


 　  　   官公庁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2

　　      福祉関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ３～５

　     　 一般販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ６～８

　   　   飲食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ９～１１

  　   　 移動販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P １２

　　      美容院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P １３

  　       宿泊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P １４

　   　   修理・洗濯クリーニング・清掃・・・・・・・・・・・・・ P １５～１７

　     　 病院・薬局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P １８

　         金融・郵便局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P １９～２０

　         家屋修繕・建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ２１～２２

            交通機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ２３

　         その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ２４

住所 電話

内容

目　次

　　　　　　【営業時間】　　　　　　　　　　　　　　【定休日】

表の見方

建
物
な
ど
の

外
観
写
真
で
す

事業所（店舗）名 地区ごとに色分けをしています。

奈古地区 福賀地区 宇田郷地区 町外

営業日や時間、定休日

※２０２１年９月３０日時点の情報になります。

事業内容
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住所

電話

電話

電話

電話

電話

電話

電話

電話

電話

電話

住所

電話

住所

電話

住所

住所

電話

電話

住所 奈古２８４４－２（東方） 時間

電話

住所 時間

電話

住所 時間

まちづくり推進課   （役場本庁２階）

戸 籍  税 務 課   （役場本庁１階）

２－３１１３

宇田２２２４（宇田中央）

宇田郷支所・宇田郷公民館

奈古３０７８－１　町民センター内（東方）

農 林 水 産 課    （役場本庁１階）

２－０５０１

２－２０４４

５－０２１１福 賀 支 所・福賀公民館

２－２０３９

５－０１１０

２４時間対応

福田下１３６５（中村）

萩警察署
０８３８－２６－０１１０

萩市大字土原４７６－１

阿    武    町    役     場

奈古２６３６（東方）

総     務     課   （役場本庁２階）

２－０５０３議 会 事 務 局    （役場本庁２階）

【開庁時間】8：30～17：15　　【定休日】 土・日・祝・年末年始

各課

出     納     室   （役場本庁１階）

土 木 建 築 課    （役場本庁１階）

２－３１１４

２－３１１２

２－３１１１

健 康 福 祉 課    （役場本庁１階）

２－０５００

２－３１１０

４－０１１０

阿武町教育委員会

阿武町町民センター・中央公民館

２－０５０２

宇田２２２８－９（宇田中央） ２４時間対応

警　察　署

４－０２１１

宇田郷駐在所

福田下１５４３－８（中村）

奈古駐在所

福賀駐在所

２４時間対応

官
公
庁
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住所

電話

住所

電話

住所

電話

住所 電話

住所 電話 ２－３３１５

清ヶ浜ヘルパーステーション

内容
対象者は、要支援・要介護の認定を受けられた方です。介護の専門
施設に、日帰りで通うことが出来ます。

地域密着型通所介護　清ヶ浜デイサービスセンター

木与１００３７－３（木与） ２－３３１４

２－３０７１

２－０２２０

グループホーム　　で　あ　い

　　光と恵の里　　社会福祉法人　阿　　武　　福　　祉　　会

　　　　　特別養護老人ホーム　　恵 寿 苑

木与１００３９－3（木与）

　　　　　　　養護老人ホーム　　清ヶ浜　清光苑

【営業時間】　８：３０～１７：００　【定休日】 日・年末年始

２－００８８

事
業
所

内容
対象者は、介護保険・障がいなどの認定を受けられた方です。自宅に
訪問してサービスを提供します。

木与１００３９－５（木与）

内容
対象者は、要介護３以上の認定を受けられた方で、入居して介護が
受けられます。

内容
生活に課題を抱える高齢者に、自立した生活を送れるように支援して
います。

内容
対象者は、要支援２以上の認定を受けられた方です。スタッフの援助
を受けながら、共同生活を送る認知症対応型介護保険施設です。

木与１００３９－５(木与）

【営業時間】　８：３０～１７：３０　【定休日】 日・年末年始

木与１００３９－５(木与）

福
祉
関
係
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住所

電話

電話

電話

住所

電話

電話

電話

住所 電話

内容

ひだまりの里

宇田２２５１（宇田中央）

　主治医の指示通りにお伺いします。

５－０９００

５－０９００

４－０７８７

４－０７８７

