
※営業時間・店休日は変更されている場合があります。

空気清浄機など設置

【店舗情報】

※ホームページに掲載された情報の利用により、発生したトラブル等に対しては
当社は責任を負いません。

パーテーションなど設置 個室あり

　(株)街づくり岩国では、中心市街地内で新型コロナ

ウイルス感染症予防対策に取り組みながらがんばって

営業しているお店(新型コロナウイルス感染予防実施

登録店)の紹介をしています。

貸し切り可

まちなか

新型コロナ予防対策実施店舗情報
～ あんしん あんぜん にお店に来ていただくために ～

『 岩国クラス 』

貸 切



換気は２か所あり、定期的な換気を行

予約は、少数からでも可。

対策は、徹底しているので、気軽にご

来店お待ちしています。

　その他

店舗出入り口に網戸を新設したため出

からの貸し切りも相談に応じやすいと

思います。お気軽にご来店下さい。

キャッシュレス対応可。

創作料理 ）

お店からの一言

個室ごとの換気ができ、定期的に換気

11:30～14:30(LO30分前)18:00～22:00(LO30分前)

(1時間おき位)をしています。

テイクアウト・キャッシュレス対応可。

ご来店お待ちしております。

すよう努めております。

完全個室、お座敷、掘りごたつタイプ

の個室がございます。お客様が自由に

換気できる窓のある個室もございます。

通路には、空気清浄機も設置し、お客

様に安心・安全でお過ごしいただけま

うえもり
住所 岩国市麻里布町3-13-20 ポポロビル別館2F

TEL 0827-24-2553 定休日　 日曜日

　その他

従業員全てマスク・作業前に消毒を徹

底しています。テーブル等除菌、1時

間おきに換気をしています。

お客様が密にならないように営業して

すので、お気軽にご相談ください。

　その他

　お店からの一言

テイクアウト可。

キャッシュレス対応可。

岩国市麻里布町3-13-20 ポポロビル別館1F

TEL 0827-21-5793 定休日　日曜日

） 営業時間飲食 （ 鉄板和食 18:00～22:00　(LO21：00)

