


P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P P

山
陽
本
線

岩国税務署

岩国警察署

岩国市民文化会館

岩国商工
会議所

公園

東小学校

東供用
会館

働く
婦人の家

東中学校

シンフォニア
岩国

県総合庁舎
岩国市役所

岩
国
駅

岩徳線

麻里布
小学校

郵便局

2

188

50



田中 千絵さん

お店の特徴を教えてください
平成31年2月2日に移店リニューアルオープンし、今年で5年目を迎えます。
岩国駅から徒歩2分、ハンド＆フットや、お友達との同時施術も可能です。
当店では定額コースを基本メニューとしていますので、ネイルが初めてのお
客様にも安心して通っていただけます。また、ジェルネイル以外のケアコー
ス、角質コース、巻き爪ケアコースなどもございます。施術後はお飲み物と
月変わりのお菓子をご準備しております。ゆっくりとおくつろぎください。

サプワン読者にひとこと
菜の花の咲く季節にあわいパープルの花を大地に咲かせ、見る人の心をあたた
かくさせる“ピースフラワー（平和の花）”とも呼ばれる、むらさきはなな。お客様
に心地よい空間を。そんな想
いを込めた当サロンで木の温
もりや植物と共に癒しのひと時
をお過ごしください。

Nail Salon hanana
■住 岩国市麻里布町2丁目2-18ベルデビル4階
■☎ 0827-24-2137
■営 10：00～19：00
■休 不定休（月2回程度）
■P 提携駐車場あり
■¥  4,000円～6,000円

Nail Salon hanana

Q1

Q2
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GUEST COMMENTATOR

face＆body NENE

お店の特徴を教えてください
岩国駅から徒歩２分の女性専用フェイシャル＆ボディケアサロンです。仕事
でコリや張りがでる身体、通勤やヒールなどでむくむ足、疲れがでやすい顔
のケアなど、その時の状態に合わせたコースをご選択いただけるプライベー
トサロンです。また人気ネイルサロンも併設。一度のご来店で、ネイルから
ボディ、フェイシャルケアまで完了するので、忙しいけれどオシャレもしたいと
いう方にオススメです♪

サプワン読者にひとこと
テレビや雑誌などで話題の“足つぼ”や“顔つぼ”で、あなたの
痛いポイント（疲れやすく、弱りやすい部位）を探してみません
か？ 痛いけど効く！！をぜひ体感してみてください。30分から
メニューをご用意しておりますので、空いた時間やお仕事帰り
など、その日の気分やお悩みに合わせてお気軽にご利用いた
だけます。なお、ご来店前にお電話またはLINE@でご予約い
ただけるとスムーズにご案内させていただけます。

face＆body NENE
■住 岩国市麻里布町2丁目2-18ベルデビル4階
■☎ 050-3552-3119
■HP facebodynene.amebaownd.com
■営 10：00～20：00
■休 不定休
■P 提携駐車場あり
■¥  2,600円～

Q1

Q2
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GUEST COMMENTATOR

谷口 しのぶさん

お店の特徴を教えてください
平成30年、12年に渡って営んできました焼肉工房風家を諸事情により閉
店しました。そして新たに同じ店名で食堂として、リ・スタートさせていただ
きました。店の名前の“岩国駅前三丁目食堂風家”には長年、駅前麻里布
地区で仕事をさせていただきました感謝の気持ちと地域の皆様に広く愛さ
れる店になりますようにとの願いを込めてつけさせていただきました。心に
も身体にもやさしい普通の毎日の食事ができるお店を目指しています。

サプワン読者にひとこと
お一人様も、そうでない方も、毎日の食事に苦労されている方は多いので
はないでしょうか？一食でも楽したいなぁと思ったら、風家を思い出してく
ださい。特別なものはないけれど、いつでも、暖かいごはんとみそ汁で食
事ができるようお待ちしています。様々なご意見やご要望、そしてたくさん
の我ままを言っていただき、可能な限りそれにお答えできる様努力していき
たいと思っています。皆様に可愛いがられ、地域の灯台となれるようなお
店を目指して頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。

