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応募者全員に特別賞と参加店賞が
ダブルで当たるチャンス！

いすみ鉄道１日フリー乗車券
ペア10組20名様

info@bosta.jp
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抽選
1400人以上に
当たる！

店舗賞

190種類

当たる！

店舗の賞品が
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豪華賞品が当

スタンプを 3 つ集めて
Wチャンス

190

7

種類

異なる3店舗で
スタンプゲット！

OK!

同じ店舗のスタンプが
複数ある場合は無効

家族で旅行帰りに食事して、
アクアコインでお土産買えば
あっと言うまにスタンプ３つ！
僕はお昼の
ランチで
コツコツと
スタンプゲット！

住所 〒

氏名

2

わたしはエステ、
カフェ、美容室で
スタンプゲット！

10名様

NG!

参加店以外でもスタンプがもらえる！
１.アクアコイン対応店で
アクアコイン決済すると

詳しくは

6ページ

２.新昭和ウィザース（君津）で
モデルハウス見学すると

001

イーデンカフェ

店舗賞

心地よいスペース
いるだけで心地よい。
自分時間を大切に。
そんな店を目指しています。

希望する
お店の番号を
記入

年齢

ファミリー入場券
・

（大人2名
15組
小学生以下3名）

D

特別賞
希望する施設の
アルファベットを
記入

賞品1,000円分食事券

×10名様

東京ドイツ村賞
入場ご招待券

5組様

日東交通賞
わくわく日帰りツアー

1組2名様

E

新昭和ウィザースホーム
賞

ミライエテラスカフェ ランチ

招待券 ペア5組様

詳しくは

32ページ

いすみ鉄道株式会社
ISUMI RAILWAY

A

から

G

を選んで記入する

ますのでご了承ください。

11：00〜16：00 金・土・日
木更津市太田4ｰ12ｰ30
※上記の希望賞品に記載がない、または不明な場合は
月曜日、木曜日

無効となりますのでご注意ください

特別賞は実行委員会にて抽選。店舗賞は各店舗にて抽選を行います。
応募は各参加店に設置の応募箱または房総いいねスタンプラリー事務局まで郵送でもＯＫ。
今回ご応募いただいた個人情報はキャンペーン賞品の発送及び、希望した店舗からのご連絡のみに使用させていただきます。
房総いいねスタンプラリー事務局 〒292−0044 千葉県木更津市太田4−19−6 太田YSビル1F4号
当選者の発表は賞品の発送及び、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。房総いいねスタンプラリー実行委員会

応募の締め切りは2021年11月10日（水）
まで。郵送の場合は締切日の消印まで有効。
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キッズダム賞

店舗賞と特別賞を選んで応募する

TEL

step

C

B

ツアー

わく わく

欲しい店舗賞の数字
※応募多数の場合、ご希望の賞品に添えないこともあり
080ｰ5404ｰ5657
を記入する
11：00〜14：30 火・水

性別

特別賞

マザー牧場賞
A 入場ご招待券ペア5組

違う店鋪スタンプを3つ集める

1

step

プレゼント!

