイクアウト、デリバリーどちらでも可。

カレー入モダン

昔ながらの家庭の味復活！！なつかしい味に（＞V＜）

せんやセット
お味噌汁付き（１人前）

¥880(税込)
新鮮なネタが自慢の回転寿司店です。 お持ち帰りには
お味噌汁もつきます。お気軽にご注文ください！

■所在地/ 笠岡市笠岡106－6
0865-63-6112
11:00～20:30
水
30台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

せんや笠岡店1

せんや一押しの持ち帰り

日替わりランチ
¥890(税込)

平日１１時から１５時、日替わりランチがオススメです。
コーヒーを無料でご用意しております。お子様ぬりえコ
ンテスト開催中です♪持ち帰りメニューもございます。

■所在地/ 笠岡市笠岡272－7
0865-62-0588
11:00～22:00
年間5日間
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

大阪王将 笠岡店2

笠岡クレープ
¥500(税込)

笠岡名物“煮鶏”を使った野菜たっぷりクレープ！！ボ
リューム満点で食べ応え十分。生地の甘さと煮鶏旨味
が絶妙でくせになる味です。

■所在地/ 笠岡市一番町3-25
0865-63-7028
11:00～15:00
月～金
11台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

八楽笑（クレープ）3

しょうゆラーメン
¥740(税込)
国道２号線沿い、ドコモショップのななめ向かいにあり
ます。 駐車スペースも広く、団体様やお子様連れでも安心。
オススメは、定番の京都風背脂しょうゆラーメンです。

■所在地/ 笠岡市二番町1－2
0865-63-2523
11:00～24:00
なし
24台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

来来亭笠岡店4

クリームパン

牛乳ツイスト

ミルクフランス

フルーツヨーグルト

¥151(税込)

¥162(税込)

¥140(税込)

¥172(税込)
小さなパン屋さんならではの特長を生かし、皆さんに喜んでいただけるパンをお
届けできるようにと頑張っています。特に土曜日限定（１４時から１５時頃販売）の
五穀パンが好評です。（時間は前後します。）人気の食パンもぜひ一度どうぞ！

■所在地/ 笠岡市二番町2-11
0865-62-2051
6:00～19:00

（※土曜日のみ18:00まで）
祝･日･月（臨時休業有）
2台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

なかむらベーカリー5

穏やかな瀬戸内海に臨む備後圏域の沿岸4市である
広島県福山市･三原市･尾道市･岡山県笠岡市で水揚げ
された新鮮な水産物で、漁師がお勧めするとっておきの
25種類の魚たちのことです。
（仕入れなどの状況により提供できない場合があります）

■ 備後フィッシュとは…

P

P 券

P 券

P 券

P

新発見の
お店も

たくさん見
つかる！

揚げたて天ぷら、穴子丼がたべられる和食店です。テイクア
ウトをご注文の場合は、前もって電話にてご注文下さい。

手作りコロッケ
1個¥75(税込)

¥1,400(税込)

¥1,000(税込)

大切な皆様の元気の源であるお肉を毎日の食卓から大切な方へのギフトや手作りコ
ロッケ・唐揚げ等の揚げたて総菜、3千円・5千円・1万円の焼肉セット等、ご用意して
おります。おススメ商品やぐるっと博限定商品を上記QRコード先にて随時更新して
おりますので、ぜひご覧くださいませ！皆様のご来店を心よりお待ちしております！

■所在地/ 笠岡市二番町3ｰ30
0865-62-2476
9:30～19:00

（揚げ時間 月、水～土16:00～19:00）

火・年始（1/1～1/3）

有

■T E L/
■営業時間/

■定休日/

■駐車場/

日山精肉番町店6

テイクアウト
天丼

穴子丼

■所在地/ 笠岡市三番町2-23
0865-63-2287
11:22～13:18（L.O.)
17:00～20:45（L.O.)
日･祝
4台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

喜久粋7

※お盆･祝日･年末などの年中行事は営業致します。

※要予約

P 券 P 券

（自家製カスタードクリーム入り）

（北海道産牛乳シートを練り込んでいます）

（手作り練乳ミルク入り）

Instagram
QRコード
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P 券

酒粕アイスクリーム

¥400(税込)

寄島の甘くて美味しい酒粕を使った、口溶けなめらか
なアイスクリームです。

■所在地/笠岡市三番町4-11
0865-60-0909
11:30～16:00
18:00～22:00
水 5台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/

日本料理 美然8

テイクアウトコーヒー

各種珈琲豆
100g:¥550~¥2,500(税込)

珈琲豆のセレクトショップです。世界中から選び抜いた
珈琲豆を取り揃えてお待ちしております。焙煎仕立ての
香味をお楽しみください。

■所在地/笠岡市三番町4-24
0865-61-4122
9:00～18:00
水
なし

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Coffee Roasting Daruma9

おはぎ 5個    ¥500(税込)

6個    ¥600(税込)

10個 ¥1,000(税込)

国産の材料にこだわったおはぎ専門店です。ほどよい
甘さで食べやすく仕上げました。売り切れ次第終了な
のでお早めにご来店ください。

■所在地/笠岡市三番町4-27
0865-63-6644
9:00～完売次第
日･水
なし

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

おはぎの店 迦音10

会席料理

おまかせ料理

鍋料理

一品料理

¥3,500(税込)~(※要予約)

¥3,500(税込)~(※要予約)

¥3,500(税込)~(※要予約)

¥300(税込)~

季節の旬の素材を毎日仕入れ、その日に入った素材を活かす店主の腕は一
流。旬の日替わり料理をお酒と共に楽しめる、雰囲気のあるお店です。お１
人様でも、グループ様でも、楽しく美味しくお召し上がりいただけます。前日
までにご予約いただくとお弁当（幕の内700円(税込)～）のテイクアウトも
できます！

■所在地/笠岡市三番町6-16
0865-63-3383
17:00～22:00

不定休
3台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

小料理 かとう11

コーヒーロースティングダルマ

（予約のみ昼営業可の場合あり）

台湾まぜそば台湾まぜそば
¥800(税込)

市内では珍しい、多種多様のラーメンを提供しています。特に台
湾まぜそばは、笠岡周辺では味わうことのできない一品となっ
ておりリピーター続出中！！！麺を食べた後には追い飯を入れて
２度美味しい！！台湾まぜそばをはじめ、中華そばから激辛ラー
メンまできっとお気に入りのラーメンに出会えるはず！！

■所在地/笠岡市四番町1-26-5
0865-62-4545
11:00～15:00
17:00～22:00
月
4台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

麺屋 千鳥12

ラーメン

トンカツ定食

¥550(税込)

¥650(税込)

安くてボリュームのある料理を提供し、お客様に満足し
て帰ってもらいたいとの思いで、お店を始めました。明
るい雰囲気のお店で、笑顔でお迎えします。

■所在地/笠岡市四番町4-31
なし
11:00～15:00
不定休
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

花ちゃんラーメン13

各種ケーキ
¥216~540(税込)

お洒落な店内に並ぶお洒落なスイーツ
の数々。定番なものから、季節限定のフ
ルーツをふんだんに使ったものまで、見ていても飽きな
いスイーツが揃っています。自分へのご褒美に、手土産
用にいかがですか？

■所在地/笠岡市四番町4-38
0865-63-2370
平日10:00～18:30
日･祝10:00～18:00

月 6台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/

スバファー14

鰻丼（並）
¥2,100(税込)

