
美術館・博物館美術館・博物館 病院病院

公衆トイレ公衆トイレ

飲食店飲食店 喫茶店喫茶店

売店売店 薬局薬局

障がい者対応公衆トイレ障がい者対応公衆トイレ

和食店和食店 スイーツスイーツ

服屋服屋

お酒（バー）お酒（バー） お酒（居酒屋）お酒（居酒屋） 和菓子和菓子

本屋本屋

コインランドリーコインランドリー

泊まる泊まる

人力車人力車

セブンイレブンセブンイレブン

電気自動車用充電設備電気自動車用充電設備

.etc その他その他銭湯銭湯 バス停バス停

主要道路主要道路 歩行者用道路歩行者用道路 駐車場駐車場

飲食が可能な店舗飲食が可能な店舗

JNTO認定外国人観光案内所JNTO認定外国人観光案内所指定緊急避難場所指定緊急避難場所

タクシータクシー レンタカーレンタカー
RENT

レンタサイクルレンタサイクル 銀行銀行 両替・銀行両替・銀行 観光案内所観光案内所郵便局郵便局交番交番

コインロッカーコインロッカー 階段階段 赤ちゃんの駅赤ちゃんの駅
・

美觀地區⋯從倉敷火車站南口約 800 公尺 ( 步行約 10 分鐘 )