特別賞

種類

step

豪華賞品

豪華賞品が
当たる！

店舗の賞品が
当たる！
店舗賞

Wチャンスに応募しよう !！

抽選で総勢1400人以上に当たる！

F

君津信用組合賞
アクアコイン5千円分
 プリペイドカード 4名様

いすみ鉄道賞
G いすみ鉄道1日フリー乗車券


店舗賞

ペア10組20名様

001

イーデンカフェ
心地よいスペース
いるだけで心地よい。
自分時間を大切に。
そんな店を目指しています。

選りすぐりの賞品をプレゼント!
スタンプカードは
参加店舗で
もらえるよ！

店舗賞は写真下に
赤字で記載！
賞品1,000円分食事券

×10名様

080ｰ5404ｰ5657
11：00〜14：30 火・水
11：00〜16：00 金・土・日
木更津市太田4ｰ12ｰ30
月曜日、木曜日

応募方法は郵送か各店舗の応募箱に入れてね！
郵送方法はP32に説明があるよ！
2

3

木更津市
001
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024
025
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028
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031
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040
041
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044
045
046
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049
050
051
052
053
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イーデンカフェ
Cafe Plumeri
THE MEAT DUTCH 木更津
Jazz&Diningきまぐれうさぎ
宝家
中華食堂 金龍
中国ラーメン 栄
中国料理 東洋 木更津店
Pizza & Gelato 窯蔵
Reverse cafe
東屋
1分おむすび
うお屋
エル・プランタン
おいしい薬膳 AriHa café
菓匠 梅月庭 清見台本店
kazusaｰsmoke（かずさスモーク）
クロワッサン 木更津店
となりのいえ
鶏若丸
中川海苔店 請西工場直売所
中川海苔店 本店
ＢＡＡＣＵＳ木更津
バウムクーヘン専門店 せんねんの木 木更津店
Financier Party 木更津
Bakery&Cafe クロワッサン 木更津ワシントンホテル店
Pergolato
ＲｕｍｎｓＲｏａｄ
あんとわーぷ
オプトマックス アイベル木更津店
kifura（きふら）
テレショップM木更津ケータイ館
仏壇の松本
古川薬局
占い＆フットケア リュッカエルク
隠れ家サロンはんなり
かずさすまいるマッサージ
Konohaこどもの歯ならびクリニック 真舟
泉水脊椎矯正院
PARAFUSE.MAMI
POLA THE BEAUTY 木更津店
Relaxing salon Kuu
ROOM SHANTI（ルーム・シャンティ）
アイデザインファクトリー
結婚相談所 アイマリッジ
アトリエ ラルブル
あらいぐま こばやし（小林ランドリー）
エルシオンKISARAZU
木更津塗装
シーナモバイル Sheenamobile
フォトスタジオ ミズキング
ベビーフォトスタジオ ミルフルール
まちのほけん屋さん やまもと ft.岡田自動車
ヨガスタジオヴィシュタ
ヨガスタジオ muku
ローヴァーズフットサルスタジアム木更津

参加店舗一覧
房総いいね！
スタンプラリー2021参加店
Googleマップにアクセス

4

あすみ堂
アメリカンステーキ16イチロー
konoha.coffee
藤鮨
レストランキャセロール
奈良輪豊月堂
FARM COURT袖ケ浦
amimumemo すがみほこ
株式会社 ヤマフジ
内外美容Joy

居酒屋台北
美味い家 若鈴
肉バル Rosso
珈琲館サルビア
鮨匠 なか川
焼肉家東貴
田中惣一商店
メガネサロン アシダ
フットケアサロン chouette
ボディケアアスリート
【あすりぃと】
からだコンディショニング
合同会社アルコ
ハッピーカラー

鴨川市

君津市
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088

牛匠しらいし
旬彩ダイニングうみぼうず
天たけ
農家レストランCafeやさまる
麺's Dining 司
麺や和
石窯焼きの店 クロワッサン 君津店
一本堂 君津店
在来（医農野菜の会）
手作りジャム工房～iPPO～
なごみの里君津
房総生餃子千成
一心堂
オプトマックス アイベル君津店
手づくり家具工房 秋元木工
テレショップMきみつケータイ館
戸田屋寝具店
MORIHANA（森花）
アトリエミュウ美容室
アンジェール
お顔剃り専門店 顔音
からだCure整骨院
鈴木歯科クリニック
整体ベストバランス
トリートメントサロン CATOUCH
発酵浴 湯らら
Y's nail
亀山温泉ホテル
五十嵐会計事務所
ニコニコレンタカー君津駅前店
ぷちめぞん 整理収納アドバイザー
有限会社 富永

099
100
101
102
103
104
105
106
107
108

なりまつ薬品 さつき台薬局
アロマテラピーサロン＆スクール Third Place
イトー鍼灸整骨院
SalonstudioCLOVER
ストレッチ鍼灸イトー整骨院
リラクゼーション整体Re.Body
インテリアコーディネートY's style
親子関係改善サポート
studio eArk（スタジオアーク）
ライフプランナー永野

袖ケ浦市
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098

館山市
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

市原市
大網白里市

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

沖縄料理＆居酒屋がじゅまる
WOODLAND CAFE BAR
きまぐれカフェclover
Felicia
ラーメンちば宝来
和食家 惣治郎
クロワッサンファクトリー五井店
BAACUS市原
房総おむすび
オーダーカーテン専門店 ～（有）ロングヒル ～
Chou chou
スマホ堂市原店
福祉ショップぶんぶん
足のケア&巻き爪M's
市原気功神療院
フレイムマジア
メンズ脱毛専門店 Salon Sunset
atelier Flora

