
店舗名称 業種

スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコース　レストラン 飲食 渡辺町上釜戸字橋の上216

会津農家食堂 飲食 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜

赤から　いわき泉店 飲食 泉町滝尻字泉町87

洋風創作料理・アシェット 飲食 小名浜字横町27 2Ｆ

お食事処東屋や 飲食 小名浜西町2-8

海鮮レストラン　いちよし 飲食 小名浜字辰巳町43-1 いわきららミュウ2F

うどん亭大原店 飲食 小名浜大原字東田96 ヨークタウンアクロス大原フードコート内

ウロコジュウ 飲食 小名浜下神白字林崎54-3

ウロコジュウ　ら・ら・ミュウ店 飲食 小名浜辰巳町43-1

エルトマ 飲食 鹿島町久保二丁目2-8

焼肉　大原 飲食 小名浜大原字中坪21-2

そばの男山 飲食 小名浜大原字丁新地1-1

おのざき潮目食堂エブリア店 飲食 鹿島町米田字日渡5

おむらいす亭イオンモールいわき小名浜店 飲食 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜　4階　小名浜ダイニング

カウアイカフェ 飲食 泉町滝尻字神力前48

うどん香蔵 飲食 小名浜花畑町36-1

CASUAL源太　イオンモール小名浜店 飲食 小名浜字辰巳町79 イオンモール4F小名浜ダイニング

かつ丸いわき鹿島街道店 飲食 鹿島町走熊字小神山47-1

韓国バル　KANRAKUYA 飲食 小名浜住吉字冠木13-1

そば処　北乃屋 飲食 泉町滝尻字下谷地60-1

ダイニング　久兵衛 飲食 小名浜岡小名字沖16

鉄板網焼　京さか 飲食 小名浜本町40-4

餃子食坊やまと　小名浜店 飲食 小名浜花畑町6-1

KURABAR midnight 飲食 小名浜字上町14

CloverTable 飲食 小名浜林城作入160-2

ステーキハンバーグ＆ブレッドバーKEN　いわき泉店 飲食 泉町滝尻字南坪48

源太ずし小名浜店 飲食 小名浜寺廻町1-1

源洋丸　泉店 飲食 泉町下川字薬師前117-3

源洋丸　岡小名店 飲食 小名浜岡小名字反町12-3

幸楽苑イオンモールいわき小名浜店 飲食 小名浜字辰巳町79

あんしんコロナお知らせシステム　加盟店一覧【小名浜地区】

住　　所



店舗名称 業種

あんしんコロナお知らせシステム　加盟店一覧【小名浜地区】

住　　所

幸楽苑　いわき泉店 飲食 泉町滝尻字神力前60

幸楽苑　いわきエブリア店 飲食 鹿島町米田字日渡5

幸楽苑　いわき鹿島店 飲食 鹿島町久保一丁目5-8

幸楽苑　小名浜店 飲食 小名浜大原字東田45-1

カフェ・レストラン　珈琲の森 飲食 小名浜大原字東田8

ナイトインココ 飲食 小名浜字中坪36 藤ビル２F

カレーハウス　CoCo壱番屋　いわき小名浜店 飲食 小名浜岡小名字沖2-2

寿司れすとらん　小太郎 飲食 小名浜西君ケ塚町13-1

麺屋五鉄 飲食 小名浜辰巳町43-1

居酒屋　駒 飲食 小名浜字中原9-8

サーティワンアイスクリームイオンモール小名浜 飲食 小名浜辰巳町79 イオンモール小名浜3階