入り口を開けて、換気をしながらの営

業もしています。検温も実施できるよ

う用意しています。テイクアウト可。

　お店からの一言

カウンター横に空気清浄機を設置。

店内の座席数は多くないため、少人数

TEL 0827-35-5933 定休日　日曜日

っています。

住所 岩国市麻里布町3-3-6　村岡ビル

お店の写真

はなき　創作寿司

）寿司・料理

やまや

います。

飲食業 （ イタリアン創作料理

お店の写真

　お店からの一言

住所

飲食 （

お店の写真

貸し切りは、少人数でもお受けできま

営業時間）（

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

飲食業

TEL 定休日　月曜日

18：00～23：00 11：00~15：00　18：00~23：00営業時間

0827-24-4167
Mensa　Grazie　a　Dio

住所 岩国市麻里布町３-2-14

貸切

貸切貸切

貸切



0827-35-4334
イタリアン居酒屋　FUKUOKA

住所 岩国市麻里布町2-3-21

TEL

も徹底しております。

定休日　月曜日

よろしくお願いします。

ご来店お待ちしております。

）イタリアン（飲食業 営業時間

お店から一言

お客様が安心してご来店していただけ

るよう、コロナ感染予防対策を徹底し

ております。

ご来店お待ちしております。

飲食業 （ カレー ）

100時間カレー　岩国駅前店
住所 岩国市麻里布町2-4-24 セントラルビル

TEL 0827-35-4455 定休日　なし

営業時間 11:00～23：00

その他

お客様に検温を実施、スタッフも検温

マスク、消毒を徹底しております。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

牛角　岩国駅前店 　
住所 岩国市麻里布町３-1-8

TEL 0827-30-4129 定休日　元旦

飲食業 （ 焼肉 ） 11:30~14:00(lo30分前)　17:00~24:00(lo30分前）

その他

お客様に検温を実施、スタッフも検温、

マスク、消毒を徹底しております。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト　　可。

17:00～23:00

感染予防の対策もとっていますので

楽しいひと時をお楽しみください♪

お店から一言

お客様が安心してご来店していただけ

るように、コロナ感染予防対策をして

おります。

ご来店お待ちしております。

ぱすの肉を召し上がってみてください。

その他

11:00～13：30　午後　予約

おーぱす
住所 岩国市今津町2-9-17　中村ビル　1F

TEL 0827-22-1470 定休日　日曜日

飲食業 （ 創作料理 ） 営業時間

ーブル席スペースには空気清浄機も設

置して、しっかり感染予防対策をして

おります。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

お店から一言

テイクアウトのお弁当は、お陰様で皆

様から高評をいただいております。ま

だ、食べたことがない方は、一度おー

また、店内もしっかりコロナ対策をし

ておりますので、是非お越しください。

少人数での貸し切りも、相談に応じま

すので、お気軽にご連絡ください。

店内は、入口ドアを開け、突き当りの

風が通り抜けるように工夫しているた

め、換気はバッチリです。また、カウ

ドアにも換気扇を新たに設置し、随時、

ンターはシートで飛沫防止に努め、テ

　その他

テイクアウト可。

キャッシュレス対応可。

お店から一言

密にならないように対策をとり、消毒

貸切 貸切

貸切 貸切



お店から一言

11:00～13:30　18:00～22:00

ふじや
住所 岩国市麻里布町6-3-18ラフォーレセーヌﾋﾞﾙ1F

TEL

飲食業 （

0827-28-5978

　その他

消毒・換気を定期的に行っております。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

営業時間洋食 ）

メニュ-はおまかせコース中心となって

おります。

空気の入れ替えはもちろんの事、消毒

なども定期的に行っていますので、安

心してご来店下さい。

気の入れ替えを行っています。

業務用の大きな換気扇にて、十分に空

　その他

ゆっくりお食事を楽しみたい方大歓迎

です。お待ちしております。

定休日　月曜日

やき鳥　大阪屋
住所 岩国市麻里布町2-3-21

TEL 0827-22-8889 定休日第1・3 水

16:00-22:00

岩国市麻里布町3-9-2
季節料理　喜代

住所

飲食業 （ 和食 ） 営業時間飲食業 （ 焼き鳥 ） 営業時間

TEL 0827-22-2166 定休日　日曜日

17:30～23:00 (LO22：30)

