
分類 名前 住所 HP 期間 特記事項

大橋家住宅 倉敷市阿知3-21-31 http://www.ohashi-ke.com/ 4/11～5/31

大原美術館 倉敷市中央1-1-15 https://www.ohara.or.jp/ 4/11～8月中旬まで

倉敷考古館 倉敷市中央1-3-13 http://www.kurashikikoukokan.com/ 4/11～当面の間

倉敷民藝館 倉敷市中央1-4-11 http://kurashiki-mingeikan.com/ 4/11～当面の間

倉紡記念館 倉敷市本町7-2 https://www.ivysquare.co.jp/culture/kurabo.html 4/11～5/31

星野仙一記念館
倉敷市中央1-10-11
ヒルトップビルC棟2階

http://1001-kinenkan.jp/ 当面の間休業

日本郷土玩具館 倉敷市中央1-4-16 https://www.gangukan.jp/ 4/14～5/20

語らい座　大原本邸 倉敷市中央1-2-1 https://www.oharahontei.jp/ 4/18～当面の間

旧柚木家住宅（西爽亭） 倉敷市玉島3-8-25 4/20～5/20

ギャラリー倉敷 倉敷市中央1-8-11 http://www.gallery-kurashiki.net/ 5/4～当面の間

桃太郎のからくり博物館 倉敷市本町5-11 4/27～当面の間

加計美術館 倉敷市中央1-4-7 http://www.kake.ac.jp/kakebi/ 4/11～5/6

ゲストハウス有鄰庵 倉敷市本町2-15 https://yuurin-an.jp/ 6月末まで

新古民家再生空間 Barbizon 倉敷市船倉町1223-1 https://www.barbizon.jp/ 6月末まで

倉敷シーサイドホテル 倉敷市児島塩生2767-21 http://kurashiki-seaside.co.jp/ 5/31まで素泊まり営業
素泊まりのみ営業

（温泉大浴場及びレストランは休
業）

WASHU BLUE RESORT 風籠 倉敷市下津井吹上303-17 https://kasago.jp/ 4/5～5/31

旅館くらしき 倉敷市本町4-1 https://www.ryokan-kurashiki.jp/ 4/13～5/31

吉井旅館 倉敷市本町1-29 http://yoshii-ryokan.com/ 4/10～5/31 テイクアウトのみ

かくれ宿　Yuji-inn 倉敷市中央1-10-13 http://yuji-inn.com/ 4/1～

亀島旅館 倉敷市水島明神町7-32 休業中

鷲羽グランドホテル備前屋甲子 倉敷市下津井5-1-1 http://www.bizenya-koshi.com/ 4/6～6/5

旅館中林 倉敷市玉島黒崎6594-11 休業中
喫茶部なかりんは

営業中

KAG 倉敷市阿知3-1-2 無期限休業 カフェは時短営業

西原屋旅館 倉敷市児島味野3-5-12 休業中

せとうち児島ホテル 倉敷市下津井吹上３０３−５３ http://www.setouchi-kojima-hotel.jp/ 4/21～5/31 ランチのみ一部営業

料理旅館鶴形 倉敷市中央1-3-15 https://www.turugata.jp/

5月7日(木)～5月12日(火)
5月14日(木)～5月16日(土)

5月24日(日)/ 5月25日(月)/ 5
月27日(水)/ 5月28日(木)/ 5月

30日(土)～31日(日)

新規予約停止

倉敷ロイヤルアートホテル 倉敷市阿知3-21-19 http://www.royal-art-hotel.co.jp/ 4/25～ 新規予約受付停止

コートホテル倉敷 倉敷市中央2-2-26 https://www.courthotels.co.jp/kurashiki/ 5/1～6/30 臨時休館

あぶと倉敷館 倉敷市船倉町１２５２−５ https://www.abuto.com/ ～5/14

倉敷アイビースクエア 倉敷市本町7-2 https://www.ivysquare.co.jp/ ～5/31

国民宿舎　良寛荘 倉敷市玉島栢島478 https://ryokanso.jp/ ～5/20

あずみ 倉敷市中央1-1-8 http://あずみ.com/ 当面の間休業

倉敷シーサイドホテル
レストラン　オンドール

倉敷市児島塩生2767-21 http://www.kurashiki-seaside.co.jp/ 5月末までランチ・ディナー休業
5/10,5/15,5/16,5/17はランチ

のみ営業

倉敷アイビースクエア
パブリックバー赤煉瓦

倉敷市本町7-2
https://www.ivysquare.co.jp/restaurant/aka

renga.html
当面の間休業

旅館くらしき 倉敷市本町4-1 https://www.ryokan-kurashiki.jp/
レストラン休業
4/13～5/31

カフェ　バラード 倉敷市阿知3-21-16 4/1～5/7
5/8～は時短営業
11：00～21：00

→11：00～17：00

鷭屋 倉敷市本町7-21-32 月曜～木曜、金曜昼、日曜夜

倉敷ステーションホテル直営　瀬戸内海鮮料理　白壁 倉敷市阿知2-8-1 https://www.kurashiki-sh.co.jp/shirakabe/ 4/1～6/30

