
1110

木
更
津
市

木
更
津
市

 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


