
18:00~23:00

浪江町大字権現堂字上続町7-1

☎090-5233-4291

カラオケ居酒屋 コスモス

定休日：日

韓国の家庭料理が味わえるお店。
自家製のキムチは、自慢の一品です。

18

15:00~22:00

浪江町大字川添字佐野39-3

☎0240-34-1650

食事処 いふ

定休日：土/日/月

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。

19

11:00~16:00

浪江町大字権現堂字塚越2-10 

☎ 0240-23-7530

かふぇ もんぺるん

定休日：水

こだわりのナポリタンとコーヒーのお
店。町内の情報も入手できます。

11

11:00~14:00

17:00~21:00

浪江町大字高瀬字堀内7

中華料理 濃河

定休日：日

ボリュームたっぷりのメニューで、
本格的な中華料理をリーズナブルに。

12

11:00~14:00
※夜のご宴会等、ご相談に

応じます。

浪江町大字権現堂字上続町7-1

☎0240-23-7090

炙り侍 響

定休日：日/祝

定食から丼物、蕎麦などバリエー
ション豊富なメニューが嬉しいお店。

6

11:00~15:00

18:00~20:00

浪江町大字権現堂字新町45-1

☎ 090-5595-1873

麺屋 龍次

定休日：日

こってりスープにとろりとしたチャー
シューが食欲をそそります。

13

19:00~24:00

浪江町大字権現堂字上続町7-1

☎ 0240-23-7009

スナック ゴールド

定休日：日

ボックスが7席ある広い店内は、ゆっ
くりと過ごせる大人の雰囲気です。

20

スナック

gold
ゴールド

11:00~15:00

浪江町大字川添字上加倉232-2

☎090-5599-5526

hana cafe

定休日：火/木/土
日/祝

木のぬくもりに包まれながら、おしゃ
れなランチとデザートが楽しめます。

8

11:00~14:00

浪江町大字川添字新町45-5

とんかつ しが

定休日：火/水
木/金

厚切りのお肉が驚くほど柔らかくサク
サクの衣と自家製ソースが決め手です。

9

11:00~15:00

17:30~

浪江町大字権現堂字新町45-4

☎ 0240-23-7329

なみえ肉食堂

定休日：日
※金/土の夜はご予約が
必要です。

夜のコースメニューは大満足のボリュー
ムです。昼は定食を提供しています。

10

11:30~14:00
※夜のご宴会等、ご相談に

応じます。

浪江町大字権現堂字下川原70-3

☎ 0240-35-5450

味感 さとう

定休日：日

手の込んだ創作割烹のお店。料理の味は
もちろん目でも楽しめます。

7
みかん

11:00~14:00

17:00~21:00

浪江町大字権現堂字反町14

☎ 0240-35-4450

定休日：火

日本酒好きにはたまらない数々の銘酒を
取り揃えた割烹料理のお店です。

15 ともえ

11:00~14:00

17:00~21:00

浪江町大字権現堂字新町8-3

☎ 0240-34-4288

定休日：月/日

ふんわり香ばしい納豆焼きが人気です。
昼は定食、夜は創作和食のお店です。

16 居酒屋 こんどこそ

浪江町大字権現堂字上続町7-1

☎ 0240-23-7277

定休日：土/日/祝

焼酎に合うジューシーな唐揚げやピザ、
チャーハンなどお腹も満足な品揃えです。

17 焼酎BAR ひかり家

11:00~14:00

17:00~21:00

浪江町大字幾世橋字六反田7-1

☎ 080-1696-2006

定休日：金夜/土

仙台牛を中心に、ご主人が直接買い付け
た贅沢なお肉がお手頃価格で楽しめます。

14 焼肉バル DON

11:00~18:30

浪江町大字幾世橋字芋頭27-1

定休日：日/祝

お惣菜からお弁当、てんぷら、コロッケ
など毎日の食卓を支えます。

21 お惣菜 ぽてと

浪江町大字権現堂字漆原22

☎0240-24-0440
※見学ご希望の方はこちら
☎080-3301-8031（ホテル市原クラブ）

ビジネス旅館 俺の宿

男性のみご利用が可能なビジネス旅館で
す。催事・出張・里帰りなど様々な目的
でご利用いただけます。

◆１泊２食付き￥7,000～（税抜）
◆大浴場・食堂・コインランドリー完備

1 新妻荘2

浪江町大字川添字佐野39-3

☎0240-34-1650

食事処いふの2階が客室となっています。
JR常磐線浪江駅から徒歩7分で、公共交
通機関のご利用にも便利です。

◆1泊2食付き￥5,000
◆バス・トイレ男女別共同

福島いこいの村なみえ3

浪江町大字高瀬字丈六10

☎0240-34-6161

「くつろぎと安心・集いの場」をコンセプ
トに、2018年にリニューアルオープン。
カラオケやBBQなども楽しめます。
◆宿泊料金は、室料+￥2,500/人
・本館 室料￥5,000～
・コテージ 室料￥3,500～

◆全部屋ユニットバス
◆日帰り入浴 ￥500（10:00~21:00）

11:00~14:00
▼月-水のみ

17:00~20:00

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

☎0240-34-7260

定休日：土/日/祝

1 浪江焼麺太国アンテナショップ

モチモチの麺に具は豚肉ともやし。ソース
が決め手のなみえ焼そばが食べられます。

11:00~14:30
※ご注文・配達の受付は、

当日10：30までです。

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

☎0240-34-1007

定休日：水/土/日

お店で手作りした出来立て弁当の店頭販
売と配達が可能です。

4 キッチン・グランマ

11:00~14:00

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

☎0240-34-1000

定休日：月/木/金

3 カフェ コスモス

これぞ喫茶店！のスパゲッティやカレー、
サイフォンで淹れたコーヒーが自慢です。

11:00~14:00

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

☎0240-34-7250

定休日：月/木/金

2 海鮮和食処 くろさか

町内唯一の海鮮丼のお店。バリエーショ
ン豊富なメニューで迷うこと間違いなし。

10:00~15:00

浪江町大字高瀬字桜木8

☎ 0240-23-7450

サッポロラーメン たき

定休日：日/祝

山盛りのもやしと太めの麺が特徴の地
元で愛され続ける味噌ラーメンです。

5
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1

双葉警察署
浪江分庁舎

18:00~23:00
※夜のご宴会等、ご相談に

応じます。

２ ☎ 080-2808-0281

定休日：日/月/祝

震災前、浪江で親しまれたパン屋さんが
懐かしい味をお届けします。

レピコロレ 毎週火 11：00～

※売り切れ次第終了

移動販売

パ

ン

焼

鳥

出来たて熱々のジューシーな焼き鳥。週
一回のおつまみとして。

焼鳥 笑勝 毎週水 17：30～

移動
販売

●FB運転代行サービス

●JR常磐線（終電）
浪江発 21：10
→原ノ町着 21：30
→仙台着 23：00

浪江のヒト・モノ・コト

地域情報発信サイト

「なみえまるみえ」

浪江町公式Facebook

浪江町を応援する人へ、

今の浪江をいち早く！

浪江町公式ホームページ

「つづく、つながる、なみえ」
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