
　【直島町生活応援クーポン券・取扱店情報】※　お店の休業日や営業時間に変更がある場合がありますので、ご利用の際には事前に確認するようにしてください。

業　種 お店の名称 連絡先 定休日 営業時間 年末年始情報

三菱マテリアル直島生活協同組合
【本店、本村・工場売店、移動販売】

087-892-2211 （本村売店）日曜日
（本　　店）月～土　10:00～19:00
　　　　　　日曜日　10:00～15:00
（本村売店）月～土　10:00～16:00

休業日：１月１～３日　全店休業
　　　　工場売店は12月29日から休業
　※12月31日は13:00をもって閉店。

小林商店 087-892-3009 毎週水曜日  7:30～18:30 休業日：１月１日～３日

浜口商店 087-892-3141 不定休  7:30～18:00 休業日：１月１日～３日

直島楽市（海の駅なおしま内） 087-892-2299 無　休  9:00～18:00 休まず営業。

木村プロパン㈱ 087-892-2524 日曜日  8:00～18:30 休業日：１月１日～３日

直島石油(有)宮ノ浦給油所 087-892-3054 日曜日  7:30～19:00
休業日：１月１日～３日
　※12月31日は17:00をもって閉店。

イワタコンフェクト 087-892-3179 月曜日  8:30～17:00
休業日：12月30日～31日
　　　　１月１日～６日

ｋｏｋｏｃｈｉ 090-9514-4204 不定休 10:00～17:00
営業日：年末年始は予約のみとなります。
　　　　12月28日～31日、１月１日～４日

ｐａｎ ｔｏｃｏｒｉ 087-892-2003 月曜日＋不定休  8:00～日が暮れる頃まで ※直接、お店にご確認ください。

理髪店 タニワキ理容所 087-892-3572
月曜日＋祝日

第１・３火曜日
 7:30～19:00 休業日：１月１日～４日

ペット美容 おんりぃＷＡＮ 087-892-2501 月曜日＋不定休 10:00～17:00 休業日：１月１日～４日

アカイトコーヒー 090-7974-3778 水曜日  7:00～17:00過ぎ
休業日：12月31日
　　　　１月１日、16～20日

木の崎うどん 080-8636-7903 日曜日 11:00～14:00 ※直接、お店にご確認ください。

島食Ｄｏ みやんだ 087-813-4400 月曜日＋不定休
11:30～14:00 (L.O.13:30)
17:00～20:00 (L.O.19:30)

