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なりまつ薬品 さつき台店
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インテリアコーディネートY’
sstyle

地域に密着した、小さなお店です。
昭和30年に、長浦駅の隣で薬屋をオープ
ン。昭和50年代に、長浦駅前2丁目（さつ
き台）で、お店を始めました。【KOSE】
や【COVERMARK】などの化粧
品、また、お薬（処方せんも受
付）などを扱っています。
0438ｰ63ｰ5858
9：00〜18：00
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ2ｰ11
土曜・
日曜・祝日

賞品 1000円の商品券
（処方せん調剤には使えません）x10名様
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賞品インテリア相談2時
間券7000円分×3名様
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FARMCOURT袖ケ浦

0438ｰ97ｰ7855
10：00〜20：30
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1ｰ39ｰ12
無休（月末最終日のみ〜15：00）
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賞品シルク
サスペンショングループレッスン
（60分）1000円割引券×10名様

袖ケ浦市

鴨川市
参加店

080ｰ2122ｰ8243
9：00〜19：00
袖ケ浦市今井2ｰ95フラワーセブンＡ101
火曜日、土曜日

賞品概要
159
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イトー鍼灸整骨院



賞品 お食事券1000円
×10名様
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鴨川館MAIWAI板前ライブダイニング
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0438ｰ75ｰ5557
9：00〜12：00
14：00〜19：30
袖ケ浦市野里1770ｰ3
金曜

ストレッチ鍼灸イトー整骨院
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0438ｰ53ｰ8853
月〜土曜9：30〜
20：00 日曜9：30〜17：00
長浦駅前2ｰ4ｰ10
金曜

0470ｰ93ｰ4111
ランチ11：30〜14：00
ディナー17：30〜20：30
鴨川市西町1179番
地
年中無休（メンテナンスによる休館有り）

呑癒庵鳥丸ん家

つらいお体の悩みを、解決します！
代宿から長浦に引っ越して一年半。
駅やバス停、スーパーからも近く、さらに便
利になりました。交通事故治療に詳しい柔
整師、女性の鍼灸師も増え、 た
くさんの患者さんのお力になれる
環境が整っております。

賞品猫背矯正一回
無料券×10名様

賞品2000円商品券
×5名様

賞品お食事券

2000円×5名様

04ｰ7094ｰ4200
平日11：00〜15：00、
17：00〜22：00 土日祝11：00〜22：00
鴨川市横渚1101ｰ5
無し

心と身体に寄り添うサロン。
ゆららの名前の通り、ゆらゆらとゆったり
とお客様に寄り添うサロンです。特別なこ
とは何もありませんが、良かったら寄って
みてください。

賞品英国式リフレクソロジー、全身オイ
ルマッサージ各1名様無料券（6000円相当）
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04ｰ7096ｰ1225
11：00〜15：00、
17：0 0〜21：0 0
鴨川市江 見吉浦489
火曜日（祝日の場合は営業）

Wine&ChampagneBarR

04ｰ7094ｰ5018

ランチタイム 木、金11：30〜
L.O.
22：00

）

予約
のみ
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和ダイニング桃源坊

ヘアサロン伊藤

賞品サンタ・マリア・ノヴェッラのフレグラン
スソープ（2500円相当）を3名様（お一人様1個）

04ｰ7093ｰ0107
17：00〜3：00
鴨川市横渚1471ｰ32
火曜日

市平（いちべい）

占ったあとは、それまでよりも、少しでもホッとして帰っ
てもらいたい。それが、わたしの占いに対する気持ち
です。得意占術はタロット占い。タロット占いを始めて
10年、占い師になってからは7年目になりました。占星
術も、とても面白いです。実は、占いは生活に密着し
ているものだということが、よくわかります。
これからは、それをもっと伝えて行きたいで
す。あなたの心の背中を占いで押します！

賞品 占い30分無料券
（6000円分）×2名様
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賞品500円の
商品券×１０名様

04ｰ7097ｰ0501
9：00〜18：00
鴨川市南小町129 ｰ1
不定休

mahariku.mahalita1024@gmail.com
10：30〜22：00
鴨川市
不定休

高梨IT製作所
房総のITは弊社が守ります！
起業して15年、地域のITを支えてまいりま
した。 パソコンで困った時にはぜひお声が
けください！

賞品PCサポート
（5,000円相当）×３名様

173
美味しいお米。美味しいお煎餅のお店。長
狭街道沿いで、長狭米、お煎餅、おかき、
お菓子、コーヒー、タバコ、陶器などを販
売しております。長狭米を使用した美味し
いお煎餅！是非ご賞味下さい。ギフト、お
土産、詰め合わせ、地方発送承り
ます。鴨川市のふるさと納税返礼
品でご準備しております。

