




冨重 貴恵さん
Q1 お店の特徴を教えてください
平成29年11月7日にプレオープンし、平成30年1月30日にグランドオー
プンした、岩国にはまだ数少ないマツゲエクステ専門店です。専門店だから
こそクオリティーを追求し、一人でも多くの方に日常の一部として通っていた
だけるように岩国に出店しました。お店のコンセプトは、自分自身が通いた
くなるお店です。低価格でもエクステやグルー、施術に対して一切妥協しな
いことがモットーです。

サプワン読者にひとこと
当店では、初回30分のカウンセリングをさせていただきます。なりたいを叶
えるため、一緒にデザインを考えるほか、まつ毛の知識や、エクステの取り扱
い方など説明させていただきます。同じ時間、同じ料金を使うなら、満足し
ていただきたい。当店で扱う商材は、スキルチェックを行い、直接取り引き
の認められたサロンでしか使うことのできないものを仕入れております。こだ
わりぬいたものばかりですので、安心してご来店ください。一人でも多くの方
に生き生きとした目元で素敵な日常を過ごしていただけると嬉しいです。

Q2

BARREL（バレル）

BARREL（バレル）
■住 岩国市今津町1丁目5-9 モンヤビル 2F
■☎ 0827-88-0158
■HP http://r.goope.jp/barrel-iwakuni
■営 10：00～ 19：00
■休 不定休
■P あり（店舗1F:1台、近隣：1台）
■¥  4,000円～

Guest commentator01

広中 文雄さん
Q1 お店の特徴を教えてください
品質と焙煎と鮮度にこだわったコーヒー豆専門店です。新駅舎となった
岩国駅前の一角にあり、店内に設置した小型焙煎機でせっせと豆を焼いて
います。創業は平成13年。以来、商品づくりの軸足は常に“家庭で飲まれる
コーヒー”に置いてきました。そのため、当店のコーヒーは中煎りがもっとも
多くなっています。酸味と苦味のバランスがよく、コクも中程度です。飲みや
すく飽きのこない味わいは、多くの人の好みに添えることでしょう。

サプワン読者にひとこと
岩国の象徴、錦帯橋から着想した「錦帯珈琲」をご存知ですか？「5連のアー
チ 5種類の豆 5つの味」をキャッチフレーズに、創業翌年に商品化した“岩国
のふるさとコーヒー”です。錦帯橋の5連のアーチにちなみ5種類の豆を使用
したブレンドコーヒーは、味のイメージも錦帯橋に求めています。調和のとれ
た造形美と圧倒的な存在感を放つ錦帯橋ですが、目指したのは“調和”のと
れた香味と“存在感”のある飲みごたえです。酸味、苦味、甘味、風味、香り ̶
の5つの味が溶け合います。※当商品はドリップバッグタイプも有。

Q2

自家焙煎珈琲 豆ん坊

Guest commentator02

自家焙煎珈琲 豆ん坊
■住 岩国市麻里布町1丁目4-2
■☎ 0827-24-3408
■HP http://mamenbo.com/
■営 11：00～ 19：00
■休 日曜日
■P なし
■¥  平均価格 1,500円

Guest commentator03

西浦 しのぶさん

aging care salon cee
■住 岩国市山手町1丁目6-18 1F
■☎ 0827-88-0141
■HP http://cee551.wixsite.com/cee1
■ http://www.instagram.com/cee5858

■営 10：00～ 18：00（予約受付）
■休 第1・2・3日曜日　　■P  あり　　
■¥  3,500 ～ 12,000円
　  （クレジットカード使用可 VISA MasterCard）

Q1 お店の特徴を教えてください
白で統一された店内は、日常を忘れさせてくれる癒し空間。6千名以上の
お客様のお肌のカウンセリングや施術、メイクを実施してきた経験を活かし、
平成29年8月に山手町にオープンしました。山口県では珍しい『リフトアッ
プマシン』と『小顔トリートメント』で目の周りや頬がキューっと上向きに！お
客様と楽しいおしゃべりや美容トークで盛り上がる、アットホームなプライ
ベートサロンです。男性のフェイシャルエステも有。