ひだまりの里　グループホーム ４－０７８８

ひだまりの里　小地域サービス事業所（デイサービス）

訪問看護ステーションあぶ

２－３３５０奈古２９４５－１（東方）

【営業時間】　８：３０～１７：００　　【定休日】 土・日・祝・年末年始

福田下１３５８－１（中村）

【営業時間】　９：００～１７：００

高齢者生活支援ハウス　いらお苑

グループホーム　いらお苑 ５－０８００

小規模多機能型居宅介護　いらお苑

対象者は、要支援２以上の認定を受けられた方です。スタッフの援
助を受けながら、共同生活を送る認知症対応型介護保険施設で
す。

内容

事
業
所

対象者は、要支援２以上の認定を受けられた方です。スタッフの援
助を受けながら、共同生活を送る認知症対応型介護保険施設で
す。

内容

内容

内容
対象者は、要支援・要介護の認定を受けられた方です。介護の専
門施設への日帰りでの通いや泊まり、自宅に訪問してサービスを提
供します。

対象者は、阿武町に居住される６０歳以上の一人暮らし、夫婦のみ
の世帯に属する高齢者で、行政及び相談センターが必要と判断し
た場合、施設での泊まりが出来ます。

対象者は、要介護・要支援の認定を受けられた方です。介護の専
門施設に、日帰りで通うことが出来ます。

内容

内容
対象者は、阿武町に居住される６０歳以上の一人暮らし、夫婦のみ
の世帯に属する高齢者で、行政及び相談センターが必要と判断し
た場合、施設での泊まりが出来ます。

【営業時間】　8：30～17：30　【定休日】 日・年末年始

高齢者生活支援ハウス　ひだまりの里

　　　　　　　　　　　　　　い　ら　お　苑

福
祉
関
係
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電話

電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
受診や買い物帰りなどに『ちょっと、ひとやすみ』　お気軽にお立ち寄りください。

ご利用料金は１回１００円。お茶、コーヒー、手作りクッキーを用意しています。

【営業時間】 ８：３０～１７：１５※２４時間電話対応可【定休日】 土・日・祝・年末年始

コミュニティカフェ　ひとやすみ

奈古２８７６－９（東方）
※木村寝装さんのお隣です

　　２－００８８
(恵寿苑)

【営業時間】　９：３０～１２：００　【営業日】 火・水　※祝日の場合は休み

生産活動や創作的活動を通して社会参加を推進し、地域との交流を
図る施設です。

内容

奈古３０８１－３（寺東） ２－２６２５

【営業時間】 ８：３０～１７：１５　【定休日】 土・日・祝・年末年始

内容
阿武町の暮らしと仕事の相談窓口として２０１８年４月にオープンしました。

１階はカフェスペース、暮らしと仕事の相談窓口、貸しキッチンがあります。

コミュニティカフェ　えんがわ

福田下１３５８－１(中村）
※いらお苑内にあります

５－０９００

【営業時間】 １０：００～１７：００　　　【定休日】 年中無休

内容
コミュニティカフェは誰でもご利用できる場所です。ご利用料金は1回１００円です。

お飲み物もいろいろ用意しており、自由に入れて飲むことが出来ます。

阿武町暮らし支援センター　ｓhiBano

奈古２７００－１（浜の2） ２－３３８８

【営業時間】 １０：００～１８：００　　【営業日】 火・木・土　

阿武町社会福祉協議会

奈古３０８１－５（寺東） ２－２６１５

【営業時間】 ８：３０～１７：１５　【定休日】 土・日・祝・年末年始

事
業
所 介護や健康のこと、日常生活の困りごとなどについて、行政や地域と

連携しながら対応していきます。
内容

支え合い安心して暮らすことが出来るようにお手伝いします。内容

阿武町総合相談センター
電話 ２－３３１３

阿武町居宅介護支援事業所

阿武町地域活動支援センター

福
祉
関
係
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容

住所 電話

住所 電話

住所 電話

奈古２７１５（美浜） ２－２００５

【営業時間】 ８：００～１８：００　【定休日】 日

内容
主に寝具や婦人服を中心に販売をしています。

オーダーメイドカーテンの出張取り付けサービスも行っています。

内容
地酒（清酒）春洋正宗、他酒類の販売をしています。

ご希望により配達も承ります。

木村寝装

奈古２８６１－４（東方） ２－２０２４

【営業時間】 ８：００～１７：３０　　【定休日】 日

内容
町の生活を支えるスーパーマーケット。生鮮食品から日用品まで

取りそろえています。　      ■宅急便の発送も受けています。

内容
お酒類、たばこ、お菓子、雑貨などの販売をしています。

お気軽にお立ち寄りください。

エディオン阿武店

サンマート奈古店

兼隆水産

海産物や珍味、地元野菜など加工食品を中心に販売をしています。

【営業時間】 ９：００～２１：００　【定休日】 元旦

奈古２３１３（市）
※ふれあいタウン内にあります

２－２９５１

【営業時間】 月～金　９：００～１８：００　土　９：００～１２：００　【定休日】 日・祝

　　　※土曜日は午前中のみ営業しています。　　　

奈古２３１６－２（市）

池田酒店

奈古３１９２－１（寺東） ２－２００９

【営業時間】 ８：３０～１９：００　【定休日】 日

２－３１１８

奈古２３１３（市）
※ふれあいタウン内にあります

２－３２３２

【営業時間】 １０：００～１７：００　　【定休日】 日・祝

内容
家電のファミリーショップです｡商品の配達､修理､お電話1本でお伺い致します｡

蛍光灯、電池1本からでも配達いたします。お気軽にご相談ください。

河野酒店

一
般
販
売
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

奈古２２４９（釜屋） ２－０３５５

　【営業時間】 １０：００～１８：００　【定休日】 元旦　他臨時休業あり
※棚卸＝3/31、9/30、大晦日12/31は営業を繰り上げるか臨時休業をすることもあります。

