
番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等

1 飲食業 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｂｏｔｔａｉ 清水2-14-5吉岡ビル1F (0834) 64-1814 飲食店

2 飲食業 Ｌｏｕｎｇｅ　茅の 昭和通2-18パシオ21ビル (0834) 22-2201 飲食店

3 飲食業 いけす和食処　寿司やす 宮の前2-1-1 (0834) 63-2670 店内飲食、テイクアウト、仕出し料理

4 飲食業 一福寿司 清水1-2-10 (0834) 63-1049 寿司割烹

5 飲食業 お好み焼やすきゅう 桜馬場通2-15 (0834) 22-4777 お好み焼、焼きそばetc.

6 飲食業 勝平 土井2-3-18 (0834) 62-2534 お好み焼き

7 飲食業 カラオケ喫茶ひまわり 大神2-7-18 (0834) 64-5920 カラオケ喫茶

8 飲食業 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋イオンタウン周南店 古市1-4-1 (0834) 64-5517 カレー

9 飲食業 喫茶さくらんぼ 川端町1-2-1 お料理、お酒、お弁当、仕出し

10 飲食業 ジェラテリアクラキチ 銀南街4徳山銀南街ビル1階 (0834) 41-9030
ジェラート、ベーグルサンド、ドリンク
各種

11 飲食業 紫水園 湯野4341 (0834) 83-2345 宿泊、日帰り入浴、食事付休憩

12 飲食業 大正館 福川2-10-30 (0834) 62-2637 旅館飲食店

13 飲食業 鶏そばカヲル 栄町2-10 (0834) 34-0393 中華そば

14 飲食業 日日 富田1-3-18 (0834) 63-8738 ランチ、カフェ

15 飲食業 八剣伝　新南陽駅前店 清水2-11-11 (0834) 62-7005 居酒屋

16 飲食業 まごころ弁当 政所3-5-10 (0834) 34-3288 高齢者向け配食

17 飲食業 丸一茶屋 清水1-10-5 (0834) 34-8758 飲食店

18 飲食業 焼肉まんぷく苑 糀町2-25 (0834) 31-0089 焼肉店

19 飲食業 ラウンジバー　ランタン 川端町2-3-5 (0834) 27-5625 酒類

20 建設業 Office　MSY 政所2-5-12 佐田國ビル1F東側 (0834) 34-5672 建設

21 建設業 石光 岡田町10-12 (0834) 33-0750 建築工事

22 建設業 岩崎防災 富田1-9-4 (0834) 64-2420
消防用設備点検、消火器、防災用品
販売

23 建設業 小野建設 大字米光286 (0834) 67-2858 建設

24 建設業 片山左官店 御姫町9-27 (0834) 62-4021 左官

25 建設業 國澤工務店 羽島3-8-3 (0834) 62-3965 建設

26 建設業 三和テクノイノベーション 清水1-7-16 (0834) 34-8900 配管、製缶の施工

27 建設業 田中組 浜田1-4-3 (0834) 63-2121 建設

28 建設業 トップアスリート 野村3-1-1 (0834) 64-8033 塗装、左官、屋根、板金、内装建具

電話番号

090-2007-4187



番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等電話番号

29 建設業 長崎建設 古川町10-5 (0834) 63-0564 建設

30 建設業 永冨設備 川手2-5-28 建設

31 建設業 中村建装 福川中市町13-6 (0834) 63-4251 内装

32 建設業 日光 新地2-8-33 (0834) 33-9680 建設

33 建設業 ミツオ建設 政所1-15-16 (0834) 62-3824 住宅新築、リフォーム

34 建設業 渡辺植木店 平野2-3-1 (0834) 63-0835 造園工事

35 建設業 渡辺石材店 清水1-13-1 (0834) 34-8898 石材

36 小売業 LINGERIE SHOP ワコールはらだ 政所2-3-10 (0834) 64-0633 下着専門店

37 小売業 Ｙショップヤマサキ 野村3-10-22 (0834) 62-2969 コンビニエンスストア

38 小売業 あうる 宮の前2-10-21 (0834) 62-7373 衣料、雑貨

39 小売業 アルク新南陽店 富田2763 (0834) 61-0909 生鮮食品、食品、日用品

40 小売業 イエローハット新南陽店 桶川町8-7 (0834) 64-1133
カー用品、タイヤ、オイル、バッテ
リー
車検整備

41 小売業 イズミゆめタウン新南陽 清水2-2-1 (0834) 62-7500 総合販売

42 小売業 伊豆屋菓子舗 清水1-10-4 (0834) 62-2523 菓子製造販売

43 小売業 磯部栄楽園 土井1-12-10 (0834) 62-2514 茶卸小売、結納、金封包等