サプワン読者にひとこと
“1才でも若く見られたい”“元気で健康的な肌になりたい”などお客様お一人
お一人の肌や体のお悩みに寄り添えるよう、カウンセリングの時間をしっかり
お取りしています。当店にお越しくださるお客様が、ご友人やご家族様に
「最近お肌キレイになった？」「年齢より若く見える！」と言われるようにサ
ポートさせていただきます。【サプワン限定・小顔美白
フェイシャル60分】（通常7,000円）4,500円。サプ
ワン見ましたとお伝えください。

Q2

aging care salon cee

広瀬 咲子さん
Q1 お店の特徴を教えてください
「おもてなしの心と感謝の気持ちを大切に、クオリティの高いサービスを提供
したい。」をコンセプトに、平成29年9月にオープンしたスタッフ2人の小さ
なエステサロンです。お客様の目的に合わせ、リラクゼーションから本格的な
渡身エステ、美肌再生プログラムなど、女性の美をトータル的にサポートで
きる豊富なメニューが当サロンの自慢です。両手に心を込め、手のぬくもり
と心のふれあい、信頼関係を大切にしております。

サプワン読者にひとこと
私自身が美容やエステが大好きで、自分だったらこんなエステサロンが
あったらいいなを形にしたサロンです。エステに行ったことのない方や、
不安なイメージを持たれてる方にも、もっと身近にエステを感じていただけ
るアットホームなサロンを目指してます。地域の皆様の
「いつまでも健康で若 し々く、美しくありたい」という願い
に応え、お役に立てるサロン作りに取り組んでおりますの
で安心してご来店ください♪

Q2

エステサロン Shanti（シャンティー）
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エステサロン Shanti（シャンティー）
■住 岩国市麻里布町2丁目2-13 サテライトビル4F
■☎ 0827-22-5977
■HP http://shanti-ayurveda.com
■営 10：00～ 19：00
■休 日曜日
■P なし（近くにコインパーキングあり）
■¥  平均価格 4,000円～



古川 浩代さん
Q1 お店の特徴を教えてください
平成29年3月からオープンして1年を迎えました。広島風お好み焼きを中心
に、このお店でしか食べれない味わいのお好み焼きをと日々、試行錯誤し
ながら考えております。ヘルシーな野菜をたっぷり入れ、どんぐり自家製の
和風だし汁でじっくり蒸しあげながら焼いています。おすすめのお好み焼
きは、特製のタレに漬け込んだホルモンを使ったホルモンお好み焼きと、
大きなエビが入ったスペシャルお好み焼きです。

サプワン読者にひとこと
他にも、お酒に合う一品料理も数揃
えております。特に、牛スジ煮込み
がおすすめです。予約、お持ち帰り
も可能です。

Q2

どんぐり
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どんぐり
■住 岩国市麻里布町3丁目15-1０
■☎ 0827-22-9990
■営 11：00～ 23：30
■休 不定休
■P 提携駐車場あり
■¥  600円～

佐々木 等子さん
Q1 お店の特徴を教えてください
はじめまして。佐々木漢方薬店の店主、佐々木等子です。体調を崩されて
辛い思いをされてる方や様々なものを試してきて疲れてしまった方。そんな
方に少しでも楽になってほしい。その思いから漢方薬を専門に取り扱って
おります。病名は同じでも一人ひとりの体質は違うので、効果の期待できる
漢方は異なります。まずしっかりとお話をお伺いし、ご本人に合った漢方
薬をお選び致します。

サプワン読者にひとこと
・検査では「異常がない」のに体調がすぐれない。
・いろいろ試したが良くならない。・薬の副作用や種
類が多くて心配である。などで悩んでおられる方へ。

・漢方薬は体に合わせて初めて効き目が出ます。・同じ病名でも体質に
よって漢方薬は異なります。・当店では体質に合わせて漢方薬を選びます。
以上、どんな病気も諦めずご相談ください。

Q2

佐々木漢方薬店
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佐々木漢方薬店
■住 岩国市元町2丁目1-18 佐々木ビル1階
■☎ 0827-23-0873
■HP http://www.sky.icn-tv.ne.jp/̃akahon/
■営 10：00～ 18：00
■休 日曜日・祭日・お盆・お正月
■P あり
■¥  大人1日分　540円～

