岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

岡山市北区（214店）
じゅうじゅうかるびおかやまにしばい
岡山市北区平田116-102
ぱすてん

086-242-5599

25 ことみ食堂

ことみしょくどう

岡山市北区表町1-8-33

086-222-0739

26 お食事が～でん「花食」

おしょくじがーでんはなしょく

岡山市北区蕃山町1-20

086-225-7123

27 Chanko Dining 若

ちゃんこだいにんぐわか

岡山市北区中山下1-10-30-8F

086-222-4527

29 ｕｆｕ－ｕｆｕ

うふうふ

岡山市北区南方1-7-13リベルテ南
086-238-8690
方１階

30 株式会社吾妻寿司

かぶしきかいしゃあづまずし

岡山市北区表町3丁目11番48号

086-231-0158

http://azumazushi.ecgo.jp

31 釜めし・和食

かまめし・わしょくよいきげん

岡山市北区表町3丁目3番30号

086-222-5890

http://yoikigen.net/

32 瑠璃長

るりちょう

岡山市北区表町3-10-2

086-233-1515

33 有限会社割烹さかぐち

ゆうげんがいしゃかっぽうさかぐち
岡山市北区表町3丁目8番22号
やきにくくらぶいちばんおかやまちゅ
岡山市北区清輝橋3丁目262-1
うおうてん
てうちそばとうげ
岡山市北区中山下1-9-59

086-224-2835

39 ばってん博多

ばってんはかた

岡山市北区田町2-10-20

086-231-8630

40 ちゃんこ常の山

ちゃんこつねのやま

岡山市北区田町2-10-23

086-233-4841

42 エスタシオン岡山

えすたしおんおかやま

岡山市北区駅元町1番1号

086-801-0029

43 (株)三好野本店

かぶしきがいしゃみよしのほんてんえ
岡山市北区駅前町1-3-3
きまえみよしの

086-231-3333

http://www.miyoshino.com

44 アークホテル岡山

あーくほてるおかやま

086-233-2200

http://okayama.ark-hotel.co.jp

45 炉ばた焼八閣

086-232-6957

47 夢二

ろばたやきはっかく
岡山市北区駅元町1-1一番街地下
ぼっこうそばすいせんていいちばんが
岡山市北区駅元町一番街地下3号
いてん
ゆめじ
岡山市北区駅元町一番街地下3号

086-232-6959

http://www.salvo-ryobi.co.jp

49 サン・ピーチOKAYAMA

さん・ぴーちおかやま

岡山市北区駅前町2丁目3番31号

086-225-0631

http://www.sunpeach.jp

50 ラヴィール岡山

らう゛ぃーるおかやま

岡山市北区駅元町1-10

086-231-1101

http://www.ravir.co.jp

4

じゅうじゅうカルビ岡山西バイパス店

よいきげん

36 焼肉倶楽部いちばん岡山中央店
38 手打そば

峠

えきまえミヨシノ

46 ぼっこうそば水仙亭一番街店

岡山市北区下石井2-6-1

086-803-2917

http://www.gyuan.jp/ichiban

086-226-8270

086-233-8886
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登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

こうりつがっこうきょうさいくみあい
公立学校共済組合岡山宿泊所ピュアリ
086-232-0511
おかやましゅくはくしょぴゅありてぃ 岡山市北区下石井2丁目6番41号
ティまきび
まきび
じぇーかふぇおかやまいちばんがいて
52 Ｊ-ＣＡＦＥ岡山一番街店
086-235-5015
岡山市北区駅元町一番街地下4号
ん
岡 山 市 北 区 野 田 屋 町 １ 丁 目 7-2053 手練
086-222-7757
しゅれん
120
51

ホームページのアドレス
http://www.makibi.jp/

54 酒家燦々亭

しゅかさんさんてい

岡 山 市 北 区 野 田 屋 町 １ 丁 目 6-18
086-206-1433
西部ビル１Ｆ

55 焼肉マンボ

やきにくまんぼ

岡山市北区丸の内1-12-12

086-223-6349

56 麒麟麦酒空間ＬＡＧＥＲ

きりんばくしゅくうかんらがー

岡山市北区平和町4-11

086-224-8148

http://www.lager-hagi.com/

70 喜楽

きらく

岡山市北区平和町6-1

086-225-0308

http://www.sushiten.com/okayama/kiraku

かていりょうりうめや

岡山市北区野田屋町1-8-18

086-224-7085

おもてなしどころしん

岡山市北区丸の内1-14-10

086-227-9777

84 旬すけ

しゅんすけ

岡山市北区駅元町1-1さんすて岡山 086-227-5801

85 カプリチョーザＪＲ岡山駅店

かぷりちょーざじぇいあーるおかやま 岡山市北区駅元町1-1岡山駅構内１
086-235-0675
えきてん
Ｆ

http://www.capricciosa.com

87 株式会社吾妻寿司岡山駅店

かぶしきかいしゃあづまずしおかやま 岡山市北区駅元町1-1サンステ南館
086-227-7337
えきてん
２階

http://azumazushi.ecgo.jp

88 ペルコラ

ぺるこら

岡山市北区駅元町地下４号

086-226-1299

http://www.pelcola.co.jp

89 陣山ラーメン

じんざんらーめん

岡山市北区駅元町一番街地下４号

086-226-6116

すぺいんばるぱたーた

岡山市北区野田屋町1-7-20

086-234-2123

71 家庭料理

梅や

73 おもてなし処

心

90 スペイン

バル

92 重慶飯店

岡山店

じゅうけいはんてんおかやまてん

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-231-8307
岡山2F

http://www.jukeihanten.com/

93 日本料理

吉備膳

にほんりょうりきびぜん

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山2F

http://www.granvia-oka.co.jp

てっぱんやき びさい

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山19F

http://www.granvia-oka.co.jp

めいんばーりーだーず

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山19F

http://www.granvia-oka.co.jp

95 鉄板焼

パタータ

備彩

96 メインバー

リーダーズ

１Ｆ
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ふらんすりょうりぷりどーる

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山19F

http://www.granvia-oka.co.jp

すかいらうんじあぷろーず

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山19F

http://www.granvia-oka.co.jp

100 ふく仙

ふくせん

岡山市北区駅元町1-1

086-801-3776

102 有限会社盃花羅亭

ゆうげんがいしゃはいからてい

岡山市北区平和町4番25号

086-232-2901

http://www.haikaratei1977.com

107 荒手茶寮

あらてさりょう

岡山市北区後楽園1-9

086-272-3171

http://homepage2.nifty.com/aratesaryo/

そうさくりょうりどうや

岡山市北区丸の内1-12-17

086-225-1008

http://www.doyasan.com

97 フランス料理

プリドール

98 スカイラウンジ

108 創作料理

アプローズ

銅屋

126 韓式食堂シジャン岡山サンフェスタ店

かんしきしょくどうしじゃんおかやま 岡山市北区駅元町1-1サンフェスタ
086-801-3688
さんふぇすたてん
岡山１階

129 lunch & beer SUN

らんちあんどびあ

131 仙太鮨

せんたずしおかやまてん

岡山市北区柳町2丁目12-15片山ビ
086-232-0138
ル1F

びすとろこぺん

岡山市北区磨屋町1-5

086-206-3577

137 忠兵衛

ちゅうべえ

岡山市北区磨屋町7-1

086-222-1681

138 さんさん

さんさん

岡山市北区丸の内1-7-1

086-226-5650

すなっくようこ

岡山市北区野田屋町2-5-2

086-221-0323

141 有限会社食堂大和

ゆうげんがいしゃしょくどうやまと

岡山市北区表町1-9-7

086-232-3944

142 レストラン

れすとらん

岡山市北区中山下1-8-45ｸﾚﾄﾞ岡山
086-234-7312
ﾋﾞﾙ21F

http://restaurant-sora.com/
http://www.fukuzushi-okayama.jp

岡山店

136 ビストロ

コペン

139 スナック

洋子

ＳＯＲＡ

さん

そら

岡山市北区駅元町1-1岡山駅構内

086-801-0060

143 有限会社福寿司

ゆうげんがいしゃふくずし

岡山市北区奉還町二丁目16番17号

086-252-2402

144 うどん

うどんやまじ

岡山市北区今二丁目18-15

086-246-0584

きっさ

岡山市北区辰巳2-111

086-243-7511

145 喫茶

やまじ
多都味

たつみ

146 博多屋

はかたや

岡山市北区野田1-13-18

086-241-4753

147 三粋

さんすい

岡山市北区田町一丁目2番27号

086-231-1200

148 一扇

いっせん

岡山市北区田町二丁目7番10号

086-224-1000

149 聖

せい

岡山市北区磨屋町9-18

086-231-2003

原田

はらだ
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150 季節料理

丘

ふりがな
きせつりょうり

住所

おか

電話番号

岡山市北区田町二丁目4番13号

086-222-5520

ホームページのアドレス

151 ごう原

ごうはら

岡山市北区磨屋町7-14

086-223-2629

152 桃井

ももい

岡山市北区中山下二丁目2番22号

086-222-2322

153 横浜はいから亭

よこはまはいからてい

岡山市北区中山下一丁目5-55

086-221-0229

154 日本料理

にほんりょうりほなみ

岡山市北区蕃山町9-31

086-221-8055

いざかやかいあみ

岡山市北区田町一丁目12番20号

086-232-2080

156 魚善

うおよし

岡山市北区田町二丁目8番3号

086-222-1024

157 磯

いそ

岡山市北区柳町一丁目13番28号

086-233-1936

いちらく

岡山市北区錦町8-1

086-221-8000

159 畑人

はるさ

岡山市北区田町一丁目2番1号1F

086-224-7798

160 一吉

いちよし

岡山市北区平和町6番9号

086-224-1000

161 ワンダフルワールド

わんだふるわーるど

岡山市北区富田町1-9-15

086-234-3200

162 海の幸大地の恵

うみのさちだいちのめぐみ

岡山市北区田町二丁目7番5号

086-222-2339

たまちわさび

岡山市北区田町二丁目6番23号

086-222-7000

164 すし松魚

すしまつい

岡山市北区田町二丁目9番13号

086-225-0660

165 味

あじこかい

岡山市北区柳町一丁目12番3号

086-223-6582

らいでん

岡山市北区柳町2-10-18

086-222-5121

はかたくしやきいなほ

岡山市北区中山下1-11-10

086-227-3400

168 日本料理ＤＡＮＫ

にほんりょうりだんく

岡山市北区中山下一丁目5番43号

086-225-0147

169 割烹

かっぽうままかり

岡山市北区表町3-9-2

086-232-1549

http://www3.ocn.ne.jp/~mamakari/

174 レスパール藤ヶ鳴

れすぱーるふじがなる

岡山市北区菅野3399-1

086-294-1717

http://www.resparle.jp

177 中華ダイニング餃子屋台

ちゅうかだいにんぐぎょうざやたい

岡山市北区石関町5-1

086-224-0505

http://www.excel-okayama.com/

178 日本料理

にほんりょうり

岡山市北区駅元町20-1

086-253-4111

http://www.matunoki.com/

155 居酒屋

穂浪

158 旬彩

かいあみ

163 田町

一楽

雪路

わさび

小貝

166 (有)雷電
167 博多串焼き

いなほ

ままかり

まつのき亭

179 くつろぎの里

庄や岡山西口店

ゆきじ

まつのきてい

くつろぎのさとしょうやにしぐちてん

岡山市北区駅元町22-103西口駅前
086-256-7301
ビル1F
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180 焼肉ハウス