内容
農作業道具や各種野菜の種・肥料・農薬の販売をしています。

道の駅阿武町　物産直売所「あぶの旬館」

シロアリの防除の相談にも対応しています。

内容
各種酒類の販売を行っています。

要望があれば配達も承りますので、お気軽にご連絡ください。

内容
全国に先駆けて最初にできた道の駅の一つです。

町内の特産品や新鮮なお魚や野菜、お弁当などの販売をしています。

山口県農業協同組合　奈古大井支所資材店

八祥園

奈古２６８２（浜の1） ２－２９３２

　　【営業時間】 ９：００～１８：００　　【定休日】 日

内容
緑茶、珈琲、抹茶、茶筅などの販売をしています。

お気軽にお越しください。

リカーズみよし（阿武の鶴酒造）

奈古２３１３－２(市）
※ふれあいタウン内にあります

２－３２２３

【営業時間】 ９：３０～２０：００　　【定休日】 月

吉田衣料店

奈古２８６３（市） ２－２０６４

【営業時間】 ８：３０～１８：３０　　　【定休日】 不定休

内容
主に小・中学校の制服や婦人服を中心に入荷販売をしています。

　  ■宅急便の発送も受けています。

奈古２８４３－３（東方） ２－３１３３

【営業時間】 ８：３０～１７：００　　【定休日】 土・日・祝

内容
家具や家財、衣類等の買い取り、販売をしています。

ハンドフリーマーケットの開催もしていますので、お気軽にお越しください。

リサイクルショップ　ツインクル

道の駅国道挟んだ向かい側 ０１２０-２０-５０４９

【営業時間】 １０：００～１５：００　　【営業日】 土・日・祝

一
般
販
売
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
新鮮な野菜や魚、地元のお米、お惣菜、美味しい手作りのお菓子、加工品

などの販売をしています。

福の里直売所

福田上１３２８－１(下東郷） ５－０２００

【営業時間】 ８：３０～１６：００　　　【営業日】 水・土・日・祝

内容
お酒の販売や新聞の配達をしています。井戸端会議、寄合の場などとしても

ご利用できますので気楽にお越しください。※食事などの持ち込みも可能です。　

植田酒店

福田下３７４－４(上東郷） ５－０２５２

【営業時間】 ６：３０～１８：３０　　　【定休日】 不定休

内容
お酒､たばこ､食料品､雑貨､洋服（女性用）や週3回（月・水・金）9：00からは

「いしまる」の惣菜も販売しています。　配達も致しますのでご相談ください。

木村商店

福田下１３３３（中村） ５－００２０

【営業時間】 ８：００～１９：００　　　【定休日】 年中無休

内容
地元鮮魚、新鮮野菜、各種食品・日用品の販売をしています。　　　　

宇田郷地区内は配達も出来ますので、お気軽にご相談ください。

大倉商店

宇生賀８４７（宇生賀中央） ５－０１３３

【営業時間】 ６：００～１８：００　　　【定休日】 金

内容
食料品、雑貨、お酒の販売をしています。

配達も承りますので、お気軽にご連絡ください。

うおなの郷

宇田１３２８（宇田浦） ４－０３１１

【営業時間】 ９：００～１７：００   【定休日】 土・日・祝

内容
衣料・雑貨の販売をしています。

配達も承ります。

藤村商店

福田下１３４５-３（中村） ５－００１８

【営業時間】 ８：００～１８：００　　　【営業日】 不定休

一
般
販
売
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
阿武の海で獲れた、新鮮な魚介を使った漁師めしをご堪能ください。