南房総市
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

うなぎ 新都（しんみやこ）
寿司と地魚料理 大徳家
炭火焼山海料理 隠れ屋敷 典膳（てんぜん）
BLUTO'S CAFE（ブルートズカフェ）
房州酒場きよ都
わだぱん
ワンコのお家 SEASONS
庄作商店
つ印くじら家
足の専門店 Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）
アロマエステ デルフィーナ
貸別荘おかゆ朝吉
夕日を望む料理宿 清都（きよと）
笑顔いっぱい子育てサロン～nico～
丸高石油（株）千倉港サービスステーション

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

EBIYA.CAFE
鴨川館 MAIWAI 板前ライブダイニング
呑癒庵鳥丸ん家
BEACH CAFÉ kamogawa
美樹鮨
和ダイニング桃源坊
市平（いちべい）
CS60鴨川／サロンあ･うん
ヘアサロン 伊藤
波太 オルビス
占い師メイ
高梨IT製作所
ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪

富津市
168
169
170
171
172
173
174

CafeGROVE
ラーメンダイニングすどらぁ
ショコラ♡ショコラ
BarBer 10bee（テンビー）
ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院
Hair Studio M's
乗馬クラブ クレイン千葉 富津

茂原市
175
176
177
178
179

Dining Restaurant COLUMBUS
かやま醸造所
なのはな鍼灸院
ヘアーサロン・タカシ（時田）
ローヴァーズスポーツパーク茂原

長生村
180 かぼちゃハウス茂原店
181 ダイナミックゴルフ茂原

いすみ市
182
183
184
185

無添加 揚江
grain
高橋製菓
いすみ動物病院

御宿町
186 伊勢えび・あわびが専門の宿
187 御宿海楽

大野荘

松戸市
188 イベトライブ・エージェンシー合同会社

東金市

山武市

189 namcafeandcamp

190 日暮キッチン
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木更津市
参加店
賞品概要
001

アクアコイン導入店➡

005

宝家
創業明治30年。
100年の時を経て受け継がれ、そしてこれ
からも守っていかなければならないもの。
それは何より”おもてなしの心”だと思って
おります。豊富な海の幸と旬の食材に恵ま
れた木更津の味わいをお客様にご満足いた
だくために、一期一会の精神でお迎えさせ
ていただきます。

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

イーデンカフェ

0438ｰ22ｰ3765
11：30〜14：00
、
日曜 祝日11：30
17：00〜22：00
（L.O.
20：30）
〜14：30 17：00〜21：00
（L.O.
20：00）
 木更津市中央2ｰ3ｰ4
水曜日
（臨時休業有）

賞品お食事券
5000円×2名様

006

中華食堂

金龍

心地よいスペース
いるだけで心地よい。
自分時間を大切に。
そんな店を目指しています。

賞品1,000円分食事券

×10名様

002

080ｰ5404ｰ5657
11：00〜14：30 火・水
11：00〜16：00 金・土・日
木更津市太田4ｰ12ｰ30
月曜日、
木曜日

CafePlumeri

中華そばと中国料理のお店です。
昭和25年に屋台のラーメン店からスター
トした当店は、現在では中華そばの味はそ
のままに、ランチセットや定食、一品料理、
宴会料理まで幅広く取り揃えております。
テイクアウト弁当、オードブルも人気です。
調理は全て、中国料理専門調理師の資格を
持つ調理師が作っております。

賞品1,000円分の

お食事券x５名様

003

007

THEMEATDUTCH木更津

中国ラーメン 栄
当店一のおすすめのラーメン！ その名も
「酸辣湯麺」 程よい酸味と辛みが一体とな
り、どの年代のお客様にも大好評を得てお
ります。麺も細麺、中太麺、太麺とお好きな
麺をお選びください。そのほかのラーメン
も自信をもってオススメします。私の大好
きなこの「中国ラーメン」を皆様にも楽しん
でいただけたらと思います。

0438ｰ23ｰ5668
ランチ11：00〜15：00
（L.O.
14：30）
ディナー17：00〜22：00
（L.O.
21：30）
賞品お食事券1000円
木更津市文京3丁目1ｰ50

