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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！

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


