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●ファミリーマート

移動
販売

GS●

●ローソン

●GS

●GS

セブンイレブン●

1 福島いこいの村なみえ

カラオケなし、日帰り入浴 大人500円、小人300円、
宿泊はお問合せ願います。

「くつろぎと安心・集いの場」をコンセプトに、
BBQなどが楽しめます。

・和室 ￥4,000、和洋室￥7,000(各税込)
・日帰り入浴 大人￥500、小人￥300
・コテージ 12帖￥2,500、18帖￥4,000、

24帖￥6,000(各税込)

TEL 0240-34-6161

4 HOTELザ・ナミエテラス

長期の出張にも対応

すべてシングルユースでお一人の宿泊者向け
ホテル。お気軽にご利用いただけます。

◆1泊２食付 ￥6,000(税抜)～
◆コインランドリー完備

TEL 0240-23-4431

2 ホテル双葉の杜

外来利用ができる「お食事処 請戸の浜」併設

50名程度利用できる宴会会場有。会席コースも
用意しております。

◆1泊朝食付
・シングル ￥8,000(税込)
・ダブル(2名) ¥13,000(税込)

TEL 0240-23-7099

5 新妻荘

手作りの朝夕食が自慢

食事処 いふ(裏面⑬)の2階が客室となっています。
浪江駅から徒歩7分とアクセス抜群。

◆素泊まり ￥3,000(税抜)
1泊2食付き ￥5,000(税抜)

◆バス・トイレ共同(男女別)

定休日 日

TEL 0240-34-1650

3 ホテルプレジール・なみえ

利便性と快適な居心地

全室セミダブルベッド完備にバス・トイレ別の
客室で快適におすごしいただけます。豊富なア
メニティに無料貸出品も充実しております。

◆素泊まり ￥6,000（税込）～
◆お得な土日限定プランもご用意

TEL 0240-23-5920

移動
販売 L'epi colore（レ・ピ・コロレ）

震災前から町民に親しまれたパン屋さん。毎週
火曜日に、まち・なみ・まるしぇ内で販売して
います。毎回売り切れてしまうほど人気のお店。

毎週火(祝日は休み) 11:00～ ※売り切れ次第終了

移動
販売 やきとり笑勝

できたてアツアツの焼鳥を晩酌にどうぞ。毎週
金曜日に、まち・なみ・まるしぇ脇のキッチン
カーで販売。

毎週金 15:00～20:00 ※今後変更の可能性あり

浪江の観光・地域情報発信サイト

「なみえまるみえ」

浪江町公式Facebook

「つながろう なみえ」

浪江町公式ホームページ

「つづく、つながる、なみえ」

【お問合せ先】浪江町役場 産業振興課 商工労働係 ☎0240-34-0247

浪江町の観光やイベント開催などの最新情報はこちら！

●町内周遊バス「うけどん号」 ※予約は不要で、どなたも無料でご利用いただけます。

1便 2便 3便 4便 5便
停留所 １便 ２便 ３便 ４便 ５便

いこいの村なみえ １７:００ １７:４５ １８:４５ １９:５５ ２０:５２

幾世橋集合住宅 １７:０９ １７:５３ １８:５２ ２０:０２ ２０:５９

浪江町役場 １７:１２ １７:５６ １８:５５ ２０:０５ ２１:０２

道の駅なみえ １７:１４ １７:５８ １８:５７ ２０:０７ ２１:０４

権現堂元町 １７:１６ １８:００ １８:５８ ２０:０９ ２１:０５

JR浪江駅 １７:１９ １８:０３ １９:０１ ２０:１２ ２１:０８

JR浪江駅 １７:２８ １８:０５ １９:１５ ２０:２７ ２１:１０

道の駅なみえ １９:２０ ２０:３０ ２１:１５

浪江町役場 １９:２２ ２０:３２ ２１:１７

幾世橋集合住宅 １９:２５ ２０:３５ ２１:２０

いこいの村なみえ １７:３３ １８:１０ １９:３３ ２０:４３ ２１:２８

JR常磐線［特急ひたち］時刻表

仙台 ⇒ 浪江 ⇒ いわき ⇒ 東京

10:13→11:25→12:18→14:43
16:11→17:25→18:17→20:44
18:02→19:24→20:16→22:45

東京 ⇒ いわき ⇒ 浪江 ⇒ 仙台

7:53→10:25→11:15→12:29
12:53→15:15→16:04→17:25
15:53→18:14→19:07→20:28

🚅 電車でお越しの場合

東京方面から：東京駅 ～ JR常磐線［特急ひたち］ ～ 浪江駅 約3時間15分
仙台方面から：仙台駅 ～ JR常磐線［特急ひたち］ ～ 浪江駅 約1時間15分

🚘 車でお越しの場合

東京方面から：三郷IC ～ 常磐自動車道 ～ 浪江IC 約2時間40分
仙台方面から：仙台東IC ～ 仙台東部道路・常磐自動車道 ～ 浪江IC 約1時間15分

●有限会社観光タクシー
☎ 0240-35-4125
平日 7:00～19:00

（※19:00以降は要相談）
土・日・祝 8:00～17:00

（元日のみ休業予定）

●浪江観光レンタカー
☎ 0240-23-7082
電話予約のうえ、浪江駅前

で鍵を受け渡します。
トヨタのヴイッツ又はカローラア

クシオをご利用いただ
けます(計2台) 。

浪江町へのアクセス 浪江町内での交通手段
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拡大図
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●
ふれあいセンター

