
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

㈲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

㈲楢葉タクシー
サービス業（タクシー事業）

※地域の皆様の足になり、地域に貢献いたします。
TEL :

【営業時間】8:00～21:00   【定休日】無休

0240-23-7500 FAX : 0240-23-7501
拡大図  K-4

パーマ屋 ヴィンテージ
サービス業（美容室）

※いわき店：予約優先　富岡店：完全予約制
TEL :

【営業時間】9:00～19:00  【定休日】不定休

0246-38-6789
全体図  D-6

美容室 ミスト
サービス業（美容室）

※電話予約のみにしています。月に 3日の営業になります。今後営業予定変更あります。
TEL :

【営業時間】9:30～19:00  【定休日】月曜

080-5550-2170
全体図  C-2

㈱ハウスビューティー L
サービス業（ハウスクリーニング・清掃業）

※パート、アルバイト募集中
TEL :

【営業時間】8:00～17:30  【定休日】日曜日

0120-21-8707 FAX : 0240-23-6158
全体図  D-6

㈱平山自動車工業
サービス業（自動車整備）

※よろしくお願いします。
TEL :

【営業時間】9:00～16:00  【定休日】土・日祝日

0240-22-2510 FAX : 0240-22-0222
全体図  E-6

FAX : 0240-22-0368
㈱ふたば
サービス業（建設 /環境コンサルタント）【営業時間】8:20～17: 20  【定休日】土・日祝日

0240-22-0261
拡大図  K-3

TEL :

藤田商店
サービス業（ガス）

※石油、ガス、石油機器の取り扱い。ご用命ご利用の程お願い致します。
TEL :

【営業時間】9:00～16:00  【定休日】土・日祝日

0240-22-3409 FAX : 0240-22-3409
全体図  E-6

㈱双葉企業
サービス業（燃料：LPガス、灯油）

※日曜、祝日対応可　燃料機器販売
TEL :

【営業時間】6:30～18:30  【定休日】日祝日

0240-22-8070 FAX : 050-3573-5301
全体図  E-7

㈱報徳バス富岡営業所
サービス業（観光バス、タクシー事業）

※地元に根付く会社づくりを目指します。
TEL :

【営業時間】8:00～25:00  【定休日】無休

0240-23-6005 FAX : 0240-23-6010
拡大図  I-3

（資）松屋 富岡給油所
サービス業（GS）

TEL :

【営業時間】9:00～16:00  【定休日】日祝日

0240-22-2437 FAX : 0240-22-1234
拡大図  J-2

㈱ポート わんわん・れんたかー
サービス業（レンタカー事業）

TEL :

【営業時間】未定  【定休日】未定

0240-23-7105 FAX : 0240-23-7106
拡大図  L-3

医療法人 富岡中央医院
医療機関

※健康診断はその日のうちに結果がでます。
TEL :

【営業時間】月～木 8：30 ～ 12：00　13：00 ～ 17：30  【定休日】金土・日祝日

0240-22-6560 FAX : 0240-21-0128
拡大図  I-3

あぶくま信用金庫 富岡支店
金融

TEL :

【営業時間】9:00～11:30  12:30～15:00 【定休日】土・日祝日

0240-22-3161 FAX : 0240-22-1174
拡大図  I-2

㈱大東銀行 富岡支店
金融

※夢の話をしませんか。あなたとトライみらい、御来店お待ちしております。

※あなたの街の親近バンク

TEL :

【営業時間】9:00～15:00  【定休日】土・日祝日

0240-22-2165
拡大図  H-2

㈱東邦銀行 富岡支店・大熊支店
金融

※「さくらモールとみおか」内の ATMもご利用いただけます。
TEL :

【営業時間】9:00～15:00（店内 ATM 7:00～22:00） 【定休日】土・日祝日

0240-22-3116 FAX : 0240-22-2620
拡大図  I-2

㈱福島銀行 富岡支店
金融

※ふくぎんなんでも解決隊も活動してます。

※常駐はしておりません。警備のご依頼は、上記電話番号か 0240-25-8146 までお電話ください。

TEL :