メインメニュー：漁師めしセット　￥１，０００（内容は日替わりです）

蒸気船まんじゅう（八代総本店）　カフェ846

道の駅阿武町内 2-0355
（道の駅事務所）

かどのやしろ

【営業時間】 １１：００～１４：００　【定休日】土・日・祝

内容
日替わり定食やコーヒー、各種アルコール類などがあります。

奈古２８４６－１０（東方）

奈古２７９９（西の2） ２－２０５０

当日９時３０分までに連絡いただければ、おかずのみのお持ち帰りも出来ます。

うおっちゃ食堂

道の駅阿武町内 080-5492-9469

【営業時間】 １２：００～売り切れるまで　　【定休日】不定休

カフェ846　《日替わりお弁当宅配》

道の駅阿武町内 ２－２４８３

【配達時間】 １１：００～１２：００　　１５：００～１６：００

内容

道の駅阿武町内 －

【営業時間】 １０：００～１８：００　　　【定休日】 不定休

【配達日】 奈古地区/　月・火・木・金　　宇田郷地区/　火・木　　※祝日は、お休みしています。

内容
たこ焼きやうどんなどの販売をしています。

店舗前のテラスで食べることが出来ます。

仕出しの八代

２－２１３１

内容
炭火焼でひとつひとつ焼き上げている蒸気船まんじゅうが人気です。

ご注文は当日の朝10：00まで。おかずのみや3種詰め合わせたパンの注文も承ります。

カフェ846では、お惣菜・弁当・軽食の販売もしています。

【営業日時】　土・日・祝　１１：００～１７：００

こなもんや．げんさん

【営業時間】 １１：３０～１４：００　　【定休日】 不定休

奈古駅前にあるお食事処です。どのメニューも、美味しさとボリュームで

大満足。法事などの仕出しも承っております。　『出前もしていますよ。』

飲
食
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

昔からの味を引継いだ鮎料理を、たくさんの方に味わっていただけるよう心よりお待ちしています。

竹　　　泉

奈古(河内） ２-２８２９

令和４年６月４日より営業致します。  【営業期間】 ６月～１１月初旬

【営業時間】　１１：００～１５：００(ラストオーダー１４：３０）　１７：００～２０：００(ラストオーダー19：30）

内容
道の駅直営のレストランで、地元の人と成長していくレストランを目指しています。

おすすめ料理は写真の「かしま御膳（￥１，７８０）」です。

はじまりのレストラン　かしま

道の駅阿武町内 ２－２１２１

【営業時間】 １１：００～１７：００　　　【定休日】 水

内容
焼きたてパンや焼き菓子、コーヒーなどの販売をしています。

店舗前のテラスで食べることも出来ますよ。

手作りパン工房　あんな堂

道の駅阿武町内 090-4803-8531

【営業時間】 ９：００～２１：３０　　【定休日】 月・火・年末年始

090-8715-2162

内容
地元の主婦のみなさんで、地元食材を使った手作り弁当を作っています。

金額に合わせた内容のお弁当を作りますので、お気軽にご相談ください。

なごやか・うたうねぇね～ず

要予約　　　　　【定休日】 年末年始など

奈古２７４５

ポ・ヤシロ

道の駅阿武町内 080-6934-0372

【営業時間】 １０：００～１７：００　　　【定休日】 水

内容
ケーキや焼き菓子、パフェなどスイーツの販売をしています。

誕生日ケーキも予約受付をしています。

内容
煮物、揚げ物、和え物など、手づくりの惣菜を量り売りしています。

予約注文も承っています。売り切れ次第閉店しますのでご了承ください。

奈古２３１０－７（市） ２－２０５７

【営業時間】 ９：００～１２：００  　 【定休日】 土・日・祝

吉崎商店

飲
食
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
サンドイッチやアイスクリーム、地元の果物を使ったシェイクやジュースなどの

