日
2018年10月7日●

日
11月25日●

各店舗でスタンプを３つ集めて好きな商品にじゃんじゃん応募しよう！

賞品当選総数
ア
エリ
参加

日本
最大級

●

D

C

ツアー

新昭

●

G

B

F

A

E

賞

わく わく

ご招待券
ペア3組
6名様

参
加
店
舗

交
日東 通賞

●

入場券
ペア4組
8名様

入場
ご招待券
5名様

和賞

※イメージ画像です

わくわく日帰りツアー
1組2名様

ズダム
キッ

木更津ワシントンホテル、
豪華ランチお食事券を
ペア10組20名様

賞

ザ
ター ニア

●

入場
ご招待券
ペア5組
10名様

●

賞

プレゼント !

●

ド
東京 イツ

村

豪華賞品

シーワ
鴨川
ー

賞
ルド

●

賞

特別賞

ー
マザ 牧場

入場券
ペア15組
30名様

参加店賞
当選本数
2,000本
以上

以上
円
万
0
額
プレゼント総 50
16市町 224店舗参加
房総いいね
スタンプラリーを

ＰＲ大使が応援！
エリアで違うスタンプの色を3色集めて
応募すると特別賞に当たる
確率がアップ！

お問い合わせ

BOSO娘

C-Style

房総いいねスタンプラリー実行委員会

WHiTE BEACH

WaKaNa

大和ヒロシ

info@bosta.jp
1

スタンプを 3 つ集めて

応募しよう !！

！
応募しよう！
抽選で総勢
step

3

224種類

Wチャンス

2,000本
以上

500万円以上

4店舗参加

特別賞

7種類

WHiTE BEACH

WaKaNa

大和ヒロシ

委員会 info@bosta.jp

品に
めて好きな賞
ンプを3つ集
各店舗でスタ
応募しよう！
じゃんじゃん
日 まで

8年 10月
実施期間 201

が当たる！

豪華賞品

7日 日 から11

月25日

豪華賞品が
当たる！

店舗の商品が
当たる！

Wチャンス

店舗賞

224

種類

step

1

特別賞

7

種類

スタンプを集める
異なる3店舗で
スタンプゲット！

スタンプ3色で
特別賞の当選確率がUp！

OK!
同じ店舗のスタンプが
複数ある場合は無効

わたしはエステ、カフェ、
美容室でスタンプゲット！
私はメガネ屋、
居酒屋、ラーメン店で
スタンプゲット！

step

3

2

入場券
ペア4組
8名様

ツアー

新 昭 和賞

●

キ

●

ム

入場
ご招待券
5名様

入場券
ペア15組
30名様

ご招待券
ペア3組
6名様

参加店賞
当選本数

わくわく日

帰りツアー
1組2名様

賞

step

日東交通

●

わく わく

賞

報はキャンペーン賞品の発送及び、希望した店舗からのご連絡のみに使用させていただきます。
び、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。房総いいねスタンプラリー実行委員会

入場
ご招待券
ペア5組
10名様

ターザニ

●

村賞
ツ

年齢

!

賞
ア

※応募多数の場合、ご希望の商品に添えないこともあり
ますのでご了承ください。
※上記の希望商品にご記載がない場合は実行委員会にお
任せいただくことになりますのでご了承ください。

2018年

10月7日●
各店舗で
日
スタンプを
11月25日●
３つ集め
日
て好きな
マザー牧
商品にじ
●
特別賞
ゃんじゃん応
鴨川シーワ
●
募しよう！
東京ドイ
●
ッズダ

豪華賞品

プレゼント

賞
ルド
ー

希望する施設の
アルファベットを
記入

冊子の中から
好きな店舗賞と
特別賞1つを
1つ選べるよ！

賞

希望する
お店の番号を
記入

特別賞

！
コチラ

場

店舗賞

！
コチラ

賞品当選総数
ア
エリ
参加
舗
店
加
参

2

店舗賞と特別賞を選んで応募する
C

BOSO娘

C-Style

当たる！

店舗の商品が

入場券
ペア15組
30名様

参加店賞
当選本数

※イメージ画像です

D

賞
入場
ご招待券
5名様

和賞

木更津ワシントンホテル、
豪華ランチお食事券を
ペア10組20名様

G

D

村

C

ズ
キッ ダム

●

賞

新昭

A

ド
東京 イツ

●

●

B

品にじゃんじゃん応募しよう！

E

日
11月25日●

G

2000人以上に
当たる！

店舗賞

F

んで

※イ

メージ画像です
木更津ワシ
ントンホテ
豪華ランチ
ル、
お食事券を
ペア10組2
0名様

2,000

本

日本
最大級 プレゼント総額 500万円以上
16市町
224店舗参加
以上

房総いいね
スタンプラ
リー

を
ＰＲ大使
が応援！
エリアで
違うスタ
ンプの色
応募する
を3色集
と特別賞
めて
に当たる
確率がア
ップ！

お問い合わせ

BOSO娘

WHiTE

C-Style
房総いいねス
WaKaNa
タンプラリー
実行委員会
info@bosta
.jp

BEACH

大和ヒロ
シ

自分の欲しい
賞品を選んでね！

抽選で総勢2000人以上に当たる！

B

A 入場ご招待券ペア5組
マザー牧場賞

鴨川シーワールド賞
入場券ペア4組

8名様

C

10名様

東京ドイツ村賞
入場ご招待券

5名様

特別賞

豪華賞品
プレゼント!

D

E

キッズダム賞
入場券ペア15組

30名様

わく わく

ターザニア賞
ご招待券ペア3組 6名様

ツアー

※イメージ画像です

F

日東交通賞
わくわく日帰りツアー
1組2名様

G

新昭和賞
木更津ワシントンホテル、
豪華ランチお食事券 ペア10組20名様

房総いいね
スタンプラリーを

ＰＲ大使が応援！
房総いいねスタンプラリーの魅力を
幅広くピーアールし応援してくれる
PR大使のみなさんです。

C-Style

木更津発 仏恥義理アイドル

WaKaNa

富津市出身 サックスプレーヤー

大和ヒロシ

君津市出身プロレスラー

BOSO 娘

いすみ鉄道公認 房総半島応援アイドル

WHiTE BEACH

南房総発 社会貢献 海女さんアイドル
3

内房地域
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
081
082
083
084
085
086
087
088
089
092
094
095
096
097

4

アジアンダイニングRomAsia
エル・プランタン
おいしい薬膳 AriHa Café
お富さん 太田店
お富さん 富士見店
木更津東口の庭鶏
GRILL＆BAL 10PEN
玄米菜食カフェ ミルトスの木
さくらカフェ
宝家
チャイニーズバル杏花（しんふぁ）
中国ラーメン 栄
ナチュラルカフェ+ショップhanahaco
肉酒場
西山家（ラーメン）
千葉房総 麺のマルタイ
中国料理 東洋 木更津店
東京ベイプラザホテル
Palクレープ
となりのいえ
ピザ フレンチブルドッグ
ピッツェリア スクデット
Pizza & Gelato 窯蔵
Bakery&Cafe クロワッサン 木更津ワシントンホテル店
北欧カフェ KAFFE ELK
yakitori Roof
Reverse cafe
アングラーズショップBASE（釣具店）
オプトマックス アイベル木更津店
菓匠 梅月庭 清見台本店
kazusa-smoke（かずさスモーク）
木更津雑貨と癒しのお店 Bon Marche+（ボンマルシェプラス）
kifura（きふら）
クロワッサン 木更津店
コミュニティーマーケット ベアーズ
鶏若丸
名入れのアミコム
中川海苔店 本店
中川海苔店 請西工場直売所
バウムクーヘン専門店 せんねんの木 木更津店
八天堂きさらづ
ハマダヤ チコ
仏壇の松本
plug-in ニシムラ
古川薬局
山津屋
さとう式リンパケアサロンMillet
SomedayBeauty木更津店
nico Hair Atelier
Hair Transit（ヘアートランジット）
よつば整骨院
ROOM SHANTI (ルーム・シャンティ)
若返りエステサロンひなか
アイデザインファクトリー
アイ・マリッヂコラム
アトリエ ラルブル
あらいぐま こばやし （小林ランドリー）
笑顔いっぱい子育てサロン～nico～
エルシオンKISARAZU
お菓子教室amecco
かずさすまいるマッサージ
かずさ脳若ステーション
かずさすまいる老人ホーム相談室
冠婚祝祭の街®写楽館
木更津発 仏恥義理アイドル C-Style
コンドー楽器 木更津本店
スワロフスキーグルーデコ教室 coral reef
空と大地の丘 森本農園
誰でも料理上手！料理教室Cafe tora
はなよめ学校
ヒップホップダンススクールエボリューション木更津
Beauty（びゅーてぃ4）
フォトスタジオ ミズキング
フォレストホーム＆レンタルスペースFoRECO
HULA o ka Māpunahele（フラオカマープナヘレ）
ベビーフォトスタジオ ミルフルール
森山工房～オーダーメイド・修理・リメイク～
ヨガスタジオ muku
吉川ダンスマテリアル
いなばのしろうさぎ
お富さん 君津店
current cafe
君津北口の君鶏
君津北口の串屋横丁
牛匠しらいし
クッキングママ
激辛タンタンメンの拉麺帝王
酒酔い処 他力本願
農家レストラン カフェやさまる
ミライエテラス カフェ ヨゴリーノ
麺's Dining 司
石窯焼きの店 クロワッサン 君津店
一心堂

参加店舗一覧
房総いいね！
スタンプラリー2018参加店
Googleマップにアクセス

その他
千葉市

中央地域

本部、その他

君津市

221 あしたば整骨院
222 はぴねす鍼灸院
新昭和ウィザース 詳しくはP26をご覧下さい

茂原市

外房地域

亀山温泉ホテル 詳しくはP27をご覧下さい

内房地域

長生郡白子町
長生郡一宮町
夷隅郡御宿町
いすみ市
勝浦市 鴨川市

市原市 袖ケ浦市
木更津市 君津市
富津市

南房地域
鋸南町
館山市

内房地域
098
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
153
154
155
156
157
158
159
160
161

オプトマックス アイベル君津店
Deccolate（デッコレート）
戸田屋寝具店
バウムクーヘン専門店 せんねんの木 君津店
PUNK AND ROCK TIES
MORIHANA（森花）
骨格ケアセンター
SomedayBeauty君津店
女性専用お顔そり&フェイスエステ顔音（カノン）
美容室ヘアーラグーン
ホテル千成
医農野菜の会
コンドー楽器 イオンタウン君津センター
鈴木歯科クリニック
税理士五十嵐邦雄事務所
発酵浴 湯らら
ぷちめぞん
みきバルーン
無双塾カラテ
有限会社 富永
あすみ堂
アメリカンステーキ16イチロー
藤鮨
amimumemo＆切り絵作家すがみほこ
おくりもの雑貨 カフェ かたくり
奈良輪豊月堂
よもぎ蒸しサロン ハピラセラ
リラクゼーション整体Re.Body
インテリアコーディネートY's style

南房総市

内房地域
162
163
164
165
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

かんてら
こなや丸
studio eArk（スタジオアーク）
ベビーマッサージ教室アンシャンテ
クロワッサン ファクトリー 五井店
Total Yourself Coordinate 39
バウムクーヘン専門店 せんねんの木 市原店
Les Freres（レ・フレール町のパン屋さん）
THIRD PLACE
アガスティア
合同会社ライフスタイルサポート
コンドー楽器 サウンドシティカインズ市原店
福祉ショップぶんぶん
いとや旅館
Cafe GROVE
cafe-LATTE
とと楽
ビータスカフェ
ショコラ♡ショコラ
BarBer 10bee（テンビー）
Hair Studio M's
メナード富津市小久保
大2家さくら
（ワンワンハウス）

中央地域
080 田舎レストラン じんべえ
090 旬菜料理 山もも
091 そば割烹 せいわ
093 風鈴堂
099 手作りジャム工房～iPPO～
102 西野直売所Kokko
120 くつろぎLittle Dining dear's（ﾃﾞｨｱｰｽﾞ）
121 ステーキ＆ハンバーグbon gout
122 Dining Restaurant COLUMBUS
123 中国料理 香 xiang
124 日本料理 竹りん
125 創作スイーツ＆フレンチ レーヴ
126 茂原黒船
127 もばら煎餅
128 ごきげんすぺーす
129 モルフェ美容室
130 なのはな鍼灸院
131 ナルケ薬粧
132 美姿勢サロン LAFANY
133 ヘアーサロン・タカシ（時田）
134 ㈱小沢工務店
135 株式会社 オートサービス向後
136 酒巻農園のうのうファーム
137 スタジオZIP
138 （有）河野石材店

外房地域
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
214
215
216
217
218
219
220
223
224

Cafe れもんの花
KAMO Kitchen
寿司 民宿 中乃見家
中国料理 東洋 鴨川店
美樹鮨
吉田館 鴨川館 きゅいじーぬ四季彩
Wine&Champagne Bar R
市平（いちべい）
ふとんのタテノ
癒しのサロン ゆらら
ドーム・セラピー鴨川
ヘアサロン 伊藤
占い師メイ
ふわりんりん～癒しの遊園地へようこそ♪～
鳥玄いすみ本店
無添加の店 揚江
アロマドロップ
菓子工房 杏 〜an〜
鈴木電気店
伊勢えび・あわびが専門の宿 大野荘
御宿海楽
勝浦つるんつるん温泉
白子イタリアンLuna Crescente〜ルーナクレッシェンテ〜

南房地域
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
209
210
211
212
213

お食事酒場 板前料理きよ都
一品料理 お食事処 沖見屋
うなぎ 新都（しんみやこ）
オドーリ・キッチン
炭火焼山海料理 隠れ屋敷 典膳（てんぜん）
わだぱん
古着・雑貨 hay flower（ヘイフラワー）
足の専門店 Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）
アロマエステ デルフィーナ
リラクゼーションスペース ミュウ
シーサイドハウス 遊房（ASoBo）
夕日を望む料理宿 清都（きよと）
菜の花牧場
海鮮料理 はなの舞 館山店
カジュアルフレンチ トックブランシュ
珈琲館サルビア
須藤牧場 イオンタウン館山店
SMILECONNECT（スマイルコネクト）
TATEYAMAイタリア食堂
焼肉家東貴
館山フルーツ工房
メガネサロン アシダ
シークロップダイビングスクール
ヒップホップダンススクールエボリューション館山
Café金次郎
里山食堂
中国料理 ３年Ｂ組
Pizzeria Trattoria Da Pe GONZO
鋸南百貨店 快

5

木更津市

アクアコイン導入店➡

木更津市
参加店
賞品概要
001

006

木更津東口の庭鶏
霧島鶏のおいしい焼き鳥とさつま知覧どり
のたたきを中心に鶏料理にかなり力を入れ
ています。元気・活気のあるお店をモッ
トーに、お客様に感動・元気・やすらぎを
お届けいたします！

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

アジアンダイニングRomAsia

賞品 合計3000円分
の商品券×5名様

007

GRILL&BAL10PEN

千葉県内唯一、タイ王国政府商務省「タイ
セレクト・プレミアム」認定レストラン。オー
ナーのこだわり抜いたインテリアで飾られ
た店内。ここはまさにリトルタイラ
ンド！また、テラス席では愛 犬と
一緒にお食事も楽しめます。



賞品 ディナーお食事券
2000円分×5名様

002

0438ｰ30ｰ6161
ランチ11：30〜
14：30（L.O.
ディナー平日/17：30〜22：
14：00）
L.O.
30（22：00）日・祝7：30〜22：00（L.O.
21：30）
木更津市請西1899ｰ9
毎週月曜日

エル・プランタン

房総初のシュラスコ×ラクレット！肉塊を
豪快に鉄串に刺してじっくり炭火で焼き上
げるシュラスコや厳選野菜とバケットに
タップリとかけたラクレットチーズを同時
に楽しめる店はここだけ！

賞品オーガニックハウスワ
インをプレゼント×10名様

008

玄米菜食カフェミルトスの木
「健康」と「癒し」を食事を通して伝えるこ
とで、「身体」と「心」をキレイにするライ
フスタイルが、ミルトスの木の役割です。合
鴨農法で作られた無農薬玄米が美味しいと大
好評の酵素玄米を炊き、薬膳スープ
や地元野菜をたっぷり使用したビー
ガンランチを提供しております。

0438ｰ40ｰ5035
10：00〜19：30
木更津市港南台1ｰ33ｰ1
火曜日定休 水曜日不定休

賞品 ランチ券1300 （L.O.14：00） 木更津市清見台2ｰ1ｰ
20
毎週土曜 & 第2・4・5日曜日
円券×5名様

おいしい薬膳AriHaCafé

0438ｰ73ｰ0021

009

080ｰ4112ｰ5766
10：0 0〜17：0 0（イベントによる）
木更津市朝日1ｰ6ｰ7
平日

賞品 2,000円分の商品
券を1名様、他

お富さん太田店

居心地のよいくつろぎカフェ。2017年6
月にOPENしました、日曜日限定カフェで
す。美味しいご飯とデザートをご用意して
お待ちしています。ご家族で、女子会で、
カップルで、おひとりで、どなた
もごゆっくりおくつろぎ下さい。

賞品釜揚げしらす1キロ
（5000円相当）×3名様

010

0438ｰ30ｰ4333
ランチ 11：00〜
14：30（L.O.
：00〜23：00（L.O.
14：00）ディナー 17
22：15）
L.O.
23：15）

賞品お食事券

5000円×2名様

011

6

0438ｰ22ｰ3765
11：30〜14：00
17：00〜22：00（L.O.
、日曜 祝日〜14：
20：30）
L.O.
30 17：00〜21：00（20：00） 木更津市中
央2ｰ3ｰ4
第1、第3 水曜日（臨休業有時）

