
2020年10月3日●　11月23日●土 ●祝月

お問い合わせ　房総いいねスタンプラリー実行委員会　info@bosta.jp

●東
京ドイツ村

賞B

入場
ご招待券
5名様

●マ
ザー牧場賞A

入場
ご招待券
ペア5組
10名様

●キ
ッズダム賞C

ファミリー
入場券

（大人2名・　　
小学生以下3名）
15組

●新
昭和賞

E

ミライエテラスカフェ　ランチ
ペア招待券　5組様

※イメージ画像です

木更津ふるさと応援団
C-Style
木更津ふるさと応援団
C-Style

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ
千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ

元プロサッカー選手
カレン・ロバート
元プロサッカー選手
カレン・ロバート

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

スタンプラリーを
房総いいね

アクアコイン5千円分
プリペイドカード4名様

※イメージ画像です

●

君津
信用組合賞

F●日
東交通賞D

わくわく日帰りツアー
1組2名様

アーツわく わく

●

 いす
み鉄道賞

G

いすみ鉄道１日フリー乗車券
ペア10組20名様

イ

オン
モール劇場賞●

 よし
もと幕張

H

「昼ネタ公演招待券」15名様
   ※土日公演や特別公演は除く

18市町村

203
店舗参加

房総いいねスタンプラリー公式WEBサイト

応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。
応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。

ＰＲ大使が応援！

SNSに投稿
しよう！

SNSに投稿
しよう！#房スタを付けて#房スタを付けて

ハッシュタグハッシュタグ

当選本数1,400本以上当選本数1,400本以上参加店賞

プレゼント総額 400万円以上プレゼント総額 400万円以上
豪華賞品プレゼント !豪華賞品プレゼント !特別賞

応募者全員に特別賞と参加店賞がダブルで当たるチャンス！

応募応募しよう！しよう！
違うお店の
　スタンプを
違うお店の
　スタンプを３つ集めて３つ集めて

千葉密着・発信型プロレス
2AW

千葉密着・発信型プロレス
2AW
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元プロサッカー選手

カレン・ロバート

富津市観光大使SAXプレイヤー

WaKaNa

千葉県住みます芸人

もぐもぐ
   ピーナッツ

木更津ふるさと応援団

C − Style
ユーチューバー

タヌキマスク

203種類 8種類
特別賞店舗賞

店舗の賞品が
当たる！

豪華賞品が
当たる！

スタンプを3つ集めて
Wチャンスに応募しよう!！

Wチャンス

違う店鋪スタンプを3つ集める

店舗賞と特別賞を選んで応募する

step

1

step

3

同じ店舗のスタンプが
複数ある場合は無効OK! NG!

異なる3店舗で
スタンプゲット！

冊子の中から
好きな店舗賞と
特別賞1つを
各々選んでね！

step

2
自分の欲しい
　　賞品を選んでね！

特別賞は実行委員会にて抽選。店舗賞は各店舗にて抽選を行います。
今回ご応募いただいた個人情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。
当選者の発表は賞品の発送及び、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

異なる店舗の
スタンプを
押してください

異なる店舗の
スタンプを

押してください

異なる店舗の
スタンプを

押してください

〒住所

氏名

TEL

性別 年齢

希望する施設の
アルファベットを

記入

特別賞
希望する

お店の番号を
記入

店舗賞

※応募多数の場合、ご希望の賞品に添えないこともあり
　ますのでご了承ください。
※上記の希望賞品に記載がない、または不明な場合は
　無効となりますのでご注意ください

房総いいねスタンプラリー
公式WEBサイト

Facebookページ

QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。

各店舗でスタンプ
を3つ集めて好きな

賞品に

じゃんじゃん応募し
よう！各店舗でスタンプ

を3つ集めて好きな
賞品に

じゃんじゃん応募し
よう！

スタンプを3つ集めて
応募しよう！！

参加は簡単
203店舗ある参加

店を利用いただく
と専用のスタンプ

が押されます。

期間内にスタンプ
を3つ（3店舗）集め

て参加店の応募箱
に応募するだけ！

応募は各参加店に
設置の応募箱また

は房総いいねスタ
ンプラリー事務局

まで

郵送でもＯＫ。
房総いいねスタン

プラリー事務局　

〒292-0044　千
葉県木更津市太田

4-19-6 太田YSビ
ル1F4号

応募の締め切りは
2020年11月30日

（月）まで。

郵送の場合は締切
日の消印まで有効

。

参加店はどこで
見るの？

全参加一覧の情報
は中に記載の、黒

いQRコードで見
ることが可能です

。

公式WEBサイトに
なりますので、ブッ

クマークがオスス
メです。

赤いQRコードは
Facebook公式

ページです。

公式FBページで
は随時様々な情

報を発信してい
きますので、ぜひ

「いいね！」を押
してフォローし

てくださいね。

203種類
店舗賞

Wチャンス

8種類
特別賞

豪華賞品が当た
る！

店舗の賞品が当
たる！

違う店鋪スタン
プを

3つ集める
step

1
店舗賞品と
特別賞を選んで

応募する
step

2

step

3

同じ店舗が
複数ある場合は

無効

異なる3店舗で
スタンプゲット

！

冊子の中から
特別賞1つと
好きな店舗賞を

1つ選べるよ！

実施期間  2020年
 10月3日 から土

まで11月23日月祝

抽選で総勢
1400人以上に

当たる！

僕はお昼の
ランチで
コツコツと
スタンプゲット！

家族で旅行帰り

に食事して、
お土産買えば
あっと言うまに

スタンプ３つ！

2020年10月3日●　11月23日●土 ●祝月

お問い合わせ　房総いいねスタンプラリー実行委員会　info@bosta.jp

●東
京ドイツ村

賞B

入場
ご招待券
5名様

●マ
ザー牧場賞A

入場
ご招待券
ペア5組
10名様

●キ
ッズダム賞C

ファミリー
入場券

（大人2名・　　
小学生以下3名）
15組

●新
昭和賞

E

ミライエテラスカフェ　ランチ
ペア招待券　5組様

※イメージ画像です

木更津ふるさと応援団
C-Style
木更津ふるさと応援団
C-Style

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ
千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ

元プロサッカー選手
カレン・ロバート
元プロサッカー選手
カレン・ロバート

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

スタンプラリーを
房総いいね

アクアコイン5千円分
プリペイドカード4名様

※イメージ画像です

●

君津
信用組合賞F●日

東交通賞D

わくわく日帰りツアー
1組2名様

アーツわく わく

●

 いす
み鉄道賞

G

いすみ鉄道１日フリー乗車券
ペア10組20名様

イオ
ンモール劇場

賞●
 よし

もと幕張

H

「昼ネタ公演招待券」15名様
   ※土日公演や特別公演は除く

18市町村
203
店舗参加

房総いいねスタンプラリー公式WEBサイト

応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。
応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。

ＰＲ大使が応援！

SNSに投稿し
よう！

SNSに投稿し
よう！#房スタを付けて#房スタを付けて

ハッシュタグハッシュタグ

当選本数1,400本以上当選本数1,400本以上参加店賞

プレゼント総額 400万円以上プレゼント総額 400万円以上
豪華賞品プレゼント !豪華賞品プレゼント !特別賞

応募者全員に特別賞と参加店賞がダブルで当たるチャンス！

応募応募しよう！しよう！
違うお店の
　スタンプを
違うお店の
　スタンプを３つ集めて３つ集めて

千葉密着・発信型プロレス
2AW

千葉密着・発信型プロレス
2AW

コチラ！ コチラ！
2020年10月3日●　11月23日●土

●祝月

お問い合わせ　房総いいねスタンプラリー実行委員会　info@bosta.jp

●東
京ドイツ村

賞

B

入場
ご招待券
5名様

●マ
ザー牧場賞A

入場
ご招待券ペア5組
10名様

●キ
ッズダム賞C

ファミリー入場券（大人2名・　　小学生以下3名）15組●新
昭和賞E

ミライエテラスカフェ　ランチペア招待券　5組様

※イメージ画像です

木更津ふるさと応援団C-Style

木更津ふるさと応援団C-Style

富津市観光大使SAXプレイヤーWaKaNa　

富津市観光大使SAXプレイヤーWaKaNa　

千葉県住みます芸人もぐもぐピーナッツ

千葉県住みます芸人もぐもぐピーナッツ

元プロサッカー選手カレン・ロバート

元プロサッカー選手カレン・ロバート

房総をPRするユーチューバータヌキマスク

房総をPRするユーチューバータヌキマスク

スタンプラリーを

房総いいね

アクアコイン5千円分プリペイドカード4名様

※イメージ画像です

●

君津信用組合賞F

●日
東交通賞D

わくわく日帰りツアー1組2名様

アーツわ く わ く

● 
いすみ鉄道賞G

いすみ鉄道１日フリー乗車券ペア10組20名様

イオ
ンモール劇場

賞

●

 よし
もと幕張

H

「昼ネタ公演招待券」15名様
   ※土日公演や特別公演は除く

18市町村203店舗参加

房総いいねスタンプラリー公式WEBサイト

応募の締め切りは2020年11月30日（月）まで。

応募の締め切りは2020年11月30日（月）まで。

ＰＲ大使が応援！

SNSに投稿しよう！SNSに投稿しよう！
#房スタを付けて#房スタを付けてハッシュタグハッシュタグ

当選本数1,400本以上
当選本数1,400本以上

参加店賞

プレゼント総額 400万円以上
プレゼント総額 400万円以上

豪華賞品プレゼント !
豪華賞品プレゼント !

特別賞

応募者全員に特別賞と参加店賞がダブルで当たるチャンス！

応募応募しよう！しよう！

違うお店の
　スタンプを
違うお店の
　スタンプを３つ集めて３つ集めて

千葉密着・発信型プロレス2AW

千葉密着・発信型プロレス2AW

A マザー牧場賞
入場ご招待券ペア5組
　　　　　　　　10名様

B 東京ドイツ村賞
入場ご招待券　5名様

E 新昭和賞
ミライエテラスカフェ　ランチ
� 招待券　ペア5組様

G いすみ鉄道賞
いすみ鉄道1日フリー乗車券�
� ペア10組20名様

僕はお昼の
ランチで
コツコツと
スタンプゲット！

抽選で総勢1400人以上に当たる！

H よしもと幕張
�イオンモール劇場賞

「昼ネタ公演招待券」15名様
�※土日公演や特別公演は除く

C キッズダム賞
ファミリー入場券
� （大人2名・　　

小学生以下3名）15組

D 日東交通賞
わくわく日帰りツアー
� 1組2名様

アーツわく わく

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。

ＰＲ大使が応援！
房総いいねスタンプラリーを

豪華賞品
プレゼント!

特別賞

F 君津信用組合賞
アクアコイン5千円分
� プリペイドカード　4名様

いすみ鉄道株式会社
ISUMI RAILWAY

わたしはエステ、
カフェ、美容室で
スタンプゲット！

１.�アクアコイン対応店で
　アクアコイン決済すると

２.��新昭和ウィザース（君津）で
　モデルハウス見学すると

３.�日東交通1日フリーパス券
を購入すると

参加店以外でもスタンプがもらえる！
詳しくは
6ページ

詳しくは
25ページ

詳しくは
26ページ

家族で旅行帰りに食事して、　　　
アクアコインでお土産買えば
あっと言うまにスタンプ３つ！

応募は各参加店に設置の応募箱または房総いいねスタンプラリー事務局まで郵送でもＯＫ。
房総いいねスタンプラリー事務局　〒292−0044　千葉県木更津市太田4−19−6 太田YSビル1F4号
応募の締め切りは2020年11月30日（月）まで。郵送の場合は締切日の消印まで有効。

千葉密着・発信型プロレス

2AW
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大網白里市

参加店舗一覧
房総いいね！
スタンプラリー2020参加店
Googleマップにアクセス

鋸南町
200 Cafe&ガラス工房　海遊魚

一宮町
202 鈴木電気店

大多喜町
203 大多喜町観光協会

木更津市
001 アトリエ ラルブル
002 1分おむすび
003 エル・プランタン
004 おいしい薬膳 AriHa café
005 お富さん太田店
006 Caféいんこぐらし
007 Cafe Plumeri
008 木更津東口の庭鶏
009 さくらカフェ
010 Jazz&Diningきまぐれうさぎ
011 宝家
012 中国ラーメン　栄
013 中国料理　東洋　木更津店
014 鶏若丸
015 肉酒場
016 Pizza & Gelato 窯蔵
017 ピッツェリアスクデット
018 北欧カフェ　KAFFE ELK
019 Reverse cafe
020 東屋
021 あんとわーぷ
022 オプトマックス　アイベル木更津店
023 菓匠　梅月庭　清見台本店
024 kazusa−smoke（かずさスモーク）
025 kifura（きふら）
026 クロワッサン 木更津店
027 シーナモバイルSheenamobile
028 髙木製菓
029 となりのピクル酢
030 中川海苔店 請西工場直売所
031 中川海苔店 本店
032 バウムクーヘン専門店　せんねんの木　木更津店
033 Financier Party 木更津
034 仏壇の松本
035 古川薬局
036 Pergolato
037 かずさすまいるマッサージ
038 川上接骨院　鍼灸院
039 Konohaこどもの歯ならびクリニック　真舟
040 泉水脊椎矯正院
041 トータルボディメイクサロン beauty within ELBIS
042 ネイルサロン CORAL
043 POLA THE BEAUTY 木更津店
044 yufura
045 アイデザインファクトリー株式会社
046 結婚相談所　アイマリッジ
047 あらいぐま　こばやし
048 エルシオンKISARAZU
049 木更津かんらんしゃパークキサラピア
050 テレショップM木更津ケータイ館
051 名入れのアミコム
052 はなよめ学校
053 バルーンアーティスト　みきひとみ
054 フォトスタジオ　ミズキング
055 ベビーフォトスタジオ ミルフルール
056 まちのほけん屋さん やまもと ft.岡田自動車
057 ヨガスタジオヴィシュタ
058 ヨガスタジオ muku
059 よつば整骨院
060 ローヴァーズフットサルスタジアム木更津

君津市
061 いなばのしろうさぎ
062 君津北口の君鶏
063 牛匠しらいし
064 激辛ラーメンの拉麺帝王
065 そば割烹　せいわ
066 天たけ
067 農家レストラン　カフェやさまる
068 麺's　Dining　司
069 あわのうた
070 石窯焼きの店 クロワッサン 君津店
071 一心堂
072 一本堂 君津店
073 オプトマックス　アイベル君津店
074 手作りジャム工房〜iPPO〜
075 戸田屋寝具店
076 バウムクーヘン専門店　せんねんの木　君津店
077 MORIHANA（森花）
078 大和ヒロシ
079 アトリエミュウ美容室
080 アンジェール
081 鈴木歯科クリニック
082 整体ベストバランス
083 発酵浴　湯らら
084 ホワイトニングオーグ君津店
085 Y's nail
086 亀山温泉ホテル
087 ホテル千成
088 五十嵐会計事務所
089 在来（医農野菜の会）
090 テレショップMきみつケータイ館
091 ぷちめぞん
092 有限会社 富永