04ｰ7098ｰ0069
8：00〜18：30
鴨川市金束421ｰ1
毎月曜日、第2
第3月曜日は連休になります（月・火）

占い師メイ

こだわりの素材を心ゆくまで。ぬくもりあ
ふれる和の空間で鴨川港、函館港直送の魚
介類を美味しいお酒と共に心ゆくまでお楽
しみ下さい。

賞品お食事券3000円
×3名様

080 ｰ1021ｰ 9196
10：00〜17：00
時間外は要相談
鴨川市大里496-3鈴木ア
パート3号
不定休

布看板が目印のヘアサロン伊藤です。店内のBGM ヒー
リングピアノが心地よい。とお客様によろこばれていま
す。お客様が名付けてくれた「ピカピカコース」や「キラ
キラコース」のご注文が増えてきています。かわいいネー
ミングですよね。そんなあなた想いのサロン
です。予約優先制＆即時連絡大歓迎です。楽
しい時間を一緒に過ごせたら嬉しいです。
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賞品1000円分の
13：00
（ ）
（L.O.
13：00）18：00〜23：00
お食事券×5名様 鴨川市横渚281ｰ10 日曜日、月曜日、火曜日（

090ｰ5754ｰ4563
11：00〜18：00
鴨川市金束53
不定休（ご来店前にwebサイ
ト等でご確認下さい）

癒しのサロンゆらら

リゾート鴨川の隠れ家へようこそ。手軽な
値段でおいしいワインを洗練された空間で
楽しんで頂けるお店です。自家製醤油、塩
糀などを使い、健康的でおいしいお料理を
手作りしています。リゾート感溢
れるテラス席もあり、ご好評を頂
いております。
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04ｰ7094ｰ5797
11：00〜14：00、18：00〜24：00
鴨川市広場795番地1
月曜

賞品1000円分の
商品券×5名様

旨い寿司をご提供いたします。新鮮な地魚
をメインとした寿司や定食。郷土料理のナ
メロやサンガ焼、くじら料理もお召し上が
りになれます。平日はお手頃なランチ(本日
の海鮮ちらし、各種定食)もござい
ます。是非一度ご来店下さい。

古民家風の空間でゆったりとした時間を…
楽しく「呑」んで和の空間で「癒」されて
頂きたいと思い営業させていただいており
ます。

賞品 1,000円の商品券
を10名様

LEDで簡単にあかりを楽しんでみませんか？水玉好
きによる、LEDや紙提灯を使った装飾を主に取り扱っ
ております。当店は「簡単に楽しく！デコレーションを
もっと身近に」をモットーとしており、簡単に楽しくお
うち時間をライトアップ。お誕生日やハロウィン、クリ
スマスなどのイベントのデコレーションに、
大変ご好評いただいております。はてさ
て、どれから試してみたいですか？
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美樹鮨

食材にこだわったライブダイニングルー
ム。料理旅館・鴨川館が誇る日本料理の味
と技を堪能できる、MAIWAIの和洋食の世
界。

賞品 MAIWAI ご利用
券2000円分×5名様

LazyDotMania

海辺イメージのカフェテリア
南半球沿岸で美味しいお料理をメインにし
ています。仕事でも趣味の集まりにも、女
子会にもあなたの時間を応援いたします。
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04ｰ7099ｰ7088
11：00〜15：00/17：30〜21：00
鴨川市江見太夫崎66ｰ2
水曜日

11：00〜14：00（L.O.
ディ
13：30）

BEACHCAFÉkamogawa

海辺のカフェです。目の前の太平洋を眺め
ながらオススメの伊勢海老がまるごと一匹
入った新鮮な伊勢海老カレー、オリジナル
カレー、季節のパフェをお楽しみ下さい。
ディナーはおつまみなど一品料理
やアルコールも充実。室内のテラ
スルームはワンちゃんOKです。

皆様の健康づくりのお手伝いをいたします！
明るく、楽しく、活気のある治療院です！
無料送迎サービスを行なっています！
交通事故によるケガなどでお悩みの方は当院
までご相談下さい！

賞品30分無料施術券
 （3250円相当）×10名様
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店舗紹介

