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ジー/ズ はここから まれた !:
児島」
堀島は国産ジ″ ズのルーツであり、染め、

始 まり、

るまで、全てに職人の

縫製

ストリートは、ジーンズの聖地
気のある味野商店街を中心に、
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ジーンズメーカーなどが 出店 していま
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the street lt has nOw bccome a hot spot for
1lbol of our histow

Jcalls lovers This street is a sy■
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Jeans Strcct shops

お 食 事 処

春 野 HARu NO

Rs● u‐ ■日KEMOTO

池 本

倉 敷 市児 島味野 2‑2‑63
営業 時 間 :10:00〜 15:00
定休 日/月 曜 日

TEL 086‑472‑2418

倉敷市児島味野2‑2‑83 TEL086‑473‑0370
営業時間:【 昼:ラ ーメン】11:30〜 13:30 【
夜:居 酒屋】17:30〜 23:00
定休日/(昼 )' (夜 )日 曜日

露肥i」 上

Hours:10:0015:00

お 好 み焼 き

ノヽ okonom″ ah YONEHACH:

中 国料 理 浩 陽

c● sne

Closcd i Tllcsdays l

Lunch Timc l ll130 14:00

Closcd:Thursdays

カフェレストラン モ ン・ フ レ … Jレ

RAKuYOu

天難羅 三松

l

●nc ЮBARASⅢ

Hours:H3022100(c10SCd bctwcen 14:0017:00)

倉敷市児 島味野 2‐ 2‑47 TEL 086‑4732689
営業時間 :11:00〜 21:00
ランチ タイム :11:00〜 14:00
‐■■ ￨1
1‐ ■ ￨￨
定休 日/火 曜 日 ■■ ￨‐

Hours:11:0021:00
Lunch Timc:11:00‑14:00

seto uch c昴

■3の

倉敷市児 島味野 2‑2‑84 TEL086‑472‑0736
営業 時間 :]1:30〜 22:00(14:00〜 17:00は 仕込み)ラ ンチタイム :]]:30〜 1400
定休 日/本 曜 日
※釜飯定食は、
炊きあげるのに少々お時間いただきます。事前にこ予約 ください。

襴革帯‖
下
Tb
辮場
濶霧
chne

l■
,(Night)Sundays

瀬 戸 内料 理 き ば ら し

TEL 086‑472‑9898
倉 敷市 児 島味'機
野 2‑2‑66
営業時間:11:00〜 20,30(1400〜 ]7:00は 仕込み ※日曜祝日は仕込みなし)
‐
ランチタイム :1100〜 14100(火 〜土)定 休日/月 曜日

30■

搬彎8dbC"CCn

:♀ :::器
Closcd:(Lunch).・ '

Closcd:Mondays

■

倉敷市児 島味野 1‑6‑7 TEL086‑473‑0864
営業 時間 :8:00〜 2100(]5:00〜 1700は 仕込み)
定休 日/水 曜 日

￨

￨

.npura ttMATSu

]∫ I:iff::マ

i‰ 1捜
Closcd:Wcdncsdays

ランチタイム:]1:00〜 1500

評b° WCCn 15100‐ 17:Oo

ク ラ フ トカ フ ェ キ ツ チ ン フ タ バ

Cra・

cat ЮTCHEN FunBA

倉敷市児 島味野 2‑2‑43 TEL 086‑473‑1060
営業 時 間 111:30〜 2130(13:30〜 1700は 仕込み)ラ ンチタイム :11130〜 13:30
定休 日/月 曜 日、■ ■ ￨ ￨

倉敷市児 島味野 1‑7‑2 TEL086 472‑1336
営業 時間 11000〜 21:00(15100〜 18:00は 仕込み)ラ ンチタイム 1]:00〜 14:00
定休 日/■ ￨■

Hoursi H:3021:,0(C10SCd bctwccn 13:30‐ 1700)
Lunch Timc 1 11:30‐ 13:30
‐
‐‐
Closcd i Mondays,
￨

Cdb∝ WCCn l,00■ &Oo
露
肥i」 l:♀ 響:∬ 揖貯
δ
Closcd l‐

.

