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観光クーポン加盟店一覧

地区 店舗名 住所 電話番号 店舗種類 内容

蒜山 鬼女台展望休憩所 真庭市蒜山下徳山1109 0867-66-3931 土産物店 土産物店

蒜山 ひるぜん農園 真庭市蒜山下福田482 0867-66-3165 土産物店 その他

蒜山 道の駅　風の家 真庭市蒜山上徳山1380-6 0867-66-4393 土産物店 道の駅

蒜山 フェアフィールド・バイ・マリオット岡山蒜山高原（11/4～開業） 真庭市蒜山上徳山1385-9 0867-66-7550 土産物店 土産物店

蒜山 ヒルゼンミルキー 真庭市蒜山上徳山14621 0867-66-4373 土産物店 土産物店

蒜山 新田菓子舗 ヒルゼン高原センター店 真庭市蒜山上福田1205-197 0867-66-2116 土産物店 土産物店

蒜山 ひるぜんワイナリー 真庭市蒜山上福田1205-32 0867-66-4424 土産物店 その他

蒜山 OLIVA SICULA 真庭市蒜山湯船299-3 0867-66-4833 土産物店 その他

蒜山 森林浴の小宿　湯船荘 真庭市蒜山湯船598 0867-66-3156 土産物店 土産物店

蒜山 道の駅　蒜山高原 真庭市蒜山富山根694-129 0867-66-7005 土産物店 道の駅

蒜山 休暇村蒜山高原 真庭市蒜山上福田1205-281 0867-66-2501 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 むさしや旅館 真庭市蒜山中福田138-3 0867-66-3010 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 ホテル蒜山ヒルズ 真庭市蒜山富山根694-129 0867-66-7005 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 森の中の喫茶とお宿もりくらす 真庭市蒜山本茅部560-1 090-2009-3068 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 コテージ蒜山の森 真庭市蒜山本茅部596-49 0867-45-7120 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 コテージ森の散歩 真庭市蒜山本茅部596-55 0867-66-3793 宿泊施設 売店・飲食等