創業５５年、受け継がれた秘伝のたれと国産の鰻にこ
だわり、店主の手さばきで焼きあげる、ここでしか味わ
えない絶品鰻丼をご賞味ください。各種昼定食、テイ
クアウトもできます。

■所在地/笠岡市四番町5-16
0865-63-5394
11:00～14:00
17:00～22:00
水 15台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/

妃富美15

中華そば（中）
¥600(税込)

今の店主で３代目になる老舖。初代から受け継がれて
いるあっさりとした鶏ガラスープに、普通のお店の大盛
りくらいの麺が入っており食べ応え満点！！かなりお得
な１杯、ぜひお試しください。

■所在地/笠岡市四番町8-6
0865-62-6064
11:00～15:00
月・火
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

中華そば しだはら16

国産小麦１００％バターのみを使った生地で焼いてい
ます。シンプルな塩バターロールも人気です。

■所在地/笠岡市四番町8-6
0865-69-0323
11:00～18:00
月・火
20台(共同)

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

陽だまりパン工房17

（追い飯付）

クリィムパン

焼きカレーパン

（自家炊きカスタードクリィム・バニラビーンズ）

（ピリ辛スパイシーキーマカレー・鶏ひき肉）

¥183(税込)

¥216(税込)

P 券

P 券

備後フィッシュの食べられる店

P

券

P 券 P

P P

カレー焼き
¥600(税込)

もやし・ちくわ・かまぼこ・挽肉などの具が入ったカレーを
生地で包んだ『カレー焼き』！！笠岡では昔から親しまれて
いた懐かしい一品です。ほかにも、各種お好み焼きや鉄板
焼きもお楽しみいただけます。ぜひお立ち寄りください！！

■所在地/笠岡市四番町8-6
0865-63-1676
18:00～24:00
日
20台(共同)

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

豊味18

いつでもサンドイッチモーニングセット

¥680(税込)

開業以来４６年間変わらぬメニュー【いつでもモーニ
ングセット】¥４００（税込）※コーヒー以外でもセット
出来ます。昔ながらの自家焙煎で引立てサイフォン仕
上げ！開業４６年変わらない味でやってま～す！！

■所在地/笠岡市四番町8-7
0865-63-0485
8:00～19:00
日･祭日PM
25台(共同)

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

喫茶ナカネ19

コーヒー以外でもセット出来ます

PP

備後フィッシュの食べられる店

1杯¥350(税込)
（テイクアウト）

109



P 券

P 券

P

コーヒー各種
¥450(税込)~

自家焙煎珈琲をハンドドリップ致します。その他各種ドリンク、自家
製ケーキや軽食もご用意しております（セット可）。また、軽食、ドリ
ンクのテイクアウト、珈琲豆の販売・挽き売りも承ります。ほっとする
ひとときを探しにいらしてください。

■所在地/ 笠岡市四番町8-7
0865-70-2034
10:00～17:00（Lo.15分前）
土･日･祝 9:00～
水･木
20台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

豆と麦20

セットメニュー
¥2,178(税込)
いのうえ食品直営の焼肉店。こだわりの肉をお手頃価
格で提供しています。石焼ビビンバ、冷麺などサイドメ
ニューも人気です。
(右下写真:宴会用 予約 ¥3,300(税込)コース)

■所在地/ 笠岡市四番町8-7
0865-63-2989
17:00～22:30
水
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

焼肉酒房 きらく21

焼きたてワッフル
¥550(税込)
焼きたてワッフルに、栗・小豆・メープルシロップを添え
ました。炭火珈琲と一緒にゆっくりとお楽しみくださ
い。

■所在地/ 笠岡市五番町5-1
0865-62-2138
8:00～18:00
日･月･祝
15台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

アキタ珈琲店22

※要予約（前日までに）※要予約（前日までに）

¥1,500(税込)

¥900(税込)※相談可

バランス良いメニューで、心も
体も喜ぶランチとお弁当をお作
りします。

■所在地/ 笠岡市五番町5-14
070-3777-9237
ランチ12:00～15:00
テイクアウト9:00～19:00

日･祝
4台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

荷葉23

日替わりランチ
日替わり弁当

デザート･
飲み物付

日替り弁当
¥570(税込)
魚屋さん直営で、その日に仕入れた新鮮な海の幸をお
弁当にしています。店内にはいろいろなお惣菜もあり
ますので、お弁当と一緒にいかがですか？

ロースカツカレー
¥843(税込)※店内価格
カレー専門のチェーン店です。当店人気のロースカツ
カレーです。店内はもちろん，お弁当でのお持ち帰り
可能です。

■所在地/ 笠岡市五番町5-49
0865-62-3380
10:30～19:00
日･祝
6台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

魚庄24

濃厚バターチキンカレー
¥950(税込)

笠岡グランドホテルの２階にあるティーラウンジです。ゆったりと
座りながら、アートに囲まれた贅沢な空間でティータイムをお過
ごしいただけます。現在、新型コロナ感染拡大のため、営業時間
を短縮していますが、通常は10:00 ～17:00で営業しています。

■所在地/ 笠岡市五番町6-20
笠岡グランドホテル2階
0865-63-1634
10:00～14:00（Lo.13:30）
月
57台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

クラウドナイン 笠岡グランド
ホテル内25

■所在地/ 笠岡市富岡115-7
0865-67-3001
11:00～23:00
年中無休

共同

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

コムプラザ笠岡店

カレーハウスCoCo壱番屋27

たこ焼き

やきそば、お好み焼き

創業５０年以上の老舗たこ焼き店です。特製オリジナルソースが
かかった熱々を召し上がってください。手作りアイスクリンは市
外にもファンが多く、どこか懐かしい風味をお楽しみください。

■所在地/ 笠岡市富岡274-1
0865-67-3056
9:00～19:00

（オーダーストップ有）
火（祭日･祝日は営業）
2台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

たこ壺28

藤屋の創作
和洋スイーツ
創業５７年を迎えた藤屋では、令和元年“日本遺産”に認定された北木島の石

切り丁場の北木石をイメージした「北木島石切り饅頭」や人気の「いちじく

スイーツ」「笠岡ブランド認定商品とうがきフロランタン」「俵最中備中そだ

ち」「ワッフル」「人気のマフィン」等、多数品揃えしてお客様を『お待ちして

おります♡』

■所在地/ 笠岡市富岡475-28
0865-62-3833
8:30～18:00
月
2台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

藤屋菓子舗29※テイクアウトメイン

アイスクリン、ソフトクリーム

¥400(税込)

¥450(税込)～

¥200(税込)～

P 券

P 券P

P 券 P 券

P

定食

¥2,000(税込)~
活魚と活イカを主力とした大型生簀料理店です。大・中・小の
お部屋がございますので、法事や祝席等いろいろな用途でご
利用できます。

■所在地/ 笠岡市富岡10-441-1
0865-67-1500
11:00～15:00（Lo.14:30）
17:00～22:00（Lo.21:00）
年中無休

（大晦日･元旦は除く）

60台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/

■駐車場/

魚好人一休 笠岡26

活イカ

¥850(税込)~

P 券

備後フィッシュの食べられる店

幕内弁当
¥600~(税込)

手作りにこだわり、二番目の味を目指して頑張っています。
添付の写真は８００円(税込)ですが、６００円(税込)より
ご注文いただけます。前日の午前中までにご予約を。