販売をしています。

LaPin（ラパン）

道の駅阿武町内 ２－０３５５
（道の駅事務所）

【営業時間】１０：００～１７：００　【定休日】水・年末年始※臨時休業あり

内容

【営業時間】 １１：００～１４：００　　【営業日】 土・日　

【営業時間】 １１：００～１６：００　　　【営業日】 第２・４月

宇田１５３８－３（宇田中央） ４-０１０６
※留守番電話あり

【営業時間】 ８：００～１６：００　　　【営業日】 第２木　　　

宇田１３０７－３（宇田浦） ４－５３３７

宅配：仕出し､お弁当（昼頃配達）･お惣菜（昼～夕方配達）※事前ご予約が必要です。

店舗販売　：　福の里(水・土・日・祝）　　植田商店(月・水・金）

ちづるのパン工房

３RD PLACE CAFÉ N

奈古２７０６（美浜） 050-5880-0993

【営業時間】 １２：００～１６：００　【定休日】 第１・３土・日・祝

内容
ランチ、季節のスイーツ、ドリンクの提供を行っています。

近くに駐車場もあります。

　料理・仕出し　いしまる

福田上１２１２－５（下東郷） ５－０３５１

【定休日】 日　　　　　　　　　　　　　

内容
定置網で水揚げした地魚を使った料理を、手頃なお値段で提供しています。

メニュー：刺身定食や焼き魚定食　　単品の注文・持ち帰りの可能です。　

宇田１５３８－３（宇田中央） ４-０１０６
※留守番電話あり

内容
～メニュー～　　コーヒー、ケーキ、ピザ　　（単品・セット）　

※作りたての手作りパンの販売もしています。　※ご予約注文が必要です。

内容
地元の食材を使ったお弁当の販売をしています。宇田郷地区内は配達可能です。

※予約制なので4～５日前までにご注文ください。

まごころ弁当　

みなと食堂　ふなだまり

飲
食
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住所 電話

住所 電話

－ ０８０-２９１０-５０５７

近海で獲れた新鮮なお魚・お刺身などの販売をしています。販売範囲は、

　　　　　　　【営業時間】　９：００～

三好鮮魚

内容
奈古地区～福賀地区です。車をみかけられましたらお気軽にお声かけください。

内容
※在庫に数がありますので売り切れの場合はすみません。

各地区を移動販売車が回っていますので、希望される方はご連絡ください。

町外 ０８３５-２２-２２４３

　　　　　　　　　　　　　やきたてのパン　　　メルヘン

【営業時間】　午後  【販売日】月：奈古・宇田郷　火：福賀・奈古内（事業所等）

内容

０８３８－５３－０００５

【営業時間】 １０：００～１５：００　　【販売日】 月：奈古地区内　　火：宇田郷地区内

山口県農業協同組合　移動販売

住所 萩市紫福３４４０ 電話
（うおなの郷４－０３１１）

食料品・鮮魚・雑貨などの販売をしています。要望に応じて他商品の販売もし
ています。移動販売のご希望があればお気軽にご相談ください。
※場合によっては、対応出来ない場合もあります。

移
動
販
売
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

奈古２９０６－１（東方） ２－２６７６

　【営業時間】 ８：００～１８：００　　　【定休日】第１月・火・第３日・月

ヒロ美容院

内容
～カット・パーマ・洗髪・毛染め、着付け～　　　　🅿駐車場は店舗横側にあります。

カットのみの出張サービスも致しております。２，３日前までにご予約ください。

奈古２３１２－６（浜の2） ２－３２１４

【営業時間】 ８：３０～１７：３０　　　【定休日】 月・第１火・第３日

サン美容室

『美容院のみならず、町の何でも 相談所 とも言えますよ』

４－００５４

　　　　【営業時間】 ８：００～１８：００　　【定休日】 月・第3日　　　　　　
※都合により定休日以外にも、お休みさせていただくことがあります。

～カット・パーマ・毛染め～　
内容

中村美容院

住所 宇田１４７３（宇田中央） 電話 (留守番電話有)

２－２６２１

内容
～カット・パーマ・洗髪・毛染め・着付け～

ご予約にて受付をさせていただいています。　🅿駐車場は店の前側にあります。

内容
～カット・パーマ・洗髪・毛染め・顔剃り(女性のみ）・着付け～

出張サービスのご予約も承っております。　　　🅿駐車場は店舗敷地内にあります。

奈古２７７２－８（西の1）

【営業時間】 ８：３０～１８：００　　【定休日】 月・第３日

カットハウスかみふうせん

美
容
院
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住所 電話

内容
山間の落ち着いた場所にある民宿です。

季節の山菜など地元で採れた食材を使った食事を提供しています。

宇生賀４００９（下笹尾） ５－０１３８

ご予約は３日前までにお願いします。

樵屋（きこりや）

宿
泊
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
衣類や布団などクリーニング全般承ります。

集配も行っていますので、お気軽にご連絡ください。

鹿島クリーニング店

【営業時間】 ７：００～１９：００       【定休日】 日

奈古２８１２（西の２） ２－２１８２

内容
コンセントの増設など各種電気工事、メンテナンス、エアコンクリーニング

電球交換、家電製品のリサイクル(引き取り処分）　

市原電気工業

福田下５５２－２（森見藤）
　５－００３３　

（090-3379-3052）

電話予約にて受付致します。【受付時間】 １２：００～１３：００、１７：００～１９：００

【営業時間】 ８：００～１９：００　【定休日】 日・5月連休・お盆・年末年始

内容
車の修理（板金、パンク）、タイヤ交換、車検など車の困りごとご相談ください。

自転車のパンク修理も行っています。

奈古３４４４－１（寺東） ２－３２０６

ボデーショップ小田

小野モータース

【営業時間】 ８：００～１７：００　  　【定休日】 土・日・祝

２－２７６９

水津設備

 【営業時間】 ８：００～１７：００　　　【定休日】 日・第２・４土

奈古２９０８－１（東方） ２－２０６３

内容
車のパンク修理、タイヤ交換、オイル交換、車検など車の困りごとご相談ください。

自転車のパンク修理も行っています。

住所 木与２９４（木与） 電話 (090-3748-2301)