￨

や ま も と ゝMAMOTO

食事・喫茶 ち く り ん

倉敷市児 島味野 2‑2‑39]F TEL086‑473‑4221
営業時間 :10:00〜 ]8130 ランチ タイム :営 業時間な らいつでも OKI
■■ ■ ■
定休 日/月 曜 日・

倉敷市児 島味野 1‑7‑19 TEL086 472
営業 時間 :8:30〜 ]4:30、 17100〜 21:00
定休 日/火 曜 日

Hours l 10:0018:30

Hours:8:3014130/17:0021100

=■

￨

と鍋T場 :1ぬ 仇
1:.lT摯 :::lCl l.̲、
iよ

Lunch Timc 1 1li30‑20130
Closcdi Tllcsdays

Restauran● Bar CHIKumN

2187
ランチ タイム :口 30〜 20:30

」APAN

Momotaro」 eans

BLUE JEANS

KoJima AJino Main Store
lll太 郎ジーンズ 児島味野本店

〕
虫′
汐pan

RAMPUYA藍

TEL:086‑486‑2004
0PEN:10:00‑19:00

TEL:086‐ 472‐ 1301

TEL1086‑441‑1350

0PEN 10:00‑19100

TEL1086‑473‐ 3670

TEL:086‑470‑6363

0PEN:1000〜 1900(平 日は1200〜

htp〃 www mOmotaroleans com

0PEN:9:00‐ 18:00
htp//www dan alapan cOm

0PENi1 0100‑16:00

http//WWW japanb ueleanS COm

含り
業 か ら20年 超 の生 地
メーカーが牛み 出す ジーンズ

世 界 にひとつ だ け の
ジーンズに出 会 える

《
The brand created by den m

Hands ofarusa∩ s make m

arusans wth more than 20 years

cometrue Thefamous

ジャバンブルージーンズ

SHOID LIST

翻 〜翻
翻 〜翻

of

North Area

e× pene∩ ce n Kolima》

Weare deve op ng a w de

」
apan Dye ng,weav ng and

products This s our pnde

sew ng n everydetat

South Area

営業 日/Open

overthewoHdJnceandent

nd̀

h̀tory lA/e beleve humanに

qualty Acda med coo ag ng

atracted to ls punty lA/e respect

V ntage leatures beauifuけ

Wearthem′ and YOu w‖

ts profound

m挟 ed wthsty‖ sh urban

understand why denim manね cs

to contr bute to ts a‖ ure by

s‖

love this brand

houettes

Ыue cdor West百 ve

.

shop to ourfactory
brand The factory has been
produc ng exce‖ ent fashion

procedureofJapaneseA(natural
hdtO)thrOugh yourown hands We
valuetradilonaltechniquesofthepast
masters Jow and melcu ousdye ng′
step bystep The mportance of
ded caion The subt e and tender

たd

ファクトリーブランドに よる
直売 店 舗 です
D rect reta‖

d rerentfrom a reguぬ i nd goP Here
yOu can exper ence ourdyeing

people share an

Of ndtO has been admittd J

EANS boasts h gh

‐
天 然 藍 "が 何 であ るの か 。

DANIA=DNA(Genes)+A lndlgO)

′

)

http7/www concave b z

What̀a natura nd go?Hoẁ

lnd go DNバ becausethe beauty

ecompan es n

www iampuya colp

他と何が違うの力、

/1e be‖ eve a‖

EANS was born
from one ofthe mostre∩ owned

vanetyofonJnalteXjttsforour
Beaujfulaging s guaranteed

ades

SA:0

畑

子￨￨:ヽ 111に 、インデイゴ
i界 中で愛された色,
占代より‖
)

MOMOTARO」

MOMOTARO」

http:〃

DA NIAブ ランド=DNAI遺 伝

.