■所在地/ 笠岡市七番町7-2
0865-63-1148
8:30～16:00
不定休
1台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

（有）かもめ30

ぶっかけうどん
¥530(税込)
当店自慢の自家製うどんとお出汁をぜひ一度ご賞味く
ださい。また、季節に合わせた期間限定メニューもご
ざいます。みなさんのご来店、心よりお待ちしております。

■所在地/ 笠岡市十一番町11-66
0865-63-9839
平日･土11:00～15:00

日11:00～15:00、17:00～20:00
水
12台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

手打ちうどん おのしん31

P 券 P 券

・日替わりランチ

・日替わり弁当
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レディスセット
¥1,000(税込)

お昼はリーズナブルなランチ、夜は和食とイタリアンとの創作料理を提供し
ています。魚は、地元の漁師さんから毎日新鮮なものを仕入れて調理してい
ます。旬のものを美味しく召し上がっていただき、ご家族・ご友人と楽しい
時間を過ごせる、新しく、どこか懐かしい『蔵』にぜひ来てみてください。

■所在地/ 笠岡市十一番町11-68
080-5753-9090
平日11:00～14:00

日 有

■T E L/
■営業時間/

■定休日/ ■駐車場/

創作ダイニング 蔵32

ひねポン酢

¥450(税込)
80名まで収容できる大広間もあり、同窓会や歓送迎会にもっ
てこい！！また、個室もご用意しているので、少人数のお客様
やご家族連れでも楽しめます。「笠岡を愛し笠岡に愛される
居酒屋、居酒屋 印」に、ぜひお越しください！ 

■所在地/笠岡市十一番町11-71
0865-61-4337
17:00～24:00
月
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

居酒屋 印33

焼肉･ホルモン

お肉は笠岡で飼育した谷本牛を提供します。テイクア
ウトでは焼肉用お肉、お弁当（¥８００～税込）もご用
意しています。焼肉弁当（¥１３００税込）も人気です。

■所在地/ 笠岡市十一番町11-74
0865-75-0180
平日17:00～21:30

水

有

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

焼肉 たにもと34

17:00～22:00（Lo.21:30）
土日祝17:00～22:00（Lo.21:30）

（親鶏のおつまみ）

土日祝11:00～14:30、17:00～21:30

P

P

P 券P 券 P 券

PP 券

郊外エリア
P13-P20
店舗案内

学 学割あり 座敷あり テーブル席あり

P 駐車場あり

券 市内共通商品券利用可

お子様OKTAKE OUTあり

配達飲食店内飲食

マーク説明

穏やかな瀬戸内海に臨む備後圏域の沿岸4市である
広島県福山市･三原市･尾道市･岡山県笠岡市で水揚げ
された新鮮な水産物で、漁師がお勧めするとっておきの
25種類の魚たちのことです。
（仕入れなどの状況により提供できない場合があります）

■ 備後フィッシュとは…

週替わりランチ
¥1,200(税込)

週替わりランチ（税込1,200円）は、前菜、メイン、小鉢、雑
穀米、ドリンク等がセットになったメニューとなっております！
ケーキセット、お食事をされた方はプラス税込３００円（※単
品税込４００円）もございますので、是非ご来店ください。テ
イクアウトは前日までにご予約お願いします。

■所在地/ 笠岡市甲弩120－1
080-7693-8456
11:00～15:00

（Lo.14:00）
日･月･火･祝
15台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

古カフェ 陽だまり１

たまごかけごはん

¥400(税込)
『たまごかけごはん』のお店！！新鮮な卵をはじめ、店
内ではシフォンケーキなどのスイーツ･パンなども販売
しており、そのまま食堂で食べることができます。『た
まごかけごはん』はなんと、おかわり自由です♪

■所在地/ 笠岡市尾坂2050
0865-65-1577
食堂11:00～15:00
販売9:30～17:00
火･第三水
30台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

たかたのたまご2

おすすめランチ

¥950~(税込)
山あいを抜けて県道４８号線沿いにあり、のどかな周
辺に調和したログハウスです。天然の木のぬくもりを感
じながらゆったりとお食事を楽しめるお店です。

■所在地/ 笠岡市吉田429-2
0865-65-0555
8:00～17:00
月
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

カフェレスト WOOD STOCK4

中華そば（並）
¥600(税込)

笠岡北消防署を県道から逸れて、吉田小学校から200ｍほど
北に進むと笠岡ラーメンの旗が見えてきます。元大工の店主
が自ら建てた店舗。店内は老若男女が集うアットホームな雰
囲気です。１度食べれば貴方も笠岡ラーメンと店主の大ファ
ンになること間違いなし！！

■所在地/ 笠岡市吉田2155-1
090-5701-7259
11:00～21:00
不定休
4台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

中華そば 鶴亀5

（おかわり自由）

（ライス、スープ、サラダ、ドリンク付）

中華そば（並）
¥700(税込)

店主こだわりの、化学調味料を一切使わない鶏ガラス
ープは絶品！麺を覆い尽くす程の煮鶏とチャーシュー
は、ボリューム満点文句なし！食べれば心もお腹も満た
される、やさしい味の中華そばはここしかない。

■所在地/ 笠岡市新賀387-5
090-9419-9858
11:00～19:00(Lo.18:30)
月･火
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

マルエイ中華そば3

美味しい！楽しい！
次はどこのお店に
行こうかな？

ラーメン
¥650(税込)

卵白不使用の熟成麺と、地元産の良質な鶏ガラを１８
時間煮込んだ絶品ラーメンです。奥深く濃厚な味なが
ら後味はさっぱりとした鶏だし白湯スープをどうぞ。

■所在地/ 笠岡市小平井2215-1
0865-62-4129
11:00～15:00、17:00～21:00（平日）

木（祝日の場合営業）
30台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

ラーメン･ギョーザのとんぺい7

日曜･祝日は20:00まで（材料がなくなり次第終了）

P 券P

飲み物

スイーツ

¥500(税込)

¥300(税込)

バイク仲間の輪が自然と広がる気さくなお店。自慢の
バイクを眺めながら、珈琲とスイーツに舌鼓。ツーリン
グの休憩場所としては勿論、メンテナンスガレージとし
ても！

■所在地/ 笠岡市吉田4226
0865-75-0305
10:00～20:30
不定休
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Z･YARD
ゼット･ヤード

6

P 学 高校生のみ
100円引き

1413



味噌カツ定食
¥1,080(税込)

熱々ジューシーなトンカツに店主が独自にブレンドした
八丁味噌をかけた、当店人気のメニューのひとつです！
店主こだわりの定食をぜひご賞味ください。

■所在地/ 笠岡市大井南28-1
0865-62-5530
7:00～20:30

（火曜日は16:00まで）

水･（火は16時閉店）
10台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

フルート8

豊富なドリンクメニュー、自家製ケーキ、モーニング、ランチ、
ティータイムから夜ご飯まで、北欧調の店内にコロナ対策で
間隔を配慮した席のレイアウト、ベビーベッドやおむつ台、ソ
ファー席、Free WIFIを完備しています。eat inもtake outも値
段は一緒です。

■所在地/ 笠岡市相生1134-5
0865-75-0268
火～日8:00～19:00
月･日（不定）
8台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

CAFE BUTTON9

チャンポン
¥650(税込)