内容
水道管などの修理から改修工事まで、水回りのことでお困りのことがあれば

ご相談ください。

内容
水道管などの修理から改修工事まで、水回りやくわなどの簡単な溶接も

行っています。お困りのことがあればご相談ください。

【営業時間】 ８：００～１７：００　  　【定休日】 不定休

住所 奈古４３０９（西の１） 電話 (０９０-８９９４-６５７５)

末若鉄工所
２－２０７８

修
理

洗
濯
・ク
リ
ー
ニ
ン
グ
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
家の中の片付けや大型ゴミの回収など生活の困りごとがあればお気軽に

ご相談ください。（阿武町一般廃棄物収集運搬・処分許認可事業所）

ホームキーパー

【営業時間】 ８：００～１７：００　　　　　　　　　　　

奈古３５８２ ２－２７１５

内容
衣類、寝具などのクリーニング。

ご希望に応じ集配サービスもしていますので、お気軽にご連絡ください。

倉本クリーニング

福田下１６０３－３（中村） ５－０１０１

【営業時間】 ８：００～１７：００　　【定休日】土・日・祝

内容
困っていることをお手伝いする何でも屋です。

例）草刈り、伐採、剪定、トタン張り、ハチの巣除去等

奈古３０８１－５（寺東） ２－２８０３

【営業時間】 ８：３０～１７：１５　　【定休日】 土・日・祝・年末年始

内容
草刈り・家の補修など、何でもお困りごとに対応する便利屋です。手軽なお値

段で行っていますので、お困りごとがあれば先ずはお気軽にご相談ください。

萩広域シルバー人材センター阿武出張所

内容
草刈り、剪定など行います。

社協内の一画に事務所があります。

　　　　　　　わらしべ企画　　(代表： 嶺井 久智）

福田下１６９７－１(森見藤) ０５０-３５７９-３８４５

【定休日】 なし　　　　　　　　　　　

なんでも屋

福田下１９０６－２（森見藤） ０９０-６９３０-９５５６

【営業日】 日・祝　　【受付時間】 時間問わず電話受付いたします。

【営業時間】 ２４時間営業　　　　【定休日】 年中無休

内容
衣類から羽毛布団までいろいろな種類の洗濯が可能です。

大物丸洗いＯＫ。ふわふわ乾燥のホワイトランドリー。

　　　　　奈古２３１４－１　　　　
　　※ふれあいタウン内にあります

０８３８-２２-９１１５

コインランドリーホワイトランドリー奈古店

清
掃

洗
濯
・ク
リ
ー
ニ
ン
グ
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住所 電話

住所 電話

内容
草取り４人（内指導員１人）で行っています。別料金で墓掃除も行っています。

現地確認後作業日を決めていますので、まずはご相談ください。

夢香房すさ

須佐１３７８－１ ０８３８７-６-２３３３

【営業時間】 ８：００～１７：００　　【定休日】 土・日・祝

内容
草刈り、溝掃除、垣根の枝切り（チェーンソーを使用）

※下見により料金の見積もりをします。

福田上１３２６(下東郷） ５－００５０

【営業時間】 ９：００～１６：００　　【定休日】 土・日

EGFのんきな農場阿武事業所

清
掃
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

電話

住所 電話

萩市休日急患診療センター

【診療日】 日・祝・年末年始（12月30日～1月3日）　※緊急性のある場合のみ

内容
内科受付（８：４５～１１：３０、１３：００～１５：３０、１６：４５～２１：３０）

歯科受付（８：４５～１１：３０、１３：００～１４：３０）　

萩市椿３４６０－３ 0838-26-1397

内容
看護師・保健師・医師が相談に応じ、わかりやすくアドバイス致します。

健康面で気になることがあればご連絡ください。

０１２０－５０６－３２２

内容
～内科・小児科～    福賀地域の診療全般を担っています。

木曜日の午前中は人間ドックなどの検査を行っています。

萩・阿武　健康ダイヤル２４

２４時間年中無休　　※通話料・相談料とも無料です。

町の歯医者さん。

口の中の悩み事はお気軽にご相談ください。
内容

福田下１４０７－３(中村） ５－０８６３

福賀診療所

　　　　　【営業時間】 ８：３０～１１：００　１３：３０～１６：００　
　　　　　【定休日】 土・日・祝・年末年始

内科・外科・消化器内科（胃腸内科）

水・木曜日には、充実した消化器診療が提供出来ます。
内容

奈古２８５６－１（東方） ２－２０６５

和田歯科医院

　　　　【営業時間】月～金　８：３０～１２：００　　１３：３０～１７：００　
　　　　　　　　　　　　　　　土　８：３０～１２：００　　 　　【定休日】日・祝

内容
町のお薬屋さん。

何でも気軽にご相談ください。

奈古２８６０－１（東方） ２－２８３８
　　　　【営業時間】　月～金　８：３０～１２：００　　１３：４５～１７：００　
　　　　　　　　　　　　　　　土　８：００～１１：４５　　　　　【定休日】　日・祝