den m tex●

Rampuya Aibatake

productsfklrmorethan 60years n
Kolima,and th̀shopwasthettrst
shopto paridpate whenthe
″
Kolima」 eans Street″ prolectwaS
ぬunched Morethan 40 d ferent
sty es Famousfor our use ofsoi

n We want
pass On ourtechnique and ph‖ osophy
ng oftexture on the sに

to the next generajon*Reservaion

texj es Wde‖ ne up lorboth men
and women ofa ages Thζ brand
has manγ manvね ns Store Hou「 s

creaing deJ forms

reqmied fOrdydng expenence

休 業 日/Closed

倉敷市児島味野1‑1410
定休日:年 中無休 (年 末年始除く

倉敷市児島味野 1]2‑17
定体日1年 中無体 (年 末年始除く

倉敷市児島味野 1‑1214
定休日:年 末年始

倉敷市 児島味野 1‐ 12‑10
定休 日 :日 曜 日、祝 日

倉敷市児島味野 111‑14
定休日:月 曜日、
年中無休(年 末年始除く

不定休 /1ndeinte

Address l 14 10ainO′

Address:112178メ no′

Address■ 12 14al no′ Kol ma,Kurash
C osed:New Year′ sho day

Addressl■ 12

Address I■ 11

)

Kalma′ Kurash k cty

C osediNew Year′ s hottday

)

Kolima′

Kurash klctv

C osedl New Year′ s ho idav

klctty

1000112Ю Oiorweekday1 1900

)

Kolim3,Kurash klcty

10 8i nO′

14 al no′ Kollrna′

Kurash k ctv

C osed Sundavs&pubic ho davs

C osed:Mondaぃ &Nenlkar's hOldav

NE:GHBOR COFFEE

kOiima market place

Kla浄 on Kojima Store

TEL:086‑472‑5183
0PEN:8:00〜 1900

TEL:086‑441‑8447

htp//ne ghbor cofee com

http//www kolimamarketp ace com

httpプ /www

エ スフ レ /ツ の

r下

拘 りの ア メ リカ ン カ ジ ュ ア ル
ウェア は 是 非 、Jl店 で

A re a力 ng cafe wに

h aroma of

lつ 1つ に
こだわ りの加 工 を施 した
デ ニ ム に出 会える場 所 。

ホームページ、
又はお電話にて
お問い合わせ下さい

Womb

SHIF丁 0

BLUE RECORD(S)

TEL:086‑474‐ 0685
0PEN:12:00〜 19:00
http〃 www wOmb biOcante com

TEL:086‑441‑1181

TEL:086‐ 486‐ 5460

0PEN:10:00^。 17:00

0PEN:10100^´ 18:00
http〃 eに anekJp

httpプ /www

他 にはな い 空 FHUを 展 開す る
道具 店 .
I「

An anjque dea ershop wth a

mag ca atmosphere
to an anique shOp

コー デ ィネイトで きる
インデ ィゴ服 をユ ニ セ ックス
で提 案 。
The proposed unise×

indigo

A veteran of den m

c othesthat can be coordinated

manufactunng hna y Opened

Enioythe ag ng wth nd go

se ec● on

oblects ofJapanese ndustttes
Testlゞ

:

hsownshop A good

You can ind ma∩ y cunOus O d
Our brand・

「不 易流 行
いつ まで も変 わ らない けど
新 しく、時 代 に応 える
ジー ンズて
,

An o d bankbu‖ d ng was
renovated i∩

mowelp

ofden m fash on for

COMPANY

d百

e×

)二

nks Don tforgetto taste

・DO∪ GHNUT

specittc taste

PLAINIT・ donuts,

Okayama prefecture Seats wth a

greatvewontheterrace FREE
Wi‑l Al menu temsare

per ence Enjoy ease,

comfort and des gn

ava‖

0PEN:10:00‑18:00
kax on net

￨

The pbce where you can ind a

ヽ́′
e handle high qua ty c10thing
fu‖ ofgood o d Amencan
atmosphere invo ved n

vattety ofweathered and

fabi c,parts,deta and

Kolima's crafrsmansh p n our

everywhere such assew ng
method and so on
We proposethat made n

ecuon

OKAYAMAleansthatto be

crushed den m jeans Dも

onlyava ableinourcafeln

his knOw edge and

matenaな such asscrap woOds

´ジ´)ま ブしる

TELi086‐ 489‑0697

0PEN:10:00´ ウ
18:00

espresso ttllov espressO― based

menand women′ renecjng

reuses

Ktax on児 島本店

unique cO‖

cover

parjcu ar aboutfrom the
we aretota casua

yarn′ and

gned in
coord nalon of bottoms′ tops
andiaCket and so on

select shop that can be a‖

ablefortakeout

fu‖

倉敷市児島味野1‑1019
定休日:水・木曜日、
年末年始

倉敷市児島味野 111‑6
定体日:不 定体

AddressI■ 10

Address:■ 11

Closed:ヽ

19 al no,Kolima′ Kurashkldty

″ednesdavs′ Thursdays′

NewYear′ s

6 dlho′

Kqirna′

Kurashkmty

C osed:New Year's ho‖ day
and otherindeln te c10sed days

ho ldav

倉敷 市児 島味野 22‑391F
定休 日 :木 曜 日、年末 年始

倉敷市児島味野22‑392F
定休日:木 曜日、
年末年始

Address:2 2 39 1Fai no Kolima,Kurash klctv

Address 2 2 39 2Foメ

C osed iThursdays&NewYear's hO‖ dav

C osed lThursdays&NewYear′

no,Kqlma,Kuiashk卜 aty
sho‖

倉敷市児 島味野 22‑39]F
定休 日 :年 中無休 (年 末年始のみ休業

倉敷市児 島味野 2‑2‑39
定体 日 :火 曜 日、年末 年始
dav

)

Address 2 2 39alno,Kolma,Kurash ttdty

Address:22391Foino′

C osed:Tuesdays&New Year'sho‖

C osedlNewゝ ars hOldav

day

Kolima,Kurash klcty

臨 毅
WHOVAL STORE

PAZ ALAPAAP

RIVETS

TEL:086‑441‑2304

TEL:086‑486‑4755

TEL:086‑473‑6081

0PEN:10:00〜 18:00

0PEN:10:00^´ 18100

0PEN:10:00^´ 18:00

TELi086‑441‑9100
0PEN l100〜 1600(土 日は1000〜

htrp7/www kam kaze attack com

hup〃 deeta

hip//v ww facebook com/paz 20121123

http〃 www kolima tOWn net/向 vets

ホ ンモ ノの ジーンズ好 きには
わか るはず

愛 と勇 気 とフ ァンタジ ー

Made in Japanに こだわ り
・DeeTA"
続けるブランド

Cai&Select shop

■uejeans manacs ove our

fantasy possessed one crazy Kolima

productsI Co‖ ecjon of unique

guy Superlu× ur ous and bold,tOp

点 ,点 を作品と17dえ 、
デザイナー自らプリント l‐ 製に
携わっている
ヽrtist C00ds Store・

modeL from our brands《

qua‖ ty Kam kaze Atack,ahh yes′

Pure Blue」 apan Kojimastore

Tenryo De雨 m Kolima Store

pure blue japanO児 島店

Kamikaze Attack

倉敷天領 デニム 児島店

カミカゼアタック

TEL:086‐ 473‐ 3332
0PEN:11:00^ヤ 18:00
htp〃 www pureb ueJapanJp

TEL:086‑441‑2518
0PEN:10:00^マ 18:00
httpツ /www

インデ ィゴ ブ ルー の 空 間 に
ようこそ
Pure B ue」

apan hasa w de

var ety ofi∩ digo―

dyed products

Jeans′ jackets,sh rts′

hoodles,

ttax on net

!