大原 聖二さん
Q1 お店の特徴を教えてください
岩国駅から中央通りをまっすぐ、徒歩約5分の場所にあるお花屋さんのよ
うな外観をしたお店が当店です。店内では、定番からオリジナルまで種類
豊富なケーキをご用意しており、いつも華やかなショーケースがお客様を
お迎えいたします。そして、当店は焼きドーナツやクッキーなどの焼菓子も
人気です。特にパイの中にあんことアーモンドクリームが入った〈岩国パイ〉
は大好評です。

サプワン読者にひとこと
当店は、小さなお子さまからお年寄りまで楽しんでいただける、アットホーム
なお店作りを心がけ、パティシエが熱意と誇りを持って愛のあるお菓子作り
に励んでおります。当店一番人気〈エンジェルフード〉はパティシエオリジナ
ルのシフォンケーキをバタークリームで丁寧に包み、仕上げております。おい
しさにこだわった〈ごくうまプリン〉は、オーナーのイチオシ商品です。「ぜひ
ぜひ、食べてみんさい（岩国方言）」皆さまのご来店、心よりお待ちしており
ます。

Q2

エンジェル洋菓子店
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エンジェル洋菓子店
■住 岩国市麻里布町3丁目16-10
■☎ 0827-21-7074
■HP Facebookやっています
■営 10：00～ 19：00
■休 月曜日
■P なし
■¥  平均予算 1,000円





杉本 崇聡さん
Q1 お店の特徴を教えてください
酒処岩国を代表する、五蔵のお酒から「宮
内庁御用」のかまぼこをはじめ、岩国・山口
の銘菓・珍味・海産物を豊富に取り揃えております。四季折々の商品も人気
です。「○○○を贈りたい」「でも何を贈っていいかわからない」という時は、
我々スタッフにお声がけください。親身になって一緒に考えさせていただき
ます。全国への発送・お電話でのご注文もお気軽にご利用くださいませ！！

サプワン読者にひとこと
当店は、若い方からお年寄りまで幅広い年齢層の方たち
にご利用いただいております。近年の日本酒ブームにおい
ては、岩国のお酒が特に人気です！！五蔵それぞれに個性
があり、どの蔵のお酒もファンの方がたくさんいらっしゃい
ます。また、季節限定・稀少酒などもございますので、その折々でお酒の変化も
楽しめます。かまぼこ・銘菓・珍味・海産物などもご用意しております。全国発送
・電話注文もお気軽にご利用くださいませ！！お待ちしております。

Q2

みつかんや
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みつかんや
■住 岩国市麻里布町1丁目3-15
■☎ 0827-23-1201
■HP facebookやっています
■営 8：00～ 19：00
■休 元旦のみ
■P あり
■¥  平均予算　1,500円～3,000円

末本 愛紀さん
Q1 お店の特徴を教えてください
岩国駅東口から徒歩2分、平成30年1月に
オープンしたピラティス専門スタジオです。ピ
ラティスの専用器具を使ったマンツーマンのプライベートレッスンでお客様
のご希望、目標を考慮しつつ全身の筋バランスを整えます。6月より、雑誌
やTVで話題のシルクサスペンションを導入しました。空中でのトレーニン
グは体幹を鍛え、全身の筋バランスを整えつつ神経系にも働きかける、機
能的で新感覚のトレーニングです。女性に大人気です。

サプワン読者にひとこと
ピラティスはリハビリから生まれたメソッドです。ケガや手術後のリハビリ、美
しい姿勢、産後のリカバリー、シェイプアップ、肩こりや腰痛改善、スポーツ
のための体づくりなど、様々な目的の方へ対応できます。運動が苦手な方
や、体力に自信のない方、初心者の方でもフィットネス指導歴20年の私（褒
め上手）がサポートいたしますのでご安心ください。体が整うと心も明るくな
ります。体験もできますので、一度ご相談ください。

Q2

ピラティススタジオ Awake アウェイク

Guest commentator14

ピラティススタジオAwakeアウェイク
■住 岩国市元町1丁目1-17デミオ元町401
■☎ 050-3551-1883
■HP http://ameblo.jp/calmly-calmly/
■営 9：00～ 17：00
■休 日曜日・祝日　　■P  あり
■¥  プライベートレッスン 6,000円（60分）
    少人数制グループレッスン 3,000円（60分）
    お得な回数券もご用意しております。

お店の特徴を教えてください
岩国警察署西門を出て目の前にこっそりと手作り惣菜と日替わりお弁当を
作ってます。その日の仕入れによって色々なお惣菜・お弁当をご用意してま
す。ぜひ、お気軽にのぞいてみてください。