岩国駅前三丁目食堂 風家
■住 岩国市麻里布町3丁目19-39
■☎ 0827-23-3555
■営 【ランチ】9：00～14：00
　  【ディナー】17：30～22：00
■休 日曜日
■P なし

岩国駅前三丁目食堂 風家

Q1

Q2
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Mojo Curry（モジョカレー）
堂本 聡さん

お店の特徴を教えてください
麻里布町2丁目の古びたビルの２階にある
カレー店です。お席はカウンター５席、２名様テーブル３席。
時間をかけてじっくり煮込んだこの店独自の欧風カレーと、煮込んだトマ
トと数十種のスパイスをあわせたカレーの２種類をご用意しています。特
に牛バラ肉の赤ワイン煮を欧風カレーと合わせた「ビーフカレー」と、独自
のスパイスで味つけした鶏肉の「バターチキンカレー」がオススメです。

サプワン読者にひとこと
お店でのお召し上がりはもちろん、お持ち
帰りにも対応いたします。店舗の入口
階段にメニューを置いてますのでお
気軽にお持ち帰りください。見つ
けにくいお店ですが、ぜひ一度お
召し上がりください。
オレンジ色の小さな看板が目印です。

Mojo Curry（モジョカレー）
■住 岩国市麻里布町２丁目3-13 ２階
■☎ 0827-23-1875
■営 11：30～21：30（L.O.21:00）
■休 火曜日　他に不定休あり
■P なし
■¥  1,000円

Q1

Q2
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中野 典宜さん
ふじや

お店の特徴を教えてください
まずはランチ。３種のおかずとサラダ、スー
プ、パンorライスのセットで1,200円。
＋300円でデザートを用意。おいしい料
理と楽しい時間をモットーにしっかりとお
食事、お酒を楽しむためのつまみ（単
品）、その日の朝の仕入れによって、色々
と用意して心よりおまちしております。

サプワン読者にひとこと
気の合う仲間や会社関係、少人数から
団体様まで、お客様のニーズに合わせた
使い方で、おいしい時間をぜひどうぞ。
インスタ見栄する料理もたくさんあります。
一度おためしくださいませ。ご予算にあ
わせて各種宴会を随時承り中。お気軽
にご相談ください。

ふじや
■住  岩国市麻里布町６丁目3-18ラ・フォーレセーヌビル1階
■☎  0827-28-5978
■営  【ランチ】11：00～14：00（L.O.13：30）
　  【ディナー】18：00～23：00（L.O.22：30）
■休 【ランチ】土曜、日曜、祝日　【ディナー】日曜日
■P  なし
■¥ 【ランチ】1,200円～1,500円
　  【ディナー】3,000円～5,000円

Q1

Q2
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鍵本 恵美さん

Café et Bar Dolce Vita　
カフェ・エ・バール ドルチェヴィータ
■住 岩国市麻里布町3丁目16-10第３国際ビル1階
■☎ 0827-93-3868
■営 【通　常】14：00～24：00（L.O.23：30）
　 【日曜日】14：00～18：00（L.O.17：30）
■休 火曜日、第１水曜日
■P なし
■¥  1,500円～4,000円

Café et Bar Dolce Vita（カフェ・エ・バール ドルチェヴィータ）

Q1

Q2

お店の特徴を教えてください
岩国では珍しいお昼から開いているカフェバーです。ウィスキーやワイン、
季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルの他、カフェドリンクも豊富に取り揃
えております。お酒が飲める方はもちろんのこと、お酒が飲めない方でもご満足
いただけるメニュー展開となっております。お一人様のちょい飲みにぴったり
なおつまみや、お酒にもコーヒーにも合う、店主こだわりの自家製ケーキも
オススメです。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

サプワン読者にひとこと
昼から飲める落ち着いた雰囲気のカフェバー
なので、夜だけでなく、明るい時間からゆった
りと大人のくつろぎ時間を満喫できます。ランチタイムを逃してしまった時
に軽く食事をしたり、昼下がりから優雅に乾杯したり、飲み会前の時間調
整や夜カフェで至福のデザートなど、様々なシーンでご利用いただけます。
当店は少人数向きのお店ですので、グループでご利用希望の際は事前に
お問い合わせください。皆様のご来店心よりお待ちしております。
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GUEST COMMENTATOR