活魚料理やま幸 倉敷市下庄140-1 http://s-yamakou.co.jp/ 当面の間休業

とうふ料理　鎌田屋 倉敷市本町6-15 4/13～当面の間

菊寿し 倉敷市阿知3-20-29 現在休業中

郷土料理　浜吉 倉敷市阿知2-19-30 http://www.hamayoshi-kurashiki.jp/ 4/20～休業予定

あちの郷 ままかり亭 倉敷市本町3-12 http://www.hamayoshi-kurashiki.jp/ 休業中

くらしき桃子（本店・中央店） 岡山県倉敷市中央1-3-18 http://kurashikimomoko.jp/ 4/25～当面の間

レストラン　亀遊亭 倉敷市中央1-2-20 https://www.kiyutei.jp/ 4/23～5/31

駄々 倉敷市阿知 3-22-6 https://da-da.owst.jp 5/7以降水曜休み

料理旅館鶴形 倉敷市中央1-3-15 https://www.turugata.jp/

5月7日（木）～5月8日（金） / 5
月12日（日）～5月14日（火）

5月25日（月）/ 5月27日（水）/ 5
月28日（木）/ 5月30日（土）～

31日（日）

凸凹堂倉敷 倉敷市中央1-10-10 http://www.tanzawa-net.co.jp/ 4/13～5/20

紡　tsumugu 倉敷市本町10-3 https://tsumugu-indigo.com/ 当面の間休業

ふなおワイナリー　アイビースクエア店 倉敷市本町7-2 http://www.funaowinery.com/ 4/9～5/20

銀座亜紀枝刺子の店 倉敷市本町6-22 http://www5a.biglobe.ne.jp/~sashiko/
月曜日、木曜日（祝日も含む）お

休み
土日は時短営業

倉敷和平治 倉敷市中央1-4-32 http://www.waheiji.com/ 現在休業中

SHAMROCK 倉敷市阿知2-22-2 http://www.shamrock-dolls.com/ 4/16～5/14

倉敷の猫屋敷、

KURASHIKIヒョウ猫の森（2F）
倉敷市中央1-1-3 4/7～5/15

FLAT 倉敷美観地区店
倉敷市中央1-4-16
日本郷土玩具館内

https://flat-kojimaberi.com/ 4/14～

倉敷いろはに小路 倉敷市中央1-1-7 当面の間休業

岡山漁連　ふゅ～ちぁ～ 倉敷市児島駅前3-23 4/20～5/6

倉敷三五八 倉敷市阿知3-21-38 4月末まで

京遊印　倉敷店 倉敷市本町7-2 http://www.kyouyuuin.com/ 当面の間臨時休業

アイビースクエア　アイビーショップ本店・西門店、
愛美工房売店

倉敷市本町7-2 https://www.ivysquare.co.jp/ 4/16～ 当面の間

バイストン　美観地区店 倉敷本町11-33 https://store.kurashikihampu.co.jp/ 4/18～5/20

バイストン　本店 倉敷市曽原４１４−２ https://store.kurashikihampu.co.jp/ 4/18～5/20

倉敷の浪漫 倉敷市中央1-1-4 4/13～ 当面の間

廣榮堂　倉敷店 倉敷市中央1-1-8 http://www.koeido.co.jp/ 4/15～

廣榮堂倉敷雄鶏店 倉敷本町5-22 http://www.koeido.co.jp/ 4/20～

GOHOBI倉敷美観地区店 倉敷市本町8-33 https://kajitsukobo.co.jp/ 4/14～5/31（予定）

橘香堂　美観地区店 倉敷市阿知2-22-13 https://kikkodo.com/ 4/22～ 当面の間

みつばち工房 倉敷市中央1-1-5 http://www.hachinokohonpo.co.jp/ 休業中 当面の間

和のお店　ひな 倉敷市本町8-36 4/21～5/6

民芸定家 倉敷市本町4-13 休業中 5/6まで

くらしきぬ 倉敷市本町5-22 https://www.kurashikisilk.jp/ 当面の間休業

手作り　木鯨舎 倉敷市本町4-16 https://mokugeisya.net/ 当面の間休業

瀬戸大橋観光船協会 倉敷市児島駅前3-23 ～5/31 まで観光船全便運休
※本島への定期船は引き続き

運航

やま幸囲碁クラブ、カラオケスタジオやま幸、やま幸ダンスホー
ル

倉敷市下庄140-1 http://s-yamakou.co.jp/ 当面の間臨時休業

その他

休業のお店情報　　　5月14日（木）現在

文化施設・
ギャラリー

宿泊施設

飲食店

土産物店
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