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090ｰ4923ｰ3102　 特になし　
千葉市緑区あすみが丘9ｰ18ｰ16　
特になし

193 Merry�Spice

3,000円相当の木工品
（ボックス・ラック・

キッズチェア等）×5名様

ナチュラルな木工雑貨と工作をお届け。アン
ティーク感のあるナチュラルな木工雑貨を販
売したり、大人から子供まで楽しめるワーク
ショップを千葉県内各地で開催します。

043ｰ214ｰ6960　 大会開催日
千葉市中央区都町3ｰ4ｰ17　
大会開催日以外

192 千葉密着 ･発信型プロレス�2AW

賞品�定期大会　チーバ
トル　ペア招待券5組

千葉でプロレスみるなら2AW！！千葉市中
央区都町のアリーナ『2AWスクエア』で毎
週大会を開催中！！！中学生以下は無料で
入場頂けます！

店舗紹介

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

千葉市

賞品概要

千葉市
参加店

0470ｰ62ｰ8117
9：30～12：00、16：00～18：30
いすみ市日在2168　 無し

191 いすみ動物病院

賞品�いすみ動物病院
1000円割引チケット×10枚

元気な長寿を目指そう！
今年からトリミングを始めました よろしくお願
いします！

親しみやすいお店を目指し、いらっしゃいませ
ではなく、こんにちは、と接客をしています。
どーも三代目高橋未樹です。オーソドックスな
商品もありますが、季節に応じた食材を使用し
た和菓子を作っています。
是非とも足を運んで見て下さい。

0470ｰ87ｰ6887　 9：00～16：00　
いすみ市岬町長者56　 日曜日

190 高橋製菓

賞品�かりんとう饅頭
� 6個入り×3名様

全て国産小麦を使用して、店主が一人で作っ
ています。できるだけ地元の素材を使用し、小
麦本来の美味しさを味わって頂けるようなパン
を心掛けています。毎日30〜40種類くらいの
パンを販売しています。中でも一番
人気は、クロワッサンで、バターの香
りを堪能して頂けると思います。

0470ｰ86ｰ4007　 10：30～17：00　
いすみ市荻原2631ｰ5　 月・火曜日

189 grain

賞品�1000円の商品券
� ×10名様

150頭の乳牛を飼育する高秀牧場は、観光牧
場ではない普通の牧場です。新鮮な牛乳を使っ
てチーズやジェラートを手作りしています。ジェ
ラートは季節によりフレーバーを変えながら常
時１２種類販売しており、迷うこと間違いなしで
す。チーズを使ったピザなどの軽食も
提供しています。テラス席からはのん
びりと牛を眺めることもできます。

0470ｰ62ｰ6669　 10：00～17：00（軽食
L.O.16：00）

いすみ市須賀谷1339ｰ1 木曜

188 高秀牧場ミルク工房

賞品�ジェラート
� ８個セット×3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

いすみ市

賞品概要

いすみ市
参加店

047ｰ536ｰ2277　 9：00～19：30
（日により異なります）
茂原市町保11ｰ148　 不定休

187 まつげエクステサロンJASMINE茂原駅前店【ジャスミン】

賞品�〈ご来店初めてのお客
様〉1,000円割引チケット×500名様

茂原駅前マツエク専門店♪ 最新技術導入、人気 
No.1♪スタッフ全員10,000回以上の施術経験あ
りの実力派☆ 大人気！フラットラッシュ、ボリューム
ラッシュ！接着方法、デザイン種類をお客様のお目元
に合わせてオーダーメイド！ 沢山のリピー
ター様に支えていただいております。 高
技術と高品質をぜひお試しください！

理容・美容・エステのトータルビューティー
サロンです。床屋にご来店された時くらい
はゆっくり休んで、日頃の疲れを取り除い
て癒されて下さい。老若男女問わずご来店
出来て、カット・カラー・パーマからお顔剃
りやエステまで一度に済んで楽チ
ンです。ヘッドスパやブライダル
シェービングも大好評です。