脱毛エステサロン BBG

お店の特徴を教えてください
平成31年4月11日にオープンした脱毛エステサロンBBGです。「お客様
のきれいになりたい気持ちに寄り添う」をモットーに、一人一人のご要望
に合わせて丁寧に施術しております。痛くなく美肌効果のある脱毛、アロ
マオイルを使った心の癒しが当サロンの自慢です。また、岩国にはない
「ハーブ」を使った、より効果のある美容技術を取り入れています。心身と
もにきれいになりたい方は当サロンにお越しください。

サプワン読者にひとこと
当サロンでは、経験豊富なスタッフがカウンセリングを
綿密にし、お客様一人一人に合ったオーダーメイドの施
術をしております。脱毛をされたことのない方や、エステ
に不安なイメージを持たれている方も安心してお越しい
ただけるかと思います。ワキ脱毛2,980円（税抜）で「通
いたい放題」です。他にもオープン価格で、お得となっ
ておりますので、ぜひこの機会に一度お試しください！

脱毛エステサロン BBG 
■住 岩国市麻里布町６丁目13-8
■☎ 0827-24-5221
■営 11：00～19：00
■休 不定休
■P あり　
■¥  2,980円～　　

Q1

Q2
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お店の特徴を教えてください
朝が早く、8時より営業しております。気ままに、
思いたった時にと人それぞれの思いで気軽に
足を運んでいただきたいので、あえて予約にし
ておりません。お待たせする事もあるとは思い
ますが、お客様の髪の健康、悩みとあらゆる
面でサポートしていけたら…と思っています。

サプワン読者にひとこと
髪の悩みは十人十色で一人でも多くの方の悩みに対応し、納得、満足、笑
顔になっていただけると嬉しいです。ヘアカラーやパーマによるダメージを少
しでもなくすため、薬剤・補修液は厳選した商材を取り扱っています。気にな
る事、相談、問い合わせ、何でもいいので気軽にお電話ください。学生（高
校生まで）カット1,000円
です。前髪だけでもOK ! 
です。（500円）

飯尾 美智子さん
Aoki ビューティーサロン

Aoki ビューティーサロン
■住 岩国市麻里布町６丁目14-3
■☎ 0827-22-6060
■営 8：00～17：00
■休 日曜日（祝日：要相談）
■P あり
■¥ ヘアカラー（カットサービス）6,000円～

Q1

Q2

カット（1シャンプー+ブロー付） 2,800円
ヘアカラー（カットサービス）ショート 6,000円～
パーマショート 6,500円～
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GUEST COMMENTATOR



中村 将治郎さん

居食亭 清流
■住 岩国市麻里布町7丁目1-13大正ビル1階
■☎ 0827-21-3568
■営 【昼】11：30～14：00　【夜】17：00～22：00
■休 月曜日（ランチ営業は日曜・祝日なし）
■P なし
■¥  【昼】 580円～980円　【夜】3,000円～5,000円

居食亭 清流

Q1

Q2

お店の特徴を教えてください
岩国市麻里布町のエディオン前に
ある居食亭清流です。和食料理を中心に、刺身、煮魚、焼魚、ステーキ
などの肉料理、串焼き、冬には鍋料理などなど、「旬のものをお手軽価格
でご提供したい」をモットーに、新鮮なものをお出しできるように、各種取
りそろえて、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

サプワン読者にひとこと
ランチは火曜日～土曜日11時30分より14時まで。おまかせ昼定食はメ
イン料理に小鉢、サラダ、香物、酢物、ご飯、みそ汁が付いて税込580円。
その他、限定5食の刺身定食も980円で提供しております。夜は火曜日～
日曜日17時より営業。小鉢一品300円より。
カウンター12席、座敷個室あります。最大
25名入れる座敷もありますので、歓送
迎会、忘新年会その他各種ご宴会など
お気軽にご相談ください。
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GUEST COMMENTATOR