EBIYA.CAFE

アロマクラフト教室&全身ケアサロン。Third Place
ではやすらぎと癒しを感じていただけるよう、お客
様の身体と心の状態に合ったアロマをセレクトし、丁
寧に施術いたします。年齢を重ねても健康で美しく
♡ 40歳からの健康的やわ肌を叶えるお手伝いをす
る完全予約制のサロンです。
（男性も施
術可）アロマを使ったハンドクリームなど
の手作り教室なども開催しております。
080ｰ3757ｰ1258
10：00〜22：00
袖ケ浦市蔵波台7ｰ20ｰ14 C棟
不定休

04ｰ7094ｰ5550

賞品オルビス和食&洋食コラボ5000円コース ナー18：00〜19：00最終入店、和食＆洋食コラボコー
ス要予約
鴨川市太海９波太 オルビス
不定休
カップル2名様10000分ご招待チケット1名様
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000ｰ0000ｰ0000
0 0：0 0〜
00：00
○○市○○0ｰ0ｰ0
日曜日・祝日
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31年間鴨川市天津にて寿司店 中乃見家を営んでいた大
将と女将〜11年半紀尾井町ホテルニューオータニのコッ
クだった息子！2019年10月に父の和食と息子の洋食を
マリアージュさせた 泊まれるレストラン波太（なぶと）オル
ビスをオープン致しました。目の前の絶景に日
常を忘れ〜心も身体も癒されると共に〜親子
が奏でる〜和食と洋食をお楽しみください。

鴨川市

鴨川市

アロマテラピーサロン＆スクールThirdPlace

賞品メディカルアロマリ
ンパケア９０分無料 １名様

変更
0438ｰ38ｰ6950
9：30〜21：00（あり
）
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ4ｰ3
不定休

鴨川市

アクティブエイトでは、医学的根拠に基づいたFRピ
ラティスとシルクサスペンションの元になったレッド
コードトレーニングを用いて専門的な体幹トレーニ
ングのできる、数少ないスタジオです。腰痛、肩こり
改善、産後の骨盤ケア、
リハビリを卒業し
た方からスポーツ選手まで、自分自身で
体を変えていける力をサポートします。
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泊まれるレストラン 波太オルビス

☆スタジオアークでココロとカラダを磨く☆キ
レイに痩せたい、引き締めたい・姿勢を良くし
たい・体力をつけたい・腰痛、肩凝りの改善・産
後の体ケアetc リハビリから生まれたピラティ
ス。専用マシン導入。美しくありたい、元気で
いたい。そんな願いを叶えます。自
分のココロとカラダと向き合い、明
日への元気とヤル気へ導きます。

アクティブエイトACTIVEEIGHT

FR
賞品 ピラティス
体験（1000円）
50%oﬀ ×5名様、
レッドコード
（5000円）
体験コース
トレーニング
50%oﬀ ×5名様

090ｰ4433ｰ0188
10：00〜17：00
袖ケ浦市蔵波台
日・祝日

studioeArk（スタジオアーク）

袖ケ浦・千葉のおいしいものたちを中心に全国から毎
日づかいの食品をセレクト。特に人気は農林水産大臣
賞受賞のプロ用の卵「ぷりんセスエッグ」
（袖ケ浦）
・の
うえんカフェ
（袖ケ浦）のお惣菜や弁当・牧場が作る絶
品チーズケーキなど。朝採れ低農薬野菜も
毎日入荷。カフェテラスでは、有機コーヒー
やジェラートなどもお楽しみいただけます。

賞品 ぷりんセスエッグ
食べ比べセット×20名様
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Styleのある部屋つくります。
Ｙ’s style では、ご自宅、ご自宅サロンの
インテリアコーディネートをしています。
今まで300件ほどのお部屋を手掛けた実
績を生かして、素敵な空間作りの
お手伝いを致します。

04ｰ7094ｰ2051
鴨川市天津1538ｰ3

10：00〜20：00
とくに無し

ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪
〜過去の自分にとらわれずにフワッと悩み
が軽くなる〜楽しく自然に変わります『思
い込み』にリンクして書き変えるから痛み
は伴いません。あなたはもう苦しまなくて
いいんです（悩みには素敵な学びが隠れて
います）*心 のブロック解 除 セッ
ション*天界と繋ぐチャネリング
メッセージも大好評です。

賞品ふわりんりんスペシャル個 090ｰ3114ｰ2099
鴨川市
人セッション60分券お一人様（10000円
） 対応致します
相当

ご予約により
不定休

21

