
令和３年１月31日現在
広野町商工会

会員事業所マップ
広 野 町 商 工 会

区分店　　　名業　種TEL(0240)FAX定休日営業時間備　　　考

食
　
べ
　
る
　
・
　
飲
　
む
　

割烹　ふたば

食　堂

27-3233日11:00～15:00
宴会・折詰・オードブル・お弁
当〔要予約〕　休日・時間外:ご
要望があれば相談に応じます

和風　みさか27-457127-4562土・日・祝11:00～14:00

㈲柏屋
27-2322

070-2027-2322
27-2250―11:00～14:00その他ご予約は相談に応じます

ひろのてらす内くっちぃーな27-152427-1524土・日・祝11:00～13:45弁当注文 090-2278-4608

とんかつ食楽27-2299不定休
11:00～14:00
17:00～21:00

昼・夜共に30分前がラストオー
ダー

食と味の店　かなめ28-058028-0580火
11:00～14:30 
16:30～20:00

Cafe Restaurant 二ツ沼レストラン27-111027-1110
月

（祝日の場合は営業）
10:00～15:00

9:00～17:00まで
フリースペースとして利用可

そば処　鈴芳そ　ば27-3139月11:00～15:00予約あれば夜も営業します

手打ち中華そば　白圡家
ラーメン

27-160027-1600第１第３（日）・月11:00～15:00材料がなくなり次第終了

ラーメン　ひろば27-1881日11:00～17:00土･祝日　11:00～14:30

かれーや　yuuカレー27-1508日・月・祝11:00～材料がなくなり次第終了

寿し膳　おりはらすし店27-111827-1118不定休
11:00～14:00　　　　　　　　
17:00～21:00

午後の部は来店前に電話確認し
てください

居酒屋　元気百倍

居酒屋

27-418927-4189日・月17:00～22:00カラオケあり

居酒屋　ゆり090-7333-9422日･祝･第１･第３（土）17:00～22:30

居酒屋　うさぎ23-7307不定休17:30～21:30

ちょい呑み　小恋27-3773日・月17:00～22:00

きづな食堂23-7666日・祝17:00～22:00

買
　
　
　
　
　
　
う

㈲根本酒店

酒　類

27-224327-1121土・日・祝10:30～18:00

丸屋酒店27-233123-5199日・祝 8:30～18:00

大高酒店27-2515日 8:00～19:00

堀江商店酒･たばこ他27-310527-1122（兼用）日6:30～18:00

四倉屋精肉店一般食品雑貨27-226427-2714日9:00～18:00食料品・雑貨販売

渡辺金物店
金物類

27-230127-2301― 7:00～19:00

島村金物店27-224127-2992日 6:30～18:00

文具・くすり　まるや文具･くすり27-230727-4458日 8:30～18:00

おしゃれ専科　スズラン化粧品類27-303227-3032日 9:30～14:00

岡田新聞店新　聞27-243427-3278― 5:00～

ニューヤマザキデイリーストア
広野みらいオフィス店

コンビニ

27-187827-1878―6:00～22:00年末年始は休みの場合あり

セブンイレブン福島広野町店27-1171年中無休24時間

ファミリーマートＪヴィレッジ前店28-0280―24時間

ローソン広野下北迫店27-2069年中無休24時間

ローソン広野折木店27-3663年中無休24時間

イオン東北㈱イオン広野店スーパー27-211027-2110― 8:00～20:00

広野町二ツ沼直売所野菜販売27-403327-4033月 9:00～13:00

㈱スカイブルー東北営業所テント工事23-628723-6288日 8:00～17:30

創新リフォームリフォーム23-521023-5211土・日・祝10:00～15:00
ＧＷ・年末年始・お盆は
お休みとなります

㈲さくやま学生衣料090-9037-409827-2465―

薬㈱広野薬局薬　局27-226527-2751日・祝月～金　8:30～18:00  　土　8:30～12:00

はり･灸医心堂鍼灸院はり・灸27-408027-4080月
 9:30～12:30 
14:30～18:00

理
　
容

カットサロン　ファースト

理　容

080-6029-9253月･第１（火）･第３（日） 8:30～17:30予約の際はお電話ください

サチ理容所090-6455-6255月
お客様のご都合
時間に合わせます

予約の際はお電話ください
出張でカットもできます

理・美容　メーク27-2920月･第１（火）･第３（日） 9:00～17:00予約の際はお電話ください

大須賀理容所080-5557-0958月・(土・日は午後)9:00～14:00店頭にてはり紙でお知らせします

美
　
容

マキ美容院

美　容

27-2504日・月9:00～12:00

ひので美容院27-2325――予約が入ったときのみ営業

由美美容室080-5221-0569
第１第３第５
（日）(月)

 8:30～17:00予約が入ったときのみ営業

スポーツ
㈱広野町振興公社
パークゴルフ

パークゴルフ27-113027-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～16:00
(最終受付15:00)

公園
㈱広野町振興公社
二ツ沼総合公園

公　園27-213127-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～16:00６～８月 8:30～17:00

宿
泊

旅館・民宿　慶州
宿

27-212527-2727――焼肉店は閉店しました

㈱たき川27-285027-2850――民宿のみ営業

区分 事　業　所　名 業　　種 TEL(0240) FAX 備　　　考

そ
　
　
　
の
　
　
　
他
　
　
　
会
　
　
　
員

㈱山田組

土木建設

27-3212 27-3282 定休日：日・第２第４(土)

㈱金村組 27-3872 27-2501

㈱エイブル 25-8996 25-8997

鈴健興業㈱福島支店 23-6618 23-6619 8:00 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱大河 広野営業所 23-5337 23-5338
本社を双葉町へ移転したため広野営業所と
なりました。

横山工業㈱ 23-6335 23-6336 8:00 ～ 18:00　定休日：日

㈱美島建設 23-7318 23-7319 9:00 ～ 17:00　定休日：日・祝

木田工業

管工事

27-2163

㈲吉田鉄工所　 27-3241 27-3130

㈲山忠設備工業 27-3311 27-3953

北陽管工㈲ 27-3419 27-3423

新妻ガラス建窓 サッシ工事、その他 27-4543 27-4543 時間外は、電話にて対応します

㈲広野興業
アルミサッシ、エクステリア

販売、工事、請負業
27-3245 27-4229 7:30 ～ 18:00　定休日：日

㈲エスケー 建設・回転機械エンジニア 27-1059 27-1059

㈲猪狩電設工業 電気設備工事 27-2542 27-2272 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

芳賀電器　加登屋 家電及び工事 27-3213

富士フイルムワコーケミカル㈱ 化学薬品製造 27-4171 27-3505 8:20 ～ 16:50

大丸化工㈱広野工場 プラスチック容器製造業 27-2422 27-2483

東亞合成㈱広野工場 製造業 28-0111 27-4371

福島広野レミコン㈱ 生コンクリート製造 23-5078 27-1321 8:00 ～ 16:30　定休日：第２第４（土）・日・祝

㈱メイコーＦＢセンター プリント配線板製造 27-3970 27-3974

㈱プリント電子研究所広野工場 電子部品製造 27-2641 27-4282 8:40 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱シマキュウ広野営業所 産業機械機器製造･販売 27-2635 27-2039