齋藤医院

          奈古２３１３－２             
  ※ふれあいタウン内にあります

     ２－３２１７　　　
（緊急時２－２０４２）

   【営業時間】 月～金　８：１５～１８：００　　　土 ８：１５～１４：００   　 　　　　
　　【定休日】　日・祝

くぼた薬局

病
院
・薬
局
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
貯金の入出金、振込、共済保険業務を行っています。

★現金自動預け払い機（ATM）の利用が可能です。

山口県漁業協同組合　宇田郷支店

宇田１３３９（宇田浦） ４-０２２１
【営業時間】 ８：００～１７：００　【ATM】 ８：３０～１６：００　                        
   【定休日】 土・日・祝

内容
預金の入出金、振込、納税などの銀行業務全般を行っています。

　

奈古２８５９－１（東方） ２－３１２１

奈古２８４３－３（東方） ２－３１３１

山口銀行　阿武支店

山口県農業協同組合　奈古大井支所

【営業時間】９：００～１１：３０　１２：３０～１５：００　　　　　　　　　
【ATM】８：４５～１７：００　　【定休日】土・日・祝

【営業時間】　８：４５～１５：００    　【定休日】土・日・祝　　　　　　　　　 　　　　
【ATM】　平日　８：４５～１９：００　土・日・祝　９：００～１７：００

内容
貯金の入出金、振込、自動車共済、生命保険共済、貸付など各種業務を

行っています。

山口県漁業協同組合　奈古支店

萩山口信用金庫　奈古支店

奈古２７４７（浜の２） ２－２３２１

奈古２３１１－１３（市） ２－３０２８

【営業時間】 ９：００～１５：００　【定休日】土・日・祝

【営業時間】 ９：００～１２：３０　１３：３０～１５：００　                            
【ATM】 ８：４５～１８：００　　　　　　　　　　【定休日】 土・日・祝

振込は当日の場合１４時まで、それ以降は翌日振込となります。

内容
ATMはありませんので、窓口のみの対応となります。

内容
預金の入出金、振込、納税など銀行業務全般を行っています。

内容
現金自動預け払い機（ATM）の利用が可能です。

山口県農業協同組合　福賀ふれあい店

福田下１３６７－１（中村） -

金
融
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

【営業時間】 ９：００～１７：００　　　【定休日】 土・日・祝

営業時間内は現金自動預け払い機（農協ATM）の利用も可能です。
内容

宇田１３２８（宇田浦） ４－０３１１

うおなの郷

内容
郵便、切手・はがき・印紙販売。（郵便業務は１７時まで）

ゆうちょ銀行の貯金入出金、振込など。

福賀郵便局

福田下１３７４－３（中村） ５－０３００
【営業時間】 ９：００～１６：００　【定休日】 土・日・祝　　　　　　　　　　　　　　　
【ATM】 月～金 ８：４５～１８：００　　土 ９：００～１３：００　※日・祝：休み

内容
郵便、切手・はがき・印紙販売。（郵便業務は１７時まで）

福賀地区だけの配達員による貯金の入出金サービスも実施しています。

宇田郵便局

宇田１３２０－２（宇田浦） ４－０３００
【営業時間】 ９：００～１６：００　【定休日】 土・日・祝　　　　　　　　　　　　　　
【ATM】 月～金 ８：４５～１８：００　   土 ９：００～１３：００　※日・祝：休み

内容
郵便、切手・はがき・印紙販売。（郵便業務は１７時まで）

ゆうちょ銀行の貯金入出金、振込など。

奈古郵便局

奈古２９５５－１２（東方） ２－２０００
【営業時間】 ９：００～１６：００　【定休日】 土・日・祝　　　　　　　　　　　　　　　
【ATM】 月～金　８：４５～１８：００　　　土・日・祝　９：００～１４：００