ふりがな

住所

電話番号

やきにくはうすやまや

岡山市北区駅元町30-9

086-252-4131

181 成田家西口店

なりたやにしぐちてん

岡山市北区駅元町28-13

086-253-3903

184 まつや

まつや

岡山市北区奉還町2-2-9

086-252-6134

いざかやいっせん

岡山市北区奉還町1-6-7

086-254-5164

ゆうげんがいしゃあさひけん

岡山市北区奉還町二丁目9番9号

086-252-6867

おふくろのあじすずらん

岡山市北区伊福町一丁目13-6

086-254-0990

こーひーとおしょくじのみせきっさあ
岡山市北区奉還町三丁目7-20
みー

086-256-8326

190 かず家

かずや

岡山市北区平和町1-11

086-232-5333

191 桃の花

もものはな

岡山市北区田町1-12-2

086-226-5400

192 甚五呂株式会社

じんごろかぶしきがいしゃ

岡山市北区昭和町9-15

086-253-9706

193 すし処

すしどころあじさい

岡山市北区本町5-117岡村ビル1F

086-227-0239

194 ピザとサラダの店ＴＩＭＥ

ぴざとさらだのみせたいむ

岡山市北区中井町一丁目1番3号

086-222-3671

195 まごころ食堂

まごころしょくどうわっ

岡山市北区本町8-15本町プラザ1-1 086-227-2225

185 居酒屋

山屋

一扇

186 有限会社旭軒
188 おふくろの味

すずらん

189 コーヒーとお食事の店

196

喫茶アミー

あじ彩

わっ！

カレーハウスCoCo壱番屋
店

197 味処

岡山下中野 かれーはうすここいちばんやしもなか
岡山市北区下中野344-102
のてん

ホームページのアドレス

http://www.asahiken.net

086-246-1203

あじどころ せん

岡山市北区柳町1-14-23

086-222-2579

202 COCO'S大野辻店

ここすおおのつじてん

岡山市北区中仙道1-1-1

086-805-6751

205 韓さんの家岡山駅前本町店

かんさんのいえおかやまえきまえほん
岡山市北区本町2-13竹広ビル1F
まちてん

086-224-5002

http://www.kansanweb.com/

206 韓さんの家今店

かんさんのいえいまてん

086-245-1876

http://www.kansanweb.com/

208 ちゃちゃっと食堂大安寺店

ちゃちゃっとしょくどうだいあんじて
岡山市北区大安寺南町一丁目630-1 086-251-5244
ん

209 和彩

わさい

千

富み栄

とみえい

岡山市北区今七丁目5-8

岡山市北区柳町2-1-7

ﾗﾎﾟｰﾙﾋﾞﾙ2F 086-232-3215

210 日吉丸

ひよしまる

岡 山 市 北区 花尻 み ど り町 9 番 地 の
086-255-1345
111

211 たちばな

たちばな

岡山市北区津島南2-6-47

086-256-3123
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212 八剣伝

大供店

213 花丸本舗

アカバナ

ふりがな

住所

電話番号

はっけんでん だいくてん

岡山市北区大供表町3-7

086-226-1008

はなまるほんぽ

岡山市北区表町3-1-26

086-231-5080

あかばな

214 つね屋

つねや

岡山市北区中仙道1-3-11

086-246-0328

226 天水

てんすい

岡山市北区幸町7-14

086-223-8150

岡山市北区柳町1-5-12

086-231-6688

岡山市北区田町1-10-25

086-231-6996

229 割烹

やまね

231 食楽日和

かっぽう

ほのか

やまね

しょくらくびより

ほのか

http://www.honoka-web.com

234 フレンズ

ふれんず

岡山市北区内山下1-8-21
グリーン内山下107

235 イヴ

いう゛

岡山市北区柳町1-4-8

086-226-6366

236 リバーサイド

りばーさいど

岡山市北区田町2-6-18

086-223-8131

245 タバサ

たばさ

岡山市北区中央町4-10

086-223-2133

246 マジックパン

まじっくぱん

岡山市北区幸町3-10

086-234-2121

247 アントクララ

あんとくらら

岡山市北区中央町4-10

086-223-2132

248 すし茶屋

すしぢゃや きっしょう

岡山市北区田町2-10-3

086-225-6556

249 ふや平

ふやへい

岡山市北区丸の内2-5-2

086-222-6023

270 田町寿司

たまちずし

岡山市北区田町2-6-26

086-225-8931

271 すし春

すしはる

岡山市北区東花尻339-6

086-293-4600

272 鮨縁

すしえん

岡山市北区平和町3-11

086-232-8168

いたりあのだいどころのべのべ

岡山市北区柳町1-3-2
士１階

ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ富

わんずかふぇ

岡山市北区春日町6-12
日町1F

ｺﾝｿﾗｰﾚ春

292 ＶＩＧＮＥＴＴＥ

う゛ぃねっと

岡山市北区石関町1-10

086-221-4530

http://vignette.jp/

293 ｃａｆｅ

かふぇ かぷり

岡山市北区問屋町27-107

086-259-0784

https://www.facebook.com/cafecapriokayama

294 スナック．スモール

すなっくすもーる

岡山市北区柳町1-2-111

295 食彩

しょくさい むくのみ

岡山市北区楢津216-8

吉祥

289 イタリアの台所
291 Ｏｎｅ’ｓ

ＮｏｂｅｎｏＢｅ

Ｃａｆｅ

ｃａｐｒｉ

むく乃実

エバー

ホームページのアドレス

086-226-0543

086-224-7839

http://fuyahei.jp/

http://www.nobenobe.jp

086-953-4094

ＶＣビル 086-231-6435
086-284-0048
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

296 日本料理・鉄板焼

ふりがな

住所

電話番号

おかやまはまさく

岡山市北区表町2-7-65

086-223-1515

がほう

岡山市北区表町1-7-1

086-222-5560

みなみ

岡山市北区中央町1-2

086-232-5411

299 點水

てんすい

岡山市北区中央町6-26

300 眞喜

しんき

岡山市北区中央町1-1-1

086-232-1825

301 星乃家

ほしのや

岡山市北区磨屋町4-7

086-232-7723

302 くしあげ飯房ごんご

くしあげはんぼうごんご

岡山市北区中山下1-9-12
ﾙﾃﾝ中山下

303 すずしろ

すずしろ

岡山市北区田町2-8-3

086-232-6950

304 日本料理ふくだ

にほんりょうり

岡山市北区田町1-7-17

086-225-2488

305 久美

くみ

岡山市北区田町1-12-3

086-232-4956

306 ａｒａｍｉｓ

あらみす

岡山市北区中央町1-16
階

江原ﾋﾞﾙ１

307 ＫｙｏＫｏ

きょうこ

岡山市北区柳町1-4-8
ﾃﾞﾝﾋﾞﾙ１階

みのるｶﾞｰ

308 リ・ラックス

り

岡山市北区柳町2-10-6
階

103番館１

309 旬料理ほんだ

ほんだ

岡山市北区内山下2-3-7
１階

310 もりもと

もりもと

岡山市北区磨屋町6-24

086-223-2557

311 しの原

しのはら

岡山市北区内山下2-8-16

086-226-3661

そばきりくるり

岡山市北区京橋町5-2

086-238-3632

いざかや

岡山市北区中山下2-5-9

086-221-6565

ふぐりょうり ひらつか

岡山市北区田町2-11-5

086-232-1446

あじさい

岡山市北区幸町2-21

086-221-8810

岡山市北区柳町1-6-1

086-225-2270

297 雅芳
298 海鮮酒処

美魚味

312 そば切り
313 居酒屋

来輪
芳たけ

314 ふぐ料理
315 あじ彩

平塚
真

316 だんだん亭

岡山浜作

ふくだ

らっくす

よしたけ

しん

だんだんてい

ホームページのアドレス
http://www.okayamahamasaku.co.jp/

http://www.okayamaminami.jp/

ﾀｲﾑﾋﾞﾙ2階 086-227-3608

ｸﾗｲﾝ･ｶﾞ

武本ﾋﾞﾙ

086-221-0055

086-232-0077
086-224-1231
086-233-1199
086-222-4866
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

はやと

岡山市北区絵図町2-4
ﾙ１階

326 停車場

ていしゃば

岡山市北区京橋南町4-24

327 ニコニコキッチンさんさん

にこにこきっちんさんさん

岡 山 市 北区 表 町 1-8-50 （ 明 月 ﾋ ﾞ ﾙ
086-231-9988
2F）

328 おぞの

おぞの

岡山市北区厚生町2-15-13

086-232-4680

329 レストラン西川

れすとらんにしがわ

岡山市北区田町2-8-24

086-225-1041

330 セラヴィ

せらう゛ぃ

岡山市北区高柳東町14-10

086-898-3103

335 らん

らん

岡山市北区奉還町2-14-10

086-259-2444

岡山市北区表町2-3-3（2F）

086-225-2515

岡山市北区中山下1-5-41（101）

086-225-8577
0866-92-0312

317 旬彩

336

はや斗

ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｎｉｎｇ
ｅｌｕｊａｈ

357 季節料理

いまむら

Ｈａｌｌ

かふぇあんどだいにんぐ
きせつりょうり

はれるや

いまむら

岡山ﾛｲﾔﾙﾎﾃ

ホームページのアドレス

086-255-0032
086-232-1798

397 岡山表町食堂

おかやまおもてちょうしょくどう

岡山市北区中山下2-2-4
1F

ﾎｳｼﾝﾋﾞﾙ

423 お食事処ひなせ

おしょくじどころひなせ

岡山市北区牟佐2915-1

086-229-3900

537 スナック パンサー

すなっく ぱんさー

岡山市北区田町1-12-2

086-226-0734

567 テクノサポート 花水木

てくのさぽーと はなみずき

岡山市北区芳賀5301

086-286-9658

581 Iza Bar With

いざばーうぃず

岡山市北区柳町1-2-111 ビクトリアクロスビル３F

050-1521-1330

617 麺家じょーだん

めんやじょーだん

岡山市北区大供1-2-26

086-224-0616

618 居酒屋 大蔵省

いざかや おおくらしょう

岡山市北区野田屋町1-6-20

086-222-6688

621 岡山御津カントリークラブ

おかやまみつかんとりーくらぶ

岡山市北区御津矢知865-7

086-724-1121

633 有限会社 美津葉

ゆうげんがいしゃ みつば

岡山市北区御津金川980

0867-24-0086

643 魚浅

うおあさ

岡山市北区御津金川290-6

086-724-0106

646 寿司大学

すしだいがく

岡山市北区御津草生2020-1

086-724-0901

647 大学うどん

だいがくうどん

岡山市北区御津草生2019-3

086-724-3366

648 ラーメン そば作

らーめん そばさく

岡山市北区御津金川344-4

086-724-9123

http://www.niko-kitchen.jp

http://restrantnishigawa.web.fc2.com

https://www.facebook.com/CafeHallelujah

http://www.or-s.com

http://www.okayamamitsucc.com/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

649 みはる

みはる

岡山市北区神田町2-5-40

086-201-0129

650 岡八

おかはち

岡山市北区神田町1-7-26

086-233-4907

岡山市北区青江1-6-2

086-223-7536

673 国産牛しゃぶしゃぶ鶏料理 稲美 岡山青江店 こくさんぎゅうしゃぶしゃぶとりりょうり

いなみ おかやまあおえてん

723 笑福

しょうふく

岡山市北区中央町1-6 1F

086-225-5028

737 玉松ラーメン

たままつらーめん

岡山市北区御津中山237

086-724-0801

820 中国料理 一龍

ちゅうごくりょうり いちりゅう

岡山市北区津島東1-3-11

086-253-2213

821 SpicySpice

ぱいしーぱいす

岡山市北区大供1-2-21

080-6321-3368

822 焼肉 元気一

やきにく げんきいち

岡山市北区西古松2-24-27

086-244-2187

824 中華蕎麦かたやま

ちゅうかそば かたやま

岡山市北区中仙道55-107

086-250-1686

826 橋本屋

はしもとや

岡山市北区吉備津1582

086-287-3009

838 太平楽

たいへいらく

岡山市北区建部町福渡522-15

086-722-0459

839 スープカレーキュー

スープカレーキュー

岡山市北区建部町福渡996

086-722-0897

840 パブ＆スナック はしもと

ぱぶあんどすなっく はしもと

岡山市北区御津宇垣1559-1

086-724-0596

841 うどう 一休さん

うどん いっきゅうさん

岡山市北区御津野々口194-1

086-724-2193

842 ぷちカフェ あ～ちゃんち

ぷちかふぇ あ～ちゃんち

岡山市北区御津新庄2869-188

086-724-4250

843 レストラン Mint

れすとらん みんと

岡山市北区御津伊田126-3

086-724-3992

844 とんかつ牛かつ ふく徳

とんかつぎゅうかつふくとく

岡山市北区上中野2-4-1

086-246-6188

845 すし福

すしふく

岡山市北区大元上町6-4

086-241-0549

846 ふるはうす

ふるはうす

岡山市北区上中野2-7-9

086-241-7760

847 喫茶 千恵子

きっさ ちえこ

岡山市北区大安寺東町25-14

086-254-2931

848 たらちね ぼくでん

たらちね ぼくでん

岡山市北区大元1-1-7 ｶｸｻﾝBLD 1F 086-246-1819

863 ＭＯＮＴＡＧＵＥ

もんたぎゅー

岡山市北区東野山町11-2

ホームページのアドレス

https://facebook.com/TomonShabinCreate

https://chuukasoba-katayama.com/

080-4555-5328
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

864 カラオケ大安寺

からおけだいあんじ

岡山市北区大安寺中町2-1

086-253-5453

865 だいにんぐ 勇の樹

だいにんぐ ゆうのき

岡山市北区建部町川口1418-2

090-4468-1205

866 DESIGN & COFFEE

でざいんあんどこーひー

岡山市北区奉還町1-4-14

086-363-1420

867 浜寿し

はまずし

岡山市北区西古松252

0862-41-5091

868 Area 29

えりあにじゅうきゅう

岡山市北区奉還町2-8-15

086-259-5329

869 giorgio casa piccolo

じょるじおかーさぴっころ

岡山市北区奉還町2-4-16

086-255-2525

870 青竜 焼肉店

せいりゅうやきにくてん

岡山市北区奉還町4-13-3

086-254-4866

871 洋食 いらっしゃい亭

ようしょくいらっしゃいてい

岡山市北区奉還町1-10-7

086-252-5055

872 ろばすみ

ろばすみ

岡山市北区上中野1-19-36 中尾ビル1F 086-245-5518

873 旬彩 秀

しゅんさいひで

岡山市北区奉還町2-5-16

920 Show House The Universe

しょうはうすざゆにばーす

岡山市北区田町2-8-18 中建ビル１階 086-212-1617

921 たこ福

たこふく

岡山市北区奉還町2-7-14

086-253-9743

922 HaMaNaさん家

はまなさんち

岡山市北区奉還町3-9-9

090-4270-7253

923 グリルB食

ぐりるびいしょく

岡山市北区奉還町2-13-2

086-252-0885

933 酒の肴 めし処 あませ

さけのさかな めしどころ あませ

岡山市北区東中央町2-5

090-7978-0422

948 ロビーラウンジ

ろびーらうんじるみえーる

岡山市北区駅元町1番5ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
086-234-7000
岡山1F

ルミエール

ホームページのアドレス

086-239-9878

http://kenaoyu-naoki.wixsite.com/namana

http://www.granvia-oka.co.jp

岡山市中区（50店）

28 えびすらーめん円山店

とまとあんどおにおんおかやまえざき
岡山市中区江崎497
てん
えびすらーめんまるやまてん
岡山市中区円山1030-7

34 THE GARDEN TERRACE

ざがーでんてらす

岡山市中区門田本町4丁目1番16号

086-273-7311

35 成田家東山店

なりたやひがしやまてん

岡山市中区東山2-2-4

086-273-1963

37 中国厨房

ちゅうごくちゅうぼうゆうか

岡山市中区門田屋敷1-7-38

086-272-2300

3

トマトアンドオニオン岡山江崎店

雄華

086-277-5599
086-206-1475
http://www.okayamakokusaihotel.jp/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