　お店からの一言

スタッフ全員マスク着用し、消毒を徹

底しています。カウンターは、ビニー

ルシートを設置し、個室はありません

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

　その他

が、その代わり、定期的な換気を実施

しており、空気清浄機も設置しており

ます。貸切りも可能ですので、お気軽

にお問い合わせください。

おかげ様で50周年を迎えさせていただ

きました。炭火焼の美味しい焼き鳥を

お楽しみください。

お店から一言

お待ちしております。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

0827-24-2111
鹿鳴館

）レストラン（飲食業

住所 岩国市麻里布町6-2-20

TEL 定休日 月,火曜日

17:00～22:00

　その他

入店時に検温をお願いしています。

営業時間

気扇を設置してあるので、しっかり換

待ちしております。

おります。また、店内には、９つの換

気もできています。コロナ対策をしっ

テイクアウト可。

キャッシュレス機器導入予定。

かりしておりますので、安心してご来

ように間隔をあけて席のご案内をして

お店から一言

平熱と確認できるお客様のみ入店して

頂くようにし、お客様が密にならない

個室も用意しております。ご来店をお

店下さい。

貸切

貸切

貸切 貸切



らーめん両さん
住所 岩国市麻里布町3-1-6

TEL 0827-22-7020 定休日　木曜日

飲食業 （ ラーメン ） 営業時間 11:00～15:00　18:00～23:00

お店から一言

換気を定期的に行っています。

お客様の席も間隔をあけ、密にならな

いように対策をしています。

消毒等も定期的に行っています。

お客様のご来店をお待ちしております。

チャーハンはテイクアウト可。

並木屋
住所 岩国市麻里布町2-3-16

TEL 0827-22-8563 定休日　月曜日

飲食 （ お好み焼き ） 営業時間 11:00～14:00　17:00～20:00

　お店から一言

定期的に換気等を行い、コロナ対策を

お気軽にご来店下さい。

お待ちしております。

行っています。

お席の方もお客様が密にならないよう

にご案内しております。

岩国市麻里布町2-3-9

TEL 0827-21-3301 定休日 12/31・1/1
ガネーシュﾃﾞﾗｯｸｽ　岩国店　

住所

飲食業 （ カレー 11:00～15:00　17:00～22:00営業時間）

定期的に換気をしています。

お客様が密にならないよう、席のご案

内をしております。

安心してご来店下さい。

お待ちしております。

　その他

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

　お店から一言

ビストロ　しょこら
住所 岩国市麻里布町3-3-23

TEL 0827-23-2522 定休日　日曜日

飲食業 （ ビストロ ） 営業時間 17:30～22:00

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

　お店から一言

お客様にも検温の実施をしております。

ておりますので、安心してご来店をお

待ちしております。

　その他

店内クロスは、抗ウイルスクロスに貼

り換え、カウンターにはビニールシー

トを貼り、さらに次亜塩素酸噴霧器を

設置して、しっかりウイルス対策をし

貸切

貸切



　その他

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

　お店からの一言

11:00～13:30　17:00～23:00

0827-30-9968
隠れ里酒場　忍者もんじゃ

住所 岩国市麻里布町3-14-9

TEL 0827-24-1268 定休日　月曜日

飲食業 （ もんじゃ焼き居酒屋 ） 営業時間

巻き酒場　くるり家
住所 岩国市麻里布町3-9-8

TEL

用し、店内しっかりと対策をしていま

す。皆さまのご来店をお待ちしており

定休日　日曜日

飲食業

個室ではないテーブル席は、新たに飛

営業時間（ 居酒屋 ）

ます。

沫防止としてロールスリーンを設置し、まトイレも自動水洗に交

また、なるべく手を触れないようにト

イレ手洗いも、自動水栓に交換しまし

た。さらに、次亜塩素酸の噴霧器も使

11:00～14:00　18:00～22:00

　お店から一言

岩国で唯一無二のオリジナルもんじゃ

仕切りもあります。感染拡大には十分

気をくばった麵屋です。

次亜塩素酸噴霧器設置。

　その他

光触媒の照明を設置しています。

検温実施しています。

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

0827-93-4208
御飯屋　ゆき乃

住所 岩国市麻里布町6-5-13

TEL 0827-24-6611 定休日　日・祝

焼きをぜひ！！

テイクアウトでお好み焼きもあります。

お客様のご来店お待ちしています。

麺場ぁ　たつ家
住所 岩国市麻里布町3-12-19柳崎ビル102号

TEL 定休日 水or木(毎週)