44 小売業 いづみや化粧品店 福川3-17-23 (0834) 62-2757 化粧品

45 小売業 いよや　富田店 政所1-3-32 (0834) 61-1480 菓子製造販売

46 小売業 いよや　福川店 本陣町15-32 (0834) 64-1480 菓子製造販売

47 小売業 衣料センターふじもと 政所1-3-12 (0834) 63-1119 衣料販売

48 小売業 エディオン土田デンキ 富田3073-2 (0834) 62-3467 家電製品

49 小売業 エディオンビギン 福川南町3-5 (0834) 62-2748 家電製品

50 小売業 エディオン政所店 政所3-2-15 (0834) 63-5827 家電品販売

51 小売業 大嶋薬局 古市2-7-1 (0834) 62-2042 医薬品販売

52 小売業 果子乃季　新南陽店 政所2-6-1 (0834) 64-2323 菓子販売

53 小売業 かどひろ呉服店 古市2-4-6 (0834) 62-2059 衣料品小売、婦人服小売

54 小売業 かね石食料品店 政所3-10-5 (0834) 62-2082 生鮮食料品

55 小売業 河村商会 古泉2-10-1 (0834) 63-1673
消防用設備点検、消火器、防災用品
販売

56 小売業 クスリ岩崎チェーンｲｵﾝﾀｳﾝ周南店 古市1-4-1 (0834) 61-2255 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

090-3172-0769



番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等電話番号

57 小売業 クスリ岩崎チェーン永源山公園店 大神3-5-34 (0834) 61-2288 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

58 小売業 クスリ岩崎チェーン熊毛店 大字呼坂843-1 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

59 小売業 クスリ岩崎チェーン新地店 新地町12-35 (0834) 63-8998 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

60 小売業 クスリ岩崎チェーン遠石店 遠石3-5-47 (0834) 32-6738 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

61 小売業 クスリ岩崎チェーン徳山秋月店 秋月1-3-24 (0834) 39-2020 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

62 小売業 クスリ岩崎チェーン徳山一の井手店 下一の井手5636-5 (0834) 22-1436 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

63 小売業 クスリ岩崎チェーン徳山久米店 久米中央2-1-25 (0834) 36-1888 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

64 小売業 クスリ岩崎チェーン徳山須々万店 大字須々万本郷405 (0834) 87-1234 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

65 小売業 クスリ岩崎チェーン徳山緑町店 今宿2-33-7 (0834) 32-5007 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

66 小売業 クスリ岩崎チェーンみなみ銀座店 みなみ銀座2-27 (0834) 27-2451 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

67 小売業 クスリの大嶋 政所2-2-6 (0834) 63-7326 医薬品販売

68 小売業 ココカラファイン薬局政所店 桶川町7-11 (0834) 62-7000 薬局

69 小売業 ザ・ビッグ　イオンタウン周南店 古市1-4-1 (0834) 61-3001 スーパー

70 小売業 佐伯時計店 福川中市町7-11 (0834) 62-3446 時計、メガネ、宝石、補聴器

71 小売業 酒と花とギフトの店　山本屋 政所3-10-13 (0834) 62-2041 酒類

72 小売業 サラダ館まどころ店 政所3-10-13 (0834) 62-2041 贈答品

73 小売業 重弘時計店 政所3-15-14 (0834) 62-2509 時計、メガネ小売

74 小売業 周南スポーツ 福川南町2-3 (0834) 34-3089 スポーツ用品

75 小売業 ジュンテンドー周南店 道源町8-20 (0834) 61-4377
日用品、電気パーツ、園芸用品、工具
金物、自転車、ペット用品、カー用品
文具用品等