チャイニーズバル杏花（しんふぁ）

「活旬美味」心を込めて調理した活の良い
魚介類と、旬の食材を生かしたお料理を美
味しく頂けるお店。『スーパー富分』から
仕入れるからこそできるこの価格
と鮮度！！ 木更津駅西口から徒歩
5分。大小ご宴会随時承ります！
0438ｰ20ｰ0239
【平日・土】ラン
チ11：00〜14：00 ※土は日替わり
ランチお休みです。
賞品1000円分の
【平日・土】ディナー17：00〜23：00

お食事券×5名様 木更津市富士見2ｰ1ｰ14
日曜日

月〜土

創業明治30年。100年の時を経て、守っ
ていかなければならないもの。それは”お
もてなしの心”だと思っております。お客
様にご満足いただくために、一期
一会の精神でお迎えさせていただ
きます。

賞品 1000円分のお食 ［金・土・祝日前のみ］17：00〜24：00（
事券×5名様
木更津市東太田1ｰ11ｰ3
なし

お富さん富士見店

0438ｰ38ｰ6009
11：00〜16：00
木更津市新宿1ｰ18

宝家

「活旬美味」心を込めて調理した活の良い魚
介類と、旬の食材を生かしたお料理を美味し
く頂けるお店。『スーパー富分』から仕入
れるからこそできるこの価格と鮮
度！！ 旬の素材を心を込めておも
てなし。大小ご宴会随時承ります！

005

11：00ｰ15：00

さくらカフェ

『テントカフェ』から『おいしい薬膳 AriHa
cafe』にこの９月生まれ変わります！手軽
に美味しく食べれる薬膳ランチをはじめ、
台湾屋台で大人気のＢ級グルメ「葱抓餅」
など 。ハ ン モックに 揺られ な が
ら、まったりしに来ませんか？

004

0438ｰ40ｰ5611
17：00〜24：00
木更津市東中央1ｰ5ｰ12
月曜日

コンテストでグランプリを受賞した「バスク
フロマージュ」や焼き菓子、生菓子共に人気
のパティスリー。ふくよかな味わいのケーキ
から、ヨーロッパスタイルのものまで、豊富
なラインナップを揃えています。
午前中に売切れることが多い、純
生カスターシューは絶品。

賞品 デコレーションケーキ
4号or5号1台プレゼント×5名様

003

0438ｰ23ｰ0201
17：00ｰ24：00
木更津市東中央1ｰ3ｰ6
なし

本格的四川料理や創作中華をお楽しみ下さ
い！アジアンな空間でスパイシーかつ身体
に優しい中華料理でおもてなし。杏花でし
か味わえないオリジナル酒や紹興酒、白酒
は多数のお客様にご好評頂いてま
す。

賞品 担々麺&杏仁豆腐
又はソフト
のセット（ドリンク
）×10名様

0438ｰ72ｰ0722
11：00〜14：00
18：00〜2：00
木更津市東太田2ｰ14
ｰ20
日曜日

012

中国ラーメン栄

018

東京ベイプラザホテル

当店一のおすすめのラーメン！その名も「酸
辣湯麺」。程よい酸味と辛みが一体となり、
どの年代のお客様にも大好評を得ておりま
す。麺も細麺、中太麺、太麺とお好きな麺を
お選びください。そのほかのラーメ
ンも自信をもってオススメ。本場
中国ラーメンをお気軽にどうぞ！！
0438ｰ23ｰ5668

ランチ11：00〜15：00
L.O.
木更
21：30）
水曜日

賞品1000円食事券
（ ）ディナー17：00〜22：00（

×10名様 津市文京3ｰ1ｰ50 夢遇館Iｰ1F
L.O.
14：30

013

大小合わせて11室の宴会場は2名様のご
利用から。400名様の立食パーティ迄、
和・洋・中の三拍子揃ったお料理でご希望
に沿ってお応えしております。レストラン
龍門のランチバイキングはドリン
クバー込み1,230円。リーズナブ
ル価格でご利用頂けます。

賞品ご宿泊orランチバイ
キングをペアで10組、20名様

019

ナチュラルカフェ+ショップhanahaco

Palクレープ

地場野菜を中心に使った体に優しいランチを
提供しています。地元の野菜と手作りドレッ
シングで楽しめるサラダバーが大人気。自家
製ドリンクやフェアトレード商品や季節のパ
フェなどもオススメ。ストーリーの
ある雑貨やお洋服が並ぶライフスタ
イルショップも併設しています。
0438ｰ38ｰ4368

賞品1000円チケットを
木更津市矢那1879ｰ1
 5名様にプレゼント（利用条件
） び第1、3、5週月曜
あり

014

11：00〜16：00
毎週火曜及

肉酒場

クレープを食 べやすい 様に、お 年寄りか
ら、お子様まで、出来る限りのご要望にお
応えさせて頂きます。期間限定商品なども
あり、クレープ、ホットサンドとも、メニュー
も豊 富 。「生 地 だ け で も 美 味し
い」と、生地だけを注文される方
が多い自慢のモチモチ生地です。

賞品クレープorホットサン
ドとドリンクのセット×10名様

020

015

0438ｰ98ｰ0311
11：30〜14：00/
木更津市東太田2ｰ
17：00〜24：00
月曜昼・不定休
16ｰ5

西山家（ラーメン）

餃子&ドライフルーツって変な組み合わせ
ですが、いつもは居酒屋で餃子焼いてま
す。イベント出店でドライフルーツや野菜
スープ&デリなどの販売しております。

賞品となりのドライ
フルーツ2種類を5名様

021

016

080ｰ6789ｰ0066
午後22時〜午前4時
木更津市東中央2ｰ1ｰ8 水野スポーツ駐車場内
天候不良の日以外毎日営業

千葉房総麺のマルタイ

緑の中に囲まれながら…薪の炎のゆらめき
を見ながら…日常を忘れて、ゆっくりとピ
ザを食べて下さい。当店のピザ生地は手
ごねで作り、薪がまで焼いています。メ
ニューは5種類のランチセットです。夜の
営業は事前予約の1組限定となっ
ています。なのでお客様好みの自
由な使い方でご利用下さい。

賞品1000円分の

商品券×10名様

022



017

0438ｰ98ｰ4404
11時〜15時 18時〜22時
木更津市東太田1ｰ9ｰ30

水曜日

中国料理東洋木更津店

0438ｰ25ｰ3687
11：30〜15：00、17：00〜22：30（L.O.
21：30）
木更津市太田4ｰ14ｰ1
元日

11：30〜15：00
月曜・火曜

体を作る大切な食を安全・安心手作り調理
で。国産小麦粉・地元生産者さんの無農
薬・有機野菜・平飼い卵・木更津の恵み
ポークなど厳選食材を使用し、自家製にこ
だわり無添加で調理した、身体に
やさしく安心なメニューを取り揃
えています！

賞品 ディナータイムお
食事券1000円×10名様分

023

0438ｰ97ｰ2207
11：30〜14：00
（L.O）/18：00〜21：00（L.O）
木更津市東太田1ｰ9ｰ30
不定休

Pizza&Gelato窯蔵

洗練された技と真心こめたおもてなしを、
ゆったりとしたお部屋で、心ゆくまでご堪
能ください。大切な方々を心からおもてな
ししたい日。あるいは、ご家族や親しいお
仲間と楽しく過ごしたい夜。集う
楽しみを味わう喜びを、心ゆくま
でご堪能ください。

賞品1,000円分の
ディナーお食事券×10名様

0438ｰ55ｰ1686
木更津市小浜380ｰ1

ピッツェリアスクデット

自家製手もみ麺にこだわるらーめん屋もち
もちでランダムな食感が楽しめる自家製手
もみ麺の魅力を最大限に引き出す、無化調
の背脂煮干らーめん、比内地鶏と煮干の醤
油らーめん、まぜそばの3種類の
味を提供しています。

賞品 お好きなラーメン
×5名様

0438ｰ22ｰ7727
18：00〜23：00
木更津市富士見1ｰ10ｰ18
月曜日・不定休あり

ピザフレンチブルドッグ

暑い日、寒い日、風の日、雨の日、天候に
左右されながらラーメンの修業をしていま
す。屋台とは思えないクオリティの高い
ラーメンを作りながら木更津の夜を盛り上
げてます。得意技はスーパージャ
ンピング湯切りでラーメン以外も
湯切りメニューが豊富です。

賞品湯切りセット

×1名様

090ｰ6545ｰ1307
11：00〜18：00
木更津市清見台東2ｰ2ｰ2
水曜（月に
2回木曜）

となりのいえ

国内屈指の黒毛和牛の産地「宮崎県」。最上
級のものだけが「宮崎牛」の名前を許されま
す。その豊潤で奥深い味わいは、国内外で最
高の評価で全国和牛能力共進会で史上初の2
連覇を達成。当店は「宮崎牛」と、地
元千葉が誇る「コシヒカリ」にこだわ
り、
『美味いっ！』
を提供いたします。

賞品肉の七点盛り
 （3800円相当）×10名様

0438ｰ25ｰ8888
11：00〜22：00（食事）
木更津市新田2ｰ2ｰ1
なし

ナチュラルな店内には、可愛い真っ赤なタ
イルの石窯。500℃の高温で焼き上げる本
格ピッツァは、カリカリもちもちの生地とそ
の日の一番美味しい素材で仕上げる自信作
です。季節ごとにフレーバーが変
わるジェラートも、舌の上で溶か
しながら味わってみて下さい！

賞品 ペアランチ無料券
（3000円相当）×3名様

0438ｰ37ｰ0006
11：00〜17：00
（16：30L.O） 木更津市羽鳥野5ｰ4ｰ12
日・月・祝

7

024

Bakery&Cafeクロワッサン木更津ワシントンホテル店

030

菓匠梅月庭清見台本店

伝統のクロワッサンのパンに、新しいアイ
デアを盛り込み、カフェスペースを設け
て、今後もパンの可能性をより広げていく
新店舗として2017年12月にオープン致
しました。イチオシ商品「クロシュー」は
クロワッサン生地をよりサックサ
クに焼きあげ、自家製のカスター
ドクリームをたっぷり絞ります。

賞品サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

025

0438ｰ20ｰ0377
木更津市大和1ｰ2ｰ1

9：00〜19：00
日曜日

梅の木がある中庭を眺めながらお買物を楽
しんでいただける様、セルフのドリンクコー
ナーをご用意。清見台店限定販売の「ぽんぽ
こどら焼」や「なのはっちソフトクリーム」や
農林水産大臣賞を受賞の「麦こがし」や木更
津産のブルーベリーを使用した「き
みさらず」などギフトアイテムも盛
りだくさん。ぜひご来店下さい。

賞品 人気焼菓子詰合せ
（1200円相当）×5名様

031

北欧カフェKAFFEELK

kazusaｰsmoke（かずさスモーク）

北欧の自然や人々の暮らしが好きになり、
同じ空間を日本 でも持てないかと考え、
2016年の7月にKAFFE ELK （エルク）
をオープンしました。挽きたての美味しい珈
琲や北欧紅茶、ハーブティーと一
緒にヤギのチーズをのせたモチモ
チの北欧ワッフルはいかがですか?

賞品1000円分の
 お食事券×5名様、他

026

燻製大好き。燻製料理を楽しめる「液体を
燻煙する方法およびその装置」として特許
取得、液体である食用油脂や醤油などの調
味料を燻製し、どんな食材でも一滴で燻製
料理になる調味料。燻製オリーブオイル・
燻製しょうゆ・燻製マヨ・燻製ピ
クルスの素など等 ぜひ味わって
ください。

0438ｰ55ｰ2344
9：00〜19：00
木更 津市 請 西 南3 ｰ3 ｰ3
日曜、祝
日、第1土曜日、臨時休業あり

賞品 燻マヨ（864円
相当）×36名様、他

yakitoriRoof

032

027

九 星 氣学による開運 鑑 定をメインに Tc
カラーセラピー、フットマッサージ、耳つ
ぼジュエリーの施 術etc..などの癒しのメ
ニュー、 ナチュラル雑貨・ヒーリンググッズ
販売、多種ワークショップ開催な
ど、色々な分野から心と体を整え
アップデートできるお店です！

0438ｰ98ｰ2902
17：00〜23：00
（L.O.22：30）
木更津市東太田1ｰ1ｰ24
日曜日

賞品お買い物券
 1000円券×5名様

Reversecafe

033



028

080ｰ6688ｰ9696
10：30〜19：30
金土日〜20：30
木更津市東太田1ｰ1ｰ28
木曜日

自然豊かな北の大地！北海道富良野から季節
ごとに、ラベンダーポプリ、とうもろこし、ハ
ロウインかぼちゃをお届けいたします。本物
のかぼちゃを使ったジャックオーランタン作
り、ラベンダーポプリを使ったワー
クショップも開催いたしますのでお
気軽に問い合わせくださいね。

賞品北海道富良野産玉ねぎ
（2～3㎏）詰め合わせ×3名様

アングラーズショップBASE（釣具店）

賞品1日クルージング&
釣り無料券×1名様

029

0438ｰ42ｰ1233
10：00〜20：00
木更津市金田東6ｰ27ｰ6
なし

感動する美味しいパン作りを心掛けていま
す。低温熟成法や自家製発酵種を使用する
ことにより、しっとりした美味しさを長時間
保て、特に自慢の自家製発酵種は乳酸菌が
入っている為やわらかく、保存料不使用で
もカビが生えにくいパンです。副
材料も手作りにこだわり、真心を
込めて作っています。

賞品サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

オプトマックスアイベル木更津店

035

8

0438ｰ23ｰ5864
10：00〜19：30
木更津市太田4ｰ13ｰ23
不定休

0438ｰ22ｰ0088
7：00〜19：00
木更津市文京3ｰ1ｰ50
月曜日

コミュニティーマーケットベアーズ

創業48年、信頼できるメガネ店を目指し
ます！認定眼鏡士が親切丁寧に検眼させて
いただき、安心安全な幸せメガネをお作り
いたします。お手頃商品から高級品までと
り揃え、お客様に合ったメガネ選びをお手
伝いいたします。また、眼科検診
日を設け、安心のコンタクトレン
ズ販売に努めております。

賞品メガネの3000円割
引券+1000円割引券×5名様

0438ｰ72ｰ4122
10：00〜18：00
木更津市太田4ｰ19 ｰ 6 太田YSビル1F
No4
水曜日

034 クロワッサン木更津店

当店は「釣り好きの、釣り好きによる、釣り好
きのための」釣具店です！この店名「BASE」
=「基地」はお客様の基地でありたいという
願いから名付けました。当店には業務経験豊
かなスタッフがお取扱い・買取りします。お客
様が良い釣りをしていただくための
アドバイス・サポートを全力でさせ
ていただきます！！



090ｰ6750ｰ1309
10：30〜15：
00
木更津市清川1ｰ19ｰ12
不定休

kifura（きふら）

野菜がいっっぱいいい！！房総の野菜や、
千葉産のお肉など地産地消をこころがけて
ます！

賞品パスタset券
（1500円）×5名様

0438ｰ71ｰ1700
10：00〜18：00
木更津市長須賀2038ｰ4
土・日

木更津雑貨と癒しのお店BonMarche+（ボンマルシェプラス）

お客様に焼きたての焼き鳥をコースという形
で一本ずつ提供させていただいております。
また素材にもこだわり、名古屋コーチンや新
鮮な鶏肉、炭は宮崎備長炭、塩は土佐のあま
みを使用。小さなお店ですが、ゆっ
くりと焼き鳥を堪能していただける
空間となっております。

賞品2000円分の

お食事券×5名様

0438ｰ98ｰ7447
9：00〜19：00
木更津市清見台東2ｰ5ｰ28
なし

私 たちは 地 域のお客 様に、”安心” ”安 全”
” 本 物 ”の酒・食品を通し、健康で楽しい暮
らしをしてもらうために、日々努力してまい
ります。また、販売をとおして作り手の想い
を伝え、生産者と消費者の懸け橋
となり、日本の文化の担い手とな
るべく、お店づくりをしています。



賞品自然派食品&
10%OFF券×30名様

0438ｰ23ｰ7776
10：00〜20：00
木更津市中里590番地
毎週水曜日、1/1〜1/3

036

鶏若丸

042

ハマダヤチコ

当店ではやきとりを一串一串丁寧に串打
ちをし販売しており、焼物だけではなく
生串の販売も行っており、飲食店様の注
文も承っております。また、やきとりの
他に唐揚げ、お弁当、出し巻き
卵など全て店内手作りにて販売
しております。
0438ｰ42ｰ1289
11：00〜20：00
木更津市永井作50

賞品 1000円（500円×
2枚）の商品券×15名様

037

火曜日

陶器・漆器・タオル・洗剤・食品・カタログギフトな
ど、及びふだん使いの食器から飲食店等の厨
房用品を多彩に取り揃えております。婚礼引出
物、出産内祝、香典返しや法事引出物までギフ
ト専門店です。また、石けんと同じ素
材のフラワーソープのアレンジメント
をいろいろご用意しております。



043

名入れのアミコム

038

0438ｰ40ｰ5512
平日10：00〜
18：00 土曜10：00〜17：00
木更津市大和2ｰ21ｰ6
日曜・祝日

木更津、富津、君津、袖ケ浦 地元で愛さ
れ百余年。創業明治38年の仏壇屋です。
仏壇、仏具、線香、ローソク、神棚、神
具、念珠、のし袋などを取り扱っておりま
す。駐車場は店頭に4台分ご用意
しており、車いすにも対応してお
ります。