サプワン読者にひとこと
小料理、惣菜の店として開業から早10年。手作りにこだわった創作料理
でみなさまをお出迎えしています。 素敵なお客様に支えられて、楽しく営業
させていただいております。 お隣
の警察署内の食堂も運営させて
いただいております。 両店とも「お
客様の笑顔」と「おいしかったよ」
の声が聞きたくて、まごころ込め
て楽しく調理しています。 ご来店
をスタッフ一同心よりお待ちして
います。

Q2

村田 紀子さん
Q1

惣菜小料理 華蓮

Guest commentator15

惣菜小料理 華蓮
■住 岩国市麻里布町6丁目7-19
■☎ 0827-28-1008
■営 11：00～ 16：00
■休 土曜日・日曜日・祝日
■¥  300円～800円

繁本 智子さん
Q1 お店の特徴を教えてください
コーヒーの生豆を扱うお店です。お客様のお好みで選んだ豆を焙煎する「イ
ンハウスロースティング」が主業です。コーヒーにあう焼菓子や軽食も提供し、
「コーヒーとTOMOに・・・」をテーマにしています。コーヒー豆の品揃えは30
種類からスタートし少しずつ増やしたり、入れ替えたりしていく予定です。お
好みのコーヒー豆とロースティングを探しにいらしてくださいませ。100g単
位で販売しています。

サプワン読者にひとこと
「コーヒーとTOMOに・・・」提供するメニュー
は日替わりです。当日の状況により柔軟に
決定しているため、平均的な日もあれば、特
別な日もあります。運試し気分でのご来店を
お待ちしています。クラフト作家さんの作品の
取り扱い、またワークショップも随時開催して
います。　　

Q2

TOMOCOFFEE
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TOMOCOFFEE
■住 岩国市元町3丁目1-1
■☎ 0827-22-6003
■HP facebook、instagramやっています
■営 8：00～ 16：00
■休 日曜日、祝日
■P あり
■¥  平均予算　コーヒー豆 550円／100g



藤本 楓さん
Q1 お店の特徴を教えてください
岩国市で25年以上の歴史があり、
ご契約累積もトップ※1の当店。より
一層お客様がご来店、ご利用しやすいように平成30年8月にリニューアル
オープンしました。日々、試行錯誤しながら見やすい分かりやすい店づく
りを心がけております。生活の中で携帯電話は無くてはならない存在になっ
てきています。これからも、お客様の利用方法に合った携帯電話、料金プ
ランをご提案させていただき、地域で愛される携帯ショップであり続けます。

サプワン読者にひとこと
auをご利用の方はもちろん、他社をご利用の
方もお気軽にご来店ください。専門の知識を
持ったスタッフがスマホやタブレットの使い方を
はじめ、新機種の紹介、料金診断など様々な
お悩みや疑問を解決します。お客様のケータ
イライフがお得になるよう精一杯がんばります。

Q2

auショップ岩国麻里布
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auショップ岩国麻里布
■住 岩国市麻里布町6丁目4-14
■☎ 0800-700-2470
■HP http://sunoak-kashiwabara.co.jp
■営 10：00～ 19：00
■休 第2水曜日　　
■P あり

※1岩国地区における当店でのau携帯電話ご契約者さまの累計となります。

お店の特徴を教えてください
総合庁舎1階にある定食屋です。ランチ価格はすべて550円！ 名づけて
「ケンドdeゴーゴーランチ！」。日替り定食、味噌カツ定食、秘伝の唐揚げ
定食、季節の麺類、パスタランチと内容も充実しております。ランチには、
ごはん・みそ汁・小鉢・サラダ付！ 超お値打ちな内容となっております。また、
お得なお弁当もあります。一つから配達いたします。

サプワン読者にひとこと
夜は本店となる駅前店があります。本場の
名古屋めしが食べられます。また、瀬戸内
の新鮮なお魚もご用意しております。宴会
のコースも超お得です。ご予算・お料理
etc. 宴会でお悩みのことがあれば何でも
ご相談ください。お客様のご要望に最大
限お応えいたします。宴会の事なら当店に
お任せくださいませ。