●

●

●

●

●

●

今橋

中橋

高砂橋

本　町

東　町

中央一丁目

中央一丁目

河船碼頭河船碼頭
川舟乗船場川舟乗船場

兒島 ·水島方面

倉敷站方面

阿智神社

本榮寺

國家重要文化財產
井上家住宅

倉敷公民館

本町郵局

公車專用停車場

市
營
中
央
停
車
場

市重要文化財產
楠戶家住宅

市民會館

美觀地區入口

●

工藝·東洋館

倉敷長春藤廣場停車場

鶴形山公園

倉
敷
川

倉敷民藝館倉敷民藝館

倉敷 Momo-Hary倉敷 Momo-Hary

白神雜貨店白神雜貨店
大正亭大正亭

大西手打烏龍麵大西手打烏龍麵

藪備中蕎麥麵藪備中蕎麥麵

咖啡館 古伊萬里咖啡館 古伊萬里

冨來屋本舖別館冨來屋本舖別館

龍猫店 桃花龍猫店 桃花

大手饅頭咖啡館大手饅頭咖啡館

江戶蕎麥麵 石泉江戶蕎麥麵 石泉

Kurashiki Yoshoku BALATONKurashiki Yoshoku BALATON

阿智之鄉
TSUNE 家
阿智之鄉
TSUNE 家

風之館上野屋風之館上野屋

上島提燈上島提燈

和平治商店和平治商店

分館 吉井分館 吉井

森田酒廠森田酒廠

和式店 HINA和式店 HINA

amorphamorph

藝術空間 路路藝術空間 路路

吉井旅館吉井旅館
信州手打蕎麥麵

AZUMI

西洋餐廳龜遊亭西洋餐廳龜遊亭

Kasurira &
器皿四季

日式雜貨店 KAYA

備中倉敷 瀨戶內庵

米菲藏廚房 倉敷店米菲藏廚房 倉敷店

倉敷名產館倉敷名產館

(有)民藝定家(有)民藝定家

備前燒吉田備前燒吉田

KURASHIKINUKURASHIKINU

The 華紋The 華紋

有鄰庵 岡山縣產
希少和牛料理專賣店
有鄰庵 岡山縣產
希少和牛料理專賣店

咖喱麵包 專門店  白壁庵

倉敷桃子 倉敷中央店倉敷桃子 倉敷中央店

咖啡館 Cascade咖啡館 Cascade

法國料理店 Premier法國料理店 Premier

甜食店 鐮倉甜食店 鐮倉

倉敷布丁倉敷布丁

MIUCHI 雜貨店MIUCHI 雜貨店

TULLY'S COFFEETULLY'S COFFEE

倉敷牛仔街 (� 樓 )倉敷牛仔街 (� 樓 )
倉敷桃子 倉敷市民會館店倉敷桃子 倉敷市民會館店

自製烘培咖啡 kobacoffee自製烘培咖啡 kobacoffee

Salon de Ric'sSalon de Ric's

倉敷和服小町 美觀地區店.etc

倉敷犬猫屋

滔滔 倉敷町家之宿和美術展示室滔滔 倉敷町家之宿和美術展示室

倉敷浪漫倉敷浪漫

ギャラリー　滋ギャラリー　滋

倉敷待宵 GARDEN

江戸切りそば 石泉江戸切りそば 石泉

倉敷デニムストリート（１F）倉敷デニムストリート（１F）
油炸吉備糰子 倉敷奶茶油炸吉備糰子 倉敷奶茶
あげきびだんご　倉敷乳茶あげきびだんご　倉敷乳茶

工房 IKUKO工房 IKUKO
工房 IKUKO工房 IKUKO 広島お好み焼

カレー TAKU
広島お好み焼
カレー TAKU

廣島喜燒 ·
咖哩  TAKU
廣島喜燒 ·
咖哩  TAKU

あぶと倉敷館あぶと倉敷館
Abuto 倉敷館Abuto 倉敷館

倉敷アイビースクエア倉敷アイビースクエア
倉敷長春藤廣場酒店倉敷長春藤廣場酒店

あぶと倉敷館天領あぶと倉敷館天領

Abuto
倉敷館天領
Abuto
倉敷館天領

手打ちうどんおおにし手打ちうどんおおにし
瀨戶內的美味與熱誠 尾崎屋瀨戶內的美味與熱誠 尾崎屋
おざきやおざきや

備中そば やぶ備中そば やぶ

㈲民芸定家㈲民芸定家

ONO+����ONO+����

倉敷アイビースクエア 
レストラン蔦
倉敷アイビースクエア 
レストラン蔦

倉敷長春藤廣場酒店
蔦餐廳
倉敷長春藤廣場酒店
蔦餐廳

京遊印倉敷店京遊印倉敷店

倉敷の地酒 土手森倉敷の地酒 土手森

倉敷地方酒 
土手森
倉敷地方酒 
土手森

旅館くらしき旅館くらしき
倉敷旅館倉敷旅館

