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support shop MAP

mt  KIOSK

盛夏の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素より私どもカモ井加工紙株式会社にひとかたならぬ

ご支援を賜り誠にありがとうございます。

又この度は第 11回 mt factory tourにご参加頂き、

重ねて感謝申し上げます。

日頃、皆様から頂戴しておりますご厚情への

お礼及び factory tour 参加の記念といたしまして、

ささやかではございますが、お土産を用意させていただきました。

ご笑納下されば幸いです。

敬具

令和 4年7月吉日
カモ井加工紙株式会社 代表取締役社長　鴨井 尚志

水辺のカフェ
三宅商店酒津25

高
梁
川

倉敷老松
郵便局

酒津郵便局

山陽自動車
動

JR倉
敷駅

三井アウトレットパーク

イオンモール

倉敷中央病院

酒津公園

倉敷市民会館倉敷市立
美術館

美観地区

factory
tour vol.

8

今後ともカモ井加工紙及び「mt」を

末永くご愛顧下さりますようお願い申し上げます。

工場 MAP

A3サイズ：両面印刷［おもて］
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このフラッグがサポートショップの目印です。

support shop

今回のfactory tour開催にご賛同いただいた倉敷のショップです。
passをお持ちのお客様は、各ショップの条件をクリアして頂くと
ショップ特製オリジナルmtをプレゼントします。
ぜひ足を運んでみて下さい。

※時間によっては各ショップとも予約等で混雑する場合があります。
※特製オリジナルmtは数に限りがあり、無くなり次第終了となります。ご了承下さい。
※オリジナルmtは、1会計につき1個差し上げております。（ショップ毎に条件あり）
※定休日や営業時間が変更される場合もございますので、ご了承下さい。

※●はテープ新デザイン

1

岡山うまれのcoffee&freshjuiceのお店です。
倉敷駅直結。詳しくはInstagramをご覧ください。
ID：@maru5deli_sansute_kurashiki

マルゴデリ さんすて倉敷店

倉敷市阿知 1-1-1 さんすて倉敷 2F
TEL 086-424-0905　営業時間 10:00-20:00　定休日 年中無休

3

4 くし亭 ●

倉敷市阿知2-5-10 ホワイトプラザ2F　
TEL 086-426-9483　営業時間 17:00-23:00　定休日 月曜日

長い間、多くの倉敷市民から愛されている倉敷うどんぶっかけ。
その人気は仲店から始まっています。
ふーまん（今川焼）も食後のデザートにご堪能ください。

ぶっかけ亭本舗ふるいち 仲店 ●

倉敷市阿知 2-3-23　TEL 086-422-2389
営業時間 9:00-21:00（ラストオーダーは 20:30）　定休日 年中無休

［1,000円（税別）以上
ご注文でプレゼント］

2

老舗のお茶屋さんで、店内にはヴィンテージ焙煎機や使い込まれた茶箱が
たくさんあります。数々の賞を受賞した倉敷ほうじ茶も人気です。

つねき茶舗

倉敷市阿知 2-3-24　TEL 086-422-1427
営業時間 月～土 10:00-17:30　日・祝 11:00-16:00　定休日 tour期間中は無休

１３０余年受け継がれた味へのこだわりを、今でも熟練の職人がひとつひとつ、
丹念に手作りしています。倉敷銘菓：むらすゞめをはじめ受け継がれてきた
橘香堂の伝統の味をぜひご賞味下さい。

倉敷市阿知 2-22-13　TEL  086-424-5725
営業時間 9:30-18:00　定休日 無休

［対象商品から850円（税込）お買上毎にプレゼント］

［1,100円（税込）以上お買上毎にプレゼント
（一部対象外商品がございます）］

［税込 2,000円のコース＋ドリンク1品ご注文
もしくは、くし亭オリジナル税込1,500円の
万能醤油（数量限定）お買上でプレゼント］

5 小野祥楽堂

6

「倉敷意匠計画室」を中心としたセレクトショップ。店舗内のギャラリースペース
では毎月替わりの企画展や、作家さんの講座やワークショップも開催しています。

アチブランチ

倉敷市阿知2-23-10 林源十郎商店1F　TEL 086-441-7710
営業時間 10:00-18:00　定休日 月曜日

［1,100円（税込）以上お買上でプレゼント］

7 果物小町のソフトクリームパーラー ●

果物王国・岡山に生まれた果物の果汁を、極限まで練り込んだ新開発の
無添加オリジナルソフトクリームが評判のフルーツパーラー＆カフェ。
ここでしか味わえない、とびきりの果物をお召し上がりになれます。

倉敷市阿知 2-22-15　TEL 086-421-1155
営業時間 11:00-17:00　定休日 tour期間中は月曜休み

［スーパープレミアム清水
白桃ソフト650円（税込）
お買上でプレゼント］

［800円（税込）お買上毎にプレゼント］

倉敷駅に近い串揚げ専門店。肉、魚、野菜など岡山県内産にこだわって選んだ
新鮮素材を中心としたおいしい串揚げが味わえます。（予約不可）
※お支払いは現金のみとなります。

