083

発酵浴

湯らら

089

在来（医農野菜の会）

君津市

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。

賞品回数券1万円分×
1名様 1回無料券×10名様

ホワイトニングオーグ君津店

（

賞品医農野菜の会
）1000円券×20名様

店舗またはイベント
出店ブースにて使える

090

085

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

Y'snail

賞品3000円のガラスコー
ティング無料施工券×10名様

091



086

亀山温泉ホテル

賞品総額2万円相当
お泊り、
入浴と
ご利用券
（お食事、
×5組
お選びいただけます ）

087

080ｰ8737ｰ7997
10：00〜17：00
君津市上602
不定休

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

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

五十嵐会計事務所

14

090ｰ9689ｰ6025
10：00〜16：00
君津市八重原
不定休

館山市
参加店
賞品概要
093

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

肉バル

9：00〜17：00
土日祝日

102

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

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！

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

103

0470ｰ23ｰ2341
館山市北条2576

賞品商品券1000円
×10名様

10：30〜19：00
水曜日

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

ソムリエカフェIGREC

0470ｰ29ｰ5773
館山市北条1802ｰ1

8：00〜19：00
不定休

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。



賞品メガネ商品券
3000円×5名様

105

17：30〜23：30
日曜日

0470ｰ22ｰ2088
館山市湊417ｰ5

メガネサロンアシダ

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

からだコンディショニング

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。

賞品1000円の食事券
×10名様

10：00〜18：00
不定休

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。

104

賞品3000円のお食事券
×5名様（店内飲食のみ）

0470ｰ29ｰ5090
館山市館山1024ｰ3

田中惣一商店

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。

099

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

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。

鮨匠なか川

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。

賞品房州黄金手羽先10本
（1300円相当）×10名様

館山フルーツ工房

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。

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

11：00〜14：00
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。

珈琲館サルビア

店舗紹介

居酒屋台北

0470ｰ23ｰ3300

サルビアさんの並び
リニューアルの肉バルです！

098

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

ラーメンサンガ

賞品豚バラの醤油焼豚 （L.O.）/17:30〜20:00（L.O.）
月曜日

×3名様 館山市北条559ｰ1

rosso

賞品ハラミステーキ
×5名様 発送不可

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

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

賞品3000円の金券
×5組様

097

0439ｰ55ｰ6769
君津市常代2ｰ16ｰ17

101

海鮮料理はなの舞館山店

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。

賞品SDGsピンバッチ

×3名様

賞品サーロイン
 （3000円相当）×10名様

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。

096

有限会社富永

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。

賞品節税提案書

×2名様

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

館山市
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。

賞品1000円の
商品券×10枚

095

ぷちめぞん

賞品収納レッスン
2,000円割引券×3名様

ホテル千成

賞品2,000円分の

食事券×5名様

10：00〜18：00

焼肉家東貴
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23ｰ9022
11：00〜14：00/17：00〜23：00 8月は
11：00〜14：00 17：00〜
（L.O.
22：30閉店
22：00）
館山市上野原91ｰ4
毎月第3月曜日、火曜日

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♪

092
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

100
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。

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♪

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♪

賞品 施術割引券3000円
×3名様

090ｰ7635ｰ4288
千葉県
雨の日

テレショップMきみつケータイ館

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♪

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

美味い家若鈴

館山市

館山市

084

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

094

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！

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。

賞品ワンレッスン無料券
×5名様

070ｰ3897ｰ4656
館山市
不定休

15