休業日：12月26日～31日
　　　　１月１日～５日

Ｃｉｎ．ｎａ．ｍｏｎ 087-840-8133 月曜日＋不定休
11:00～15:00（L.O.14:30）
17:00～22:00（L.O.21:15）

休業日：12月25日～31日
　　　　１月１日～５日

ＳＰＡＲＫＹ’Ｓ Ｃｏｆｆｅｅ 087-897-6606 不定休
 8:00～17:00
（L.O. food 16:00 / drink 16:30）

休業日：12月31日～１月５日
　※12月30日は16:00閉店

直島町総合福祉センター「なごみ」 087-892-2458 月曜日 11:00～17:00
休業日：12月29日～１月３日
　※12月27日は14:00閉店

ニューおりんぴあ 087-892-3092 日曜日＋不定休 17:00～22:00（L.O.21:00） 休業日：12月30日～１月５日

マイロッジレストラン 087-873-2106 月・火曜日
18:00～21:00
　※前日までの予約が必要。

休まず営業。

ミカヅキショウテン 087-813-1322 木曜日  8:30～17:00 休業日：12月29日～１月５日

ＬＩＴＴＬＥ ＰＬＵＭ 090-1112-7040 不定休 11:30～14:00、17:00～21:00 休業日：不定期休

【追加店舗】
Ｔｅｅ’ｓ ＤＥＬＩ ＧＲＯＣＥＲＹ

－ 不定休 16:30～22:00（L.O.） 休業日：不定期休

一期一会 快鮮 八代田 080-2948-6437 月曜日＋不定休
12:00～14:30（L.O.14:00）
18:00～20:30（L.O.20:00）

休業日：12月26日～１月５日

ＡＰＲＯＮ Ｃａｆｅ 090-7540-0010 月曜日＋不定休 11:00～16:00頃 休業日：12月26日、31日、年始は未定。

おかしとコーヒー －
火・水・木・金曜日

＋不定休
10:00～16:00 休業日：12月28日～１月６日

島小屋 090-4107-8821
月曜日

(冬季不定休)
10:00～16:30

休業日：12月25～28日
　※１月１日からﾒﾝﾃﾅﾝｽのため１か月間休業。

直島カフェ コンニチハ 087-892-3308 不定休 11:00～18:00頃 休まず営業予定。

直島コーヒー焙煎所
　ＦＲＡＮＣＯｉＬＥ

090-4375-1979 月曜＋金曜＋不定休 12:00～17:00
休業日：12月23日～26日
　　　　１月１日～３日、６日

直島ジェラート 087-892-3301 月曜日＋不定休 11:30～17:00 年末年始は休業。（期間は未定）

８７ｍｏｍｏ 080-6306-5241
月曜～金曜

※土日祝のみ営業
11:00～17:00 休業日：１月１日～２日

ｍａｉｍａｉ 直島バーガー 090-8286-7039 不定休 11:00～17:00 休業日：直接、お店にご確認ください。

ＯｎｅＲｅｓｔ Ｔｅｒｒａｃｅ ｃａｆｅ 087-802-6837 不定休 10:00～17:00 休業日：12月31日～１月３日

ルークスピザ＆グリル 090-1112-7041 不定休
11:30～15:00
17:00～21:00

休まず営業。

和ｃａｆｅ ぐぅ －
月曜～金曜

※土日祝のみ営業
11:00～17:30（L.O.17:00）

休業日：12月24日～25日、31日
　　　　１月１日～８日

カフェ・バー ｍｏｙａ 087-899-2356 月曜日＋宿の休館日 21:00～25:00（L.O.24:00） 休まず営業。（直島旅館 ろ霞）

お好み焼き 海っ子 087-892-2358 水曜日
11:00～13:30
17:00～21:30 (L.O.21:00)

休業日：12月31日
　　　　１月１日～４日

フードスタンド 潮の路 090-6489-9846 木・日・祝日 11:30～14:30
休業日：12月28日～31日
　　　　１月は未定。

ふるさと海の家 つつじ荘 087-892-2838
月・火曜日

（祝日の場合は翌日）
11:00～　　　（L.O.15:00）

休業日：UMI NO STANDは１月１日。
　　　　カフェは当分の間休業。

らうめん 積 087-892-4167 日・月曜日
11:00～14:00
17:00～21:00

休業日：12月29日～31日
　　　　１月１日～９日

ＲＥＧＡＬＯ 087-813-2533 不定休

ﾗﾝﾁ 12:00～14:30（L.O.14:00）
（営業日は１月８、９日、13日～15日他）
ﾃﾞｨﾅｰ 18:00～21:00
（営業日は12月24､25､29～31日､１月１日）

掲載内容を修正。
※　ランチ　…予約不要。
※　ディナー…予約が必要。

ベネッセハウス 一扇 087-892-3223 年中無休 11:30～14:30（L.O.14:00）　※要予約
休業日：１月４日～27日（美術館休館に準じる。）
　※12月23日～１月３日はクーポン利用不可。

ベネッセハウス テラスレストラン 087-892-3223 年中無休  7:30～10:00（L.O. 9:00）　※要予約
休業日：１月16日～20日（美術館休館に準じる。）
　※12月23日～１月３日はクーポン利用不可。

ベネッセハウス ミュージアムカフェ 087-892-2018 年中無休 10:00～17:00（L.O.16:30）
休業日：１月４日～27日（美術館休館に準じる。）
　※12月23日～１月３日はクーポン利用不可。

地中美術館 地中カフェ 087-892-2558 地中美術館の休館日 10:30～16:45（L.O.16:30） 　※12月23日～１月３日はクーポン利用不可。
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