賞品松栄堂ひとたき香炉
こづつ（電池式香炉）を2名様

中川海苔店本店

044

039

0438ｰ36ｰ2839
木更津市小浜318

9：00〜17：00
日曜日・祝日

賞品 エアコンクリーニング
1台（2万3千円相当）×1名様、他

045

040

9：00〜17：00
日曜日・祝日

街の小さな「くすりやさん」
くすりはドラッグストアかネット販売がメ
インの時代に、あえて「健康」「相談」
「配達」をキーワードに、Face to Face
のお店を目指してます。そして、
ほぼ年中無休、深夜だって喜ん
で！（^ｰ^）

賞品1000円商品券（処
方箋調剤除く）×5名様

バウムクーヘン専門店せんねんの木木更津店

046

041

0438ｰ38ｰ6030
10：00〜19：00
木更津市永井作1ｰ11ｰ11
月曜日（月
曜祝日の場合火曜日）

八天堂きさらづ



嗜好品だからこそ、通な貴方に…本場千葉
産の厳選された落花生を、自社工場で手作
り加工し販売しています。ひとつひとつ手
作りで製造しておりますので数量限定にな
ります。毎日の必要な量をその日の分だけ
煎っています。煎りたての風味、
香り、昔ながらの落花生をお楽し
み下さい。



賞品 商品券1,000円分
×10名様

047
（社福）かずさ萬燈会と広島に本社があるく
りーむパンの（株）八天堂が協働の場として
オープンしました。
くりーむパン等の販売店、
パン作りが体験出来る工房、随時見学出来
る製造工場がございます。パン作り体験工房
は、お子様からご年配の方、障がい
をお持ちの方、どなたでもご参加頂
けます。

賞品 くりーむパン5種
セット引換券×5名様

0438ｰ52ｰ0810
10：00〜17：00
木更津市かずさ鎌足2ｰ2ｰ22
なし

0438ｰ22ｰ2575
7：00〜19：00まで
木更津市朝日2ｰ2ｰ23
なし

山津屋

せんねんの木のバウムクーヘンにはいつま
でもお客様と「幸せの輪」で繋がっていら
れるようにという願いが込められていま
す。素材へのこだわりはもちろん！バウム
クーヘンの新しい食べ方をご提供
出来るよう、日々挑戦しておりま
す！

賞品バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

0438ｰ37ｰ2595
9：00〜19：00
木更津市羽鳥野7ｰ20ｰ1
水曜日

古川薬局

創業1957年ｰ海苔の名産地 千葉・木更津で
江戸前ちばのりを扱う海苔専門店 中川海苔
店です。海苔の買い付けから焼海苔の商品製
造まで自社工場にて一貫した管理を行い、工
場直売ならではの価格と品質でご提供してお
ります。毎日お使いのおにぎり用海
苔から房総みやげとしてのご贈答品
まで各種取り揃えております。
0438ｰ37ｰ1226
木更津市請西2ｰ5ｰ22

9：30〜18：30
年末年始

まかせて安心まごころサービス。リフォー
ムもできる あなたの街の電気屋さん

中川海苔店請西工場直売所

賞品ちば海苔トリオ

×各店舗5名様

0438ｰ23ｰ2676
木更津市大和2ｰ2ｰ2

plugｰinニシムラ

創業1957年ｰ海苔の名産地 千葉・木更津で
江戸前ちばのりを扱う海苔専門店 中川海苔
店です。海苔の買い付けから焼海苔の商品製
造まで自社工場にて一貫した管理を行い、工
場直売ならではの価格と品質でご提供してお
ります。毎日お使いのおにぎり用海
苔から房総みやげとしてのご贈答品
まで各種取り揃えております。

賞品ちば海苔トリオ

×各店舗5名様

9：30〜18：30

仏壇の松本

オリジナルデザインを印刷したノベルティ・ギ
フトの販売をしております。自社印刷により小
ロット・短納期販売が売りです。また、「せん
ねんの木」のバウムクーヘンと写真入りマグ
カップのセットは大変ご好評頂いております。
世界にひとつのマグカップとバウム
クーヘンのギフトをお見逃しなく！

賞品「バウムクーヘン×オリジナ
ル写真入りマグカップセット」×5名様

0438ｰ23ｰ2334
木更津市大和1ｰ9ｰ12
年末年始、お盆休み

賞品 商品券1000円分
×10名様

0438ｰ25ｰ3225
木更津市文京3ｰ1ｰ9

9：30〜18：00
元日のみ

さとう式リンパケアサロンMillet
『美容と健康はセット』歯科医が考案した、押さな
い、揉まない、引っ張らない、やさしいケアの「さと
う式リンパケア」は、筋肉をゆるめ、骨格を正し、
細胞から活性化し、肩こり、腰痛、小顔、ほうれい
線、お腹スッキリ、ヒップアップ、などを叶える健
康美容法です。施術・資格取得講座・セ
ルフケア講座など、ご自分に合った方
法で、健康で若返ることができます。

賞品 骨格矯正・全身ケ
アのどちらか×8名様

090ｰ3091ｰ7497
木更津市大久保1丁目

9：00〜20：00
不定休

9

048

SomedayBeauty木更津店

054

アイデザインファクトリー

君津が本店のエステティックサロンです。
現在、都内関西に合わせて10店舗。美し
くて健康な女性を日本一輩出し受賞をいた
だいています。しっかり結果を出す！と共
にアットホームで気軽にいらして
いただけるサロンです。

賞品ダイエットリンパドレナージュ
or顔筋デトックスフェイシャル×10名様

049

0438ｰ40ｰ4301
10：00〜20：00
木更津市東太田4ｰ3ｰ2Tプラザ2階
※ホームページをご参照ください

nicoHairAtelier

ホームページ制作/運用、販促物制作、撮影、
印刷。限られた予算で業種や地域、お客様の
年齢層によって、最も伝わる媒体やデザイン、
表現方法を選定する必要があります。
ターゲッ
トとするお客様の行動、視点、ニー
ズを知り、伝えたい情報を伝わる形
にデザインするお手伝いをします。
0438ｰ72ｰ1111
平日9：30〜18：30
木更津市太田4ｰ19ｰ6 太田YSビル1F No4
土曜、日曜、祝日

賞品ホームページ制作
 （99,000円相当）×1名様

055

アイ・マリッヂコラム

nico HairAtelier=髪の毛を通じてお客様
の笑顔を引き出す工房。いつも笑顔・ずっ
と笑顔・もっと笑顔。美容を通じてお客様
のライフシーンを笑顔に輝かせます。地域
の皆様に愛されるお店を創りま
す。

賞品 カット、カラー1年
間無料券×1名様

050

0438ｰ38ｰ5525
9：00〜19：00
木更津市請西3ｰ1ｰ22
火曜、第2・第4水曜

HairTransit（ヘアートランジット）

結婚を考えた恋愛をしたい！そう思ったら、ア
イ・マリッヂコラムへ！セキュリティ万全のスマ
ホでのお相手探しと、一人ひとりをしっかりサ
ポートする仲人型、そんな婚活のいいとこど
りで、結婚に1番近道です。皆こっ
そり始めています。入会説明は無
料です。お気軽にどうぞ。
0438ｰ72ｰ4122
10：00〜18：00
木更津市太田4ｰ19ｰ6 太田YSビル310
水曜日

賞品30日間無料体験チ
ケット×10名様

056

アトリエラルブル

正面だけじゃなく360度見てみよう！
男性一人で完全予約制で営業しておりま
す。お客様一人、一人余裕のある時間を設
け納得して頂ける施術を目指しておりま
す。時間を共有できる方、ぜひ一
度御来店下さいませ！

賞品カットカラーコースのお客様
に、カラー無料3回分プレゼント×10名様

051

0438ｰ37ｰ9348
10：00〜20：00
木更津市畑沢南5ｰ8ｰ3B102
火曜日

よつば整骨院

2018年5月にオープンしました。手作りス
イーツとこだわり珈琲を挽きたてで。フラ
ワーギフトや資材販売、ご自分のペースで
楽しめるフラワー教室を開催しています。店
名のラルブルはフランス語で「樹
木」。珈琲と木の香りのなかでゆっ
たりとお花をお楽しみください。

賞品フラワー体験500円
引き&ドリンク無料券×30名様

057

090ｰ7405ｰ8257
13：00〜17：00
木更津市ほたる野2ｰ4ｰ5
日、月、火

あらいぐまこばやし（小林ランドリー）

各種健康保険・自賠責・労災取扱いでの施術の
他、ケガの修復、慢性疾患や美容など一人ひと
りに応じた施術を行っております。最新治療器
の高周波治療「プロテクノPNF」と「ラジオス
ティム」と手技療法を併せ対応してお
ります。施術者は国家資格（柔道整復
師）
を有し、スタッフは全員女性です。

賞品 フェイシャルエス
テ25分×5名様

052

0438ｰ40ｰ5446
9：00〜12：00/
14：00〜19：00
木更津市東太田4ｰ1ｰ11
水曜日

ROOMSHANTI（ルーム・シャンティ）

普段着はもちろん、皮革製品・絨毯・カー
ペット・和服・布団類も洗濯します。染み
抜き相談・即日仕上げ（ドライ品のみ）も
お任せください。クレジットカード利用可
能です。皆様のご来店をお待ちし
ております。
0120ｰ37ｰ5807
7：00〜19：00
木更津市清見台1ｰ23ｰ17
日曜・祝
日 お盆・年末年始

賞品3000円分の

商品券×10名様

058

笑顔いっぱい子育てサロン～nico～

女性のための隠れ家的リラクゼーションサ
ロン。アロマセラピー・リフレクソロジー・ボ
ディケアをメインメニューとし、1日3名様の
予約制です。夜22時迄営業しておりますの
で、お仕事帰りやおやすみ前のケ
アにもご利用頂けます。



賞品 お好きなメニュー
無料チケット1名様、他

053

090ｰ4053ｰ0646
10：00〜22：00
木更津市畑沢南6丁目 ※詳細は予約時にご
連絡
不定休

若返りエステサロンひなか
目がぱっちり大きくなる！痩せた? と聞かれる！お
肌が絶好調！と喜ばれる小顔矯正。40代を超え
るとくすみ、二重あご、たるみ・シワ改善…気に
なるところが山ほど出てきますよね。エイジン
グケアに対応しながら効果が長持ち
する、若々しい女子力アップの小顔
をあなたもぜひ体験してください♪

賞品若返り小顔矯正
 （10,000円）×3名様
10

0438ｰ40ｰ5233
10：00〜18：00
木更津市清見台3丁目6ｰ3 アビタシオン
A棟105号
火・祝日

マザーズコーチングで、お子さまの思いき
りを応援できるママになれるコミュニケー
ション。ベビーマッサージで笑顔溢れるふ
れあい。保育士の私が、ふたつのコミュニ
ケーションで、お子さんとママの
思いきりの日々を応援します！！

賞品 各レッスンに使え
る500円券×10名様

059

0 4 3 8 ｰ 4 0 ｰ 5157
木更津市高砂1丁目

10 時〜15 時
不定休

エルシオンKISARAZU
コンセプトは「優雅で贅沢な豪華客船」。海と
空の煌めきに包まれるクリスタルチャペルと
オーシャンリゾートの空間。幸せなおふたりが
「理想郷」へと、大航海へと出発する場所、エ
ルシオンKISARAZU。人々の心が
あたたかく繋がる木更津で、おふた
りらしいウエディングを叶えましょう！

賞品 ブルースパークリ
ングワイン1本×12名様

0438ｰ23ｰ1122
10：00〜19：00
木更津市富士見3ｰ1ｰ1
第2・第4火曜日

060

お菓子教室amecco

066

コンドー楽器木更津本店

可愛いアイシングクッキーと、体に優しいマ
クロビスイーツを楽しむ、小さな自宅教室で
す。シャカシャカクッキーで有名な高橋洋子
さん監修のクッキーデザインが学べる、全
国でも数少ないY&Csweets認定
校。植物性食材で作る、マクロビ
お菓子レッスンも人気です！

賞品アイシングクッキー体験
レッスン/ペア×5組（10名様）、他

061

050ｰ5329ｰ0699
10：00〜17：00（教室開催日）
木更津市金田東（自宅教室）
不定休

音楽好きあつまれ！鍵盤楽器から管楽器、ギ
ター・ウクレレなど様々な種類の楽器を展示
中！子どものころはやってたけど今は・・・。そ
んな方、もう一度コンドー楽器であの時の楽
しかった記憶を思い出しましょう！！
木更 津 駅 東口から徒歩約7分。ス
タッフみんなでお待ちしてます！

賞品アコギ、ウクレレ、サック
ス1曲チャレンジレッスン券×5名様

067

かずさすまいるマッサージ

スワロフスキーグルーデコ教室coralreef

かずさ4市の地域のご高齢者、障害者様の
皆さま自宅、施設に訪問、はり、おきゅう、マッ
サージ、リハビリなどの身体のケア、相互コ
ミュニケーションを通じて精神的なケアを行
います。健康保険を活用する事で自
己負担金額が非常に安く利用でき
る事もあり大変喜ばれております。
0438ｰ30ｰ9958

8：00〜20：00
サンコーポ

賞品 無料マッサージ30分 木更津市日の出町100ｰ142
日曜日
×3名様（シニア65歳以上限定） 201

062

かずさ脳若ステーション

キラキラ大好き女性の為のキラキラアクセ
サリー。ハンドメイドなのに高見せでき
ちゃうアイテムが、初めてでも簡単に作
れます。スワロフスキーのキラキラは、
カジュアルにもフォーマルにも使
えて、年齢を問わず愛されていま
す。

賞品 オーダー又はレッ
スン10%引き×10名様

068

063

0 43 8ｰ8 0 ｰ 0747
8 時から19 時
木更津市日の出町100ｰ142 サンコー
ポ201
なし

かずさすまいる老人ホーム相談室

木更津で100名規模でも出来るBBQ場で
す。野菜を採ってその場でお肉と焼きそ
ば付きで3500円で手ぶらで食べれる所は
当店だけ。親子や団体様にお越し頂き、
ニュースエブリィ始め数多くのメ
ディアに取り上げられた食べれる
農園です。

賞品 採れたて野菜で
BBQ×20名様

069

064

0120ｰ855ｰ617
8：00〜20：00
木更津市日の出町100ｰ142 サンコー
ポ201
不定休

冠婚祝祭の街Ⓡ写楽館

065

0438ｰ23ｰ2525
9：00〜19：00
木更津市中央1ｰ16ｰ22
火曜日

木更津発仏恥義理アイドルCｰStyle

賞品レッスン
1,000円割引券×5名様

070

0438ｰ55ｰ8916
詳しくは公式HP
をご確認ください
木更津市
不定休

090ｰ2251ｰ0271
教室開催時 9時
〜15時
木更津市ほたる野
不定休

はなよめ学校
Upgrade Your Life！月に2回の大人の
女子会。これから花嫁になる方、すでに
妻・母の方、年齢問わず、参加できます。
自分らしく丁寧な毎日を送るためにできる
裏技や知識を、その道のプロに学
びましょう。お好きな講座を選べ
るアラカルトコースもあります。

賞品 1講座無料体験チ
ケット×10名様

071

0438ｰ72ｰ4122
不定期
木更津市太田4ｰ19ｰ6 太田YSビル310
不定期

ヒップホップダンススクールエボリューション木更津

目指せ木更津市観光大使！CｰStyleは日本
で唯一のヤンキーアイドルユニットとして全
国を暴走中！大先輩、氣志團さんから「我らが
地元の後輩」とお墨付きを頂き、私たちもメ
ジャーへ羽ばたけるように頑張っています。
LIVE活動はもちろんの事、各種メ
ディアにも出演。地元、木更津の看
板になれるように頑張ります！

賞品クレープ半額券

×100名様

9：00〜17：00

ナチュフードコーディネーターの資格を活か
し、地元野菜と安心のできる食材を使った、
ちょい足しの気軽にできる体に優しいごはん
作りとお菓子とパン作り。お子さんでも参加
できるお菓子やパン教室も時々開いていま
す。また、美肌、アンチエイジング、
健康の為の講座も定期的に開いて
おります。

初宮参り・七五三・成人・結婚は写楽館へ！お
祝いの衣装・美容・エステ・写真をワンストップ
で提供し喜ばれています。ご参加される方々
の衣装が無料で使用できるものも魅力のひ
とつです。館内は「多数の和洋ロケーション」
「日本庭園」
「にじり口のある茶室」
「武家の間」
「神殿」
「チャペル」の
お好きな場所で撮影が楽しめます。

賞品 家族写真撮影・六
切写真額付き×1組、他

0438ｰ53ｰ7273
木更津市矢那3692
水曜（祝日除く）

誰でも料理上手！料理教室Cafetora

すぐ入居できる老人ホームを紹介します。
紹介から見学同行まで完全無料でご案内い
たします。自分で探すより便利でお得！価
格交渉もいたします。急なお困りごと・・
家の売却、身元保証etc・・お気
軽にご相談ください。

賞品 無料悩み事相談30
分&健康鍼プレゼント×3名様

090ｰ6100ｰ0883
10：00〜15：00
木更津市畑沢南
土日祝

空と大地の丘森本農園

iPadを使っていきいきわくわく楽しい認知症予
防。
『脳若トレーニング』全国でのべ3万人以上
が体験し、大好評の講座が房総地域初登場！木
更津市より「認知症予防教室」委託を受け講座
開催。受講者からは「楽しかった」と
の声！袖ケ浦、木更津、君津で定期出
張講座2月から開講予定です！