41 焼肉レストラン鶴松

やきにくれすとらんつるまつ

岡山市中区桜橋3-2-10

086-272-8929

57 寿し一

すしいち

岡山市中区西川原１丁目2-19-5

086-273-6364

58 ひじり庵

ひじりあん

岡山市中区浜2-1-32

086-272-0030

59 焼肉ダルマ浜店

やきにくだるまはまてん

岡山市中区浜2-1-27

086-272-7547

60 浜ラーメン

はまらーめん

岡山市中区浜3丁目5-18

086-273-6099

61 ラーメン萬楽

らーめんまんらく

岡山市中区浜3丁目6-16

086-273-2366

62 長崎ちゃんめん岡山浜店

ながさきちゃんめんおかやまはまてん 岡山市中区浜2-10-3

63

ミィートサァンクあずまや原尾島店天 みぃーとさぁんくあずまやはらおじま
岡山市中区浜3丁目1-15
丼家天吉
てんてんどんやてんきち

64 Ｃａｎｎｅｒｙ Ｒｏｗ岡山店
65 天下一品岡山西川原店
66 株式会社アルドゥール

香港仔

きゃなりぃ・ろうおかやまてん
岡山市中区浜字上ノ坪606-1
てんかいっぴんおかやまにしがわらて
岡山市中区西川原134-1
ん
かぶしきかいしゃあるどぅーるほんこ
竜沙
岡山市中区西川原120-5
んちゃいりゅうさ

086-271-5707
086-273-3001
086-272-0101
086-238-6122

かめはうす

岡 山 市 中区 浜 3 丁 目 2-17 島 村 マ ン
090-7007-6896
ション１Ｆ

68 八剣伝

はっけんでんはらおじまてん

岡山市中区浜3-2-18

086-273-1118

72 王将東岡山店

おうしょうひがしおかやまてん

岡山市中区神下98-4

086-279-3970

74 スシロー東岡山店

すしろーひがしおかやまてん

岡山市中区神下161-1

086-208-5411

75 中華園

ちゅうかえん

岡山市中区乙多見438

086-279-1766

76 豆奴

まめやっこ

岡山市中区乙多見123-5

086-278-8851

77 聚仙閣

しゅーせんかく

岡山市中区神下162-1

086-278-8031

78 サウンドビート東岡山店

さうんどびーとひがしおかやまてん

岡山市中区長岡439-3

086-279-0099

79 来来亭

らいらいていひがしおかやまてん

岡山市中区長岡335-6

086-279-1919

ちゅうかそばてんぺきん

岡山市中区長岡470-1

086-279-8450

らーめんあんどていしょくいっぱち

岡山市中区下509-3

086-278-6550

やきにくはうすあおやま

岡山市中区長岡252-2

086-279-8770

東岡山店

80 中華そば店

北京

81 ラーメン＆定食
82 焼肉ハウス青山

一八

http://www.yakinikudaruma.jp

086-272-5105

67 カメハウス
原尾島店

ホームページのアドレス

http://www.akindo-sushiro.co.jp
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号
83

飲食店の商号又は名称

ふりがな

岡 山 プ ラ ザ ホ テ ル 「 彩 Irodori 」
おかやまぷらざほてる
「Bella Vista」

86 釜飯と串焼とりでん
101 和牛焼肉牛八
103 喫茶

岡山店

壱番館

かまめしとくしやきとりでん

住所

電話番号

ホームページのアドレス

086-272-1201

http://www.oplaza-h.co.jp

岡山市中区浜604-3トラスト井上ビ
086-270-5594
ル１Ｆ

http://www.tori-den.com

岡山市中区浜２丁目3-12

わぎゅうやきにくぎゅうはちおかやま
岡山市中区西川原132-2
てん
きっさいちばんかん
岡山市中区浜3-6-30

086-270-5188
086-273-7766

104 花由

はなよし

岡山市中区浜1-13-39

086-272-8419

http://hanayoshi-web.com

105 ＣＨＩＣ ＣＡＦＥ

しーくかふぇ

岡山市中区西川原1-4-9

086-271-7238

http://www.chic-house.com

106 花水木

はなみずき

岡山市中区浜2丁目4-31

086-273-7544

おこのみやきてっぺい

岡山市中区浜438

086-273-2895

112 フリーダムタコス

ふりーだむたこす

岡山市中区浜1-15-20

086-206-2117

113 お好み焼き

おこのみやきすぎ

岡山市中区高島1-1-14

086-275-0777

127 居酒屋さーちゃん

いざかやさーちゃん

岡山市中区八幡31-4

086-275-5541

128 キッチンひろば

きっちんひろば

岡山市中区八幡31-5

086-275-5848

170 玉扇

ぎょくせん

岡山市中区古京町一丁目5-11

086-272-0351

172 Piatto Rosso

ぴあっとろっそ
岡山市中区東川原151-1
かぶしきがいしゃじょいふるひがしか
岡山市中区東川原144
わらてん
なごみ すいしょうあん
岡山市中区清水一丁目10-1

086-270-1616

とんていらーめん

086-270-1555

111 お好み焼き

鉄兵

すぎ

175 株式会社ジョイフル東川原店
176 和

翠松庵

183 とん亭ラーメン

岡山市中区高屋139-1-2

086-270-5166
086-272-0002

かぶしきがいしゃだるまやきにくだる
岡山市中区江並79-23
まえなみてん

086-276-9897

250 慈恩精舎

じおんしょうじゃ

岡山市中区米田26-5

086-278-1555

545 八剣伝 平井店

はっけんでん ひらいてん

岡山市中区倉田671-5

086-274-3387

813 食彩家 みゆ

みゆ

岡山市中区海吉1807-14 栄ビル1F

086-238-7713

849 和風中国飯店 Simple

わふうちゅうごくはんてん しんぷる

岡山市中区藤原73-6

086-270-5336

940 成田家 栄町店

なりたや さかえまちてん

岡山市北区表町２－７－４

086-222-7120

187 株式会社ダルマ

焼肉ダルマ江並店

http://freedomtacos.web.fc2.com

http://www.renkon.co.jp/

http://Simple.enetde.com
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

941 なお家

ふりがな
なおや

住所
岡山市北区表町３－８－４

電話番号

ホームページのアドレス

086-234-1100

岡山市東区（21店）

16 味恒

とまとあんどおにおんおかやまじょう
岡山市東区目黒町65-2
とうてん
あじつね
岡山市東区金岡東町2-6-48

17 のみくい処はなふさ

のみくいどころはなふさ

岡山市東区益野町879

086-943-2290

18 セルフダイニングナス

せるふだいにんぐなす

岡山市東区西大寺川口395-1

086-943-5722

19 軽食喫茶とんぼ

けいしょくきっさとんぼ

岡山市東区西大寺川口327-1健幸プ
086-944-1725
ラザ西大寺内

22 隠れ家Dining Russet

かくれがだいにんぐらしっと

岡山市東区西大寺中2-19-24

086-942-3304

252 風月青木

ふうげつあおき

岡山市東区西大寺南2-3-45

086-942-2442

253 河野食堂

こうのしょくどう

岡山市東区西大寺中2-1-16

086-943-5522

254 ＹＡＫＩＮＩＫＵぶん

やきにくぶん

岡山市東区西大寺中2-9-8

086-943-5528

255 八方

はっぽう

岡山市東区西大寺上2-7-45

086-943-7816

すし

ひさもと

岡山市東区西大寺中2-1-37

086-942-2631

275 ビジネスイン岸乃屋

びじねすいんきしのや

岡山市東区西大寺中1-8-10

086-942-2200

276 喜久家

きくや

岡山市東区西大寺中2-19-23

086-942-2101

てまりや

岡山市東区西大寺中1-9-13

086-942-6378

285 浅越食堂

あさごえしょくどう

岡山市東区西大寺上1-6-1

086-943-9539

290 ｄｏｕｚｅ

どぅーず

岡山市東区可知1-383-7

086-942-5157

334 グリル

ぐりる

岡山市東区益野町12-13

086-942-8730

らしっと ぷらす

岡山市東区西大寺東1-5-8

086-238-8474

424 風のレストラン

かぜのれすとらん

岡山市東区西大寺中2-12-9

086-942-8407

425 八剣伝

はっけんでん ますのてん

岡山市東区松新町156

086-238-5489

てるずし

岡山市東区瀬戸町下547-6

086-952-0151

2

トマトアンドオニオン岡山城東店

274 寿し

ひさもと

277 居酒屋、お好焼き

手毬家

トモヒロ

412 Ｒｕｓｓｅｔ

Ｐｌｕｓ

益野店

639 輝寿司
岡山市南区（55店）

ともひろ

086-943-8899
086-942-5876

http://www.facebook.com/pages/Cafebar-douze/238362402962022
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