創業３１年を超える中華料理店。地元はもとより市外･
近隣のお客様からも愛される中華料理の数々。
ボリューム満点のチャンポンは特におススメです！！

■所在地/ 笠岡市園井325-6
0865-63-1498
11:00～15:00
17:00～21:00
水
13台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

一品香10

食パン１斤

¥200(税込)

他店にはないパンや変わったアイディアのパンを毎日、
８０種類ほど揃えてみなさまをお待ちしています。基本
となるベースの生地は忠実な製法で、毎日美味しいパ
ンになるよう心を込めて仕込み、焼きあげています。

■所在地/ 笠岡市西大島新田244-1
0865-67-3320
7:00～18:00
水･第二火
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Pain&Cafe Assiette11

日替わりランチ

¥1,500(税込)～ (※予約制)
築50年の家をリノベーションし、のどかでゆったりとした自
然の中で、体に良いナノバブル水素水を使った料理を楽しめ
ます。ギャラリーも有り、ステンドグラス他展示販売有り。
※ランチ･ディナー共に予約が必要ですのでご注意ください。

■所在地/ 笠岡市西大島5653
0865-67-5278
11:30～14:00
17:00～22:00
水･その他
6台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

古民家カフェ＆創作ダイニング遊12

（デザート･コーヒーか紅茶付き）

ドリンク

モーニング

ランチ

¥385(税込)~

¥550(税込)~

¥880(税込)~

¥290(税込)

ブリオッシュ
クリームパン

まかない定食
¥800(税込)

バイカーズカフェでありながら地元の
正頭漁港の捕れたての魚を使ったランチ「まかない定食」
は絶品の一品です。是非ご賞味ください。

■所在地/ 笠岡市大島中4877
070-1870-8833
11:30～22:00

不定休
10台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

黒猫賄い屋 恵13

よくばり定食
¥1,500(税込)

海辺から細い坂道を上がって行った所にある築８０年以上のその外観は一見古
民家のようですが、店内はリノベーションし、くつろげる雰囲気のお店にしていま
す。漁師である店主が瀬戸内海で捕って来た新鮮な魚を楽しんで頂けるよう、素
材を生かした料理が自慢です。営業日外でも各種ご宴会･ご予約を承ります。

■所在地/ 笠岡市神島外浦327-2
0865-67-2366
11:00～15:00
月･火･水･木
5台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

ＴＡＩＴＡＩ家14

タコの丸揚げ

3,300円(税込)･5,500円(税込)コースに付く、笠岡諸島で採
れた新鮮なタコの丸揚げ（唐揚げ）が大人気！！高島で瀬戸内
の新鮮な海の幸をぜひ一度ご賞味ください！！こちらは民宿で
もあるので高島でお宿をお探しの方は是非ご利用ください。

■所在地/ 笠岡市高島5208
0865-67-6188
11:00～15:00

完全予約制
6台

■T E L/
■営業時間/
■
■駐車場/

カーサ･タケダ15

各種ランチ
¥1,200(税込)～

2020年初夏に白石島にOPENしたカフェです。ランチ
タイムにはピザ、パスタなどの各種ランチを提供してい
ます。※ご利用の場合は要連絡

■所在地/ 笠岡市白石島357

0865-68-3501
11:30～16:00
不定休

（1月～3月は閉館）
6台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/

■駐車場/

Casual Cafe “Poseidon”16

ピエロの
スペシャルミックス
¥750(税込)

おすすめの「ピエロのスペシャルミックス」は色々入って
ボリュームたっぷり！！ぜひ一度食べにご来店ください。

■所在地/ 笠岡市美の浜4-4
0865-67-1353
11:00～19:00
木
有

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

ピエロお好み焼き17

※電話連絡してください

（ランチタイム11:00～14:00 要予約）
（居酒屋タイム18:00～22:00 要予約）

※居酒屋タイム予約時仕込みの為、16時で一旦閉めることがあります。

（唐揚げ）

Twilight Hotel お多福 INN 内

P

P 券

P 券

P

P

P P

P 券 P 券

P

備後フィッシュの食べられる店 備後フィッシュの食べられる店

ええ塩梅の
汐の音ラーメン

¥700(税込)

魚介系の和ダシと鶏ダシに熱々の背油を加えた、はや川
ラーメンが定番。写真の塩ラーメンは女性リピート率Ｎo,1！
座敷もあり、ご家族連れ･お子様連れにも人気！

■所在地/ 笠岡市横島1720-1
0865-67-2222
11:00～15:00（Lo.14:30）

月
10台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

はや川ラーメン 一笑懸麺19

P 券 学

（塩ラーメン）

17:00～21:30（Lo.21:00）

香住ガニコース
¥9,130(税込)

国産ブランド蟹を丸ごと使用したおすすめ香住ガニコ
ース！是非一度ご賞味ください。
ランチコースは￥2,970（税込）より

■所在地/ 笠岡市美の浜30-26
0865-63-8008
11:30～13:30
17:30～21:30
水
12台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

流石18

P
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昼定食
¥1,100(税込)

活きの良いお魚、新鮮な野菜を使って調理をしていま
す。各種定食、丼物、会席料理など四季折々の味をお
楽しみください。

■所在地/ 笠岡市横島1950-25
0865-67-3950
11:30～14:00（Lo.13:30）
17:30～21:00（Lo.20:00）
月·月に1回火（不定期）
30台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

若よし20

特製あなご丼

¥1,800(税込)

地場産のあなごやアサリを使った「特製あなご丼」が
人気です。目の前に広がる海や風を感じながら、ゆった
りとした時間をお過ごし下さい。

■所在地/ 笠岡市神島1031-1
0865-67-2974
9:00～17:00
月※臨時休業あり
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

シーアンカーかさおか･
こうのしま海の駅21

各種ケーキ
¥230~¥400(税込)

栗を使った「たつ KuRi ロール」や、杏、生クリームなど
の各種ロールケーキを取り扱っております。ケーキやな
めらかプリン、焼き菓子などもおすすめです！！

■所在地/ 笠岡市神島3614
0865-67-2505
10:00～19:00
月･火･9月第3日曜日
8台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

コメット製菓22

シュクレドフランス ¥140(税込)

天神会の敷地の中にあり、店内には毎日約50種類のパンが並んでいます。購入し
たパンやドリンクをすぐに食べられるカフェスペースでは、ランチ(11:00～14:00)
も楽しめます。また、季節の野菜を使った自家製スムージーの野菜は全て敷地内
のファームで育てたものを使用しています。ぜひお立ち寄りください！！

■所在地/ 笠岡市神島3628-16
0865-67-5515
9:00～16:00
土･日
25台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Apple Bakery＆Cafe23

中華そば

¥680(税込)

麺は北海道産小麦を１００％使用。小豆島産醤油スー
プに豚の背脂と自家製チャーシューの中華そばをお楽
しみ下さい。

■所在地/ 笠岡市神島3856-2
084-922-2213
11:30～14:30
火･水
6台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

麺家○24

（日替わり）
※日･祝日を除く

（アサリの味噌汁付）

¥400~
¥500(税込)

旬の素材の
スムージー

カツカレー
¥650(税込)¥680(税込)

神島大橋のたもと、窓一面からは神島水道を見渡す大
パノラマが望めます。お薦めはカツカレーとケーキセッ
ト。喫茶メニューのほか、軽い食事もあります。

■所在地/ 笠岡市神島3885
0865-67-4609
8:00～18:00
火･水
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