【営業時間】9:00～15:00（店内 ATM 8:00～21:00） 【定休日】土・日祝日（ATM無休）

0240-22-2161 FAX : 0240-22-4607
拡大図  J-3

㈱コスモさくら警備保障
その他（警備業）

TEL :

【定休日】無休

0240-23-6406 FAX : 0240-23-6407
拡大図  I-3

FAX : 0240-22-2184

㈱伊達重機
その他（建設機械賃貸業）

※クレーンリース業、一般貨物運送事業、レンタカー業
TEL :

【営業時間】7:00～18:00【定休日】日祝日

0240-25-8753 FAX : 0240-25-8783
拡大図  I-1

サーフサイドスポーツ㈱内ウオーターウッドワールド
その他：製造業（木製パドル、アウトリガー艇製作所）

TEL :

【営業時間】9:00～17:00【定休日】不定休

080-3642-7891 FAX : 022-225-5022
全体図  B-2

トミオカ印刷㈱
その他（印刷業）

※お電話にてご連絡ください。
TEL :

【営業時間】9:00～17:00【定休日】土・日祝日

090-6685-9827
拡大図  H-3

一般社団法人 とみおかプラス
その他（まちづくり）

※富岡の未来に向けたまちづくり会社、つながりと創造が理念です。
TEL :

【営業時間】9:00～17:00【定休日】土・日祝日

0240-23-6919 FAX : 0240-23-6919
拡大図  J-2

日検エンジニアリング㈱
その他（非破壊検査業）

※構造物品質管理のプロ集団
TEL :

【営業時間】8:30～17:30【定休日】土・日祝日

0240-22-0857 FAX : 0240-22-0860
拡大図  H-2

㈱アトックス福島復興支社
その他（ビルメンテナンス、倉庫業）

TEL :

【営業時間】8:00～17:00  【定休日】土・日祝日・年末年始

0240-30-3000 FAX : 0240-21-3850
全体図  A-6

金融・その他 ㈱日進堂印刷所 浜みらい支社
その他（印刷業）

※印刷、ノベルティなど。携帯または t-h@nissindo.co.jp までお問い合わせください。
TEL :

【営業時間】8:30～17:15【定休日】土・日祝日

080-5849-8324 FAX : 0240-23-6906
拡大図  K-2

㈱万象ホールディングス
その他（製造業）

TEL :

【営業時間】8:00～17:00【定休日】土・日他（会社カレンダーによる）

0240-23-6696 FAX : 0240-23-6996
全体図  A-6

東京電力パワーグリッド㈱ 浜通り電力所
その他（電気事業）

※福島復興のため、再エネの接続を進めています。

※先導的な再生可能エネルギー事業による地域経済社会への貢献

※町の情報を、きめ細かく伝えます。

※地域に寄り添い、復興を後押しします！

TEL :

【営業時間】9:00～17:40【定休日】土・日祝日

0240-22-3970 FAX : 0240-30-5811
拡大図  H-2

福島発電㈱ 浜通り事務所
その他（電気業）

TEL :

【営業時間】8:30～17:15【定休日】土・日祝日

0240-23-5154 FAX : 0240-23-5144
全体図  B-3

ふたばいんふぉ
その他（情報発信スペース）

TEL :

【営業時間】11:00～18:00【定休日】日祝日

0240-23-6612 FAX : 0240-23-6613
拡大図  J-3

福島民報社 双葉南支局
その他

TEL : 0240-22-8600 FAX : 0240-22-8601
拡大図  H-2

福島民友新聞社 ふたば支局
その他

TEL :

【営業時間】不定【定休日】不定休

0240-22-1042 FAX : 0240-22-1080
拡大図  K-2

富岡町内・再開事業所③