333 ラーメン大統領

らーめんだいとうりょう

岡山市南区浦安本町32-15

086-262-6766

416 海鮮料理びんび亭

かいせんりょうり

岡山市南区泉田5-3-15

086-243-5421

419 お食事ガーデン菜花

おしょくじがーでん なばな

岡山市南区彦崎784

090-7502-2560

420 まるかつ

まるかつ

岡山市南区内尾237-6

086-298-3279

447 樹にあ

じゅにあ

岡山市南区築港新町2-2-2

086-262-8882

448 ばく

ばく

岡山市南区福田457-5

090-7773-6706

480 マークオーレカフェ灘崎店

まーくおーれかふぇなださきてん

岡山市南区灘崎町植松618

086-441-6326

651 てっぺい

てっぺい

岡山市南区東畦82-77

086-281-2274

652 シモショク

しもしょく

岡山市南区市場1丁目1-1

086-265-3378

653 春夏秋冬

しゅんかしゅうとう

岡山市南区市場1-1-41

086-261-1161

岡山市南区市場1-1-A18

086-238-0068

岡山市南区三浜町1-15-23

086-264-3473

654 市場レストラン
655 中華そば

うどん虎

びんびてい

いちばれすとらん

きよね

ちゅうかそば

うどんこ

きよね

656 焼肉レストラン

鶴松

やきにくれすとらん

つるまつ

岡山市南区西紅陽台3-1-148

08636-2-4129

657 長崎ちゃんめん

福浜店

ながさきちゃんめん

ふくはまてん

岡山市南区福浜西町1-8

086-262-4557

岡山市南区平福1-11-5

086-262-0895

岡山市南区福浜町1-33

086-261-2706

658 みゆき

お好み焼き

659 本格中華料理せい華

みゆき おこのみやき

660 お好み焼き広場
661 おこのみ焼

岡山店

岡山本店

おこのみやきひろば

みやはら

662 セルフうどん

ほんかくちゅうかりょうりせいか

源久

おかやまてん

おかやまほんてん 岡山市南区福浜町2-6

岡山市南区築港緑町1-15-27

086-262-1690

せるふうどん

岡山市南区築港新町2-1

086-264-5088

663 広松

ひろまつ

岡山市南区南輝2-6-2

086-250-9929

664 浅草寿し

あさくさすし

岡山市南区福島4丁目21-3

086-262-3068

665 セルフうどん

さざなみ

666 そらいえ
667 手打ちうどん

田舎っぺ

岡南店

せるふうどん

さざなみ

こうなんてん 岡山市南区松浜町1-5

http://maru-katsu.com

086-250-3451

おこのみやき みやはら
げんきゅう

ホームページのアドレス

086-262-7222

そらいえ

岡山市南区あけぼの町3-2

086-250-9706

てうちうどん いなかっぺ

岡山市南区藤田1788-1

086-296-5981
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

668 備前洲崎

八右衛門

ふりがな

住所

電話番号

びぜんすざき

はちえもん

岡山市南区洲崎2丁目1-1

086-902-2281
086-902-1322

669 八剣伝

洲崎店

はっけんでん

すざきてん

岡山市南区洲崎2丁目6-25

670 麺道楽

藤田

めんどうらく

ふじた

岡山市南区藤田2089

671 岡山藤田おにぎり茶屋

おかやまふじたおにぎりぢゃや

岡山市南区藤田1423

086-296-5005

672 お好み焼き

おこのみやき

もりた

岡山市南区藤田724-130

086-296-5361

わんすたー

岡山市南区千鳥町1-26

086-250-1945

もりた

675 食堂ONE STAR

しょくどう

676 らーめん道

らーめんみち

岡山市南区藤田566-77

086-296-2066

677 (株)ヴィクトリア

かぶしきかいしゃ う゛ぃくとりあ

岡山市南区藤田1420-1

086-296-5474

678 すわき後楽中華そば
679 生そば

藤田店

やぶ

680 魚志ん

すわきこうらくちゅうかそば

ふじたてん 岡山市南区藤田2005

086-296-8371

きそば やぶ

岡山市南区藤田889-2

086-296-2973

うおしん

岡山市南区藤田607-12

086-296-881

岡山市南区藤田1423

086-296-6531

681 鉄板焼

こうよう

てっぱんやき

こうよう

682 骨付鳥

パチャマンカ

ほねつきどり ぱちゃまんか

岡山市南区藤田227-196

086-296-3598

683 寿司処

いわし雲

すしどころ

岡山市南区西市144-10

086-244-1355

いわしぐも

684 当新田食堂

とうしんでんしょくどう

岡山市南区芳泉2-17-26

086-241-3558

685 せんはち

せんはち

岡山市南区芳泉2-4-24

086-245-9257

686 居酒屋

いざかや

きまぐれ

岡山市南区西市97-8

086-245-1314

やきにく

こうき

岡山市南区新保803-1

086-243-8982

687 焼肉

気まぐれ
好貴

688 SATISFACTION CURRY & CAFÉ

さてぃすふぁくしょん

689 焼肉の店

やきにくのみせ やまもと

岡山市南区新保1150-7

086-227-2344

ながさきちゃんめん

にしいちてん

岡山市南区西市121-4

086-243-8978

やまきん

岡山市南区新保801-4

086-244-3137

岡山市南区万倍16-9

086-243-3128

岡山市南区西紅陽台2-58-553

086-362-4007

やまもと

690 長崎ちゃんめん
691 名代中華そば

西市店
山金

692 大門寿し
704 焼肉

亀家

めいだいちゅうかそば

やきにく

かめいえ

http://www.onigiri-chaya.com

http://www.ffn.co.jp

かれーあんどかふぇ 岡山市南区万倍78-4 オフィスイトウ101 086-250-1200

だいもんずし
灘崎店

ホームページのアドレス

なださきてん
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

705 三宅食堂

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

みやけしょくどう

岡山市南区片岡823

086-362-2095

ちゅうかりょうり ごじゅうばん

岡山市南区浦安西町32-96

086-262-5019

きっさ かぷし

岡山市南区浦安本町87-1

086-262-1516

740 欧風ランチとBeerdining Cocco

おうふうらんちとびあだいにんぐ こっこ 岡山市南区浦安本町74-1

086-262-5559

741 お好み工房

おこのみこうぼう さんた

岡山市南区浦安本町101-6

086-261-1068

825 中華蕎麦かたやま

ちゅうかそば

岡山市南区古新田1452-1

086-250-2520

934 創作

そうさく

岡山市南区彦崎388-6

086-362-5676

倉敷市児島稗田町2349

086-472-6949

http://大起うどん.com

086-444-0883

http://www.healthpiakurashiki.com/eating/

738 中華料理
739 喫茶

五十番

カプシ

Santa

おうどん遊佳

かたやま

おうどんゆうか

https://chuukasoba-katayama.com/

倉敷市（128店）
109 大起うどん
114

だいきうどん

ヘルスピア倉敷レストラン「ナチュ へるすぴあくらしきれすとらんなちゅ
倉敷市連島町西之浦4141
ラ」
ら

116 大黒屋

だいこくや

倉敷市児島柳田町161

086-472-6872

117 ペンションてふてふ

ぺんしょんてふてふ

倉敷市児島通生19

086-473-0411

121 お好み焼き

おこのみやきみのや

倉敷市児島柳田町177-3

086-472-1727

ここはな

倉敷市児島柳田町893-10

086-489-0238

いざかややわらぎ

倉敷市児島駅前2-10

086-473-7455

倉敷市水島東常盤町12-16

086-444-3355

122 和style

みのや

123 居酒屋

心花
やわらぎ

130 中華料理

とらや

ちゅうかりょうり

とらや

133 憩いの店二葉

いこいのみせふたば

倉敷市水島西栄町1-25

086-448-7161

134 吉井旅館

よしいりょかん

倉敷市本町1-29

086-422-0118

135 焼肉

やきにくまんすい

倉敷市鶴形一丁目4-4-108

086-425-6424

てうちうどんくら

倉敷市玉島乙島7178-1

086-522-7178

ようろうのたき

倉敷市阿知二丁目3-19

086-425-4615

倉敷市中央1-8-9

086-434-3733

万水

140 手打うどん
171 養老乃瀧

蔵
倉敷店

173 江戸切りそば

石泉

えどきりそば

くらしきてん
せきせん

182 鉄板焼ちいちゃん

てっぱんやきちいちゃん

倉敷市児島稗田町3675

090-2004-6161

198 カラオケぽちたま水玉店

からおけぽちたまみずたまてん

倉敷市連島町鶴新田1746-1

086-447-0707

http://yoshii-ryokan.com/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号
199

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

プレイランド倉敷インター店カラオケ ぷれいらんどくらしきいんたーてんか
倉敷市平田260-1
ぽちたま
らおけぽちたま

電話番号
086-422-8816

200 玉島プレイランド

たましまぷれいらんど

倉敷市玉島740-1

086-522-0696

201 カラオケひよこちゃん中島店

からおけひよこちゃんなかしまてん

倉敷市中島2632-1

086-466-2628

225 国民宿舎

こくみんしゅくしゃ りょうかんそう 倉敷市玉島柏島478

086-522-5291

233 カラオケ樹木

からおけじゅもく

倉敷市林584-14

086-485-4317

237 焼鳥

やきとり

倉敷市水島西常盤町9-10

086-447-0585

良寛荘

夢助

ゆめすけ

331 クラブ夢蘭瑠樹

くらぶむーらんるーじゅ

倉敷市水島西常盤町5-17

086-440-0777

339 中華料理

ちゅうかりょうり

倉敷市大内724-8

086-424-8833

又一

またいち

354 川惣

かわそう

倉敷市阿知3-9-27

086-424-6630

355 すし屋の喜楽

すしやのきらく

倉敷市阿知3-9-28

086-422-2996

356 レストラン

れすとらん

倉敷市阿知1-7-2（西ビル地下）

086-426-1341

倉敷市沖新町45-3

0866-92-0312

399 八剣伝 水島北店
はっけんでん みずしまきたてん
鷲羽山吹上温泉 鷲羽ハイランドホテ
421
わしゅうはいらんどほてる
ル
422 西原屋
にしはらや

倉敷市水島北瑞穂町7-22

0866-92-0312

倉敷市下津井吹上303-17

086-479-9500

倉敷市児島味野3-5-12

086-472-2395

502 やきとり

倉敷市玉島1368-7

086-525-0331

398 八剣伝

ペガサス

沖新町店

鳥つう

ぺがさす

はっけんでん おきしんまちてん

やきとり

とりつう

ホームページのアドレス

523 産直海鮮居酒屋 浜焼太郎 倉敷店

さんちょくかいせんいざかや はまやきたろうくらしきてん

倉敷市阿知2-8-12

086-441-5095

525 ９４９４

くしゅくしゅ

倉敷市阿知2-16-41

086-421-0949

529 倉之味

くらのみ

倉敷市阿知2-10-14

086-430-3319

530 魚処ほそ川

うおどころほそかわ

倉敷市寿町10-1

086-427-0101

531 喫茶ロマン

きっさろまん

倉敷市新倉敷駅前2-110

086-522-0777

532 瀬戸内海鮮料理 白壁

せとうちかいせんりょうり しらかべ

倉敷市阿知2-8-1

086-425-2525

534 居酒屋 創夢

いざかや そうむ

倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル2F

086-427-3312

http://www.ryokanso.jp

http://www.hailand.co.jp/

https://www.facebook.com/kurashiki.hamayaki
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

535 庭園旅館 備後屋

ていえんりょかん びんごや

倉敷市玉島阿賀崎956

086-522-3432

538 菜乃家

なのや

倉敷市西中新田298-2

086-422-8778

539 串揚げ・海鮮酒場 龍馬

くしあげかいせんさかば りょうま

倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル2F

086-434-2875

540 しゃぶしゃぶレストラン こなべ

しゃぶしゃぶれすとらん こなべ

倉敷市阿知2-19-7

086-434-2941

541 みそかつ梅の木

みそかつうめのき

倉敷市阿知2-19-3

086-422-1282

543 焼肉・しゃぶしゃぶ香洛園

やきにくしゃぶしゃぶこうらくえん

倉敷市黒石1146-5

086-426-1129

546 八剣伝 玉島店

はっけんでん たましまてん

倉敷市玉島爪崎1080-3

086-522-0802

547 八剣伝 水島神田店

はっけんでん みずしまかんだてん

倉敷市神田1-3-22

086-445-0608

548 八剣伝 中庄店

はっけんでん なかしょうてん

倉敷市中庄2291-1

086-463-7718

549 八剣伝 倉敷インター

はっけんでん くらしきいんたー

倉敷市平田260-2

086-430-2882

550 酒工房あおえ

さけこうぼう あおえ

倉敷市水江1349

086-465-2413

551 リバイバー

りばいばー

倉敷市阿知2-7-10 K2ビル1F

090-8402-2222

552 龍の蔵

りゅうのくら

倉敷市鶴形1-2-20

086-427-8989

553 ポン太

ぽんた

倉敷市阿知3-3-10 大森ビル1F

086-421-3170

554 だいにんぐBAR dicuore

だいにんぐばー でぃくおーれ

倉敷市阿知2-6-24 1F

086-427-9000

555 インディアンサマー

いんでぃあんさまー

倉敷市阿知2-10-12 ケイアイビル4F

086-434-2622

556 倉敷らーめん 升家

くらしきらーめん ますや

倉敷市阿知2-22-3-2

086-427-5225

558 来古本店

らいこほんてん

倉敷市稲荷町9-21

086-425-4892

559 大正亭

たいしょうてい

倉敷市本町2-14

086-422-8100

560 喫茶ウエダ

きっさうえだ

倉敷市阿知2-25-43

086-422-5505

563 GARDEN dining

ガーデン ダイニング

倉敷市阿知2-12-22 カモヤビル1F

086-427-4174

565 豚龍ラーメン

とんりゅうらーめん

倉敷市阿知1-7-2

086-425-6425

566 炭火Dining黒うさぎ

すみびだいにんぐくろうさぎ

倉敷市阿知2-7-15

086-421-3831

568 ダニューブ

だにゅーぶ

倉敷市鶴形1-4-1 109

086-425-6406

ホームページのアドレス

http://www.kohrakuen.co.jp
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

570 クオーレ倉敷

くおーれくらしき

倉敷市中央1-9-4

086-486-3443

742 韓国家庭料理 だいせん

かんこくかていりょうり だいせん

倉敷市児島駅前1-83

086-474-1780

743 瀬戸内の味 清香

せとうちのあじ せいか

倉敷市児島駅前4-8

086-474-1667

744 有限会社 一心

ゆうげんがいしゃ いっしん

倉敷市児島駅前1丁目68

086-472-7728

745 海舟

かいしゅう

倉敷市児島駅前2-10

086-472-6407

746 お好み焼き あっちゃん

おこのみやき あっちゃん

倉敷市児島駅前1-88

086-472-9108

747 さかなや道場 児島店

さかなやどうじょう こじまてん

倉敷市児島駅前1-4036-3

086-441-7071

748 わいわい家

わいわいや

倉敷市児島味野2-2-85

086-474-8110

749 風来ベトコン店

ふうらいべとこんや

倉敷市児島味野1-7-29

086-472-2239

750 瀬戸内料理 きばらし

せとうちりょうり きばらし

倉敷市児島味野2-2-84

086-472-0736

751 やき鳥 ちゅんちゅん

やきとり ちゅんちゅん

倉敷市児島味野2-2-83

086-474-3334

752 やき鳥 天金

やきとり てんきん

倉敷市児島味野2-2-81

086-472-3828

753 よしおかや食堂

よしおかやしょくどう

倉敷市児島味野2-2-90

086-472-5369

754 からおけ喫茶 小川

からおけきっさ おがわ

倉敷市児島小川3-3-2

086-472-6260

755 焼肉ぽんきっき

やきにくぽんきっき

倉敷市児島小川1-6-2

086-473-2917

756 ビストロ割烹 魚清

びすとろかっぽう うおせい

倉敷市児島小川3-1-32

086-472-0141

757 鳥平

とりへい

倉敷市児島小川3-7-5

086-472-5302

758 スナック蘭

すなっくらん

倉敷市児島小川3-2-25

086-474-3777

759 焼肉 五苑 倉敷児島店

やきにくごえんくらしきこじまてん

倉敷市児島下の町2-1568-3

086-474-8929

760 お好美屋

おこのみや

倉敷市児島下の町1-12-22 オカビル1階 080-1908-0141

761 和彩 宝

わさい たから

倉敷市児島下の町2-2-1

080-2941-4953

762 お好み焼 マルカ

おこのみやき まるか

倉敷市児島下の町10-385-16

086-473-1328

763 お好み焼き ときわ

おこのみやき ときわ

倉敷市児島下の町10-8-56

086-472-4717

764 cantina 登美

かんてぃーな とみ

倉敷市下津井1-7-23

086-479-9456

ホームページのアドレス
http://www.bs-cuore.com
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

765 鷲羽グランドホテル備前屋甲子

わしゅうぐらんどほてるびぜんやこうし

倉敷市下津井5-1-1

086-479-8222

766 お好み焼き しーば

おこのみやき しーば

倉敷市下津井3-78

086-478-5410

767 下津井亭(株)

しもついていかぶしきかいしゃ

倉敷市下津井4-1-3

086-470-4755

768 居酒屋 しばた

いざかや しばた

倉敷市児島上の町4-20-27

086-473-1167

769 焼肉 大正園

やきにく たいしょうえん

倉敷市児島小川1-4-5

086-472-2918

770 らくらくうどん 児島店

らくらくうどん こじまてん

倉敷市林563-1

086-485-1700

771 焼肉大将軍

やきにくだいしょうぐん

倉敷市児島味野2-2-39

086-472-6265

772 まるひさ

まるひさ

倉敷市児島味野2-2-81

086-474-3336

773 まさこや

まさこや

倉敷市児島小川3丁目1-19

086-473-8420

774 居酒屋 とも

いざかや とも

倉敷市児島元浜町153-1

086-474-0252

775 カラオケ喫茶 ふるさと

からおけきっさ ふるさと

倉敷市児島稗田町1710-1

086-474-5954

776 ちゃんこ茶屋 鷲羽山

ちゃんこぢゃや わしゅうやま

倉敷市児島元浜町129-6

086-472-2759

777 三松

みまつ

倉敷市児島味野2-2-43

086-473-1060

778 春野

はるの

倉敷市児島味野2-2-83

086-473-0370

779 豆狸

まめだ

倉敷市児島味野2-2-88

086-472-6876

780 瀬戸内料理 重久

せとうちりょうり しげひさ

倉敷市児島味野1-4-14

086-473-1538

781 焼肉 鶴山

やきにく かくざん

倉敷市児島小川町3671-7

086-472-7322

782 スナック タンゴ

すなっく たんご

倉敷市児島味野1-4-11

086-473-2812

783 Dining bar Jenny

ダイニングバー ジェニー

倉敷市児島味野2-2-47

086-470-5880

784 スナック 新風

すなっく しんぷう

倉敷市児島小川1-1-55

086-472-2412

785 我飯

わがまま

倉敷市児島味野1-7-31

086-474-6565

786 茶寮 拓膳

ちゃりょう たくぜん

倉敷市児島元浜町129-11

086-472-1010

787 創彩 中村

そうさい なかむら

倉敷市児島駅前1-61

086-473-7717

788 脇 お好み焼き

わき おこのみやき

倉敷市下津井田之浦2丁目2-15

086-479-8336

ホームページのアドレス
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

789 旬彩 一の蔵

しゅんさい いちのくら

倉敷市児島元浜町119-4

086-474-0025

790 洛陽

らくよう

倉敷市児島味野2-2-47

086-473-2689

791 会食采宴 膳

かいしょくさいえん ぜん

倉敷市児島駅前2丁目10番地の30

086-470-6900

823 中華蕎麦かたやま

ちゅうかそば かたやま

倉敷市西中新田632-1 きくやビル1-2 086-421-3522

https://chuukasoba-katayama.com/

827 下の町酒場

しものちょうさかば

倉敷市児島下の町2-1-60

086-441-0025

http://www.pebblefood.com/

836 スナックニュー殿

すなっくにゅーでん

倉敷市笹沖680-1 リョウワビル

086-424-4517

837 やきとり 秀 倉敷駅前店

やきとり ひで くらしきえきまえてん

倉敷市阿知1-14-14

086-427-3344

850 くし亭

くしてい

倉敷市阿知2丁目5-10 ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ2F 086-426-9483