サーティワンアイスクリームいわきエブリア 飲食 鹿島町米田日渡5 エブリア１F

サーティワンアイスクリームいわきららみゅう 飲食 小名浜辰巳町43-1 いわきららミュウ１階

遊食亭　柘榴 飲食 小名浜字本町26

和風　さふぁいあ 飲食 小名浜字下町52－1

スナック　サンキュー 飲食 小名浜中坪字25

中国四川料理　四川園 飲食 小名浜辰巳町1－26

忍家　いわき泉店 飲食 泉町滝尻泉町８８-４

忍家　いわき鹿島店 飲食 鹿島町久保反町20-5

酒蔵鮭 飲食 小名浜定西174-2

しゃぶしゃぶ温野菜いわき泉店 飲食 泉町滝尻神力前16

十割そば会　いわき小名浜店 飲食 小名浜岡小名浜岸前58-1

酒縁てる 飲食 泉町一丁目1-7

飲茶趣々 飲食 鹿島町御代字大一田6-1

居酒屋　正永丸 飲食 泉町二丁目13-1

心源 飲食 小名浜岡小名字作前8-3

厨房　朱雀 飲食 小名浜字蛭川南49-1

寿司正 飲食 小名浜辰巳町43-1 いわき・ら・ら・ミュウ　1F

キッチンアンドドリンク　鈴蘭 飲食 小名浜字土町8

膳と宴　小名浜店 飲食 小名浜西町1-4 第一ホテル1階
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味かたり　髙尾 飲食 小名浜西町3の10

匠　だるま屋 飲食 泉町滝尻定ノ田205

玉半　どさんこ 飲食 小名浜字西町6-13

達磨 飲食 泉町1-10-10

鳥料理　ちゃぼ 飲食 小名浜字橋木26

酒のちつまみ時々中華家 ＣＨＵＮＫ 飲食 泉町滝尻字南坪34

DELI Cheese 飲食 小名浜本町18-1

カフェ＆カントリー雑貨　Den-en1958 飲食 小浜町北ノ作33-75

割烹旅館　天地閣 飲食 小名浜下神白字綱取143-23

スナック　としこ 飲食 小名浜船引場1-8

鮨　寅平 飲食 小名浜中町境16-4-5

炭火焼鳥　鳥えもん 飲食 鹿島町久保字反町11-7

街のちいさなコーヒー屋さんＮａｎａｉｒｏ 飲食 小名浜住吉字飯塚53 トレーラーハウス

なにわのトン太　カフェクオーレ 飲食 鹿島町米田字日渡5

Neiro 飲食 小名浜中坪38 金星座ビル1F

ラーメン・ノア 飲食 小名浜岡小名沖16-6

中華レストラン八宝 飲食 鹿島町米田字南内4-7

キッチン　はらぺこ 飲食 泉町一丁目1-23 草野ビル

番屋 飲食 小名浜字辰巳町43-1 いわき・ら・ら・ミュウ

びっくりドンキー　いわき鹿島店 飲食 鹿島町走熊字小神山32-1

たべのみ家　火縄銃 飲食 泉町滝尻折返68-5

美味開楽　なごみ家 飲食 泉町滝尻字折返23

割烹ひろし 飲食 小名浜竹町23-2

ファイヤーバーグ鹿島店 飲食 鹿島町御代字柿境6-1

レストラン　ふぇにっくす 飲食 小名浜字辰巳町43-1 いわきららミュウ2F

福島屋 飲食 小名浜字横町34

福聚庵 飲食 小名浜西町5-6 鈴木ビル1F

めし処　福助 飲食 鹿島町米田字塙22-27

やきとり酒場　福笑い 飲食 泉町一丁目10-8

武骨家小名浜店 飲食 小名浜花畑町48-8
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ブルーシュエット 飲食 泉町滝尻字六百町1-1 泉テラスH