×10名様 夢遇館Iｰ1F
水曜日

008

中国料理

東洋

おいしい赤身肉を楽しめる農園アウトドア
レストラン。お肉を焼くために必要な社内
資格制度を保有したグリルマスターが溶岩
石の遠赤外線熱でおいしく焼き上げます。
お肉以外にも房総産の魅力が詰まった農産
物もお肉と共にご提供しております。

0438ｰ97ｰ5385
11：00〜21：00
（L.20：O.15 ）
木更津市金田東3ｰ1ｰ1 三井アウト
レットパーク木更津
施設休館日に準ずる

賞品赤城黒毛和牛の1ポンド（453g）塊肉ステーキ
（¥5889相当）を来店時にご提供×1名様

004

Jazz&Diningきまぐれうさぎ

賞品鹿モモ肉のタリアータ200g（2050円相当）
を5名様※店内での
お食事に限ります
6

木更津店
洗練された技と真心こめたおもてなしを、
ゆったりとしたお部屋で、心ゆくまでご堪
能ください。大切な方々を心からおもてな
ししたい日。あるいは、ご家族や親しいお仲
間と楽しく過ごしたい夜…。広々としたフ
ロアー、ゆとりに満ちた大広間、そしてきめ
細かいサービスでお寛ぎ頂ける大･小の個
室という空間。集う楽しみを味わう喜びを、
心ゆくまでご堪能ください。

0438ｰ25ｰ3687 11：30〜15：00
17：00〜22：30（L.O.
21：30）
賞品1,000円分の
木更津市太田4ｰ14ｰ1
ディナーお食事券×10名様 毎週木曜日、他

009

Pizza&Gelato窯蔵

ジビエも楽しめる肉と野菜のレストラン
栄養価が高く低カロリーのジビエを食べて、
免疫力アップにぜひお役立てください！
地元野菜と一緒にお楽しみいただけます♪
不定期で開催のジャズライブもおすすめ
です！

090ｰ4371ｰ6273
17：00〜24：00
（L.O.
23：00）
木更津市東太田1ｰ12ｰ6ｰ6
水曜

0438ｰ22ｰ2413
11：00〜14：00
17：00〜21：30
（L.O.
21：00）
木更津市木更津3ｰ13ｰ1
水曜日

賞品中華オードブル×

5名様

隠れ家カフェで花を愛でながらのんびりと…。
自家栽培の野菜やハーブでスイーツやドリ
ンクもお作りします。
天気の良い日はテラスで。ワンちゃんと一
緒にどうぞ。
ミニチュアシュナウザーのBARONがご案
内しま～す。

0438ｰ38ｰ6424
11：00〜16：00 夜は要予約
木更津市請西1561ｰ23
第1火曜日、
毎週水曜日
（臨時
休業有）

木更津市

木更津市

ナチュラルな店内には、可愛い真っ赤なタ
イルの石窯♡
500℃の高温で焼き上げる本格ピッツァ
は、カリカリもちもちの生地とその日の一
番美味しい素材で仕上げる自信作です。
季節ごとにフレーバーが変わるジェラート
も、是非舌の上でゆっくり溶かしながら味
わってみて下さい！皆様にお会いできるの
を心より楽しみにしております!!