㈱下村電友舎製作所広野工場 電器器具製造 27-2866 27-2867

日新技研㈱ 精密機械製造 27-1611 27-1612 8:00 ～ 17:10　定休日：土・日・祝

古屋製作
自動車部品製造

27-2294 27-2294

㈱赤井金属工業 27-3886 27-3886

三浦工業所 金属加工業 27-3949 27-3949

革工房ｋｅｉ 革製品製造 27-3734

坂本木材店 製　材 27-3512

㈱コスモさくら警備保障

警　備

25-8146 25-8147 24時間営業

㈱新星 25-8486 25-8487

㈲秀崇 27-2677 27-2688
8:00 ～ 17:00　定休日：日
定休日はイベント等警備により変更有

ひろのパソコン教室 パソコン教室 050-5319-1980 10:00 ～ 21:00　定休日：日・月・水・金

相双文化発信センター
パーソナルストレッチ

学習塾
090-9632-0908
0246-22-1801

0246-22-1801 月～土　15:00 ～ 22:00

家事代行なかつ 家事代行業 090-2022-8680

㈱南双クリーン産業 産業廃棄物処理業 27-4321 23-5130 8:00 ～ 17:00　定休日：第２第４（土）・日

㈱いわきマシン広野営業所 機械工具及び高圧ガス販売 28-0121 28-0122 8:30 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱ＪＥＲＡ 広野火力発電所
発電所

27-3111㈹ 27-1362㈹ 8:10 ～ 16:50　定休日：土・日・祝

広野ＩＧＣＣパワー合同会社 30-1122 30-1121

東双不動産管理㈱

建築･土木･設計･工事監理、建物
設備管理、不動産業、食堂、独
単身寮運営管理、発電所･展示館
等案内サービス、旅行サービス

25-8333 25-8350 8:30 ～ 17:10　定休日：土・日・祝

東北技研工業㈱不動産部 不動産 23-5699 23-6079 9:00 ～ 18:00　定休日：土・日・祝

㈲アド・プロ広芸社 看板製造 25-8187 25-8189 8:30 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

スペース 印刷関連業 27-2513 27-2513

㈱ネクスト情報はましん 印刷業 0246-25-0111 0246-25-0113 8:45 ～ 17:30　定休日：日・祝

㈱協和マイクロ
事務機器販売・修理、
セキュリティ対策

0246-27-4750 0246-27-1122
8:30 ～ 17:30　定休日：土･日･祝･夏季・年末年始（土曜日は交替制で営業）
事務機器に関する事は、お気軽にご相談下さい。

東日本高速道路㈱東北支社
いわき管理事務所

高速道路管理 0246-36-0123 0246-36-0127

セブンイレブン下好間店 コンビニ 0246-36-0777 いわき市好間で再開営業中

木幡商店 酒　類 27-3263 再開予定

(同)アイズ
車買取・中古車販売・グローバル
総合人材紹介サービス・助成金・
補助金・融資コンサルティング

人材　0246-38-4642
車買取0246-38-4644

0246-38-4643
10:00 ～ 18:00　定休日：日
住所：いわき市五色町68

区分店　　　名業　種TEL(0240)FAX定休日営業時間備　　　考

宿
　
　
　
　
　
　
　
泊

旅館　岩沢荘

宿

27-299327-4055―24時間

折木の湯　つるや27-316127-3162――

別館　ひので荘27-294527-2145――

㈲大滝　大滝旅館27-411127-4114――

よか宿　稲村屋23-5398――

稲村屋　火の口本館23-5398

若松屋旅館27-213527-2815不定休―

民宿　広洋荘27-316827-2926――

ホテルリーブス23-565527-1102不定休24時間

ホテル双葉邸23-681027-3940―24時間
御食事処ひまわり 定休日:日･祝
11:30～13:45/18:00～

ホテルオーシャンいわさわ23-546023-5461―24時間

広野ホテル23-554123-5542―24時間TEL受付 9:00～18:00

広野の森前浜23-593023-5930――

ハタゴイン福島広野28-001127-1481―24時間 
チェックイン　 15:00～
チェックアウト 翌日10:00

ホテルフレンテ広野28-000128-0028―24時間

J-VILLAGE HOTEL26-011126-0112―24時間
１Ｆ「レストランアルパインローズ」
ランチタイム11:30～14:00(LO.13:30)

民宿ひろの27-267227-4107不定休

Ｇ
Ｓ

㈲大越
ガソリン他

27-221327-2613日 6:00～18:00土曜日は12:00まで営業

㈲大和田商店27-321727-3087日 6:00～18:00

燃
　
料

㈲イシイプロパン

燃　料

27-235727-2410―

竹林プロパン27-413725-8766――年中無休

エナジーパーク　ひろの27-333627-2266土・日・祝 8:30～17:15
年末年始・お盆はお休みとなります
住所:広野町大字上北迫字岩沢1-100

葬
祭

㈲かんの造花店
葬　儀

27-283327-2173――年中無休

セレモニーホール　ふたば28-051528-0516――年中無休　24時間受付

石材鈴木石材店墓石他27-377627-3776― 8:00～18:00

畳松本畳店畳
27-2364

090-9423-2705
日 8:00～17:00

金融あぶくま信用金庫　広野支店金　融27-212127-3330土・日・祝 9:00～15:00年末年始（12/31～1/3）

内
装㈲サカモトインテリア内装工事27-328627-2700――

建築リフォーム工事ご相談に応じ
ます。カーテン・クロス・ふすま・
障子・じゅうたん・その他

損保㈱矢内保険サービス損　保27-4157――御用の際はお電話ください

車
　
関
　
係

広野タクシー㈲タクシー27-215127-2181１月１日 7:00～21:00

オオスカオート

自動車整備

27-332727-3397日・祝 8:00～17:00

新田自動車整備工場27-331923-6419日・祝 8:00～17:00

㈱大越自動車整備工場27-209527-2442土午後・日・祝 8:00～17:00

久保木電機商会27-161027-1610第２第４(土)・日・祝 8:00～17:00

サ
ー
ビ
ス

南双サービス㈱
その他

サービス業
27-249727-3323土・日・祝 8:10～16:50

消防設備点検、防災用品販売業、
陸上・海上防災施設警備、港湾
曳船業、海運代理店、建物清掃
ビルメンテナンス
http://www.tgn.or.jp/nss/
company.html