76 小売業 ジュンテンドー新南陽店 政所2-14-1 (0834) 61-1057 農業用品、大工道具、日用雑貨等

77 小売業 ジュンテンドー須々万店 大字須々万本郷字宮の前314-1 (0834) 87-0002 日用品、DIY、園芸用品等

78 小売業 ジュンテンドー緑町店 緑町2-25 (0834) 21-1366 日用品、DIY、園芸用品等

79 小売業 スーパー小松　大神店 大神3-1-1 (0834) 34-9829 スーパー（肉、惣菜）

80 小売業 スーパーセンタートライアル周南店 野村3-17-1 (0834) 61-0877 日用品、食料品

81 小売業 スーパーふくだ 福川3-19-3 (0834) 62-2737 スーパー

82 小売業 澄織商店 本陣町14-16 (0834) 62-2691 菓子卸売、小売

83 小売業 澄田印房 政所1-5-27 (0834) 63-1977 印章

84 小売業 セブンイレブン新南陽市役所前店 富田1-2-13 (0834) 62-2451 コンビニエンスストア

0833-91-7060



番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等電話番号

85 小売業 セブンイレブン周南富田店 富田2764-1 (0834) 62-8700 コンビニエンスストア

86 小売業 セブンイレブン周南新堤店 新堤10-23 (0834) 63-4223 コンビニエンスストア

87 小売業 玉野石油店 古川町9-15 (0834) 63-0198 石油製品、タイヤ、バッテリー、洗車

88 小売業 ディスカウントドラッグコスモス川手店 川手2-10-1 (0834) 61-0022 医薬品、化粧品、日用品、食品他

89 小売業 ディスカウントドラッグコスモス久米店 久米2890-1 (0834) 36-3711 医薬品、化粧品、日用品、食品他

90 小売業 ディスカウントドラッグコスモス古泉店 古泉1-2-22 (0834) 61-0755 医薬品、化粧品、日用品、食品他

91 小売業 ディスカウントドラッグコスモス遠石店 上遠石町1-22 (0834) 33-3577 医薬品、化粧品、日用品、食品他

92 小売業 ディスカウントドラッグコスモス徳山駅店 千代田町11-1 (0834) 33-3303 医薬品、化粧品、日用品、食品他

93 小売業 デイリーショップ　カワムラ 政所1-4-13 (0834) 62-2358 青果、弁当

94 小売業 でんき館フクガワ 福川3-8-35 (0834) 63-0249 家電品販売

95 小売業 ドラッグセガミ フジ新南陽店 政所2-2-1ﾌｼﾞ新南陽店 (0834) 63-0015 ドラッグストア

96 小売業 中村酒場 福川3-16-6 (0834) 62-2651 酒類販売

97 小売業 南陽生花店 福川1-15-1 (0834) 62-2658 生花、鉢物、パン

98 小売業 南陽ミュージック 政所3-5-11 (0834) 63-3038 ＣＤ、ＤＶＤ、楽器小売

99 小売業 橋本時治商店 福川2-10-56 (0834) 62-3214 海産物卸売

100 小売業 橋本モータース 古泉1-8-20 (0834) 62-4087 二輪、自転車販売、修理

101 小売業 パナテック 宮の前2-10-11 (0834) 63-0058 家電販売

102 小売業 ヒマラヤ イオンタウン周南店 古市1-4-1 (0834) 61-3020 スポーツ用品小売業

103 小売業 ファッション　あむ 政所2-1-6 (0834) 62-5853 婦人服、小物雑貨

104 小売業 ファッションハウスはやし富田店　 中央町4-38 (0834) 63-7331 紳士服、婦人服、作業着、学生服

105 小売業 ファッションハウスはやし福川店 福川3-14-22 (0834) 62-2749 紳士服、婦人服、作業着、学生服

106 小売業 ふかみ酒屋 新地町15-20 (0834) 62-2708 酒類ｌ、ジュース類、みりん、調味料

107 小売業 富士事務器 みなみ銀座2-28 (0834) 21-0365 文房具、雑貨