伊勢屋伊勢屋
伊勢屋伊勢屋

和のお店 ひな和のお店 ひな

風の館うえのや風の館うえのや

備前焼ギャラリー
倉敷一陽窯
備前焼ギャラリー
倉敷一陽窯

備前燒畫廊
倉敷一陽窯
備前燒畫廊
倉敷一陽窯

くらしき光畑くらしき光畑
倉敷光畑倉敷光畑

備前焼よしだ備前焼よしだ

トトロのお店 桃花トトロのお店 桃花

Father☆
Christmas
Father☆
Christmas

いがらしゆみこ美術館いがらしゆみこ美術館
五十嵐優美子美術館五十嵐優美子美術館

手造り木鯨舎手造り木鯨舎

手製木鯨
工房
手製木鯨
工房

倉敷名産館倉敷名産館

とうふ料理　鎌田屋とうふ料理　鎌田屋
豆腐料理  鐮田屋豆腐料理  鐮田屋

藍照 -ITAL-藍照 -ITAL-
暁 JEANS 藍照暁 JEANS 藍照

くらしきぬくらしきぬ

發酵食品販賣店 旅行藥箱發酵食品販賣店 旅行藥箱
発酵食品販売　旅のくすり箱発酵食品販売　旅のくすり箱

帽子店 Chapeaugraphy帽子店 Chapeaugraphy

ｍｔ専門 TANEｍｔ専門 TANE

mt 專門店
TANE

mt 專門店
TANE

カシミール バザールカシミール バザール
Kashmir-BazarKashmir-Bazar

隱之宿  Yuji-inn隱之宿  Yuji-inn

廣榮堂 倉敷雄鶏店廣榮堂 倉敷雄鶏店

廣榮堂
倉敷雄雞店
廣榮堂
倉敷雄雞店

Hostel&Bar クオーレ倉敷Hostel&Bar クオーレ倉敷

飯店和酒吧店
CUORE 倉敷
飯店和酒吧店
CUORE 倉敷

如竹堂如竹堂

浮世繪珈琲店浮世繪珈琲店

このいと tsumugu 紡このいと tsumugu 紡
紡 -tsumugu-紡 -tsumugu-

有鄰庵　岡山県産の希少な黒毛和牛の専門店有鄰庵　岡山県産の希少な黒毛和牛の専門店

Art Space 路ゞArt Space 路ゞ

浮世絵かふぇ浮世絵かふぇ

atelier&salon羽島屋atelier&salon羽島屋
atelier&salonはしまやatelier&salonはしまや

MUNI CARPETSMUNI CARPETS

民芸茶屋 新粋民芸茶屋 新粋

民藝茶屋  
新粹
民藝茶屋  
新粹

吉井旅館吉井旅館

あちの郷 つね家あちの郷 つね家

お食事処 カモ井お食事処 カモ井

料理店 
KAMO 井
料理店 
KAMO 井

倉敷 和のうまみ処
桜草
倉敷 和のうまみ処
桜草

倉敷日本料理店
櫻草
倉敷日本料理店
櫻草

トルコ雑貨＆カフェ
ぎゃるぎゃる
トルコ雑貨＆カフェ
ぎゃるぎゃる

土耳其雜貨 &
咖啡館
Gel Gel

土耳其雜貨 &
咖啡館
Gel Gel

つねき陶芸 茶房井戸つねき陶芸 茶房井戸
つねき陶芸 茶房井戸つねき陶芸 茶房井戸

冨來屋本舗別館冨來屋本舗別館

こいまりこいまり

café BISCUITcafé BISCUIT

凸凹堂倉敷凸凹堂倉敷

イタリア料理 星のヒカリイタリア料理 星のヒカリ
意大利料理  星光意大利料理  星光

PIZZA ドコロ NOLAPIZZA ドコロ NOLA
PIZZA DOKORO NOLAPIZZA DOKORO NOLA

きび美ミュージアムきび美ミュージアム

くらしき宵待ちGARDENくらしき宵待ちGARDEN
吉備美 美術館吉備美 美術館

滔々 toutou, Kurashiki gallery and stay滔々 toutou, Kurashiki gallery and stay

みうち雑貨店みうち雑貨店

自家焙煎珈琲　kobacoffee自家焙煎珈琲　kobacoffee

サロン・ド・リックスサロン・ド・リックス

井筒屋の地酒井筒屋の地酒
井筒屋地方酒井筒屋地方酒

デニム研究所 by JAPAN BLUE 倉敷店デニム研究所 by JAPAN BLUE 倉敷店
Denim laboratory KurashikiDenim laboratory Kurashiki