賞品 脳若トレーニング
クラス無料開催権×2名様

0438ｰ23ｰ5511
10：00〜19：00
木更津市大和3ｰ2ｰ19
月曜日

きめ細かい指導で誰でも必ず踊れる！個別
指導なので、お客様のペースに合わせてわ
かりやすく指導します。只今、幼児から
70代の方が習いに来ています。見学、体
験レッスンはいつでも無料で行っ
ています。

賞品無料体験2回券

×20名様

0438ｰ25ｰ4344
16：00〜23：00
木更津市清見台2ｰ7ｰ24

11

072

Beauty4（びゅーてぃ4）

078

ヨガスタジオmuku

貴方の素敵なお写真をお撮りします。ヘッド
マッサージでリラックス、表情を豊かにするス
マイルトレーニングのレッスンを行います。ご自
身でトレーニングした後、ご都合の良い日に写
真撮影をいたします。当日はヘアメイ
クを施し、ポージングもご指導いたし
ます。最高のショットを撮りましょう！
0438ｰ72ｰ4122
10：00〜16：00
木更津市太田4ｰ19ｰ6太田YSビル1F4
不定期

賞品Beauty4とのラン
チ付撮影×1名様

073

木更津駅西口2分、木薫る無垢材のヨガ専
門スタジオ。少人数制のアットホームな雰囲
気で、ハタヨガ、エアリアルヨガ、マタニティ
ヨガを学ぶことが出来ます。ヨガ上級資格
の経験 豊富な講師が丁寧に指導
します。初心 者の方、男性も大歓
迎！！ヨガでしなやかなカラダへ…

賞品 エアリアルヨガチ
ケット（3000円）×5名様、他

079

フォトスタジオミズキング

吉川ダンスマテリアル

写真て力ある。日本全国で活躍のプロフォ
トグラファーと一緒に御社の売りたい物、
素敵なシーンを写真にして更なる商売繁盛
を目指しましょう。夢を叶えたい。人と人
を繋げるオフィスミズキングで
す。打ち合わせだけでも大歓迎、
お気軽にお声かけ下さいね。

賞品写真撮影券

×1名様

074

090ｰ6790ｰ2282
木更津市岩根1ｰ2ｰ24

9：00〜17：00
土日

身体をみつめるエクササイズ。おけいこを
じょうずに、自分のライフラインに重ねてく
ださいね☆ダンス、練習、真っ只中！リトル
もジュニアもシニアも楽しくクールに『見た
まま！感じたままに！』ジャズ、ラ
テン、チアダンス、ソウル、イッパイ
です！また、メンバーも大募集中！

君津市

～女性建築家と家づくり～あなたの家族の
ためのオンリーワンの家づくり。明るく
て風とおしの良い収納のちりばめられた
間取りを提案します。お気軽にご相談く
ださい。～レンタルスペースFoRECO～
人と人とを結ぶ楽しい場所づく
り。おしゃれなレンタルスペース
FoRECOをご活用ください。

075

君津市
参加店
賞品概要

0438ｰ53ｰ8850
9：00〜18：00
木更津市東太田3丁目9ｰ29
水・日・祝

HULAokaMāpunahele（フラオカマープナヘレ）

080

076

050ｰ3691ｰ9244
木更津市矢那1422

9：00〜14：00
木、日曜

ベビーフォトスタジオミルフルール

077

0438ｰ55ｰ8769
木更津市文京3丁目



賞品 1000円の食事券
×10名様

081

9：00〜17：00
不定休

森山工房～オーダーメイド・修理・リメイク～
木更津の小さな革工場「森山工房」。革の
縫製職人が直接お話しをお伺いするから、
細かなオーダーが可能です。「今風にアレ
ンジしたい」「同じデザインを再現した
い」「自分好みにカスタムした
い」など、皆様のこだわりをお聞
かせ下さい。

賞品
オーダー20%OFF券×1名
12

050ｰ1459ｰ1658
10：00〜17：00
木更津市大久保1ｰ17ｰ6
水・土・日・祝日

000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

仲卸直営だからできる鮮度と価格～房州の
力～田舎レストランじんべえでは地元房州
の漁港で水揚げされたばかりの新鮮な魚を
専門とする”朝獲れ鮮魚”をお約束させて頂
きます。温かいスタッフによるく
つろぎの空間と確かな腕でおもて
なしいたします。
0439ｰ37ｰ2600
11：00〜15：00/
17：00〜21：00
君津市大野台420ｰ2
毎週火曜・第3水

いなばのしろうさぎ

ベビーマッサージの先生が撮るベビーフォ
ト・マタニティフォト専門スタジオです。ママ
フォトグラファーが撮るベビーフォト・マタニ
ティフォトはもちろん、授乳フォトも大人気！
！
赤ちゃんの写真をもっと素敵に可愛く撮れる
ようになる
【ベビグラフ初級講座】
や、
【ベビーマッサージ初級講座】
も
行っております。

賞品フォト撮影3000円
割引券×10名様

店舗紹介

田舎レストランじんべえ

お教室では、フラのもつ自然のリズム、古
代から伝わるオリ（お祈り）、メレ（歌の意
味）を大切にしています。 ハワイ大学クム
フラのGail Lehua Gaison-Tylerから正
統なフラを伝承していただき、フラというハ
ワイの祖先の方が残してくれた宝
物を分かち合い、レッスンしてい
ます。

賞品 入会金5000円分
無料×10名様

080ｰ5021ｰ1400
木更津市文京3ｰ1ｰ50 夢遇館3階
不定休

賞品お得！えらべるサー
ビス券×20名様

フォレストホーム&レンタルスペースFoRECO

賞品FoRECO1時間無
料券×5名様

090ｰ7834ｰ9215
木更津市中央1ｰ7ｰ15

千葉そして房総の食材を積極的に使い、そ
の素材のうま味を最大限に引き出す調理法
を駆使して作り出す「命のスープ」は、身体
に優しく心癒される逸品です。フォン・
ド・ボー・
カレーも店主が只々本当に美味し
いカレーを食べたく、贅沢に仔牛の
骨を使った道楽カレーです。

賞品1000円分の

お食事券×10名様

082

0439ｰ54ｰ4810
11：30〜15：00
18：00〜21：00
君津市南子安5ｰ13ｰ4
月曜・火曜・水曜の夜

お富さん君津店
漁港や生産者から直接買い付けたり、使う食
材の鮮度に絶対の自信を持っております。スー
パー直営というスタイルで得意の魚介類料理
のほか、定食や洋食のメニューも取り揃えてい
ます。又、宴会コース料理も充実し
ております。君津店ではお座敷も最
大70名様までご用意出来ます。

賞品1000円分の
（

お食事券×5名様

0439ｰ50ｰ1588
17：00〜 00：00
） 夜10時以降入店可、日曜営業
君津市東坂田1ｰ7ｰ1
なし

L.O.
23：30

083

currentcafe

089

酒酔い処他力本願

current cafeは「心とカラダを元気に」
をモットーに、季節の恵みたっぷりのお野
菜に、もちもちの玄米ごはん、植物性の素
材と自然な甘味料等を使ったナチュラルス
イーツ、有機の珈琲や酵素ドリンクなど、
2Fにはヨガスタジオがあります。
運動と食、両方から健康になりま
しょう

賞品 Yoga pilatesスタ
ジオ無料体験チケット×10名様

084

0439ｰ54ｰ2737
君津市中野3ｰ1ｰ1

11：00〜18：30
水曜日、5週目

昨年度にOPENした今君津で熱い酒酔処。
店に入ったとたんインスタ映え間違いなしの
壁画がお客様をお迎えし、全てが笑顔になれ
る居心地の良さ！お酒を楽しむだけでなく、皆
で盛り上がれるダーツ、見た事ない様なゲー
ムなど、まるでオモチャ箱みたいな
空間です！週末には地元のDJ達が
皆様を盛り上げてくれます。

賞品2000円の

商品券×50名様

090

君津北口の君鶏

090ｰ1102ｰ9031
君津市中野2ｰ17ｰ7

旬菜料理山もも

さつま知覧鶏と霧島鶏の鶏料理専門店！君
鶏は落ち着いた雰囲気で、ゆっくりご飲食
いただけます。丁寧な接客おいしい料理と
おいしいお酒でご家族、友人、お仲間と一
緒に格別のお時間をお過ごしください。さ
つま知覧どりと霧島鶏にこだわっ
て、それぞれにあった調理法でご
提供いたします。



賞品 合計3000円分の
商品券×5名様

085

050ｰ1053ｰ9271
17：00ｰ24：00
君津市東坂田2ｰ6ｰ16
なし

君津北口の串屋横丁

君津市の笹川湖畔にある四季を感じる食事
処。人気の定食は一頭で5枚しか取れない希
少なロースを使用した香取郡産SPFポークの
トンカツ定食。米は多古町の多古米を使用。
小鉢六種には、その時期に採れる食材をおふ
くろの味で。春夏秋冬、その時期に
あわせて美味しい食材をご用意し
てお待ちしております。

賞品2000円の

お食事券×10名様

091

0439ｰ55ｰ3951
17：00〜24：00
君津市東坂田2ｰ6ｰ16

086

なし

牛匠しらいし

070ｰ3317ｰ2255
11：00〜15：00
君津市笹1743ｰ4
金曜日、第3木曜日

そば割烹せいわ

うまいモツとうまい鶏！元気なお店です！
豚、飼ってます！新鮮な豚モツと九州の鶏
肉！串焼きにしてたらふく食べられるお店
です！元気・活気にあふれる店内で、心行
くまでお楽しみください！

賞品合計3000円の

商品券×5名様

素材を生かしたお料理を皆様に提供すべく食
材探しを続けてまいりました。麺類は北海道産
（手打ち）、魚類は神奈川三崎港のまぐろ、大
佐和漁港の穴子・平目・アジ等を使用、野菜は地
元JA直売所等で調達するなど、素材を生かし
た料理を食していただきたく心掛け
てまいりました。より一層皆様のご要
望に添えるよう努力してまいります。

賞品1000円商品券

×15名様

092

0439ｰ52ｰ0122
17：00〜22：30
） 君津市外箕輪1ｰ10ｰ18
月曜日

L.O.
22：00

087 クッキングママ

賞品500円のお食事割引券×10枚
はずれた方にはランチデザート半額券［150円
相 当]

093

088

0439ｰ55ｰ3747
水・木11：30〜14：00/予約制
君津市人見4ｰ3ｰ21
不定休

激辛タンタンメンの拉麺帝王

0439ｰ54ｰ6166
平日11：30〜14：20
18：00〜22：00 土日祝11：00〜22：00
君津市北子安6ｰ17ｰ8
火曜日

0439 ｰ27ｰ1895
11：0 0〜17：0 0
金、土のみ夜20時まで（15時まで電話要予約）
君津市中島521
日、月、祝日

風鈴堂
約2年程前に濃溝の滝、亀岩の洞窟にお店
をオープンしました！特産品で有る卵を
使った料理や特製のプリン、大人気の君津
ソフト等、君津の素敵な食材と笑顔でお客
様をお待ちしています！また、1年程前に
千葉市に君津ソフトとプリンのテ
イクアウト専門店もオープンして
います！

賞品きみつソフト、きみつ
プリンいずれか2つ×50名様

094

0439ｰ32ｰ1015
君津市笹1954ｰ17

10：00〜17：00
水曜日

ミライエテラスカフェヨゴリーノ

本格的な勝浦式タンタンメンが食べられるの
は内房でココだけ！テレビや雑誌等で取り上
げて頂いております！辛くないラーメンもオス
スメです！魚介系の豚骨醤油ラーメンや味噌
ラーメンも大好評です！お座敷席も
あるのでお子様連れでも安心して
ご来店頂けます！

賞品ラーメン1年間

無料×1名様

11：00〜21：00（L.O.）
毎週水曜日

靴を脱いでくつろいでいただけます。新鮮な地
元野菜や無農薬無施肥の自家製米などを使用し
て、添加物を使わず、素材の味を生かした料
理をしています。消化の良い酵素玄米ご飯と
特製米粉ケーキがおすすめ。小糸在
来大豆のお豆腐やおからを使ったメ
ニュー、自家焙煎珈琲もあります。

「旬菜野菜を使った家庭料理でランチ、
ディナー、お弁当などご要望に応じた予約
制のお店です。太巻き教室も主催！水木フ
リーランチはお気軽にお越しください！」

賞品 水木フリーランチ
（1,200円）無料券×10名様

0439ｰ37ｰ2115
君津市日渡根23ｰ1

農家レストランカフェやさまる

和牛専門店「かずさ和牛工房 白石」が直営
する炭火焼肉・しゃぶしゃぶのお店です。千葉
産ブランド牛「かずさ和牛」を1頭買いし、提
供している為、様々な部位がご堪能いただけ
ます。通常ではあまりお目にかかれない希少
部位に出会えるかも。大小個室をご
用意しております。50名様までの
宴会にも対応可能です。

賞品5500円分の

食事券×5名様 （

20：00〜4：00
日曜日

イタリアで人気№1の、低脂肪・低カロリーの
ヘルシーなヨーグルトジェラート「ヨゴリー
ノ」。スフレタイプのパンケーキは、隠し味に
リコッタチーズ使うのが特徴です。60種類以
上の選べるタピオカドリンクや、パ
スタもございます。モダンなインテ
リアやテラスも魅力の一つ。

賞品ヨーグルトジェラートヨ
プ レ ー ン
ゴリーノ（レギュラー
）、ペアで20組様

0439 ｰ29 ｰ7838
10：00〜19：00
君津市南子安5ｰ26ｰ17
毎週火曜（夏季・年末年始に不定休あり）

13

095

麺’
sDining司

101

戸田屋寝具店

出汁に特化した麺料理、又、和洋コース料
理、貸切ブュッフェなど、幅広くお客様に
楽しんでいただけるお店作りを目指してお
ります。

賞品1000円の

商品券×10名様

096

090ｰ3909ｰ1265
11：3 0〜14：3 0/18：0 0〜2 2：0 0
君津市人見4ｰ6ｰ1
木曜日

色々な寝具が販売されていますが、質の良
い睡眠をするのに?な商品もたくさんありま
す。当店では睡眠の正しい知識を知って間違
いのない寝具選びをしていただきたい為、羽
毛ふとん、キャメル敷きパッド、枕、ベッド
等の1週間の無料貸し出しができま
す！おふとんの打ち直し、羽毛リ
フレッシュもやっております

賞品 洗って使える羽毛
カイロ（5.400円）×5名様

102

石窯焼きの店クロワッサン君津店

097

0439ｰ52ｰ5211
君津市南子安3ｰ6ｰ20

年中温暖で、緑豊かな山里で育まれる「菜
の花たまご」を直売する養鶏場。その味わ
いを一度知ったら、「もう普通の卵では満
足できない」と足を運んでくれます。卵を
贅沢に使って作られるプリンやス
イーツは、おつかいものとしても
おすすめです。

賞品500円の商品券

×20名様

8：00〜19：00
年中無休

一心堂

103

098

0439ｰ57ｰ2770
君津市杢師1ｰ9ｰ7

9：00〜19：00
日曜、祝日

賞品バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

104

099

10：00〜19：30
不定休

キッズ・レディース・メンズ、革ジャン
100着以上の品ぞろえ！家族でキメたい
ならここ！！シルバーアクセサリーや小
物、ブーツ、オリジナル商品、多数取り
扱っています。鋲打ちカスタムもお受けし
ております！こだわりたい人のた
めの革ジャン屋「TIES」へぜひ
お越しください！

賞品 当店で扱っている革
ジャン5000円引き券×3名様

手作りジャム工房～iPPO～

105



100

090ｰ2178ｰ8882
君津市西原606ｰ6

不定休

Deccolate（デッコレート）

14

080ｰ2274ｰ1515
10：00〜19：00
君津市杢師
不定休

11：00〜19：00
日曜日

お客様のご要望にあったお花もきっと見つ
けられるはずです。オリジナルのアレンジ
メントにも力を入れており、季節に応じた
カラーバリエーションとデザインで、アレ
ンジメント致します。店頭でも確
認する事も出来ますので、是非一
度ご来店下さい。



0439ｰ55ｰ8787
9：00〜18：00
君津市久保3ｰ10ｰ11 （カルチャー君津1F）
なし/日曜休みの場合あり、年始休みあり

賞品 5000円の商品券
×5名様分

106

骨格ケアセンター

『可愛いくておいしそう』『リアルで面白
い』をテーマに、子供から大人まで誰もが
知っている『食べ物』をモチーフに雑貨や
食品サンプル等を制作したり、作り方を教
えたりしています。実店舗はあり
ませんがテント担いであちこちの
イベントにて出店しています。

賞品 当店で利用できる
1000円商品券×10名様

0439ｰ27ｰ1799
君津市杢師1ｰ16ｰ1

MORIHANA（森花）

君津郡市で育った四季折々その時季ならで
はの有機栽培された果物・野菜等を国産て
んさい糖とレモン果汁のみ使用し、お子様
から高齢者の方まで安心してお召しあがり
いただけるジャムをひとつひとつ
丁寧に作っています。

賞品 1000円の商品券
×10名様

0439ｰ29ｰ7800
10：00〜19：00
君津市南子安5ｰ28ｰ5
月曜日（月曜
祝日の場合火曜日）

PUNKANDROCKTIES

創業48年、信頼できるメガネ店を目指し
ます！認定眼鏡士が親切丁寧に検眼させて
いただき、安心安全な幸せメガネをお作り
いたします。お手頃商品から高級品までと
り揃え、お客様に合ったメガネ選びをお手
伝いいたします。また、眼科検診
日を設け、安心のコンタクトレン
ズ販売に努めております。
0439ｰ57ｰ2930
君津市南子安4ｰ21ｰ2