Café de toi サンロック25

週替わりランチ
¥1,100(税込)

ドリンク･ミニデザート付きの週替わりランチ￥1,100
（税込）をはじめ、エビカツランチ等４種類をご用意し
ています。テイクアウトメニューやドリンクメニューも
豊富です。

■所在地/ 笠岡市神島3976-1
080-6454-0032
11:00～16:00
日･月･祝
5台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

kitchen SUNNY26

鶏塩ラーメン
¥800(税込)

神島のゆったりとした空気の中でほっとする味を楽し
んでください。金･土･日･祝日17:00～20:00は中華そ
ばと居酒屋メニュー（日替り）送迎もいたします。

■所在地/ 笠岡市神島4090
0865-67-7200
平日11:00～14:00
土日祝11:00～15:00
木

20台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

こうのしま お多津27

日替わり定食
¥1,000(税込)

当店のランチメニューは、毎日野菜をたっぷり使った日
替わり定食のみになります。パフェなど食後のカフェメ
ニューも取り揃えております。

■所在地/ 笠岡市神島4100-3
0865-75-0310
10:00～18:00
金･土
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

楽時屋いとう家28

広島風お好み焼き
¥770~(税込)

オリジナルブレンドソースを使用した本格的広島風お好み
焼きや焼きそばの他に、昼はこだわりランチ、夜はおつま
みメニューが充実。テイクアウトは、定番鉄板もの、手羽先
などの揚げ物、オードブルなどご用意しております。

■所在地/ 笠岡市神島4322
0865-75-0014
11:00～14:00

水･木･日17:00～21:00
金･土･祝日前17:00～22:00

月曜の夜･火
10台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

鉄板焼 一本松29

キッチンサニー

P

おまかせセット
¥800(税込)

木曜日から日曜日は日替定食（６５０
円（税込））、月曜日と水曜日はおまかせセット（８００円（税込））
をご用意しております。メインディッシュに小鉢も付いて満腹
になること間違いなし！！愛情たっぷり栄養満点の定食をぜ
ひ召し上がってください。

■所在地/ 笠岡市平成町63-3
090-9464-4890
10:30～15:00
火･第二水
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

スターハウス31

ランチバイキング
大人(中学生以上) ¥1,250(税込)

小学生 ¥800(税込)

3歳~未就学児 ¥500(税込) 2歳までの幼児 無料

■所在地/ 笠岡市カブト南町245-5
0865-67-6755
11:00～15:00
年始（1/1～3）
256台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

四季彩30
道の駅
笠岡ベイファーム

笠岡産の野菜や地元食材を使った和洋中の料理と笠岡
ラーメンが食べられ、ドリンクバーやスイーツもOK。

備後フィッシュの食べられる店

P P

P 券P

P 券 P P 券 学P

P P 券

P 券
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P 券

P

P

オリジナルケーキ
¥3,220(税込)~

大切な方との幸せなひとときを素敵なスイーツでお手
伝いします。絵や立体など特別なケーキは感動もいっ
ぱいです。（クリスマス･お正月は除く。）

■所在地/ 笠岡市生江浜1045-1
0865-66-5570
10:00～19:00

（日曜日のみ18:00まで）
月～水
5台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

手作り工房 セルクル32

モダン焼
¥700(税込)~

創業33年。地域の住民や会社帰りのサラリーマンにも
愛されるお店です。いつも笑いの絶えない明るいお店。
気さくな店主の作るお好み焼きや、たこ焼き(300円
(税込)) は絶品です。

■所在地/ 笠岡市城見台24-15
0865-66-4319
11:00～14:00
16:00～21:00
火
3台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

やくちゃん34

P

日替り定食
¥800(税込)

朝７時から、ボリューム満点のメニューを取り揃えて
お待ちしております。営業時間外のご予約も承ります。
お気軽にご相談ください。

■所在地/ 笠岡市茂平1998
0865-66-6535
7:00～14:00

月
7台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

御食事処 山久33

パスタバイキング

地元で愛され続けている人気のファミリーレストラン。土日祝11:30
～14:00、18:00～20:00限定のパスタバイキングは種類も豊富
でサラダ･唐揚げやデザートまでついてみんなが笑顔になれ
ます。ご家族そろってお越しください。また平日の日替ランチ
(￥1,050(税込))、パスタランチ(￥850(税込))も大好評です。

■所在地/ 笠岡市用之江327-10
0865-66-0053
8:00～21:00
水
30台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

カフェレスト マドモアゼル35

昼食

夜食 ¥5,000~10,000(税込)まで

築100年以上の民家を改装した隠れ家的空間を演出した和食
料理店です。器にもこだわっておもてなしを心掛けています。
趣のある四季折々の庭を眺めながら地元の魚介や野菜など
旬の素材を活かした日本料理をご堪能ください。前日までの
ご予約をお願いします。テイクアウトも可能です。

■所在地/ 笠岡市東大戸3953-1
0865-62-6262
11:30～14:30
17:30～21:30
なし
15台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

別館茶寮 お多津36

チーズケーキ

プリン ¥356(税込)

産みたての采女の卵、牛乳、砂糖だけで作った無添加プリン。
とろけるような味をお楽しみ下さい。国産小麦、采女卵（１００％）、
チーズ、牛乳、砂糖で作ったチーズケーキ、ロールケーキ等も
あります。

■所在地/ 笠岡市東大戸4405-1
084-962-3556
10:00～16:30
月（祝日の場合は営業）
20台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

CORO
コ ロ

さんきゅう

37

大人(中学生以上) ¥1,250(税込)

4歳～小学生 ¥800(税込)

¥2,000~4,000(税込)まで （大･中･小あり）

¥864(税込)~

ステーキ

持ち帰りステーキ弁当

和風ステーキ丼弁当など ¥700(税込)

¥800~¥1,500(税込)

赤ワインベースソースのステーキ、ゆず胡椒ソースの和
風ステーキ丼の他、うねめもみじ卵のたまごかけご飯、
カレーライスなどもございます。

■所在地/ 笠岡市東大戸4405-1
0865-60-0698
9:00～15:00
木
15台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

ステーキハウス川柳38

お昼の膳
¥2,500(税込)~

昼夜ともに２日前までのご予約とさせていただいてお
ります。１２名様程度のご会席、お祝い事、ご法要など
承ります。全テーブル席、ベビーベッド有。

■所在地/ 笠岡市吉浜1803
090-5374-3055
12:00～14:00
18:00～21:00
不定休
7台

■T E L/
■営業時間/

■定休日/
■駐車場/

卯のはな39

¥200(税込)

¥500(税込)

アイスは無添加、シャリシャリ食感の昔ながらのアイスです。
やきそば･やきうどんはオリジナルソースを使用しており、だし
入り卵がのっているのでボリューム満点★是非一度ご賞味く
ださい。TAKE OUTのみ

■所在地/ 笠岡市笠岡3606-5
0865-63-7444
10:00～17:00
月
3台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

おいしい店40

焼肉
¥1,500(税込)程度

気軽に焼肉を味わって欲しいという店主の想いでおい
しいお肉がリーズナブルに味わえるお店です。ご飯お
かわり自由などサービスも充実。

■所在地/ 笠岡市笠岡4110-3
0865-62-3801
17:00～22:00
不定休
6台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

焼肉 ひつ石41

白玉クリームあんみつ

ケーキセット ¥780(税込)