鴨川市
159 EBIYA.CAFE
160 鴨川館　MAIWAI　板前ライブダイニング
161 呑癒庵鳥丸ん家
162 泊まれるレストラン  波太  オルビス
163 BEACH CAFÉ kamogawa
164 美樹鮨
165 Wine&Champagne Bar R
166 和ダイニング桃源坊
167 市平
168 Lazy Dot Mania
169 癒しのサロンゆらら
170 ヘアサロン　伊藤
171 占い師メイ
172 高梨IT製作所
173 ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪

袖ケ浦市
143 あすみ堂
144 アメリカンステーキ16イチロー
145 konoha.coffee
146 Baciare drinks&dining
147 藤鮨
148 amimumemo　すがみほこ
149 株式会社　ヤマフジ
150 奈良輪豊月堂

151 なりまつ薬品　さつき台店
152 FARM COURT袖ケ浦
153 ACTIVE EIGHT
154 アロマテラピーサロン&スクール Third Place
155 イトー鍼灸整骨院
156 ストレッチ鍼灸イトー整骨院
157 インテリアコーディネートY's style
158 studio eArk（スタジオアーク）

南房総市
110 うなぎ　新都（しんみやこ）
111 寿司と地魚料理　大徳家
112 炭火焼山海料理　隠れ屋敷　典膳（てんぜん）
113 とんかつ屋みやはん
114 Pizza Indy’s
115 房州酒場きよ都
116 ワンコのお家　SEASONS
117 つ印くじら家
118 足の専門店 Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）
119 アロマエステ デルフィーナ
120 海辺の料理宿　政右ヱ門
121 おかゆ朝吉
122 ちくらつなぐホテル（併設せいざんカフェ）
123 夕日を望む料理宿 清都（きよと）
124 笑顔いっぱい子育てサロン〜nico〜
125 庄作商店
126 丸高石油（株）千倉港サービスステーション

館山市
093 居酒屋台北
094 美味い家 若鈴
095 海鮮料理 はなの舞 館山店
096 肉バル　rosso
097 珈琲館サルビア
098 鮨匠 なか川
099 ソムリエカフェIGREC
100 焼肉家東貴
101 ラーメンサンガ
102 館山フルーツ工房
103 田中惣一商店
104 メガネサロン アシダ
105 からだコンディショニング
106 フットケアサロン　chouette
107 ボディケア アスリート【あすりぃと】
108 合同会社アルコ
109 （有）コミヤ写真館

富津市
174 CafeGROVE
175 ラーメンダイニングすどらぁ
176 ショコラ♡ショコラ
177 BarBer 10bee（テンビー）
178 ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院
179  Hair Studio M's
180 乗馬クラブクレイン千葉富津

茂原市
181 ステーキ&ハンバーグbon gout
182 Dining Restaurant COLUMBUS
183 中国料理 香 xiang
184 創作スイーツ&フレンチ　レーヴ
185 なのはな鍼灸院
186 ヘアーサロン・タカシ（時田）
187 まつげエクステサロンJASMINE茂原駅前店【ジャスミン】

いすみ市
188 高秀牧場ミルク工房
189 grain
190 高橋製菓
191 いすみ動物病院

市原市
127 沖縄料理&居酒屋がじゅまる
128 cafe &bar woodland
129 きまぐれカフェclover
130 食い処バー遊酒
131 Felicia
132 ラーメンちば宝来
133 ラスペランザ姉ヶ崎店
134 和食家　惣治郎
135 福祉ショップぶんぶん
136 足のケア&巻き爪M’s
137 頭コリほぐし　艶
138 atelier Flora
139 市原気功神療院
140 メンズ脱毛専門店 Salon Sunset
141 アートスタジオWIZ
142 スタジオT−FLAT五井

千葉市
192 千葉密着・発信型プロレス 2AW
193 Merry Spice

長生村
196 かぼちゃハウス茂原店
197 ダイナミックゴルフ茂原

御宿町
198 伊勢えび・あわびが専門の宿　大野荘
199 御宿海楽

船橋市
194 市場カフェ
195 Gravel Road Ride

東金市
201 会席亭かくじゅう＆和食十文字
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店舗紹介

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

木更津市 アクアコイン導入店�➡

賞品概要

木更津市
参加店

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。木更
津の味わいを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。

0438ｰ22ｰ3765　 11：30～14：00 
17：00～22：00（L.O.　

20：30）、日曜 祝日11：30
～14：30 17：00～21：00（L.O.　

20：00） 木更
津市中央2ｰ3ｰ4　 水曜日（臨時休業有）

011 宝家

賞品�お食事券
� 5000円×2名様

ジビエも楽しめる肉と野菜のレストラン
栄養価が高く低カロリーのジビエを食べ
て、免疫力アップにぜひお役立てくださ
い！地元野菜と一緒にお楽しみいただけま
す♪
不定期で開催のジャズライブもお
すすめです！

090ｰ4371ｰ6273
17：00～翌5：00
木更津市東太田1ｰ12ｰ6ｰ6　 水曜

010 Jazz&Diningきまぐれうさぎ

賞品�お食事券
� 1,000円×10名様

居心地のよいくつろぎカフェ
昨年6月にOPENしました、週2日営業カ
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。

080ｰ7828ｰ8009
金、土曜日11：00～18：00
木更津市新宿1ｰ18　 日～木

009 さくらカフェ

賞品�釜揚げしらす1キロ
� （5000円相当）×3名様

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！

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

008 木更津東口の庭鶏

賞品�合計3000円分の
� 商品券×5名様

隠れ家カフェで
花を愛でながらのんびりと…。
自家栽培の野菜やハーブでスイーツやドリ
ンクもお作りします。天気の良い日はテラ
スで。ワンちゃんと一緒にどうぞ。
ミニチュアシュナウザーの
BARON がご案内しま〜す。

0438ｰ38ｰ6424 11：00～16：00
夜は要予約　 木更津市請西1561ｰ23
第1火曜日、毎週水曜日（臨時休業有）

007 Cafe�Plumeri

賞品�1000円分の
商品券×10名様

いんこが暮らすカフェ
ガラス越しに可愛いインコ達を眺めながら
ティータイム。木のぬくもりのある店内は
ロフト、こ上がり席もある20席。ハンド
メイドのインコグッズも販売。是
非癒されに来てください。

0438ｰ71ｰ1594　 12：00～16：00 
完全予約制　 木更津市桜井新町4ｰ19ｰ1
火曜日、水曜日（臨時休業有）

006 Caféいんこぐらし

賞品�1,000円分の
� 食事券×3名様

「活旬美味」
活きの良い魚介類と
旬の食材を
心を込めて美味しく

0438ｰ30ｰ4333　 ランチ 11：00～
14：30（L.O. 

14：00） ディナー 17：00～23：00（L.O.　
22：15） 

［夜のみ金・土・祝日前］ 17：00～24：00（L.O.　
23：15） 

ランチ営業、日曜営業
木更津市東太田1ｰ11ｰ3　 なし

005 お富さん�太田店

賞品�1000円分のお食
事券×5名様

いつも何気なく食べている素材が備えてい
る「からだを整える力」に耳を傾けて、食べ
る人を想いながら、丁寧に組み合わせるこ
とこそが薬膳であり、アリハカフェのプレー
トです。
季節折々の食薬や体調に合わせ
た料理をお出し致します。

0438ｰ80ｰ9206　 11：30～14：00 
※日、月、火曜日のみ
店舗販売致します。　 木更津市朝日1ｰ6ｰ7ハピーハ
イツ木更津103　 水曜日&木曜日（臨　時

休業あり）

004 おいしい薬膳�AriHa�café

賞品�豪華お弁当引換券10
名様�ご応募者全員�500円割引券

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」や洗練された焼き菓子、生菓
子共に人気のパティスリー。優しくふくよか
な味わいのケーキから、重厚感のあるヨー
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。
午前中に売れきれることが多い、
純生カスターシューは絶品。

0438ｰ40ｰ5035　 10：15～18：30
木更津市港南台1ｰ33ｰ1　 火曜日定休

003 エル・プランタン

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

ご縁と命をむすんでいく。
無農薬農家がはじめたおむすび屋。
添加物はほとんど使用されていません。
近くでとれた有機の食材達をおむすびにし
た、ごちそうおむすびが人気です。全てが丁
寧に手作りされています。
ドライブスルー、LINEからの事前
予約あり。1分でお買い物できます。

090ｰ3318‒9600　 9：00～17：00
木更津市矢那3980　 火曜日

002 1分おむすび

酵素玄米とごちそうおむ
すび計2個セット（500円

相当 ）×20名様

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

001 アトリエ　ラルブル

賞品�プリザーブドフラ
ワーアレンジ（5000円

相当　）を2名様

1 階はカフェとショップです。木のぬくもり
空間で手作りスイーツと挽きたて珈琲をど
うぞ！キャラメルモカ生シェイクが人気です。

（ドリンクはテイクアウトできます）2 階は
ご自分のペースで通える生花アレ
ンジ、プリザーブドフラワーなどの
フラワー教室を開催！
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街の便利な薬屋さん
キーワードは「配達」「健康」「相談」
処方箋調剤から、市販薬、サプリメント
まであなたの健康生活をサポートします
（^^）
#スマホDE古川薬局

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

035 古川薬局

賞品�1000円商品券（処
方箋調剤除く）×5名様

地元で愛され百余年。創業明治38年の仏
壇屋です。木更津駅東口のセブンイレブン
の隣で営業しております。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。
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。

0438ｰ23ｰ2676　 9：30～18：30　
木更津市大和2ｰ2ｰ2　 年末年始

034 仏壇の松本

賞品�1000円商品券
� ×10名様

焼きたてフィナンシェ専門店
せんねんの木の新業態スイーツ店
焼きたてフィナンシェ専門店としてオープ
ン！アツアツの焼きたてフィナンシェと毎回
限定のフィナンシェも登場！

080ｰ4810ｰ9428　 未定
木更津市祇園1ｰ26ｰ9
未定

033 Financier�Party�木更津

賞品�お菓子詰め合わせ
（5000円

相当　）×4名様

幸せになれる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!!!

0438ｰ38ｰ6030　 10：00～18：00
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）

032 バウムクーヘン専門店�せんねんの木�木更津店

賞品�バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

創業1957年ｰ海苔の名産地　千葉・木更津
で江戸前ちば海苔を扱う海苔専門店 中川海
苔店でございます。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。
おにぎり用海苔から房総みやげま
で各種取り揃えております。

0438ｰ36ｰ2839　 9：00～17：00　
木更津市小浜318　 日曜日・祝日

031 中川海苔店�本店

賞品�商品券1000円×
� 5名様

創業1957年ｰ海苔の名産地　千葉・木更津
で江戸前ちば海苔を扱う海苔専門店 中川海
苔店でございます。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。
おにぎり用海苔から房総みやげま
で各種取り揃えております。

0438ｰ37ｰ1226　 9：00～17：00　
木更津市請西2ｰ5ｰ22　 日曜日・祝日

030 中川海苔店�請西工場直売所

賞品�商品券1000円×
� 5名様

無添加こだわりピクル酢
素材にこだわり、手作りにこだわり。地元
野菜を多く取り入れて、安心安全な食べ物
を提供していきたいと考えております。
イベント出店では、【スープ】【餃子】【生
ビール】なども販売しており、イベ
ント情報は、FBページでご案内し
ております。

0438ｰ22ｰ7727
イベント出店のみ

029 となりのピクル酢

賞品�ピクルス3本セット
� ×5名様

アウトレット木更津近くの焼き菓子専門店
美味しいうちに召し上がって頂きたいとい
う思いから賞味期限は短めに。
発酵バター・ナッツ・ドライフルーツなど
風味豊かな焼き菓子を40種類ほ
どご用意しております。

0438ｰ97ｰ6985　 9：30～17：00　
木更津市金田東6ｰ13ｰ10
日曜、月曜日

028 髙木製菓

賞品�プレミアムギフト
セット6000円相当×2名様

県内でも数少ない、仮 想移動 体通信事
業 者（M V N O）から新しいブランドの
「SheenaMobile」を新発売。地元企業で
安心安全！その他、リーズナブルな防犯カメ
ラや物販も行っております。
非接触検温AIカメラの取扱もして
おります。ご連絡いただければ、デ
モに伺います。

0438ｰ40ｰ5410　 不定
木更津市金田東5ｰ18ｰ3　 不定

027 シーナモバイルSheenamobile

賞品�家庭用防犯カメラ
（本体）×1名様（通信費が別途

かかります。）

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。

0438ｰ22ｰ0088　 平日8：00～
19：00　土日祝7：30～19：00　
木更津市文京3ｰ1ｰ50　 月曜日

026 クロワッサン�木更津店

賞品�サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

自然豊かな北の大地！北海道富良野から夏
はとうもろこし、秋は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
タンのワークショップも開催しま
すのでお気軽にお問い合わせくだ
さい。

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1F4号　
水曜日

025 kifura（きふら）

賞品�ふらのガラスのハロウィ
ンかぼちゃ風鈴（3500円相当

どちらか1つ）×2名様

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

024 kazusaｰsmoke（かずさスモーク）

賞品�オーガニック燻製　　　オリーブオイル
＆オーガニック

燻製　　　しょうゆセット×10名様

気軽に燻製料理を楽しんでいただきたいと
の思いから「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98ｰ7447　 9：00～19：00　
木更津市清見台東2ｰ5ｰ28　 なし

023 菓匠�梅月庭�清見台本店

賞品�人気焼菓子詰合せ
（1200円相当）×5名様

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」、
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。

認定眼鏡士の確かな技術とサービスでお客
様の視生活をサポートするお店OptMax！
アイベル木更津店
999.9（フォーナインズ）を筆頭に、信頼
できるメイドインジャパンのフレームを大
量に展示してお客様に合ったメガ
ネ選びをお手伝いいたします。

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

022 オプトマックス�アイベル木更津店

賞品�メガネの3000円割
引券+1000円割引券×5名様

木更津駅西口から歩いて3分のところにあ
る雑貨屋 あんとわーぷです^ ^かわいい雑
貨からカッコイイ雑貨と色々と楽しめます！
ラッピングも喜んで頂けてます^ ^
持ち込みラッピングもやってまーす
^ ^
遊びに来てください｡：（*̂ *̂）：.* ♡

0438ｰ22ｰ2273　 11：00～18：30　
木更津市富士見1ｰ6ｰ23　
月・第一日曜

021 あんとわーぷ

賞品�お買物商品券
3000円×3名様

木更津吾妻にて創業60年を迎え新たにリ
ニューアルオープンした昭和レトロモダンな和
菓子屋です。開業当初から販売している「もな
かあいす」の他にも、自家製餡と地元産卵を使
用した「こっこかすてら」や「なまくりーむあん
みつ」「しょこらもち」など和菓子の
苦手な方でも召し上がっていただけ
るようなお菓子を販売しております。

0438ｰ22ｰ5884　 10：00～18：00　
木更津市吾妻2丁目5 1ー4　 月曜日

020 東屋

賞品�こっこかすてら×
20名様

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

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

019 Reverse�cafe

賞品�お食事券
� 1000円×5名様

北欧カフェでFIKAしませんか？北欧の自然
を大切にする暮らし方、ゆったりした気持ち
で過ごす時間を過ごしていただくカフェで
す。挽きたての美味しい珈琲や香り高い北欧
紅茶と一緒にヤギチーズをのせた焼
きたての北欧ワッフルをお召し上が
りください。

0438ｰ55ｰ2344
水曜～日曜日10：00～17：00　
木更津市請西南3ｰ3ｰ3　 月・火

018 北欧カフェ　KAFFE�ELK

賞品�お好きなドリンク
1杯無料券×10名様分

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！

0438ｰ97ｰ2207　 11：30～15：00
（L.O. 
14：00）/18：00～22：00（L.O. 