蒜山 蒜山家きんべえ 真庭市蒜山下徳山43-2 0867-66-3178 飲食店 その他グルメ

蒜山 蒜山倶楽部　Nadja 真庭市蒜山下福田1-303 0867-66-5433 飲食店 カフェ・スイーツ

蒜山 やまな食堂 真庭市蒜山上長田2050-2 0867-66-4113 飲食店 そば・うどん

蒜山 和食　旭 真庭市蒜山上長田2300-1 090-7263-5476 飲食店 定食屋

蒜山 そばの館 真庭市蒜山上徳山1375-1 0867-66-7101 飲食店 そば・うどん

蒜山 ウッドパオ 真庭市蒜山上福田1201-7 0867-66-4655 飲食店 その他グルメ

蒜山 MOUNTAIN MOUNTAIN 真庭市蒜山上福田1205-129 0867-45-0456 飲食店 カフェ・スイーツ

蒜山 ひるぜん漬本舗 真庭市蒜山上福田1205-197 0867-66-2050 飲食店 そば・うどん

蒜山 プラトーマフィン 真庭市蒜山上福田1205-197 0867-66-2969 飲食店 カフェ・スイーツ

蒜山 FIREPIT GRILL 真庭市蒜山上福田1205-218 0867-45-0147 飲食店 焼肉・ホルモン

蒜山 ひるぜん大将 真庭市蒜山上福田1205-256 0867-66-4811 飲食店 鉄板・ステーキ

蒜山 粋呑房（すいとんぼう） 真庭市蒜山上福田1205-403 0867-66-3190 飲食店 居酒屋・創作料理

蒜山 トラットリアケナル 真庭市蒜山上福田515-4 0867-45-7309 飲食店 イタリアン

蒜山 高原亭 真庭市蒜山上福田815 0867-66-3696 飲食店 そば・うどん

蒜山 MILK FACTRYNAFCO 真庭市蒜山上福田833-17 0867-66-4292 飲食店 テイクアウト

蒜山 蒜山高原サービスエリア下り線 真庭市蒜山西茅部2062 0867-66-4344 飲食店 テイクアウト

蒜山 蒜山高原サービスエリア上り線 真庭市蒜山西茅部2064-5 0867-66-4244 飲食店 テイクアウト

蒜山 いち福 真庭市蒜山中福田207-5 0867-66-5366 飲食店 焼肉・ホルモン

蒜山 ひるぜんジャージーランド 真庭市蒜山中福田956-222 0867-66-7011 飲食店 その他

蒜山 LOMA 真庭市蒜山湯船8-28 0867-66-5510 飲食店 テイクアウト

蒜山 フランス料理グリーンゲイブルス 真庭市蒜山富山根694-326 0867-66-4919 飲食店 フレンチ

蒜山 ひるぜん塩釜キャンピングヴィレッジ 真庭市蒜山下福田27-50 0867-66-3959 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ アウトドア・スポーツ

蒜山 蒜山なごみの温泉　津黒高原荘 真庭市蒜山下和1080-1 0867-67-2221 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 日帰り温泉施設

蒜山 冒険の森　ひるぜん 真庭市蒜山下和地内（なし） 090-9052-4010 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ アウトドア・スポーツ

蒜山 蒜山やつか温泉快湯館 真庭市蒜山上長田2300-1 0867-66-2155 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 日帰り温泉施設

蒜山 蒜山サイクリングサービス 真庭市蒜山上長田402-2 090-6439-9405 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 乗り物

蒜山 ヒルゼン高原センター 真庭市蒜山上福田1205-197 0867-66-3600 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 乗り物

蒜山 GREENable　HIRUZEN 真庭市蒜山上福田1205-220 0867-45-0750 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ アウトドア・スポーツ

蒜山 蒜山ハーブガーデンハービル 真庭市蒜山西茅部1480-64 0867-66-4533 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ その他

蒜山 蒜山ホースパーク 真庭市蒜山中福田958-38 0867-66-5116 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 乗り物

蒜山 ひるぜんベアバレースキー場 真庭市蒜山本茅部644-105 0867-66-5333 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ アウトドア・スポーツ

湯原 はんざきや 真庭市湯原温泉32 0867-45-0888 土産物店 土産物店

湯原 丸尾酒舗 真庭市湯原温泉455-17 0867-62-2316 土産物店 土産物店

湯原 広見酒店 真庭市湯原温泉70 0867-62-2064 土産物店 その他

湯原 森のホテルロシュフォール 真庭市社128-14 0867-62-3939 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 湯の蔵つるや 真庭市湯原温泉144 0867-62-2016 宿泊施設 売店・飲食等
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湯原 湯原国際観光ホテル菊之湯 真庭市湯原温泉16 0867-62-2111 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 湯快感花やしき 真庭市湯原温泉21 0867-62-3341 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 元禄旅籠　油屋 真庭市湯原温泉27 0867-62-2006 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 湯めぐりの宿　松の家　花泉 真庭市湯原温泉320-1 0867-62-2121 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 ゆばらの宿米屋 真庭市湯原温泉345-18 0867-62-3775 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 プチホテルゆばらリゾート 真庭市湯原温泉68 0867-62-2600 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 湯快リゾート 湯原温泉 輝乃湯 真庭市豊栄1429-2 0867-62-2131 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 八景 真庭市豊栄1572 0867-62-2211 宿泊施設 売店・飲食等

湯原 久本精肉店 真庭市湯原温泉111 0867-62-2612 飲食店 テイクアウト

湯原 Picnic or market? 真庭市湯原温泉111-3 0867-45-0306 飲食店 カフェ・スイーツ

湯原 我無らん 真庭市湯原温泉114 0867-62-2292 飲食店 その他グルメ

湯原 湯本屋 真庭市湯原温泉135-1 0867-62-2521 飲食店 お好み焼き・もんじゃ

湯原 喫茶サボテン 真庭市湯原温泉135-3 0867-62-2644 飲食店 カフェ・スイーツ

湯原 BAR K-FLAT 真庭市湯原温泉40 090-2001-5000 飲食店 ダイニングバー・バル

湯原 福寿司 真庭市湯原温泉43-1 0867-62-2515 飲食店 和食・寿司・天ぷら

湯原 ひまわり館 真庭市下湯原24-1 0867-62-7080 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 日帰り温泉施設