851 レストラン ポンヌフ

れすとらん ぽんぬふ

倉敷市上東516-7

086-462-8300

924 こうた

こうた

倉敷市児島味野4047

090-5485-1439

925 はぐるま

はぐるま

倉敷市児島下の町4-13-56

086-472-2210

926 お好み焼き 荒勢

おこのみやき あらせ

倉敷市児島下の町10-384-52

086-474-3848

927 八剣伝 下の町店

はっけんでん しものちょうてん

倉敷市児島下の町1-12-27

086-474-0117

931 スナック ダイアナ

すなっくだいあな

倉敷市児島下の町10-384-3

086-472-1711

936 ボートレース児島場内 サルビア

ぼーとれーすこじまじょうない さるびあ

倉敷市児島元浜町6-3 2階

086-474-3933

937 ボートレース児島場内 ナデシコ

ぼーとれーすこじまじょうない なでしこ

倉敷市児島元浜町6-3 3階

086-474-4550

938 ボートレース児島場内 コスモス

ぼーとれーすこじまじょうない こすもす

倉敷市児島元浜町6-3 1階

086-474-3160

ばーえーびーしー

津山市山北444-7

0868-24-6644

337 有限会社ダンヒル

だんひる

津山市山下69-12

0868-23-5616

426 串揚げ料理

くしあげりょうり

津山市二階町47

0868-24-5560

津山市本町3-15-5

0868-24-5638

津山市山下44

0868-22-9551

津山市鍛治町45

0868-23-4422

http://www.ponneuf.jp

津山市（22店）
1

ＢａｒＡＢＣ

聖

427 舟
428 大衆中華の店
429 中華屋

桂華

しんちゃん

ひじり

ふね
たいしゅうちゅうかのみせ
ん
ちゅうかや けいか

しんちゃ
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

430 養老乃瀧

津山鍛治町店

ふりがな
ようろうのたき

431 有限会社ないとう

ないとう

432 有限会社割烹酔虎

かっぽう

433 カルビ屋八戒津山店

住所

電話番号
0868-22-0888

つやまかじまちてん 津山市鍛治町50-2
津山市小田中217-1

0868-23-4788

津山市戸川町40-5

0868-23-4996

かるびやはっかいつやまてん

津山市二宮92-1

0868-28-7711

434 鉄板焼まねき

てっぱんやきまねき

津山市二宮2025-1

0868-28-2760

435 さつまラーメン

さつまらーめん

津山市小田中2191-3

0868-24-3155

437 らーめんふぁみりー津山店

らーめんふぁみりーつやまてん

津山市二宮610

0868-28-4615

438 鉄板焼

てっぱんやきこてつ

津山市二宮1917-2

439 有限会社味よし

あじよし

津山市山北463-1

0868-23-1077

440 おやど文の家

おやどふみのや

津山市上河原210-5

0868-23-8228

449 一龍

いちりゅう

津山市二宮736-5

0868-28-1984

450 ガスト津山二宮店

がすとつやまにのみやてん

津山市二宮字夏目107-3

0868-28-7368

451 ラウンジ鳳蝶

らうんじあげは

津山市戸川町20

0868-24-3425

452 宇佐見鰻店

うさみうなぎてん

津山市戸川町11

0868-22-3940

852 結

ゆい

津山市押入649-9

0868-26-0860

932 優花

ゆうか

津山市山北630

0868-24-8015

まんぷくけん

玉野市築港1-10-24

0863-31-9151

いざかや いこうや

玉野市築港1-5-24

0863-32-3266

玉野市宇野1-11-1

0863-33-3780

玉野市宇野1-11-1

0863-31-2317

うのしょくどう

玉野市築港1-5-31

0863-33-0066

せいみえん

玉野市築港1-13-29

0863-21-4447

玉野市宇野2-2-10

0863-31-4536

小鉄

すいこ

ホームページのアドレス

ｺｽﾓﾋﾞﾙ1F A号

0868-28-8178

玉野市（13店）
5

萬福軒

6

居酒屋

7

ＳＡＬｐｉｍｉＥｎｔＡ

さるぴみえんた

8

焼肉ダイニング

やきにくだいにんぐ

9

うの食堂

いこう家²

じんや。

10 清味園
11 お好み焼き

かわいち

おこのみやき

じんや

かわいち
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番号
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電話番号

ホームページのアドレス

12 有限会社池田屋

宇野店

ゆうげんがいしゃいけだや

うのてん 玉野市宇野1-11-1

0863-31-2730

http://www.e-ikedaya.jp/

13 有限会社池田屋

本店

ゆうげんがいしゃいけだや

ほんてん 玉野市築港1丁目10-27

0863-32-2940

http://www.e-ikedaya.jp/

115 有限会社食堂おか

ゆうげんかいしゃしょくどうおか

玉野市玉4-7-1

0863-32-2551

288 一休

いっきゅう

玉野市宇野1-35-7

0863-31-0804

533 和洋遊膳 ふじわら

わようゆうぜん ふじわら

玉野市田井3-7-5

0863-33-3120

544 八剣伝 秀天橋店

はっけんでん しゅうてんばしてん

玉野市用吉1755-5

0863-73-9877

118 喜久粋

きくすい

笠岡市三番町2-23

0865-63-2287

119 (有)妃富美

ひとみ

笠岡市四番町5-16

0865-63-5394

120 小料理

こりょうりかとう

笠岡市三番町6-16

0865-63-3383

やきにくたにもと

笠岡市十一番町11-74

0865-75-0180

らーめんぎょうざの とんぺい

笠岡市小平井2215-1

0865-62-4129

454 松園

まつその

笠岡市西大島4496

0865-67-6569

455 酪農cafe-Mou-Mou-kitchen

らくのうかふぇ もーもーきっちん

笠岡市拓海町141

0865-67-1714

456 中華そば

龍

ちゅうかそば

笠岡市吉浜85-3-1

0865-66-3310

457 有限会社

一品香

いっぴんこう

笠岡市園井325-6

0865-63-1498

458 株式会社

来来亭

らいらいてい かさおかてん

笠岡市二番町1-2

0865-63-6523

459 有限会社

田辺商店

たなべしょうてん

笠岡市一番町3-25

0865-63-7028

ぎょこうじんいっきゅう かさおか

笠岡市富岡10-441-1

0865-67-1500

ちゅうかそば

笠岡市神島3856-2

0865-67-5122

いっしょうけんめん 笠岡市横島1720-1

0865-67-2222

笠岡市（54店）

かとう

444 焼肉たにもと
453 らーめん・ぎょうざの

460 魚好人一休

とんぺい

笠岡店
八楽笑

461 中華そば

笠岡
みやま

462 はや川ラーメン
463 かっぱ寿司
464 大阪王将

一笑懸麺

笠岡店

465 八剣伝

笠岡店

498 酒々波々

笠岡店

りゅう

はらしょー

みやま

はやかわらーめん

かっぱずし

かさおかてん

おおさかおうしょう
はっけんでん

かさおかてん

しゅしゅぱっぱ

かさおかてん

笠岡市三番町1

0865-62-0611

笠岡市笠岡272-7

0865-62-0588

笠岡市笠岡272-6

0865-63-7003

笠岡市笠岡2478-5

0865-62-4431

http://www.rairaitei.co.jp

http://www.ikkyuan.co.jp/

http://www.kappa-create.co.jp
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令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

499 有限会社

かもめ

ふりがな

住所

電話番号

かもめ

笠岡市笠岡2481-18

0865-62-3428

500 笠岡グランドホテル

かさおかぐらんどほてる

笠岡市五番町6-20

0865-63-0111

501 憩処

いこいどころ

笠岡市五番町5-66

0865-62-3039

ありがとう

ありがとう

481 ダイニング斬

だいにんぐざん

笠岡市中央町29-11

090-9714-2834

483 かえで

かえで

笠岡市中央町16-1

0865-63-5822

484 シントキ堂

しんときどう

笠岡市中央町30-7

0865-63-6261

485 やよい軒

笠岡店

やよいけん

笠岡市笠岡106-34

080-4101-6872

486 株式会社

おっつぁん

おっつぁん

笠岡市十一番町11-66

0865-62-5055

がすと かさおかてん

笠岡市四番町1-16

0865-69-1338

あまぎり

笠岡市四番町1-14

0865-63-3774

おこのみやき どんじゅう

笠岡市富岡328-2

0865-67-1255

せんや かさおかてん

笠岡市笠岡106-6

0865-63-6112

笠岡市富岡323-1

0865-67-4849

487 ガスト
488 天霧

笠岡店
笠岡店

489 お好み焼き
490 せんや

どんじゅう

笠岡店

かさおかてん

かさおかてん

491 九州とんこつラーメン 山小屋 笠岡店

きゅうしゅうとんこつらーめん やまごや

492 くい道楽

くいどうらく

笠岡市四番町8-6

0865-63-2420

493 焼肉酒房きらく

やきにくしゅぼうきらく

笠岡市四番町8-7

0865-63-2989

494 鉄板焼

てっぱんやき

笠岡市七番町1-19

090-4577-5651

笠岡市富岡115-7

0865-67-3001

にばんや

かさおかてん

にばんや

495 CURRY HOUSE CoCo壱番屋 コムプラザ笠岡店

かれーはうす

496 すし一代

すしいちだい

笠岡市四番町8-6

0865-63-2827

ぱすたふろーら かさおかてん

笠岡市五番町6-20 2F 笠岡グランドホテル内

0865-63-1634

さんよう

笠岡市中央町20-4

0865-62-3101

ゆば

笠岡市神島2763-1

0865-67-1396

さんとら

笠岡市真鍋島2224

0865-68-3515

497 パスタフローラ
503 株式会社

三洋

504 へんろ茶屋
505 島宿

笠岡店

湯場

506 中西屋

三虎

507 民宿

旅館

508 お多福

さんちゃん
旅館

ここいちばんや こむぷらざかさおかてん

へんろちゃや
しまやど
なかにしや

りょかん

笠岡市白石島260

0865-68-3553

みんしゅく

さんちゃん

笠岡市白石島457-1

0865-68-3169

笠岡市白石島357

0865-68-3501

おたふく

りょかん

ホームページのアドレス

http://www.i-skylark.com

http://fhp.jp/sanchan/
http://www.otafuku-inn.com
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番号
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ふりがな

住所

電話番号

509 漁火

りょうか

笠岡市真鍋島4476-4

0865-68-4387

510 潮光寿司

ちょうこうずし

笠岡市中央町15-13

0865-62-3969

511 御食事処 べにす

おしょくじどころ べにす

笠岡市中央町17-17

0865-62-3033

512 カフェ・ド 萌

かふぇど もえ

笠岡市中央町18-7

0865-63-0511

513 カフェレスト・マドモアゼル

かふぇれすと まどもあぜる

笠岡市用之江327-10

0865-66-0053

514 カフェテラス フルート

かふぇてらす ふるーと

笠岡市大井南28-1

0865-62-5530

515 串きん

くしきん

笠岡市中央町35-4

0865-62-2027

516 味処 栄清丸

あじどころ えいせいまる

笠岡市中央町33-4

0865-62-2763

542 鉄板焼 一本松

てっぱんやき いっぽんまつ

笠岡市神島4322

0865-75-0014

644 焼肉ひつ石

やきにくひついし

笠岡市笠岡4110-3

0865-62-3801

928 お多福

おたふく

笠岡市中央町29-9

0865-63-2757

かっぽうすししだし たで

井原市七日市町154

0866-62-2206

362 割烹居酒屋やおき

かっぽういざかや

井原市井原町1149-2

0866-62-1116

363 すし一直

すし

井原市井原町1145-8

0866-62-0432

569 ラーメン北海

らーめんほっかい

井原市東江原町674-3

0866-62-4561

571 樹之枝庵

きのえだあん

井原市西江原町224

0866-62-4135

572 ちろり庵

ちろりあん

井原市東江原町678

0866-63-0028

582 馬かろう

うまかろう

井原市上出部町493-2

0866-62-1568

583 亀隆

きりゅう

井原市七日市町627-1

0866-62-0238

584 有限会社 一久

いっきゅう

井原市七日市町646

0866-62-0122

585 五十番

ごじゅうばん

井原市西江原町948-1

0866-63-3305

586 讃岐うどんむらさき井原店

さぬきうどんむらさきいばらてん

井原市西江原町997-1

0866-63-1154

602 すし丸井原店

すしまるいばらてん

井原市高屋町1-4-4

0866-67-2287

605 サム･クック

さむくっく

井原市木之子町510-10

0866-62-8802

ホームページのアドレス

井原市（25店）
318 割烹・寿司・仕出し

蓼

やおき

いちなお

http://ikkyuuibara.com

25／41

岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号
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606 喫茶 一番星