21：00）
木更津市祇園1ｰ26ｰ9　 不定休

017 ピッツェリア�スクデット

賞品�ディナータイムお
食事券1000円×10名様分

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！

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

016 Pizza�&�Gelato�窯蔵

賞品�ペアランチ無料券
（3000円相当）×3名様

0438ｰ98ｰ0311　 17：00～24：00　
木更津市東太田2ｰ16ｰ5
不定休

015 肉酒場

賞品�肉の七点盛り
� （3800円相当）×5名様

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。

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　 日曜日

014 鶏若丸

賞品�1000円（500円×
2枚）の商品券×15名様

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。大・小の個室
もあり、集う楽しみを味わう喜び
を、心ゆくまでご堪能ください。

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

013 中国料理�東洋�木更津店

賞品�1,000円分の
ディナーお食事券×10名様

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。中国
ラーメンを楽しみください。

0438ｰ23ｰ5668　 ランチ11：00～15：00
（L.O. 
14：30） ディナー17：00～22：00（L.O. 

21：30）　 木更
津市文京3ｰ1ｰ50　夢遇館Iｰ1F　 水曜日

012 中国ラーメン�栄

賞品�1000円食事券
� ×10名様
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 このマークがあるお店でアクアコインを使うと、スタンプ1個追加ゲット！ このマークがあるお店でアクアコインを使うと、スタンプ1個追加ゲット！

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

059 よつば整骨院

賞品�（瞬間美顔　治療機器マト
リクスウェーブを使用した）フェイ

シャルエステ30分（2750円
相当　 ）×3名様

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。

各種健康保険・自賠責・労災取扱いでの施術の他、
ケガの修復やスポーツ障害、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
新の高周波治療「マトリクスウェーブ」や温熱機器
「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。

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…

090ｰ7834ｰ9215　
木更津市中央1ｰ7ｰ15　

058 ヨガスタジオ�muku

賞品�（エアリアル、マタニ
ティ、ヨガ）チケット×10名様

070ｰ3132ｰ0402　 9：00～21：00
木更津市東太田4ｰ20ｰ52
日曜日（特別レッスン有）

ヨガスタジオヴィシュタ

賞品�レッスン（エアリア
ル、骨ナビ、ヨガ）×15名様

057
カラダの使い方の癖→歪み→痛みとなります
誰でも取りやすい動きや、無理をせず心地よ
さを感じてもらうことを大切にしながらカラダ
を動かしていきます。自らの「気づき」を体験
できます。ヨガの他、骨ナビ、エアリ
アルヨガなど豊富なプログラムをご
用意。運動が苦手な方大歓迎。

地元木更津で皆様のカーライフのお手伝いを
保険の？？？車の？？？に丁寧にご対応さ
せて頂きます。
気軽にお立ち寄り下さいませ。

0438ｰ41ｰ8052　 9：00～19：00　
木更津市中里1ｰ5ｰ15ｰ1F　 不定休

056 まちのほけん屋さん�やまもと�ft.岡田自動車

賞品�自動車オイル交換
� 1年間無料券　1名様

0438ｰ55ｰ8769　 10：00～15：00
木更津市文京　 不定休

055 ベビーフォトスタジオ�ミルフルール

賞品�フォト撮影3000円
割引券×10名様

マタニティフォト・ベビーフォト専門スタジ
オです。ママフォトグラファーが、ママ目線
で、クルクルと変わる赤ちゃんの表情を残
します。マタニティフォト、ニューボーンフォ
ト、ハーフバースデー、授乳フォト、野外撮
影、出産・育児をもっと楽しむた
めに、今だけの『記憶』を『記録』
に残しませんか？

090ｰ6790ｰ2282　 9：00～17：00　
木更津市港南台1ｰ25ｰ3 HILL SIDE 

COURT 1F　 土日

054 フォトスタジオ　ミズキング

賞品�写真撮影券（内容は当選者
様と応相談　）

　　� 2～3万円相当×1名様

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。

バルーンを使って多彩に演出
風船を使った、ギフト・装飾・演出・体験教
室・バルーンドレス等、オンリーワンのもの
で気持ちを伝えるお手伝い。そして、それを
やってみたいと思ったアナタには、
マンツーマンのご指導も！サプラ
イズも是非 ご相談ください！

090ｰ9393ｰ3690　 不定期
木更津市　 不定休

053 バルーンアーティスト　みきひとみ

賞品�1万円分のバルーン
ギフト×1名様

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。

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

052 はなよめ学校

賞品�1講座無料体験チ
ケット×10名様

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

051 名入れのアミコム

賞品�「デザインツール6か月無料
利用&設定サポート」×1名様（88,800円

相当　　）

企業ロゴやお好きな文字などを印刷したノ
ベルティ・ギフトの販売。「せんねんの木」
のバウムクーヘンと写真入りオリジナルマグ
カップのセットは大変ご好評頂いてます。
世界にひとつのマグカップとバウムクーヘ
ンのギフト

スマホやパソコンで簡単にデザインできる
デザインツールを事業者様向けにレンタル
しております。お客様がご自身でデザイン
出来、満足度&業務効率アップ♪オリジナ
ルメッセージカードだけでなく、オリジナル
の商品、名入れ商品等を販売する
際にも、このツールは大活躍！！

ケータイ・スマホの相談といえばテレショップ
M！最近の専門ショップでは長時間待たない
といけない・・・更には初期設定等を行わない
所が大半ですが・・・テレショップMなら比較的
待たずにご案内が出来ます♪♪
更に初期設定もお客様とご一緒に
お手伝いをさせていただきます♪

0438ｰ20ｰ6100　 10：00～19：00　
木更津市長須賀328ｰ10　 なし

050 テレショップM木更津ケータイ館

賞品�3000円のガラスコー
ティング無料施工券×10名様

0438ｰ38ｰ5411 10：00～19：00（土日祝
～21：00）

木更津市金田東2ｰ10ｰ1
毎週火曜日（春・夏休み、年末年始、GWを除く）

049 木更津かんらんしゃパークキサラピア

賞品�観覧車ペア乗車券
� ×10組様

入園無料の遊園地。高さ60mの大観覧車か
らは東京湾が一望できる。足元まで透けて見
えるシースルーゴンドラやペットと乗車可能
なペットゴンドラがあり、車椅子の乗車も可
能。VR機能を搭載したファミリー向
けコースターなど合計10種類のアト
ラクションで遊ぶことができる。

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！

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

048 エルシオンKISARAZU

賞品�ブルースパークリ
ングワイン1本×12名様

地域の皆様に愛され、ご支援いただき、本
年で創業50年!!お客様の大切な衣類を『き
れいにしてお返しする』をモットーに日々
精進しております。洗濯にすることならな
んでもご相談ください。
国家資格【クリーニング師】を
持った職人がお答えします。

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

047 あらいぐま�こばやし�（小林ランドリー）

賞品�3000円分の
� 商品券×10名様

「婚活パーティでうまくいかない。」あなたをお
助けします。当社では、LINEやメールでスピー
ディな対応を、また、気軽にお話できる個室をご
用意。オンラインも対応しております。18年の実
績から、明るい将来を思う婚活へと変えていきま
す。千葉県ナンバーワン！のアイマリッ
ジで、運命の人を一緒に探しましょう！

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

046 結婚相談所�アイマリッジ

賞品�婚活お悩みカウンセリング2時
間無料券×5名様（縁結びお守り付き）

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

045 アイデザインファクトリー

賞品�ホームページ制作
�（99,000円相当）×1名様

完全個室のプライベートサロンです。
フェイシャル、脱毛、美腸活。
☆フェイシャルはお肌の状態に合わせて施術　
☆脱毛機は国産の機械を使用
☆腸もみは体が温まり、冷えや便
秘の方に人気！　話題のコスメ≪
クリスティーナ≫取扱店。

0438ｰ36ｰ1606
10：00～19：00（相談に応じます）
木更津市幸町3ｰ7ｰ1　 不定休

044 yufura

賞品�ひざ下脱毛通常料金
�9800円（男性可�

18000円相当）x2名様

0438ｰ25ｰ7598　 10：00～18：00
木更津市清見台2ｰ1ｰ3グレイス101
土日祝日（ご予約のみ承ります）

043 POLA�THE�BEAUTY�木更津店

賞品�無料肌診断に基づい
たフェイシャルエステ×10名様

季節の変わり目、本格的な冬が来る前に”肌
の冬支度”しませんか？あなたの美肌をサポー
トします。施術はオールハンド、足元から、胸
元のリンパ、顔のコリをしっかりほぐし、美容
成分を引き込みやすい”効く肌”に導きます。
季節の変わり目に是非一度ポーラ
のエステを体感してみませんか？

0438－71－1173　 10：00～16：30
木更津市木更津3ｰ2ｰ23　 不定休

042 ネイルサロン�CORAL

賞品�キューティクル
� オイル×5名様

あなたの笑顔が見たくて
南青山 沖縄にてサロン経験を積み 地元木
更津にオープンさせて頂きました。
丁寧な施術を心がけています。
ご来店 心より お待ちしておりま
す。

0438ｰ77ｰ6765　 9：00～19：00
木更津市中央1ｰ1ｰ6　 不定休

041 トータルボディメイクサロン�beauty�within�ELBIS

賞品�LEDカプセル無料券
� ×5名様

瞬間小顔　瞬間痩身はbeforeafterが話題
ダイエットコースにはファスティングや栄養指
導を取り入れボディメイクしやすいからだへと
チェンジさせます。最新美容機器を都内に行
かず受けられ、クリニック使用のものは体験
の価値ありです。お客様へ【夢のあ
る施術を提供し、笑顔にする】ことを
スタッフ一同心がけております。

0438ｰ38ｰ5855　 9：00～20：00
木更津市中央1ｰ15ｰ15　 水曜日

040 泉水脊椎矯正院

賞品�施術無料券
×5名様

根本原因にアプローチ！
泉水式「10分脊椎矯正法」骨のズレや歪みを
正しい位置に整え、痛みの改善を図ります。ま
た、筋肉や腱が正しく使われることで、ベスト
パフォーマンスを引き出す、お手伝
いをさせて頂きます。
初めての方 4,000円
2回目以降の方 3,000円

2019年にオープンした小児矯正の専門クリ
ニックです。お子様のお口の習慣を直すこと
で本来のあごの成長を取り戻します。マウス
ピースとトレーニングが中心となりますので
お子様も楽しい気持ちで通える歯医者さんで
す。悪い歯ならびの予防はお腹の中にいる時
から始められます

小児矯正の専門クリニックです。
お子様のお口の習慣を直すことで本来のあ
ごの成長を取り戻します。マウスピースとト
レーニングが中心となりますのでお子様も楽
しい気持ちで通える歯医者さんで
す。悪い歯ならびの予防はお腹の
中にいる時から始められます。

0438ｰ30ｰ0058　 水14：00～19：30 土日9：00
～13：0014：00～18：00（日曜日は

17：00まで）　 木更津市真舟5ｰ
7ｰ17 さくら都市マンション3番館1階　 月・火・木・金

039 Konohaこどもの歯ならびクリニック�真舟

賞品�歯列矯正のための資料
採取（2万5千円相当）を5名様

0438ｰ40ｰ5961　 9：00～12：00　
15：00～21：00（土曜　　

19：00まで） 木更津市文
京3ｰ1ｰ50夢遇館1階　 日曜・祝日

『整体』骨格の歪み、筋肉のバランスを整え、
痛み・しびれの根本原因にアプローチ！

『美顔鍼』今大人気の美顔鍼！鍼を刺すことで
内側からお肌を活性化！自分史上最高の肌に！

『アクシスメソッド』未だかつてない
体幹強化メソッド。豊富なメニュー
でお悩みを徹底サポート！！

038 川上接骨院�鍼灸院

賞品�大人気！！『美顔鍼』or身体能力向
上メソッド『アクシスメソッド体験版』を3名様

0438ｰ30ｰ9958　 8：00～20：00　
木更津市日の出町100ｰ142 サンコーポ

201　 日曜日

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。

037 かずさすまいるマッサージ

賞品�無料マッサージ30分
�×3名様（シニア65歳以上限定）

イタリアンタルトとジェラートの店
季節のフルーツを使用した「クロスタータ」
（イタリアのタルト）、同じくフルーツをふん
だんに使った「イタリアンジェラート」のお店
です。

0438ｰ55ｰ4186　 10：00～18：00
木更津市東太田2ｰ14ｰ20
不定休

036 Pergolato

賞品�2000円の商品券
×10枚
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 このマークがあるお店でアクアコインを使うと、スタンプ1個追加ゲット！

白い吟遊格闘海苔商人
千葉県内でのプロレス、そしてプロレス会場
での海苔のご購入の際は是非よろしくお願い
致します！
努力に勝る力なし！

090ｰ8057ｰ5900　 不定期
千葉県君津市　 不定期

大和ヒロシ

賞品�全形商品6種（3000円
相当　）と

ボトル商品2種（2000円
相当　）×10名様

078

0439ｰ52ｰ0024　 10：00～20：00
君津市杢師1ｰ11ｰ25　 木曜日

整体ベストバランス

賞品�腰仙結合回復メソッド
（通常初回　
10,000円（税込））3,000円×10名様

082
体の衰えを感じる貴方に朗報です！
「腰仙結合回復メソッド」は歪みを取り体を変
えるメソッドです。骨格バランスを正し、回復す
る体を作ります。「早く来れば良かった〜！」
300以上の喜びの声は、ホームページからご
覧頂けます。100年人生を元気に楽
しめる体づくりをしてみませんか？

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

鈴木歯科クリニック

賞品�歯のクリーニング
（保険外）×10名様

081
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。専門医に
よる矯正治療も行っておりますので、
お子様から大人の方まで、歯並びが気
になる方もまずはご相談ください。

年齢と共に増えていくお肌の悩みをなんとか
したいと思っている貴方におすすめ。
自宅の一室をエステサロンにしたアットホー
ムな雰囲気と安心価格。初回フェイシャルエ
ステ2,500円で受けられます。
石油系乳化剤不使用のシャンソン
化粧品でお肌にあったお手入れを
ご提案します。