sweatshrts they arejust

Kurashitt Tenryo Den m》

beautlful They have c ass You

The St‖ ke Go d》

w‖

indaparofperfectieansh

th sshop

and

wth authenic

n1995′

af***ing y nsane den m

定休 日 :土 ,日 ・祝のみ営業 (不 定体
Address 2 2 66 101司
V′ e

い。
Ko,ma′
′

)

Kurashtt dty

are open only on Saturdays,Sundays
and Nalonalholdaysin」 opan Ondenn te)

htp〃whOva com

Our・ DeeTA'b and prOducts are

stncJy made nJapan nthe
tt

ChugOku region,Deё TA products

bve Kamkaze Atacに おJ Wdre

can be purchased onlyln th s

go ng aga nstthe gra n Kam kaze

shop Try ato ouroH」 na

taste and exce ent

Atack,Yesに ta‖ v ng fdntasy Never

dddoustea(MOnmOuthヽ ゴ

craftsmansh p

end ngsurp面 se beyond the w‖ dest
Ame百 can dream Cry out n hyste間

倉敷市児島味野2266‑101

den m com、

倉敷市児島味野2‑2‑66‑102
定休日:木 曜日

'Arists goods store・

fash on and

Koima」 ea∩ s street Communty
Staion

by one,by the hand ofdes gners

Store Hours ll100‑16:00

and arlsts'Funto wearand
happyto carry・ s ourconcept

(Weekend lo 00 17 00)

Someimes wtha bた of heakhy

a

Comehere Dont m̀s anyth ng

arjsic rony MOst un que

倉敷市児島味野2‑2‑66
定休日:土 ・日・祝は営業。
平日は
不定体(お 問い合わせ下さし
ヽ

Kolima′ Kurash k卜 cly

ストリー トの 憩 いの 場
お買 い 物 の途 中で ひと虐、
入れてみ ませ んか …・

accessones wth an arishc
nsp rahon Sewn and pttnted,One

倉敷市児 島味野 2‑266
定休 日 :月 曜 日 (祝 日の場合翌 日)、
年末年始、その他不 定休 あ り
Address 2 2 66 al no′

1700)

倉敷 市児 島味野 22‑83
定休 日 :水 曜 日、年 末年始

Address 22 66 102a no,KGIma,Kurash ttdty

C osed Mondays{andthedavanerpubicholdayl′

Address 2 2 83aino′

Closed:Thursdav

Newtarshddavhdeinledoing

C osed Wednesdays,New lears hd dav

Kolima Kurash m aty

稚部 ttWJI曽 ]躙
旧爵
lξ

倉敷市児 島味野 2‑5‑3
定休 日 :火 曜 日
Address:2 5 3dlno,Kolima′

Kurash k卜 cly

Gosed Ttlesdays,NewYear′

shddav

Apple Do

MuuSAN63

Senlo

EDGE OF LINE

Denim Closet

HIGH ROCK

0PEN 10i∞ 引 80Э 評 日は11∞ Ч 7001
htp:〃 www edgeon ne com

TEL:086‐ 441‑7372
0PENi10:00〜 17:00
hip〃 www denimdOsetlp

TEL:086‑472‑7825

都 会 的 セ ンスに あ れ た
=、
デ ニ ムス タイルを提
案

女 性 のための
パー トナ ー ジーンズ

林檎堂

from KURASHIKl

TEL:086‐ 486‑2128

TEL:086‑472‑2328

0PEN:10:30〜 17:00

TEL:086‐ 473‑5775

0PEN 13 00〜 1700(土 日は1000〜 1800)

0PEN:1000〜 1800(土

http〃

app edo moon b nddOudip

htpl〃

!