0475ｰ22ｰ3238　 9：00～18：00　
茂原市高師849　 毎週月曜・火曜

186 ヘアーサロン・タカシ（時田）

賞品�1年間家族全員
� 1割引パスポート×10名様

0475ｰ23ｰ6569　 9：00～19：00　
茂原市小林2724ｰ10　 金曜日

185 なのはな鍼灸院

賞品�5500円の商品券
（施術用）×10名様（当選は一人

一枚のみ ）

女性と乳幼児にやさしい鍼灸院。冷え、自
律神経の不調、不妊、事故後遺症、女性特
有の症状、産前産後の不調、痔、膀胱炎、
夜泣き・かんむし等の乳幼児の困りごとを
主に承っています。

0475ｰ25ｰ3818　 9：30～19：00　
茂原市八千代1ｰ8ｰ9　 水曜日

184 創作スイーツ＆フレンチ　レーヴ

賞品�・ローストポーク1キロ×１名様・ディナーお
食事券1000円×３名様・マカロン5個入りセット×２名様

ＪＲ外房線茂原駅より徒歩１０分。「みんなの夢を叶える」
「地域の魅力を伝える」お店を目指しています。アレル
ギーを持つ子が、皆と一緒に美味しく食べられるお菓子。
１歳の赤ちゃんと一緒にお祝いできるバースデーケー
キ。千産千消のバナナケーキ等を販売しながら、子供達
が、創る、贈る喜びを体験できる教室や、大人
達が「すき」を通じて集まれる、お花やワイン
等のイベントも、企画運営しています。

2004年の開店から、シェフこだわりの自家
製調味料から作る料理が人気の中国料理店
です。ランチ・ディナーとも、おすすめのセッ
トメニューやコース料理も充実。事前予約し
ては、銚子産のフカヒレや干しアワ
ビ、干しナマコなど中国料理ならで
はのお料理も提供しております。

0475ｰ25ｰ6812　 11：30～15：00/
17：30～22：00
茂原市早野1344ｰ13　 水曜日

183 中国料理�香�xiang

賞品�銚子産フカヒレの姿煮麺ラ
ンチ（2700円）のお食事券×5名様

こだわりハンバーグの洋食屋さん。自家農園の野
菜、青森県産にんにく、フルベジファームの葉物野
菜などのこだわり野菜や、 和牛とマーガレットポー
クを使ったジューシーなハンバーグ、生パスタ、ケー
キが自慢の洋食屋さんです。クラッシック
なお料理、小上がり席もあり、お子様から
お年寄りまで楽しめるレストランです。

0475ｰ22ｰ5199　 11：00～15：00 
17：30～22：00　 茂原市茂原443ｰ4
水曜日

182 Dining�Restaurant�COLUMBUS

賞品�1200円の食事券
� � ×5名様

0475ｰ22ｰ8429　 ランチ11：00～
14：00 ディナー17：00～22：00
茂原市八千代1ｰ2ｰ6　 月曜日+不定休

店名のボングーは、フランス語で「美味しい・うまい」の
意味。大小宴会など様々に対応。デザートやお酒に合う
一品料理も充実しています。 宴会コースでは、一升瓶も
並ぶセルフスタイルの飲み放題プランも人気。インスタ
ばえ間違いなし！ 人気のモンスターハンバー
グ1キロは一人でチャレンジしても。 みんな
で取りわけでも。茂バーグ1キロ5500円

181 ステーキ＆ハンバーグbon�gout

賞品�1000円分の
� お食事券×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

茂原市

賞品概要

茂原市
参加店

自然に囲まれたクレイン千葉富津。国内屈
指の馬術選手が所属しており、馬術競技の
練習風景を間近で見られる機会がある他、
レッスンで直接指導を受けられるチャンスも
あります。キッズからシニアまで、
幅広い年齢層の方に乗馬をお楽し
みいただけます。