杉本 文子さん
BARBER　（竹内理容院）

お店の特徴を教えてください
2014年に父の理容院を引き継ぎ、
リニューアルオープンしました。市役所からハローワークの通りの真ん中
辺りに位置したマンションの一画にあります。もち吉の横でわかりやすい
ようでもありますが、少し入口が奥まっているのでこんな所にあったんだと
言われることもあります。昔からの常連さん、若い子から年配の方にも、
ゆっくりいごこちのいい空間になるよう心がけております。

サプワン読者にひとこと
お客様の求めるヘアスタイルに近づけるよう気軽に相
談していただいたり、こちらから提案させていただい
たり、なりたい自分になるためのお手伝いができたら
と思います。中学生以下は大サービスで1,000円で
させていただいてます。男の子も女の子も、みんな誘
い合って来てください。予約優先で一人ずつ心をこ
めさせていただきたいので、なるべくお電話ください。

BARBER　（竹内理容院） 
■住 岩国市山手町1丁目9-18
■☎ 0827-24-2898（予約優先）
■営 8：30～19：00（受付終了18：00）
■休 月曜日、第１月・火曜日、第３日曜日（変更あり）
■P あり　
■¥  中学生以下1,000円　高校生2,500円～　
　 大人3,500円～　　

Q1

Q2
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お店の特徴を教えてください
昭和46年、現住所に父が開業し
平成16年に二代目として、娘で
ある私が、新オープンさせて現在に至ります。ご年配からお子様まで、ファ
ミリーで、来店いただいております。ここ最近では、安い理容室が増えてき
てますが、専門店ならではの良さを武器に親子で地域密着型サロンとし
て、努力を重ねて毎日毎日を明るく楽しくをモットーに営業しております。

サプワン読者にひとこと
当店では、父の商人技術と娘である次世代商人技術とで、幅広く皆様の
ニーズに応えられるのではないかと思っております。また、最近では、ご依
頼があれば、送迎・出張をしております。送迎・出張に関しては前日に電話
にて予約を受け付けてます。女性シェービング・
フェイスエステもメニューの中にございますので
ぜひ、一度ご来店くださいませ。一生懸命皆様
のご期待に応えたいと思っております。

大江 一枝さん
HAIR SALON Kazu

HAIR SALON Kazu
■住 岩国市山手町1丁目10-9
■☎ 0827-21-7032
■営 8：30～18：00
■休 月曜日、第１月・火曜日、第３日・月曜日
■P あり

Q1

Q2
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柿本 麗奈さん

REI eyelash salon
■住 岩国市麻里布町3丁目3-1
■☎ 080-3887-9199
■HP https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000431265/
■営 9：00～20：00
■休 不定休
■P 提携駐車場あり
■¥  初回4,000円～

REI eyelash salon

Q1

Q2

お店の特徴を教えてください
平成30年9月に独立、平成31年4月に
中通りアーケード内に移転OPENしたま
つ毛専門店です。愛知の名古屋大手サロンで勤め、約７年間、技術を学
び知識を身につけてきたオーナーが岩国に出店しました。長年の経験を
生かし、たくさんのお客様に大満足していただけるサロンを目指してます。

サプワン読者にひとこと
岩国にはまだエクステ専門店が少なく、初めてエクステをつけられるお客
様がどんどん増えてきています。当店は10代から80代まで年齢層も幅広
く、毎月150名以上の方にご来店いただい
ております。自然でナチュラルからボリューム
のある目元まで、お客様に似合ったものを
ご提供しています。いつまでも美しくなりたい
と思うのはみな様同じお気持ちです！！ぜひ
ご来店をお待ちしております。
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GUEST COMMENTATOR



河本 匠さん
Porter31

お店の特徴を教えてください
2019年5月末NEW OPEN、Porter31はSNS映え必須のお洒落なカ
フェ風サロン。気軽に来れる空間でいつでも心地いい場所をご提供します。
当サロンにはカットカラー等はもちろん、結婚式やハレの日を多く手掛けて
きたベテランスタイリストが在籍しているので、着物から浴衣までセンス良く
仕上げます。また、トリートメントにも力を入れております。お客様一人一
人に合わせたケアをさせていただきますので、ぜひご相談ください。