桃太郎のからくり博物館桃太郎のからくり博物館
桃太郎不可思議博物館桃太郎不可思議博物館

千屋牛と郷土料理 富来屋本舗千屋牛と郷土料理 富来屋本舗
高梁麵 ·富來屋本舖高梁麵 ·富來屋本舖

倉敷アイビースクエア 売店倉敷アイビースクエア 売店
倉敷長春藤廣場酒店 零售店倉敷長春藤廣場酒店 零售店

くらしき桃子　倉敷市民会館店くらしき桃子　倉敷市民会館店

kojima market placekojima market place

倉敷珈琲館倉敷珈琲館
倉敷咖啡館倉敷咖啡館

くらしき桃子
倉敷本店
くらしき桃子
倉敷本店

倉敷桃子
倉敷本店
倉敷桃子
倉敷本店

FLAT 倉敷美觀地區店FLAT 倉敷美觀地區店
日本郷土玩具館日本郷土玩具館

日本鄉土玩具館日本鄉土玩具館

FLAT 倉敷美観地区店FLAT 倉敷美観地区店

倉敷民藝館倉敷民藝館

Premier - プルミエ -Premier - プルミエ -

ウイステリアウイステリア
紫藤（WISTERIA） 西洋餐廳紫藤（WISTERIA） 西洋餐廳
倉敷国際ホテル倉敷国際ホテル
倉敷國際酒店倉敷國際酒店

レストラン亀遊亭レストラン亀遊亭

倉敷芸術科学大学
加計美術館
倉敷芸術科学大学
加計美術館

大原美術館大原美術館

倉敷藝術科學大學
加計美術館
倉敷藝術科學大學
加計美術館

語らい座 大原本邸語らい座 大原本邸

國家重要文化財產 
舊大原家住宅
國家重要文化財產 
舊大原家住宅

倉敷考古館倉敷考古館
倉敷考古館倉敷考古館

大原美術館

佐野屋本店佐野屋本店
佐野屋總店

備前焼 素美庵備前焼 素美庵
備前燒 素美庵

橘香堂美観地区店橘香堂美観地区店
橘香堂美觀地區店

倉敷の犬猫屋敷倉敷の犬猫屋敷

あずみあずみ

倭物やカヤ倭物やカヤ

カフェ キャスケードカフェ キャスケード

カレーパン専門店　白壁庵カレーパン専門店　白壁庵

倉敷豆柴カフェ倉敷豆柴カフェ
倉敷豆柴咖啡館.etc

倉敷着物小町　美観地区店倉敷着物小町　美観地区店

町家喫茶 三宅商店町家喫茶 三宅商店

畫廊 ·SAIJI畫廊 ·SAIJI

町家咖啡  三宅商店町家咖啡  三宅商店くらしき桃子　総本店くらしき桃子　総本店
倉敷桃子 總本店倉敷桃子 總本店

白神荒物店白神荒物店

ギャラリー 十露ギャラリー 十露
畫廊十露畫廊十露

倉敷の浪漫倉敷の浪漫

みつばち工房 花の道みつばち工房 花の道
蜂蜜工房  花之道蜂蜜工房  花之道

つねき茶舗　美観地区店つねき茶舗　美観地区店
恒枝茶舖  美觀地區店恒枝茶舖  美觀地區店

カスリラ＆うつわ四季カスリラ＆うつわ四季

有鄰莊

新溪園

大原美術館分館

大山名人紀念館

倉紡記念館倉紡紀念館

アイビー学館
長春藤學館

↑倉敷站方面

Cafe 有鄰庵Cafe 有鄰庵
有鄰庵有鄰庵

INOBEINOBE

くらしき桃子　倉敷中央店くらしき桃子　倉敷中央店

果物小町のソフトクリームパーラー果物小町のソフトクリームパーラー
果物小町軟冰淇淋店（１F） 果物小町軟冰淇淋店（１F） 

ドーミーイン倉敷ドーミーイン倉敷

倉敷多米飯店
Dormy Inn
倉敷多米飯店
Dormy Inn

咖啡餐廳 杏咖啡餐廳 杏

手燒煎餅 杏手燒煎餅 杏
カフェレスト杏カフェレスト杏

手焼きせんべい 杏手焼きせんべい 杏

倉敷物語館
倉敷物語館

倉敷館（観光案内所）
（川舟乗船券販売所）
TEL.086-422-0542

倉敷館 (導遊站 )
( 河船碼頭售票處 )