なみえ

●

浜通り地域デザイン
センターなみえ

仮説商業施設
「まち・なみ・まるしぇ」

●カーシェアリングサービス
【NISSAN e-シェアモビ】
☎ 0120-23-1723
Webサイトで会員登録してください。

浪江駅前ステーションでは日産のリーフ
をご利用いただけます(計1台) 。

●モビリティサービス
【なみえスマートモビリティ】
☎ 0240-23-5552
オンライン又はスマモビユーザー窓口で

利用者登録をしてください。スマートフォ
ンのアプリ又はデジタル停留所から希望
する行き先を決めて配車予約を行いま
す。

●

32～

24

27



浪江町民に長く愛されるラーメン店 海鮮丼・寿司と言えばこのお店 カレーのテイクアウト専門店 サイフォンで淹れたコーヒーが自慢

1 サッポロラーメン たき ２ 海鮮和食処 くろさか 3 テイクアウトカレー ひるバル 4 喫茶 コスモス 5 お惣菜 お弁当 ぽてと 6 宴会・法要 如水

7 焼肉バル DON 8 中華食堂 味くら浪江店 9 居酒屋 こんどこそ 10 呑み食い処 ひかり家 11 中国料理 景福 12 うなぎ 大坊

13 食事処 いふ 14 とんかつ しが 15 なみえ肉食堂 16 コーヒータイムなみえ 17 銘酒居酒屋 ともえ 18 味感 さとう

19 西内食堂 20 hana-cafe 21 中華料理 濃河 22 食処 しまや

31 フードテラス かなで
（道の駅なみえ「本館」フードコート内）

26 スナック ジャングル★ポケット

山盛りのもやしと太めの麺
が特徴。誰もがほっとでき
る味。

営業時間 11:00～14:00

定休日 日/祝

TEL 0240-23-7450

新鮮な海鮮料理が気軽に楽
しめます。夜の宴会も○

営業時間
11:00～14:00

17:30～21:00

定休日 月/日

TEL 0240-34-7250

専門店だからこそのこだわりの
カレーライスをご自宅で！
※フライものは電話予約が便利です。

営業時間 10:30～13:30

定休日 土/日/祝 ※不定休

TEL 0240-34-3029

お惣菜からお弁当、揚げ物
など毎日の食卓を支えます。

営業時間 5:30～18:30

定休日 日/祝

TEL 0240-23-3382

様々なシーンで最大70名ま
での宴会が可能。

営業時間
9:00～17:00
※宴会等の利用時間
9:00～22:00まで

定休日 不定休

TEL 0240-34-2225

ボリューム満点のお惣菜 ご宴会・ご法要・ご会食に

仙台牛が食べられる焼肉店 広い店内は大人数も対応可能 個室・座敷席あり お酒に合う創作料理が人気のお店

ご主人こだわりのお肉がお
手頃価格で楽しめます。

営業時間
11:00～14:00
17:00～21:00

定休日 土/日

TEL 0240-34-2980

お年寄りからお子様までみん
なで楽しめるレストラン。

営業時間
11:00～15:00
16:30～21:00

定休日 日

TEL 0240-23-6625

創作和食のお店として人気。
昼の魚定食は売り切れ御免。

営業時間
11:00～14:00
17:30～21:00
※夜は火～土の営業

定休日 月/日

TEL 0240-34-4288

地元で捕れた新鮮な魚での
お刺身やお酒に合う和食料
理を楽しめます。

営業時間 18:00～23:00

定休日 日/祝

TEL 0240-23-7277

本場中国料理師が作る本格の
味を日本人のニーズに合わせ
て調理し、提供しています。

営業時間
11:00～15:00
17:00～23:00

定休日 月

TEL 0240-23-7736

一品料理からセットメニューまで 鰻の大きさに大満足

地元の憩いの場所 やわらかい厚切りトンカツ 日替わりランチ

長く町民に愛されている老
舗うなぎ店。甘めのたれが
特徴。

営業時間
11:00～14:30
17:00～19:00

定休日 不定休

TEL 0240-34-2054

お刺身や焼き魚など新鮮な魚
料理を楽しむことができます。

営業時間 17:00～21:30

定休日 日

TEL 0240-34-1650

柔かい肉とサクサクの衣。
自家製ソースが決め手です。
※冬季は長期休業します。

営業時間 11:00～14:00

定休日 火/水/木/金

TEL 0240-34-3156

今は宴会＆焼肉をやってません。

営業時間
11:00～14:00
17:00～21:00

定休日
日（不定休）
※金/土の夜は要予約

TEL 0240-23-7329

数々のこだわり抜いた銘酒
を取り揃えた割烹料理のお
店。

営業時間
11:00～14:00
17:00～21:00

定休日 不定休

TEL 0240-35-4450

ほっと一息 コーヒータイム 日本酒を楽しむ 慶事会席・法事会席・ご宴会