倉敷市鶴形 1-2-20　TEL 086-422-1160
営業時間 10:00-17:00　定休日 無休

老舗で和紙や洋紙などの紙製品の販売を行う「祥楽堂」の運営や結納用品や
掛け軸、さらには色紙および折り紙の販売を行っています。
結納用品の取り扱いや友禅和紙にも力を入れています。

NEW

NEW

9

くらしき桃子中央店は岡山県産の果実を使用した
ゼリー、プリン、コンフィチュール、焼き菓子などが多数あり
お土産や贈り物にもオススメです。

［1,000円（税別）以上ご注文で
プレゼント（一部商品は対象外）］

［1,000円（税別）以上お買上及び喫茶の
ご利用でプレゼント（一部商品は対象外）］

くらしき桃子 倉敷中央店

倉敷市中央 1-1-4　TEL 086-436-7111
営業時間 10:00-17:00（ラストオーダーは 16:30）　定休日 不定休

8 橘香堂

10

大原美術館所蔵の作品をモチーフとした文房具や
アクセサリー、クッキーなどのグッズや美術書など、
様々なミュージアムグッズを販売しています。

OHARA MUSEUM SHOP

倉敷市中央 1-1-15　TEL 086-422-0005
営業時間 10:00-17:15　定休日 月曜日

［1,000円（税別）以上
お買上でプレゼント
（書籍を除く）］

11

蔦の絡まる外観が目印となっている大原美術館ゆかりの喫茶店。
大正ロマンあふれる店内で、美味しいコーヒーやケーキが味わえます。

エル・グレコ

倉敷市中央 1-1-11　TEL 086-422-0297
営業時間 10:00-17:00　定休日 月曜日

［1,070円（税込）以上お買上でプレゼント］

12

美観地区内にある町家を改装した喫茶。
季節ごとに登場する人気のパフェに加え、カレーセットなども好評です。

三宅商店

倉敷市本町3-11　TEL 086-426-4600
営業時間 平日11:30-17:30 /土 11:00-18:00 /日 11:00-17:30  ※L.O.は閉店の30分前
定休日 年中無休※変更の可能性もございます

［雑貨・焼き菓子・ジャムを1,000円（税込）
お買上毎にプレゼント（飲食は対象外）］

円通寺行きバスの発着場所

倉敷駅前西ビル南
運行期間 7/22（金）～8/4（木）
受付場所 カモ井パーキング

①10:00発車（9:30より受付開始）
②13:30発車（13:00より受付開始）

mtも協力させていただいております『岡山ディスティネーション キャンペーン』も開催中!

mt school at 円通寺 7/21-8/12

詳しくはHPにてご報告致します。

犬島や牛窓周辺でもイベントを予定しています！

7/21-8/4mt  KIOSK
倉敷駅構内に期間限定Shopがオープンします。

サポートショップ以外にもステキなお店がたくさんあります。
そのうちのいくつかを紹介します。

平翠軒 「口にやさしく、体にやさしく、人に優しい食べ物」をコンセプトに、
当主自らが選ぶ「全国のうまいもの」だけを取り揃えたこだわりの店です。

バイストン 古民家を再生した店舗で、倉敷帆布のバッグや小物類を販売しています。

アモルフ 2016年創業文具メーカー。
ペンケース、真救キーパーが文房具屋さん大賞に入選。

蟲文庫 美観地区の外れにある知る人ぞ知る「町の古本屋」さんです。

23

オーナー自らが生まれ育った家をDIYで改装し、地元倉敷のカモ井製のmtのみを
扱うmt専門店。TANEの棚柄やデニム柄などのオリジナルマステも人気です。
ミニクーパーとオーナー手作りの木製の棚が目印です。

TANE

倉敷市本町5-12　TEL 086-486-3618
営業時間 10:00-17:00　定休日 tour期間中は無休

［1,100円（税込）お買上毎にプレゼント］

25

倉敷美観地区の町家喫茶「三宅商店」の二号店。桜の名所である酒津公園から
水辺の散歩をしながら訪ねてみてください。季節の自家製果物酵母で作る石窯ピザ
とクラフトビールで乾杯。ケーキやパンはもちろんパフェのアイスも全て手作りです。

水辺のカフェ 三宅商店酒津

倉敷市酒津 2829　TEL 086-435-0046　
営業時間 月～金 11:00-16:00　土日祝 9:00-16:00　
定休日 無休※変更の可能性もございます

24

「倉敷町家テープ製作委員会」によるデザインの倉敷限定マスキングテープや
便箋、扇子を販売しています。他にも紙風船など紙雑貨も多数揃っています。
うちわや紙袋にマステでデコレーションできる無料体験コーナーも人気です。