090ｰ2622ｰ1116　 10：00～19：00
君津市常代4ｰ5ｰ15　 不定休

アンジェール

賞品�フェイシャルデコル
テエステ90分無料×5名様

080

大人の髪はツヤ命！髪のお悩み相談所！
いとこ同士技術者2名で営業しております。
皆様には、ホッと一息つきながら気兼ねな
く髪の悩みをご相談いただけるお店作りを
心がけております。お呼ばれヘアー
アップや縮毛矯正やメンズカット
なども大変喜ばれております。

0439ｰ50ｰ8868　 9：00～19：00
君津市外箕輪4ｰ1ｰ15KTプラザ101
毎週火曜日第4火曜日・水曜日連休

アトリエミュウ美容室

賞品�超極上　潤いトリー
トメント券×2名様（シャンプーブロー

込み6000円相当）

079

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

MORIHANA（森花）

賞品�お花券5000円分
� ×5枚

077
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。

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！

0439ｰ29ｰ7800　 10：00～18：00　
君津市南子安5ｰ28ｰ5　 月曜日（月曜

祝日の場合火曜日）

バウムクーヘン専門店�せんねんの木�君津店

賞品�バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

076

眠る事をもっと楽しく快適に！！
人生の三分の一はふとんの中にいます。
睡眠は健康にも大きく関わります。
寝具、ベッド、枕は1週間無料貸し出しも致
しますのでお気軽にご利用下さい。

0439ｰ54ｰ1218　 9：00～18：30
君津市北子安1ｰ6ｰ5　 毎週木曜日

戸田屋寝具店

賞品�洗って使える羽毛
カイロ（5.400円）×5名様

075

近隣の自然農法で育った野菜・果物・花等
をてん菜糖とレモン果汁のみでジャムを手
作りしています。パンやチーズ・ヨーグ
ルトに合わせるのは勿論 、調味料やクッ
キー生地の一部としての利用も可能です。
ご自身のオリジナルドレッシングも挑戦し
てみて下さい。工房独自の感覚で
作ったミックスジャムは新鮮な出
逢いとなるでしょう。

090ｰ2178ｰ8882　 君津市西原606ｰ6

手作りジャム工房～iPPO～074

賞品�1000円のジャム
� ×10名様

アイベルは創業50周年
メガネのスペシャリスト認定眼鏡士が丁寧
に検査させていただきます。
人気のファッションブランドのメガネか
ら、こだわりのスポーツメガネまで、豊富
にラインアップしています。

0439ｰ57ｰ2930　 10：00～19：00
君津市南子安4ｰ21ｰ2　 不定休

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

073

0439ｰ29ｰ7736 9：30～19：00
君津市外箕輪3ｰ7ｰ28 サンワビル1階

（ナビ検索時は3ｰ7ｰ1） 不定休

一本堂�君津店

賞品�一本堂ぷれーん1斤&
お好きなジャム1点のセットを10名様

072
焼きたて食パン専門店「一本堂」です。
君津店では9種類の食パンをお時間別に焼
きたてで販売しております。厳選した食材を
使用し、はちみつ、卵、イーストフードは使用
しておりません。
お子様にも安心して召し上がって
いただける食パンです♪

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。

0439ｰ57ｰ2770　 9：00～19：00　
君津市杢師1ｰ9ｰ7　 日曜、祝日

一心堂

賞品�黒水牛印鑑15ミリ
� ×5名様

071

0439ｰ52ｰ5211　 平日8：00～
19：00　土日祝日 7：30～19：00
君津市南子安3ｰ6ｰ20　 年中無休

石窯焼きの店�クロワッサン�君津店070
低温熟成法。低温にて長時間熟成させる事に
よりアミノ酸を生成します。体にも良く味わい
深いパンになります。自家製発酵種。当店自慢
の自家製発酵種は乳酸菌が入っている為やわら
かく、しっとりした美味しさを長時間保てます。
保存料不使用でもカビが生えにくい
のはこれが配合されている為です。

賞品�サンドウィッチオー
ドブル3500円×1名様、他

090ｰ9963ｰ5688　 不定期
君津市南子安　 不定休

あわのうた

賞品�パッチ10日分
� ×3名様

069
美容から健康。体を快適にしようとして気が
つけば、サプリや薬を沢山飲んでいる、なん
て事になってませんか？病気ではない、けど
なんだかスッキリしない気分てありません
か？お試しください♥
未来の当たり前を今、お伝えしま
す。

出汁に拘った麺料理を体験しませんか？
一杯のラーメン、一皿のパスタから、フル
コース、お弁当、オードブル、貸し切り
ビュッフェまで幅広く対応致します。
お誕生日会、女子会、もちろん男
子会も！

090ｰ3909ｰ1265
11：30～14：30/18：00～22：00
君津市人見4ｰ6ｰ1　 木曜日

麺’s�Dining�司

賞品�1000円の
� 商品券×10名様

068

0439ｰ27ｰ1895　 11：00～17：00（LO.　
16：30）

君津市中島521
日・月・木・祝日・GW・年末年始

新鮮な地元野菜や無農薬無施肥の自家製米な
ど、添加物を使わず、素材の味を生かした料理
です。酵素玄米ご飯と特製米粉を使ったケー
キ、自家焙煎珈琲がおすすめ。小糸在来大豆の
お豆腐やおからを使ったメニューも
あります。前日までのご予約にはミ
ニデザートをプレゼント。

農家レストラン�カフェやさまる

賞品�お食事券1000円
� ×5名様他

067

0439ｰ32ｰ1112　 17：00～22：00
君津市中野1ｰ2ｰ34　 日曜日（不定休）

10名様以上ご予約で日曜お昼営業

一昨年の10月に君津駅南口、徒歩2分の場所
にオープンしました。全席、掘りごたつで大
小個室をご用意しております。60名様までご
利用が可能です。かき揚げ、ふぐを中心とし
た宴会料理や台湾料理も人気です。
台湾が好きな方、台湾のお話をした
い方、大歓迎です。

天たけ

賞品�1000円分お食事券
� ×10名様

066

0439ｰ37ｰ2115　 11：00～21：00（L.O.）
君津市日渡根23ｰ1　 毎週水曜日

そば割烹　せいわ

賞品�1000円商品券
� ×15名様

065
当店は、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。

0439ｰ54ｰ6166
平日11：30～22：00 土日祝11：00～22：00
君津市北子安6ｰ17ｰ8　 年中無休

激辛ラーメンの拉麺帝王

賞品�チャーシュー1本売
り無料券（2600円）×5名様

064
勝浦式タンタンメンと竹岡式ラーメンが名物
の拉麺帝王です！
他にも台湾まぜそばや濃厚な鶏白湯ラーメン
もおすすめ♪お座敷席もありますので小さな
お子様連れのお客様も安心してご
来店下さい。

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。
千葉県産ブランド牛「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。

0439ｰ52ｰ0122　 17：00～22：30
（L.O.　

22：00） 君津市外箕輪1ｰ10ｰ18　 月曜日

牛匠しらいし

賞品�5500円分の
� 食事券×5名様

063

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。

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

君津北口の君鶏

賞品�合計3000円分の
� 商品券×5名様

062

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（水曜日夜）

いなばのしろうさぎ

賞品�1000円分のお食事
券、ウサギの木彫り×10名様

061
手間暇おしまず、美味しもの作りに全力投
球！身体に良く・優しく・美味しいラーメ
ンを、皆様に召し上がって頂きたく、食材
の素材を最大限に活かす調理法で、心も身
体も休まる癒しのお店を目指して
おります！

店舗紹介

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

君津市

賞品概要

君津市
参加店

0438ｰ53ｰ8086　 平日10：00～（土日祝
9：00）～24：00　 木更津市築地1番4 イオンモール　木更津 敷地内　

年中無休 ※年末年始、施設休館日は除く

ローヴァーズフットサルスタジオ木更津

賞品�フットサルコート1面
2時間レンタル無料券×5名様

060
元日本代表選手カレン・ロバートがプロデュー
スし、イオンモール木更津内3面フットサルコー
ト・クラブハウスを備えた施設になります。3面
を繋げてソサイチや8人制サッカーコートとし
て使用も可。日本メーカーの高品質
なロングパイル人工芝に、LEDナイ
ター照明も完備しております。
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コンディショニング的体幹トレーニング！身体を
整える！コンディショニングのレッスンです。コア
トレで身体の軸をつくります！日々の生活でのコ
リやはり身体のゆがみを改善し、快適に過ごせ
る身体をつくりましょう！自分で自分の身体の不
調を改善する！セルフケア運動！館山を
中心にレッスンを行っていますが、木
更津レッスンもスタートしました。

070ｰ3897ｰ4656　
館山市　 不定休

105 からだコンディショニング

賞品�ワンレッスン無料券
×5名様

快適な視生活を提供いたします！当店では
『認定眼鏡士』による視力測定、使用目的
やライフスタイルにあったフレーム・レン
ズの選定、フィッティング（掛け具合）の
調整などを行い、お客様に快適な
メガネをご提供いたします。

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

メガネサロン�アシダ

賞品�メガネ商品券�
� 3000円×5名様

104

創業７０年、こだわりの金物、フェアトレードを皆様にお
届けしています。農具にも特化し、「田中特製オリジナ
ル」として、当店でしか、販売していない貴重な商品も
数多く、フェアトレード（公正な貿易）はチョコレートを
いただいた時、美味しさに、「なぜ？」そこから商品を
販売することとなりました。何か、発見があ
るかも？宝箱をひっくりかえしたような、楽
しいお店、是非、遊びにいらして下さいね。

0470ｰ22ｰ2088　 8：00～19：00　
館山市湊417ｰ5　 不定休

103 田中惣一商店

賞品�商品券1000円
×10名様

地元のフルーツを使った無添加ジャム専門
店！南房総の温暖な気候で育った50種類
におよぶフルーツから厳選して作った、無
添加ジャムとドレッシングの専門店です。
味・香り・色が生きています。

0470ｰ29ｰ5090　 10：00～18：00　
館山市館山1024ｰ3　 不定休

102 館山フルーツ工房

賞品�南房総無添加フルーツジャム
詰め合わせ3本セット×3名様

ラーメンは鰹節の利いた≪鰹豚麺シリーズ≫と更に
鰹節を利かせた≪鰹ガツン麺≫の二段構え。つけ麺
は独自に加工を施した≪ツルモチ加工太麺≫を使用。
つけ汁は鰹節をふんだんに使用。※平日のランチは
上記以外のメニューになることもございま
す。詳しくはFacebookやアメブロにて、
≪ラーメンサンガ≫で検索お願い致します。

0470ｰ23ｰ3300　 11：00～14：00
（L.O.）/17:30～20:00（L.O.）スープ切れにより早仕舞いさせて頂くことがございます。

館山市北条559ｰ1　 月曜日

101 ラーメンサンガ

賞品�豚バラの醤油焼豚
� ×3名様

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。

0470ｰ22ｰ5801　 ランチ 11：30
～14：00 ディナー 17：00～21：00
館山市南条236ｰ3　 水曜日

焼肉家東貴

賞品�サーロイン
�（3000円相当）×10名様

100

館山唯一のワインバー！フランス産を中
心にソムリエ厳選のワインをご用意して
います。20：00までのご注文で、ワイン
ビュッフェ(飲み放題)も毎日やってます。
館山駅東口から徒歩3分にある、4名テー
ブルが3卓とカウンター5席のお
店です。日曜定休です。申し訳あ
りませんが全席禁煙です。

0470ｰ29ｰ5773　 17：30～23：30　
館山市北条1802ｰ1　 日曜日

099 ソムリエカフェIGREC

賞品�1000円の食事券
×10名様

房州伝統鮨の老舗 鮨匠なか川！1939年から3代
継承の秘伝のタレとシャリの大きめな房州鮨は、房
総の食文化です。近海地魚はもちろん、鴨川長狭コ
シヒカリや富津海苔、館山名門養鶏場使用の自家
焼玉子など千産千消にも尽力し、伝統の
味と誇りを持って守り続けています。大
人数の場合、事前予約お願いします。

0470ｰ22ｰ0044
11：30～14：00/17:00～21:30(L.O.　　各30分前)
館山市長須賀162　 水曜日

098 鮨匠�なか川

賞品�3000円のお食事券
×5名様（店内飲食のみ）

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。『珈琲館サルビア』で
は、ウッディーで落ち着いた雰囲
気の中でコーヒーをお楽しみいた
だけます。

0470ｰ23ｰ2341　 10：30～19：00　
館山市北条2576　 水曜日

097 珈琲館サルビア

賞品�オリジナルブレンドと
ドリップパックのセット×5名様

サルビアさんの並び
リニューアルの肉バルです！

0470ｰ22ｰ3229
昼：11：00～14：00　夜：17：00～23：00
館山市北条2576ｰ12　 火曜日

096 肉バル　rosso

賞品�ハラミステーキ
×5名様　発送不可

地元食材の食べられるチェーン店！館山駅西口
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。

0470ｰ20ｰ2121
昼11：30～15：00　夜17：00～24：00
館山市北条2557ｰ39　 なし

095 海鮮料理�はなの舞�館山店

賞品�3000円の金券
×5組様

地魚喰いたきゃうちに来な！
地魚を正直に提供させて頂いてます。
その他、130種類以上のメニュー
があります。

0470ｰ23ｰ9022
11：00～14：00/17：00～23：00　8月は

11：00～14：00 17：00～（L.O.　
22：00）22：30閉店

館山市上野原91ｰ4
毎月第3月曜日、火曜日

094 美味い家�若鈴

賞品�1000円の
商品券×10枚

手羽先のおいしいお店！
入口からは想像できないほど、店内は広く
そして和の空間が広がっています。看板メ
ニュー房州黄金手羽先は、とりあえず手羽
先！と言われるほどの大人気メニュー是非
ご賞味ください。

0470ｰ23ｰ8819　 18：00～24：00
館山市北条2550ｰ81　 日曜日

093 居酒屋台北

賞品�房州黄金手羽先10本
（1300円相当）×10名様

店舗紹介

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

館山市

賞品概要

館山市
参加店

人とお財布に優しい車屋さん。当社では車
に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
にとってメリットはもちろんデメリットも
正直にお話しした上でお客様に決
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。

0439ｰ55ｰ6769　 9：00～17：00　
君津市常代2ｰ16ｰ17　 土日祝日

有限会社�富永

賞品�SDGsピンバッチ
� ×3名様

092

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♪

090ｰ9689ｰ6025　 10：00～16：00
君津市八重原　 不定休

ぷちめぞん

賞品�収納レッスン
�2,000円割引券×3名様

091

ケータイ・スマホの相談といえばテレ
ショップM！最近の専門ショップでは長時間
待たないといけない…
更には初期設定等を行わない所が大半です
が…テレショップMなら比較的待たずにご案
内が出来ます♪♪
更に初期設定もお客様とご一緒に
お手伝いをさせていただきます♪

0439ｰ50ｰ0711　 10：00～19：00
君津市南子安4ｰ32ｰ2　 なし

テレショップMきみつケータイ館

賞品�3000円のガラスコー
ティング無料施工券×10名様

090

今「在」る暮らしを未「来」へつなぐ
君津市にて、美味しさと健康にこだわる野菜
作りを実践しながら君津・木更津の各地に
てキッチンカーで君津の極上地大豆&採れ
たて旬の野菜タップリなカレーや果物ジュー
ス、君津の美味しい食べ物を販売
しています。詳しくは、ぜひホーム
ページをご覧になってください！

