
（さくらモール内）

（さくらモール内）

浜 鶏（はまど～り）
飲食店（フードコート）

飲食店（フードコート）

TEL :
セブンイレブン福島富岡上郡山店
小売業（コンビニ） 【営業時間】6:00～20:00  【定休日】無休

0240-22-7002 FAX : 0240-22-7002
全体図  D-8

※「近くて便利」を目指しております。

※電話予約をお待ちしています。

TEL :
ダイユーエイトさくらモールとみおか店
小売業（ホームセンター） 【営業時間】9:00～17:00  【定休日】無休

0240-23-4115 FAX : 0240-23-4116
拡大図  J-2

TEL :
ツルハドラッグさくらモールとみおか店
小売業（薬・一般食品・雑貨） 【営業時間】10:00～19:00  【定休日】無休

0240-21-3268 FAX : 0240-21-3268
拡大図  J-2

TEL :
ビューティースタジオ華
小売業（化粧品、フェイスエステ） 【営業時間】10:00～ 【定休日】不定休

090-7799-9143 FAX : 0240-23-6123
拡大図  J-2

※鶏の旨味を凝縮した富岡（浜通り）の新名物、浜鶏ラーメンです！

※限定で そば・うどん のお供に日替わりミニ丼弁当もございます。
TEL :
㈲ビッグフィールド いろは家

0240-22-9168 FAX : 0240-22-9168
拡大図  J-2

小売業（建築金物、土木資材）

TEL :
鈴屋金物㈱

【営業時間】8:30～15:30  【定休日】土曜日

0240-22-4151 FAX : 0240-22-4151
拡大図  I-3

TEL :

【営業時間】11:00～15:00  【定休日】日曜日

【営業時間】11:00～15:00 14:30 ラストオーダー 【定休日】日曜日

（さくらモール内）
飲食店（フードコート）

※富岡町をカレーで元気にしたい！さくらスイーツも大好評！
TEL :
エムジー㈱さくら屋

0240-23-6606 FAX : 0240-23-6607

FAX : 0240-25-8614

FAX : 0240-23-7382

拡大図  J-2
【営業時間】11:00～14:30  【定休日】日曜日

飲食店（カフェ）

TEL :
cafe135（カフェひさご）

0240-23-5204 FAX : 0240-23-6613
拡大図  J-3

【営業時間】11:00～14:00  【定休日】土日、祝日

0240-25-8614
拡大図  J-2

まんまや ぼっけもん
飲食店（食堂）

※ラーメン、定食、仕出し、弁当、宴会承ります。
TEL :

【営業時間】11：00～15：00　17：00～22：00　LO 21:30 【定休日】日曜日

0240-23-7383
拡大図  I-1

FAX : 0240-22-3117
ミュージックサライ
飲食店（カラオケサロン）

※音楽のある愛の故里
TEL :

【営業時間】18:00～23:00 【定休日】不定休

0240-22-3115
拡大図  I-2

そば処 満留賀
飲食店（食堂）

TEL :

【営業時間】11:00～14:30  【定休日】日曜日、月曜日

090-7660-9077
全体図  E-7

※建築資材、電動工具販売、玄関錠、エクステリア販売施工

飲食・小売・宿泊業

※繰り返し繰り返しご来店される地域のお客様の食卓をより楽しく豊かに便利にいたします。
TEL :
㈱ヨークベニマル 新富岡店
小売業（一般食品） 【営業時間】11:00～19:00  【定休日】無休

0240-21-3710 FAX : 0240-21-3705
拡大図  J-2

TEL :
ローソン富岡小浜店
小売業（コンビニ） 【営業時間】5:00～21:00  【定休日】無休

0240-25-8919
拡大図  J-3

TEL :
おかだ家旅館
宿泊（下宿） 【営業時間】10:00～21:00  【定休日】無休

0240-23-5380 FAX : 0240-23-5052
拡大図  H-3

※富岡インターより 5分、朝夕 2食付き、17室、駐車場完備

※私たちは “みんなと暮らすマチ” を幸せにします。

※長期割引があります。お問い合わせ、お待ちしています。

TEL :
イマスコートビレッジふく鈴（りん）
宿泊（下宿） 【営業時間】終日   【定休日】無休

0240-25-8258
全体図  C-3

※富岡インターより 5分、朝夕 2食付き、74室、駐車場完備
TEL :
イマスビレッジコート夜ノ森
宿泊（ビジネスホテル）格安ホテル 【営業時間】終日   【定休日】無休