湯原 ガラス工房とよもと 真庭市湯原温泉112 090-4655-6392 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 工芸

湯原 湯原温泉ミュージアム 真庭市湯原温泉124 0867-62-2526 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 博物館等

湯原 元湯　湯本温泉館 真庭市湯原温泉23-2 0867-62-2039 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 日帰り温泉施設

勝山 蔵元直営ショップSUMIYA 真庭市勝山116NISHIKURA 0867-44-5300 土産物店 土産物店

勝山 やあとおせ喜志家 真庭市勝山136 0867-44-4818 土産物店 土産物店

勝山 ひのき草木染織工房 真庭市勝山193 0867-44-2013 土産物店 土産物店

勝山 KEN工房 真庭市勝山201 090-4697-7192 土産物店 土産物店

勝山 お食事処　西蔵 真庭市勝山116NISHIKURA 0867-44-5300 飲食店 和食・寿司・天ぷら

勝山 NostalgieCafeろまん亭 真庭市勝山249 0867-44-2345 飲食店 カフェ・スイーツ

勝山 CAFE bird 真庭市勝山416-1 0867-44-3001 飲食店 イタリアン

勝山 うどん処本峰 真庭市勝山420-2 0867-44-5225 飲食店 そば・うどん

勝山 春樹食堂 真庭市勝山49 0867-44-3028 飲食店 定食屋

勝山 一般社団法人真庭観光局 真庭市勝山654 0867-45-7111 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 乗り物

久世 割烹旅館　おかもと 真庭市久世2603 0867-42-0660 飲食店 その他グルメ

久世 白寿庵 真庭市久世2872 0867-42-0228 飲食店 居酒屋・創作料理

久世 海鮮活きいき寿司ゆめタウン久世店 真庭市惣170 0867-42-5533 飲食店 和食・寿司・天ぷら

久世 マクドナルド　岡山久世店 真庭市惣180 0867-42-3905 飲食店 ファーストフード

久世 coffee ＆ lunch TaLK 真庭市目木1780 0867-42-2365 飲食店 その他グルメ

落合 真庭PA上り線ショッピングコーナー 真庭市下方207 0867-52-2133 土産物店 その他

落合 道の駅　醍醐の里 真庭市鹿田391-1 0867-52-8040 土産物店 道の駅

落合 旬の蔵　デジーナ 真庭市中396-1 0867-45-7888 土産物店 その他

落合 真庭PA下り線ショッピングコーナー 真庭市木山616 0867-52-2132 土産物店 その他

落合 丸萬本店 真庭市下市瀬1207-10 0867-52-2200 飲食店 和食・寿司・天ぷら

落合 十字屋商店 真庭市中396-1 0867-45-7333 飲食店 定食屋

落合 真庭あぐりガーデン　うさ八 真庭市中396-1 0867-45-7333 飲食店 その他グルメ

落合 スイーツパーラー十字屋商店 真庭市中396-1 0867-45-7333 飲食店 カフェ・スイーツ

落合 門前茶屋 真庭市田原山上2127 0867-52-0739 飲食店 そば・うどん

落合 和洋レストラン中元 真庭市落合垂水437 0867-52-2423 飲食店 ファミリーレストラン

北房 有限会社片場商店 真庭市下呰部2442-1 0866-52-2718 土産物店 その他

北房 落酒造場 真庭市下呰部664-4 0866-52-2311 土産物店 土産物店

北房 なかつい陣屋 真庭市下中津井454-2 080-3883-5180 飲食店 和食・寿司・天ぷら

北房 北房ほたる庵 真庭市下呰部664 0866-52-2600 飲食店 和食・寿司・天ぷら

北房 カフェうたたね 真庭市下呰部915-6 0866-52-2559 飲食店 カフェ・スイーツ

北房 レストラン　アクア 真庭市上水田3940-1 0866-56-0233 飲食店 洋食

新庄 山田商店 真庭郡新庄村1097 0867-56-3007 土産物店 その他

新庄 道の駅　がいせん桜新庄宿 真庭郡新庄村2190-1 0867-56-2908 土産物店 道の駅

新庄 新庄宿 須貝邸 真庭郡新庄村1144-1 050-5434-6430 宿泊施設 売店・飲食等


