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ただ シンプルに。
袖ヶ浦駅からほど近い、落ち着いた空間の
寿司屋です。鮮度の良い魚や、煮る・焼
く・締める等丁寧に手を加えた伝統的な江
戸前寿司を、是非お楽しみ下さ
い。

0438ｰ97ｰ5787
11：00～14：00/17：00～22：00
袖ケ浦市福王台1ｰ13ｰ1　 日曜・祝日

147 藤鮨

賞品�ランチ�おまかせ寿
司セット1500円×10名様

0436ｰ26ｰ7449　 11：30～17：00（L . O . 
16：30）

土曜日のみ7：30～10：00（L.O. 
9：30）　 市原市白金

町1ｰ38ｰ3　 水曜日、日曜日、祝日

129 きまぐれカフェclover

賞品�ご来店毎にケーキ1個
又はドリンク1杯無料券×10名様

料理好きの主婦が始めたキッズスペース付カフェで
す。コンセプトは自宅に《おもてなし》。気の利いた接客
や高級食材を使った料理は出来ません（笑）。身近な食
材を使い、心を込めて、手作りしています。また、子育
てをしている方々にもゆっくりした時間を過
ごしていただけるようにキッズスペースと
キッズ用品をご用意しております。

今や貴重な全て自家製あんこの和菓子店で
す。しみじみ美味い、衝撃的に面白い、
様々な和菓子を取り揃えてお待ちしており
ます。

0438ｰ62ｰ2109　 8：00～18：00
まで　 袖ケ浦市坂戸市場1352ｰ2
毎週水曜日

150 奈良輪豊月堂

賞品�豊月堂まるごと和
菓子食べ放題�ペア券×2組

0438ｰ63ｰ3882　 9：00～18：00
袖ケ浦市蔵波台2ｰ8ｰ16　 日曜日、祝日

149 株式会社　ヤマフジ

賞品��オフィス家具
3万円相当×1名様

オフィス家具
トータルオフィスプランニング
事務椅子1脚から、働きやすいオフィス環
境をトータル的にサポートいたします。
オフィスの事でお困りの方はお手伝いいた
します。

090ｰ3509ｰ8991　 いつでも
袖ケ浦市蔵波台　 不定休

148 amimumemo　すがみほこ

賞品�あみぐるみを1名様（色・デザインは
お任せください）

ポストカードと割引券を応募者全員に

名入れあみぐるみやがらがら、切り絵命名書の出
産祝。あみぐるみウェディングベアや、切り絵ウェル
カムボードの結婚祝。お店をイメージしたあみぐる
みや切り絵フレームで開店祝等、お祝い事への手
作りギフトはamimumemoすがみほこにおまかせ
下さい。手仕事作家として20年活動、
切り絵の本を5冊出版している切り絵作
家がオリジナルデザインで作成します。

袖ケ浦の隠れ家ダイニングバー♪
かしこまり過ぎず、緩すぎず…をモットー
とした、非日常、オトナの空間なお店で
す。一軒めで食事から、二軒め以降でゆっ
たりやワイワイお酒を愉しむな
ど、様々なシーンでお使いいただ
けます。

0438ｰ64ｰ1150　 月火水金18：00～0：00、
土17：00～0：00　日祝15：00～22：00
袖ケ浦市蔵波台4ｰ11ｰ4　 木曜日

146 Baciare�drinks&dining

賞品�2020円の
お食事券×10名様

おいしいコーヒーを子どもと一緒に安心し
て味わえる手づくりカフェ。ペーパード
リップで丁寧に淹れる珈琲やオーガニック
にこだわったメニューを提供しています。
ママ友同士の交流にはもちろん上
質な珈琲で一息つきたいお一人様
もお気軽にご利用ください♪

0438ｰ97ｰ7005　 10：00～16：00
袖ケ浦市蔵波台4ｰ12ｰ7
月曜日・火曜日

145 konoha.coff�ee

賞品�ケーキセット
無料券×２０名様

0438ｰ62ｰ2899　 11：00～（L.O.　
14：00）17：00～

（L.O.　
21：00）　 袖ケ浦市福王台2ｰ21ｰ1　 月曜日

144 アメリカンステーキ16イチロー

賞品�ランプステーキ
（ライス付き　※中、大、山盛り無料ラ
ンチはLサイズドリンク、スープ付き）×5名様

当店は美味しいお肉をリーズナブルな金額で提供
しています。※他店には無い8種類のソースが売り
です。きっとお気に入りが見つかると思います。※
米は君津産コシヒカリ使用、ニンニクは青森県産を
使ったりマヨネーズも手作りしたりしています。※ハ
ンバーグ、ハンバーガー、タコス、タコラ
イス、ロコモコ丼etc多種多彩なメニュー
を取り揃えてお待ちしております。