108 小売業 フジ新南陽店 政所2-2-1 (0834) 63-8111 小売

109 小売業 ブラザーショップ新南陽 清水2-15-13 (0834) 64-0063 ミシン、ミシン関連部品

110 小売業 フルール　マム 清水2-2-1ゆめタウン新南陽1F西口 (0834) 34-8730
生花、鉢物、苗、プリザーブドフラ
ワー

111 小売業 フローリストマリコ 社地町2-30 (0834) 62-0036 手芸品及び雑貨、ニット製品、衣類

112 小売業 ほうえい堂新南陽店 政所2-2-1 (0834) 63-2840
山口県名産品、外郎、かまぼこ、ふ
ぐ



番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等電話番号

113 小売業 宝石・時計のナカイ 政所2-1-7 (0834) 63-1493 時計、メガネ、貴金属

114 小売業 ボン・クラージュ！ 馬神1352 (0834) 67-2749 焼き菓子他

115 小売業 松永米穀店 政所1-5-20 (0834) 62-2016 米穀

116 小売業 マルエ水産 温田2-7-4 (0834) 62-3286 海産物

117 小売業 丸久福川店 新地町14-35 (0834) 64-0909 生鮮食品、食品、日用品

118 小売業 丸弥　中村商店 福川3-21-12 (0834) 62-2634 海産物卸売

119 小売業 道の駅ソレーネ周南 大字戸田2713 (0834) 83-3303
食品、加工品、工芸品、レストラン、
軽食等

120 小売業 メガネのナカイ 政所3-14-15 (0834) 62-2233 メガネ、補聴器

121 小売業 めがねハウスナカイ 政所2-1-11 (0834) 62-2376 時計、眼鏡、貴金属、補聴器

122 小売業 本村電器 大字富田2857 (0834) 62-5180 家電品販売、修理

123 小売業 モントロー洋菓子店久米店 久米3-5-1 (0834) 25-5550 ケーキ、クッキーなど

124 小売業 モントロー洋菓子店新南陽店 福川1-2-3 (0834) 62-3177 ケーキ、クッキーなど

125 小売業 ヤマダ 宮の前2-2-1 (0834) 63-7328 理美容材料卸売小売

126 小売業 ヨシガ電機 大神1-20-25 (0834) 63-1947 家電品販売、修理

127 小売業 リカーサークルたかはし 政所2-1-12 (0834) 62-3933 酒、タバコ小売

128 小売業 若山石油富田港給油所 港町2-1 (0834) 63-7715
揮発油、軽油、灯油、潤滑油、タイヤ
バッテリー他

129 小売業 和田農産物加工所 高瀬690-3 (0834) 67-2316 手作りこんにゃく、高瀬味噌

130 小売業 和洋菓子なかがわ 政所3-13-12 (0834) 62-2488 お菓子

131 小売業 ワンモア 政所2-1-2 (0834) 64-2310 ファッション小物小売

132 サービス業 こひつじ工芸 古川町1-27 (0834) 64-1049 看板製作

133 サービス業 スワンクリーニング 本陣町12-34 (0834) 62-2895 クリーニング

134 サービス業 タダオ 浜田1-6-3 (0834) 62-0120 産業廃棄物処理

135 サービス業 ただおザウルス 浜田1-6-5 (0834) 63-3279
一般産業廃棄物、収集運搬
スクラップ回収

136 サービス業 チカムネ工房 米光100-2 (0834) 67-2523 看板、広告

137 サービス業 徳山タイヤサービス 大神2-4-16 (0834) 62-5568 タイヤ整備、取り付け

138 サービス業 南陽金属 川手1-1-5 (0834) 62-2498 一般、産業廃棄物処理

139 サービス業 南陽広告 三笹町5-5 (0834) 63-1609 看板製作

140 サービス業 ビジネスホテル青柳 政所1-9-6 (0834) 62-3087 ビジネスホテル



番号 業種 屋号（店舗名） 住所 主な取扱商品、サービス等電話番号

141 サービス業 フジモト写真 福川3-11-3 (0834) 62-3511 写真館