サプワン読者にひとこと
お客様の「なりたい」お悩みを聞き、どんなスタイルが一番合うかをご提案
します。そして、なりたいを叶える技術を提供します。カフェ風サロンという
こともあり、ドリンクには力を入れています。
ふらっと立ち寄れるようなアットホームな
サロンをつくってるので気軽に立ち寄って
ください。そして、いやされてください。
スタッフ一同心よりお待ちしています。

Porter31
■住 岩国市麻里布町2丁目5-9
■☎ 0827-28-4749
■HP https://porter31.jp
■営 【平日】10:00～19:00　【土日】9:00～18:00
■休 毎週月曜日、第3日曜日 
■P なし
■¥  約10,000円

Q1

Q2
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お店の特徴を教えてください
古書店、古本屋。呼び名はどちらでも
よいのですが、この地での営業も50年になります。郷土史、芸術、文学、
趣味、児童書から文庫、コミックまで、ほぼ全ての分野を扱っています。
また、本の買取も行っています。不要になった本があれば店舗までお持
ちください。出張買取（市内・周辺地域）もありますので、ご一報くださ
い。ネットでの本探しは、「日本の古本屋」で検索。全国の町の古本屋
さんのサイトです。

サプワン読者にひとこと
求める本があれば、PC・スマホで一発。何でもネットですます事ができる
時代です。でも、ちょっと時間があれば、本屋さんに。それも古本屋に足
を運んでみてはいかがですか。そこには、きっと懐かしい発見が。新しい
発見が。未だに教えてもらう事も多くありますが、本の事なら、ほぼ全ての
分野でお話、ご相談ができるかと思います。もちろん、お一人でじっくりと。
ゆっくりと。これも良いですね。世界を拡げてみませんか。

住吉 茂生さん
文教

文教 
■住 岩国市麻里布町6丁目9-29
■☎ 0827-23-1161
■営 10：00～19：00
■休 なし
■P あり　

Q1

Q2
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鳥越 哲信さん

WEST COAST
■住 岩国市麻里布町1丁目4-19
■☎ 0827-22-5176
■営 12：00～19：00
■休 木曜日
■P なし
■¥  200円～

WEST COAST

Q1 お店の特徴を教えてください
CD＆レコードショップとして35年前に
オープン。現在は中古＆新品の在庫が
5万点ほどあります。ジャンルはジャズ、
ロック、ソウル、クラシック、邦楽とあり
ます。CD、レコード、楽器の買い取り
を強化しております。ご一報ください。

サプワン読者にひとこと
現在、店内在庫3万点ほどアマゾンに
出品しております。店頭での販売もして
おりますが、一般の方に合う物が無い
場合が多くありますので、お探しのCD
やレコードがある場合、ミュージシャン
名とタイトルまたは曲名をお知らせくだ
さい。お探しいたします。

Q2
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お店の特徴を教えてください
安全で快適な愛犬との暮らしを実現
するために♪ 「愛犬家住宅」は、犬の
特性を理解し、安心な住まいづくりをご提案します。 ちょっとした困りご
との解消から、家まるごとの大改装リフォーム、今はペットはいないけど
将来的にお考えの方、家族と愛犬のための新築マイホームなどお気軽
にご相談ください。 専門スタッフが愛するワンちゃんと一緒に過ごす、心
豊かな毎日のための「愛犬家住宅」を提案します！

サプワン読者にひとこと
株式会社ユニアルは平成9年の創業以来、これまで岩国市内を中心に、
山口・広島・島根県内の外壁工事・店舗設計デザイン・リフォーム工事を
手掛けてきました。 そしてこの度、JR岩国駅前に愛犬との暮らしをもっと
豊かに、もっと楽しくするための住まいをご提案する「愛犬家住宅」が
オープンしました。 少しの工夫で犬も飼い主もストレスフリーな住まいを
実現させます。 お気軽にご相談ください。

福本 寛之さん
愛犬家住宅 株式会社ユニアル

愛犬家住宅 株式会社ユニアル 
■住 岩国市麻里布町1丁目4-2 茶藤ビル1F
■☎ 0827-35-5540
■HP http://www.unial.jp
■営 10：00～18：00
■休 水曜日
■P あり　