クリーニングマーティひろのてらす店クリーニング23-6339水・祝 9:30～18:30日曜日　9:30～18:00

サンライトエンタープライズ町の便利屋0120-979-928――見積り・相談は無料

区分事　業　所　名業　　種TEL(0240)FAX備　　　考

そ
　
の
　
他
　
会
　
員

㈲松本工務店

建　築

27-2423（転送）27-2424（転送）

矢内建築25-864125-8641

小野建築27-352327-3572

堀江建築27-3954

㈱イーツーコンサルタント
測　量

23-613323-61348:00～17:00　定休日：土・日・祝

昭和測量設計社090-4638-78788:00～17:00　定休日：土・日・祝

西本建設㈱

土木建設

27-217127-2172

㈲北伸工業27-290627-2298

㈱五社山建設27-315227-3153



令和３年１月31日現在
広野町商工会

会員事業所マップ
広野町商工会

区分 店　　　名 業　種 TEL(0240) FAX 定休日 営業時間 備　　　考

食
　
べ
　
る
　
・
　
飲
　
む
　

割烹　ふたば

食　堂

27-3233 日 11:00～ 15:00
宴会・折詰・オードブル・お弁
当〔要予約〕　休日・時間外:ご
要望があれば相談に応じます

和風　みさか 27-4571 27-4562 土・日・祝 11:00～ 14:00

㈲柏屋
27-2322

070-2027-2322
27-2250 ― 11:00～ 14:00 その他ご予約は相談に応じます

ひろのてらす内くっちぃーな 27-1524 27-1524 土・日・祝 11:00～ 13:45 弁当注文 090-2278-4608

とんかつ食楽 27-2299 不定休
11:00～ 14:00
17:00～ 21:00

昼・夜共に30分前がラストオー
ダー

食と味の店　かなめ 28-0580 28-0580 火
11:00～ 14:30 
16:30～ 20:00

Cafe Restaurant 二ツ沼 レストラン 27-1110 27-1110
月

（祝日の場合は営業）
10:00～ 15:00

9:00 ～ 17:00まで
フリースペースとして利用可

そば処　鈴芳 そ　ば 27-3139 月 11:00～ 15:00 予約あれば夜も営業します

手打ち中華そば　白圡家
ラーメン

27-1600 27-1600 第１第３（日）・月 11:00～ 15:00 材料がなくなり次第終了

ラーメン　ひろば 27-1881 日 11:00～ 17:00 土･祝日　11:00 ～ 14:30

かれーや　yuu カレー 27-1508 日・月・祝 11:00 ～ 材料がなくなり次第終了

寿し膳　おりはら すし店 27-1118 27-1118 不定休
11:00～ 14:00　　　　　　　　
17:00～ 21:00

午後の部は来店前に電話確認し
てください

居酒屋　元気百倍

居酒屋

27-4189 27-4189 日・月 17:00～ 22:00 カラオケあり

居酒屋　ゆり 090-7333-9422 日･祝･第１･第３（土） 17:00～ 22:30

居酒屋　うさぎ 23-7307 不定休 17:30～ 21:30

ちょい呑み　小恋 27-3773 日・月 17:00～ 22:00

きづな食堂 23-7666 日・祝 17:00～ 22:00

買
　
　
　
　
　
　
う

㈲根本酒店

酒　類

27-2243 27-1121 土・日・祝 10:30～ 18:00

丸屋酒店 27-2331 23-5199 日・祝  8:30～ 18:00

大高酒店 27-2515 日  8:00～ 19:00

堀江商店 酒･たばこ他 27-3105 27-1122（兼用） 日 6:30 ～ 18:00

四倉屋精肉店 一般食品雑貨 27-2264 27-2714 日 9:00 ～ 18:00 食料品・雑貨販売

渡辺金物店
金物類

27-2301 27-2301 ―  7:00～ 19:00

島村金物店 27-2241 27-2992 日  6:30～ 18:00

文具・くすり　まるや 文具･くすり 27-2307 27-4458 日  8:30～ 18:00

おしゃれ専科　スズラン 化粧品類 27-3032 27-3032 日  9:30～ 14:00

岡田新聞店 新　聞 27-2434 27-3278 ―  5:00 ～

ニューヤマザキデイリーストア
広野みらいオフィス店

コンビニ

27-1878 27-1878 ― 6:00 ～ 22:00 年末年始は休みの場合あり

セブンイレブン福島広野町店 27-1171 年中無休 24時間

ファミリーマートＪヴィレッジ前店 28-0280 ― 24時間

ローソン広野下北迫店 27-2069 年中無休 24時間

ローソン広野折木店 27-3663 年中無休 24時間

イオン東北㈱イオン広野店 スーパー 27-2110 27-2110 ―  8:00～ 20:00

広野町二ツ沼直売所 野菜販売 27-4033 27-4033 月  9:00～ 13:00

㈱スカイブルー東北営業所 テント工事 23-6287 23-6288 日  8:00～ 17:30

創新リフォーム リフォーム 23-5210 23-5211 土・日・祝 10:00～ 15:00
ＧＷ・年末年始・お盆は
お休みとなります

㈲さくやま 学生衣料 090-9037-4098 27-2465 ―

薬 ㈱広野薬局 薬　局 27-2265 27-2751 日・祝 月～金　8:30 ～ 18:00  　土　8:30 ～ 12:00

はり･灸 医心堂鍼灸院 はり・灸 27-4080 27-4080 月
 9:30～ 12:30 
14:30～ 18:00

理
　
容

カットサロン　ファースト

理　容

080-6029-9253 月･第１（火）･第３（日）  8:30～ 17:30 予約の際はお電話ください

サチ理容所 090-6455-6255 月
お客様のご都合
時間に合わせます

予約の際はお電話ください
出張でカットもできます

理・美容　メーク 27-2920 月･第１（火）･第３（日）  9:00～ 17:00 予約の際はお電話ください

大須賀理容所 080-5557-0958 月・(土・日は午後) 9:00 ～ 14:00 店頭にてはり紙でお知らせします

美
　
容

マキ美容院

美　容

27-2504 日・月 9:00 ～ 12:00

ひので美容院 27-2325 ― ― 予約が入ったときのみ営業

由美美容室 080-5221-0569
第１第３第５
（日）(月)

 8:30～ 17:00 予約が入ったときのみ営業

スポーツ
㈱広野町振興公社
パークゴルフ

パークゴルフ 27-1130 27-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～ 16:00
(最終受付15:00)

公園
㈱広野町振興公社
二ツ沼総合公園

公　園 27-2131 27-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～ 16:00 ６～８月 8:30 ～ 17:00

宿
泊

旅館・民宿　慶州
宿

27-2125 27-2727 ― ― 焼肉店は閉店しました

㈱たき川 27-2850 27-2850 ― ― 民宿のみ営業

区分事　業　所　名業　　種TEL(0240)FAX備　　　考

そ
　
　
　
の
　
　
　
他
　
　
　
会
　
　
　
員

㈱山田組

土木建設

27-321227-3282定休日：日・第２第４(土)