JEANSSTREETを

0′

楽しんで下さいね̀J

o sapple do

Weに ometo Ko ma ttease ettOy
the」

eans Street

｀
・た た島
す・月
Follo、′your hcalt

Kolima′

Masterplecejeans are herel

dream ngoiSimpyfdntasucand
hot OurcO‖ ecuoǹfOrbOth men
and women,and atOfOrttds

so we makefuncjona and Ove y

ゝore Hoursllo oo 18 00
(Weekend)/130017:00

Store Hours:10:00‑18:00

(Weekdaぃ

des gnsに

s rea‖

y attraciveヽ ハ
/e

atohaveMentwearandjeansll
(Weekend and pubic ho‖

dayl/

100017100(weekdays)

)

Kurash k cty

C osedl Mondays&New YearshO day

玄」の オ リジナル ジー ンズ は
ここ ￨!
A the factOrystaffare woman′

)

Address:1 9 26 alno′

)

sty shieansyOu have been

倉敷市児島味野 1‑11‐ 12
定休日:月 ・火曜日
年末年始、
その他不定休あり

倉敷市 児 島味野 1926
定休 日 :月 曜 日 (年 末 年始 除 く

TEL:086‑441‑7677
日祝

1000〜 1700(平 日
htp〃 muusan63 ocnk net
)

オール0番 ステッチジーンズ
普通のジーンズに飽 きた方に,
《Love g hd嘔 hdtOに bVd》
thも にour motto Rnd un que and

「 こんにちは、
林檎堂です .
児島にようこそ

He‖

Www seno secOnd cOm

ぬlmV

靱

!

0PEN l1 00〜 1600(土 日祝は1000〜 1800)

http lluww h ghrOcks net

家 族 4人で創 る
ブッシュ バ ンツの お店

￨

Denlm sty e wth urban

Best paltner」 eans for bdies

soph stlca■ onl Llne― ups fOr both

JeansfOr women We dedに ate

fam‖

men and women PantsandtOps
forcoordinaung Awdevanetyof

ourse ves to patterns,matenaヒ

the patterns,Father does the

anddeЫ gnsforYOuto ookmore

cu面 ng,and Daughterand sOn

Bushpantsmadeby4sk‖ ed
y members Motherdraws

den m accessonesand bags ugng

sty‖

Kolima'sfamOus・ Hanpu‖ ca nvas

made ofden m make perfect

pants bOrn from famiy pnde and

OurJeans are aし o sutab e for

souven rsl

loveヽ ハ
/e a so specia‖ ze in

dothesew ng Superb bush

sh and beau● ful Accessories

sem「 casuJocca● ons Store
Hours lo:oo 18 00(weekdaysi

authenicJeanswた h5pOckets
Store HOurs l■ 00■ 000{weekend

ll:00‑17:00)

and pub cho‖ days 10,00‑18:00)