Q1

Q2
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沖中 一洋さん
スチームクック むしや

お店の特徴を教えてください
岩国駅前で数少なくなった食堂を営ん
でおります。蒸し物の定食とつけ麺の
店として3年前から営業しております。蒸すことで食材の旨みを閉じ込めた
調理方法を多用し、燻製なども取り入れております。豚足や豚軟骨といった
特徴ある食材を使い、つけ麺、ラーメン、焼ラーメン、丼、カレー、温野菜定
食などを提供しております。メニュー開発も積極的にチャレンジしており新し
いメニューも次々予定しています。お楽しみにしてください。

サプワン読者にひとこと
ランチタイムはサラリーマンの方が中心に来店されます。ディナータイムに
は外国人の方やホテル滞在の出張の方、ご近所の方にお越しいただいて
おります。外国人の方々には辛みそラーメン、鉄板焼チャーハン、蒸し餃
子が人気でリピーターされる方が多くおられます。岩国でつけ麺がお好き
な方なら一度足をお運びいただけたら幸いです。これからも岩国のB級グ
ルメメニュー開発を夢見て日夜研究し続けていきたいと思います。

スチームクック むしや
■住 岩国市麻里布町3丁目5-14
■☎ 0827-22-8402
■営 【昼】11：30～14：00　【夜】18：00～21：00
■休 日曜日、祝日、毎月８日 
■P なし
■¥  1,000円

Q1

Q2
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石橋 瑛人さん

original salon ramp
■住 岩国市昭和町1丁目4-25
■☎ 0827-88-0094
■HP https://www.instagram.com/ramp.o.s
■営 9：00～19：00 
■休 月曜日、第3日曜日
■P 店舗前2台あり
■¥  カット 3,000円、カットカラー 6,000円～

検索

original salon ramp

Q1 お店の特徴を教えてください
岩国駅東口すぐ。令和元年にオープンしました。1人での営業のため、ほ
ぼ完全予約制です。基本的に1：1の施術になりますので、ゆっくりとramp
の空間を楽しんでいただけます。お客様のライフスタイル、髪質に合った施
術にプラスして“個性”の部分の提案を大切にしております。流行りのブリー
チカラーやゆるパーマはもちろん、本気のサラツヤ髪から土臭いドレッドま
で振り幅が大きい分、角度の違った提案ができると思います。

サプワン読者にひとこと
地元岩国を出て大阪で美容師となり、Uターンしてきました。そこで、地
元を大切にし盛り上げようとしている方々と出会い、そのつながりで出
来上がった店がrampです。なので、僕のスタイルが気になる方以外に
も、これからなにかはじめてみたい方、なにかつながりを作りたい方、お
手伝いします。ぜひ1度足を運んでみてください。時間外営業もお早め
にご連絡をいただければ対応いたしますので、お仕事帰りにもお立ち寄
りいただけます。

Q2
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お店の特徴を教えてください
なんと！！うどんの麺が選べます。コ
シのある手打麺か？昔ながらの柔ら
かい麺か？自慢の甘めのつゆはどち
らの麺にも相性バツグン！！お好みに
合わせて提供いたします。夜はお酒
が呑めるお店に変わります。全て国
産の自慢の焼鳥と大分直送のこだ
わりの唐揚げや手羽先が味わえ、
お酒がすすむメニューが揃います。
ぜひご来店ください。

サプワン読者にひとこと
岩国駅東口に、昼はうどん、そば、
夜はお酒が呑める場を作りました。
皆さん１度、寄ってみてください。

佐藤 翔一さん
風林火山

風林火山 
■住 岩国市昭和町1丁目4-1
■☎ 0827-21-2055
■営 【昼】11：00～14：00
    【夜】17：00～22：00（日曜・祝日のみ21：00まで）
■休 木曜日
■P あり　

Q1

Q2
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梅川 文佳さん
Vegetrip 岩国駅店

お店の特徴を教えてください
野菜、果物の本当の美味しさを知ってもらいたい、美と健康を保つため
に必要な栄養素をしっかりと摂ってもらいたい。という願いから、ベジト
リップをスタートいたしました。岩国駅店は、ヨーロッパのマルシェをイ
メージした店で、市場直送の新鮮な野菜、果物の販売もしております。
旬のフルーツがたくさん入ったフルーツサンド、マフィンやキーマカレー、
ドリア、ホットサンドなどの軽食もご用意しております。