0439ｰ66ｰ2100　 9：00～17：00
富津市宝竜寺373ｰ1　 火曜（定休日が

祝日になる場合は前日の月曜日が定休日になります。）

乗馬クラブクレイン千葉富津

賞品�乗馬試乗会
� 約30分×10名様

180

炭酸スパでスッキリ爽快！当店では、濃度
調整のできる最新の炭酸泉マシーンを導入
し、パーマやカラーリングのお客様には、
無料で炭酸泉処理をさせて頂いておりま
す。炭酸泉の効果を是非ご体感下さい♪ご
来店をお待ちしてます♫

0439ｰ29ｰ6456　 8：30～19：00
富津市青木2ｰ22ｰ1　 月曜・第2第3火曜

Hair�Studio�M’s

賞品�30％割引券
� ×5名様

179

根本治療は痛みの出ている部位だけでなく、
痛みが出ている原因をつきとめて治療します。
体の不調を抱えている方には、猫背や骨盤
にゆがみがある可能性が高いです。猫背矯
正や骨盤矯正を行うと、骨格や筋
肉のバランスが良くなり、痛みが軽
減します。

0439ｰ32ｰ1771　 10：00～13：30、
14：30～20：30 土、日曜も営業　 富津市青
木1丁目5番地1イオンモール富津3F　 金曜

ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院

賞品�15分無料クーポン
2枚組×10名様

178

0439ｰ88ｰ1005　 8：30～19：30　
富津市青木2ｰ20ｰ21 A号
毎週月曜日・火曜日

BarBer�10bee（テンビー）

賞品�全メニュー2000
円引券×5名様

177
お客様の毛髪に関するお悩みを解消すべく
カット、パーマ、カラーだけでなく縮毛矯
正から育毛ヘッドスパなど幅広くご用意し
ております。理容をベースとしたワンラン
ク上の心地良さを体感しリフレッ
シュして頂けたら幸いです。ご来
店を心よりお待ち申し上げます。

090ｰ7254ｰ1800　 9：00～18：00　
富津市小久保　 不定休

パーソナルカラー診断、骨格スタイル診断は、似合う色、似
合うファッションなど自分自身を最もキレイに見せてくれ
る理論です。もって生まれた美しさ、魅力を最大限に発揮し
て、より良いご自身へと導くレッスンのご案内をしておりま
す。ブライダルを控えた花嫁さんにもドレス選びの前に大
変人気なメニュー、 パーソナルカラー、骨格
スタイル診断を知らないみなさまへ、お伝えし
ていける場となれたら嬉しく思います。

ショコラ♡ショコラ

賞品�パーソナルカラー&骨格
スタイル診断無料券×１名様

176

祖母の時代からで創業70年のラーメンです。 10年
前にリニューアルオープンしました。 昔ながらのあっさ
り鶏ガラの醤油ラーメン。 こってりの背油豚骨ラーメ
ン 濃厚の煮干し系ラーメンなど好評です。期間限定
で富津産の海苔を練り込んだ麺に貝出汁
の海苔ラーメンは県外からのお客様も多数
来られます。是非とも食してみて下さい。

0439ｰ73ｰ2312　 11：30～14：00　
17：30～21：30　 富津市大堀1560ｰ5　
火曜日、第一月曜日

ラーメンダイニングすどらぁ

賞品�千葉県産SPFブランド
豚チャーシュー20㎝の塊×５名様

175

富津市の東京湾沿いのマテバシの森に、自然を取
り込んだカフェ空間あります。開放感と心地よさ
が時間を忘れるほどの癒しを提供します。地元産
の果物や野菜を積極的に使用し、ランチやスイー
ツに豊かさと季節感を感じる事が出来ます！素敵
な記憶、時間を森空間と丁寧にドリッ
プした珈琲と共に！ 秘密にしたい特別
な場所になるでしょう！

0439ｰ66ｰ0936　 11：00～17：00
富津市亀田1237　 火・水曜日

Cafe�GROVE

賞品�１日貸し切り×１名様
� 団体、営利目的での使用は原則ご遠慮ください。日程や内容は、ご相談で決めさせて頂きます。

174

店舗紹介

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

富津市

賞品概要

富津市
参加店