倉敷市児島味野 1‑1]10
定休日:木 曜日、
年末年始

倉敷市児島味野 ]11‐ 7
定休日:不 定体

Address il ll 10dlnO′

Address:1 ll lalno,Kolima′

Kolima′ Kurash M‐ dty

C osed:Thursdays&NewYear′ s hondav

Kurash k「 cty

Closed:Indein te

定 休 日 :不 定 体

倉敷市児島味野 1116
定休日:火 曜日

Address l,21可 nq KOlmaKtltth晰 ■
■v

Addressil l■ 6a nqKtt ma′ Kuttshik―

CIosed llndein te

CIosed:Tt esdav

倉 敷 市 児 島 味野

1921

cw

lll ll■ ■

=￨￨￨ ￨￨

Kojima Genes

UN10N BROS.KO」

lMA JEANZ00

VALIANT ELEPHANT Waiwaiya

児島ジーンズ

わいわい家

TEL1086‑476‑5566
0PEN:10100〜 19:00

TEL:086‐ 697‑6009
0PEN l1 00〜 1800(■ 日祝は1000〜 1800)
htp llヽ ww davtonabros cOm

http〃 eshOp kolima genes cOm

TEL:086‐ 441‑5541
0PEN:10100^´ 18:00

TEL:090‐ 1181‑5277

httpプ /WWw

htp〃 www commonp ace okavamalp

0PEN:10:00‑18:00

ieanzOo com

名高 い 岡 山県児 島

Da■
アメカジ専 門誌
ona BROSJ
′
)コ ンセプ トショップ

☆ デ ニ ム雑 貨 の動 物 同☆

ひと味 違 う
人人のデザ インジーンズ

Kolimaも n Okayama′ the

ヽ
Ⅳereaconceptshopofan

JEANZ00も the zoo ofden m

Our brand wasstarted n 2007in

renowned ho y p ace ofjeans

Amencanね sh On magaane

accessOttes Our ong na

NewYorkand developedin

ジ ー ン ズの 聖 地 と して

￨

TEL:086‐ 474‑2303

TEL:086‑474‑8110

0PEN:10100‑18:00

0PEN:11:30^‐ 14:00、 18:00〜 2:00

http〃 www va bnte ephant com

地元 のみ なさん に支 えられ
居酒屋 わいわい家 が
ら― めんランチ を始 めました。

「 より良い未来を切 り開 くJ
とい うコンセプトで
商品作 りをしています

Ourb̀tro stHves wth the

.,

support oflocalfr ends and

Vahant e ephant's concept:

Our brand・ Kolima Geneず offers

・ Daytona BRos'FocuJng onthe

an ma「 shaped accessones′

London Now we are back n

h gh y esimated Kolima qua ty
products wth affordab e pnces

UN10N BROS・ ′
・THE FLAT HEAD・ ・SAMURAI
JEANS・・ E GHttG・ etc You can

千sh"ts′ etc everythmg made of

」
apanI《 cOmmonphce》 ofrerC

den mlBOth aduに sand ch‖ dren
can enjoy ourzoo store Products

elegant des gn and

fash on IShrts,aprOns′

ramen nood es wth de‖ c ous

cratsmanshipin a w de vanety

made nco‖ aborajon wth Other

wortpants,pa nterpants′ etc

ofdothesforadutts′

SOup(m̀0,sa t soySaucq
chcに n,pork etc)SurpttЫ ngthat

o百 g na brand・

Feelthe pride Yoursausfacuon
guaranteedl

meeta famousJapanesetop brand
a‖

overthewo‖ d

Kolima brands can be puに

Store Hours ll:00‑18:00

・Carvngouta

customers We aヒ o serve specね

betterfuture・

ramen unches AvanetyOf

S mpVe egantand casuJ

men and

hased

a b stro can create such

wonderfu Ramen1 0nce you try

only here in this shop lt'sa

(Weekend and pubic ho‖ days10 oo 18 00)

mustsee

it you W‖ get addに tedl

倉敷市児島味野2‑2‑39
定休日:木 曜日

倉敷 市児 島味野 2‑2‑85
定休 日 :水 曜 日

倉敷市児 島味野 22‑39
定休 日 :水 曜 日、年末年始

倉敷市児島味野2‑239
定休日:不 定休

Address 22 39司 ho,Kolm8
Closed:Thursdav

Address:2 2 85oino,Kolima,Kurash klcty

Address:2 2 39 dlno′

Address:2 2 39 alno,Kolima′

Closed i Wednesdav

C osed l Wednesdavs&NewYear'shd dav

Address12 2 39o「 no′ Koima,Kurash tt dty
Closed ilndein te

Address 22 858ino′

Closed:Indefln te

BLUE TRICK

Seventh Sense Folklore

Streettea house MUTSUBOAN

PALLEtt SHOP

BLUXE

Kurash ttcty

Kqlma,Kurash m‐ dty

Kurash k卜 olγ

倉敷市児島味野2285
定休日:(昼 )火 曜日(夜 )不 定休

倉敷市児 島味野 2‑2‑39
定休 日 :不 定休

Kolima,Kurash tt dty

Cbsed Ttesdays 100n}hdeinに eぃ tho

︐
囃

BLUE WALL
TEL1086‑476‐ 3008

ストリー ト茶屋・MUTSUBOAN"