●天草を煮出して作った寒天と小豆から炊いたあんこの
　自家製あんみつ。
●自家製ケーキ･ソフトクリーム･自家焙煎コーヒー

■所在地/ 笠岡市笠岡4295-6
0865-63-4477
8:00～17:00
月･第一第三火
15台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

ファンアイク42

（ご飯、サラダ、味噌汁付き） ¥970~¥1,700(税込)
※要予約

やきそば･やきうどん

たこ壺の手造の味
アイスクリン

¥750(税込)

せとうち鯛骨らーめん
¥700(税込)

ケーズラボは、北木島にある複合施設!!石の歴史や文化･魅力を紹介する
ストーンミュージアムやカフェが併設されています。レンタサイクルの貸
出もしてますので、潮風を感じながらのサイクリングはおすすめです!!カ
フェでは、せとうち鯛骨らーめん（笠岡ラーメン）を１日20食限定で販売
を始めました。他にも島カレー、海鮮BBQ（予約制）もあります。

■所在地/ 笠岡市北木島町10364-25
0865-69-8814
10:00～16:00
月･水･金（祝除く）
10台

■T E L/
■営業時間/
■定休日/
■駐車場/

K's LABO43

（1日20食限定）

P 券

P 券

P

P

P 券P 券

P 券

P
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21ページをご覧ください。

21ページをご覧ください。

笠岡インター

カブトガニ博物館

市立笠岡小学校

笠岡市役所

笠岡幼稚園

オンリー
ワン

中国
銀行

トマト銀行

笠岡（住吉）港

ハローワーク

笠岡市民病院

マルナカ

伏越港

肉・揚物・惣菜 いのうえ食品14

にこにこ食堂
笠岡市役所内13

めんや 麺介15

しゃこ丼の店12

本場インド料理レストラン
ミラン 笠岡店11

シントキ堂25

中華そば備州屋2
海里 丼丸 笠岡店6

辻与24

元祖 笠岡いなり26

Orientable16

鉄板焼お好み焼 福ポっポ18

フルーツショップ にしじま19

和洋菓子 カステラ
笠岡 玉利軒22

いちごジェラート専門店
LUV'S FACTORY23

お食事処 べにす20

すぅいーつ工房 すみれ8

清月堂21

皿の旅9

はる源らーめん17

寿司割烹 郷味 さとみ10

酒々波々7

喫茶 マスエ5

星乃珈琲店 笠岡店3
おかやまや1

喫茶 ダン
4 マルナカ内

大阪王将 笠岡店2

アキタ珈琲店22

焼肉 たにもと34

居酒屋 印33

創作ダイニング 蔵32
手打ちうどん おのしん31

なかむらベーカリー5

来来亭笠岡店4

日山精肉番町店6

カレーハウス CoCo壱番屋
コムプラザ笠岡店27

八楽笑（クレープ）3

せんや笠岡店1

麺屋 千鳥12

喫茶ナカネ19

花ちゃんラーメン13

陽だまりパン工房17

妃富美15

豊味18

荷葉23

魚庄24 豆と麦20

日本料理 美然8

おはぎの店 迦音10

Coffee Roasting
Daruma9

小料理かとう11
焼肉酒房 きらく21

中華そば しだはら16

喜久粋7

たこ壺28

藤屋菓子舗29

魚好人一休 笠岡26

スバファー14

㈲かもめ30

クラウドナイン
25 笠岡グランドホテル内

ザグザグ
笠岡富岡店

三菱自動車

はるやま

笠岡第一病院
附属診療所

市立中央小学校

笠岡運動公園

笠岡自動車学校

市民会館備中県民局
井笠地域事務所笠岡商工会議所

消防署

笠岡警察署

笠岡郵便局

竹
喬
美
術
館

税務署

古カフェ 陽だまり1

たかたのたまご2

カフェレスト
WOOD STOCK4

Z・YARD6

マルエイ中華そば3 中華そば 鶴亀5

おいしい店40

一品香10

フルート8

ラーメン・ギョーザの
とんぺい7

はや川ラーメン 一笑懸麺19

麺家○24

こうのしまお多津27

楽時家いとう家28

ピエロお好み焼き17

kitchen SUNNY26

道の駅 笠岡ベイファーム
四季彩30

コメット製菓22

手作り工房 セルクル32

CORO（コロ）37

K’s LABO43

Pain&Cafe Assiette11

Apple Bakery&Cafe23

スターハウス31

別館茶寮お多津36

CAFE BUTTON9

カフェレスト マドモアゼル35

ステーキハウス川柳38

ファンアイク42

焼肉 ひつ石41

鉄板焼 一本松29

やくちゃん34

御食事処 山久33

黒猫賄い屋 恵13

TAITAI家14

カーサ・タケダ15

流石18

若よし20

かさおか・こうのしま海の駅
シーアンカー21

卯のはな39

古民家カフェ&
創作ダイニング遊12

Café de toi サンロック25

Casual Cafe
“Poseidon”16

グルメ･スタンプラリーマップ
グルメ･めぐりスタンプラリー参加103店舗位置図ごあんない

※誌面上、店舗の詳細位置がわかりずらい場所があります。予めご了承ください。その際は恐れ入りますが、
　インターネットで検索、または各お店にご確認の上、ご来店ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、店舗の営業時間の変更及び臨時休業が生じる場合があります。予めご了承ください。
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広大な笠岡湾干拓地の一角に、道の駅 笠岡ベイファームが

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。

道の駅では、干拓でとれた新鮮な野菜はもちろん、鮮魚や畜

産物、加工品なども販売されています！

笠岡市の北部にある豊かな自然と古代浪漫をテーマとし

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。

道の駅笠岡ベイファーム＆花畑 笠岡古代の丘スポーツ公園

(一社)笠岡市
観光協会HPは

こちらから

笠岡市HPは
こちらから

笠岡市、丸亀市、土庄町、小豆島町の 2 市 2 町による 

「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～」 

が日本遺産認定されたことはご存じですか？ 

　日本遺産とは、文化庁が地域の歴史的魅力や特色を通じて文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として

認定し、 地域活性化を目指す取組みです。 

　ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形・無形の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に

整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目的と

しています。 令和元年に、笠岡市を含む 2 市 2 町の石の島ストーリーが評価され、文化庁より認定されました。

笠岡諸島における、日本遺産の構成文化財の一部をご紹介！

ぜひ現地に行って、目で見て、肌で感じてください！！

　瀬戸内備讃諸島の花崗岩と石切り技術は長きにわたり日本の建築文化を支えてきました。日本の近代化を象徴する日本銀行本店

本館などの西洋建築、また古くは近世城郭の代表である大坂城の石垣など、日本のランドマークとなる建造物が、ここから切り出さ

れた石で築かれています。島々には、400年に渡って巨石を切り、加工し、海を通じて運び、石と共に生きてきた人たちの希有な産

業文化が息づいています。

　世紀を越えて石を切り出した丁場（ちょうば）は独特の壮観な景観を形成し、船を操り巨石を運んだ民は、富と迷路の様な集落を

遺しています。今なお、石にまつわる信仰や生活文化、芸能が継承されています。

期間中のイベント紹介 

笠岡市制70周年記念道の駅11周年祭 

▶ 道の駅「笠岡ベイファーム」

ファミリーウォーキング大会 ▶ 笠岡湾干拓地周辺

いちょう祭りかさおか ▶ 笠岡駅前 県庁通り･商店街

10/23(日)