サプワン読者にひとこと
岩国初のコールドプレスジュース。当店ではノーウォークジューサーで手間
ひまかけて搾っております。添加物を加えず、加熱処理も行わないため、
野菜、果物本来の生きた酵素をしっかり摂ることができます。大好評い
ただいておりますフルーツモリモリのデザートスムージーは、これからいち
ごが始まります。岩国産のレンコンを縦に切って素揚げしたフライドレン
コン。ホクホクとして美味ですよ。地ビールとの相性も抜群です。野菜、
果物を楽しんでいただけるお店です。皆様のお越しをお待ちしております。

Vegetrip 岩国駅店
■住 岩国市麻里布町1丁目1-1
■☎ 0827-35-6663
■営 7：00～19：00

Q1

Q2

smoothie
Dessert
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林 千佳江さん

お店の特徴を教えてください
エスプレッソベースの珈琲をメイン
に豊富なラインナップを取り揃えてい
ます。ご自分でアレンジして色々な飲
み方を楽しんでください。ドリンクとサンドウィッチは、テイクアウトが可能。 
モーニングセットからパスタ、スタッフオススメの焼きカレーセットまで
メニューも充実。食後には3種類の日替わりケーキもご用意しております。

サプワン読者にひとこと
当店は気さくなスタッフばかりなのでお気軽に話し
かけてください。お客様に居心地の良い空間を提
供するために日々努力しております！また、フードメ
ニューも季節限定、期間限定などのメニュー開発
を頑張っていきたいと思っております！まだまだ未
熟ではありますが、スタッフ一同、心よりお待ちして
おります。

cafe 884
■住 岩国市麻里布町2丁目1-20
■☎ 0827-28-4844
■営 【平日】7：45～18：30 【土曜】10：30～17：30
■休  日曜日、第2・4月曜日、他に不定休あり
■P なし
■¥  ドリンク 270円～

cafe 884

Q1

Q2
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守田 正文さん

お店の特徴を教えてください
岩国駅東口で宝飾·時計·メガネの販売、修理を行っています。宝飾品は東
京や神戸で開催される国際宝飾展をはじめ全国各地のメーカーから直接
買い付けた、お買得な品を数多く取り揃えています。腕時計の分解掃除は格
安値段で承っています。メガネは『システム検眼機』を導入し様々な角度から
視力を測定し、お客様に最適なメガネをご提供します。ご要望があれば、お
子様 (中学生以下)やご高齢者対象の「目の講座」も出張開催しています。

サプワン読者にひとこと
宝飾品リフォームをご希望の方は、 お気軽にご相談ください。画像をご覧
いただきながらお見積りさせていただきます。 各種パールネックレスや
ハート&キューピットのダイアルースなど高品質の宝石をぜひご覧ください。
また白内障の不安のある方や手術をご検討されている方、まぶしさが気
になっている方などには保護眼鏡や高機能カラーレンズをご提案させて
いただきますのでご相談ください。なお、当店の視力測定は全て予約制と
なっています。

もりた時計店
■住 岩国市元町1丁目2-19
■☎ 0827-21-1619
■営 9：00～18：00 
■休 日曜日（ただし、ご予約いただければ営業）
■P あり

もりた時計店

Q1

Q2
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井上 京子さん

お店の特徴を教えてください
「髪は生き方を映す。とても感度がいい。」
をコンセプトに掲げ、2019年に創業35周年を迎えました。美容の技術
はもちろんですが、素材である髪や頭皮の健康が重要だと考え、本来の
美しさを引き出すことを念頭にメニューや商品を取り入れています。カウ
ンセリングでもマイクロスコープを活用し、お客様1 人1人に合わせたアド
バイスやケアメニューのご提案をさせていただきます。

サプワン読者にひとこと
元気で健康な頭皮や髪を目指して、メ
ニューの薬剤からシャンプー ・トリートメ
ントの商品までこだわった物を取り揃
えてます。経験豊かなスタッフがお客様
1人1人のお悩みを解決できるよう、
しっかりカウンセリングからさせていた
だきますので、お気軽にお越しください。