毎日食べたい素朴な手作りクッキー。心
を込めて手作りクッキーを作り続けて15
年。甘さは控えめに素材はふんだんに使
い、風味が生かせるようなクッキーを心
がけています。季節限定のフレー
バーも人気です。

080ｰ5410ｰ8792　 12：00～17：00
袖ケ浦市のぞみ野41ｰ2
日曜日、月曜日、祝日

143 あすみ堂

賞品�お好きなクッキー
3種類×10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

袖ケ浦市

賞品概要

袖ケ浦市
参加店

043ｰ235ｰ8808　 ダンスレッスン（平日16：00～22：00　
土日11：00～20：00 ）

レンタル貸し出しは24時間営業
市原市五井中央西トーヨービルB1　 無し

142 スタジオT-FLAT五井

賞品�ボックス！フィット
×5名様�無料レッスン

地域最安値レンタルスタジオ/ダンスレッス
ン！レンタルスタジオ最安値1h 1,500〜。
1h \1,500 2h \2,500 1時間の延長で＋
1000。ダンスレッスンも行っています。kids〜
大人まで HIP HOP.LOCK.フラメ
ンコ.フラダンス.jazz.ボクササイズ。
ジャンル多数。

0436ｰ50ｰ5678　 10：30～22：30
市原市ちはら台東9ｰ7ｰ14アートスタジ

オWIZ　 火曜日

141 アートスタジオWIZ

賞品�個人レッスン
（60分）券×5名様

健康的に美しく輝く今を！アートスタジオWIZは、アットホー
ムなクラシックバレエの教室です。3才から大人まで、多
彩なクラスをご用意しております。卒業生によるテーマ
パークダンスクラスもあります♪柔軟性・姿勢・健康・プロ
になりたい！など、それぞれに寄り添い、目標
や夢を応援させていただきます。この機会に
是非、踊る楽しさを体験してみて下さい。

当サロンは、メンズ脱毛専門店になります。「極上の脱毛時
間をお過ごし頂きたい」をコンセプトに施術を行わさせて
頂いております。男性専用の、純国産最新機種を導入して
おりますので。痛が無く、熱くなく、そして最短時間での施
術が可能です。今まで、きっかけが無かったけれど、毛に関
してのご相談、ご不明な点など、是非この機会
に当サロンにお問い合わせください。
※施術者は男性のみですので、安心してご
来店ください。
0436ｰ26ｰ6926　 10：00～20：00
市原市南国分寺台4ｰ3ｰ1　 不定休

140 メンズ脱毛専門店�Salon�Sunset

賞品�ヒゲ脱毛セット（3箇
所）1回�12636円分×10名様

080ｰ3937ｰ5296　 火～土 9：00～18：00　
市原市五所1759ｰ4 ナカジマビル2F コワーキン

グスペースIDOBATA内　 日･月曜日

139 市原気功神療院

賞品�施術無料券
（5000円分）×3名様

痛みのない、穏やかな生活を取り戻そう！
当院では、腰･肩･膝等の痛みを取り除き、
痛みのない穏やかな生活を取り戻すお手
伝いをさせていただきます。 通院困難な
方は、訪問治療も行っておりま
す。 施術料1時間 5,000円 延長
料金なし

090ｰ7703ｰ2377　 10：00～18：00
（＊ご希望によりお時間の変更、

定休日でもレッスンを承ります。）　 市原市君塚5ｰ7ｰ6 
サンハイツ102　 水曜・日曜日

138 atelier�Flora

賞品�フレンチアレンジメント×３
名様�レッスン1000円割引券×5名様

アーティフィシャルフラワーという質の高い造花
を使用してアレンジメントをお作りしております。
【レンタル】【オーダー】【レッスン】色々お悩みの
方。 少しゴージャスなアレンジを作ってみたい!ワ
イヤーの掛け方を知りたい！ 初心者の方には体
験レッスンをご用意しております。オン
リーワンの作品作りをしてみませんか。 

080ｰ3360ｰ1945　 ご予約により
対応致します 市原市山小川　 不定休

137 頭コリほぐし　艶

賞品�2000円分の
施術チケット×10名様

毎日疲れをためていませんか？仕事疲れ・人間関係によ
る疲れとさまざまありますが、それは脳が疲労している
状態です。５グラム圧のやさしいタッチで頭全体のツボ
を押し、リラックスすることで脳疲労解消致します。 デ
スクワークの方・眼精疲労・頭重感・眠りが浅い・気力が
出ない方などにおすすめです。また、毛髪
診断士による毛髪診断も行っておりますの
で、髪を綺麗にしたい方にも必見です。