Tshirts-Factory-KurashikiTshirts-Factory-Kurashiki

ゲストハウス 
かくれ宿 Yuji-inn 

ゲストハウス 
かくれ宿 Yuji-inn 

タリーズコーヒー倉敷美観地区店タリーズコーヒー倉敷美観地区店

貓頭鷹和孟加拉貓的森林
フクロウと ヒョウ猫乃森フクロウと ヒョウ猫乃森.etc

土和月.etc 土と月土と月

倉敷 SOLA
倉敷洋食バラトン倉敷洋食バラトン

倉敷プリン倉敷プリン

大手まんじゅうカフェ大手まんじゅうカフェ 甘味処　鎌倉甘味処　鎌倉

STAR ISLAND
SMOOTHIE
STAR ISLAND
SMOOTHIE

The 華紋The 華紋

GOHOBI 倉敷美觀地區店GOHOBI 倉敷美觀地區店
GOHOBI 倉敷美観地区店GOHOBI 倉敷美観地区店

史努比巧克力 倉敷店史努比巧克力 倉敷店

みっふぃー蔵のきっちん　倉敷店みっふぃー蔵のきっちん　倉敷店

スヌーピーショコラ 倉敷店スヌーピーショコラ 倉敷店

備中倉敷  瀬戸内庵備中倉敷  瀬戸内庵

廣榮堂 倉敷店

HEART MADE BASE 大原美術館店

廣榮堂 倉敷店廣榮堂 倉敷店

倉敷 Craft Work Village
( 綜合型手工作業設施 )
倉敷 Craft Work Village
( 綜合型手工作業設施 )
クラシキクラフトワークビレッジクラシキクラフトワークビレッジ

くらし  器  手ぬぐい Gochaくらし  器  手ぬぐい Gocha

日用品  器皿  手巾
G o c h a
日用品  器皿  手巾
G o c h a

岡山デニム　Blue Trick 美観地区店岡山デニム　Blue Trick 美観地区店

岡山牛仔 Blue Trick
美觀地區店
岡山牛仔 Blue Trick
美觀地區店

倉敷帆布 美觀地區店倉敷帆布 美觀地區店
倉敷帆布 美観地区店倉敷帆布 美観地区店

Lithe MB ライズエムビーLithe MB ライズエムビー
Lithe MBLithe MB.etcジャズライヴ アヴェニュウジャズライヴ アヴェニュウ

爵士現場演奏 ( 俱樂部 )  
AVENUE 
爵士現場演奏 ( 俱樂部 )  
AVENUE 

襟立製帽所 倉敷本町店襟立製帽所 倉敷本町店

襟立製帽所
倉敷本町店
襟立製帽所
倉敷本町店

アモルフアモルフ

UKIYO-E KURASHIKI/ 国芳館UKIYO-E KURASHIKI/ 国芳館

UKIYO-E KURASHIKI
KUNIYOSHI MUSEUM
UKIYO-E KURASHIKI
KUNIYOSHI MUSEUM

おいしいものブティック
平翠軒
おいしいものブティック
平翠軒

森田酒造森田酒造

美味食品店
平翠軒
美味食品店
平翠軒 別邸よし井別邸よし井

上島提灯上島提灯

café EL GRECO
喫茶エル・グレコ喫茶エル・グレコ

倉敷帆布、牛仔布、
本町倉敷屋、鬼太郎屋
倉敷帆布、牛仔布、
本町倉敷屋、鬼太郎屋

金賞可樂餅倉敷店金賞可樂餅倉敷店

倉敷帆布・デニム・本町倉敷屋・
ゲゲゲのおばけ屋敷
倉敷帆布・デニム・本町倉敷屋・
ゲゲゲのおばけ屋敷

金賞コロッケ倉敷店金賞コロッケ倉敷店

倉敷美味店 總店倉敷美味店 總店
くらしき美味処 本店

料理旅館 鶴形料理旅館 鶴形
料理旅館 鶴形料理旅館 鶴形

青木被服  倉敷 SOLA店青木被服  倉敷 SOLA店
青木被服  倉敷 SOLA店青木被服  倉敷 SOLA店

MARUGO KURASHIKIMARUGO KURASHIKI

土屋宅邸土屋宅邸
土屋邸土屋邸

倉敷 桃はりぃ倉敷 桃はりぃ

水果咖啡店  果物小町      水果咖啡店  果物小町      
パーラー 果物小町パーラー 果物小町

觀　光　情　報

從車站步行
約��分鐘

倉敷免費Wi-Fi熱點
請利用免費網絡連接服務

「Kurashiki_Free_Wi-Fi」。
這是由倉敷市提供的免費使用 Wi-Fi 熱點。
從倉敷站前至倉敷美觀地區周邊都可以利用。

定期觀光導遊
【當天希望者】  ＊不需要預約
請在出發時間前直接到倉敷館觀光導覽所等待。
出發時間: �:�� (日語) / ��:�� (日語、英語(只
限週一、週三、週五))

倉敷善意翻譯會(免費) 