賞品ペアランチ無料券
（3000円相当）×3名様

0438ｰ37ｰ0006
11：00〜17：00
（L.O.
16：30）
木更津市羽鳥野5ｰ4ｰ12
日曜、
月曜、
祝日

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！

7

Reversecafe

015

おいしい薬膳AriHacafé

野菜がいっっぱいいい！！
房総の野菜や、千葉県産のお肉など地産地
消をこころがけてます！

050ｰ1086ｰ8369
終日10：30〜20：30
木更津市東太田1ｰ1ｰ28
木曜日

賞品お食事券1,000円×5名様

011

東屋

11：30〜14：00
木更津市朝日1ｰ6
水、
ｰ7ハピーハイツ木更津103
木、土、日曜日※店舗以外での出店もありますので
SNS等でご確認ください

012

1分おむすび

 品3,000円分の商品券と
賞

オリジナルグッズを３名様

菓匠

梅月庭

清見台本店

0438ｰ98ｰ7447
9：00〜19：00
木更津市清見台東2ｰ5ｰ28
なし

賞品人気焼菓子詰合せ1,200円相当×5名様

017

kazusa-smoke(かずさスモーク）

賞品酵 素玄米とお好きなごちそうおむすび
合計2個セット（500円相当）×20名様

013

うお屋

賞品かずさスモーク燻製調味料商品券1,000円

×30名様

018 クロワッサン木更津店
本物にこだわる仲卸人の鮮魚店！
うお屋は房総半島入り口、アクアライン「み
なとまち木更津」の公設地方卸売市場内に
あります。プロの仲卸人が厳選した鮮度抜
群の地魚や、干物、人気の生本鮪、サーモン
など皆様を笑顔にする品揃えでお待ちして
おります。是非一度ご来店ください！

080ｰ6766ｰ9699
7：00〜14：00
木更津市新田3ｰ3ｰ12
賞品商品券1,000円
水曜日、日曜日、祝日、その

×5名様 他カレンダー通り

014

エル・プランタン

賞品10,000円の商品券

×5名様
8

FinancierParty木更津
焼きたてフィナンシェ専門店
せんねんの木の新業態スイーツ店
焼きたてフィナンシェ専門店としてオープン！
アツアツの焼きたてフィナンシェと毎回限
定のフィナンシェも登場！

080ｰ4810ｰ9428
未定
木更津市祇園1ｰ26ｰ9
未定

中川海苔店請西工場直売所

賞品3,500円サンドイッチ
オードブル×2名様、他

019

0438ｰ22ｰ0088
平日 8：00〜19：00
土日祝 7：30〜19：00
木更津市文京3ｰ1ｰ50
月曜日

となりのいえ

賞品ピクルス３本セット

×５名様

0438ｰ22ｰ7727
イベント出店のみ

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！

0438ｰ37ｰ1226
9：00〜17：00
木更津市請西2ｰ5ｰ22
日曜日、
祝日

賞品1,000円分の商品券

×5名様

022

026

Bakery&Cafeクロワッサン木更津ワシントンホテル店

中川海苔店本店

小さな幸せ、感動をパンを通じて伝えたい。
焼きたてパンと挽きたてコーヒーで豊かな
時間を提供致します。
自家製天然酵母を使った職人達による本気
のパンとスタッフの満面の笑顔でおもてな
し致します。

0438ｰ20ｰ0377
9：00〜19：00
木更津市大和1ｰ2ｰ1 木更津ワシン
トンホテル
日曜日

賞品3500円サンドイッチオードブル 2名
幸せ食パン
クロシュー券
 1000円
 挽き立てコーヒー
 （1斤）
回数券（12斤）2名
商品券2名
回数券（6杯）10名
 30名

027

Pergolato

風味抜群の焼きたてちば海苔を皆さまへ！
創業1957年の海苔専門店 中川海苔店です。
海苔の買い付けから焼海苔の商品製造まで
自社工場にて一貫した管理を行い、工場直
売ならではの価格と品質でご提供しており
ます。
毎日お使いのおにぎり用海苔から房総みや
げとしてのご贈答品まで各種取り揃えてお
ります。

0438ｰ36ｰ2839
9：00〜17：00
木更津市小浜318
日曜日、
祝日

賞品1,000円分の商品券

×5名様

023

BAACUS木更津

イタリアンタルトとジェラートの店
季節のフルーツを使用した「クロスタータ」
（イタリアのタルト）、同じくフルーツをふ
んだんに使った「イタリアンジェラート」の
お店です。

賞品2,000円分の
 商品券×10名様

028

0439ｰ29ｰ7800
9：00〜18：00
木更津市富士見1ｰ1 JR木更津駅西
口階段下
毎週月曜日(祝日の場合は
翌日火曜日 )

賞品バウムクーヘン、
フィナンシェ、
カステラ、
カヌレ
の詰め合わせギフトセット10,000円分×1名様

バウムクーヘン専門店せんねんの木木更津店
幸せになれるバウムクーヘン
せんねんの木のバウムクーヘンにはいつま
でもお客様と「幸せの輪」で繋がっていられ
るようにという願いが込められています。
素材へのこだわりはもちろん！バウムクー
ヘンの新しい食べ方をご提供出来るよう、
日々挑戦しております!!!