8：30〜17：30
水曜日

せんねんの木のバウムクーヘンにはいつま
でもお客様と「幸せの輪」で繋がっていら
れるようにという願いが込められていま
す。素材へのこだわりはもちろん！バウム
クーヘンの新しい食べ方をご提供
できるよう、日々挑戦しておりま
す！

オプトマックスアイベル君津店

賞品 メガネの3000円割
引券+1000円割引券×5名様

0439ｰ29ｰ2782
君津市山滝野1121

バウムクーヘン専門店せんねんの木君津店

同じ品なら一番安く 同じ価格なら良い品
をはんこ、印刷、プリントウエア、各種ノ
ベルティー作成します。取扱商品は『地域
で一番安く』と考えています。

賞品 黒水牛印鑑15ミリ
（税別9300円）×5名

9：00〜18：30
毎週木曜日

西野直売所Kokko

感動する美味しいパン作りを心掛けていま
す。低 温 熟 成法 や自家製発酵 種を使 用す
ることにより、しっとりした美味しさを長時
間保てるパンで、特に自慢の自家製発酵種
は乳酸菌が入っている為やわらかく、保存
料不使用でもカビが生えにくいパ
ンです。副材料も手作りにこだわ
り、真心を込めて作っています。

賞品サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

0439ｰ54ｰ1218
君津市北子安1ｰ6ｰ5

関節へのピンポイント調整と筋膜などの周辺
組織を整えます。諦めていた慢性痛から、姿勢
やスタイルの悩みまで、カラダの中から根本改
善に導きます。アスリートやプロの治療家から
の評価も高く、オファーを受けて手技療法教材
DVDも発売されています。現在は一
般施術の他、手技普及のために手技
療法セミナーも開催しています。

賞品全身骨格矯正（約40分）新
規初検料込¥6000⇒¥298010名様

0439ｰ55ｰ7040
時迄、日祭日17時迄

平日9時〜20時迄、水曜日19
君津市中野4ｰ4ｰ6
不定休

107

SomedayBeauty君津店

113

鈴木歯科クリニック

創業15年君津から都内、神戸と10店舗に
拡大し、お客様の結果だしのために日々取
り組んでおります。地域密着のアットホー
ムなお店を目指しています！！

賞品ダイエットリンパドレナージュ
or顔筋デトックスフェイシャル×10名様

108

0439ｰ55ｰ6814
10：00〜20：00
君津市南子安4ｰ9ｰ15
なし

患者様一人一人のお話をしっかりお伺いし、
ご希望に沿った治療を心がけております。何
でもお気軽にご相談ください。また、通院が
困難な患者様には訪問診療も行っておりま
す。その他、専門医による矯正治療
も行っておりますので、歯並びが気
になる方もまずはご相談ください。

賞品 歯のクリーニング
（保険外）×10名様

114

女性専用お顔そり&フェイスエステ顔音（カノン）

税理士五十嵐邦雄事務所

君津駅南口より徒歩3分。地域で唯一女性
専用お顔そり専門店です。定期的な日常の
お手入れの他、成人式や同窓会、花嫁様の
ブライダルシェーブやゲスト様に、大切な日
のお仕度の仕上げにお顔そりをプラスして
みてはいかがでしょうか？
完全貸切、女性専用で心おきなく
おくつろぎいただけます。

賞品 1000円チケット×
お顔そりメニューに
5名様（ご利用いただけます
）

109

千葉市内の税理士事務所、都内の税理士法
人勤務を経て、地元君津で開業致しまし
た。サラリーマンの方のライフプランの作
成、個人事業、法人の節税提案、事業計画
書、資金繰表の作成による『潰れ
ない会社づくり』に力を入れてい
ます。

賞品節税提案書

×5名様

0439ｰ27ｰ0222
9：30〜19：00
君津市中野1ｰ4ｰ5
毎週火曜、第3月、火連休

美容室ヘアーラグーン

115

110

0439ｰ50ｰ0987
電話受付時間 8：30〜18：00
君津市南子安4ｰ28ｰ24
毎週木曜日

賞品 2300円の入浴無
料券×3名様、他

116

111

医農野菜の会



賞品収納レッスン
2,000円割引券×3名

117

112

090ｰ7635ｰ4288
君津市上
雨の日

10：00〜18：00

コンドー楽器イオンタウン君津センター

0439ｰ52ｰ3311
君津市中野5ｰ17ｰ1

10：00〜20：30
不定休

090ｰ9689ｰ6025
10：00〜16：00
君津市八重原
不定休

みきバルーン
笑顔のエッセンスをお届けしますBalloon
を使ったギフトやアレンジメント・装飾・
配布・体験教室・演出など ご相談下さ
い。

賞品 クリスマスバルー
ンキット×3名様

118

090ｰ9393ｰ3690
君津市
不定休

不定期

無双塾カラテ

2018年5月にイオンタウン君津にグランド
オープン！ピアノ・フルート・バイオリン他、歌
等、個人レッスンからグループレッスンと習っ
てみたいコースを沢山ご用意しております。
いつでも無料体験レッスンも行っております。
またレンタルルームもご利用出来ま
すので楽器の練習としても最適。ス
タッフ一同お待ちしております。

賞品アコギ、ウクレレ、サック
ス1曲チャレンジレッスン券×5名様

10：00〜19：00
毎週火曜、第2・第4月曜

ママがイライラしない！家族参加型のお片
付けをモットーに活動しています、君津
市の整理収納アドバイザー/住宅収納スペ
シャリストかよりーぬです。お家や会社の
収納のモヤモヤを一緒にお片付け
して解消できます！モノがスッキ
リすると心もスッキリ♪

美味しさと健康にこだわる野菜作りを実践し
ています。ポイントは、種と土と農法。種：人為
的な処理がなされていない固定種・在来種と
呼ばれる種。そこからの自家採種。土：農薬・化
学肥料不使用。健康な土づくり。農法：雑草や
微生物との共生、自然の力を最大限
に活かす野菜づくり。本気を出した
野菜達の味をぜひ体験ください！

賞品 当会店舗、又はイベント出
店ブースにて使える1000円券×20名様

0439ｰ29ｰ7172
君津市下湯江246ｰ15

ぷちめぞん

ホテル千成は創業45年になります。本場中
華料理人の作る中華料理は、約7万kcal/hの
高火力で作る『炎の中華料理』をお楽しみ頂
けます。名物の炒飯は、一晩香辛料に漬けて
味を染み込ませた豚肉を5時間窯で蒸した焼
豚、君津産の卵、石川商店さんか
らのお米を使用、一つ一つ具材に
手間をかけた料理が自慢です。
0439ｰ52ｰ8511
11：30〜15：00/17：00
〜21：00
君津市東坂田4ｰ1ｰ1
なし

年中無休

近年話題の酵素風呂が君津にオープン。檜パ
ウダーを微生物の力で発酵させ60～70度の
発酵熱に身を包む温浴療法です。水を使った
お風呂より体の負担が軽いので子供から高齢
者の方まで安心して入浴でき様々な体の不調
に効果があります。更衣室、シャ
ワー、休憩スペースなどもあります
のでゆっくりとおくつろぎ下さい。

ホテル千成

賞品2,000円分の

食事券×5名様

080ｰ5435ｰ9307
9：00〜23：00
君津市君津台3ｰ18ｰ10

発酵浴湯らら

ヘアーラグーンでは、お客様 お一人お一人
丁寧に話し合いをし ライフスタイルに合わせ
たヘアースタイルをアドバイス。ご帰宅後、
手入れしやすく、誰から見ても「すてき！」と言
われる ヘアースタイルを,提供出来
るよう日々努力していますので、是
非ご来店下さいませ！

賞品20%割引券

×20名様

0439ｰ27ｰ1182
9：00〜12：00/
14：00〜19：00
君津市中島270ｰ3
木曜午後・日曜・祝日

寸止空手ともフルコンタクト空手とも違う！
攻防一体のテクニックカラテ。初心者の方も
マイペースで始められます。TVドラマで話
題になっているシラットという武術とサバキ
を融合させたテクニックなので楽
しみながら続けられます。※少年
クラス5歳から学べます。

賞品入会者に道着を

プレゼント×10名様

0439ｰ55ｰ7040
月水金18：15〜
21：00
君津市中野4ｰ4ｰ6
火・木・土・日・祝祭日

15

119

有限会社富永

124

日本料理竹りん

人とお財布に優しい車屋さん。当社では車
を乗るのに必要なことの車検・整備・保
険・修理をさせていただいてます。お客様
から喜ばれるのはすべて正直（メリット・
デメリット）に伝えた上でお客様
に決めていただいてます。お車の
ことは何でも相談して下さい。

賞品2020年オリンピック
ピンバッジを3名様

0439ｰ55ｰ6769
君津市常代2ｰ16ｰ17

9：00〜17：00
土日祝日

贅を尽くした自慢のお料理をご賞味くださ
い！寿司と和食を中心に、慶事法事などの
多様なご宴会の営業や、一般のお客様にも
リーズナブルな価格帯で、ご提供させて頂
いております。旬の鮮魚、新鮮な
素材を多彩な職人の技で美味しく
ご堪能頂けます。

賞品 1,000円分のお食
事券×10名様

125

茂原市

茂原市
参加店
賞品概要
120

創作スイーツ&フレンチレーヴ
「みんなの夢を叶える」
「地域の魅力を伝え
る」お店を目指しています。アレルギーを持つ
子が、皆と一緒に美味しく食べられるお菓子。
1歳の赤ちゃんと一緒にお祝いできるバース
デーケーキ。千産千消のバナナケーキ等を販
売しながら、子供達が、創る、贈る喜
びを体験できる教室や、イベントも、
企画運営しています。

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

賞品 ディナーお食事券
1,000円×2名様、他

くつろぎLittleDiningdear’
s（ディアーズ）

126

121

0475ｰ22ｰ0303
茂原市高師町3ｰ2ｰ10

19：00〜2：00
火曜日

賞品インスタ映え2段デコ
レーションケーキ×1名様、他

127

122

賞品 七夕星せんべい詰
合せ1000円×5名様

128

123

習慣改善を専門とした整体院で、予防に力
を入れています。アトピーの方からのご相
談がキッカケとなり水素関連商品のレンタ
ル販売業をスタート。人生を楽しむための
身体づくりをサポートします。

賞品 水素たっぷりの足湯5分
と水素サプリメントのセット×3名様

中国料理香xiang

129

16

0475ｰ25ｰ6812
11：30〜15：00/
17：30〜22：00
茂原市早野1344ｰ13
水曜日

0475ｰ36ｰ2336
9：00〜20：00
茂原市長尾2682ｰ6ベルメゾン三栄102
不定休

モルフェ美容室

2004年の開店から、シェフこだわりの自家
製調味料から作る料理が人気の中国料理店
です。ランチ・ディナーとも、おすすめのセッ
トメニューやコース料理も充実。事前予約し
ては、銚子産のフカヒレや干しアワ
ビ、干しナマコなど中国料理ならで
はのお料理も提供しております。

賞品 銚子産フカヒレの姿
煮麺ランチのお食事券×5名様

0475ｰ22ｰ5354
8：30〜19：00
茂原市町保7
日曜日

ごきげんすぺーす

自家農園の野菜、青森県産にんにく、ふたば農
園の葉物野菜などのこだわり野菜や、和牛と
マーガレットポークを使ったジューシーなハン
バーグ、生パスタ、ケーキが自慢の洋食屋さん
です。小上がり席もありお子様連れに
も、クラッシックなお料理もありお年
寄りにも好評いただいております。
0475ｰ22ｰ5199
11：00〜15：00
17：30〜22：00
茂原市茂原443ｰ4
水曜日

10：00〜19：00
火曜日（不定休）

～茂原で煎餅を半世紀焼く～昔ながらに伝
えられてきたなつかしく素朴な味。なによ
りも吟味された材料を使い丹精こめて焼き
上げた、「手焼きせんべい」でございま
す。豊潤な香りと素朴な味わいを
心ゆくまでご賞味くださいませ。

DiningRestaurantCOLUMBUS

賞品1200円の食事券

×5名様

0475ｰ23ｰ6626
茂原市早野2357

もばら煎餅

店名のボングーは、フランス語で「美味しい・
うまい」の意味。お肉、お米、野菜などにもこ
だわってます。宴会コースでは、一升瓶も並
ぶセルフスタイルの飲み放題プランも人気。
インスタばえ間違いなし！ジューシー
で人気のモンスターハンバーグも！
1キロに一人でチャレンジしても。
0475ｰ22ｰ8429
ランチ11：00〜
14：00 ディナー17：00〜22：00
茂原市八千代1ｰ2ｰ6
月曜日＋不定休

9：30〜19：00
水曜日

外房茂原市で半世紀以上に渡ってスイーツ
を作っています。祖父が創業した当時は、
【甘
い物】がご馳走であり、お腹いっぱい世の中
の人に食べさせてあげたいと言うか夢を叶
えるために、そんな時代を変えたい想いから
【茂原黒船】と名前をつけました。
地域の人の願いに寄り添い、スイー
ツのある生活を提案しています。

ステーキ&ハンバーグbongout

賞品 1000円分のお食
事券×10名様

0475ｰ25ｰ3818
茂原市八千代1ｰ8ｰ9

茂原黒船

創業21年目の老舗になりました。これからも
ディアーズの意味=親愛なる人達が集まるよ
うに笑いを大切に頑張ります。また茂原市で
初の製造許可頂いた醸造所の甘酒でノンア
ルコールカクテルや長生村のお米を使用した
お酒「長生寿ないす」で作るカクテ
ルや料理、
ドリンクともに発酵をテー
マに地産地消を大切にしています。

賞品 お食事券×20名、ナイ
スなお酒「長生寿（ないす）」×3本

0475ｰ24ｰ5522
11：00〜14：00/
17：00〜21：00
茂原市八千代3ｰ13ｰ9
日曜日の夜の部

”美”に強い美容室は数多くありますが、
”健康”に特化した美容室はありません。
100歳時代を共に歩き、探し、笑いませ
んか?健康系美容室として、水素風呂、ボ
トル、ミスト、サプリ、吸入の取
扱、ファスティングや酵素栄養学
を学んだオーナーがしっかりサ
ポートします。



賞品 ご来店時30%off
×39名様

0475ｰ38ｰ5545
茂原市茂原499

10：00〜18：00
火曜・第3日曜・月曜

130

なのはな鍼灸院

136

酒巻農園のうのうファーム

当院は【冷え取り鍼灸】により、不妊/生理
不順/妊娠中のトラブル/更年期症状など女性
特有の症状や赤ちゃんの夜泣き/かんむしを
解決させる治療院です。『刺さないはり』
と『肌に着けないお灸』を標準とし『今度
こそ真剣に何とかしたい！』と言
う方に全力でお応えし、多くの方
に喜ばれております。

賞品2,980円券
 ×20名様（初回施術のみ）

131

0475ｰ23ｰ6569
茂原市小林2724ｰ10

9：00〜19：00
金曜日

身体が欲しがる食べ物を作る農家・人は食
べた物で出来ている！農薬や化学肥料を使
わない栽培に挑戦中!!玉ねぎをメインにサ
ツマイモや落花生を作り直売や収穫体験を
行っています。

賞品 酒巻農園玉ねぎ煎
餅（2個）×5名様

137

ナルケ薬粧

スタジオZIP

茂原の方々を健康で美しい幸せな人生のお
手伝いをさせていただくナルケ薬粧です。
超音波エステで同級生に差がつくお肌を手
に入れませんか？一度お試し下さい。



賞品超音波エステ施術料
（6500円）半額×５名様

132

0475ｰ24ｰ8188
9：00〜19：00
日・祝日9：00〜18：00
茂原市八千
代3ｰ12ｰ13
火曜日・第3日曜日

美姿勢サロンLAFANY

外房発！芸能エンターテイメントスタジオ。茂原
市にある、歌・ダンス（HIPHOP/JAZZ）
・演技・
ミュージカルなどのエンターテイメントに特化
したスタジオです。都内キャスティング会社と
の提携によりマスコミ出演を目指す芸能プロダ
クション・芸能コースも話題です！撮
影スタジオやレンタルスペースとして
も、時間貸しでご利用いただけます。

賞品レッスンチケット

4回分×2名様、他

133

070ｰ2610ｰ5852
10：00〜19：00
茂原市早野新田36ｰ2ｰ203
不定休

賞品50万円以上
 10%割引券×3枚、他

0475ｰ22ｰ3238
8：30〜18：30
茂原市高師849
毎週月曜・火曜

㈱小沢工務店

鴨川市
参加店
賞品概要
139

135

0475ｰ26ｰ6636
茂原市茂原1047ｰ9

8：30〜18：00
水曜日

株式会社オートサービス向後

0475ｰ22ｰ5581
茂原市木崎620ｰ2

8：30〜20：00
年中無休

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

鴨川産のレモンを使ったスイーツ「マシュ
まるパンケーキ」。さっぱりしながら濃厚
なレモンソースがふわふわのパンケーキと
相性抜群。鴨川ののどかな風景を楽しみな
がら、ゆったりとした時間をお楽
しみ下さい。

賞品マシュまるパンケー
キセット（850円）×10名様

140

あなたのカーライフをまるごとサポート。新
車・中古車・リース・車検・整備・レッカー・鈑
金・塗装・ラッピング・各種保険その他何で
もご相談下さい。一度お越しいただいた方が
また利用したいと思って頂けるようお客様の
ご意向に沿って交換や修理をして
おります。「車のかかりつけ医」と
してお気軽にご相談下さい。