電子郵件: GWG_Kurashiki@kurashiki-v.net
基本行程: 美觀地區�個半小時
請事先(至少一週前)諮詢本會。
　
人力車  惠比壽屋  倉敷
營業時間　�:�� ～日落
諮  詢  處　電話:���-���-���� 
 　 (+��-��-���-����)
http://ebisuya.com/en　(可在線上預約)

夜間景觀照明
夕陽西落之際，整個美觀地區被景觀照明的柔和燈光所
包圍，非常浪漫。猶如從黑暗中浮起的倉敷格子、 白牆建
築倒映在倉敷川河面上，其身姿給人帶來美妙之幻想。
我們希望讓更多的遊客能看到夜晚的美觀地區帶來的
不同於白晝之美麗景觀，並能盡情享受景觀照明賦予
的美麗夜景之樂趣。

 � 月～ �月（日落～ ��:��）
��月～ �月（日落～ ��:��）

Facebook  「遊覽倉敷」
有用繁體字傳發的倉敷觀光資訊
之 Facebook貼文。請務必追蹤!

倉敷遊覽船
出發時間　上午�:��(頭班船)～��:��(末班船)
　　　　　※每隔��分鐘行駛一次
休 息 日　�月～��月／第二個週一(國定假日除外)
　　　　　��月～�月／只限週六、週日、國定假日營業
　　　　　※年底年初休息
費　　用　請在倉敷館觀光導覽所購買船票。
　　　　　※只限當天售票
　　　　　大人���日圓
　　　　　孩子���日圓(�歲～小學生以下)
　　　　　※未滿�歲免費。
　　　　　※每艘船的定員為�名。

倉敷市觀光導覽所、休息所
倉敷站前觀光導覽站
地　　址　倉敷市阿知�-�-� (JR倉敷車站南口西大樓�樓)
營業時間　�:��-��:��
休  息  日　��月��日～ ��日
諮  詢  處　電話:���-���-���� (+��-��-���-����)
電子郵件　info�ekimae@kankou-kurashiki.jp
Wi-Fi免費　　免費出借輪椅、嬰兒車　　投幣式儲物櫃
 
倉敷館觀光導覽所
地　　址　倉敷市中央�丁目�-�
營業時間　�:��-��:��
休  息  日　年中無休
諮  詢  處　電話:���-���-���� (+��-��-���-����)
電子郵件　info�kurashikikan@kankou-kurashiki.jp
Wi-Fi免費　　遊船售票處　　休息處　　自動售貨機　　投幣式儲物櫃　　
免費出借輪椅、嬰兒車　　西式廁所　　哺乳室　　免費供水處
 
倉敷市觀光休息所
地　　址　倉敷市中央�-�-�
營業時間　�:��~��:��
休  息  日　��月��日～ ��日
諮  詢  處　電話:���-���-���� (+��-��-���-����)
電子郵件　info�rest@kankou-kurashiki.jp
休息處　　自動售貨機　　投幣式儲物櫃　　免費出借輪椅、嬰兒車　　
出租自行車

只使用日語對應

可以對應英語 中國語時需要事先洽詢

可以對應英語

可以對應英語

可以對應英語

可以對應英語

從車站步行約��分鐘

從車站步行約��分鐘

從車站步行約��分鐘

ゆうなぎ 倉敷本店ゆうなぎ 倉敷本店

YUNAGI
倉敷本店

美観 neko
（みかんねこ）
美観 neko
（みかんねこ）

美觀 neko

二葉写真館二葉写真館
二葉照相館 .etc

.etc

令和５年３月発行

倉敷駅前ユニバーサルホテル倉敷駅前ユニバーサルホテル
倉敷站前環球飯店倉敷站前環球飯店

倉敷貯金箱博物館倉敷貯金箱博物館
倉敷貯金箱 (存錢筒)博物館倉敷貯金箱 (存錢筒)博物館

倉敷おもちゃ博物館倉敷おもちゃ博物館
倉敷玩具博物館倉敷玩具博物館

倉敷山陽堂アンティークモール倉敷山陽堂アンティークモール
倉敷山陽堂 Antique 商城倉敷山陽堂 Antique 商城