北海しゃぶしゃぶいわき鹿島店 飲食 鹿島町久保一丁目8-4

ボンボヤージ 飲食 小名浜字辰巳町43-1

さかな処　まさ常 飲食 小名浜字辰巳町43-1 ら・ら・みゅう　１F

マリンビレッジ 飲食 小名浜下神白字三崎11-58

丸克商店　まるかつ 飲食 小名浜字小屋ノ内33-9

まる兵衛　泉店 飲食 泉町滝尻字泉町83-1

和風レストランまるまつ　いわき泉店 飲食 泉町滝尻字神力前41

和風レストランまるまつ　いわき鹿島店 飲食 鹿島町久保一丁目5-13

まるやま 飲食 小名浜南君ケ塚町2-16

マンママリー　イオンモールいわき小名浜 飲食 小名浜字辰巳町79

ミスタードーナツ　いわきエブリアショップ 飲食 鹿島町米田字日渡5 エブリアショッピングセンター1Ｆ

ミスタードーナツヨークタウン大原ショップ 飲食 小名浜大原字東田96 ヨークタウンアクロス大原フードコート内

みそ吉　泉店 飲食 泉町滝尻字神力前40

総本家もり山＆ダイニング食堂もり山のとなり 飲食 泉町滝尻六百町1-1

焼肉あぶりや　小名浜店 飲食 小名浜岡小名沖16-6

焼肉鹿島 飲食 鹿島町久保字反町23-6

やまなか家　いわき泉店 飲食 泉町下川字薬師前111-1

漁師の店　やまろく 飲食 小名浜字辰巳町43-1

食堂　豊 飲食 小名浜字吹松1-19

養田珈琲 飲食 小名浜南君ヶ塚町10-30

創作ダイニング　よき知らせ 飲食 泉町二丁目14-15

よくばり 飲食 小名浜字本町69

雷鮨 飲食 小名浜字定西145

牛タン炭焼　利久　イオンモールいわき小名浜店 飲食 いわき市小名浜字辰巳町79　 イオンモールいわき小名浜店4階

Lily of the valley 飲食 泉町一丁目1-2

スナック　LuLu 飲食 小名浜字船引場8-32 立花ビル１F

ハンバーガー　れたす 飲食 小名浜大原字東田96 ヨークタウン大原店

焼肉バル　ROCKYS 飲食 小名浜字栄町82

WARM MARUHON Cafe 飲食 鹿島町久保字梅田1
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アヴェダ　サロン＆スパ　グリーン 理美容 鹿島町久保二丁目3-12

Aulii hair 理美容 小名浜字芳浜7-15

レディースケアサロン　あおいとり 理美容 鹿島町船戸字沼田1-15 ビルド船戸2Ｆ

株式会社Hair Salon acoord 理美容 小名浜大原字原木田前1-5

有限会社アルソア煌路 理美容 小名浜金成字砂田9-1 TSKビル202

板橋俊春美容室 理美容 小名浜大原字原木田前40-3

VANCOUNCILいわき 理美容 小名浜岡小名岸前58-1

ボディケア専門店　Ｈ＆Ｋ 理美容 泉町一丁目3-29 吉田ビル201

HAIR　FACTORY　a/room 理美容 小名浜岡小名字岸51-5

M'z BEAUTY GROUP 理美容 小名浜大原字中坪27-1

hair room Olive 理美容 小名浜住吉字浜道40-3

ビューティーサロン　華冠 理美容 小名浜花畑町17-1

カットハウスひかり　いわき泉店 理美容 泉町滝尻折返57 ヨークベニマルいわき泉店内

上遠野理容室 理美容 泉町一丁目10-13

美容室・髪切り屋E-Ziy 理美容 小名浜君ヶ塚町5-8

ヘーアーサロン　きりはら 理美容 小名浜字定西200

ビューティーサロン　クボキ 理美容 小名浜大原字甲新地104-5

ヘアーサロン　クロサワ 理美容 泉町六丁目5-11

hair shop kei 理美容 泉町黒須野字早稲田107-27

NAIL Coffret 理美容 泉町滝尻神力前76-5 MOJA店内

ヘアーベース・サガワ 理美容 小名浜字中坪18

ビューティー小夜子の店 理美容 小名浜玉川町南2-18

サロンドハセガワ 理美容 小名浜字中原2-19

ビューティーサロン　サン 理美容 小名浜中町境1-8

SHIAN 理美容 鹿島町久保三丁目1-14

Hair Jammin 理美容 鹿島町久保二丁目6-11

ヘアーサロン　シャレー 理美容 鹿島町久保一丁目5-1

理容スケガワ 理美容 小名浜中町境3-3

ヘアーサロン　スドウ 理美容 泉町滝尻字泉町142-5

Sparkle  beauty  Salon 理美容 小名浜花畑町12-17 寿ビル　106
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SLY 理美容 小名浜住吉字冠木14