賞品 オイル交換無料券
×15名様※大型車以外

8：00〜18：00
仕事のご依頼

Cafeれもんの花

茂原市を中心に創業55年以上。実績と信
頼で歩み続ける当社。新築戸建、大規模・
小規模リフォームから不動産売買まで、お
客様の住いに関わるお悩み解決にトータル
でお手伝い。自社大工による確かな技術と
責任施工で、大切なお客様のお住
いを守り続けています。イベントな
どの企画も盛りだくさん！

賞品 商品券5,000円分
（JCBギフトカード）×2名様

0475ｰ22ｰ2626
茂原市高師864ｰ21
がない日曜・祝日

鴨川市

理容・美容・エステのトータルビューティー
サロンです。床屋にご来店された時くらい
はゆっくり休んで、日頃の疲れを取り除い
て癒されて下さい。老若男女問わずご来店
出来て、カット・カラー・パーマからお顔剃
りやエステまで一度に済んで楽チ
ンです。ヘッドス パにブライダル
シェービングも大好評です。

134

16：00〜21：00

不定休

お墓のお困りごとはございませんか?新規建
墓から墓じまいまでご相談をお待ちしており
ます。弊社ではオリジナル特許外柵「遺恩」
が好評を博しております。また、墓石等に彫り
込む文字は私の肉筆揮毫にて彫ら
せていただいております。お墓のこ
とを一緒に考え、楽しみましょう！

ヘアーサロン・タカシ（時田）

賞品1年間家族全員
 1割引パスポート×10名様

050ｰ5241ｰ4916
茂原市茂原557ｰ1

138 （有）河野石材店

美姿勢×小顔×エステで過去最高のあなた
を手に入れる。『もっと早く出会いたかっ
た』とたくさんのお客様から声を頂いてお
ります。食事、運動、何をしたら良いのかわ
からない方！最近『魔法使い』と噂
になっています。誰にも教えたくな
い隠れ家サロン。

賞品超！小顔矯正
 （10,000円相当）×3名様

090ｰ2650ｰ6014
10：00〜14：
00
長生郡白子町八斗87ｰ3
不特
定営業

070-6644-4099
11：00〜16：00
鴨川市金束781
水曜日

KAMOKitchen
カリフォルニアリゾートのような店内空間
と外のお洒落なワーゲンバスで食べるオリ
ジナルバーガーは格別です。テイクアウト
や気軽なカフェタイムのコーヒーブレイ
ク。フルーツをふんだんに使ったアサイー
ボウル、ディナータイムは種類豊
富なビールやワインをお楽しみく
ださい。

賞品カモ吉バーガー

×5名様 （

0470ｰ96ｰ7077
7：00〜23：00
）
鴨川市前原58ｰ1
不定休

L.O.
22：00

17

141

寿司民宿中乃見家

147

ふとんのタテノ

鴨川市天津で30年。一番人気はおらが丼！
なめろうを3つの食べ方で、プラス海鮮又は
まご茶漬になるスペシャルな丼。そして地魚
のにぎりや海鮮丼、女将自慢の和定食はお
楽しみ感goodです。民宿でゆっく
り料理とお酒もお楽しみ下さい。
大将のトークもお楽しみ下さい。

賞品1000円商品券

×5名様

142

04ｰ7094ｰ0551
11：30〜14：00
（予約の場合は
/夜の営業は要予約
この限りではない）
鴨川市天津3253ｰ3
不定休

当店はまくらのお試し寝やマットレスのお
試し寝など、お客様に体感していただいて
ご 要 望にあった商品をご提 案させていた
だいております。「寝ても疲れがとれない」
「朝起きると肩や腰が痛い」など、
今の睡眠環境にお悩みの方、是非
一度当店にご来店下さいませ。

賞品 あなた専用のオーダー
枕（税込2万7千円の品）×1名様

148

中国料理東洋鴨川店

143

04ｰ7093ｰ2345
11：30〜15：00
17：00〜22：30（L.O.
21：30）
鴨川市横渚1101ｰ1
元日

英国式リフレクソロジーと全身オイルマッサー
ジを施術します。英国式リフレクソロジーは足
の裏の反射区（ツボ）をマッサージして、老廃
物を流し、自然治癒力を高めます。全身オイル
マッサージは直に体に触れて疲れや
コリを解消します。体が癒されると心
も豊かになり、笑顔が増えますよ～。

賞 品  全 身 オ イ ル マッ
サージ無料券×3名様

美樹鮨



144

04ｰ7096ｰ1225
11：00〜21：00
鴨川市江見吉浦489
火曜日（祝日
の場合は営業）

ドームハウスで「ミラクル体験」をどうぞ！
◎棚田でアーシング体験◎ドームハウス体
験◎光・色・音を使ったミラクル異次元体
験◎陶彩画ギャラリー体験◎生年月日によ
る、オリジナルラッキーカラー&ラッキーナ
ンバーカレンダーのご提供◎波動
測定・転写 器による、オリジナル
波動水のご提供

賞品 波動測定・転写器による測
定&オリジナル波動水のご提供×21名様

吉田館鴨川館きゅいじーぬ四季彩

150

145

0470ｰ93ｰ4111
ランチ11：30〜
14：30 ディナー17：30〜20：30
鴨川
メンテナンスに
市西町1179番地
年中無休（よる休館有り
）

Wine&ChampagneBarR

146

04ｰ7094ｰ5018
（ラストオーダー）
鴨川市横渚281ｰ10

04ｰ7098ｰ0069



月曜日、火曜日

市平（いちべい）

占い師メイ
占い師になり2018年の5月で5年めになり
ます。千葉県各地で鑑定を行っております。
得意占術は、タロットカードです。鑑定後の
お客様は、ホッとした表情をして帰って行っ
ていただけております。手相鑑定もありま
す。占星術講座も開催予定です。
占星術を知るとコミュニケーショ
ンなどに役立ちますよ。

賞品占星術講座
（約2万円相当）×1名様、他

152

18

賞品 1000円分商品券
×5名様

04ｰ7097ｰ0501
鴨川市南小町129

9：00〜18：00
不定休

mahariku.mahalita1024@gmail.com
22：00
鴨川市
不定休

10：30〜

ふわりんりん☆～癒しの遊園地へようこそ～

長狭 街 道沿いにある、長狭米、煎餅、豆 大
福、タバコ、酒、コーヒー、陶器など取り扱い
のお店です。 長狭米使用の煎餅は、特に人
気をいただきJA鴨川、館山店、わくわく広
場10店舗、はなまる市場、鄙の里、富楽里、
WAO、ふれあいの里物産館、うまく
たの里、PASAR幕張旬撰倶楽部、
各店舗様にてもお取扱い中です。



8：00〜18：30

賞品1万円相当の商品券 鴨川市金束421ｰ1
毎月曜日、第2
ト&
（女性限定のカッ
×1名様 第3月曜日は連休になります（月・火）
ヘッドスパ&シェービング）

151

18：00〜23：00

9：00〜17：00
不定休 完全予約制

当店はヘアドネーション賛同店です。ジャズが
流れるヘアサロン伊藤です。最近ではお客様が
名付けてくれた「ピカピカコース」や「キラキラ
コース」のご注文が増えてきています。そんな
あなた想いのサロンです。予約優先
制&即時連絡大歓迎です。楽しい時
間を一緒に過ごせたら嬉しいです。

リゾート鴨川の隠れ家へようこそ！手軽な
値段でおいしいワインを洗練された空間で
楽しんで頂けるお店です。自家製醤油、塩
糀などを使い、健康的でおいしいお料理を
手作りしています。リゾート感溢
れるテラス席もあり、ご好評を頂
いております。

賞品1000円分の

お食事券を5名

04ｰ7094ｰ2218
鴨川市平塚1479

ヘアサロン伊藤

プールサイドで食べる和洋食のレストラ
ン。ガーデンプールを臨むカジュアルレス
トラン「きゅいじーぬ四季彩」。南房総の
旬の山海の幸をふんだんに使った和食・洋
食、ランチ・ディナーをお楽しみ
頂けます。

賞品レストランで利用で
きる御賞味券3000円×3名様

080ｰ1021ｰ9196
10：00〜17：00
鴨川市大里496ｰ3 鈴木 アパート3号
不定休

149 ドーム・セラピー鴨川
旨い寿司をご提供いたします。新鮮な地魚
をメインとした寿司や定食。郷土料理のナ
メロウやサンガ焼、くじら料理もお召し上
がりになれます。平日はお手頃なランチ
（本日の海鮮ちらし、各種定食）
もございます。是非一度ご来店下
さい。

賞品 お食事券1000円
×10名様

9：30〜19：00
第2・第3水曜日

癒しのサロンゆらら

洗練された技と真心こめたおもてなしを、
ゆったりとしたお部屋で、心ゆくまでご堪
能ください。大切な方々を心からおもてな
ししたい日。あるいは、ご家族や親しいお
仲間と楽しく過ごしたい夜。集う
楽しみを味わう喜びを、心ゆくま
でご堪能ください。

賞品1,000円分の
ディナーお食事券×10名様

04ｰ7093ｰ6400
鴨川市花房46ｰ4

～過去の自分にとらわれずにフワッと悩み
が軽くなる～楽しく自然に変わります『思
い込み』にリンクして書き変えるから痛み
は伴いません。あなたはもう苦しまなくて
いいんです（悩みには素敵な学びが隠れて
います）＊心のブロック解除セッ
ション＊天界と繋ぐチャネリング
メッセージも大好評です。

賞品心スッキリ15分

セッション×10名様

090ｰ3114ｰ2099
対応致します
鴨川市

ご予約により
不定休

袖ケ浦市

袖ケ浦市
参加店
賞品概要
153

158

奈良輪豊月堂
今や貴重な全て自家製あんこの和菓子店で
す。しみじみ美味い、衝撃的に面白い、
様々な和菓子を取り揃えてお待ちしており
ます。

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

賞品 1000円のお菓子
券×10名様

159

あすみ堂

よもぎ蒸しサロン ハピラセラ

身体に優しいクッキーのお店。添加物を最
低限に抑えた生活クラブのお肉や小麦粉
で、毎日食べてもカラダにやさしいクッ
キーをつくっています。内祝いやプチギフ
トなど細かい予算に合わせてオー
ダー承ります。

賞品お好きなクッキー

3種類×10名様

154

0438ｰ62ｰ0814
10：00〜17：00
袖ケ浦市のぞみ野41ｰ2
不定休

冷えは万病の元。冷えからくる不調によも
ぎ蒸しや身体のおつかれにリンパマッサー
ジなどメニューをご用意しています。リー
ズナブルで心地よい空間です。心ゆくまで
癒しの時間をお過ごしください。
女性限定、完全予約制

賞品 よもぎ蒸し1000
円サービス券×5名様

アメリカンステーキ16イチロー

155

0438ｰ 62ｰ2899
11：0 0 〜
LO14：00/17：00〜LO21：00
袖ケ
浦市福王台2ｰ21ｰ1
月曜日

藤鮨



賞品リボディ商品券
5000円分×1名様、他

161

156

0438ｰ97ｰ5787
11：00〜14：00/17：00〜22：00
袖ケ浦市福王台1ｰ13ｰ1
日曜・祝日

amimumemo&切り絵作家すがみほこ

157

090ｰ3509ｰ8991
応相談
袖ケ浦市蔵波台
不定休

おくりもの雑貨カフェかたくり

Styleのある部屋つくります！Y’s style
では、ご自宅、ご自宅サロンのインテリ
アコーディネートをしています。今まで
300件ほどのお部屋を手掛けた実績を生
かして、素敵な空間作りのお手伝
いを致します。

賞品インテリア相談2時
間券（7000円分）×3名様

162

0438ｰ63ｰ8673
10：00〜17：00
日祝〜18：00
袖ケ浦市福王台1ｰ11ｰ1
小野ビルA101
水・土曜日

090ｰ4433ｰ0188
10：00〜17：00
袖ケ浦市蔵波台
日・祝日

かんてら
かんてらでは障がいをお持ちの方が仕事を通して
働く喜びを実感し、幸せを感じて笑顔になって頂け
るような支援を目指しています。また、地域のお客
様にもおいしい焼き立てパンを提供させて頂くこ
とでみんなが笑顔でいられるお店を目指していま
す。焼き立てパン以外にも手作り味噌や
モンゴル岩塩等も販売しています。皆様
のご来店をお待ちしております。

賞品 焼き立てパン
1000円分の商品券×5名様

163

0438ｰ75ｰ8188
袖ケ浦市吉野田144

11：00〜15：00
土曜・日曜

こなや丸

あっ、あの人へ贈ろう！袖ケ浦で19年。
「気が利くギフト、きっとみつかる！」を
モットーに、実用的でデザインがすてきな
生活雑貨をセレクト。カフェでは毎月かわ
る旬のシフォンケーキでゆったり
と♪

賞品¥1000の商品券

×5名様

0438ｰ40ｰ4418
10：00〜20：00
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ3ｰ9
無し

インテリアコーディネートY’
sstyle

切り絵オーダー承ります♪切り絵作家すが
みほことして、本を5冊出版しています。
切り紙やイラストで、デザイン制作なども
承ります♪また、amimumemoとして、
くまのあみぐるみ等、手作り雑貨を、イ
ベント販売しています。毎月君津
新昭和にて「ミライエテラスマル
シェ」を開催出店。

賞品  イラスト、切り絵
原画×各1名他

9：00〜22：00
不定休

その体の疲れやコリ！リセットしませんか?
疲れやコリ、ストレス！リラクゼーションと整体
であなたの体をしっかりサポート！固くなった筋
肉や関節を柔軟にするストレッチ&ボディケア！
骨盤・背骨・股関節などを整える整体！妊活・妊
娠中・産後のお悩みをケアする婦人
科系整体！あなたのお悩みにあった
コースをご提案させて頂きます。

重厚な佇まいの扉の奥に広がる和の空間。
一貫一貫丹精を込めて握る寿司は、煮る・
締めるにも手間をかけた伝統的な江戸前
寿司です。日常を忘れてゆっくり寿司と会
話をお楽しみ下さい。じっくり丁寧
に作ったかんぴょう、玉子焼きは、
是非ご賞味頂きたい一品です。

賞品『 特製穴子のばら
ちらし』3500円×3名様

080ｰ5498ｰ4965
袖ケ浦市上泉883

160 リラクゼーション整体Re.Body

袖ケ浦 初！低 価 格で本 格ステーキ！メインメ
ニューのイチローステーキをはじめ、柔らかい
部位のイチローランプステーキ。牛1頭から
たったの1%しか取れない部位のイチボを使っ
たイチロースペシャル。ステーキソー
スは7種類もご用意しておりますので
お気に入りのソースが見つかるかも?

賞品ランプステーキ
ランチは
 （ライス付き、
×5名様
Lサイズドリンク付き ）

0438ｰ62ｰ2109
8：00〜18：00
まで
袖ケ浦市坂戸市場1352ｰ2
毎週水曜日

魚種豊富な東京湾でぜひ釣り体験を！
初心者の方でも楽しんでいただけるように釣
り竿、ライフジャケットの貸し出しもしており、
丁寧なアドバイスを心がけております。船宿で
はエサや釣り具、その他販売も行っておりま
す。釣り物別に出船時間や料金も異
なっておりますので、電話およびHP
にてご確認ください。
（完全予約制）

賞品500円商品券

×5名様

0438ｰ62ｰ2707
5：00〜19：00
袖ケ浦市長浦拓1ｰ1ｰ111
毎週火曜日

19

164

studioeArk（スタジオアーク）

169

オドーリ・キッチン

☆スタジオアークでココロとカラダを磨く☆キ
レイに痩せたい、引き締めたい・姿勢を良くし
たい・体力をつけたい・腰痛、肩凝りの改善・産
後の体ケアetc リハビリから生まれたピラティ
ス。専用マシン導入。美しくありたい、元気で
いたい。そんな願いを叶えます。自
分のココロとカラダと向き合い、明
日への元気とヤル気へ導きます。

賞品シルクサスペンション体
験レッスン（60分）×5組10名様

165

変更
0438ｰ38ｰ6950
9：30〜21：00（あり
）
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ4ｰ3
不定休

ベビーマッサージ教室アンシャンテ

白浜・野島崎灯台のすぐそば。ピンク色のリゾー
トマンション2階にあるイタリアン。ゆったりとし
た店内で、リゾート気分に浸りながらパスタや炭
火焼を楽しめます。なかでも、千葉県産の魚介、
肉、野菜を使った炭火焼がおすすめ。
ディナーは無料送迎あり
（片道30分が
目安）。館山駅からの送迎もOKです!
0470ｰ38ｰ5470

賞品マルゲリータ
（ ）
、
18：00〜22：00（
（1,300円）1枚無料券×10名様 浜町白浜232ｰ4
L.O.
14：00

エスカール
白浜2階

170

0438ｰ55ｰ0244
9時30分〜
17時00分
袖ケ浦市のぞみ野116ｰ10
不定休（土日祝日は完全予約制）

南房総市

南房総市
参加店
賞品概要
166

南房総の秘境飯、炭火焼山海料理のお店。
南房総市の山の中、地元の野菜などを使っ
た前菜、炊き合わせ、お造り、メインは房
総の海の幸 お肉などの炭火焼きを自分で
焼いていただくスタイル、麦とろ
ご飯の完全予約制のお店。

賞品お食事券2000円

×5名様

171

お食事酒場板前料理きよ都

石臼挽地粉全粒を使った和田町のぱん屋で
す。石臼で自家製粉で鮮度抜群の小麦粉で
焼き上げた自家製ぱん。南房総の季節を包ん
で、お腹も心もいっぱいになる元気ぱんをお
届けしてます。和田町では、かくれが
Cafeで美味しいコーヒー、チャイ、サ
ンドイッチを楽しんでいただけます。