0436ｰ26ｰ5588　 平日10時～19時
30分　土日祝10時～18時
市原市五所1726ｰ3　 水曜日

136 足のケア&巻き爪M’s

賞品�足のリフレクソロジー30分・足の相
談30分。合計60分（約8000円相当）×3名様

足の悩み解決専門！巻き爪・かかとの角質・
魚の目・肥厚爪・たこ・変形爪・外反母趾な
どなどトラブルを抱えてませんか？足のトラ
ブルをフットケアの先進国、ドイツ式の技
術で一つ一つ丁寧にケアしていき
ます。

障がい者さんの作品をお求め易い価格で
提供！第２クローバー学園の作業班、地域
の方の商品を販売しています。また、地域の
交流の場としてワークショップ開催（部屋
代無料、コーヒーサービス）作家さん募集
中。

135 福祉ショップぶんぶん

賞品�店内お好きな商品
2000円分×5名様

080ｰ4424ｰ8442　 9：00～17：00　
市原市中高根1373ｰ109　 日曜日

産地直送の『蟹』を使った料理や旬な食材
を生かした日本料理をリーズナブルな価格
でご提供致します。
高滝湖の自然に囲まれながら新鮮な食材を
ゆっくりとご堪能ください。

0436ｰ63ｰ6320　 11：00～22：30
市原市養老908ｰ1　 不定休

134 和食家　惣治郎

賞品�蟹のお刺身
×10名様

0436ｰ26ｰ6555　 Lunch Time 11：30～15：00
（L.O. 

14：30）Dinner Time 17：30～22：00（L.O. 
21：00）　 市原市姉

崎東2ｰ6ｰ9　 年中無休（臨時休業除く）

133 ラスペランザ姉ヶ崎店

賞品�ランチセット・
ペア券×5名様

2006年のオープン以来、イタリアンレストランとして、普
段使いからパーティ利用まで幅広いシーンでご利用いた
だけます。お得なランチセットやコースメニューまで、季節
食材を活かしたシェフ自慢の手作り料理を、落ち着いた雰
囲気の店内でお楽しみください。ご予算に応
じた細かなオーダー（バースデーケーキやス
ペシャルメニュー等）にもお応えいたします。

0436ｰ61ｰ3189　 11：00～20：30
市原市青葉台6ｰ1ｰ1　 火曜日

132 ラーメンちば宝来

賞品�味が選べる！大トロ
チャーシュー麺1杯�×10名様

上質な小麦粉を店主自らが厳選し、全粒粉もブ
レンドした香り高く、プリプリ食感の麺を実現。
飲料水から麺を練る水まで、宝来で使用する水
は、NASAも採用したという「逆浸透膜浄水シ
ステム」の水を使用。お子様でも安心してお飲
みいただけます。長年の経験と、研究
を重ねたこだわりの品々。店主自慢の
“宝来の味”をぜひご賞味ください。

0436ｰ92ｰ1050　 9：00～17：00
（ランチタイム
11：00～16：00）　 市原市宿245ｰ1
水曜日、不定期で木曜日に休む時があります。

131 Felicia

賞品�500円の食事券
×20名様

手作りケーキとローストビーフのカフェ！店内で焼
いているローストビーフと手作りケーキは農林水
産大臣賞金賞のプリンセスエッグや国産レモンを
使った、焼きプリンケーキやチーズケーキのカフェ
です。地産地消のお野菜でバランスの
良いお食事や安心安全のケーキを心掛
けています。よろしくお願い致します。

0436ｰ23ｰ0330　 16：00~24：00
市原市五井中央東1ｰ8ｰ4　 無休

130 食い処バー遊酒

賞品�房総名物「アジさん
が焼き」×10名様

五井東口の大箱居酒屋です。
売りの「炭火焼鳥・房総地魚・新鮮ホルモ
ン」を是非とも食べに来てくださいね♪
※60名収容の宴会場あり！

0436ｰ63ｰ2789　 11：00～24：00
市原市五井中央東2ｰ18ｰ6 3F　 無

128 cafe�&bar�woodland

賞品�1000円の商品券
×20名様

昼でもBAR、夜でもCAFE！隠れ家的な場所のお
店。落ち着いた空間でゆっくりと、こだわりのバリス
タコーヒーをお楽しみ下さい♪看板メニューは『い
ちはらカレー』市原米を使用し市原の季節の野菜
を主に作った自慢のカレー！またリクエストに合わ
せて、素敵なカクテルもご用意致しま
す。店主こだわりの千葉県プチアンテナ
ショップも是非、ご覧に来て下さい！