きっさ いちばんぼし

井原市東江原町362-1

0866-63-2370

607 みそ膳

みそぜん

井原市高屋町3-1-4

0866-67-2888

608 みのり

みのり

井原市高屋町1-15-12

0866-75-4155

609 お好み焼き てんてん

おこのみやき てんてん

井原市木之子町2993-2

0866-63-2733

610 横綱

よこづな

井原市上出部町612

0866-62-1198

611 寄島敬

よりしまけい

井原市上出部町491

0866-63-1713

612 居酒屋 ごんべえ

いざかや ごんべえ

井原市上出部町435

0866-63-0056

613 居酒屋 はなちゃん

いざかや はなちゃん

井原市上出部町491

0866-63-2070

614 お好み焼き このみ

おこのみやき このみ

井原市上出部町1184-2

0866-62-8633

615 養老乃瀧井原店

ようろうのたきいばらてん

井原市西江原町948-1

0866-65-1156

707 日本料理 まこと

にほんりょうり まこと

井原市芳井町与井44-2

0866-72-0046

935 居酒屋 しゅんぱく亭

いざかや しゅんぱくてい

井原市上出部町418-1

0866-62-3717

203 有限会社前田料理店

まえだりょうりてん

総社市窪木894番地の6

0866-92-0363

204 手打ちうどんよこた有限会社

てうちうどんよこたゆうげんがいしゃ 総社市井手1134-11

0866-92-4472

207 焼肉

やきにく さんすい
総社市岡谷125-1
こくみんしゅくしゃ さんろーどきび
総社市三須825-1
じ
かつみそうらく はしもと
総社市中央1-21-107

0866-93-2589

256 ミスターバーク総社店

みすたーばーく

257 南風

0866-94-3488

259 とん平ラーメン

なんぷう そうじゃてん
総社市井尻野240-1
な がさ きち ゃん めん おか やま そう
総社市門田字市215-1
じゃてん
とんぺいらーめん
総社市井手925-1

406 り山

りざん

総社市真壁2110-2

0866-31-7077

http://www.rizan-s.com

407 きびきび亭

きびきびてい

総社市岡谷25-1

0866-94-2555

http://www.yamatevillage.com

http://www.nihonn.jp

総社市（38店）

三水

215 国民宿舎

サンロード吉備路

232 活味総楽

はし本

総社店

258 長崎ちゃんめん岡山総社店

そうじゃてん

総社市中央4-21-106

http://www.maeda-ryouriten.com/

0866-90-0550

www.sunroad-kibiji.com

0866-93-7755

http://www.hashimoto.in.net

0866-31-5007

http://www.mr-b.jp

0866-93-1107
090-3370-4308
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408 しんでれら茶房＆ギャラリー

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

090-2806-8551

518 川島ジャンボうどん吉備路店

しんでれらさぼうあんどぎゃらりー
総社市上林1643
にほんりょうりしゅこうかいせき
総社市駅前2-16-28
いっしん
かわしまじゃんぼうどんきびじてん
総社市岡谷108-1

0866-93-8898

519 中華そば 吉備路

ちゅうかそば きびじ

総社市岡谷108-3

0866-94-3018

521 吉備路もてなしの館

きびじもてなしのやかた

総社市宿418

0866-94-1048

http://motenasi.ec-net.jp

526 サントピア岡山総社

さんとぴあおかやまそうじゃ

総社市秦1215

0866-95-8811

http://www.suntopia.info/

527 かふぇ野土花

かふぇのどか

総社市八代39-14

0866-92-7221

536 ラーメン ２号店

らーめん にごうてん

総社市宍粟172-1

0866-95-8688

562 東雲

しののめ

総社市清音軽部680-4

0866-93-8731

874 ストロベリー・フィールズ

すとろべりーふぃーるず

総社市駅前2丁目3-101

0866-93-6936

875 お好み焼き 北島

おこのみやき きたじま

総社市清音三因1008-16

0866-94-4316

876 どんぐり お好み焼き

どんぐり おこのみやき

総社市小寺790-1

0866-92-3987

877 フォルケッタ ギィ

ふぉるけったぎぃ

総社市井尻野241-1 ｼﾞｬﾝﾘｰﾌﾞA101

0866-93-0302

878 ゑがち

えがち

総社市溝口60-2

0866-92-1056

879 お好み焼き マウントクック

おこのみやき まうんとくっく

総社市中央5-1-103

0866-92-7895

880 炙DINING 黒豹

あぶりだいにんぐくろひょう

総社市駅前2-12-10

0866-94-9622

881 寿司茶屋 天蔵

すしじゃや あまくら

総社市中央6丁目2-105

0866-92-1112

882 創作料理 菜茂家

そうさくりょうり なもや

総社市総社2-3-1

0866-94-3768

883 鳥匠

とりしょう

総社市井手1204-4

0866-94-5500

884 海の薫

うみのかおる

総社市井手1207

0866-94-0303

885 食絆 かないど

しょくはん かないど

総社市金井戸190-1

0866-93-0201

info@kanaido.com

886 すわき後楽中華そば吉備路店

すわきこうらくちゅうかそばきびじてん

総社市岡谷119-1

0866-93-9210

www.ffn.co.jp

887 焼肉処 温羅のめしや

やきにくどころうらのめしや

総社市地頭片山1-4

0866-95-2914

http://uranomesiya.com

888 焼肉 たいこ

やきにくたいこ

総社市西郡481-4

0866-93-0303

417 日本料理趣好会席

一心

0866-94-1237

http://issin.digi2.jp/
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889 農マル園芸 吉備路農園