142 サービス業 藤屋旅館 福川中市町10-24 (0834) 62-2490 旅館

143 サービス業 古市カイロプラクティック院 古市2-4-15 (0834) 34-8948 カイロプラクティック施術（整体）

144 サービス費 くつろぎサロンマーブル 富田2-1-41 エステ

145 サービス業 ネイル＆脱毛サロン　Ｌａ　ｍｅｒ 川崎2-16-14 ネイル、まつげ、脱毛
トータルビューティーサロン

146 製造業 赤坂印刷 大字馬神字松川854-1 (0834) 66-0001 印刷

147 製造業 三共石材 周南市古泉2-16-11 (0834) 62-6118 石材

148 製造業 新南陽印刷 野村1-9-8 (0834) 62-3770 印刷

149 製造業 富田印刷 古泉3-9-15 (0834) 64-1717 印刷

150 製造業 平田水産 新田2-11-3 (0834) 62-3825 水産物製造

151 タクシー業 周南近鉄タクシー 東山町1718 (0834) 21-1551 タクシー

152 タクシー業 第一交通久米営業所 大字久米流田3042-3 (0834) 25-3757 タクシー

153 タクシー業 第一交通西松原営業所 西松原4-2-4 (0834) 21-2288 タクシー

154 タクシー業 福川第一交通本社営業所 浜田1-3-1 (0834) 63-0735 タクシー

155 電気工事業 ヒロセ電工 米光259-25 (0834) 67-2863 電気工事

156 理美容業 ALLUA（アルーア） 政所1-9-5 (0834) 64-7460 美容

157 理美容業 citta　ミラクルロマエ 久米中央1-15 (0834) 51-6505 化粧品等

158 理美容業 エース理容村中 政所3-9-12 (0834) 62-5515 理容

159 理美容業 おしゃれ床屋タバタ 富田2-5-2 (0834) 62-3486 理容

160 理美容業 カットスペース セッション 大神3-13-26 (0834) 63-7815 美容

161 理美容業 久賀理容院 下上土井955-5 (0834) 62-3364 理容

162 理美容業 ヘアーサロン ブーケ 新地町5-11 (0834) 62-0634 美容

163 理美容業 ヘアーサロンさえき 福川3-19-5 (0834) 62-2569 理容

164 理美容業 理容　八木 政所1-16-15 (0834) 62-5548 理容

165 理美容業 理容シゲナガ 富田2726-8 (0834) 62-3489 理容

166 理美容業 理容セイキ 中畷町14-15 (0834) 63-7557 理容

167 理美容業 理容ムラナカ 政所3-9-13 (0834) 62-2463 理容

168 その他 井上自動車整備工場 富田2-4-5 (0834) 62-2271 自動車整備

070-1245-7079

090-2806-9643
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169 その他 國澤司法書士事務所 富田2684-5 (0834) 64-8000 司法書士

170 その他 司法書士・土地家屋調査士　宮本　武 宮の前1-7-10 (0834) 62-2249 司法書士、土地家屋調査士

171 その他 花園行政書士事務所 花園町6-15 (0834) 63-0781 行政書士

172 その他 藤井興業 宮の前2-2-12 (0834) 63-1294 廃棄物運搬処理業

173 その他 マルタ産業 古泉1-13-1 (0834) 62-2001
エクステリア、ガーデニング
リフォーム

174 その他 マルニ 野村3-6-2 (0834) 63-2025 エクステリア、外溝左官工事

175 その他 宮本自動車板金 新田1-22-10 (0834) 63-4846 自動車鈑金、塗装

176 その他 宮本整骨院 宮の前2-3-4 (0834) 63-3345 整体

177 その他 山口設備 古市2-1-11 (0834) 63-2293 配管設備

178 その他 ㈱明光保全 富田2745-1 (0834) 33-8056 安全管理業務