0438ｰ38ｰ6030
10：00〜18：00
木更津市永井作1ｰ11ｰ11
月曜日
（月曜祝日の場合翌日）

賞品バウムクーヘン丸々1本（20,000円相当）

×1名様

0438ｰ55ｰ4186
10：00〜18：00
木更津市東太田2ｰ14ｰ20
不定休

RumnsRoad

せんねんの木グループ第４の新ブランド
せんねんの木のバウムクーヘンは勿論のこ
と、CASTELABO・FinancierPartyの商
品を集約した店舗になります。
店舗限定として館山の須藤牧場の新鮮なミ
ルクをたっぷり使用したソフトクリームや
オリジナルパフェが味わえます。

024
無添加こだわりピクル酢
素材にこだわり、
手作りにこだわり。
地元野
菜を多く取り入れて、安心安全な食べ物を
提供していきたいと考えております。
イベント出店では、
場所により
【スープ】
【餃
子】
【生ビール】
なども販売しております。
イベント情報は、FBページに随時記載して
おります。
お越しをお待ちしております。

賞品バウムクーヘン、
フィナンシェ、
カステラ、
カヌレ
の詰め合わせギフトセット10,000円分×1名様

風味抜群の焼きたてちば海苔を皆さまへ！
創業1957年の海苔専門店 中川海苔店です。
海苔の買い付けから焼海苔の商品製造まで
自社工場にて一貫した管理を行い、工場直
売ならではの価格と品質でご提供しており
ます。
毎日お使いのおにぎり用海苔から房総みや
げとしてのご贈答品まで各種取り揃えてお
ります。

低温にて長時間熟成させる事によりアミノ
酸を生成します。体にも良く味わい深いパ
ンになります。当店自慢の自家製発酵種は
乳酸菌が入っている為やわらかく、しっと
りした美味しさを長時間保てます。保存料
不使用でもカビが生えにくいのはこれが配
合されている為です。副材料も手作りにこ
だわり、
真心を込めて作っています。

コンテストでグランプリを受賞した「バス
クフロマージュ」や洗練された焼き菓子、生
菓子共に人気のパティスリー。
優しくふくよかな味わいのケーキから、重
厚感のあるヨーロッパスタイルのものま
で、豊富なラインナップを揃えています。
午前中に売れきれることが多い、純生カス
ターシューは絶品。

0438ｰ40ｰ5035
10：15〜18：30
木更津市港南台1ｰ33ｰ1
火曜、水曜

021

美味しいは幸せ。もっと気軽に楽しく燻し
味を楽しんでほしい。との思いからかずさ
地方の技術として
「かずさスモーク」
と名付
け木更津から香ばしい薫りをお届けしてお
ります。お好きな食材にかけるだけ混ぜる
だけの簡単調理でコクと重厚感でリッチな
風味にオーガニックスモークの本物の香ば
しい薫りをぜひご家庭でそして贈り物に。

0438ｰ71ｰ1700
10：00〜18：00
木更津市長須賀2038ｰ4
土曜、日曜

0438ｰ42ｰ1289
11：00〜20：00
木更津市永井作50
日曜日

賞品500円の商品券

×30名様

梅の木が印象的な中庭を眺めながらゆっく
りお買物をお楽しみください。
また、農林水産大臣賞を受賞した人気商品
「麦こがし」
や木更津産のブルーベリーを使
用した
「きみさらず」
など贈って喜ばれるギ
フトアイテムも盛りだくさん。

ご縁と命をむすんでいく。
無農薬農家がはじめたおむすび屋。
できるだけ近くでとれた有機の食材達をおむ
すびにした、
ごちそうおむすびが人気です。
ここにしか無いモノになりました。全てが
丁寧に手作りされています。ドライブス
ルー、LINEからの事前予約あり。1分でお
買い物できます。

090ｰ3318ｰ9600
水木金9：00〜
木更
14：00 土日祝9：00〜17：00
津市矢那3980
月、火曜日

025
焼きたて 揚げたて 作りたて
当店ではやきとりを一串一串丁寧に串打
ちをし販売しており、焼物だけではなく生
串の販売も行っており、飲食店様の注文も
承っております。
また、やきとりの他に唐揚げ、お弁当、出し
巻き卵など全て店内手作りにて販売してお
ります。