如竹堂

倉敷市本町 14-5　TEL 086-422-2666　
営業時間 10:00-17:30　定休日 無休

［500円（税込）以上お買上毎にプレゼント］

18

昭和42年に開館した郷土玩具の館。 敷地内には、日本全国の玩具や工芸品、
和雑貨のショップ、日本全国の作家によるクラフトやアートの展示を行う
ギャラリー、カフェ等を併設しています。
※館内のFLAT倉敷美観地区店も対象になります。

日本郷土玩具館

倉敷市中央 1-4-16　TEL 086-422-8058
営業時間 10:00-17:00　定休日 tour期間中は無休

［800円（税別）以上お買上でプレゼント］

19

テイクアウトもOKなランチメニューやカフェをご用意。（tour期間中は
限定のランチメニューもあり）17時からのバルタイムは
バーテンダーによるオリジナルカクテルもお楽しみ頂けます。

クオーレ倉敷 ●

倉敷市中央 1-9-4　TEL 086-486-3443
営業時間 11:00-24:00　定休日 無休

［1,100円（税別）以上ご飲食でプレゼント］

17

1944年創業の老舗・梶谷食品の「シガーフライ」など、風味豊かなビスケット
が楽しめるカフェ。美味しい味わい方が選べる【BISCUITセット】をご用意
しています。食べだしたらやめられないビスケットをお楽しみください。

café BISCUIT

倉敷市本町 5-27 クラシキ庭苑内
TEL 086-427-5515　営業時間 9:00-18:00※変更の場合あり　定休日 年中無休

［1,000円（税込）以上お買上でプレゼント］

［1,100円（税込）以上お買上毎にプレゼント］16

昔ながらの工法で職人が製作した漆器を扱うカフェギャラリー。
作家でもある店主こだわりのコーヒー、お茶などがおすすめです。

あきさ亭

倉敷市本町11-23　TEL 086-434-8209
営業時間 10:00-16:00　定休日 水・土曜日

15

店の中には食器、時計、雑貨などフランスのアンティークが並んでいます。
スコーンや紅茶の楽しめるカフェでは、陶芸、ガラス等の展覧会も
不定期に行われています。

フェリシテ antique et café Félicité

倉敷市本町10-6　TEL 086-423-5277　
営業時間 10:30-17:00　定休日 tour期間中は月曜日のみ (7/25、8/1)

［税込750円以上
お買上でプレゼント］

20

北イタリアで修業したオーナーが作る本格ピザの店。
イタリア産の小麦粉、水、塩で生地を練り、薪石窯で焼くピザは
生地の軽やかな歯ごたえと豊かな風味が特色です。

ピッツェリア ラ・チェネッタ

倉敷市船倉町1700　TEL 086-434-3069 
営業時間 12:00-14:30（14時入店〆切）/18:00-21:00（20時入店〆切）　定休日 月曜日

［1,000円（税別）以上ご注文でプレゼント］

1856年創業、元祖きびだんごでお馴染みの和菓子屋。明治時代の町家を古民家再生
した店舗で、お土産にぴったりなきびだんごやむらすずめを取り揃えています。
喫茶スペースも併設しており、その場でお召し上がりいただけます。

21 廣榮堂 倉敷雄鶏店

倉敷市本町 5-22　TEL 086-421-3888 
営業時間 10:00-17:00　定休日 木曜日 ※場合により変更あり

［1,000円（税別）以上お買上でプレゼント］

22

岡山銘菓「大手まんぢゅう」を味わえるカフェが2020年にオープン。
大手まんぢゅう専用焙煎珈琲や厳選した日本酒など新しい組み合わせも。
テイクアウトも可能なので美観地区を散策しながらお楽しみいただけます。

大手まんぢゅうカフェ

倉敷市中央 1-4-18　 TEL 086-421-3700　
営業時間 12:00-17:00（ラストオーダーは16:30）　定休日 7/26、8/2

［税込1,000円の限定セットをお買上毎にプレゼント
 (内容：大手まんぢゅう２個、大手まんぢゅう焙煎
珈琲２個、大手まんぢゅうマスキングテープ1個）］

13

美観地区内にある和食の料理店。
230年前の商家を店舗に改築した、落ち着きと趣のある店内で、
手入れの行き届いた中庭を眺めながら食事ができます。

あちの郷　つね家

倉敷市本町3-12　TEL 086-427-7111
営業時間 11:30-14:00 / 17:30-21:30　定休日 無休

［1,000円（税別）以上ご注文でプレゼント］

14

ヨーロッパの木のおもちゃや工芸品、
日本人作家による木のおもちゃ・からくり人形など
子どもからおとなまで楽しめる玩具が揃っています。

伊勢屋

倉敷市本町4-5　TEL 086-426-1383
営業時間 9:00-18:00　定休日 tour期間中は無休

［660円（税込）以上お買上でプレゼント］

［雑貨・焼き菓子・ジャムを
1,000円（税込）お買上毎に
プレゼント（飲食は対象外）］

factory
tour vol.
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