090ｰ7635ｰ4288　 10：00～18：00
千葉県　 雨の日

在来（医農野菜の会）

賞品�医農野菜の会
（店舗またはイベント

出店ブースにて使える）1000円券×20名様

089

税金以外の御相談も承ります
地元君津の税理士です。
税金のことなら何でもお気軽に御相談くだ
さい。

080ｰ5435ｰ9307　 9：00～17：00
君津市君津台3ｰ18ｰ10
土日祝日

五十嵐会計事務所

賞品�節税提案書
� ×2名様

088

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

ホテル千成

賞品�2,000円分の
� 食事券×5名様

087
超高火力で仕上げる炎の中華！本場中華料理
人は、日本人が扱う事の難しい香辛料を使
い、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、千葉県産のお米を使用してい
る、自慢の料理です。

0439ｰ39ｰ2121　 11：30～19：00
君津市豊田旧菅間田65番地　 不定休

亀山温泉ホテル

賞品�総額2万円相当
ご利用券（お食事、お泊り、入浴と

お選びいただけます ）×5組

086
2020年2月クラウドファンディングで貸
切半露天風呂が完成。房総一の美肌の湯、
自家源泉掛け流しと評価高いお料理とアッ
トホームなおもてなしが自慢です
■ 地食材の料理をご用意する宿泊コース
■ 日帰り休憩コース
■ リフレッシュ日帰り温泉コース
■ 湖畔のランチコース
■ トッキーズコーヒーコース

君津市の隠れ家ネイルサロンです
2020年新規オープンのprivateネイルサ
ロンです☆
常時500色以上ご用意しております！お
客様1人1人に寄り添い、前向きで元気に
なれるようなネイルを提供します
☆ゆったりとした時間を過ごして
くださいね♪

080ｰ8737ｰ7997　 10：00～17：00
君津市上602　 不定休

Y's�nail

賞品�施術割引券3000円�
� ×3名様

085

白を基調とした落ち着いた空間で、歯のホ
ワイトニングをはじめませんか？
生活習慣や加齢で黄色くなった歯はもちろ
ん、タバコのヤニなどで暗くなった歯を白
くするお手伝いを致します！痛
み、食事制限等一切ありませんの
で男性女性問わずご利用下さい♪

0439ｰ29ｰ7738　 10：00～19：00　
君津市外箕輪3ｰ7ｰ28 サンワビル2階（ナビ

検索時は3ｰ7ｰ1）　 日曜・祝日

ホワイトニングオーグ君津店

賞品�ベーシックコース1回
（¥4,980税別）を5名様にプレゼント

084

近年話題の酵素風呂。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お子様から高齢者の方
まで安心して入浴できます。更衣
室、シャワー、休憩スペースなども
あります。

0439ｰ29ｰ7172　 10：00～19：00
（最終受付18時） 君津市下湯江246ｰ15　
毎週火曜、第2、4月曜日

発酵浴　湯らら

賞品�回数券1万円分×
1名様� 1回無料券×10名様

083
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創業明治 2 年の南房総市最古の寿司店。
南房総で水揚げされた新鮮な地魚を使った「寿
司と地魚料理」が自慢。150 年以上レシピを
守り続けてきた、元祖の『なめろう』や『さん
が焼き』などの他、珍しい地魚、マ
ンボウやクジラなどがメニューに載
ることもありますので、お楽しみに！

0470ｰ44ｰ1229　 12：00～15：00
（L.O.　
14：30）/17：00～21：00（L.O.　

20：30） 南房総
市千倉町南朝夷1079　 火曜日（祝日の場合

は翌水曜日）

111 寿司と地魚料理　大徳家

賞品�3000円のお食事券
×5名様（店内 す べ て の　

メニューに使用可）※10名様に残念賞
あります 　　

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。

0470ｰ47ｰ2131　 11：30～15：00
（L.O. 
14：00）/17：00～21：00（夜の部 要予約）
南房総市和田町海発1591ｰ17　 火曜日

110 うなぎ�新都（しんみやこ）

賞品�お食事券5,000円
� ×5名様

店舗紹介

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

南房総市

賞品概要

南房総市
参加店

昨年の台風15号の店舗被害により、現在スタジオ撮
影ができません。本年度は出張撮影を主に行って参り
ます。【撮影項目】 料理撮影・メニュー写真・店舗設備写
真・各種ポートレート・スタッフ写真・ドローン空撮・ロケー
ション記念撮影・SNS用人物撮影・オーディ
ション写真など。 ご予約・料金のご相談など
メールか直接お電話お待ちしております！

090ｰ2538ｰ7232　 10：00～18：00（店舗ス
タジオは閉店中）出張撮影は完全予約制
館山市北条2289ｰ1　 不定休（完全予約制）

109 （有）コミヤ写真館

賞品�出張ロケーション無料撮影券×�
１名様（3万円相当）内容はご相談ください。

獣害対策を地域イベントへ還元！房総は自然が豊か
なので、イノシシやシカ、サルなどの野生鳥獣が多
く、ときには農作物へ被害を及ぼします（＝獣害）。弊
社は館山市を中心として獣害対策支援を行う傍ら、
その対策を都会の方向けのイベントにして、地域へ
還元する活動もしています。はじめての
狩猟講座や林業講座など、里山を舞台に
したイベントを企画・運営しています。

070ｰ1410ｰ8808　 9：00～17：00　
館山市大戸37　 不定休

合同会社アルコ

賞品�体験イベント各種
1000円の割引券×10名様

108

コリや痛みの元となる「硬結」を的確に把握して、体調や体質
に合わせた施術を行っております。そのため自然治癒能力が
増し、ストレスポイントや痛み・コリなどの改善がみられます。
高気圧酸素カプセルや、スポーツマッサージなどもあり、充実
したリラクゼーションも可能です。女性に人気の
パーソナル体幹トレーニングも行います。【日本セ
ラピスト認定協会公認指定校！同協会の教職員】

0470ｰ27ｰ4300　 8:30～お客様の
都合で午前６時からも可能　 館山市那古
560ｰ1　 火曜日 不定休

107 ボディケア�アスリート【あすりぃと】

賞品�酸素カプセル
5500円無料券×２名様

あし専門のサロン。お悩みを根本から‼ 女性
限定☆館山市にある「あし」専門のプライベー
トサロン。『健康的な美脚』、『素足美人』、『い
つまでも歩き続けることができるような足へ』　
足のトラブルを改善し、カウンセリン
グ〜ホームケア方法までお伝えした
いと思い営業しています。

090ｰ4830ｰ9951　 9：00～18：00予約
最終受付16:30～　 館山市那古418-6フラッ
ツT55 103号室　 不定休（完全予約制）

フットケアサロン　chouette

賞品�レッグアロマトリートメント
（ふくらはぎの
トリートメント）40分　5,500円分×3名様

106

0436ｰ25ｰ1475　 17：00～24：00
（仕入れ時間に
より変動あり。）　 市原市五井2442千代ビル103号　
日曜、祝日、御盆休、年末年始

127 沖縄料理＆居酒屋がじゅまる

賞品�がじゅまるセット（2000円
相当　）

（オリオンビール2本・チューリッ
プポーク2缶・海ぶどう1パック）×10名様

本格沖縄料理、ウチナー料理が食べれるお店！沖
縄ソバも出汁を1から作った当店人気No.1メニュー
です。チャンプルー料理、ヤギ刺しや生オリオン
ビールもあり、店内では伝統芸能のエイサーや島
歌が流れ、沖縄の雰囲気が味わえるお
店です。また、【紅翔エイサー護光琉】
の本拠地としても親しまれています。

店舗紹介

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

市原市

賞品概要

市原市
参加店

セルフ給油が苦手な方も、丁寧にフォローい
たします！オイル、バッテリー、タイヤ交換
などのカーケアもおまかせください。広々と
使いやすい最新ドライブスルー洗車場も完備
で、安心・便利にご利用いただけます。2F
には水平線まで見渡せるパノラマ
休憩室もございますので、房総探
索の拠点としてご活用ください！

0470ｰ29ｰ5485　 7：00～20：00　
南房総市千倉町平舘847ｰ56　 年中無休

126 丸高石油（株）千倉港サービスステーション

賞品�ドライブスルー洗車
プリカ3500円分×10名様

手に入らない幻の酒など追わず、「味」「品質」
「価格」等、お客様に満足していただき信頼
される商いをしております。

創業 1877 年。

0470ｰ38ｰ2058　 8：00～18：30　
南房総市白浜町白浜3854　 18日、28日

125 庄作商店

賞品�日本酒720ml「作ーざくー」×3名様�
� 限定麦焼酎

720ml���「猿岩ボトル」×3名様

保育士の私が、コーチングとベビーマッサージ、
ふたつのコミニュケーションで、お子さんとマ
マの思いきりの日々を応援します !!
マザーズコーチングスクール / わらべうたベ
ビーマッサージ / 子育ての大変が楽
しみに変わる○○講座…nico には親
子の笑顔の種がいっぱいあります。

0470ｰ46ｰ3490　 10：00～15：00　
南房総市
不定休

124 笑顔いっぱい子育てサロン～nico～

賞品�nicoの各レッスンに使える500円券
� +nicoチョイスの絵本を5名様

地魚や地野菜など地産地消にこだわった料理宿で
す。2020 年 5月フルリニューアルオープン！お泊
りの他、御祝い会席、宴会、法事など様々なご用
途のお食事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。温泉で
はありませんが、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
お立ち寄りください。

0470ｰ30ｰ5030　 24時間
南房総市白浜町滝口6241　 不定休

123 夕日を望む料理宿�清都（きよと）

賞品�展望風呂付客室
ペア宿泊券6万円相当

0470ｰ29ｰ7370　 11：30～14：00
南房総市千倉町北朝夷2967　 月・火

122 ちくらつなぐホテル（併設せいざんカフェ）

賞品�2000円クーポン券�
� ×10名様（宿泊やカフェご利用時

にご使用できます。　）

かつて青山荘として、国立の小学校の保養所
をコンバージョンした宿泊施設です。初めて
訪れた人も懐かしい、心安らぐ空間に生まれ
変わりました。ホテルの象徴となるのが、カ
フェ棟です。地域と人をつなぐ場所「せいざ
んカフェ」として地元の食材を使っ
たメニュー、またカフェのみでも
ご利用いただけます。

贅沢な和風建築の宿でのんびり寛いで頂けま
す。目の前には絶景の海、磯笛公園があり、
お散歩や磯遊びにも最適。近隣には、ゴル
フ場やテニスコートなどもあります。庭では
BBQ が楽しめます。1組貸切の宿
ですのでグループ旅行、合宿、研修、
家族旅行に最適です。

0470ｰ28ｰ4270
チェックイン15時　チェックアウト10時
南房総市白浜町白浜2785ｰ2　 なし

121 おかゆ朝吉

賞品�露天風呂無料券
� （1組5,000円）×10組

海辺の宿「政右ヱ門」は、家族で経営して
いるグルメなお客様のための宿です。食の
伝統儀式「庖丁式」にも参加している当館
主人自ら料理を手掛けている為、リーズ
ナブルな料金でクオリティの高い
お料理をご提供することが可能と
なっています。

0470ｰ44ｰ4071
イン15：00 アウト10：00
南房総市千倉町忽戸497　 不定休

120 海辺の料理宿　政右ヱ門

賞品�無料宿泊�1泊2食付き「スタンダードプラン」
　ペア1組（¥30,000相当）

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。

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

119 アロマエステ�デルフィーナ

賞品�デトックスアロマ半
額+カ

レンデュラオイル100ml
（4,320円）1本×5名様

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♡

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

118 足の専門店�Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）

賞品�コースメニュー15％
� 割引券×10名様

「海から食卓までくじらを届ける」
千葉県における鯨漁の網元外房捕鯨株式会
社直営店です。専門だからこその知識、目
利きが自慢です。

「南房総のくじらでお客様を笑顔
に」をモットーに日々のお仕事を
頑張らせていただいております。

0470ｰ47ｰ4780　 8：30～17：00
南房総市和田町花園127ｰ3　 木曜日

117 つ印くじら家

賞品�鯨大和煮×10名様

犬好きな方、必見！！
犬同伴可の貸切 BBQ 場、ドッグラン、ペッ
トホテル、しつけ教室のサービスをご用意
しています。房総の地酒や食材を堪能でき
る BBQ 場や広い敷地を走り回れる
ドッグラン。人も犬も癒される空間
に是非いらしてください！！

0470ｰ29ｰ7336　 10：00～17：00
南房総市和田町布野516ｰ1
不定休

116 ワンコのお家　SEASONS

賞品�ドッグラン利用券
� 6回分×5名様

房総最南端・白浜の板前料理屋。地元の海
産物や野菜にこだわり、旬の料理を提供。
ランチタイムには、海鮮丼とアジ or イワ
シフライがセットになったボリューム満
点！『ライダーズランチ』が大人
気！ライダーはもちろん、それ以
外の方も召し上がれます！

0470ｰ38ｰ5026　 11：00～14：00 
17：00～23：00　 南房総市白浜町白
浜2620　 月、火、水

115 房州酒場きよ都

賞品�お食事券2000円
� ×5名様

500℃超の真っ赤な情熱をピザに込める‼ 
3 年半の移動販売から固定店へ！生地：ソース：
ベーコン：アンチョビ etc 手作りにこだわり高
温の薪窯で焼き上げる『パリッモチィ』のピ
ザをお楽しみ下さい！

0470ｰ44ｰ0599　 11：00～18：00
（L.O.17：30） 南房総市千倉町牧田
167ｰ1　 毎週火曜日&第2・4水曜日

114 Pizza�Indy's

賞品�ピザ1ホール
� 無料券×10名様

海が見えるとんかつ屋
勝浦のなるかポークを米油でサックり揚げ
て中はジューシーで柔らかいとん
かつです。

050ｰ1579ｰ8624　 木～火11：00～
14：00 金～月17：00～20：00
南房総市千倉町平磯1608ｰ2　 水曜日

113 とんかつ屋みやはん

賞品�500円割り引き券
� ×10名様

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。

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

112 炭火焼山海料理�隠れ屋敷�典膳（てんぜん）

賞品�お食事券�2000円
� ×5名様
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ただ シンプルに。
袖ヶ浦駅からほど近い、落ち着いた空間の
寿司屋です。鮮度の良い魚や、煮る・焼
く・締める等丁寧に手を加えた伝統的な江
戸前寿司を、是非お楽しみ下さ
い。

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

147 藤鮨

賞品�ランチ�おまかせ寿
司セット1500円×10名様

0436ｰ26ｰ7449　 11：30～17：00（L . O . 
16：30）

土曜日のみ7：30～10：00（L.O. 
9：30）　 市原市白金

町1ｰ38ｰ3　 水曜日、日曜日、祝日

129 きまぐれカフェclover

賞品�ご来店毎にケーキ1個
又はドリンク1杯無料券×10名様

料理好きの主婦が始めたキッズスペース付カフェで
す。コンセプトは自宅に《おもてなし》。気の利いた接客
や高級食材を使った料理は出来ません（笑）。身近な食
材を使い、心を込めて、手作りしています。また、子育
てをしている方々にもゆっくりした時間を過
ごしていただけるようにキッズスペースと
キッズ用品をご用意しております。