賞品 1000円の商品券

×3名様

172

167

0470ｰ38ｰ5026
17：00〜23：00
浜2620
水曜日

11：00〜14：00
南房総市白浜町白

一品料理お食事処沖見屋

千倉にある古着と雑貨のセレクトショッ
プ。セレクトの古着、オリジナルの雑貨、
ハンドメイドのアクセサリー、レトロな食
器など、宝探しのような店内です。掘り出
し物を探してみてください。

賞品 2,000円のお買い
物券×5名様

173

168

0470ｰ47ｰ2050
11：30〜14：00
（要予約）/17：30〜22：00
南房総
市和田町下三原393
月曜日

うなぎ新都（しんみやこ）

生涯自分の足で歩く笑顔の人を増やします!
巻き爪・厚い爪・ウオノメ・タコ・外反母趾・内反
小趾・膝痛・腰痛・つまずく・合う靴がないなど
の、足のお悩みご相談ください。お客様と一緒
に日常生活の中に潜む原因を追究し
生涯自分の足で歩きたい方を支えま
す。魅せられる足になりましょう♡

賞品足・靴・姿勢トラブル
相談60分
（6,480円
）
×5名様
相当

174

20

0470ｰ47ｰ2131
11：30〜15：00/
17：00〜21：00
南房総市和田町海発
1591ｰ17
火曜日

090ｰ7237ｰ9779
9：00 〜 19：00
南房総市千倉町平舘735ｰ11
不定休

アロマエステデルフィーナ

ふっくらと柔らかく蒸し、飽きない味のタレをくぐ
らせたうなぎ。備長炭で焼く事で得られる炭火
焼ならではの風味。地元産のお米を井戸から汲
み上げた天然水で炊き上げたご飯にも満遍な
くタレをまぶしてお出しするのが新都
流です。捕鯨の町ならではの鯨の刺
身や、竜田揚げもおすすめです。

賞品うな重上
 （3,900円相当）×3名様

090ｰ4222ｰ2077
11：00〜17：00
南房総市千倉町瀬戸2439ｰ1
月・火

足の専門店Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）

館内には常に花が咲き、食事は新鮮な地の
磯魚や鯨料理が自慢です。お客様お一人お
ひとりにご満足いただけますよう、心尽くしの
おもてなしをさせていただきます。居酒屋風
の一品料理も始めましたので、お気
軽にお問い合わせ下さい。

賞品お食事券2000円

×5名様

0470ｰ29ｰ5236
朝〜夕
南房総市和田町柴215
日・月・火

古着・雑貨hayﬂower（ヘイフラワー）

地元の海産物や野菜にこだわり、旬の料理を提
供。おすすめメニューはオリジナルの「房州ひじき
の特大海女ころっけ」。地元で採れた太くて長い
ひじきが大量に入った磯の香りのする一品。ラン
チタイムには、漬け丼と天婦羅orミック
スフライがセットになったボリューム満
点!の『ライダーズランチ』が大人気!

賞品お食事券2000円

×5名様

0470ｰ46ｰ4137
11：30〜15：00
17：00〜22：00
南房総市宮下1822
不定休 完全予約制

わだぱん

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

11：00〜15：00
）
南房総市白
木曜・第3水曜

炭火焼山海料理隠れ屋敷典膳（てんぜん）

看護師・保健師のママセラピストが教える♪ベ
ビーマッサージ教室アンシャンテです。親子のふ
れあいを大切に♪そんな思いからベビーマッサー
ジやサインなどのベビー教室を開催中。ベビグラ
ファー（ベビー+フォトグラファー）が写
真に残します。お子さまとの時間をアン
シャンテでもっと楽しんでみませんか?

賞 品  お 教 室 チ ケット
2000円分×5名様、他

L.O.
21：00

南房総のカレンデュラオイルでアロマエステ
日本一の生産量を誇るカレンデュラ（きんせ
んか）をアロマに利用して、カレンデュラオイ
ルトリートメントと商品化、カレンデュラアロ
マエステ・デルフィーナを運営して
います。カレンデュラで町おこし活
動も行っています。

賞品 デトックスアロマ半額+カ
レンデュラオイル100ml1本×5名様

080ｰ6518ｰ8755
9：00〜19：00
南房総市千倉町瀬戸1300ｰ1
不定休

175 リラクゼーションスペースミュウ

180

カジュアルフレンチトックブランシュ

貴方だけの癒しのお時間をお過ごし頂ける
非日常のアロマの香り漂う隠れ家サロンで
究極のリンパトリートメントやホットス
トーンセラピー・足圧セラピーで日頃のお
疲れをリセットしお身体の不調の
改善に努めます。またリンパや足
圧も学べます。



賞品 足圧セラピー60分
（3000円相当）×5名様

176

0470ｰ50ｰ3166
南房総市高崎769

8：00〜22：00
不定休

全席禁煙、バリアフリーのレストラン。入り口にス
ロープがあり、車椅子の方もご利用いただけるお
手洗いもあります。ホテルオークラ出身のシェフが
作るソースやスープでおりなすフレンチを、どなた
にも楽しんでほしいと始めたお店です。
敷居が高いと思われがちなフレンチで
すが、当店は赤ちゃん連れからOK。
0470ｰ25ｰ5524

祝日は営業
し、振替休

181

シーサイドハウス遊房（ASoBo）

珈琲館サルビア

房総を遊びつくす為の激安素泊まり宿。
南房総のレジャーを楽しむ為の激安宿で
サーフィン・釣り・ツーリングなどの趣味
を楽しむ方に人気の宿です!条件が合えば
最安2300円～!!日常を忘れて自
然の中でおくつろぎ下さい♪
0470ｰ29ｰ5228
11：00〜21：00
南房総市千倉町白間津1278ｰ1
不定休

賞品ペア素泊まり
 6000円相当×3組6名様

177

創業1971年、熟練した焙煎技術で素材の
持ち味を最大限に引き出された、深い味わ
いでスッキリとした飲み口のコーヒーは、
口コミでお客様を増やし、全国各地に豆を
発送しております。

賞品SALVIACOFFEE
ドリップセット×10名様

夕日を望む料理宿清都（きよと）

182



178

0470ｰ30ｰ5030
24時間
南房総市白浜町滝口6241
不定休

賞品商品券1000円
 （500円×2枚）×10名様

183



9：00〜17：00

何もない場所に笑顔を呼ぶお手伝いをしていま
す。各イベント出店、自治会の行事、運動会や買取
出店、お店のOPENイベントのケータリングなどな
ど。県内キッチンカーで唯一販売が許可された「フ
ランスドッグ」をはじめ南房総ブランド
里見伏姫牛のローストビーフサンドや自
家製レモネードなどを提供しています。

賞品 イベント出店時の
500円商品券×10名様

館山市

館山市
参加店
賞品概要
179

184

海鮮料理はなの舞館山店

新鮮な旬の素材を駅近イタリアンで!地ビールを
使用したモチモチのピッツァや地の食材を使った
季節のおすすめ料理が人気です。リーズナブル
な小皿料理やグラスワインも楽しめるので、お食
事から飲み会までシーンによって幅広
くご利用頂けます。館山駅西口の南欧
風のロケーションも自慢の一つです。



賞品 1000円の商品券
×10名様分

185

0470ｰ20ｰ2121
17：00〜26：00
館山市北条2557ｰ39
なし

0470ｰ23ｰ2745
ランチ火〜金11：30〜15：00
土・祝〜15：30 ディナー火〜土17：30〜22：30 日・祝〜
22：00
館山市北条2903マラガ
月曜日他1日
モール2F

焼肉家東貴

地元食材の食べられるチェーン店!館山市西口
にある海鮮料理 はなの舞 館山店です。地域一
番店を目指し年中無休で営業しています。ご来
店の際には、従業員の活気、笑顔、更に美味し
いお料理をご堪能下さい。店長のゲリ
ラ特価商品提供日にあたれば更にお
得。送迎サービスもご利用頂けます。

賞品はな舞特製
寿司ケーキ1組1台×10組様

090ｰ3340ｰ3740
イベント時間
の通り
館山市北条2550ｰ81
不定休

TATEYAMAイタリア食堂

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

0470ｰ29ｰ7855
10：00〜21：30（21：
00ラストオーダー）
館山市八幡545ｰ1 イオ
ンタウン館山1F フードコート内
年中無休

SMILECONNECT（スマイルコネクト）

南房総白浜 デイサポート菜の花牧場は、
『牧場
の暮らし』をテーマに、ホースセラピー・感覚統
合療法等を取り入れ、子供たちがたくましく生き
るために必要な「根本的な力」を養うお手伝い
をさせていただく場所です。また、観
光牧場としても一般のお客様大歓迎
です!是非お気軽にお立寄り下さい。
0470ｰ29ｰ5991

10：30〜19：00
水曜日

地元館山の酪農家、須藤牧場の直営店。土づく
り、餌づくり、牛づくりにこだわった牛乳は、年間
乳質成績99.5点以上!ホルスタインとジャージー
の搾りたてブレンド乳を使ったミルクソフトクリー
ムをはじめ様々なミルクスイーツや食
事が楽しめます。旬の果物、野菜に応じ
て”今”を味わう限定メニューも販売中!!

菜の花牧場

賞品 3000円の乗馬券 南房総市白浜町滝口6761ｰ2 SSB館
×1名様 （白浜フローラルホール横） 年中無休

0470ｰ23ｰ2341
館山市北条2576

須藤牧場イオンタウン館山店

太平洋と夕日を望む大人の隠れ宿。最南端で海鮮懐
石料理を楽しめる割烹旅館。地産地消にこだわり、お
泊りの他、御祝い会席、宴会、法事など様々なご用途
でお使いいただけます。
（要予約）大浴場はイスラエ
ル直輸入の死海塩風呂となっており、美
肌や疲労回復等の効果効能がございま
す。日帰り入浴にもお立ち寄り下さい。

賞品 ペア宿泊券1泊2食
4万円相当×1組2名様

1 1：3 0 〜1 3：3 0

会 席
賞品レディスフレンチランチ
1 （ランチ
、
17：30〜19：30（ ディナー
館山市南条
L.O. ）
L.O. ）
月曜日（
）
、月1度連休、年末年始
名様チケット
（1,945円）×5名様 238ｰ1

コスパの高い美味しい焼肉をご提供します!バイ
パスを南下し、県道188号線千倉方面へ500m。
左手には、フレンチのトックブランシュさん、右手
にある黄色い看板の一軒家が当店。家族で営む
アットホームなお店でカルビとロースは
黒毛和牛のA5ランク使用。座敷、椅子
席、個室（掘りごたつ）があります。

賞品サーロイン
（3,000円相当）×10名様

0470ｰ22ｰ5801
ランチ 11：30
〜14：0 0 ディナー 17：0 0〜2 2：3 0
館山市南条236ｰ3
水曜日

21

186

館山フルーツ工房

191

TotalYourselfCoordinate39

南房総館山のフルーツで作った無添加ジャ
ム。南房総館山でとれるこだわり農園の新
鮮なフルーツや野菜を使い、独自の渋抜き
技術や、色、香りを出来るだけ残す独自の
ノウハウにより、フルーツをその
まま食べている様なジャムに仕上
げています。



賞品 いちごジャム2本
（1600円相当）×5名様

187

0470ｰ29ｰ5090
館山市館山1024ｰ3

10：00〜18：00
不定休

天然石を使ったアクセサリーで幸せに。当
店では天然石を使ったブレスレットやピア
スなどのアクセサリーがメインとなってい
ますが、最近では幸せを運ぶサンキャッ
チャーにも力を入れています。

賞品1000円商品券

×10名様

192

メガネサロンアシダ

バウムクーヘン専門店せんねんの木市原店

快適な視生活をあなたに。メガネはお客様
のライフスタイルに合わせてお作りする
オーダーメイド商品です。大切なのは良く
見えて快適なこと。当店では認定眼鏡士を
初めとするプロのスタッフが心を
込めてメガネをお作りします。



賞品メガネ商品券
3000円×7名様

188

0470ｰ22ｰ8817
9：30〜19：00
館山市北条1625ｰ12
水曜日

シークロップダイビングスクール

せんねんの木のバウムクーヘンにはいつま
でもお客様と「幸せの輪」で繋がっていら
れるようにという願いが込められていま
す。素材へのこだわりはもちろん！バウム
クーヘンの新しい食べ方をご提供
出来るよう、日々挑戦しておりま
す！！！

賞品バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

193

189

0470ｰ29ｰ1575
館山市坂田634
8/20無休）

8：00〜17：00
火曜日（7/20〜

ヒップホップダンススクールエボリューション館山

小麦本来の風味を存分に生かせるような生地
作りにこだわり、季節やパンに応じて使用す
る小麦を変更して提供出来るよう心掛けてい
ます。珍しい「パン・ド・ロデヴ」等の本格的な
ハード系のパンから、お子様が喜ぶ可愛らし
いパンなど、皆さんに笑顔になって
いただけるパンをたくさん焼いて、
皆様のご来店をお待ちしています。

賞品LesFreresこだわりのパ
ン詰め合わせ（3000円相当）×5名様

194

090 ｰ3499 ｰ4384
13：0 0〜
22：00
館山市館山788ｰ1
月・
火・水・木・土・日

市原市

市原市
参加店
賞品概要

賞品施術半額券

×10名様

22

0436ｰ22ｰ2010
7：30〜19：00
市原市五井西4ｰ3ｰ21
無休

10：00〜18：00
日曜日

結婚写真・成人式・七五三・赤ちゃんの記
念撮影など、子供から大人までご利用いた
だける写真館です。敷地内にガーデンや
チャペルがあるので、ロケーションフォト
が移動時間や追加料金なしで撮影できま
す。カメラお持込みOKなので、
自分のスマホで撮ってすぐSNS
にアップもできちゃいます！

賞品 PHOTOギフトチ
ケット¥5000off券×3名様

196

0436ｰ21ｰ8588
市原市千種 5ｰ12ｰ1

9：30〜19：00
水曜日

合同会社ライフスタイルサポート

感動する美味しいパン作りを心掛けていま
す。低 温 熟 成法 や自家製発酵 種を使 用す
ることにより、しっとりした美味しさを長時
間保てるパンで、特に自慢の自家製発酵種
は乳酸菌が入っている為やわらかく、保存
料不使用でもカビが生えにくいパ
ンです。副材料も手作りにこだわ
り、真心を込めて作っています。

賞品サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

0436ｰ79ｰ6238
市原市青柳1879ｰ11

アガスティア

店舗紹介

190 クロワッサンファクトリー五井店

7：30〜18：00
日曜日

アロマとハーブ、ハンドメイド雑貨の販売
やアロマの施術、出張講座、ワークショッ
プ等を行っているお店です。施術はアロマ
テラピーインストラクターの前塚が担当し
ています。ぜひ一度ご来店くださ
い。

195

000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

0436ｰ63ｰ4802
市原市姉崎東2ｰ6ｰ12

THIRDPLACE

きめ細かい指導で誰でも必ず踊れる。木更
津・館山に店舗があります。個別指導なの
で、お客様のペースに合わせてわかりやす
く指導します。只今、幼児から60代の方
が習いに来ています。見学、体験
レッスンはいつでも無料で行って
います。

賞品無料体験2回券

×20名様

0436ｰ24ｰ2611
10：00〜19：00
市原市五井東3ｰ48ｰ1
月曜日（月曜祝
日の場合火曜日）

LesFreres（レ・フレール町のパン屋さん）

館山市坂田（ばんだ）は伊豆半島よりも北部
に位置し、東京湾の入り口でもありながら親
潮と黒潮の影響を受けており、魚種も多く魚
影も濃い、四季を感じられる海です。体験ダ
イビングはプライベート感満載の
ビーチで行います。持ち物は水着・
タオル・やるきだけでOK！

賞品体験ダイビング1名
様無料券（¥13,000
）×1名様、他
相当

0436ｰ23ｰ3903
月曜〜土曜 12：00
〜19：30 日曜、祝日 12：00〜19：00
市原市五井中央東1ｰ13ｰ4
不定休

●簡単：わずか1滴の血液で様々な病気のリス
クが見えてきます。受付からお帰りまで約15分。
●高精度：特許取得済みの微量自己採血器
具。目薬1滴程の血液でガンをはじめ医療
検査レベルの精度で病気リスクを発見。
●早い：検査結果は最短2日でス
マホへお届け。（要予約）

賞品 微量血液検査無料
実施（通常8640円）×5名様

0436ｰ37ｰ4222
市原市五所1716ｰ1

10：00〜18：00
不定休
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コンドー楽器サウンドシティカインズ市原店

202

とと楽
青堀駅より徒歩10分！能登料理の食べれ
るカラオケ居酒屋です。実家へ帰り母の料
理を食べているような安心で暖かい雰囲気
をめざしています。お客様のわがままを
大切に受け止め叶えてあげたいと
思っています。

音を楽しみ 心に豊かさを！0歳～お子様
のレッスンはもちろん、シニア世代まで、
「音楽教室・英語教室」と、様々なレッ
スンをご用意♪平日は夜21時半までレッ
スンしています。多才な講師とス
タッフがお待ちしています。是非
私たちと音を楽しみましょう。

賞品アコギ、ウクレレ、サック
ス1曲チャレンジレッスン券×5名様
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0120ｰ317ｰ801