10/30(日)

10/23(日)･11/6(日)

ぐるっとぐるっと

ポピー
見頃:5月

ひまわり
見頃:7~8月

菜の花
見頃:3~4月

コスモス
見頃:9~10月

高 島 白石島

真鍋島

白石島には整備されたトレックキングコースがあり、鎧岩を 

はじめとする巨石･奇岩と海を望む美しい景色、仏舎利塔や

日本遺産構成文化財でもある開龍寺といった建造物と変化に

富んだ景観が楽しめます。

高島は古事記･日本書紀にいう神武天皇の「高島宮」であった

とする伝説が古くから伝わっています。南側にある遊歩道を

登っていくと、瀬戸内海の穏やかな風景が360 度見渡せます。 

4月には咲き誇るツツジを見ながら遊歩道を散策できます。 

飛 島 六 島

笠岡諸島最大の島で、日本

遺産構成文化財が多く見ら

れます。

北木石と呼ばれる良質の花

崗岩を産出し、大坂城や靖

国神社の大鳥居などの造営

に利用されたほどです。石

切りの渓谷展望台では、現

在も採石が続く採石場を見

学できます。

のどかな漁村のたたずまいを残している島。映画のロケ地にも

なった風景は、来る人をどこか懐かしい気持ちにさせ、多くの

観光客を魅了しています。島内にある真鍋家住宅は国に登録

される有形文化財で、日本遺産構成文化財の1つです。 

北木島

笠岡諸島最南端の島。島内には島のシンボル的な存在の灯台や、

しま山100選に選ばれる大石山があり、島の南側では、四国の荘内

半島や瀬戸内海の多島美を望むことができます。 

また、１月～２月にかけて島内あちこちで水仙が可憐な花を咲かせ

てくれます。

飛島とは、大飛島と小飛島をあわせた呼び名です。

２～３月には椿が見頃を迎え、島を周遊する約４km のハチマキ道

を廻って楽しめます。恋人岬は絶好のビューポイントですよ。 

日本遺産構成文化財である大飛島遺跡は、遣唐使の航海の無事を

祈る祭祀跡といわれています。
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

掲載店舗一覧

テイクアウト可能店舗一覧

店内飲食のみ一覧

麺 

類

ス
イ
ー
ツ

そ
の
他

そ
の
他

喫
茶･

カ
フ
ェ

お
好
み
焼
き･

鉄
板
焼
き

焼 

肉

パ
ン

喫
茶･

カ
フ
ェ

定
食･

和
食

定
食･

和
食

定
食･

和
食

はる源らーめん

店名 ページ エリア

駅前5 ⑰

麺 

類

店名 ページ エリア 店名 ページ エリア

店名 ページ エリア

来来亭 笠岡店 番町8 ④

麺屋 千鳥 番町9 ⑫

中華そば しだはら 番町10 ⑯

手打ちうどんおのしん 番町12 ㉛

ラーメン･ギョーザのとんぺい 郊外14 ⑦

一品香 郊外15 ⑩

はや川ラーメン 一笑懸麺 郊外16 ⑲

麺家○ 郊外17 ㉔

こうのしま お多津 郊外18 ㉗

海里 丼丸 笠岡店 駅前4 ⑥

寿司割烹 郷味 さとみ 駅前4 ⑩

しゃこ丼の店 駅前5 ⑫

お食事処 べにす 駅前6 ⑳

辻与 駅前7 ㉔

元祖 笠岡いなり 駅前7 ㉖

せんや笠岡店 番町7 ①

喜久粋 番町8 ⑦

日本料理 美然 番町9 ⑧

小料理 かとう 番町9 ⑪

妃富美 番町10 ⑮

荷葉 番町11 ㉓

魚庄 番町11 ㉔

魚好人一休 笠岡 番町12 ㉖

たかたのたまご 郊外14 ②

楽時屋いとう家 郊外18 ㉘

スターハウス 郊外18 ㉛

別館茶寮お多津 郊外19 36

星乃珈琲店 笠岡店 駅前3 ③

喫茶 ダン 駅前3 ④

喫茶ナカネ 番町10 ⑲

豆と麦 番町11 ⑳

古カフェ 陽だまり 郊外13 ①

カフェレスト WOOD STOCK 郊外14 ④

フルート 郊外15 ⑧

CAFE BUTTON 郊外15 ⑨

kitchen SUNNY キッチンサニー 郊外18 ㉖

カフェレスト マドモアゼル 郊外19 35

ステーキハウス川柳 郊外20 38

ファンアイク 郊外20 42

酒々波々 駅前4 ⑦

焼肉 たにもと 番町13 34

焼肉 ひつ石 郊外20 41

鉄板焼 お好み焼 福ポっポ 駅前6 ⑱

シントキ堂 駅前7 ㉕

豊味 番町10 ⑱

たこ壺 番町12 ㉘

ピエロお好み焼き 郊外16 ⑰

鉄板焼 一本松 郊外18 ㉙

やくちゃん 郊外19 34

なかむらベーカリー 番町8 ⑤

陽だまりパン工房 番町10 ⑰

Pain&Cafe  Assiette 郊外15 ⑪

Apple Bakery＆Cafe 郊外17 ㉓

すぅいーつ工房 すみれ 駅前4 ⑧

清月堂 駅前6 ㉑

和洋菓子 カステラ 笠岡 玉利軒 駅前6 ㉒

いちごジェラート専門店 LUV'S FACTORY 駅前6 ㉓

おはぎの店 迦音 番町9 ⑩

スバファー 番町10 ⑭

藤屋菓子舗 番町12 ㉙

コメット製菓 郊外17 ㉒

手作り工房 セルクル 郊外19 32

CORO（コロ） 郊外19 37

本場インド料理レストラン ミラン 笠岡店 駅前4 ⑪

肉･揚物･惣菜 いのうえ食品 駅前5 ⑭

Orientable（オリエンタブル） 駅前5 ⑯

フルーツショップにしじま 駅前6 ⑲

大阪王将 笠岡店 番町8 ②

八楽笑（クレープ） 番町8 ③

日山精肉番町店 番町8 ⑥

Coffee Roasting Daruma（コーヒーロースティングダルマ） 番町9 ⑨

㈲かもめ 番町12 ㉚

カレーハウス CoCo 壱番屋 コムプラザ笠岡店 番町12 ㉗

道の駅 笠岡ベイファーム 四季彩 郊外18 ㉚

おいしい店 郊外20 40

K's LABO 郊外20 43

おかやまや 駅前3 ①

中華そば備州屋 駅前3 ②

めんや 麺介 駅前5 ⑮

花ちゃんラーメン 番町9 ⑬

マルエイ中華そば 郊外14 ③

中華そば 鶴亀 郊外14 ⑤

皿の旅 駅前4 ⑨

にこにこ食堂 駅前5 ⑬

黒猫賄い屋 恵 郊外15 ⑬

ＴＡＩＴＡＩ家 郊外16 ⑭

カーサ･タケダ 郊外16 ⑮

流石 郊外16 ⑱

若よし 郊外17 ⑳

かさおか･こうのしま海の駅 シーアンカー 郊外17 ㉑

卯のはな 郊外20 39

御食事処 山久 郊外19 33

喫茶 マスエ 駅前3 ⑤

アキタ珈琲店 番町11 ㉒

クラウドナイン（笠岡グランドホテル内） 番町11 ㉕

Z･YARD（ゼット･ヤード） 郊外14 ⑥

Casual Cafe “Poseidon” 郊外16 ⑯

Café de toi サンロック 郊外17 ㉕

焼肉酒房 きらく 番町11 ㉑

創作ダイニング蔵 番町13 32

居酒屋 印 番町13 33

古民家カフェ＆創作ダイニング遊 郊外15 ⑫

焼肉

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、店舗の営業時間の変更及び臨時休業が生じる場合があります。予めご了承ください。