Q2

日下 光明さん
Q1

M’sキッチン 剣研挑来
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M’sキッチン 剣研挑来
■住 岩国市三笠町1丁目1-1
■☎ 0827-29-1611
■営 11：00～ 14：00（L.O. 13：30）
■休 土曜日、日曜日、祝日　　
■P  あり
■¥  平均予算　550円

駅前店の店内の様子駅前店の店内の様子

梶原 洋喜さん
Q1 お店の特徴を教えてください
岩国フォーク村は、昼はカラオケ、夜は生演奏が楽しめる岩国唯一のお客様
参加型の音楽カフェです。当店のマイクやアンプはプロが使用する最高品質
の音響設備を使用しているので、お客様は、あたかも大ホールで歌っている
ような感覚を味わう事ができます。昼のカラオケは最新鋭のカラオケマシン、
ライブダムスタジアムを採用しています。夜は自由に楽器演奏が楽しめます。
楽器ができない人は、スタッフの生伴奏に合わせて歌う事ができます。

サプワン読者にひとこと
岩国フォーク村の昼のカラオケは、高齢者の皆様のために格安の一曲五十
円でご奉仕させていただいています。お飲物は全て五百円です。夜のライ
ブカフェでは、当店所有のギター・ベース・デジタルドラム・キーボードなどの
楽器を無料で自由に使用する事ができます。お客様個人のミニライブが楽
しめます。但し一人三曲回しです。当店をライブ会場として月一回程度プロ
のミュージシャンによるコンサートを開催しています。当店のブログ及びフェ
イスブックをご覧ください。各種イベントも開催しています。ご利用ください。
　

Q2

岩国フォーク村

Guest commentator19

岩国フォーク村
■住 岩国市麻里布町1丁目15-23
■☎ 0827-24-2855
■HP http://blog.livedoor.jp/iwakunifolk/
■営 【昼】11：00～17：00　【夜】19：00～25：00
■休 不定休
■P なし
■¥  【昼】800円　【夜】3,000円

渡辺 宏和さん
Q1 お店の特徴を教えてください
平成30年5月に岩国の地元の補聴器専門店としてオープンしました。ス
タッフ全員認定補聴器技能者で常駐しておりますので安心してお気軽にご
相談ください。広い防音室による聴力測定と補聴器効果測定を実施して
います。また、補聴器購入に失敗しないお手伝いとして補聴器試聴貸出に
よる、ご自宅・職場で試してから購入できる安心システムを採用しています。
また、ご来店がむずかしい場合はご自宅訪問サービスも実施しております。

サプワン読者にひとこと
補聴器は高価なものです。だからこそ、
しっかりとした設備と認定補聴器技能者
が常駐している店をお選びください。当
店は、お客様一人ひとり時間をかけてお
話を聞き納得して補聴器を購入してもらう
まで聞こえの提案をさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

Q2

わたなべ補聴器

Guest commentator20

わたなべ補聴器
■住 岩国市麻里布町7丁目10-8
■☎ 0827-35-5166
■HP http://www.watanabe-ha.com
■営 9：30～18：00
■休 日曜日、祝日　　
■P あり



お店の特徴を教えてください
風船の専門店です。ゴム風船一つから販売しています。誕生日・結婚・出
産・開店・発表会などの各種お祝いやお見舞いなどのシーンに合わせたオ
リジナルギフトをお創りしています。また、ぬいぐるみやパーティーグッズも
置いています。ぬいぐるみと風船を組み合わせたギフトも人気です。出産
のお祝いのオムツケーキも色々な種類の風船やスタイ、ソックスなどを組み
合わせて作っています。

サプワン読者にひとこと
T・ラビットではブログにギフトの写真をたくさんアップしてい
ます。よろしかったらブログを見て気に入った商品を選んでみ
てください。お電話でご注文して、お店で待たずにお持ち帰
りもできます。ギフトだけでなく、店舗の装飾、お部屋の装飾、
出張バルーン教室などもしています。イベントなどでの盛り上
げに、バルーングリーティングなどもご好評いただいています。
ブログのタイトル『笑顔を贈るお手伝い』

Q2

菊池 俊子さん
Q1

T・ラビット

Guest commentator21

T・ラビット
■住 岩国市麻里布町6丁目5-17
■☎ 0827-29-5707
■HP http://balloon-rabitto.com/
■営 11：00～19：00
■休 日曜日、祝日、他に不定休あり　　
■P  あり
■¥  3,000円

