木更津市

060

ローヴァーズフットサルスタジオ木更津

065

そば割烹

せいわ

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

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

君津市
参加店
賞品概要
061

賞品1000円商品券

×15名様

066

君津市

いなばのしろうさぎ

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）

君津北口の君鶏

賞品1000円分お食事券

×10名様

067



063

牛匠しらいし

賞品お食事券1000円

×5名様他

賞品1000円の

商品券×10名様

あわのうた

064

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

激辛ラーメンの拉麺帝王

070

12

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

073

090ｰ9963ｰ5688
不定期
君津市南子安
不定休

0 4 3 9 ｰ 52ｰ 5211
平日8：0 0〜
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

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

賞品 メガネの3000円割
引券+1000円割引券×5名様

大和ヒロシ
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！

賞品 全形商品6種（3000円
と
相当 ）
ボトル商品2種（2000円
×10名様
相当 ）

079

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

手作りジャム工房～iPPO～

賞品1000円のジャム

×10名様

090ｰ2178ｰ8882

君津市西原606ｰ6

戸田屋寝具店

アトリエミュウ美容室

アンジェール
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。

賞品フェイシャルデコル
テエステ90分無料×5名様

081

076

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

バウムクーヘン専門店せんねんの木君津店

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）

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

鈴木歯科クリニック
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。

賞品 歯のクリーニング
（保険外）×10名様

082

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

整体ベストバランス

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！

賞品バウムクーヘン丸々
1本（2万円相当）×1名様

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

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 ）

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。

賞品 洗って使える羽毛
カイロ（5.400円）×5名様

090ｰ8057ｰ5900
不定期
千葉県君津市
不定期

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。

080

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。

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

賞品お花券5000円分

×5枚

078

オプトマックスアイベル君津店

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

9：00〜19：00
日曜、祝日

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。

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。

075

石窯焼きの店クロワッサン君津店

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。

賞品チャーシュー1本売
り無料券（2600円）×5名様

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

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。

賞品パッチ10日分

×3名様

MORIHANA（森花）

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♪

074

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

0439ｰ57ｰ2770
君津市杢師1ｰ9ｰ7

一本堂君津店

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！

069

L.O.
22：00

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

麺’
sDining司

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。

賞品5500円分の

食事券×5名様 （



賞品 黒水牛印鑑15ミリ
×5名様

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。

068

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

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

077
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。

072

農家レストランカフェやさまる

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

一心堂

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。

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！

賞品1000円分のお食事
券、ウサギの木彫り×10名様

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

天たけ

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

071

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。

君津市

君津市

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。

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？

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

0439ｰ52ｰ0024
君津市杢師1ｰ11ｰ25

10：00〜20：00
木曜日

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！
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