金
融

郵
便
局

21



住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

内容
簡単な修理を行います。内容については要相談です。

奈古５２０３(筒尾） ２－３２６０

　米原　繁

要相談

内容
簡単な修理などを行っていますので、お気軽にご相談ください。

※ご希望や作業内容に応じ、日程を調整させていただきます。

奈古１４４７－１４（野柳）
２-２４９６

090-9061-1986

小野建装

【営業時間】 ８：００～１７：００　【定休日】 土・日・祝

内容
新築・増改築・簡単な修理や、電気・配管など専門業者の紹介などもしています。

家屋環境などで、気になる所や困ったことなどあればご相談ください。

奈古２９２６－２（東方） ２－２３２８

小田建築

【営業時間】　月～金　８：００～１７：００　【定休日】土・日

内容
土木建築関係の工事を行っています。

草刈りなども承っておりますので、まずはご相談ください。

奈古２８５６－５（寺東） ２－２５２０

小田建設

        【営業時間】　８：００～１７：００　【定休日】土・日

内容
土木建築関係の工事を行っています。住宅改修や水道、トイレなどの水回り

修理もできますので、お気軽にご相談ください。

奈古３３５０番地３（寺東） ２－３３３０

阿武建設

【営業時間】　８：００～１７：００　【定休日】土・日・5月連休・盆・正月

内容
新築、増改築工事や専門業者への仲介など行っています。

簡単な修理なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。

奈古２０００（野柳） ２－２３１０

吉村建築

【営業時間】 ８：００～１７：００　　【定休日】 日・祝

家
屋
修
繕
・建
築
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住所 電話

内容
簡単な修理を行います。内容については要相談です。

黒川正則

宇生賀３５２０（飯谷） ５－０３５４

【営業時間】　８：００～１７：００　　【定休日】不定休

家
屋
修
繕
・建
築
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

連絡先 電話

連絡先 電話

内容
時刻・運賃・忘れ物をされた際などご連絡ください。（案内所　０８３８-２２-３８１６）

防長交通　萩バスセンター

萩市唐樋町１１－２ ０８３８-２２-３８１１

【営業時間】 ８：３０～１３：００　１４：００～１６：３０　【定休日】 年中無休

内容
運行範囲：阿武町内　　※そのほか山口県農協阿中支所(萩市紫福）まで運行可能

福賀 090-3055-7572

福賀コミュニティ交通ふくすけ便

【営業時間】 ６：００～２０：００　 　 【定休日】 年中無休

福賀地区発着の交通便です。ご利用は予約制で当日でも可能です。

内容
　サンマート奈古店の隣に奈古営業所があります。

サンマート奈古店横 ２－３２５６

萩近鉄タクシー奈古営業所

【営業日】 月・水・金　　　【営業時間】 午前中のみ

内容
　新幹線の切符も予約することができます。

　※列車の到着前後１時間以外は不在の時が有ります。

JR　奈古駅

奈古２８４４（東方） ２－２０１９

【営業時間】 ７：２０～１７：２０　　【定休日】 土・日・祝・年末年始

コミュニティワゴン奈古地区

役場本庁まちづくり推進課 ２－３１１１

 【運行時間】 月・水　１日３便

内容
惣郷畑便と宇田中央便があります。

どちらも宇田郷支所を出発し、戻ってきます。

内容
筒尾便と宇久便があります。

どちらも役場本庁を出発し、戻ってきます。

コミュニティワゴン宇田郷地区

役場宇田郷支所 ４－０２１１

【運行時間】 火・金　１日３便

交
通
機
関
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住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

住所 電話

不在の場合もありますので、来られる前に連絡をお願いします。

吉岡土建　福賀給油所

内容
リンパの流れをよくするマッサージを行っています。

奈古２２４９（道の駅阿武町） ２－３３８２

　  　　　  【定休日】 月　　     　　　　　　　　

【営業時間】春秋冬季（９月～６月）　平日１３：００～２０：００　土･日･祝１１：００～１９：００

道の駅阿武町　温水プール（太陽フィットネス）

　　　　夏季（７月～８月）　平日１０：３０～１９：３０　土･日･祝１０：３０～１９：３０

内容
福賀地区にある町内唯一のガソリンスタンドです。

灯油の配達も可能です。

福田下１３７６－１（中村） ５－００１２

【営業時間】 ８：００～１７：００　【定休日】 日・第1・2・4土・お盆・年末年始

内容
利用料は１回５５０円。タオルの貸出は別料金がかかります。

回数券は１１枚つづりで５，５００円（税込）があります。

道の駅阿武町内 ２－３１０６

【営業時間】 １０：００～２１：００　【定休日】 水・年末年始

日本海温泉　鹿島の湯

内容
ガスのことでお困りの際はご連絡ください。

奈古２９０９－１（東方） ０８３８-２８-０２２２

【営業時間】 ８：３０～１７：３０　　　【定休日】 土・日・祝

ヤマサンガス

リラクゼーションサロン　りふれ

道の駅阿武町内 080-9798-0380

　　　　　　【営業時間】 １２：００～１８：００　【定休日】 水

そ
の
他
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発行元：社会福祉法人 阿武町社会福祉協議会

住 所：山口県阿武郡阿武町大字奈古３０８１－５

電 話：０８３８８－２－２６１５

ＦＡＸ：０８３８８－２－３６１５