ルックス美容室
■住 岩国市麻里布町3丁目12-9
■☎ 0827-22-1300
■営 9：00～19：00 
■休 月曜日、第1火曜日、第3日曜日
■P 提携駐車場あり
■¥  4,000円～ クレジットカード使用可

ルックス美容室

Q1

Q2
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事業のご案内

商工会議所は法律に基づいて設置されている、地域唯一の総合経済団体です。

を、会員の皆様と、地域の発展と活気あるまちづくりを目指して活動しています。

個別の企業が自らの力だけでは解決できない問題
一つの業界だけでは解決できない問題

地域経済や社会が抱える問題

▼ 要望活動
個人や一企業では対応しにく
い問題を広く地域社会発展
のために、国･県･市など行政
庁へ時に応じ要望を行ない、
改善策を働きかけています。

▼ 技術･技能･検定事業
商工業に関する技術、技能の
普及、向上につとめ、珠算・簿
記・日商文書技能・販売士・ビ
ジネスコンピューティング等の
検定試験を実施しています。

▼ 商工業振興事業
講習会、講演会、商取引の仲
介・斡旋・信用調査並び貿易
証明、産業公害についての相
談・指導など。 また、地域経済
の開発や企業誘致など。

▼ 地域活動
岩国祭、錦帯橋まつり、錦川
水の祭典など、地域の催しに
主催・後援として積極的に参
加し、地域の連帯意識の向
上発展に取り組んでいます。

▼ 調査･情報活動
地域内外の状況を把握し、適
切に対応が出来るよう、岩国市
内経営動向調査（4半期毎）や
商工会議所早期景気観測な
どの調査研究を行っています。

▼ 部会活動
各事業にあった専門知識の
習得、情報交換、親睦交流の
場として業種別部会を組織。 
また、異業種間の交流の場と
してもご活用いただけます。

▼ 経営改善普及事業
小規模事業者に対する経営
改善普及事業は、国の施策
もあり増々充実しています。 中
小企業相談所で、それらの相
談・指導を行っています。

▼ 共済事業
特定退職金、医療、生命、大
型保険、火災等の共済制度
や国の共済制度（小規模企業
共済・中小企業倒産防止共済
制度）の普及に努めています。

● 国･県･市と直結した、様々な制度の橋渡しをします。

● 金融（運転･設備資金）、資金繰りの相談が受けられます。

● 帳簿の付け方、申告、届出書類の書き方のお手伝いをします。

● 健康診断（メタボ･生活習慣病･PET）のご紹介をします。

● 労災･雇用保険の委託、福利厚生の充実が図れます。

岩国商工会議所は情報･経営相談をお届けします。
全国515商工会議所
ネットワーク

● 新規取引先の調査
● 販路拡大のお手伝い
● 企業マッチング

専門家による経営計画 ● 経理・経営分析
● 従業員のスキルアップ

新規事業にチャレンジ
● 専門家による情報提供
● 市場調査
● 各種制度申請のお手伝い

さらに結束力を
高めるために 会員を募集しています会員を募集しています 岩国商工会議所

山口県岩国市今津町1丁目18番1号
☎ 0827-21-4201

ご
連
絡
先

岩国商工会議所の活動とは

商工会議所の定例無料相談 岩国商工会議所 中小企業相談所会場

相談には必ず事前予約が必要となります。 お気軽にお問い合わせください。 ☎ 0827-21-4201

金融相談4

（株）商工組合
中央金庫徳山支店

毎月第3水曜日
10：30～12：00

商工中金
担 当

開　催

特許相談3

弁理士･
特許支援アドバイザー

毎月第3火曜日
13：00～16：00

担  当

開  催

税務･消費税相談1

税理士

毎月第2木曜日
13：00～16：00

担  当

開  催

外国人とのビジネス等に関する相談6

外国人ビジネス
サポートアドバイザー

毎週火曜日
13：00～16：00

担  当

開  催

法律相談5

弁護士

毎月第4水曜日
14：00～16：00

担  当

開  催

相談･
無料

秘密･
厳守

労務相談2

社会保険労務士

毎月第3木曜日
13：00～16：00

担  当

開  催