山中 雅子さん
Q1 お店の特徴を教えてください
2012年12月の岩国錦帯橋空港開設に伴い岩国市に新規オープンいたし
ました。全日空山口地区総代理店としてANA航空券・パッケージ商品を中
心に、国際航空券、JR券、国内・海外パッケージなど様々な商品を提供して
おります。自社商品以外にも大手旅行会社の商品も取り揃えておりますの
で、幅広いご要望にも対応できるように準備しております。岩国の皆様に愛
され、喜んでいただける旅を提供できるよう、所員一同日々頑張っています。

　　サプワン読者にひとこと
アクセス良好な岩国錦帯橋空港、新しくなったJR岩国駅と、ますます便利に
なった岩国から、より多くの皆様が、旅行を楽しめるように、店頭では明るく元
気なスタッフが、日々お客様のご相談に丁寧に対応させていただいております。
また、英語が話せるスタッフもおりますので、様々な国籍のお客様にもご利用
いただいております。社員旅行などの団体旅行、家族旅行、友人との旅行、
一人旅など旅の形は様々ですが、楽しい旅となるようお手伝いをさせていた
だいておりますので、ぜひお気軽にお越しください。心よりお待ちしております。

Q2

サンデン旅行（株）岩国営業所

Guest commentator22

サンデン旅行（株）岩国営業所
■住 岩国市麻里布町2丁目3-2
■☎ 0827-24-0567
■HP http://www.sandenryoko.co.jp/
■営 10：00～19：00
■休 土曜日、日曜日、祝日
■P 提携駐車場あり

汲田 光枝さん
Q1 お店の特徴を教えてください
二代目吾作に変わり、平成31年5月で20年を迎える事ができました。先
代より60年の老舗吾作ですが、近年は職人の味をリーズナブルにご用意し
てお客様をお待ちしております。2階は最大30名の大人数にも対応。（2
階は貸し切りで最大50名様まで可） 人の目を気にすることなくゆっくりとく
つろげるプライベート空間の小部屋もご用意しております。ご友人とのお食
事、ご接待、ご法要、各種宴会にご利用いただけます。

サプワン読者にひとこと

単品メニューも多くご用意しております。肩ひじはらずに美味しい料理が楽
しめます。当店は、ご法要弁当、会議弁当他ご用意できます（要予約）生
まれ変わった吾作へ、一度ご来店くださいませ。

Q2

吾作

Guest commentator23

吾作
■住 岩国市麻里布町6丁目1-16
■☎ 0827-22-0539
■営 【昼】11：30～14：00　【夜】17：00～23：00
■休 日曜日
■P あり　

お手頃おまかせコース

おまかせ会席

8,640円
10,800円

5,500円

3,980円

3,980円

ふくコース
ふくコース（特）

ふく創作

〈人気〉しゃぶしゃぶ

すき焼き

2,800円
3,800円
4,380円
5,400円
6,480円
8,640円
10,800円

メ
ニ
ュ
ー

お店の特徴を教えてください
全国1150店舗展開中で賃貸住宅仲介業店舗数No1のアパマンショップ
の加盟店です。地域密着で創業28年目。賃貸仲介に特化した店舗で、
お部屋探しのお客様と賃貸アパート、マンション、貸家オーナー様のご期
待に応えられるよう、日々、より良い商品、より良いサービスを追求しており
ます。「住まい」はもちろんのこと、お客様にお得な「暮らし」のご提案もキャ
ンペーンなどを通じて、随時、実施しております。

サプワン読者にひとこと
岩国市内はもちろん、柳井市～廿日市市のお部屋探しは当店にお任せく
ださい。地域No1の取扱い物件数とホスピタリティ溢れるお客様応対で
ご来店をお待ちしております。また、空室でお悩みのオーナー様に満室経
営実現へ向けてのアドバイスや募集活動もさせてい
ただきます。豊富な経験と確かな実績で賃貸経営を
サポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問
い合わせください。

Q2

栗栖 俊典さん/加藤 大輔さん
Q1

アパマンショップ岩国店（スクエア）

Guest commentator24

アパマンショップ岩国店（スクエア）
■住 岩国市今津町1丁目2-25
■☎ 0827-23-5353
■HP http://www.iwakuni-fudosan.jp
■営 9：30～18：00
■休 なし　　
■P  あり



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

毎週第3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