のうまるえんげい きびじのうえん

総社市西郡411-1

0866-94-6755

929 ラッキースター

らっきーすたー

総社市井手575-7 池上ビル1F

0866-37-5819

939 洋風厨房 五感

ようふうちゅうぼう ごかん

総社市清音上中島167-12

0866-31-5696

ホームページのアドレス
http://www.noumaru.jp

高梁市（28店）
216 広島風お好み焼鉄板焼

大ちゃん

217 有限会社秋岡商店

ひろしまふうおこのみやきてっぱんや
高梁市東町1895
き だいちゃん

0866-22-5338

あきおかしょうてん

0866-22-4658

高梁市落合町阿部2701

さっぽろらーめんどさんこたいしょう
高梁市津川町今津807-1
たかはしてん

0866-23-0502

239 秘苑

ひえん

高梁市正宗町1957-1

0866-22-7797

240 朝日堂

あさひどう

高梁市備中町布瀬1551-1

0866-45-3014

241 割烹茶房島木川

かっぽうさぼうしまきがわ

高梁市宇治町宇治1752-1

0866-29-2226

242 おぐろ

おぐろ

高梁市巨瀬町4991-2

0866-25-0441

おこのみやき あしび

高梁市成羽町下原713-2

0866-42-3191

やきにく

高梁市段町849-1

0866-22-3373

230 札幌ラーメンどさん子大将

243 お好み焼
319 焼肉

あしび

佐々奈美

高梁店

さざなみ

320 すし好

すしよし

高梁市栄町1316

0866-22-7074

321 きりうみ

きりうみ

高梁市川上町高山4402-1

0866-48-2935

かふぇ しゃとー

高梁市頼久寺町13-11

0866-22-1008

323 株式会社高梁国際ホテル

たかはしこくさいほてる

高梁市正宗町2033

0866-21-0080

340 玄武堂

げんぶどう

高梁市旭町1335-1

0866-56-3455

341 松屋商店

まつやしょうてん

高梁市備中町平川6503-1

0866-45-2021

342 魚富

うおとみ

高梁市鍜冶町73

0866-22-4052

からおけほーる すぱいらる

高梁市成羽町下原988

0866-42-3999

やきにく

高梁市成羽町下原439-2

0866-42-2432

高梁市本町41-1

0866-22-2232

322 ｃａｆｅ

ｃｈａｔｅａｕ

343 カラオケホール
344 焼肉

一力

345 つくしんぼ

スパイラル

つくしんぼ

いちりき

http://www.tkh.co.jp/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

372 お好みハウスじゅうじゅう亭

おこのみはうすじゅうじゅうてい

高梁市正宗町1967

0866-23-1211

708 中華そば

ちゅうかそば にばんめ

高梁市成羽町下原604-12

0866-42-2922

うの

高梁市正宗町1967-1

0866-22-0080

高梁市南町190

0866-22-4180

高梁市栄町1947

0866-22-2109

二番目

709 う乃
710 大衆酒場焼とり
711 割烹

風子

たいしゅうさかばやきとり

さか市

かっぽう

ふうこ

さかいち

712 ヒコーキ

ひこーき

高梁市栄町1911

0866-22-2213

713 パブ

サンク

ぱぶ

高梁市栄町1911

0866-22-6100

714 酒房

とき

しゅぼう

高梁市栄町1955-16

0866-22-3331

やきとりぐち

高梁市正宗町1967

0866-22-0051

いくらどうかいかんしょくどう

新見市井倉409番地

0867-75-2224

930 焼きとり

ぐち

さんく
とき

ホームページのアドレス
http://jyujyutei.jp

新見市（21店）
14 井倉洞会館食堂

や きにく・ かんこくりょ うりのみせ
新見市西方442
みょんどん

0867-72-8029

めいだいちゅうかそばやまきん

新見市新見858

0867-72-2615

http://www.ya-ma-kin.co.jp/

ぐらんどほてる みよしや

新見市高尾2456

0867-72-1131

http://www.niimi-miyoshiya.co.jp

にいみちやおんせん

新見市千屋花見1336-5

0867-77-2020

http://www.chiya-onsen.jp

251 新見市グリーンミュウジアム神郷温泉

にいみしぐりーんみゅうじあむしんご
新見市神郷高瀬3188-1
うおんせん

0867-93-5106

http://www.sanbg.com/singou/

385 茶寮

さりょう

0867-72-8650

http://www.gotenmachi-niimi.net

15 焼肉・韓国料理の店
124 名代中華そば

明洞

山金

227 グランドホテル
228 新見千屋温泉

みよしや
いぶきの里

御殿町新見

396 メルヘン

いぶきのさと

ごてんまちにいみ

新見市新見851

太池邸内蔵

めるへん

新見市高尾2478-7

0867-72-5552

411 中国料理

栄華楼

ちゅうごくりょうり えいかろう

新見市石蟹5-1

0867-76-1862

414 お好み焼

あい

おこのみやき あい

新見市高尾532

0867-72-1042

418 焼肉ゆみ

やきにくゆみ

新見市大佐小阪部1546-9

0867-98-2871

557 居酒屋 ひとみ

いざかや ひとみ

新見市高尾2457

0867-72-0140

561 小料理 牧酔

こりょうり ぼくすい

新見市高尾2478-6

0867-72-2918

564 シティーレストラン

してぃーれすとらん

新見市高尾2481-8

0867-72-1118

http://www.n-cityhotel.com/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

706 小人の森

こびとのもり

新見市高尾2479-3 伊達ビル2F

0867-72-9900

736 みいちゃん

みいちゃん

新見市高尾2473-5

0867-72-0800

794 まき

まき

新見市哲西町畑木788

0867-94-2314

814 焼肉千屋牛

やきにくちやぎゅう

新見市正田395

0867-72-6605

http://home.ja-ashin.or.jp/

835 ペンション noah

ぺんしょんのあ

新見市哲西町大野部34-44

0867-88-8287

pension-noah.com

890 焼肉・ステーキ 牛弘

やきにくすてーき ぎゅうひろ

新見市高尾2475-7

0867-72-0529

891 哲多食源の里 祥華

てつたしょくげんのさと しょうか

新見市哲多町宮河内1113-1

0867-96-2106

261 旅館たまや

りょかんたまや

備前市日生町日生241-114

0869-72-3456

http://www.h-tamaya.jp/

262 鹿久居荘

かくいそう

備前市日生町日生639-34

0869-72-0345

http://www.kakuisouhinase.com

263 有限会社山本旅館

やまもとりょかん

備前市穂浪3411

0869-67-0124

264 心寿司

こころずし

備前市伊部1506

0869-64-0288

265 トービホテル

とーびほてる

備前市伊部950

0869-63-1355

266 民宿よしだ

みんしゅくよしだ

備前市日生町日生241-122

0869-72-1188

http://www12.ocn.ne.jp/~beat1188/

備前市日生町日生641-6

0869-72-0144

http://www.miharuryokan.jp/

りょかんつりこう

備前市日生町日生648-31

0869-72-3152

http://www.ryokan-turikou.com

しんにほんりょうり しきさい

備前市伊部1657-7

0869-63-0088

びぜんばる

備前市伊部1308-8

0869-64-1107

どさんこたいしょう ひなせてん

備前市日生町寒河643-83

0869-74-0815

おおさかやしょくどう

備前市香登西238

0869-66-9111

うしまどちゃや しおさい

瀬戸内市牛窓町牛窓2448

0869-34-2636

467 えびすや食堂

えびすやしょくどう

瀬戸内市邑久町本庄2027

0869-22-0321

468 お食事処

おしょくじどころ あさひ

瀬戸内市邑久町山田庄371-2

0869-22-0073

備前市（12店）

267 魚美味倶楽部

美晴

268 旅館つり幸
286 新日本料理

四季彩

287 備膳バル
373 どさん子大将

日生店

479 大阪屋食堂有限会社

ととうまくらぶ

みはる

瀬戸内市（49店）
466 うしまど茶屋

潮菜

あさひ
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

469 カフェ

モコ

470 キッチン
471 居酒屋

かいぞく
菜’S

サイズ

ふりがな

住所

電話番号

かふぇ もこ

瀬戸内市邑久町本庄1605-3

0869-22-2226

きっちん

かいぞく

瀬戸内市牛窓町牛窓4173

0869-34-4618

いざかや

さいず

瀬戸内市長船町土師81-6

0869-26-8686

ホームページのアドレス

472 寿司勝

すしかつ

瀬戸内市牛窓町牛窓3018-1

0869-34-3152

473 すわき後楽中華そば牛窓店

すわきこうらくちゅうかそばうしまどてん 瀬戸内市牛窓町牛窓3898-4

0869-34-5685

474 たきおか

たきおか

瀬戸内市邑久町福元609-75

0869-22-3633

475 ブルーライン一本松

ぶるーらいんいっぽんまつ

瀬戸内市邑久町尻海3539

0869-25-1911

http://www.yumezono.com

476 ミスターバーク

みすたーばーく おくてん

瀬戸内市邑久町豊原198-1

0869-22-1266

thhp://www.mr-b.jp/

477 焼肉しもふり亭

やきにくしもふりてい

瀬戸内市邑久町豊原99-7

0869-24-0766

478 レストラン新月

れすとらんしんげつ

瀬戸内市牛窓町牛窓2222-4

0869-34-4506

らーめんだいとうりょう おくてん

瀬戸内市邑久町山田庄195-6

0869-22-2100

854 knot cafe いけだ屋

のっとかふぇ

瀬戸内市牛窓町牛窓6396

090-9731-9222

855 焼肉レストラン

やきにくれすとらん

瀬戸内市長船町長船114番地の2

0869-66-9298

まるや おさふねてん

瀬戸内市長船町長船1080-2

0869-66-7727

れすとらん

瀬戸内市邑久町山田庄217-2

0869-24-2337

瀬戸内市邑久町山田庄403番3

0869-22-9577

853 ラーメン大統領

邑久店

856 まるや

邑久店

マルヨシ

長船店

857 レストラン
858 八剣伝

まつもと

邑久店

859 創作おもてなし料理
860 焼肉

はっけんでん
美膳

ふくざき

892 カラオケスナック
893 焼肉

鳥城

894 旬魚定

天狗
おばんや

魚魚

いけだや
まるよし

まつもと
おくてん

そうさくおもてなしりょうり びぜん 瀬戸内市邑久町尾張469-3

0869-24-8830

やきにく

瀬戸内市邑久町山田庄377-1

0869-22-3030

からおけすなっくうじょう

瀬戸内市邑久町山田庄212-5

090-1019-1244

やきにく

瀬戸内市邑久町箕輪654-1

0869-24-2929

瀬戸内市牛窓町牛窓2406-1

0869-24-7626

ふくざき

てんぐ

しゅんぎょてい おばんや

とと

895 cafe clover

かふぇ くろーばー

瀬戸内市牛窓町牛窓4923-4

0869-24-7825

896 （有）魚一

うおかず

瀬戸内市牛窓町牛窓4946番地35

0869-34-3375

897 唐子

からこ

瀬戸内市牛窓町牛窓5472

0869-34-5151

http://www.maruban.jp

http://setouchibizen.com

31／41

岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

898 味角
899 お好み焼き

フナオカ

900 お食事処・旅館

とみ川

ふりがな

住所

電話番号

みかく

瀬戸内市長船町西須恵1882

0869-26-3243

おこのみやきふなおか

瀬戸内市邑久町山田庄363-1

0869-22-0526

おしょくじどころりょかん

とみかわ 瀬戸内市牛窓町牛窓4180

0869-34-2283

瀬戸内市牛窓町牛窓4945

0869-34-3230

901 カラオケ

あん

からおけ

902 お食事処

善太

おしょくじどころ ぜんた

瀬戸内市牛窓町牛窓3895-4

0869-34-2238

おこのみやき

瀬戸内市牛窓町牛窓2899-1

0869-34-5166

瀬戸内市牛窓町牛窓3770

0869-34-2031

びぜんふくおか いちもんじ

瀬戸内市長船町福岡1588-1

0869-26-2978

http://www.ichimonji.ne.jp

906 おさふねサービスエリア

おさふねさーびすえりあ

瀬戸内市長船町長船1133-2

0869-66-9215

http://www.oplaza-h.co.jp/osafune-sa

907 カラオケ喫茶

からおけきっさおおぎ

瀬戸内市長船町福里819-1

0869-26-5055

せとのはな

瀬戸内市牛窓町牛窓1605-9

0869-34-5411

まるばんおくてん

瀬戸内市邑久町豆田173-1

0869-22-3999

みんしゅく

あおしま

瀬戸内市牛窓町牛窓5405-2

0869-34-4744

ふくおかや

りょかん

瀬戸内市牛窓町牛窓4374

0869-34-2016

かっぽうりょかん かわげん

瀬戸内市牛窓町牛窓3003

0869-34-2015

おーべるじゅはまだ

瀬戸内市牛窓町長浜3243-1

0869-34-9031

914 ザ・ホテルリマー二＆スパ

ざほてるりまーにあんどすぱ

瀬戸内市牛窓町牛窓3900

0869-34-5500

915 Café Restaurant Rossa

かふぇれすとらん

瀬戸内市牛窓町牛窓6451-12

0869-24-8839

916 有限会社

ゆうげんがいしゃまるばんまるやおさふねてん

瀬戸内市長船町長船1080-2

0869-66-7727

903 おこのみ焼
904 民宿

ルビー

大陣

みんしゅく

905 備前福岡

一文字うどん

おおぎ

908 瀬戸の華
909 マルバン
910 民宿

邑久店

青島

911 福岡屋

旅館

912 割烹旅館

あん

ホームページのアドレス

川源

913 オーベルジュ

はまだ

マルバン

まるや長船店

るびー
たいじん

ろっさ

917 お食事

からこ

おしょくじからこ

瀬戸内市邑久町山田庄221-4

0869-22-3535

918 食べ処

彩肴

たべどころ

瀬戸内市邑久町福元608-325

0869-24-1799

さき

919 MUNCH'S Pizzeria
赤磐市（37店）

まんちず

ぴっつぇりあ

瀬戸内市牛窓町牛窓4390-1

090-3881-7425

365 西の屋

にしのや

あかさかてん

赤磐市西軽部1116-2

086-957-4555

赤坂店

http://www.limani.jp

http://www.nishinoya.co.jp/
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

619 らぁめん緑屋

らぁめん

620 八剣伝山陽町店
622 つぼ八
623 カツ陣

住所

086-956-0002

はっけんでんさんようちょうてん

赤磐市沼田858-1

086-955-9151

山陽店

つぼはち

さんようてん

赤磐市下市225

086-956-1128

http://www.daikoh-tsuyama.jp

山陽店

かつじん

さんようてん

赤磐市下市225

086-955-7007

http://www.daikoh-tsuyama.jp

根本商店 すてーきはんばーぐかふぇ ねもとしょうてん 赤磐市沼田1261-1

630 成田家

高屋店

なりたや

631 居食屋

笑美

いしょくや

635 鉄板屋

金の羽

てっぱんや

694 カフェ＆イタリアンフーズ

たかやてん

0869-58-5507

赤磐市高屋405-13

086-955-8411

わらび

赤磐市下市115-2

086-956-3030

きんのはね

赤磐市津崎101

086-956-3366

アイリー かふぇあんどいたりあんふーず あいりー 赤磐市桜が丘西8-17-14

086-955-8144

695 海鮮料理

法水

かいせんりょうり ほうすい

赤磐市五日市260-1

086-955-0090

696 台湾料理

天福

たいわんりょうり てんぷ

赤磐市沼田1271-1

086-958-5368

わぎゅう

赤磐市穂崎821-1

086-229-2607

697 和牛

ホームページのアドレス

赤磐市高屋371-6

629 ステーキハンバーグカフェ

みどりや

電話番号

焼肉

牛さだ

やきにく

ぎゅうさだ

698 E-flat

いーふらっと

赤磐市河本427-1

086-954-4058

699 若大将

わかだいしょう

赤磐市高屋405-32

086-955-3326

ふぁみりーれすとらん さんでー

赤磐市高屋375-6

086-955-6104

やまいちずし

赤磐市下市93-3

086-955-1725

赤磐市桜が丘西8-26-1

086-954-4741

700 ファミリーレストラン

サンデー

701 山一寿司
702 カフェダイニング
703 ピッツェリア

Ce・bon

トラットリア

かふぇだいにんぐ

アッカ ぴっつぇりあ とらっとりあ あっか 赤磐市桜が丘東6-6-376

715 一心
716 お好み焼き

いっしん
山河

おこのみやき

717 すわき後楽中華そば
718 中華そば専門店
719 レストラン
720 ふれんど

せぼん

那智

仙助

赤磐山陽店

さんが

すわきこうらくちゅうかそば

あかいわさんようてん

ちゅうかそばせんもんてん
れすとらん
ふれんど

なち

086-995-2676

赤磐市桜が丘西6-1-6

086-955-7224

赤磐市河本996-3

086-955-7009

赤磐市下市473

086-955-7013

せんすけ 赤磐市町苅田531-1
赤磐市下市473 イズミ山陽店1F

http://e-flat-okayama.com

086-957-3844

http://sensuke.com/

086-955-7020

赤磐市東窪田434
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

721 焼肉ジュージュー

やきにくじゅーじゅー

赤磐市正崎534-1

086-955-5800

722 山一寿司

やまいちずし

赤磐市町苅田448

086-957-3186

724 サッポロビール株式会社岡山ワイナリー

さっぽろびーるかぶしきかいしゃおかやまわいなりー

赤磐市東軽部1556

086-957-3838

725 おかん家

おかんや

赤磐市仁堀東975-1

080-5611-1771

726 西の屋グループ菊ヶ峠店

にしのやぐるーぷきっかとうげてん

赤磐市仁堀東1077番地

086-958-2131

727 カフェバー千年

かふぇばーせんねん

赤磐市由津里696

080-6179-3159

728 diningkitchen 煖

だいにんぐきっちん

赤磐市津崎101

086-956-3366

729 岡山農業公園ドイツの森

おかやまのうぎょうこうえんどいつのもり 赤磐市仁堀中2006番地

086-958-2111

730 まほろばkitchen

まほろばきっちん

赤磐市五日市255-1

086-955-3312

731 鳥の巣

とりのす

赤磐市周匝654-1

086-954-1616

732 蔵ラーメン

くららーめん

赤磐市周匝669-6

086-954-2544

735 おかん

おかん

赤磐市山陽7-4-6-2

070-1873-9977

らくらく

真庭市栗原712-4

090-2002-8926

だん

ホームページのアドレス

http://www.sapporobeer.jp/brewery/okayama

kikuga@nishinoya.co.jp

http://www.farmpark.co.jp/doitsunomori/

真庭市（84店）
278 楽楽
279 やきとりとラーメンの店

やきとりとらーめんのみせ とりべえ 真庭市湯原温泉69

0867-62-3363

280 うさぎや

うさぎや

真庭市湯原温泉135

0867-62-2188

281 湯本屋

ゆもとや

真庭市湯原温泉135-1

0867-62-2521

282 居酒屋やっこ

いざかや

真庭市湯原温泉37-2

0867-62-2059

283 ひがしや

ひがしや

真庭市湯原温泉34

0867-62-2225

346 旅館たつみ家

りょかん

真庭市久世2842

0867-42-0146

347 蒜山家きんべえ

真庭市蒜山下徳山43-2

0867-66-3178

真庭市蒜山上福田1205-256

0867-66-4811

349 一番

ひるぜんやきんべえ
ひるぜんはいつべっかん
いしょう
いちばん

真庭市蒜山上福田580-1

0867-66-3617

350 有限会社髙原亭

たかはらてい

真庭市蒜山上福田815

0867-66-3696

酉兵衛

348 ヒルゼンハイツ別館ひるぜん大将

やっこ

たつみや
ひるぜんた

http://www.hiruzen-taisho.com

http://www.hiruzen-kougentei.com
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