0438ｰ80ｰ9206

016

賞品こっこかすてら

×20名様

鶏若丸

只今時短営業中。 ※その他のご予
約弁当についてはご相談ください

創業60年を迎え新たにリニューアルオープ
ンした昭和レトロモダンな和菓子屋です。
開業当初から販売している「もなかあいす」
の他にも、自家製餡と地元産卵を使用した
「こっこかすてら」や「なまくりーむあんみ
つ」
「しょこらもち」など和菓子の苦手な方
でも召し上がっていただけるようなお菓子
を製造、販売しております。
贈答用や帰省の手土産にご利用ください。

0438ｰ22ｰ5884
10：00〜18：00
木更津市吾妻2丁目5ｰ14
月曜日

020

食べて、
からだを整える それが
「薬膳」
いつも何気なく食べている素材が備えて
いる「からだを整える力」に耳を傾けて、食
べる人を想いながら、丁寧に組み合わせる
ことこそが薬膳であり、アリハカフェのプ
レートです。季節折々の食薬や体調に合わ
せた料理をお出し致します。

木更津市

木更津市

010

カヌレの美味しさを伝えたいをコンセプト
に、その日しか味わえない外はカリッ、中は
もっちりしっとりした焼き立てカヌレや一
晩寝かせることで外側までしっとりさせ、旨
味を凝縮させた味わい深いラムの香りを楽
しめるカヌレ、専門店ならではのここでしか
味わえないフルーツや生クリームを組み合
わせたフルーツカヌレを販売しています。

080ｰ4810ｰ9428
11：00〜17：00
木更津市祇園1ｰ26ｰ9
日曜日のみ営業

賞品バウムクーヘン、
フィナンシェ、
カステラ、
カヌレ
の詰め合わせギフトセット10,000円分×1名様

029

あんとわーぷ
楽しい雑貨がいっぱい！遊びに来てね。
木更津駅西口から歩いて3分のところにあ
る雑貨屋 あんとわーぷです^ ^
かわいい雑貨からカッコイイ雑貨と色々と
楽しめます！
ラッピングも喜んで頂けてます^ ^
持ち込みラッピングもやってまーす^ ^
遊びに来てください｡:(*^^*):.* ♡

0438ｰ22ｰ2273
11：00〜17：00
木更津市富士見1ｰ6ｰ23
月曜・第一日曜日

賞品お買物商品券３,０００円×３名様

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！

9

オプトマックス アイベル木更津店

035

占い＆フットケア リュッカエルク

快適なメガネ、コンタクトレンズをご提供
認定眼鏡士の確かな技術とサービスでお客
様の視生活をサポートするお店OptMax！
アイベル木更津店
999.9（フォーナインズ）を筆頭に、信頼で
きるメイドインジャパンのフレームを大量
に展示してお客様に合ったメガネ選びをお
手伝いいたします。

0438ｰ23ｰ5864
10：00〜19：00
木更津市太田4ｰ13ｰ23
不定休

賞品メガネの3,000円割引券＋

何でも使える1,000円割引券×5名様

031

kifura（きふら）

090ｰ1844ｰ7710
9：30〜19：00
木更津市請西南3ｰ3ｰ3
月曜日

賞品１５分占い鑑定無料券×６名様
15分フットマッサージ無料券×３名様

036

隠れ家サロンはんなり

ハロウィンかぼちゃ販売のきふらです！
自然豊かな北の大地！北海道富良野から夏
はとうもろこし、秋はハロウインかぼちゃ
をお届けいたします。
本物のかぼちゃを使ったジャックオーラン
タンのワークショップも開催しますのでお
気軽にお問い合わせください。