㈱金村組27-387227-2501

㈱エイブル25-899625-8997

鈴健興業㈱福島支店23-661823-66198:00～17:30　定休日：土・日・祝

㈱大河 広野営業所23-533723-5338
本社を双葉町へ移転したため広野営業所と
なりました。

横山工業㈱23-633523-63368:00～18:00　定休日：日

㈱美島建設23-731823-73199:00～17:00　定休日：日・祝

木田工業

管工事

27-2163

㈲吉田鉄工所　27-324127-3130

㈲山忠設備工業27-331127-3953

北陽管工㈲27-341927-3423

新妻ガラス建窓サッシ工事、その他27-454327-4543時間外は、電話にて対応します

㈲広野興業
アルミサッシ、エクステリア

販売、工事、請負業
27-324527-42297:30～18:00　定休日：日

㈲エスケー建設・回転機械エンジニア27-105927-1059

㈲猪狩電設工業電気設備工事27-254227-22728:00～17:00　定休日：土・日・祝

芳賀電器　加登屋家電及び工事27-3213

富士フイルムワコーケミカル㈱化学薬品製造27-417127-35058:20～16:50

大丸化工㈱広野工場プラスチック容器製造業27-242227-2483

東亞合成㈱広野工場製造業28-011127-4371

福島広野レミコン㈱生コンクリート製造23-507827-13218:00～16:30　定休日：第２第４（土）・日・祝

㈱メイコーＦＢセンタープリント配線板製造27-397027-3974

㈱プリント電子研究所広野工場電子部品製造27-264127-42828:40～17:30　定休日：土・日・祝

㈱シマキュウ広野営業所産業機械機器製造･販売27-263527-2039

㈱下村電友舎製作所広野工場電器器具製造27-286627-2867

日新技研㈱精密機械製造27-161127-16128:00～17:10　定休日：土・日・祝

古屋製作
自動車部品製造

27-229427-2294

㈱赤井金属工業27-388627-3886

三浦工業所金属加工業27-394927-3949

革工房ｋｅｉ革製品製造27-3734

坂本木材店製　材27-3512

㈱コスモさくら警備保障

警　備

25-814625-814724時間営業

㈱新星25-848625-8487

㈲秀崇27-267727-2688
8:00～17:00　定休日：日
定休日はイベント等警備により変更有

ひろのパソコン教室パソコン教室050-5319-198010:00～21:00　定休日：日・月・水・金

相双文化発信センター
パーソナルストレッチ

学習塾
090-9632-0908
0246-22-1801

0246-22-1801月～土　15:00～22:00

家事代行なかつ家事代行業090-2022-8680

㈱南双クリーン産業産業廃棄物処理業27-432123-51308:00～17:00　定休日：第２第４（土）・日

㈱いわきマシン広野営業所機械工具及び高圧ガス販売28-012128-01228:30～17:30　定休日：土・日・祝

㈱ＪＥＲＡ 広野火力発電所
発電所

27-3111㈹27-1362㈹8:10～16:50　定休日：土・日・祝

広野ＩＧＣＣパワー合同会社30-112230-1121

東双不動産管理㈱

建築･土木･設計･工事監理、建物
設備管理、不動産業、食堂、独
単身寮運営管理、発電所･展示館
等案内サービス、旅行サービス

25-833325-83508:30～17:10　定休日：土・日・祝

東北技研工業㈱不動産部不動産23-569923-60799:00～18:00　定休日：土・日・祝

㈲アド・プロ広芸社看板製造25-818725-81898:30～17:30　定休日：土・日・祝

スペース印刷関連業27-251327-2513

㈱ネクスト情報はましん印刷業0246-25-01110246-25-01138:45～17:30　定休日：日・祝

㈱協和マイクロ
事務機器販売・修理、
セキュリティ対策

0246-27-47500246-27-1122
8:30～17:30　定休日：土･日･祝･夏季・年末年始（土曜日は交替制で営業）
事務機器に関する事は、お気軽にご相談下さい。

東日本高速道路㈱東北支社
いわき管理事務所

高速道路管理0246-36-01230246-36-0127

セブンイレブン下好間店コンビニ0246-36-0777いわき市好間で再開営業中

木幡商店酒　類27-3263再開予定

(同)アイズ
車買取・中古車販売・グローバル
総合人材紹介サービス・助成金・
補助金・融資コンサルティング

人材　0246-38-4642
車買取0246-38-4644

0246-38-4643
10:00～18:00　定休日：日
住所：いわき市五色町68

区分 店　　　名 業　種 TEL(0240) FAX 定休日 営業時間 備　　　考

宿
　
　
　
　
　
　
　
泊

旅館　岩沢荘

宿

27-2993 27-4055 ― 24時間

折木の湯　つるや 27-3161 27-3162 ― ―

別館　ひので荘 27-2945 27-2145 ― ―

㈲大滝　大滝旅館 27-4111 27-4114 ― ―

よか宿　稲村屋 23-5398 ― ―

稲村屋　火の口本館 23-5398

若松屋旅館 27-2135 27-2815 不定休 ―

民宿　広洋荘 27-3168 27-2926 ― ―

ホテルリーブス 23-5655 27-1102 不定休 24時間

ホテル双葉邸 23-6810 27-3940 ― 24時間
御食事処ひまわり 定休日:日･祝
11:30 ～ 13:45/18:00 ～

ホテルオーシャンいわさわ 23-5460 23-5461 ― 24時間

広野ホテル 23-5541 23-5542 ― 24時間 TEL受付 9:00 ～ 18:00

広野の森前浜 23-5930 23-5930 ― ―

ハタゴイン福島広野 28-0011 27-1481 ― 24時間 
チェックイン　 15:00 ～
チェックアウト 翌日10:00

ホテルフレンテ広野 28-0001 28-0028 ― 24時間

J-VILLAGE HOTEL 26-0111 26-0112 ― 24時間
１Ｆ「レストランアルパインローズ」
ランチタイム11:30～14:00(LO.13:30)

民宿ひろの 27-2672 27-4107 不定休

Ｇ
Ｓ

㈲大越
ガソリン他

27-2213 27-2613 日  6:00～ 18:00 土曜日は12:00まで営業

㈲大和田商店 27-3217 27-3087 日  6:00～ 18:00

燃
　
料

㈲イシイプロパン

燃　料

27-2357 27-2410 ―

竹林プロパン 27-4137 25-8766 ― ― 年中無休

エナジーパーク　ひろの 27-3336 27-2266 土・日・祝  8:30～ 17:15
年末年始・お盆はお休みとなります
住所:広野町大字上北迫字岩沢1-100

葬
祭

㈲かんの造花店
葬　儀

27-2833 27-2173 ― ― 年中無休

セレモニーホール　ふたば 28-0515 28-0516 ― ― 年中無休　24時間受付

石材 鈴木石材店 墓石他 27-3776 27-3776 ―  8:00～ 18:00

畳 松本畳店 畳
27-2364

090-9423-2705
日  8:00～ 17:00

金融 あぶくま信用金庫　広野支店 金　融 27-2121 27-3330 土・日・祝  9:00～ 15:00 年末年始（12/31 ～ 1/3）

内
装 ㈲サカモトインテリア 内装工事 27-3286 27-2700 ― ―

建築リフォーム工事ご相談に応じ
ます。カーテン・クロス・ふすま・
障子・じゅうたん・その他

損保 ㈱矢内保険サービス 損　保 27-4157 ― ― 御用の際はお電話ください

車
　
関
　
係

広野タクシー㈲ タクシー 27-2151 27-2181 １月１日  7:00～ 21:00

オオスカオート

自動車整備

27-3327 27-3397 日・祝  8:00～ 17:00

新田自動車整備工場 27-3319 23-6419 日・祝  8:00～ 17:00

㈱大越自動車整備工場 27-2095 27-2442 土午後・日・祝  8:00～ 17:00

久保木電機商会 27-1610 27-1610 第２第４(土)・日・祝  8:00～ 17:00

サ
ー
ビ
ス

南双サービス㈱
その他

サービス業
27-2497 27-3323 土・日・祝  8:10～ 16:50

消防設備点検、防災用品販売業、
陸上・海上防災施設警備、港湾
曳船業、海運代理店、建物清掃
ビルメンテナンス
http://www.tgn.or.jp/nss/
company.html

クリーニングマーティひろのてらす店 クリーニング 23-6339 水・祝  9:30～ 18:30 日曜日　9:30 ～ 18:00

サンライトエンタープライズ 町の便利屋 0120-979-928 ― ― 見積り・相談は無料

区分 事　業　所　名 業　　種 TEL(0240) FAX 備　　　考

そ
　
の
　
他
　
会
　
員

㈲松本工務店

建　築

27-2423（転送） 27-2424（転送）

矢内建築 25-8641 25-8641

小野建築 27-3523 27-3572

堀江建築 27-3954

㈱イーツーコンサルタント
測　量

23-6133 23-6134 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

昭和測量設計社 090-4638-7878 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

西本建設㈱

土木建設

27-2171 27-2172

㈲北伸工業 27-2906 27-2298

㈱五社山建設 27-3152 27-3153
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区分 店　　　名 業　種 TEL(0240) FAX 定休日 営業時間 備　　　考