351 割烹

中山

ふりがな
かっぽうなかやま

352 ミュージックハウス

セレナーデ

みゅーじっくはうす

せれなーで

住所

電話番号

真庭市勝山811-12

0867-44-2034

真庭市江川979-1

0867-44-5546

353 焼肉レストラン慶州

やきにくれすとらん けいしゅう

真庭市江川1223

0867-44-4476

358 鮨・割烹

すしかっぽういしい

真庭市久世2822

0867-42-0007

359 のむら旅館

のむらりょかん

真庭市久世2833

0867-42-1211

360 有限会社岡本旅館

おかもとりょかん

真庭市久世2603

0867-42-0660

361 スナックみな月

すなっくみなつき

真庭市久世2863

0867-42-2355

364 とんかつ喜楽

とんかつきらく

真庭市久世2185-1

0867-42-3654

はっけい

真庭市豊栄1572

0867-62-2211

ゆかいかん はなやしき

真庭市湯原温泉21

0867-62-3341

368 有限会社かじか荘

かじかそう

真庭市湯原温泉13-6

0867-62-3666

369 株式会社油屋

ゆや

真庭市湯原温泉27

0867-62-2006

370 福寿司

ふくずし

真庭市湯原温泉43-1

0867-62-2515

371 プチホテルゆばらリゾート

ゆばらりぞーと

真庭市湯原温泉68

0867-62-2600

374 木地屋旅館

きぢやりょかん

真庭市仲間175

0867-62-2811

375 真賀ホテル

まがほてる

真庭市仲間184

0867-62-3636

真庭市社128-14

0867-62-3939

366

以志井

株式会社ＨＡＫＫＥＩ
八景

367 湯快感

ＪＡＰＡＮ

花やしき

376 湯原温泉

森のホテルロシュフォール もりのほてるろしゅふぉーる

377 金生旅館

きんせいりょかん

真庭市都喜足367

0867-62-2850

378 仲乃家旅館

なかのやりょかん

真庭市都喜足364

0867-62-2150

379 足美荘

たるみそう

真庭市都喜足365

0867-62-3259

380 足温泉いづみ家

たるおんせんいづみや

真庭市都喜足359

0867-62-3311

381 ライオン

らいおん

真庭市久世3189-5

0867-42-2929

382 バー紬

ばーつむぎ

真庭市久世2620

0867-42-0199

386 菊乃家旅館

きくのやりょかん

真庭市湯原温泉387-1

0867-62-3754

ホームページのアドレス

http://www.net626.co.jp
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

387 むつみ旅館

ふりがな

住所

電話番号

むつみりょかん

真庭市湯原温泉154-2

0867-62-2513

ゆばらのやど こめや

真庭市湯原温泉345-18

0867-62-3775

389 有限会社たねや旅館

たねやりょかん

真庭市湯原温泉145

0867-62-2201

390 旅館さつき荘

りょかんさつきそう

真庭市湯原温泉155

0867-62-2026

391 湯の蔵つるや

ゆのくらつるや

真庭市湯原温泉144

0867-62-2016

392 中国料理北京

ちゅうごくりょうりぺきん

真庭市湯原温泉145

0867-62-2257

393 喫茶サボテン

きっささぼてん

真庭市湯原温泉135-3

0867-62-2644

394 くいもんや

くいもんやあけび

真庭市惣123-3

0867-42-5035

388 ゆばらの宿

米屋

あけび

395 大庭屋旅館

おおばやりょかん
真庭市久世2568
ゆばらこくさいかんこうほてる きく
真庭市湯原温泉16
のゆ
ゆめぐりのやどまつのや かせん
真庭市湯原温泉320-1

0867-42-1025

403 我無らん

がむらん

真庭市湯原温泉114

0867-62-2292

404 まるよし食堂

まるよししょくどう

真庭市若代303

0867-46-2024

405 かどや食堂

かどやしょくどう

真庭市月田6769

0867-44-2762

409 むさしや旅館

むさしやりょかん

真庭市蒜山中福田138-3

0867-66-3010

410 旅館

りょかん

真庭市蒜山上長田1161-1

0867-66-2008

401 湯原国際観光ホテル

菊之湯

402 湯めぐりの宿松の家

花泉

龍泉閣

りゅうせんかく

0867-62-2121

かみかじやりょかん

真庭市久世2541

0867-42-0143

415 ラウンジ５００

らうんじごひゃく

真庭市惣134-1

090-2293-1130

795 スナック

すなっく

真庭市久世2846

0862-42-5828

ななみ

796 黒田酒店

くろださけてん

真庭市久世2591

0867-42-1006

797 居酒屋

いざかや

真庭市久世2185-13

0867-42-1444

もご蔵

もごぞう

http://www.obaya-ryokan.com

0867-62-2111

413 上かじや旅館

七海

ホームページのアドレス

798 Cafe&Lunch DAN・DAN

だんだん

真庭市久世8-2

0867-42-4823

799 幸楽

こうらく

真庭市江川843-1

0867-44-4645

800 もみぢの里

もみぢのさと

真庭市上中津井2712

0866-52-2987
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

802 ランプ小屋

ふりがな

住所

電話番号

ホームページのアドレス

らんぷこや ほたか

真庭市上呰部60-2

080-7835-8024 http://hotaka-lamp.com

803 港屋旅館

みなとやりょかん

真庭市下呰部584

0866-52-2204

804 北房ほたる庵

ほくぼうほたるあん

真庭市下呰部664

0866-52-2600

805 しちりん

しちりん

真庭市下呰部274

090-1488-7474

れすとらんあくあ

真庭市上水田3940-1

0866-56-0233

にしくら

真庭市勝山116番地

0867-44-5300

歩空

806 レストラン

アクア

807 西蔵
808 大衆食堂

花

たいしゅうしょくどう はな

真庭市宮地1448

0866-52-5115

809 台湾料理

福祥閣

たいわんりょうり

真庭市開田171

0867-52-1998

ふくしょうかく

810 滝澤旅館

たきざわりょかん

真庭市下中津井486

0866-52-2405

811 大前也

ひろさきや

真庭市福田355-27

0867-52-7200

よしはる

真庭市落合垂水267

0867-52-2245

真庭市江川988-4

0867-44-3935

真庭市落合垂水217

0867-52-0006

真庭市中396-1

0867-45-7333

真庭市下呰部569

0866-52-2028

812 季節魚処
815 焼鳥

吉春

鳥勝

やきとり

とりかつ

816 鍋屋

なべや

817 Natural Buffet うさ八

なちゅらるびゅっふぇ

818 西屋

にしや

旅館

りょかん

うさはち

819 三好

みよし

真庭市上水田5430-1

0866-52-3511

828 魚定

うおさだ

真庭市勝山33-2

0867-44-2372

829 こんちゃん

こんちゃん

真庭市江川845-1

0867-44-4478

830 ふらいぱん

ふらいぱん

真庭市江川979-1

0867-44-4905

831 うどん処

うどんどころ もとみね

真庭市勝山420-2

0867-44-5225

いざかや

真庭市勝山282

0867-44-3933

832 居酒屋

本峰
より道

よりみち

833 KEN工房

けんこうぼう

真庭市神庭685-1

0867-44-3468

834 CHICK

ちっく

真庭市久世2671

0867-42-0909

861 白壁

しらかべ

真庭市勝山171

0867-44-3371

http://www.hotaru-an.com

http://www.nishikura.co.jp

http://plus.harenet.ne.jp/~yoshiharu/

http://maniwa-agurigarden.com

maniwa-chick.jimdo.com
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

862 CAFE bird

ふりがな
かふぇ

ばーど

住所

電話番号

ホームページのアドレス

真庭市勝山416-1

0867-44-3001

https://www.facebook.com/katsuyamaCAFEbird

美作市（12店）
20 ゆのごう美春閣

ゆのごうびしゅんかく

美作市中山1144

0868-72-8111

http://yunogo.bonvoyage.co.jp

23 やさしさの宿

やさしさのやどちくてい

美作市湯郷622-1

0868-72-0090

http://chikutei.co.jp

24 ふくます亭

ふくますてい

美作市中山1203-6

0868-72-6111

http://www.fukumasutei.co.jp

132 季譜の里

きふのさと

美作市湯郷180

0868-72-1523

http://www.kifunosato.com

竹亭

733 キッチン

IGUCHI

0868-72-0376

942 作東バレンタインホテル

きっちん いぐち
美作市栄町86-5
かぶしきかいしゃ ゆのごうぐらんど
美作市湯郷592番地の3
ほてる
さくとうばれんたいんほてる
美作市江見９９３

792 株式会社

湯郷グランドホテル

943 日本原カンツリー倶楽部

にほんばらかんつりーくらぶ

美作市瀬戸２７６－３

0868-75-1144

945 良の家

よしのや

美作市栄町１０－５

0868-72-3397

946 愛の村パーク

あいのむらぱーく

美作市後山１８７２

0868-78-0202

947 カラオケ

からおけ ちよっと

美作市川北８８－５

0868-75-7002

あわいしょくどう

美作市小野２３８２－５

070-3370-0141

ちよっと

950 あわい食堂

0868-72-6374
0868-75-1115

http://hotel-valentine.jp/

http://www.ainomura.jp/

浅口市（3店）

445 鉄板焼くりやま

たいわんりょうりしきおう（こんこう
浅口市金光町佐方131-1
てん）
てっぱんやきくりやま
浅口市鴨方町六条院中8039

446 やきとり西國屋

やきとりにしくにや

浅口市鴨方町六条院中8039

0865-44-6875

がんこていわけてん

和気郡和気町福富497-2

0869-93-0280

573 ロイヤルホスト早島インター店

ろいやるほすとはやしまいんたーてん

都窪郡早島町早島3484-1

086-483-1233

574 お好み焼 仁鶴

おこのみやき にかく

都窪郡早島町早島235-4

086-482-2540

575 ラルゴ

らるご

都窪郡早島町前潟154-7

086-483-0393

218 台湾料理

四季旺（金光店）

0865-42-5668
0865-44-6667

和気町（1店）
616 がんこ亭和気店
早島町（21店）
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

576 カラオケさわ

からおけさわ

都窪郡早島町早島3583-1

086-482-4011

577 焼肉みやび

やきにくみやび

都窪郡早島町早島2704-4

086-480-1227

578 いかしの舎

いかしのや

都窪郡早島町早島1466

086-483-1243

579 居酒屋さんど

いざかやさんど

都窪郡早島町前潟97

086-483-0501

580 手打ちうどん妹尾

てうちうどんせのお

都窪郡早島町早島3282-4

086-482-3132

587 株式会社中四国すき家２国岡山早島

ちゅうしこくすきやにこくおかやまはやしま 都窪郡早島町早島3444-1

0120-498-007

588 BIRD CUSTOM

ばーどかすたむ

都窪郡早島町早島4522-4

086-482-1454

589 武寿司

たけずし

都窪郡早島町早島1210

086-482-1622

590 ソラ食堂

そらしょくどう

都窪郡早島町早島508-7

090-1334-5260

591 ８番らーめん早島店

はちばんらーめんはやしまてん

都窪郡早島町早島3360-2

086-482-2488

592 秘伝四万十ラーメン

ひでんしまんとらーめん

都窪郡早島町矢尾512

086-482-1155

593 吉野家２号線早島店

よしのやにごうせんはやしまてん

都窪郡早島町早島3458-1

086-480-1165

594 菜園ビュッフェ ダブラ

さいえんびゅっふぇ だぶら

都窪郡早島町早島3458-1

086-480-0707

595 囲碁ハウス

いごはうす

都窪郡早島町早島2478-1

086-482-2328

596 大阪王将早島インター店

おおさかおうしょうはやしまいんたーてん 都窪郡早島町早島3180-3

086-486-1337

597 木音

ころん

都窪郡早島町早島221-2

086-482-4232

598 お食事処 彩

おしょくじどころ いろどり

都窪郡早島町矢尾777

086-292-3018

599 ニュースキャンダル

にゅーすきゃんだる

都窪郡早島町早島3381

086-486-5367

ホームページのアドレス

http://www.town.hayashima.lg.jp/ikashinoya/index2.html

http://www.convex-okayama.co.jp

里庄町（6店）
219 台湾料理

四季旺（里庄店）

220 エビス食堂
221 よろず居酒屋
222 活魚料理

やくう

223 お好み焼き

有限会社魚専
ラブリー

たいわんりょうりしきおう（さとしょ
浅口郡里庄町里見3724-1
うてん）
えびすしょくどう
浅口郡里庄町新庄1522
よろずいざかや

やくう

うおせん
おこのみやき

らぶりー

0865-64-6381
0865-64-2252

浅口郡里庄町新庄2836

0865-75-0015

浅口郡里庄町新庄2917-1

0865-64-2760

浅口郡里庄町里見4249-1

0865-64-3671
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

224 へんこつうどん

遙竹庵

ふりがな
へんこつうどん

ようちくあん

住所

電話番号

浅口郡里庄町里見4248-3

0865-64-2355

ホームページのアドレス

矢掛町（4店）
600 お好み焼き たきがわ

おこのみやき たきがわ

小田郡矢掛町矢掛2533-3

0866-82-3785

601 食工房 つお

しょくこうぼう つお

小田郡矢掛町江良2448-1

0866-82-3232

603 待鳥

まちどり

小田郡矢掛町矢掛3089

0866-82-0205

604 ふじよし

ふじよし

小田郡矢掛町小林57-4

0866-82-1291

324 農家レストラン味好

のうかれすとらんあじよし

真庭郡新庄村2002-3

0867-56-2498

325 ドライブイン新庄

どらいぶいんしんじょう

真庭郡新庄村2205-2

0867-56-3280

332 赤ちょうちん

あかちょうちん

真庭郡新庄村2751

0867-56-2869

真庭郡新庄村2190-1

0867-56-2908

https://www.facebook.com/shinjo.village.michinoeki

こめやくらぶおくつ

苫田郡鏡野町奥津196-5

0868-52-0016

http://www.komeyaclub-okutsu.jp/

442 東和楼

とうわろう

苫田郡鏡野町奥津53

0868-52-0031

443 奥津荘

おくつそう

苫田郡鏡野町奥津48

0868-52-0021

苫田郡鏡野町富西谷1-4

0867-57-2220

勝田郡勝央町岡519

0868-38-1100

勝田郡勝央町為本１６８

090-4802-0711

勝田郡勝央町黒坂３９－７

0868-38-5774

新庄村（4店）

338

道の駅メルヘンの里新庄
夢ひめ

お食事処

おしょくじどころ

ゆめひめ

鏡野町（４店）
441 米屋倶楽部

793 四川料理

奥津

天府苑

しせんりょうり

てんふうえん

http://okutsuso.com

勝央町（3店）
734 手打ちうどん

はまだや

944 土井ん家
949 シーフード

てうちうどん

はまだや

どいんち
はしもと

しーふーど

はしもと

久米南町（2店）
517 炭火焼 樹

すみびやき いつき

久米郡久米南町里方879-1

086-728-9055

524 讃岐うどん さくら亭

さぬきうどん さくらてい

久米郡久米南町神目中175-1

086-722-0472

美咲町（3店）
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岡山県飲酒運転根絶宣言店登録一覧
令和2年8月31日現在
登録
番号

飲食店の商号又は名称

ふりがな

住所

電話番号

273 亀廼舎

かめのや

久米郡美咲町原田1731-1

0868-66-0020

520 酔族館

すいぞくかん

久米郡美咲町打穴中1375-1

0868-66-3111

801 カラオケ 中央

からおけ ちゅうおう

久米郡美咲町打穴中1023-1

0868-66-3888

わふうれすとらんかよう

加賀郡吉備中央町北1977-1

0866-55-9011

いばら

0867-35-0379

ホームページのアドレス

吉備中央町（13店）
238 和風レストラン
624 井原

かよう

かなやま

626 山崎屋

やまさきや

加賀郡吉備中央町井原925-3
加賀郡吉備中央町吉川4860-6
びプラザ２Ｆ
加賀郡吉備中央町吉川4033-1

627 coffee & cake Bernese

こーひー あんど けーき べるねーぜ

加賀郡吉備中央町上野2440-52

628 六白トンカツ

ろっぱく とんかつ
加賀郡吉備中央町吉川5023-2
こくりつきびせいしょうねんしぜんの
加賀郡吉備中央町吉川4393-82
いえ
あらびあーた まんま
加賀郡吉備中央町下加茂1074-4

0866-56-7879

こもりおんせん

0867-34-0015

625 郷土料理

まきば

632 国立吉備青少年自然の家
636 アラビアータ

マンマ

637 小森温泉
640

かなやま

きょうどりょうり

まきば

加賀郡吉備中央町小森245

き

0866-56-8326

0866-56-7187

0866-56-7233

674 レストハウス
693 お好み焼き

品野屋
ササキ

http://www.k-franklin

http://www.kibi.niye.go.jp

0867-34-9033

加賀郡吉備中央町吉川4860番地の6 0866-56-7170

かがや

http://wwwmakiba.org/

0866-56-7445

吉備高原ごっつぉうビュッフェバイキ きびこうげんごっつぉうビュッフェバ
加賀郡吉備中央町吉川4860番地の6 0866-56-7170
ング
イキング

641 加賀や

http://www.eki-kayou.net/

れすとはうす

しなのや

加賀郡吉備中央町上田西2338-4

0867-34-1999

おこのみやき

ささき

加賀郡吉備中央町下加茂1124

0867-34-1148

http://www.kibi.ne.jp/~k-resort/
http://www.kibi.ne.jp/~k-resort/

現在の登録店数は、927店 です。
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