太めのうどんがクセになる バランスの取れたワンプレートランチ デカ盛り唐揚げが人気メニュー

落ち着いた雰囲気で本物の
味を楽しめます。

営業時間
11:00～13:00
※夜の宴会等相談可

定休日 月 ※臨時休業有

TEL 0240-35-5450

喉ごし良しコシの強さ良し。
まずはぶっかけをお試しあ
れ。

営業時間 11:00～15:00

定休日 月/月末の火

TEL 0240-23-6889

心地良いBGMに、ランチや
デザートが楽しめます。

営業時間 11:00～15:00

定休日 毎週水のみ営業

TEL 090-5599-5526

ボリュームたっぷりの中華
料理をリーズナブルに。

営業時間
11:00～14:00
17:00～22:00

定休日 なし

TEL 0240-23-5610

歯ごたえがある揚げたての
かき揚げとコシがある麺を
是非ご賞味ください。

営業時間
10:30～14:00
17:00～20:00
※夜は要予約

定休日 なし

TEL 080-6515-6625

うどん、そば、定食

浪江のグルメをまるっと堪能

カラオケも楽しめます 飲んで、歌って、ちょと食べて

1人でもグループでも、ゆっ
くり楽しく飲めるスナック
です。

営業時間 19:00～24:00

定休日 月/日

TEL 0240-35-3317

30 麺処 ひろ田製粉所
（道の駅なみえ「本館」フードコート内）

あっさり系の人気ラーメン

28 まちのパン屋さん ほのか
（道の駅なみえ「本館」内）

美味しいパンとコーヒーをテイクアウト

29 ふくしまフルーツラボ
（道の駅なみえ「本館」フードコート内）

季節毎に替わるメニューを要チェック

海鮮丼やしらす丼、なみえ
焼そばなどの食事を楽しめ
ます。

営業時間 10:00～18:00

定休日 毎月最終水

TEL 0240-23-7121

挽きたての粉で作られた、
特性手揉み熟成多加水太ち
ぢれ麺が名物。

営業時間 10:30～17:30

定休日 毎月最終水

TEL 0240-23-7121

なみえ焼そばパンやコッペ
パンが人気。コーヒーやソ
フトクリームも。

営業時間 10:00～16:00

定休日 毎月最終水

TEL 0240-23-7121

福島の果物を使ったスイー
ツのほか、カレーやパスタ
などの食事も楽しめます。

営業時間 10:00～17:00

定休日 毎月最終水

TEL 0240-23-7121

32 SakeKura ゆい
（道の駅なみえ「なみえの技・なりわい館」内）

「磐城壽」などの試飲ができます

発酵料理や升に入ったソフ
トクリームなど、他では味
わえない料理を楽しめます。

営業時間 10:00～18:00

定休日 毎月最終水

TEL 0240-25-8804

これぞ喫茶店！のスパゲッ
ティーやカレーが楽しめま
す。

営業時間 11:00～15:00

定休日 月/火/金

TEL 090-2367-0965

心をこめて淹れたコーヒー
を大堀相馬焼のカップで楽
しんでください。

営業時間 10:30～16:00

定休日 土/日/祝

TEL 0240-23-6290

34 N⁺CAFE
（仮設商業施設「まち・なみ・まるしぇ」内）

一粒ずつ手摘みでとれたボリビア
の希少なコーヒーにエチオピア産
モカを加え、まろやかで上品な味
のコーヒーになっています。
N⁺CAFE特別ブレンドになっていま
す。

営業時間
月～金 7:00～18:00
土/日 9:00～17:00

定休日 第2・第4土日

自慢のコーヒーおすすめです

33 串ダイニング たまげた家
（仮設商業施設「まち・なみ・まるしぇ」内）

満腹宣言！豊富なメニュー

お弁当デリバリー、ランチ、
居酒屋といろんな用途でお使
いいただけます。

営業時間
11:00～14:00
17:00～22:00
※夜は木～土の営業

定休日 日

TEL 070-9040-0738

27 すなっく山里

アットホームな雰囲気で心
ゆくまで楽しむことができ
るお店です。カラオケ好き
の方は是非お越しください。

営業時間 19:00～24:00

定休日 日

TEL 0240-23-4445

24 ジンギスカン絆

美味しいジンギスカン食べれます

焼肉でも、しゃぶしゃぶ
でも、どっちも、飲んで、
食べて☆

営業時
間

11:00～14:00
18:00～22:30

定休日 不定休

TEL 0240-23-6661

23 割烹 貴久

夜も遅くまで営業しています

お昼は要予約のお弁当（配達
可）、事前予約で店内での飲
食も。

営業時間
10:00～14:00
17:30～26:00

定休日 不定休

TEL 050-1240-8279

25 スナック ゴールド

華やかなスタッフがお出迎え

ボックスが7席。広い店内で
ゆっくりと過ごせます。

営業時間 19:00～24:00

定休日 日

TEL 0240-23-7009


