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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