飲食業 （ ラーメン等 ） 11:00~14:00　18:00~25:00営業時間

　その他

店内は光触媒コーティング。

ご来店お待ちしております。

金・土曜日は、18:00～26:00まで営業

キャッシュレス対応可。

テイクアウト可。

テイクアウト可。

　お店からの一言

コロナ対策として、消毒はもちろん、

新たに、カウンターに飛沫防止工事を

行いました。また、配席もお客様が密

にならないように席のご案内をしてお

ります。安心してご来店下さい。

　その他

お店からの一言

短時間で調理し、となりのお客様との

御飯屋 ） 営業時間 17:00～23:00飲食業 （

貸切

貸切

貸切
貸切



住所 岩国市麻里布町3-2-20

TEL 0827-22-8013 定休日　不定休
無窮花

営業時間

　お店からの一言

お一人様から70名様の

飲食業 （ 焼肉店 ）

宴会までご利用いただけます。

17:30～23:00

個室有

　その他

キャッシュレス対応可。

テイクアウト有、来客者の検温。

従業員の検温、店内の定期的な消毒、

換気の実施をしております。

貸切



版とトイレの消毒を行っています。

空気清浄機設置し対策をしております。

一元様の個人情報の記入をさせていた

営業時間

0827-21-2929
モンシェリー

住所

TEL

飲食業 （ スナック ） 営業時間

翠
住所 岩国市麻里布町3-19-10　3F

TEL

岩国市麻里布町3-19-11　1F

0827-21-3780 定休日　日曜日

20:00～25:00

だいております。

密にならないよう、テーブルへのご案

内もしております。

ご来店お待ちしております。

飲食業

　その他

サーモグラフィと消毒が1つになってい

る機器を設置しており、コロナ対策を

定休日 　日・月

十分にしております。

す。まずは、お電話下さい。

少人数での貸し切り予約も受付中で

お店からの一言

キャッシュレス対応可。

フェイスシールド・マスクを着用して

入り口の消毒と検温、都度のアクリル

キャッシュレス対応可。

　その他

20:00～25:00

キャッシュレス対応可。

フェイスシールド・マスクを着用して

入り口の消毒と検温、都度のアクリル

版とトイレの消毒を行っています。

空気清浄機設置し対策をしております。

一元様の個人情報の記入をさせていた

だいております。

店内が広いので密にならないようにテ

ーブルへのご案内もしております。

ご来店お待ちしております。

飲食業 （ スナック ） 営業時間

モンテカルロ
住所 岩国市麻里布町3-19-11　2F

TEL 0827-23-5546 定休日　無休

）Bar（

ＮAＢＵＲＡ
住所 麻里布町6-3-18ラフォーレセーヌﾋﾞﾙ３Ｆ

TEL 0827-23-2211 定休日 日・祝日

20:00～25:00 飲食業 （ スタンド ） 営業時間 20:00～1:00

　その他 その他

店内全て光触媒コーティング。

キャッシュレス対応可。

お店から一言

店内は、光触媒でコーティングをし、

3台の次亜塩素酸噴霧器（ネストリン

グ㈱のNEXTWATER)でしっかり対策

をしています。スタッフは全てマスク

を着用ております。また、カウンター

には、アクリル板を設置し、飛沫防止

の対策をしております。カラオケのマ

イクも消毒を徹底しております。

皆様のご来店お待ちしております。

貸切 貸切

貸切 貸切



19:00～0:00

隔をあけてご案内しております。

（ Bar

スタンド　庵
住所 岩国市麻里布町6-2-19シティビル3F

TEL 0827-22-7840 定休日　日・祝

す。安心・安全で営業いたします。

宜しくお願い致します

　その他

飲食業

サーモグラフィを設置しています。

キャッシュレス対応可。

お店からの一言

店内には、２台の空気清浄機を設置し

（ Bar ） 営業時間 19:00～0：00

ており、カウンターは、アクリル板で

おススメは、季節のフルーツを使った

カクテルです。

コロナ対策も行っております。お気軽

にご来店下さい。お待ちしております。

飛沫防止に努め、予防対策をしていま

　お店から一言

キャッシュレス対応可。

テイクアウトは相談。

　その他

栓に取り換え、極力、手触防止に努め

ています。

塩素酸噴霧器も設置しています。

また、トイレの手洗いも、センサー水

定期的に換気をしております。

お客様が密にならないように、席の間

住所
BAR　BVRES　バー  ブレス

飲食業 ） 営業時間

オゾン発生器で空間除菌に努め、次亜

岩国市麻里布町6-3-10　1F

TEL 0827-23-3373 定休日　日曜日

貸切

貸切