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。

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

150 奈良輪豊月堂

賞品�豊月堂まるごと和
菓子食べ放題�ペア券×2組

0438ｰ63ｰ3882　 9：00～18：00
袖ケ浦市蔵波台2ｰ8ｰ16　 日曜日、祝日

149 株式会社　ヤマフジ

賞品��オフィス家具
� 3万円相当×1名様

オフィス家具
トータルオフィスプランニング
事務椅子1脚から、働きやすいオフィス環
境をトータル的にサポートいたします。
オフィスの事でお困りの方はお手伝いいた
します。

090ｰ3509ｰ8991　 いつでも
袖ケ浦市蔵波台　 不定休

148 amimumemo　すがみほこ

賞品�あみぐるみを1名様（色・デザインは
お任せください）

ポストカードと割引券を応募者全員に

名入れあみぐるみやがらがら、切り絵命名書の出
産祝。あみぐるみウェディングベアや、切り絵ウェル
カムボードの結婚祝。お店をイメージしたあみぐる
みや切り絵フレームで開店祝等、お祝い事への手
作りギフトはamimumemoすがみほこにおまかせ
下さい。手仕事作家として20年活動、
切り絵の本を5冊出版している切り絵作
家がオリジナルデザインで作成します。

袖ケ浦の隠れ家ダイニングバー♪
かしこまり過ぎず、緩すぎず…をモットー
とした、非日常、オトナの空間なお店で
す。一軒めで食事から、二軒め以降でゆっ
たりやワイワイお酒を愉しむな
ど、様々なシーンでお使いいただ
けます。

0438ｰ64ｰ1150　 月火水金18：00～0：00、
土17：00～0：00　日祝15：00～22：00
袖ケ浦市蔵波台4ｰ11ｰ4　 木曜日

146 Baciare�drinks&dining

賞品�2020円の
お食事券×10名様

おいしいコーヒーを子どもと一緒に安心し
て味わえる手づくりカフェ。ペーパード
リップで丁寧に淹れる珈琲やオーガニック
にこだわったメニューを提供しています。
ママ友同士の交流にはもちろん上
質な珈琲で一息つきたいお一人様
もお気軽にご利用ください♪

0438ｰ97ｰ7005　 10：00～16：00
袖ケ浦市蔵波台4ｰ12ｰ7
月曜日・火曜日

145 konoha.coff�ee

賞品�ケーキセット
無料券×２０名様

0438ｰ62ｰ2899　 11：00～（L.O.　
14：00）17：00～

（L.O.　
21：00）　 袖ケ浦市福王台2ｰ21ｰ1　 月曜日

144 アメリカンステーキ16イチロー

賞品�ランプステーキ
（ライス付き　※中、大、山盛り無料ラ
ンチはLサイズドリンク、スープ付き）×5名様

当店は美味しいお肉をリーズナブルな金額で提供
しています。※他店には無い8種類のソースが売り
です。きっとお気に入りが見つかると思います。※
米は君津産コシヒカリ使用、ニンニクは青森県産を
使ったりマヨネーズも手作りしたりしています。※ハ
ンバーグ、ハンバーガー、タコス、タコラ
イス、ロコモコ丼etc多種多彩なメニュー
を取り揃えてお待ちしております。

毎日食べたい素朴な手作りクッキー。心
を込めて手作りクッキーを作り続けて15
年。甘さは控えめに素材はふんだんに使
い、風味が生かせるようなクッキーを心
がけています。季節限定のフレー
バーも人気です。

080ｰ5410ｰ8792　 12：00～17：00
袖ケ浦市のぞみ野41ｰ2
日曜日、月曜日、祝日

143 あすみ堂

賞品�お好きなクッキー
3種類×10名様

店舗紹介

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

袖ケ浦市

賞品概要

袖ケ浦市
参加店

043ｰ235ｰ8808　 ダンスレッスン（平日16：00～22：00　
土日11：00～20：00 ）

レンタル貸し出しは24時間営業
市原市五井中央西トーヨービルB1　 無し

142 スタジオT-FLAT五井

賞品�ボックス！フィット
� ×5名様�無料レッスン

地域最安値レンタルスタジオ/ダンスレッス
ン！レンタルスタジオ最安値1h 1,500〜。
1h \1,500 2h \2,500 1時間の延長で＋
1000。ダンスレッスンも行っています。kids〜
大人まで HIP HOP.LOCK.フラメ
ンコ.フラダンス.jazz.ボクササイズ。
ジャンル多数。

0436ｰ50ｰ5678　 10：30～22：30
市原市ちはら台東9ｰ7ｰ14アートスタジ

オWIZ　 火曜日

141 アートスタジオWIZ

賞品�個人レッスン
（60分）券×5名様

健康的に美しく輝く今を！アートスタジオWIZは、アットホー
ムなクラシックバレエの教室です。3才から大人まで、多
彩なクラスをご用意しております。卒業生によるテーマ
パークダンスクラスもあります♪柔軟性・姿勢・健康・プロ
になりたい！など、それぞれに寄り添い、目標
や夢を応援させていただきます。この機会に
是非、踊る楽しさを体験してみて下さい。

当サロンは、メンズ脱毛専門店になります。「極上の脱毛時
間をお過ごし頂きたい」をコンセプトに施術を行わさせて
頂いております。男性専用の、純国産最新機種を導入して
おりますので。痛が無く、熱くなく、そして最短時間での施
術が可能です。今まで、きっかけが無かったけれど、毛に関
してのご相談、ご不明な点など、是非この機会
に当サロンにお問い合わせください。
※施術者は男性のみですので、安心してご
来店ください。
0436ｰ26ｰ6926　 10：00～20：00
市原市南国分寺台4ｰ3ｰ1　 不定休

140 メンズ脱毛専門店�Salon�Sunset

賞品�ヒゲ脱毛セット（3箇
所）1回�12636円分×10名様

080ｰ3937ｰ5296　 火～土 9：00～18：00　
市原市五所1759ｰ4 ナカジマビル2F コワーキン

グスペースIDOBATA内　 日･月曜日

139 市原気功神療院

賞品�施術無料券
（5000円分）×3名様

痛みのない、穏やかな生活を取り戻そう！
当院では、腰･肩･膝等の痛みを取り除き、
痛みのない穏やかな生活を取り戻すお手
伝いをさせていただきます。 通院困難な
方は、訪問治療も行っておりま
す。 施術料1時間 5,000円 延長
料金なし

090ｰ7703ｰ2377　 10：00～18：00
（＊ご希望によりお時間の変更、

定休日でもレッスンを承ります。）　 市原市君塚5ｰ7ｰ6 
サンハイツ102　 水曜・日曜日

138 atelier�Flora

賞品�フレンチアレンジメント×３
名様�レッスン1000円割引券×5名様

アーティフィシャルフラワーという質の高い造花
を使用してアレンジメントをお作りしております。
【レンタル】【オーダー】【レッスン】色々お悩みの
方。 少しゴージャスなアレンジを作ってみたい!ワ
イヤーの掛け方を知りたい！ 初心者の方には体
験レッスンをご用意しております。オン
リーワンの作品作りをしてみませんか。 

080ｰ3360ｰ1945　 ご予約により
対応致します 市原市山小川　 不定休

137 頭コリほぐし　艶

賞品�2000円分の
施術チケット×10名様

毎日疲れをためていませんか？仕事疲れ・人間関係によ
る疲れとさまざまありますが、それは脳が疲労している
状態です。５グラム圧のやさしいタッチで頭全体のツボ
を押し、リラックスすることで脳疲労解消致します。 デ
スクワークの方・眼精疲労・頭重感・眠りが浅い・気力が
出ない方などにおすすめです。また、毛髪
診断士による毛髪診断も行っておりますの
で、髪を綺麗にしたい方にも必見です。

0436ｰ26ｰ5588　 平日10時～19時
30分　土日祝10時～18時
市原市五所1726ｰ3　 水曜日

136 足のケア&巻き爪M’s

賞品�足のリフレクソロジー30分・足の相
談30分。合計60分（約8000円相当）×3名様

足の悩み解決専門！巻き爪・かかとの角質・
魚の目・肥厚爪・たこ・変形爪・外反母趾な
どなどトラブルを抱えてませんか？足のトラ
ブルをフットケアの先進国、ドイツ式の技
術で一つ一つ丁寧にケアしていき
ます。

障がい者さんの作品をお求め易い価格で
提供！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。また、地域の
交流の場としてワークショップ開催（部屋
代無料、コーヒーサービス）作家さん募集
中。

135 福祉ショップぶんぶん

賞品�店内お好きな商品
� 2000円分×5名様

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

産地直送の『蟹』を使った料理や旬な食材
を生かした日本料理をリーズナブルな価格
でご提供致します。
高滝湖の自然に囲まれながら新鮮な食材を
ゆっくりとご堪能ください。

0436ｰ63ｰ6320　 11：00～22：30
市原市養老908ｰ1　 不定休

134 和食家　惣治郎

賞品�蟹のお刺身
� ×10名様

0436ｰ26ｰ6555　 Lunch Time 11：30～15：00
（L.O. 

14：30）Dinner Time 17：30～22：00（L.O. 
21：00）　 市原市姉

崎東2ｰ6ｰ9　 年中無休（臨時休業除く）

133 ラスペランザ姉ヶ崎店

賞品�ランチセット・
ペア券×5名様

2006年のオープン以来、イタリアンレストランとして、普
段使いからパーティ利用まで幅広いシーンでご利用いた
だけます。お得なランチセットやコースメニューまで、季節
食材を活かしたシェフ自慢の手作り料理を、落ち着いた雰
囲気の店内でお楽しみください。ご予算に応
じた細かなオーダー（バースデーケーキやス
ペシャルメニュー等）にもお応えいたします。

0436ｰ61ｰ3189　 11：00～20：30
市原市青葉台6ｰ1ｰ1　 火曜日

132 ラーメンちば宝来

賞品�味が選べる！大トロ
チャーシュー麺1杯�×10名様

上質な小麦粉を店主自らが厳選し、全粒粉もブ
レンドした香り高く、プリプリ食感の麺を実現。
飲料水から麺を練る水まで、宝来で使用する水
は、NASAも採用したという「逆浸透膜浄水シ
ステム」の水を使用。お子様でも安心してお飲
みいただけます。長年の経験と、研究
を重ねたこだわりの品々。店主自慢の
“宝来の味”をぜひご賞味ください。

0436ｰ92ｰ1050　 9：00～17：00
（ランチタイム
11：00～16：00）　 市原市宿245ｰ1
水曜日、不定期で木曜日に休む時があります。

131 Felicia

賞品�500円の食事券
×20名様

手作りケーキとローストビーフのカフェ！店内で焼
いているローストビーフと手作りケーキは農林水
産大臣賞金賞のプリンセスエッグや国産レモンを
使った、焼きプリンケーキやチーズケーキのカフェ
です。地産地消のお野菜でバランスの
良いお食事や安心安全のケーキを心掛
けています。よろしくお願い致します。

0436ｰ23ｰ0330　 16：00~24：00
市原市五井中央東1ｰ8ｰ4　 無休

130 食い処バー遊酒

賞品�房総名物「アジさん
が焼き」×10名様

五井東口の大箱居酒屋です。
売りの「炭火焼鳥・房総地魚・新鮮ホルモ
ン」を是非とも食べに来てくださいね♪
※60名収容の宴会場あり！

0436ｰ63ｰ2789　 11：00～24：00
市原市五井中央東2ｰ18ｰ6 3F　 無

128 cafe�&bar�woodland

賞品�1000円の商品券
×20名様

昼でもBAR、夜でもCAFE！隠れ家的な場所のお
店。落ち着いた空間でゆっくりと、こだわりのバリス
タコーヒーをお楽しみ下さい♪看板メニューは『い
ちはらカレー』市原米を使用し市原の季節の野菜
を主に作った自慢のカレー！またリクエストに合わ
せて、素敵なカクテルもご用意致しま
す。店主こだわりの千葉県プチアンテナ
ショップも是非、ご覧に来て下さい！
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090ｰ3114ｰ2099　 ご予約により
対応致します　 鴨川市　 不定休

173 ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪

賞品ふわりんりんスペシャル個
人セッション60分券お一人様（10000円

相当　　）

〜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。

04ｰ7094ｰ2051　 10：00～20：00
鴨川市天津1538ｰ3　 とくに無し

172 高梨IT製作所

賞品�PCサポート
（5,000円相当）×３名様

房総のITは弊社が守ります！
起業して15年、地域のITを支えてまいりま
した。 パソコンで困った時にはぜひお声が
けください！

mahariku.mahalita1024@gmail.com
10：30～22：00　 鴨川市　 不定休

171 占い師メイ

賞品�占い30分無料券
（6000円分）×2名様

占ったあとは、それまでよりも、少しでもホッとして帰っ
てもらいたい。それが、わたしの占いに対する気持ち
です。得意占術はタロット占い。 タロット占いを始めて
10年、占い師になってからは7年目になりました。占星
術も、とても面白いです。 実は、占いは生活に密着し
ているものだということが、よくわかります。
これからは、それをもっと伝えて行きたいで
す。 あなたの心の背中を占いで押します！

04ｰ7098ｰ0069　 8：00～18：30　
鴨川市金束421ｰ1　 毎月曜日、第2

第3月曜日は連休になります（月・火）

170 ヘアサロン�伊藤

賞品�サンタ・マリア・ノヴェッラのフレグラン
スソープ（2500円相当）を3名様（お一人様1個）

布看板が目印のヘアサロン伊藤です。店内のBGM ヒー
リングピアノが心地よい。とお客様によろこばれていま
す。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。かわいいネー
ミングですよね。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。

心と身体に寄り添うサロン。
ゆららの名前の通り、ゆらゆらとゆったり
とお客様に寄り添うサロンです。特別なこ
とは何もありませんが、良かったら寄って
みてください。

080ｰ1021ｰ9196　 10：00～17：00
時間外は要相談　 鴨川市大里496-3鈴木ア
パート3号　 不定休

169 癒しのサロンゆらら

賞品�英国式リフレクソロジー、全身オイ
ルマッサージ各1名様無料券（6000円相当）

168 Lazy�Dot�Mania

賞品�1000円分の
商品券×5名様

LEDで簡単にあかりを楽しんでみませんか？水玉好
きによる、LEDや紙提灯を使った装飾を主に取り扱っ
ております。当店は「簡単に楽しく！デコレーションを
もっと身近に 」をモットーとしており、簡単に楽しくお
うち時間をライトアップ。お誕生日やハロウィン、クリ
スマスなどのイベントのデコレーションに、
大変ご好評いただいております。はてさ
て、どれから試してみたいですか？

090ｰ5754ｰ4563　 11：00～18：00
鴨川市金束53　 不定休（ご来店前にwebサイ

ト等でご確認下さい）

04ｰ7097ｰ0501　 9：00～18：00
鴨川市南小町129ｰ1　 不定休

167 市平（いちべい）

賞品�500円の
商品券×１０名様

美味しいお米。美味しいお煎餅のお店。長
狭街道沿いで、長狭米、お煎餅、おかき、
お菓子、コーヒー、タバコ、陶器などを販
売しております。長狭米を使用した美味し
いお煎餅！是非ご賞味下さい。ギフト、お
土産、詰め合わせ、地方発送承り
ます。鴨川市のふるさと納税返礼
品でご準備しております。

こだわりの素材を心ゆくまで。ぬくもりあ
ふれる和の空間で鴨川港、函館港直送の魚
介類を美味しいお酒と共に心ゆくまでお楽
しみ下さい。

04ｰ7093ｰ0107　 17：00～3：00
鴨川市横渚1471ｰ32　 火曜日

166 和ダイニング桃源坊

賞品�お食事券3000円
×3名様

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。

04ｰ7094ｰ5018　 ランチタイム 木、金11：30～
13：00（L.O. 