食
　
べ
　
る
　
・
　
飲
　
む
　

割烹　ふたば

食　堂

27-3233 日 11:00～ 15:00
宴会・折詰・オードブル・お弁
当〔要予約〕　休日・時間外:ご
要望があれば相談に応じます

和風　みさか 27-4571 27-4562 土・日・祝 11:00～ 14:00

㈲柏屋
27-2322

070-2027-2322
27-2250 ― 11:00～ 14:00 その他ご予約は相談に応じます

ひろのてらす内くっちぃーな 27-1524 27-1524 土・日・祝 11:00～ 13:45 弁当注文 090-2278-4608

とんかつ食楽 27-2299 不定休
11:00～ 14:00
17:00～ 21:00

昼・夜共に30分前がラストオー
ダー

食と味の店　かなめ 28-0580 28-0580 火
11:00～ 14:30 
16:30～ 20:00

Cafe Restaurant 二ツ沼 レストラン 27-1110 27-1110
月

（祝日の場合は営業）
10:00～ 15:00

9:00 ～ 17:00まで
フリースペースとして利用可

そば処　鈴芳 そ　ば 27-3139 月 11:00～ 15:00 予約あれば夜も営業します

手打ち中華そば　白圡家
ラーメン

27-1600 27-1600 第１第３（日）・月 11:00～ 15:00 材料がなくなり次第終了

ラーメン　ひろば 27-1881 日 11:00～ 17:00 土･祝日　11:00 ～ 14:30

かれーや　yuu カレー 27-1508 日・月・祝 11:00 ～ 材料がなくなり次第終了

寿し膳　おりはら すし店 27-1118 27-1118 不定休
11:00～ 14:00　　　　　　　　
17:00～ 21:00

午後の部は来店前に電話確認し
てください

居酒屋　元気百倍

居酒屋

27-4189 27-4189 日・月 17:00～ 22:00 カラオケあり

居酒屋　ゆり 090-7333-9422 日･祝･第１･第３（土） 17:00～ 22:30

居酒屋　うさぎ 23-7307 不定休 17:30～ 21:30

ちょい呑み　小恋 27-3773 日・月 17:00～ 22:00

きづな食堂 23-7666 日・祝 17:00～ 22:00

買
　
　
　
　
　
　
う

㈲根本酒店

酒　類

27-2243 27-1121 土・日・祝 10:30～ 18:00

丸屋酒店 27-2331 23-5199 日・祝  8:30～ 18:00

大高酒店 27-2515 日  8:00～ 19:00

堀江商店 酒･たばこ他 27-3105 27-1122（兼用） 日 6:30 ～ 18:00

四倉屋精肉店 一般食品雑貨 27-2264 27-2714 日 9:00 ～ 18:00 食料品・雑貨販売

渡辺金物店
金物類

27-2301 27-2301 ―  7:00～ 19:00

島村金物店 27-2241 27-2992 日  6:30～ 18:00

文具・くすり　まるや 文具･くすり 27-2307 27-4458 日  8:30～ 18:00

おしゃれ専科　スズラン 化粧品類 27-3032 27-3032 日  9:30～ 14:00

岡田新聞店 新　聞 27-2434 27-3278 ―  5:00 ～

ニューヤマザキデイリーストア
広野みらいオフィス店

コンビニ

27-1878 27-1878 ― 6:00 ～ 22:00 年末年始は休みの場合あり

セブンイレブン福島広野町店 27-1171 年中無休 24時間

ファミリーマートＪヴィレッジ前店 28-0280 ― 24時間

ローソン広野下北迫店 27-2069 年中無休 24時間

ローソン広野折木店 27-3663 年中無休 24時間

イオン東北㈱イオン広野店 スーパー 27-2110 27-2110 ―  8:00～ 20:00

広野町二ツ沼直売所 野菜販売 27-4033 27-4033 月  9:00～ 13:00

㈱スカイブルー東北営業所 テント工事 23-6287 23-6288 日  8:00～ 17:30

創新リフォーム リフォーム 23-5210 23-5211 土・日・祝 10:00～ 15:00
ＧＷ・年末年始・お盆は
お休みとなります

㈲さくやま 学生衣料 090-9037-4098 27-2465 ―

薬 ㈱広野薬局 薬　局 27-2265 27-2751 日・祝 月～金　8:30 ～ 18:00  　土　8:30 ～ 12:00

はり･灸 医心堂鍼灸院 はり・灸 27-4080 27-4080 月
 9:30～ 12:30 
14:30～ 18:00

理
　
容

カットサロン　ファースト

理　容

080-6029-9253 月･第１（火）･第３（日）  8:30～ 17:30 予約の際はお電話ください

サチ理容所 090-6455-6255 月
お客様のご都合
時間に合わせます

予約の際はお電話ください
出張でカットもできます

理・美容　メーク 27-2920 月･第１（火）･第３（日）  9:00～ 17:00 予約の際はお電話ください

大須賀理容所 080-5557-0958 月・(土・日は午後) 9:00 ～ 14:00 店頭にてはり紙でお知らせします

美
　
容

マキ美容院

美　容

27-2504 日・月 9:00 ～ 12:00

ひので美容院 27-2325 ― ― 予約が入ったときのみ営業

由美美容室 080-5221-0569
第１第３第５
（日）(月)

 8:30～ 17:00 予約が入ったときのみ営業

スポーツ
㈱広野町振興公社
パークゴルフ

パークゴルフ 27-1130 27-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～ 16:00
(最終受付15:00)

公園
㈱広野町振興公社
二ツ沼総合公園

公　園 27-2131 27-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～ 16:00 ６～８月 8:30 ～ 17:00

宿
泊

旅館・民宿　慶州
宿

27-2125 27-2727 ― ― 焼肉店は閉店しました

㈱たき川 27-2850 27-2850 ― ― 民宿のみ営業

区分事　業　所　名業　　種TEL(0240)FAX備　　　考

そ
　
　
　
の
　
　
　
他
　
　
　
会
　
　
　
員

㈱山田組

土木建設

27-321227-3282定休日：日・第２第４(土)