市原市更級3ｰ1ｰ30

9：30〜21：00
不定休

賞品カラオケ5曲券
（1000円相当）50名様5枚綴り

203

福祉ショップぶんぶん

080ｰ4424ｰ8442
9：00〜17：00
市原市中高根1373ｰ109
日曜日

富津市

富津市
参加店
賞品概要
199

ここ！チャーシュー丼食べれます！町のバ
イク屋さん「バイクステージヤマグチ」内に
て営業しております。じっくり煮込んだ炙り
チャーシュー丼が当店1番人気のメニューで
す。ゆったりと20席ご用意してお
待ちしております。ソファ席もあり
ますよ。

賞品ビータスカフェの空間を無
料貸し出し（平日・1日限り）×1組様

204

袖ヶ浦、木更津、君津、富津を主なエリアとし、
女性はもちろん、どなた様にも楽しんでいただ
けるパーソナルカラープレ講座、パーソナルカ
ラー診断、骨格診断など、ご自分がもって生まれ
た外見と内面、どちらもご自分の魅力を最大限
に発揮して、楽しんで頂けるよう、ご
案内しております。ブライダルを控え
た花嫁さんにも大変人気なメニュー。

賞品パーソナルカラー診断&
骨格スタイル診断2万円分×1名様

205

いとや旅館
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0439ｰ65ｰ1041
ランチ11：00〜
14：00
富津市岩瀬871
第3水曜
日・他不定休

お客様の毛髪に関するお悩みを解消すべく
カット、パーマ、カラーだけでなく縮毛矯
正から育毛ヘッドスパなど幅広くご用意し
ております。理容をベースとしたワンラン
ク上の心地良さを体感しリフレッ
シュして頂けたら幸いです。ご来
店を心よりお待ち申し上げます。

賞品 全メニュー2000
円引券×5名様
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CafeGROVE

201

11：00〜17：
火・水曜日

cafeｰLATTE

炭酸スパでスッキリ爽快！昨年、君津市
から富津市青木に移転してきました。人
生楽しくをモットーに、1人でやってい
る小さな小さな床屋です。炭酸泉発生機
（Truecare Sure）を導入し、カラー・
パーマ・ヘッドスパ・すべてのメ
ニューに炭酸泉を！水を変える事
でワンランク上のサロンに。

賞品20%割引券

×10名様
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0439ｰ65ｰ1311

富津市岩瀬1147ｰ56

11：00〜17：00
日曜・祝日

0439ｰ29ｰ6456
富津市青木2ｰ22ｰ1

8：30〜19：00
月曜・第2第3火曜

メナード富津市小久保

あ、こんなところにカフェ発見。手づくり
感いっぱいの空間でのんびりとお過ごし
ください。週替りの3種類のパスタランチ
は、サラダ、パン、ドリンク付。プレート
の2種類のランチには、サラダ、スープ、
ドリンクがセットになっていま
す。カフェタイムは季節毎に替わ
るデザートをどうぞ。

賞品 ランチセット食事
券1100円×5名様

0439ｰ88ｰ1005
8：30〜19：30
富津市青木2ｰ20ｰ21 A号
毎週月
曜日・隔週火曜日

HairStudioM’
s

人と人、自然とつながる、癒しの森空間。
富津市の海岸近くにある森の中のカフェ。
自然に囲まれた居心地のよい雰囲気のな
か、心ゆくまでくつろげるカフェ空間。年
齢・性別などの垣根なく、多くの
方が夢と楽しさを発信できる、感
性を刺激する癒しの森空間、それ
がCafe GROVE。

賞品 Cafe GROVE 0439ｰ66ｰ0936
00
富津市亀田1237
1000円商品券×10名様

090ｰ7254ｰ1800
9：00〜18：00
富津市小久保
不定休

BarBer10bee（テンビー）

地元の魚を中心としたこだわり料理。大貫
中央海水浴場まで徒歩1分！！ご家族で気
軽に来て頂ける旅館です。タイミングが合
えば海の向こう側に富士山ものぞけます
よ！富津名物「はかりめ丼」そし
て地元で獲れた魚介類。ご来店お
待ちしております。

賞品 お食事券1000円
×10名様分

0 439 ｰ8 0 ｰ7155
金［11：0 0〜
14：00］土日［11：00〜18：00］
富津市湊 1231ｰ1
月火水木

ショコラ♡ショコラ

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

17：30〜23：00
日曜・祝日

ビータスカフェ

第2クローバー学園の作業班、地域の方の
商品を販売しています。コミュニティーセン
ターや老人施設への移動販売も行っていま
す。地域の見守り隊としての役割を担ってい
ます。市内の小学校で認知症サポーター養
成講座で使用するロバット君の製
作活動を戸田小学校区の拠点とし
て活動中。

賞品 店舗内にある第2クロー
バー学園各作業班の お好き
な商品2000円分×5名様

0439ｰ29ｰ7063
富津市大堀1ｰ17ｰ16

メナード化粧品正規取扱店、 11年目の代
行店となります。美肌レッスン、メイク
レッスン、 プライベートエステ、 お肌の
お悩みカウンセラーとして 各種美容のイ
ベント含め、袖ヶ浦、木更津、君津、富
津と ご希望に応じて出張講座、
レッスンもご案内しております。
ご相談ください。

賞品 メイクレッスン無
料券×10名様

090ｰ7254ｰ1800
00
富津市小久保

9：00〜18：
不定休

23
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大2家さくら（ワンワンハウス）

鋸南百貨店快
地元産まれの美味しいものや雑貨、 スタッフ
が集めてきたセレクト商品が並んでおります。
鋸南で採れた野菜や果物を加工所で日々、“美
味しい”もの作りにチャレンジしています。オリ
ジナルのジンジャーヌーボーやトマト
ソースは人気者！ 野菜のジャムなど、
今の旬がたくさんつまっております。

皮膚トラブルでお悩みのワンちゃんのために
最新のシャンプーマシーンやマイクロバブル・
炭酸泉等の道具や技術を取り入れ肌への負担
を軽減しています。当店では、ポメラニアン・パ
グ・ジャックラッセルテリア・ミニチュ
アダックスのブリーダーをしていま
す。その他の犬種はご相談下さい。

賞品炭酸泉温浴かマイクロ
バブル無料×20名様※シャンプー
御来店のお客様に

0439 ｰ80 ｰ 0155
月〜日・祝9：
3 0〜18：0 0
富津市千種 新田13ｰ1
毎週金曜・第2木曜

賞品NOKOGIRIYAMA
タオル700円×10名様、他

いすみ市

鋸南町

鋸南町
参加店
賞品概要
209

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

いすみ市
参加店
賞品概要
214

Café_ 金次郎

賞品金次郎と給食（ミル
メーク付）1,010円×10名様

0470−29−7211
安房郡鋸南町保田724

9：30〜17：30
水曜日

賞品2000円の

食事券×10名様
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0470−29−5530
平日11：00〜
15：00・土・日・祝10：30〜15：00
安房郡鋸南町保田724
火曜日

中国料理3 年 B 組

自家製麺と発芽酵素玄米を無化調で！2014
年、いすみに移住し11月開店。国産小麦、醍醐
味とモンゴル産天然カンスイにて自家製。肉ま
ん、あんまん、大原のタコとタコの卵が入ったた
こまん。杏の種をすって作る杏仁豆
腐。皮から作るいすみ豚の水餃子。お
弁当、ケータリング等承ります。

賞品2000円の

食事券×10名様

216
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0470−55−3355
平日11：00〜15：
30 土日祝10：00〜16：30
安房郡鋸南
町保田724
木曜日（祝日の場合は前後）

PizzeriaTrattoriaDaPeGONZO
東京湾の地ダコをたっぷり使ったピッツア
『ハマカナーヤ』がおすすめです。
Ｓサイズ １７００円（税込）
Ｍサイズ ２０００円（税込）

賞品ピッツァマルゲリータ
Sサイズ1000円ｘ１０名様
24

090−4943−5030
平日11：00〜
15：30（L.O.
：00〜18：00（L.O.
15：00） 土日祝11
17：30）
安房郡鋸南町保田724
水曜日

070−5548−7352
11：00〜15：00
いすみ市岬町桑田2514−2
火曜日+月1回

アロマドロップ
バーバラブレナンヒーリングをご提供してい
ます。お近くの方だけでなく、
「遠隔セッショ
ン」でヒーリングを受けていただけます。ヒー
ラー・マユミンは肉体的精神的な健康だけで
なく、霊的な健康にも貢献します。あなた本
来の輝きを、あなたならではの普通
な事を思いっきり表現しましょう！マ
ユミンがお手伝いします。

地元の銘店「住吉飯店」が「中国料理 3年B
組」として 保田小学校に出店しました。 麺
類・飯類が充実しています。 平日限定です
が、3年B組給食980円（税込）が人気です。
また、バスケットボールゴールポス
トを加工して、 テーブルになってお
り、テーブルも人気の1つです。

賞品チャーシュー麺

880円×12名様

0470−87−5510
17：30〜24：00
いすみ市岬町和泉656−4
年中無休

無添加の店揚江

里山を眺めておふくろ料理に舌鼓。里山で
地元の素材をふんだんに使った素朴で味わ
い深い料理に舌鼓。 木目を活かした落ち
着いた店内でゆったりとした時間をお過ご
しください。

賞品鯵フライ定食
1,000円×10名様

000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

地元、ビジターから愛されるお店。千葉房総エ
リア、太平洋に面するサーフィンの町にあるい
すみ本店は、開業してから15年目になります。
お客様はじめ、スタッフにもサーファーが多く、
お店全体で賑やかに楽しく炭火やきとりが楽し
めるのが特徴です。1名様からでも送
迎を行っていることも好評ですので、
お気軽にご利用ください。
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里山食堂

店舗紹介

鳥玄いすみ本店

一緒に食べよう！！”金次郎と給食”小学校
ならではの、なつかしの給食メニュー、ソ
フトめん・あげパン・おかず・デザート・
牛乳を給食トレーにワンセット！店舗すぐ
となり、金次郎像と一緒においし
い給食をお召し上がり下さい。
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10：00〜17：00（土日18：00まで）
安房郡鋸南町保田724
木曜日

賞品 世界に一つのオル
ゴナイトオーダー品×3名様

080−5038−2788
いすみ市岬町岩熊

10：00〜21：00
不定休

長生郡一宮

長生郡一宮
参加店
賞品概要

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
00：00〜
○○市○○0ｰ0ｰ0
00：00
日曜日・祝日
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菓子工房杏～ an ～

221

あしたば整骨院

菓子工房杏は「an cafe」へ。2013.10.2
にopenしておかげさまで5年、四角い
シュークリームの「キャレ」やケーキ、焼
き菓子をこつこつと1人で製造販売してま
した菓子工房杏は「an cafe」へ
リニューアルします。

四角い
賞 品  キャレ（ シュークリーム
）
10個入り×5名様

218

0475−42−8883
10：30〜15：00
長生郡一宮町宮原208−1
日曜日から火曜日

鈴木電気店

身体を揺らす魔法の整体「いい明日をつくろう」施術
は痛い部位を改善するのはもちろんのこと、関節が
変形してしまう。身体の痛みがもう治らないといった
リスク軽減を目的としています。安心して快適な生活
ができるような体づくりと習慣づくりを提
案しております。知識と技術を日々磨くこ
とでお客様の笑顔に貢献して参ります。

賞品特別施術（通常7,000
円）無料一回体験券×3名様

222

はぴねす鍼灸院

電気の総合診療所。電気や家電の困りごと
を「スパッと」解決します！！

賞品Lita水素ボトル

×1名様

0475−42−6016
9：00〜19：00
長生郡一宮町一宮2682−5
日曜日

今話題の美容鍼灸で－5歳以上を目指してみ
ませんか?リフトアップやしわ・たるみ・くすみ
に効果抜群！さらに痛くない骨盤姿勢矯正で
お顔と見た目全体の若返り！！その他にもしつ
こい肩こり・頭痛・腰痛などの体の
不調にもしっかり対応！身体も心も
一緒に美しく健康になりましょう！！

賞品 40%offチケット（最
大6000円分相当）×3名様、他

御宿町

御宿町
参加店
賞品概要
219

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

勝浦市
参加店
賞品概要
223

0470−68−5511
11：30〜20：00
夷隅郡御宿町新町775番地
不定休

賞品 勝浦つるんつるんの
湯の素750円分（250g
×5名様
10回分 ）

0470−68−3231
11：30〜21：00
夷隅郡御宿町新町539番地
不定休

千葉市

賞品概要

0470−77−0311
8時30分〜20時まで（最終受付
19時 ）
月、火、水は18時
勝浦市松野1143
不定休
閉店

長生郡白子
海鮮料理と旅の宿<食宿>御宿海楽。御宿
海楽はエリアの魅力をお楽しみいただく拠
点として、1階は地域の食材をご堪能いた
だくためのお料理屋、2階は素朴な設えの
宿屋です。食と宿に加え、人との触れあい
や地域のつながり、店主のこぼれ
話など、あの手この手の御宿体験
をお届けしてまいります。

千葉市
参加店

000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

唯一の名湯百選入り！
！名湯百選にえらばれま
した「美肌の名湯 勝浦つるんつるん温泉」お
肌つるんつるん！
！乾燥肌、皮膚病、神経痛にも
大変効果があると言われています。膝や腰の
痛みなども和らいだという声も！ランチは貝柱
のかき揚げ丼や海鮮丼なども人気で
す。またご飯は大釜戸で炊くため格
別です！
！心よりお待ちしております。

御宿海楽

賞品「御宿海楽」1泊2日分
宿泊券（素泊まり）×1組2名様

店舗紹介

勝浦つるんつるん温泉

四季を通じて水揚げされた新鮮な魚介類を
ふんだんに使った活磯料理が自慢の旅荘で
す。伊勢えび・あわび・金目鯛を味わえるプラ
ンをご用意しております。タイルアートのお
風呂は、天然温泉で日帰り入浴もできます。
お食事、ご宿泊、ご宴会など満足し
ていただけるよう真心を込めたお
もてなしでお待ちしております。

220

070 −4 4 9 0 −2 3 6 6
9：0 0 〜
21：0 0
千葉 市中央区今井2−1−8
JcourtSOGA301
日曜祝日

勝浦

伊勢えび・あわびが専門の宿大野荘

賞品2000円分の

食事券×5名

043−266−1615
9：00〜19：00
千葉市中央区大森町464−23
日曜・祝日

長生郡白子
参加店
賞品概要
224

000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

白子イタリアン LunaCrescente ～ルーナクレッシェンテ～
定番～本格～創作まで気軽なイタリアン。
九十九里浜から1分、窯焼きピッツァと
生パスタが人気のイタリアンレストラン
「ルーナクレッシェンテ」。地元の野菜、
魚介、旬の食材を取り入れたお料
理と共に、素敵な時間をお過ごし
ください。

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

店舗紹介

賞 品  A 賞 ル ー ナコ ー ス
（2000円）×ペア（2名）5組、他

0475−44−5523
17：0 0 〜2 2：0 0
3289−26
水曜日

11：30〜14：00/
長生郡白子町 古所
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WITHEARTHのモデルハウスで

スタンプを GET!

モデルハウスにてアンケートに答えると、無料にてスタンプが GETできます。
の注文住宅ブランドWITHEARTH
〔ウィザース〕
のモデルハウスでは、
様々なイベントを開催しております。
お気軽にご来店ください。

ア
ク
ア
ラ
イ
ン

Tel.

内
房
線

木更津
南IC

B

館山
自動車道

久
留
里
線

富津竹岡IC
鴨川有料道路

鋸南保田IC

「邸宅」
と呼ぶにふさわしい
堂々たる佇まいが魅力のモデ
ルハウス。重厚感あふれるタ
イル貼りの外観デザインに加
え、利便性とゆとりを感じさせ
る空間構成が見所です。

小
湊
鐵
道

房総スカイライン
東京湾
フェリー

0438-38-3811（営業時間：10:00~20:00）

千葉県木更津市貝渕3-13-49 木更津住宅公園内

A

東京湾

久里浜

A 木更津展示場

B 君津展示場〔ミライエテラス〕
Tel.

0439-54-7715（営業時間：10:00~20:00）

千葉県君津市南子安5-26-17
（君津営業所）

D

安房
鴨川駅

富浦IC
館山駅

C

先進のスマートハウスや女性目線のアイデアを採用した住まい、
外壁総タイル貼りの住まいなどのモデルハウスが勢揃い。優しい
印象のナチュラルモダンから洗練されたコンテンポラリー、重厚
なクラシカル、都会的な3階建てなど、
デザインテイストも多彩な
ラインアップをご見学いただけます。
また、
カフェも併設しておりま
すので、
お気軽にお越しください。

千倉駅

C ウィザースホーム館山展示場
Tel.

0470-23-3333（営業時間：10:00~20:00）

千葉県館山市北条275 たてやま市民住宅公園内

D ウィザースホーム鴨川展示場
Tel.

04-7092-5555（営業時間：10:00~20:00）

千葉県鴨川市広場760-1

ホワイト一色の外壁タイルに
ブラックの屋根瓦や窓枠、バル
コニー手すりが映える外観デザ
イン。新しさの中にもどこか懐か
しさを感じさせる
「ラスティック
（素朴さ）」
をテーマにしたコー
ディネートが見どころです。

南欧テイストを織り込んだモデ
ルハウスをご覧いただけます。
エレガントな雰囲気を 醸し出
すタイル貼りの外観フォルム
と、陽射しや木の温もりを大切
にした自然を感じ させる空間
構成をご体感ください。

株式会社 新昭和ウィザース東関東

〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地39

043-209-6380 ㈹

Tel.
土地探しからのお手伝いも行なっております。
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ホームページ http://www.withearth.jp
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