0240-22-6900
全体図  C-3

※文具・事務用品・事務機器と「安心・美味しい・便利」な配達水
TEL :
㈱双葉事務器　富岡営業所
小売業（文具、事務機器販売） 【営業時間】10:00～16:00   【定休日】土・日祝日

0240-23-6637
拡大図  H-1

FAX : 0240-23-6638

※農薬、肥料販売
TEL :
㈲ヤマモト
小売業（農薬、肥料販売）

0240-22-2925
全体図  B-3

サービス業・医療機関

TEL :
富岡ホテル㈱
宿泊（ビジネスホテル） 【営業時間】終日   【定休日】無休

0240-22-1180 FAX : 0240-22-1182
拡大図  L-3

※JR 富岡駅から徒歩約１分、最高の立地 !!

※富岡町中央に位置し、交通の便もよく、地域のビジネスとスポーツの拠点として最適。

※防犯・防災のご相談は ALSOK 福島へ

TEL :
㈲ホテルひさご
宿泊（ビジネスホテル） 【営業時間】終日   【定休日】無休

0240-22-3633 FAX : 0240-23-6613
拡大図  I-3

㈱猪狩商店　富岡サービスステーション
サービス業（GS）

TEL :

【営業時間】8:00～16:00 火・木 8:00～15:00【定休日】日祝日・土曜隔週

0240-22-2531 FAX : 0240-22-6530
全体図  D-8

ALSOK 福島㈱富岡事業所
サービス業（警備業務）

TEL :

【営業時間】9:00～18:00  【定休日】土・日祝日

0240-23-6967 FAX : 0240-23-6015
全体図  E-6

㈱いわき土地建物
サービス業（不動産）

TEL :

【営業時間】10:00～17:00  【定休日】土・日曜日

0240-23-7525 FAX : 0240-23-7526
拡大図  I-2

※家・建物・土地に関するお困り事は、何でもご相談ください。

㈲一善建築設計室 ミスタービルド TOMIOKA
サービス業（不動産・ハウスクリーニング）建設（建築）

TEL :

【営業時間】8:00～17:00  【定休日】日祝日・第 2・4土曜日

0240-22-6420 FAX : 0240-23-6344
拡大図  I-1

カットハウスビーズ
サービス業（美容室）

TEL :

【営業時間】10:00～ 【定休日】火曜、金曜

0240-22-7548 FAX : 0240-22-7548
拡大図  H-1

㈲コムロ
サービス業（GS）

※軽油・灯油の配達OKです。
TEL :

【営業時間】月～金 7:00～19:00 土 7:00～17:00【定休日】日祝日

0240-22-3367
全体図  Ｃ-3

㈲シティハウジング
サービス業（不動産）

※アパート、土地、建物賃貸、売買、仲介
TEL :

【営業時間】9:00～17:00  【定休日】土・日祝日

0240-22- 8212 FAX : 0240-22-2995
全体図  D-6

常磐共同ガス㈱ 相双営業所
サービス業（ガス）

※LPガスのご用命は常磐共同ガスへ
TEL :

【営業時間】8:30～17:15  【定休日】土・日祝日

0240-27-3336 FAX : 0240-27-2266
拡大図  H-1

㈱勢和 富岡支店
サービス業（不動産）宿泊（下宿、ビジネスホテル）

※不動産のお悩み、お手伝いします。
TEL :

【営業時間】24 時間  【定休日】無休

0240-23-6296 FAX : 0240-23-6297
拡大図  J-2

東邦福島㈱ 富岡営業所
サービス業（ガス）

※旧社名 : 常磐溶剤㈱（電話連絡は 24時間 365 日可）
TEL :

【営業時間】8:30～17:00   【定休日】土・日祝日

0240-22-1171 FAX : 0240-22-1171
拡大図  I-2

㈲日東建設
サービス業（不動産）

※土地、建物、売買、仲介、マンション・アパート管理
TEL :

【営業時間】10:00～17:00   【定休日】土・日祝日

0240-22-5511 FAX : 0240-22-5202
拡大図  J-2

田中合名会社 富岡給油所
サービス業（GS）

TEL :

【営業時間】月～金 7:00～17:00  土 7:00～16:00【定休日】日曜日

0240-22-2351 FAX : 0240-22-2318
拡大図  J-3

坂本和久登記測量事務所
サービス業（土地家屋調査士・行政書士）

※土地や建物の登記でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
TEL :

【営業時間】9:30～16:30【定休日】土・日祝日

0240-22-5432 FAX : 0240-22-5433
拡大図  J-2

富岡町内・再開事業所①

富岡町内・再開事業所②