SLUNDRE 理美容 鹿島町久保3-3-9 2F

天空のサロン　セレーノ 理美容 泉町五丁目12-6 沼田住宅101

禅　iwaki  resort 理美容 泉ヶ丘一丁目35-2

BIYO たかさか 理美容 小名浜西町3-14

CHESS 理美容 泉町下川字薬師前126

Hairdresser's De Réve 理美容 泉町一丁目1-5 HAKOYA 1F

有限会社トップ 理美容 小名浜愛宕町8-2

ともえ理容 理美容 小名浜下町51

ナチュール　鹿島店 理美容 鹿島町船戸字沼田1-17

ヘアーブティックにし 理美容 小名浜大原字甲新地146-2

hair staff NEMOTO 理美容 小名浜字道珍89-4

ネモト美容室 理美容 中之作勝見ヶ浦32-4

HEART Beauty Project 理美容 小名浜岡小名三丁目9-3

hair butterfly 理美容 泉町滝尻折返6

美容室パリジェンヌ 理美容 小名浜字中原2-4

ビューティースタジオ　韓美　いわき 理美容 小名浜西君ヶ塚13-3 アメージングC

サロンドヒロ 理美容 小名浜大原甲新地44-1

フジ美容院 理美容 小名浜南君ヶ塚町12-1

ヘアープレステージ 理美容 小名浜君ヶ塚町17-19

HAIR and COZY・FIELD 理美容 鹿島町久保一丁目11-11

ヘアーズ 理美容 小名浜岡小名三丁目1-21

ビューティーサロン　ポピー 理美容 小名浜竹町131

本田美容室 理美容 小名浜字下明神町32-3

nail＆eyelash salon MYLAN 理美容 小名浜大原字堀米256-2

まつげ革命　いわき鹿島店 理美容 鹿島町下矢田字曲田14-1

Hair Resort Mahalo 理美容 小名浜岡小名二丁目1-7 1F西

マルミツ美容室 理美容 小名浜下神白字千速38-4

モリアイロム 理美容 鹿島町米田字日渡5 エブリア1F

モリ　リーフ 理美容 泉町下川字薬師前115-1
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hair make Yuki 理美容 小名浜大原字丁新地126-9

ヘアーサロン　ゆさ 理美容 小名浜字古湊96-イ

Private salone Laduree 理美容 泉ヶ丘一丁目20-9

アイラッシュ＆エステサロン　Riaanaリアーナ 理美容 小名浜愛宕町15-6-2 佐藤ビル2F

Liberty Muse　いわき泉店 理美容 泉町滝尻字菅俣6-1 泉テナントビル2F

Hair Garden ROOT 理美容 泉町滝尻字神力前46

レイ美容室 理美容 江名字南町71

Hair REVISTA 理美容 泉町滝尻御前田4-1

ビューティサロンれでぃーす 理美容 小名浜中明神町6-1

ア・パース　フットサル-サッカー　レンタルスペース その他 小名浜大原字蛭田畑合98-6

ARIRIA その他 泉玉露三丁目16-16

自家焙煎珈琲＆紅茶　ウエルハース その他 泉町一丁目21-12 エムビル１F

エステサロン　Ala その他 鹿島町船戸字沼田1-15 ビルド船戸2F

きものおおみ　鹿島店 その他 鹿島町米田字日渡5 鹿島SCエブリア店　2F

おおみ北川　小名浜店 その他 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜　4F

カーネットいわき その他 小名浜岡小名字作前10-2

カーブスいわきエブリア その他 鹿島町米田字日渡5 エブリア1F

カーブスいわき小名浜 その他 小名浜字蛭川南5-6 1F

貴千 その他 永崎字川畑25

国元屋 その他 小名浜上神白追分30

㈱ケーキランド　エブリア店 その他 鹿島町米田字日渡5 鹿島ショッピングセンターエブリア

㈱ケーキランド　大原店 その他 小名浜大原字東田96

トータルフォトスタジオCocoイオンモールいわき小名浜店 その他 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜４F

トータルフォトスタジオCoco　いわき店 その他 小名浜岡小名字沖2-1

新よね旅館 その他 小名浜字沖見21-1

リラクゼーションサロン　整体空間 その他 泉ヶ丘一丁目38-27

TetraFitいわき小名浜店 その他 小名浜大原東田70-1

長久保のしそ巻本舗　鹿島店 その他 鹿島町字米田南内4-1

麻雀クラブ　88 その他 泉町一丁目8-14

ピアノガーデンいわき その他 小名浜大原上坪4-4
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HEROZ株式会社 その他 泉町滝尻字神力前18

ポレポレシネマズいわき小名浜 その他 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜4F

わんぱくひろば　みゅうみゅう その他 小名浜字辰巳町43-1 いわき・ら・ら・ミュウ　1階

㈱夕月　夕遊庵 その他 泉町滝尻字松原55

ラフィネイオンモールいわき小名浜店 その他 小名浜字辰巳町79 イオンモールいわき小名浜2F