13：00）18：00～23：00（L.O. 
22：00）

鴨川市横渚281ｰ10　 日曜日、月曜日、火曜日（予約
のみ）

165 Wine&Champagne�Bar�R

賞品�1000円分の
お食事券×5名様

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。

04ｰ7096ｰ1225　 11：00～15：00、
17：00～21：00　 鴨川市江見吉浦489　
火曜日（祝日の場合は営業）

164 美樹鮨

賞品�お食事券
� 2000円×5名様

海辺イメージのカフェテリア
南半球沿岸で美味しいお料理をメインにし
ています。仕事でも趣味の集まりにも、女
子会にもあなたの時間を応援いたします。

04ｰ7094ｰ4200　 平日11：00～15：00、
17：00～22：00　土日祝11：00～22：00
鴨川市横渚1101ｰ5　 無し

163 BEACH�CAFÉ�kamogawa

賞品�2000円商品券
×5名様

31年間鴨川市天津にて寿司店 中乃見家を営んでいた大
将と女将〜11年半紀尾井町ホテルニューオータニのコッ
クだった息子！2019年10月に父の和食と息子の洋食を
マリアージュさせた 泊まれるレストラン波太（なぶと）オル
ビスをオープン致しました。目の前の絶景に日
常を忘れ〜心も身体も癒されると共に〜親子
が奏でる〜和食と洋食をお楽しみください。

04ｰ7094ｰ5550　 11：00～14：00（L.O.　
13：30）ディ

ナー18：00～19：00最終入店、和食＆洋食コラボコー
ス要予約　 鴨川市太海９波太 オルビス　 不定休

162 泊まれるレストラン　波太オルビス

賞品�オルビス和食&洋食コラボ5000円コース�
カップル2名様10000分ご招待チケット1名様

古民家風の空間でゆったりとした時間を…
楽しく「呑」んで和の空間で「癒」されて
頂きたいと思い営業させていただいており
ます。

04ｰ7094ｰ5797
11：00～14：00、18：00～24：00
鴨川市広場795番地1　 月曜

161 呑癒庵鳥丸ん家

賞品�1,000円の商品券
を10名様

食材にこだわったライブダイニングルー
ム。料理旅館・鴨川館が誇る日本料理の味
と技を堪能できる、MAIWAIの和洋食の世
界。

0470ｰ93ｰ4111　 ランチ11：30～14：00
ディナー17：30～20：30　 鴨川市西町1179番
地　 年中無休（メンテナンスによる休館有り）

160 鴨川館�MAIWAI�板前ライブダイニング

賞品�MAIWAI�ご利用　
券2000円分×5名様

海辺のカフェです。目の前の太平洋を眺め
ながらオススメの伊勢海老がまるごと一匹
入った新鮮な伊勢海老カレー、オリジナル
カレー、季節のパフェをお楽しみ下さい。
ディナーはおつまみなど一品料理
やアルコールも充実。室内のテラ
スルームはワンちゃんOKです。

04ｰ7099ｰ7088　
11：00～15：00/17：30～21：00
鴨川市江見太夫崎66ｰ2　 水曜日

159 EBIYA.CAFE

賞品�お食事券1000円
� ×10名様

店舗紹介

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

鴨川市

賞品概要

鴨川市
参加店

0438ｰ38ｰ6950　 9：30～21：00（変更
あり）　

袖ケ浦市長浦駅前2ｰ4ｰ3　 不定休

158 studio�eArk（スタジオアーク）

賞品�シルクサスペンショングループレッスン
（60分）1000円割引券×10名様

☆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。

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。

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

157 インテリアコーディネートY’s�style

賞品�インテリア相談2時
間券7000円分×3名様

0438ｰ53ｰ8853　 月～土曜9：30～
20：00　日曜9：30～17：00
長浦駅前2ｰ4ｰ10　 金曜

156 ストレッチ鍼灸イトー整骨院

賞品�猫背矯正一回
無料券×10名様

つらいお体の悩みを、解決します！
代宿から長浦に引っ越して一年半。
駅やバス停、スーパーからも近く、さらに便
利になりました。交通事故治療に詳しい柔
整師、女性の鍼灸師も増え、 た
くさんの患者さんのお力になれる
環境が整っております。

皆様の健康づくりのお手伝いをいたします！
明るく、楽しく、活気のある治療院です！
無料送迎サービスを行なっています！
交通事故によるケガなどでお悩みの方は当院
までご相談下さい！

0438ｰ75ｰ5557　 9：00～12：00
14：00～19：30　 袖ケ浦市野里1770ｰ3　
金曜

155 イトー鍼灸整骨院

賞品�30分無料施術券
� （3250円相当）×10名様

アロマクラフト教室&全身ケアサロン。Third Place
ではやすらぎと癒しを感じていただけるよう、 お客
様の身体と心の状態に合ったアロマをセレクトし、丁
寧に施術いたします。年齢を重ねても健康で美しく
♡ 40歳からの健康的やわ肌を叶えるお手伝いをす
る完全予約制のサロンです。 （男性も施
術可）アロマを使ったハンドクリームなど
の手作り教室なども開催しております。

080ｰ3757ｰ1258　 10：00～22：00
袖ケ浦市蔵波台7ｰ20ｰ14 C棟　 不定休

154 アロマテラピーサロン＆スクール�Third�Place

賞品�メディカルアロマリ
ンパケア９０分無料　１名様

アクティブエイトでは、医学的根拠に基づいたFRピ
ラティスとシルクサスペンションの元になったレッド
コードトレーニングを用いて専門的な体幹トレーニ
ングのできる、数少ないスタジオです。腰痛、肩こり
改善、産後の骨盤ケア、リハビリを卒業し
た方からスポーツ選手まで、自分自身で
体を変えていける力をサポートします。

080ｰ2122ｰ8243　 9：00～19：00
袖ケ浦市今井2ｰ95フラワーセブンＡ101
火曜日、土曜日

153 アクティブエイト�ACTIVE�EIGHT

賞品� FRピラティス体験（1000円）50%off� ×5名様、
　レッドコード
トレーニング体験コース（5000円）50%off� ×5名様

袖ケ浦・千葉のおいしいものたちを中心に全国から毎
日づかいの食品をセレクト。特に人気は農林水産大臣
賞受賞のプロ用の卵「ぷりんセスエッグ」（袖ケ浦）・の
うえんカフェ（袖ケ浦）のお惣菜や弁当・牧場が作る絶
品チーズケーキなど。朝採れ低農薬野菜も
毎日入荷。カフェテラスでは、有機コーヒー
やジェラートなどもお楽しみいただけます。

0438ｰ97ｰ7855　 10：00～20：30　
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1ｰ39ｰ12
無休（月末最終日のみ～15：00）

152 FARM�COURT袖ケ浦

賞品�ぷりんセスエッグ
食べ比べセット×20名様

地域に密着した、小さなお店です。
昭和30年に、長浦駅の隣で薬屋をオープ
ン。昭和50年代に、長浦駅前2丁目（さつ
き台）で、お店を始めました。【KOSE】
や【COVERMARK】などの化粧
品、また、お薬（処方せんも受
付）などを扱っています。

0438ｰ63ｰ5858　 9：00～18：00　
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ2ｰ11　 土曜・

日曜・祝日

151 なりまつ薬品　さつき台店

賞品�1000円の商品券
（処方せん調剤には使えません）x10名様
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090ｰ4923ｰ3102　 特になし　
千葉市緑区あすみが丘9ｰ18ｰ16　
特になし

193 Merry�Spice

3,000円相当の木工品
（ボックス・ラック・

キッズチェア等）×5名様

ナチュラルな木工雑貨と工作をお届け。アン
ティーク感のあるナチュラルな木工雑貨を販
売したり、大人から子供まで楽しめるワーク
ショップを千葉県内各地で開催します。

043ｰ214ｰ6960　 大会開催日
千葉市中央区都町3ｰ4ｰ17　
大会開催日以外

192 千葉密着 ･発信型プロレス�2AW

賞品�定期大会　チーバ
トル　ペア招待券5組

千葉でプロレスみるなら2AW！！千葉市中
央区都町のアリーナ『2AWスクエア』で毎
週大会を開催中！！！中学生以下は無料で
入場頂けます！

店舗紹介

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

千葉市

賞品概要

千葉市
参加店

0470ｰ62ｰ8117
9：30～12：00、16：00～18：30
いすみ市日在2168　 無し

191 いすみ動物病院

賞品�いすみ動物病院
1000円割引チケット×10枚

元気な長寿を目指そう！
今年からトリミングを始めました よろしくお願
いします！

親しみやすいお店を目指し、いらっしゃいませ
ではなく、こんにちは、と接客をしています。
どーも三代目高橋未樹です。オーソドックスな
商品もありますが、季節に応じた食材を使用し
た和菓子を作っています。
是非とも足を運んで見て下さい。

0470ｰ87ｰ6887　 9：00～16：00　
いすみ市岬町長者56　 日曜日

190 高橋製菓

賞品�かりんとう饅頭
� 6個入り×3名様

全て国産小麦を使用して、店主が一人で作っ
ています。できるだけ地元の素材を使用し、小
麦本来の美味しさを味わって頂けるようなパン
を心掛けています。毎日30〜40種類くらいの
パンを販売しています。中でも一番
人気は、クロワッサンで、バターの香
りを堪能して頂けると思います。

0470ｰ86ｰ4007　 10：30～17：00　
いすみ市荻原2631ｰ5　 月・火曜日

189 grain

賞品�1000円の商品券
� ×10名様

150頭の乳牛を飼育する高秀牧場は、観光牧
場ではない普通の牧場です。新鮮な牛乳を使っ
てチーズやジェラートを手作りしています。ジェ
ラートは季節によりフレーバーを変えながら常
時１２種類販売しており、迷うこと間違いなしで
す。チーズを使ったピザなどの軽食も
提供しています。テラス席からはのん
びりと牛を眺めることもできます。

0470ｰ62ｰ6669　 10：00～17：00（軽食
L.O.16：00）

いすみ市須賀谷1339ｰ1 木曜

188 高秀牧場ミルク工房

賞品�ジェラート
� ８個セット×3名様

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000　 00：00～

00：00　 ○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

いすみ市

賞品概要

いすみ市
参加店

047ｰ536ｰ2277　 9：00～19：30
（日により異なります）
茂原市町保11ｰ148　 不定休

187 まつげエクステサロンJASMINE茂原駅前店【ジャスミン】

賞品�〈ご来店初めてのお客
様〉1,000円割引チケット×500名様

茂原駅前マツエク専門店♪ 最新技術導入、人気 
No.1♪スタッフ全員10,000回以上の施術経験あ
りの実力派☆ 大人気！フラットラッシュ、ボリューム
ラッシュ！接着方法、デザイン種類をお客様のお目元
に合わせてオーダーメイド！ 沢山のリピー
ター様に支えていただいております。 高
技術と高品質をぜひお試しください！

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。ヘッドスパやブライダル
シェービングも大好評です。

0475ｰ22ｰ3238　 9：00～18：00　
茂原市高師849　 毎週月曜・火曜

186 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

0475ｰ23ｰ6569　 9：00～19：00　
茂原市小林2724ｰ10　 金曜日

185 なのはな鍼灸院

賞品�5500円の商品券
（施術用）×10名様（当選は一人

一枚のみ ）

女性と乳幼児にやさしい鍼灸院。冷え、自
律神経の不調、不妊、事故後遺症、女性特
有の症状、産前産後の不調、痔、膀胱炎、
夜泣き・かんむし等の乳幼児の困りごとを
主に承っています。

0475ｰ25ｰ3818　 9：30～19：00　
茂原市八千代1ｰ8ｰ9　 水曜日

184 創作スイーツ＆フレンチ　レーヴ

賞品�・ローストポーク1キロ×１名様・ディナーお
食事券1000円×３名様・マカロン5個入りセット×２名様

ＪＲ外房線茂原駅より徒歩１０分。「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、大人
達が「すき」を通じて集まれる、お花やワイン
等のイベントも、企画運営しています。

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。

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

183 中国料理�香�xiang

賞品�銚子産フカヒレの姿煮麺ラ
ンチ（2700円）のお食事券×5名様

こだわりハンバーグの洋食屋さん。自家農園の野
菜、青森県産にんにく、フルベジファームの葉物野
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。クラッシック
なお料理、小上がり席もあり、お子様から
お年寄りまで楽しめるレストランです。

0475ｰ22ｰ5199　 11：00～15：00 
17：30～22：00　 茂原市茂原443ｰ4
水曜日

182 Dining�Restaurant�COLUMBUS

賞品�1200円の食事券
� � ×5名様

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

店名のボングーは、フランス語で「美味しい・うまい」の
意味。大小宴会など様々に対応。デザートやお酒に合う
一品料理も充実しています。 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！ 人気のモンスターハンバー
グ1キロは一人でチャレンジしても。 みんな
で取りわけでも。茂バーグ1キロ5500円

181 ステーキ＆ハンバーグbon�gout

賞品�1000円分の
� お食事券×10名様

店舗紹介

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

茂原市

賞品概要

茂原市
参加店

自然に囲まれたクレイン千葉富津。国内屈
指の馬術選手が所属しており、馬術競技の
練習風景を間近で見られる機会がある他、
レッスンで直接指導を受けられるチャンスも
あります。キッズからシニアまで、
幅広い年齢層の方に乗馬をお楽し
みいただけます。

0439ｰ66ｰ2100　 9：00～17：00
富津市宝竜寺373ｰ1　 火曜（定休日が

祝日になる場合は前日の月曜日が定休日になります。）

乗馬クラブクレイン千葉富津

賞品�乗馬試乗会
� 約30分×10名様

180

炭酸スパでスッキリ爽快！当店では、濃度
調整のできる最新の炭酸泉マシーンを導入
し、パーマやカラーリングのお客様には、
無料で炭酸泉処理をさせて頂いておりま
す。炭酸泉の効果を是非ご体感下さい♪ご
来店をお待ちしてます♫