㈱金村組27-387227-2501

㈱エイブル25-899625-8997

鈴健興業㈱福島支店23-661823-66198:00～17:30　定休日：土・日・祝

㈱大河 広野営業所23-533723-5338
本社を双葉町へ移転したため広野営業所と
なりました。

横山工業㈱23-633523-63368:00～18:00　定休日：日

㈱美島建設23-731823-73199:00～17:00　定休日：日・祝

木田工業

管工事

27-2163

㈲吉田鉄工所　27-324127-3130

㈲山忠設備工業27-331127-3953

北陽管工㈲27-341927-3423

新妻ガラス建窓サッシ工事、その他27-454327-4543時間外は、電話にて対応します

㈲広野興業
アルミサッシ、エクステリア

販売、工事、請負業
27-324527-42297:30～18:00　定休日：日

㈲エスケー建設・回転機械エンジニア27-105927-1059

㈲猪狩電設工業電気設備工事27-254227-22728:00～17:00　定休日：土・日・祝

芳賀電器　加登屋家電及び工事27-3213

富士フイルムワコーケミカル㈱化学薬品製造27-417127-35058:20～16:50

大丸化工㈱広野工場プラスチック容器製造業27-242227-2483

東亞合成㈱広野工場製造業28-011127-4371

福島広野レミコン㈱生コンクリート製造23-507827-13218:00～16:30　定休日：第２第４（土）・日・祝

㈱メイコーＦＢセンタープリント配線板製造27-397027-3974

㈱プリント電子研究所広野工場電子部品製造27-264127-42828:40～17:30　定休日：土・日・祝

㈱シマキュウ広野営業所産業機械機器製造･販売27-263527-2039

㈱下村電友舎製作所広野工場電器器具製造27-286627-2867

日新技研㈱精密機械製造27-161127-16128:00～17:10　定休日：土・日・祝

古屋製作
自動車部品製造

27-229427-2294

㈱赤井金属工業27-388627-3886

三浦工業所金属加工業27-394927-3949

革工房ｋｅｉ革製品製造27-3734

坂本木材店製　材27-3512

㈱コスモさくら警備保障

警　備

25-814625-814724時間営業

㈱新星25-848625-8487

㈲秀崇27-267727-2688
8:00～17:00　定休日：日
定休日はイベント等警備により変更有

ひろのパソコン教室パソコン教室050-5319-198010:00～21:00　定休日：日・月・水・金

相双文化発信センター
パーソナルストレッチ

学習塾
090-9632-0908
0246-22-1801

0246-22-1801月～土　15:00～22:00

家事代行なかつ家事代行業090-2022-8680

㈱南双クリーン産業産業廃棄物処理業27-432123-51308:00～17:00　定休日：第２第４（土）・日

㈱いわきマシン広野営業所機械工具及び高圧ガス販売28-012128-01228:30～17:30　定休日：土・日・祝

㈱ＪＥＲＡ 広野火力発電所
発電所

27-3111㈹27-1362㈹8:10～16:50　定休日：土・日・祝

広野ＩＧＣＣパワー合同会社30-112230-1121

東双不動産管理㈱

建築･土木･設計･工事監理、建物
設備管理、不動産業、食堂、独
単身寮運営管理、発電所･展示館
等案内サービス、旅行サービス

25-833325-83508:30～17:10　定休日：土・日・祝

東北技研工業㈱不動産部不動産23-569923-60799:00～18:00　定休日：土・日・祝

㈲アド・プロ広芸社看板製造25-818725-81898:30～17:30　定休日：土・日・祝

スペース印刷関連業27-251327-2513

㈱ネクスト情報はましん印刷業0246-25-01110246-25-01138:45～17:30　定休日：日・祝

㈱協和マイクロ
事務機器販売・修理、
セキュリティ対策

0246-27-47500246-27-1122
8:30～17:30　定休日：土･日･祝･夏季・年末年始（土曜日は交替制で営業）
事務機器に関する事は、お気軽にご相談下さい。

東日本高速道路㈱東北支社
いわき管理事務所

高速道路管理0246-36-01230246-36-0127

セブンイレブン下好間店コンビニ0246-36-0777いわき市好間で再開営業中

木幡商店酒　類27-3263再開予定

(同)アイズ
車買取・中古車販売・グローバル
総合人材紹介サービス・助成金・
補助金・融資コンサルティング

人材　0246-38-4642
車買取0246-38-4644

0246-38-4643
10:00～18:00　定休日：日
住所：いわき市五色町68

区分 店　　　名 業　種 TEL(0240) FAX 定休日 営業時間 備　　　考

宿
　
　
　
　
　
　
　
泊

旅館　岩沢荘

宿

27-2993 27-4055 ― 24時間

折木の湯　つるや 27-3161 27-3162 ― ―

別館　ひので荘 27-2945 27-2145 ― ―

㈲大滝　大滝旅館 27-4111 27-4114 ― ―

よか宿　稲村屋 23-5398 ― ―

稲村屋　火の口本館 23-5398

若松屋旅館 27-2135 27-2815 不定休 ―

民宿　広洋荘 27-3168 27-2926 ― ―

ホテルリーブス 23-5655 27-1102 不定休 24時間

ホテル双葉邸 23-6810 27-3940 ― 24時間
御食事処ひまわり 定休日:日･祝
11:30 ～ 13:45/18:00 ～

ホテルオーシャンいわさわ 23-5460 23-5461 ― 24時間

広野ホテル 23-5541 23-5542 ― 24時間 TEL受付 9:00 ～ 18:00

広野の森前浜 23-5930 23-5930 ― ―

ハタゴイン福島広野 28-0011 27-1481 ― 24時間 
チェックイン　 15:00 ～
チェックアウト 翌日10:00

ホテルフレンテ広野 28-0001 28-0028 ― 24時間

J-VILLAGE HOTEL 26-0111 26-0112 ― 24時間
１Ｆ「レストランアルパインローズ」
ランチタイム11:30～14:00(LO.13:30)

民宿ひろの 27-2672 27-4107 不定休

Ｇ
Ｓ

㈲大越
ガソリン他

27-2213 27-2613 日  6:00～ 18:00 土曜日は12:00まで営業

㈲大和田商店 27-3217 27-3087 日  6:00～ 18:00

燃
　
料

㈲イシイプロパン

燃　料

27-2357 27-2410 ―

竹林プロパン 27-4137 25-8766 ― ― 年中無休

エナジーパーク　ひろの 27-3336 27-2266 土・日・祝  8:30～ 17:15
年末年始・お盆はお休みとなります
住所:広野町大字上北迫字岩沢1-100

葬
祭

㈲かんの造花店
葬　儀

27-2833 27-2173 ― ― 年中無休

セレモニーホール　ふたば 28-0515 28-0516 ― ― 年中無休　24時間受付

石材 鈴木石材店 墓石他 27-3776 27-3776 ―  8:00～ 18:00

畳 松本畳店 畳
27-2364

090-9423-2705
日  8:00～ 17:00

金融 あぶくま信用金庫　広野支店 金　融 27-2121 27-3330 土・日・祝  9:00～ 15:00 年末年始（12/31 ～ 1/3）

内
装 ㈲サカモトインテリア 内装工事 27-3286 27-2700 ― ―

建築リフォーム工事ご相談に応じ
ます。カーテン・クロス・ふすま・
障子・じゅうたん・その他

損保 ㈱矢内保険サービス 損　保 27-4157 ― ― 御用の際はお電話ください

車
　
関
　
係

広野タクシー㈲ タクシー 27-2151 27-2181 １月１日  7:00～ 21:00

オオスカオート

自動車整備

27-3327 27-3397 日・祝  8:00～ 17:00

新田自動車整備工場 27-3319 23-6419 日・祝  8:00～ 17:00

㈱大越自動車整備工場 27-2095 27-2442 土午後・日・祝  8:00～ 17:00

久保木電機商会 27-1610 27-1610 第２第４(土)・日・祝  8:00～ 17:00

サ
ー
ビ
ス

南双サービス㈱
その他

サービス業
27-2497 27-3323 土・日・祝  8:10～ 16:50

消防設備点検、防災用品販売業、
陸上・海上防災施設警備、港湾
曳船業、海運代理店、建物清掃
ビルメンテナンス
http://www.tgn.or.jp/nss/
company.html