0PEN:10:00^ッ 18:00

TEL:086‑489‑0598
0PEN 10100〜

TEL:086‑697‑6673
0PEN:10:00〜 19100

TEL:086‑441‐ 9100
0PEN■ ■00〜 16:30

httpプ /www

TEL:086‐ 441‑7988
0PEN:12:00〜 18:00(土 日祝 11:00〜

http〃 b uet面 ck coip

htp//shop ssf sh rtlp

htp〃 www koirna tOwn net/mutsuboan

https〃 nstagram com/ptt et ife̲stOrゾ

インディゴカラー を中tヽ に
ディティールにこだわった
温かみのある商品を収 り揃えて
お待ちしています.

デニムに合う
Made in Japanの シャツを
買うならココ

懐 か しい雰 ■l気 漂 う
建 物 が 日印。

From mentO Ladyゝ

den m shrt‖ made n」 apan・ ′
this

settojp

児島の空気感を少しても
感 じられ るお店 であ りた い と
思っています
″
′
KO」 IMバ ′
bythe SETO nbnd
sea′

there are surrounded by

ryou wantan exce‖ ent quJた y Of

l make most products wth ndigo

nature and we can reach and

spend ime ALothere are
surrounded bythecreajMty
a∩

!￨

factOry

l,vantyou tO cOme tolook atthe

̀the sspecia
nghtp ace
ye
shop
zed Thも
in sh rtsヽ ハ

d scerning prOduct

aLO OferstⅥ も
h Shrts for

′
d produclon′ BLuE ttALビ ′

bus ness use High qua ty and
affordab e pttces

we wou dllke to be space which

「色 」の ある服 に出会 う

TEL:086‑470‑5520
)

0PEN:10:00‑19:00
htlp〃

www sou∨

e ip

from the tubes,we create the

100年 以 上前 の 建 物 を
まるで美 ai館 の 中にあ る
洋服 屋 の 雰 囲気 に 人改 造 。
ヽ́Ve restored an old」 apanese

dessert《

new co ors accordingto b end

house bu‖ t rnore than 100 years

SOup)》

them to cO OHze your iた story

areaヽ ハ
/e preserve its traditlonal

agointo a museum― looking

Store HOurs 12:00‑18100

fashion shop

recipe You can ind accessor es

(Weekend and pub‖ cho day,

made ofKol ma den m dothfOra
masonaЫ e pncel

ヽ
Ⅳe cometothe deep nd go

11100‑18:00)

bue wo‖ d ofBL∪ XE Our
products are made ofspeda

apanese tea hOuse has
been famousfor tsJapanese

Th s old」

Zenza(sWeetred bean
fOra ttngime nth̀

(

Nottousethecolorpaintsdirecty

you can tte whatyou are there

indigO

倉敷市児島味野2‑5‑3
定休日:年 中無休(年 末年始を除く

倉敷市児 島味野 2‑2‑65
定休 日 :土 日祝 のみ営業

Address:2 5 3aino′ Kolma′ Kurash tt cty
C osedl New Yeart ho‖ day

Address12 2 65 alno′

)

Krlima′

倉敷 市児 島味野 235
定休 日 :火・木 曜 日
Kurash k卜 cty

Open on weekend and pubhc ho‖ days

Addressi2 3 5aino′ Kolima′ Kurash k city
CIOsed iTuesdavs′ Thursdays

倉敷市児 島味野 2‑3‑6
定休 日 :月 〜 木 曜 日
Address12 3 6alno′

KOlima′ Kurash k卜 cny

C osed Mondays,Tt esdays′

WednesdavsThursdavs

倉敷市児島味野22‑77
定休日:木 曜日、
不定休

倉敷市児島味野2‑3‑18
定休日:年 中無体(年 末年始を除く

Address12 277 aino,Kolima′ Kurash k cty
C osedThursdays lndeflnte c os ng)

Address12 3 18alno,Kolima′
C osedI New Year′ sho dav

)

Kurash k卜 cty