市制７０周年

記念賞

3店舗達成賞 5店舗達成賞

10店舗達成賞

店舗ごとにスタンプを押してもらってね！

ラーメンのまち笠岡の

「ラーメン三昧」

笠岡諸島クッキー

市内共通商品券

（1,000円分）

or

or

ハム･ソーセージの

詰め合わせ

北木島の甘夏パウンドケーキ

とおかしの詰め合わせ

かさおかブランド詰め合わせ

or

or

かさおかブランド牛肉

瀬戸の姫

笠の輪ギフト

かさおか朝ご飯セット

or

or

（一社）笠岡市観光協会

おすすめ

島宿泊ペアチケット

ぐるっと博2022スタンプラリー用台紙
※１賞品ごとに、全て別のお店のスタンプが押されてあることが条件です。
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店名 ページ エリア

駅前5 ⑰

麺 

類

店名 ページ エリア 店名 ページ エリア

店名 ページ エリア

来来亭 笠岡店 番町8 ④

麺屋 千鳥 番町9 ⑫

中華そば しだはら 番町10 ⑯

手打ちうどんおのしん 番町12 ㉛

ラーメン･ギョーザのとんぺい 郊外14 ⑦

一品香 郊外15 ⑩

はや川ラーメン 一笑懸麺 郊外16 ⑲

麺家○ 郊外17 ㉔

こうのしま お多津 郊外18 ㉗

海里 丼丸 笠岡店 駅前4 ⑥

寿司割烹 郷味 さとみ 駅前4 ⑩

しゃこ丼の店 駅前5 ⑫

お食事処 べにす 駅前6 ⑳

辻与 駅前7 ㉔

元祖 笠岡いなり 駅前7 ㉖

せんや笠岡店 番町7 ①

喜久粋 番町8 ⑦

日本料理 美然 番町9 ⑧

小料理 かとう 番町9 ⑪

妃富美 番町10 ⑮

荷葉 番町11 ㉓

魚庄 番町11 ㉔

魚好人一休 笠岡 番町12 ㉖

たかたのたまご 郊外14 ②

楽時屋いとう家 郊外18 ㉘

スターハウス 郊外18 ㉛

別館茶寮お多津 郊外19 36

星乃珈琲店 笠岡店 駅前3 ③

喫茶 ダン 駅前3 ④

喫茶ナカネ 番町10 ⑲

豆と麦 番町11 ⑳

古カフェ 陽だまり 郊外13 ①

カフェレスト WOOD STOCK 郊外14 ④

フルート 郊外15 ⑧

CAFE BUTTON 郊外15 ⑨

kitchen SUNNY キッチンサニー 郊外18 ㉖

カフェレスト マドモアゼル 郊外19 35

ステーキハウス川柳 郊外20 38

ファンアイク 郊外20 42

酒々波々 駅前4 ⑦

焼肉 たにもと 番町13 34

焼肉 ひつ石 郊外20 41

鉄板焼 お好み焼 福ポっポ 駅前6 ⑱

シントキ堂 駅前7 ㉕

豊味 番町10 ⑱

たこ壺 番町12 ㉘

ピエロお好み焼き 郊外16 ⑰

鉄板焼 一本松 郊外18 ㉙

やくちゃん 郊外19 34

なかむらベーカリー 番町8 ⑤

陽だまりパン工房 番町10 ⑰

Pain&Cafe  Assiette 郊外15 ⑪

Apple Bakery＆Cafe 郊外17 ㉓

すぅいーつ工房 すみれ 駅前4 ⑧

清月堂 駅前6 ㉑

和洋菓子 カステラ 笠岡 玉利軒 駅前6 ㉒

いちごジェラート専門店 LUV'S FACTORY 駅前6 ㉓

おはぎの店 迦音 番町9 ⑩

スバファー 番町10 ⑭

藤屋菓子舗 番町12 ㉙

コメット製菓 郊外17 ㉒

手作り工房 セルクル 郊外19 32

CORO（コロ） 郊外19 37

本場インド料理レストラン ミラン 笠岡店 駅前4 ⑪

肉･揚物･惣菜 いのうえ食品 駅前5 ⑭

Orientable（オリエンタブル） 駅前5 ⑯

フルーツショップにしじま 駅前6 ⑲

大阪王将 笠岡店 番町8 ②

八楽笑（クレープ） 番町8 ③

日山精肉番町店 番町8 ⑥

Coffee Roasting Daruma（コーヒーロースティングダルマ） 番町9 ⑨

㈲かもめ 番町12 ㉚

カレーハウス CoCo 壱番屋 コムプラザ笠岡店 番町12 ㉗

道の駅 笠岡ベイファーム 四季彩 郊外18 ㉚

おいしい店 郊外20 40

K's LABO 郊外20 43

おかやまや 駅前3 ①

中華そば備州屋 駅前3 ②

めんや 麺介 駅前5 ⑮

花ちゃんラーメン 番町9 ⑬

マルエイ中華そば 郊外14 ③

中華そば 鶴亀 郊外14 ⑤

皿の旅 駅前4 ⑨

にこにこ食堂 駅前5 ⑬

黒猫賄い屋 恵 郊外15 ⑬

ＴＡＩＴＡＩ家 郊外16 ⑭

カーサ･タケダ 郊外16 ⑮

流石 郊外16 ⑱

若よし 郊外17 ⑳

かさおか･こうのしま海の駅 シーアンカー 郊外17 ㉑

卯のはな 郊外20 39

御食事処 山久 郊外19 33

喫茶 マスエ 駅前3 ⑤

アキタ珈琲店 番町11 ㉒

クラウドナイン（笠岡グランドホテル内） 番町11 ㉕

Z･YARD（ゼット･ヤード） 郊外14 ⑥

Casual Cafe “Poseidon” 郊外16 ⑯

Café de toi サンロック 郊外17 ㉕

焼肉酒房 きらく 番町11 ㉑

創作ダイニング蔵 番町13 32

居酒屋 印 番町13 33

古民家カフェ＆創作ダイニング遊 郊外15 ⑫

焼肉

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、店舗の営業時間の変更及び臨時休業が生じる場合があります。予めご了承ください。

市制７０周年

記念賞

3店舗達成賞 5店舗達成賞

10店舗達成賞

店舗ごとにスタンプを押してもらってね！

ラーメンのまち笠岡の

「ラーメン三昧」

笠岡諸島クッキー

市内共通商品券

（1,000円分）
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北木島の甘夏パウンドケーキ

とおかしの詰め合わせ

かさおかブランド詰め合わせ

or

or

かさおかブランド牛肉

瀬戸の姫

笠の輪ギフト

かさおか朝ご飯セット

or

or

（一社）笠岡市観光協会

おすすめ

島宿泊ペアチケット

ぐるっと博2022スタンプラリー用台紙
※１賞品ごとに、全て別のお店のスタンプが押されてあることが条件です。
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