クリーニングマーティひろのてらす店 クリーニング 23-6339 水・祝  9:30～ 18:30 日曜日　9:30 ～ 18:00

サンライトエンタープライズ 町の便利屋 0120-979-928 ― ― 見積り・相談は無料

区分 事　業　所　名 業　　種 TEL(0240) FAX 備　　　考

そ
　
の
　
他
　
会
　
員

㈲松本工務店

建　築

27-2423（転送） 27-2424（転送）

矢内建築 25-8641 25-8641

小野建築 27-3523 27-3572

堀江建築 27-3954

㈱イーツーコンサルタント
測　量

23-6133 23-6134 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

昭和測量設計社 090-4638-7878 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

西本建設㈱

土木建設

27-2171 27-2172

㈲北伸工業 27-2906 27-2298

㈱五社山建設 27-3152 27-3153
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区分店　　　名業　種TEL(0240)FAX定休日営業時間備　　　考

食
　
べ
　
る
　
・
　
飲
　
む
　

割烹　ふたば

食　堂

27-3233日11:00～15:00
宴会・折詰・オードブル・お弁
当〔要予約〕　休日・時間外:ご
要望があれば相談に応じます

和風　みさか27-457127-4562土・日・祝11:00～14:00

㈲柏屋
27-2322

070-2027-2322
27-2250―11:00～14:00その他ご予約は相談に応じます

ひろのてらす内くっちぃーな27-152427-1524土・日・祝11:00～13:45弁当注文 090-2278-4608

とんかつ食楽27-2299不定休
11:00～14:00
17:00～21:00

昼・夜共に30分前がラストオー
ダー

食と味の店　かなめ28-058028-0580火
11:00～14:30 
16:30～20:00

Cafe Restaurant 二ツ沼レストラン27-111027-1110
月

（祝日の場合は営業）
10:00～15:00

9:00～17:00まで
フリースペースとして利用可

そば処　鈴芳そ　ば27-3139月11:00～15:00予約あれば夜も営業します

手打ち中華そば　白圡家
ラーメン

27-160027-1600第１第３（日）・月11:00～15:00材料がなくなり次第終了

ラーメン　ひろば27-1881日11:00～17:00土･祝日　11:00～14:30

かれーや　yuuカレー27-1508日・月・祝11:00～材料がなくなり次第終了

寿し膳　おりはらすし店27-111827-1118不定休
11:00～14:00　　　　　　　　
17:00～21:00

午後の部は来店前に電話確認し
てください

居酒屋　元気百倍

居酒屋

27-418927-4189日・月17:00～22:00カラオケあり

居酒屋　ゆり090-7333-9422日･祝･第１･第３（土）17:00～22:30

居酒屋　うさぎ23-7307不定休17:30～21:30

ちょい呑み　小恋27-3773日・月17:00～22:00

きづな食堂23-7666日・祝17:00～22:00

買
　
　
　
　
　
　
う

㈲根本酒店

酒　類

27-224327-1121土・日・祝10:30～18:00

丸屋酒店27-233123-5199日・祝 8:30～18:00

大高酒店27-2515日 8:00～19:00

堀江商店酒･たばこ他27-310527-1122（兼用）日6:30～18:00

四倉屋精肉店一般食品雑貨27-226427-2714日9:00～18:00食料品・雑貨販売

渡辺金物店
金物類

27-230127-2301― 7:00～19:00

島村金物店27-224127-2992日 6:30～18:00

文具・くすり　まるや文具･くすり27-230727-4458日 8:30～18:00

おしゃれ専科　スズラン化粧品類27-303227-3032日 9:30～14:00

岡田新聞店新　聞27-243427-3278― 5:00～

ニューヤマザキデイリーストア
広野みらいオフィス店

コンビニ

27-187827-1878―6:00～22:00年末年始は休みの場合あり

セブンイレブン福島広野町店27-1171年中無休24時間

ファミリーマートＪヴィレッジ前店28-0280―24時間

ローソン広野下北迫店27-2069年中無休24時間

ローソン広野折木店27-3663年中無休24時間

イオン東北㈱イオン広野店スーパー27-211027-2110― 8:00～20:00

広野町二ツ沼直売所野菜販売27-403327-4033月 9:00～13:00

㈱スカイブルー東北営業所テント工事23-628723-6288日 8:00～17:30

創新リフォームリフォーム23-521023-5211土・日・祝10:00～15:00
ＧＷ・年末年始・お盆は
お休みとなります

㈲さくやま学生衣料090-9037-409827-2465―

薬㈱広野薬局薬　局27-226527-2751日・祝月～金　8:30～18:00  　土　8:30～12:00

はり･灸医心堂鍼灸院はり・灸27-408027-4080月
 9:30～12:30 
14:30～18:00

理
　
容

カットサロン　ファースト

理　容

080-6029-9253月･第１（火）･第３（日） 8:30～17:30予約の際はお電話ください

サチ理容所090-6455-6255月
お客様のご都合
時間に合わせます

予約の際はお電話ください
出張でカットもできます

理・美容　メーク27-2920月･第１（火）･第３（日） 9:00～17:00予約の際はお電話ください

大須賀理容所080-5557-0958月・(土・日は午後)9:00～14:00店頭にてはり紙でお知らせします

美
　
容

マキ美容院

美　容

27-2504日・月9:00～12:00

ひので美容院27-2325――予約が入ったときのみ営業

由美美容室080-5221-0569
第１第３第５
（日）(月)

 8:30～17:00予約が入ったときのみ営業

スポーツ
㈱広野町振興公社
パークゴルフ

パークゴルフ27-113027-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～16:00
(最終受付15:00)

公園
㈱広野町振興公社
二ツ沼総合公園

公　園27-213127-2131
月

（祝日の場合はその翌日）
 8:30～16:00６～８月 8:30～17:00

宿
泊

旅館・民宿　慶州
宿

27-212527-2727――焼肉店は閉店しました

㈱たき川27-285027-2850――民宿のみ営業

区分 事　業　所　名 業　　種 TEL(0240) FAX 備　　　考

そ
　
　
　
の
　
　
　
他
　
　
　
会
　
　
　
員

㈱山田組

土木建設

27-3212 27-3282 定休日：日・第２第４(土)

㈱金村組 27-3872 27-2501

㈱エイブル 25-8996 25-8997

鈴健興業㈱福島支店 23-6618 23-6619 8:00 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱大河 広野営業所 23-5337 23-5338
本社を双葉町へ移転したため広野営業所と
なりました。

横山工業㈱ 23-6335 23-6336 8:00 ～ 18:00　定休日：日

㈱美島建設 23-7318 23-7319 9:00 ～ 17:00　定休日：日・祝

木田工業

管工事

27-2163

㈲吉田鉄工所　 27-3241 27-3130

㈲山忠設備工業 27-3311 27-3953

北陽管工㈲ 27-3419 27-3423

新妻ガラス建窓 サッシ工事、その他 27-4543 27-4543 時間外は、電話にて対応します

㈲広野興業
アルミサッシ、エクステリア

販売、工事、請負業
27-3245 27-4229 7:30 ～ 18:00　定休日：日

㈲エスケー 建設・回転機械エンジニア 27-1059 27-1059

㈲猪狩電設工業 電気設備工事 27-2542 27-2272 8:00 ～ 17:00　定休日：土・日・祝

芳賀電器　加登屋 家電及び工事 27-3213

富士フイルムワコーケミカル㈱ 化学薬品製造 27-4171 27-3505 8:20 ～ 16:50

大丸化工㈱広野工場 プラスチック容器製造業 27-2422 27-2483

東亞合成㈱広野工場 製造業 28-0111 27-4371

福島広野レミコン㈱ 生コンクリート製造 23-5078 27-1321 8:00 ～ 16:30　定休日：第２第４（土）・日・祝

㈱メイコーＦＢセンター プリント配線板製造 27-3970 27-3974

㈱プリント電子研究所広野工場 電子部品製造 27-2641 27-4282 8:40 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱シマキュウ広野営業所 産業機械機器製造･販売 27-2635 27-2039