0439ｰ29ｰ6456　 8：30～19：00
富津市青木2ｰ22ｰ1　 月曜・第2第3火曜

Hair�Studio�M’s

賞品�30％割引券
� ×5名様

179

根本治療は痛みの出ている部位だけでなく、
痛みが出ている原因をつきとめて治療します。
体の不調を抱えている方には、猫背や骨盤
にゆがみがある可能性が高いです。猫背矯
正や骨盤矯正を行うと、骨格や筋
肉のバランスが良くなり、痛みが軽
減します。

0439ｰ32ｰ1771　 10：00～13：30、
14：30～20：30 土、日曜も営業　 富津市青
木1丁目5番地1イオンモール富津3F　 金曜

ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院

賞品�15分無料クーポン
2枚組×10名様

178

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・火曜日

BarBer�10bee（テンビー）

賞品�全メニュー2000
円引券×5名様

177
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。

090ｰ7254ｰ1800　 9：00～18：00　
富津市小久保　 不定休

パーソナルカラー診断、骨格スタイル診断は、似合う色、似
合うファッションなど自分自身を最もキレイに見せてくれ
る理論です。もって生まれた美しさ、魅力を最大限に発揮し
て、より良いご自身へと導くレッスンのご案内をしておりま
す。ブライダルを控えた花嫁さんにもドレス選びの前に大
変人気なメニュー、 パーソナルカラー、骨格
スタイル診断を知らないみなさまへ、お伝えし
ていける場となれたら嬉しく思います。

ショコラ♡ショコラ

賞品�パーソナルカラー&骨格
スタイル診断無料券×１名様

176

祖母の時代からで創業70年のラーメンです。 10年
前にリニューアルオープンしました。 昔ながらのあっさ
り鶏ガラの醤油ラーメン。 こってりの背油豚骨ラーメ
ン 濃厚の煮干し系ラーメンなど好評です。期間限定
で富津産の海苔を練り込んだ麺に貝出汁
の海苔ラーメンは県外からのお客様も多数
来られます。是非とも食してみて下さい。

0439ｰ73ｰ2312　 11：30～14：00　
17：30～21：30　 富津市大堀1560ｰ5　
火曜日、第一月曜日

ラーメンダイニングすどらぁ

賞品�千葉県産SPFブランド
豚チャーシュー20㎝の塊×５名様

175

富津市の東京湾沿いのマテバシの森に、自然を取
り込んだカフェ空間あります。開放感と心地よさ
が時間を忘れるほどの癒しを提供します。地元産
の果物や野菜を積極的に使用し、ランチやスイー
ツに豊かさと季節感を感じる事が出来ます！素敵
な記憶、時間を森空間と丁寧にドリッ
プした珈琲と共に！ 秘密にしたい特別
な場所になるでしょう！

0439ｰ66ｰ0936　 11：00～17：00
富津市亀田1237　 火・水曜日

Cafe�GROVE

賞品�１日貸し切り×１名様
� 団体、営利目的での使用は原則ご遠慮ください。日程や内容は、ご相談で決めさせて頂きます。

174

店舗紹介

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

富津市

賞品概要

富津市
参加店
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18 203市町村 店舗

ふるってご応募ください！

0470ｰ80ｰ1146　 9：00～17：00
夷隅郡大多喜町大多喜270ｰ1　 年末年始

203 大多喜町観光協会

賞品�大多喜城�城めぐり
�クッキー×8名様

大多喜町観光協会は無料休憩所、お茶コー
ヒーの無料サービス、手荷物預かり、人力車、
レンターサイクル、オリジナル商品まけしら
ず、突破力、おやゆずり、名物十万石最中な
ど大多喜町特産品のお土産を取り揃えて皆
様のお越しをお待ちしています。

店舗紹介

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

大多喜町

賞品概要

大多喜町
参加店

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！！

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

202 鈴木電気店

賞品�Lita水素ボトル
� ×1名様

店舗紹介

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

一宮町

賞品概要

一宮町
参加店

0475ｰ52ｰ3434　 11：30～14：30（L.O.　
14：00）17：00

～21：30（L.O.　
21：00）　 東金市東岩崎11ｰ20　 月曜日

201 会席亭かくじゅう＆和食十文字

賞品�会席亭かくじゅうオリジナル
三年熟成黒豆味噌（700g　

カップ入り）１個×10名様

東金地域NO1の個室数と席数の和食亭。江
戸末期、安政６年創業で今年161周年を迎え
ました。１階から３階まで全館個室で35部屋に
対応できます。１階は気軽に食べられる和食十
文字。 ２階は和風の完全個室が10部屋。 ３階
はご宴会用で最大120名様がご利
用できます。歓送迎会・ご法事・長寿
祝い・お節句などにご利用ください。

店舗紹介

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

東金市

賞品概要

東金市
参加店

海の見えるドングリ林のお家カフェ。ガウディを思わせる不思議な建
物と畳のある客室は小さな子どもからご年配のお客様までゆっくり
くつろげます。バンズから作る猪鹿バーガーは房総の野菜を挟んで
肉肉しく水水しく絶品です。他に季節で変わるランチメニューとス
イーツ、苗から育てた無農薬米の米粉ワッフルと自家製ジャムがお
すすめです。二階にはお子様連れや団体様向けの個
室もあります。要予約。不定休ですので、ご来店の際
は電話またはメールにてご確認くださいませ。

0470ｰ55ｰ4004　 11時～夕暮れ
安房郡鋸南町大六1082ｰ1　 不定休

200 Cafe&ガラス工房　海遊魚

賞品�サンドブラストグラス
アート体験ペアチケットを5名様

店舗紹介

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

鋸南町

賞品概要

鋸南町
参加店

大多喜市

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。

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

199 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

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

198 伊勢えび・あわびが専門の宿　大野荘

賞品�お食事券
1000円分×10名様

御宿の中心に位置する大野荘は、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、ご宴会などすべて
にご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。

店舗紹介

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

御宿町

賞品概要

御宿町
参加店

一日楽しめる外房のゴルフ総合練習場
ドライビングレンジ（打ちっ放し）は関東
では希少な水上練習場。天然芝から打てる
特徴のあるアプローチ練習場でバンカー、
アプローチの練習もでき、全9ホールナイ
ター照明完備のショートコースは
初心者から上級者まで楽しめるフ
ラットな本格派コースです。

0475ｰ32ｰ0181　 7：00～22：30
長生郡長生村岩沼2013　 1月1日

197 ダイナミックゴルフ茂原

賞品�ショートコース
�9ホール1周無料券×5名様

ランチタイムは焼き立てパンが食べ放題。ゴルフ練習
場に併設のレストランですが、女性やゴルフをしない方
にも多くご利用頂いています。キッズスペースやベビー
ルームもあり、お子様連れも大歓迎です。個室もご用意
しており、コース料理やパーティーなどご家族、友人、お
仲間と一緒に格別なお時間をお過ごし頂け
ます。ディナータイムには音楽を中心とした
イベントなどプロアマ問わず行っております。

0475ｰ32ｰ3351　 10：00～19：30　
長生郡長生村岩沼2013　 1月1日

196 かぼちゃハウス茂原店

賞品�1,000円分の
� お食事券×5名様

店舗紹介
000ｰ0000ｰ0000　 00：00～

00：00　 ○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日

長生村

賞品概要

長生村
参加店

080ｰ9990ｰ5792　 10：00～18：00
船橋市七林町116ｰ33　 不定休

195 Gravel�Road�Ride

賞品�1000円off�×5名様

ロードバイクを使って、地球と体を健康にしません
か？ロードバイクを使うことで多くの二酸化炭素を出
さず遠くへ移動でき、そして全身運動で体も健康に
なります。弊社では、近年海外でトレンドになってい
るキャンプライドが出来るロードバイクを格安でお貸
しします。あわせてキャンプグッズのレン
タルも格安ででき、販売も行っています
ので、お悩みの方はご相談ください。

047ｰ409ｰ1877　 7：00～14：00　
船橋市市場1ｰ8ｰ1　 水曜日、日曜日

194 市場カフェ

賞品�コーヒーチケット
� 5枚つづり×5名様

船橋市場の中の小さなカフェ兼交流スペー
ス。市場の廃材を使ったちょっとレトロでダサ
かっこいいカフェスペース。パレットの本棚、
りんごの木箱のカウンター、すのこのカウン
ター棚…手作りで昭和レトロと市場を感じさ
せる空間を作りました。復興支援で
活躍した珈琲、女川(おながわ)ブラン
ドをご賞味ください！

店舗紹介

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

船橋市

賞品概要

船橋市
参加店
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ゴルデックスモバイル

GOLDEX株式会社
MAIL.customer_support@goldexmobile.com

10/8
（木）

イオンモール
幕張新都心店

11/6
（金）

スパークルシティ
木更津店

千葉県内に続々オープン予定！

GOLDEX mobileならGOLDEX mobileなら
Appleアウトレット取り扱い

お得な格安スマホ/格安SIMなら

オープン記念
キャンペーン

このパンフレットご持参で
ゴルデックスモバイル

スパークルシティ木更津店に
ご来店、ご契約いただければ
USシネマ木更津鑑賞券

をプレゼント！

8種類
特別賞

203種類
店舗賞

店舗の賞品が
当たる！

豪華賞品が
当たる！スタンプを3つ集めて

�Wチャンスに応募しよう!！ Wチャンス

違う店鋪スタンプを
3つ集める

店舗賞と特別賞を選んで
各店舗に設置の応募箱
または郵送する

step

1
step

3
step

2

各店舗でスタンプ
を3つ集めて好きな

賞品に

じゃんじゃん応募し
よう！各店舗でスタンプ

を3つ集めて好きな
賞品に

じゃんじゃん応募し
よう！

スタンプを3つ集めて
応募しよう！！

参加は簡単
203店舗ある参加

店を利用いただく
と専用のスタンプ

が押されます。

期間内にスタンプ
を3つ（3店舗）集め

て参加店の応募箱
に応募するだけ！

応募は各参加店に
設置の応募箱また

は房総いいねスタ
ンプラリー事務局

まで

郵送でもＯＫ。
房総いいねスタン

プラリー事務局　

〒292-0044　千
葉県木更津市太田

4-19-6 太田YSビ
ル1F4号

応募の締め切りは
2020年11月30日

（月）まで。

郵送の場合は締切
日の消印まで有効

。

参加店はどこで
見るの？

全参加一覧の情報
は中に記載の、黒

いQRコードで見
ることが可能です

。

公式WEBサイトに
なりますので、ブッ

クマークがオスス
メです。

赤いQRコードは
Facebook公式

ページです。

公式FBページで
は随時様々な情

報を発信してい
きますので、ぜひ

「いいね！」を押
してフォローし

てくださいね。

203種類
店舗賞

Wチャンス

8種類
特別賞

豪華賞品が当た
る！

店舗の賞品が当
たる！

違う店鋪スタン
プを

3つ集める
step

1
店舗賞品と
特別賞を選んで

応募する
step

2

step

3

同じ店舗が
複数ある場合は

無効

異なる3店舗で
スタンプゲット

！

冊子の中から
特別賞1つと
好きな店舗賞を

1つ選べるよ！

実施期間  2020年
 10月3日 から土

まで11月23日月祝

抽選で総勢
1400人以上に

当たる！

僕はお昼の
ランチで
コツコツと
スタンプゲット！

家族で旅行帰り

に食事して、
お土産買えば
あっと言うまに

スタンプ３つ！

2020年10月3日●　11月23日●土 ●祝月

お問い合わせ　房総いいねスタンプラリー実行委員会　info@bosta.jp

●東
京ドイツ村

賞B

入場
ご招待券
5名様

●マ
ザー牧場賞A

入場
ご招待券
ペア5組
10名様

●キ
ッズダム賞C

ファミリー
入場券

（大人2名・　　小学生以下3名）
15組

●新
昭和賞

E

ミライエテラスカフェ　ランチ
ペア招待券　5組様

※イメージ画像です

木更津ふるさと応援団
C-Style
木更津ふるさと応援団
C-Style

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

富津市観光大使
SAXプレイヤー
WaKaNa　

千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ
千葉県住みます芸人
もぐもぐピーナッツ

元プロサッカー選手
カレン・ロバート
元プロサッカー選手
カレン・ロバート

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

房総をPRする
ユーチューバー
タヌキマスク

スタンプラリーを
房総いいね

アクアコイン5千円分
プリペイドカード4名様

※イメージ画像です

●

君津
信用組合賞F●日

東交通賞D

わくわく日帰りツアー
1組2名様

アーツわく わく

●

 いす
み鉄道賞

G

いすみ鉄道１日フリー乗車券
ペア10組20名様

イオ
ンモール劇場

賞●
 よし

もと幕張

H

「昼ネタ公演招待券」15名様
   ※土日公演や特別公演は除く

18市町村
203
店舗参加

房総いいねスタンプラリー公式WEBサイト

応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。
応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。

ＰＲ大使が応援！

SNSに投稿し
よう！

SNSに投稿し
よう！#房スタを付けて#房スタを付けて

ハッシュタグハッシュタグ

当選本数1,400本以上当選本数1,400本以上参加店賞

プレゼント総額 400万円以上プレゼント総額 400万円以上
豪華賞品プレゼント !豪華賞品プレゼント !特別賞

応募者全員に特別賞と参加店賞がダブルで当たるチャンス！

応募応募しよう！しよう！
違うお店の
　スタンプを
違うお店の
　スタンプを３つ集めて３つ集めて

千葉密着・発信型プロレス
2AW

千葉密着・発信型プロレス
2AW

特別賞は実行委員会にて抽選。店舗賞は各店舗にて抽選を行います。
今回ご応募いただいた個人情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。
当選者の発表は賞品の発送及び、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

異なる店舗の
スタンプを

押してください

異なる店舗の
スタンプを

押してください

異なる店舗の
スタンプを
押してください

〒住所

氏名

TEL

性別 年齢

希望する施設の
アルファベットを

記入

特別賞
希望する

お店の番号を
記入

店舗賞

※応募多数の場合、ご希望の賞品に添えないこともあり
　ますのでご了承ください。
※上記の希望賞品に記載がない、または不明な場合は
　無効となりますのでご注意ください

房総いいねスタンプラリー
公式WEBサイト

Facebookページ

QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。

コチラ！ コチラ！OK!
異なる3店舗で
スタンプゲット！

同じ店舗のスタンプが
複数ある場合は無効

NG!

抽選で
総勢1400人
以上に当たる！

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

〒 292-0044
千葉県木更津市太田4−19−6
 太田YSビル１F No4

房総いいねスタンプラリー
 実行委員会事務局

〒 292-0044
千葉県木更津市太田4−19−6
 太田YSビル１F No4

房総いいねスタンプラリー
 実行委員会事務局

貯まったスタンプは郵送で応募もできます！
↓コチラを切ってお使いください

応募の締め切りは
2020年11月30日（月）まで。
郵送の場合は締切日の消印まで有効。

長３、長４封筒で応募!
カード10枚程度（25ｇ

以内）なら
84円で郵送できます。

応募箱

応募箱

郵�送