㈱下村電友舎製作所広野工場 電器器具製造 27-2866 27-2867

日新技研㈱ 精密機械製造 27-1611 27-1612 8:00 ～ 17:10　定休日：土・日・祝

古屋製作
自動車部品製造

27-2294 27-2294

㈱赤井金属工業 27-3886 27-3886

三浦工業所 金属加工業 27-3949 27-3949

革工房ｋｅｉ 革製品製造 27-3734

坂本木材店 製　材 27-3512

㈱コスモさくら警備保障

警　備

25-8146 25-8147 24時間営業

㈱新星 25-8486 25-8487

㈲秀崇 27-2677 27-2688
8:00 ～ 17:00　定休日：日
定休日はイベント等警備により変更有

ひろのパソコン教室 パソコン教室 050-5319-1980 10:00 ～ 21:00　定休日：日・月・水・金

相双文化発信センター
パーソナルストレッチ

学習塾
090-9632-0908
0246-22-1801

0246-22-1801 月～土　15:00 ～ 22:00

家事代行なかつ 家事代行業 090-2022-8680

㈱南双クリーン産業 産業廃棄物処理業 27-4321 23-5130 8:00 ～ 17:00　定休日：第２第４（土）・日

㈱いわきマシン広野営業所 機械工具及び高圧ガス販売 28-0121 28-0122 8:30 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

㈱ＪＥＲＡ 広野火力発電所
発電所

27-3111㈹ 27-1362㈹ 8:10 ～ 16:50　定休日：土・日・祝

広野ＩＧＣＣパワー合同会社 30-1122 30-1121

東双不動産管理㈱

建築･土木･設計･工事監理、建物
設備管理、不動産業、食堂、独
単身寮運営管理、発電所･展示館
等案内サービス、旅行サービス

25-8333 25-8350 8:30 ～ 17:10　定休日：土・日・祝

東北技研工業㈱不動産部 不動産 23-5699 23-6079 9:00 ～ 18:00　定休日：土・日・祝

㈲アド・プロ広芸社 看板製造 25-8187 25-8189 8:30 ～ 17:30　定休日：土・日・祝

スペース 印刷関連業 27-2513 27-2513

㈱ネクスト情報はましん 印刷業 0246-25-0111 0246-25-0113 8:45 ～ 17:30　定休日：日・祝

㈱協和マイクロ
事務機器販売・修理、
セキュリティ対策

0246-27-4750 0246-27-1122
8:30 ～ 17:30　定休日：土･日･祝･夏季・年末年始（土曜日は交替制で営業）
事務機器に関する事は、お気軽にご相談下さい。

東日本高速道路㈱東北支社
いわき管理事務所

高速道路管理 0246-36-0123 0246-36-0127

セブンイレブン下好間店 コンビニ 0246-36-0777 いわき市好間で再開営業中

木幡商店 酒　類 27-3263 再開予定

(同)アイズ
車買取・中古車販売・グローバル
総合人材紹介サービス・助成金・
補助金・融資コンサルティング

人材　0246-38-4642
車買取0246-38-4644

0246-38-4643
10:00 ～ 18:00　定休日：日
住所：いわき市五色町68

区分店　　　名業　種TEL(0240)FAX定休日営業時間備　　　考

宿
　
　
　
　
　
　
　
泊

旅館　岩沢荘

宿

27-299327-4055―24時間

折木の湯　つるや27-316127-3162――

別館　ひので荘27-294527-2145――

㈲大滝　大滝旅館27-411127-4114――

よか宿　稲村屋23-5398――

稲村屋　火の口本館23-5398

若松屋旅館27-213527-2815不定休―

民宿　広洋荘27-316827-2926――

ホテルリーブス23-565527-1102不定休24時間

ホテル双葉邸23-681027-3940―24時間
御食事処ひまわり 定休日:日･祝
11:30～13:45/18:00～

ホテルオーシャンいわさわ23-546023-5461―24時間

広野ホテル23-554123-5542―24時間TEL受付 9:00～18:00

広野の森前浜23-593023-5930――

ハタゴイン福島広野28-001127-1481―24時間 
チェックイン　 15:00～
チェックアウト 翌日10:00

ホテルフレンテ広野28-000128-0028―24時間

J-VILLAGE HOTEL26-011126-0112―24時間
１Ｆ「レストランアルパインローズ」
ランチタイム11:30～14:00(LO.13:30)

民宿ひろの27-267227-4107不定休

Ｇ
Ｓ

㈲大越
ガソリン他

27-221327-2613日 6:00～18:00土曜日は12:00まで営業

㈲大和田商店27-321727-3087日 6:00～18:00

燃
　
料

㈲イシイプロパン

燃　料

27-235727-2410―

竹林プロパン27-413725-8766――年中無休

エナジーパーク　ひろの27-333627-2266土・日・祝 8:30～17:15
年末年始・お盆はお休みとなります
住所:広野町大字上北迫字岩沢1-100

葬
祭

㈲かんの造花店
葬　儀

27-283327-2173――年中無休

セレモニーホール　ふたば28-051528-0516――年中無休　24時間受付

石材鈴木石材店墓石他27-377627-3776― 8:00～18:00

畳松本畳店畳
27-2364

090-9423-2705
日 8:00～17:00

金融あぶくま信用金庫　広野支店金　融27-212127-3330土・日・祝 9:00～15:00年末年始（12/31～1/3）

内
装㈲サカモトインテリア内装工事27-328627-2700――

建築リフォーム工事ご相談に応じ
ます。カーテン・クロス・ふすま・
障子・じゅうたん・その他

損保㈱矢内保険サービス損　保27-4157――御用の際はお電話ください

車
　
関
　
係

広野タクシー㈲タクシー27-215127-2181１月１日 7:00～21:00

オオスカオート

自動車整備

27-332727-3397日・祝 8:00～17:00

新田自動車整備工場27-331923-6419日・祝 8:00～17:00

㈱大越自動車整備工場27-209527-2442土午後・日・祝 8:00～17:00

久保木電機商会27-161027-1610第２第４(土)・日・祝 8:00～17:00

サ
ー
ビ
ス

南双サービス㈱
その他

サービス業
27-249727-3323土・日・祝 8:10～16:50

消防設備点検、防災用品販売業、
陸上・海上防災施設警備、港湾
曳船業、海運代理店、建物清掃
ビルメンテナンス
http://www.tgn.or.jp/nss/
company.html

クリーニングマーティひろのてらす店クリーニング23-6339水・祝 9:30～18:30日曜日　9:30～18:00

サンライトエンタープライズ町の便利屋0120-979-928――見積り・相談は無料

区分事　業　所　名業　　種TEL(0240)FAX備　　　考

そ
　
の
　
他
　
会
　
員

㈲松本工務店

建　築

27-2423（転送）27-2424（転送）

矢内建築25-864125-8641

小野建築27-352327-3572

堀江建築27-3954

㈱イーツーコンサルタント
測　量

23-613323-61348:00～17:00　定休日：土・日・祝

昭和測量設計社090-4638-78788:00～17:00　定休日：土・日・祝

西本建設㈱

土木建設

27-217127-2172

㈲北伸工業27-290627-2298

㈱五社山建設27-315227-3153