0438ｰ72ｰ4122
10：00〜18：00
木更津市太田4ｰ19ｰ6太田YSビル
１F4号
水曜日

賞品ふ ら の ガ ラス の ハ ロ ウィン か ぼ ちゃ風 鈴

（3,500円相当どちらか1つ）×2名様

032

テレショップM木更津ケータイ館

賞品よもぎ蒸し４０分の
無料券×３名様

037

033

仏壇の松本

0438ｰ80ｰ0947
9：00〜20：00
木更津市太田4ｰ12ｰ28 B号室
日曜日

賞品無料マッサージ30分プレゼント券×3名様

038

Konohaこどもの歯ならびクリニック 真舟

賞品1,000円の商品券

×10名様

034

古川薬局

039

泉水脊椎矯正院

041

賞品施術無料券×５名様

0438ｰ38ｰ5855
9：00〜20：00
木更津市中央1ｰ15ｰ15
水曜日

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！

結婚相談所アイマリッジ

POLATHEBEAUTY木更津店

「婚活パーティでなかなかうまくいかない。」
婚活のいろいろな場面で、あなたをお助け
します。LINEやメールでスピーディな対
応、また、気軽にお話できる個室をご用意。
オンラインも対応。18年の経験と実績か
ら、明るい将来を思う婚活へと変えていき
ます。千葉県ナンバーワンのアイマリッジ
で、運命の人を一緒に探しましょう！

0438ｰ72ｰ4122
10：00〜18：00
木更津市太田4ｰ19ｰ6 太田YSビル
水曜日
310

賞品婚活お悩みカウンセリング2時間無料券×

5名様（縁結びお守り付き）

046

アトリエ ラルブル

プロの技術、極上の癒しと美肌をあなたに
お一人おひとりのお肌悩みに合わせた豊富
なエステメニュー。施術はオールハンド、足
元から、胸元のリンパ、顔のコリを、しっか
りほぐし、美容成分の引き込みやすい”効く
肌”に導きます。思わず触りたくなるような
お肌の変化を感じてみませんか？
完全個人で至福のひと時を体感して下さい！

0438ｰ25ｰ7598 10：00〜18：00
木更津市清見台2ｰ1ｰ3グレイス101
土・日曜祝日
（ご予約のみ
承ります ）

賞品肌プランニング（30分）+5000円相当の
フェイシャルエステ（40分）無料券10名様

042

RelaxingsalonKuu

ご自分のペースで通えるフラワー教室開催
しています。各種レッスン、ギフト承ってま
す！お気軽にお問い合わせください。
・生花アレンジメント
・プリザーブドフラワー
・アーティフィシャルフラワー
・ハーバリウム ・ドライフラワー

090ｰ7405ｰ8257
ご予約によりご対応致します
木更津市ほたる野2ｰ4ｰ5
不定休

賞品プリザーブドフラワーご注文1000円割引券

×10名様

047

あらいぐま こばやし （小林ランドリー）

進化系ホットストーン「バザルトストーン」
を用いたトリートメントは浮腫や冷え性、
バストアップ、サイズダウン等ボディメイ
クでも圧倒的効果！妊活やマタニティ、産
後ケア等のお悩みにも◎ 店名のKuuは
フィランド語でお月様と言う意味です。

080ｰ5004ｰ0947
11：00〜21：00
（完全予約制）
木更津市祇園1ｰ26ｰ16祇園コーポ
305号
不定休

賞品バザルトボディートリートメント（60分）

無料券×5名様

043

ROOMSHANTI(ルーム・シャンティ)

ほぼ全品無料しみ抜き付きクリーニング
地域の皆様に愛され、ご支援いただき、創業
51年目!!
お客様の大切な衣類を
『きれいにしてお返し
する』
をモットーに日々精進しております。
お洗濯に関することならなんでもご相談く
ださい。
国家資格【クリーニング師】を持った職人が
お答えします。

賞品3,000円分の商品券

×10名様

048

賞品1,000円OFF
チケット×5名様

090ｰ4053ｰ0646
10：00〜22：00
木更津市畑沢南6丁目
不定休

アイデザインファクトリー
限られた予算で効果的な宣伝広告をするに
は、業種や地域、お客様の年齢層によって、
最も伝わる媒体やデザイン、表現方法を選
定する必要があります。アイデザインファ
クトリーでは、ターゲットとするお客様の
行動、視点、ニーズを知り、伝えたい情報を
伝わる形にデザインするお手伝いをします。

0438ｰ72ｰ1111
平日9：00〜18：30
木更津市太田4ｰ19ｰ6 太田YSビル
１F No4
土曜、
日曜、
祝日

賞品ホームページ制作（99,000円相当）×1名様

0120ｰ37ｰ5807
7：00〜19：00
木更津市清見台1ｰ23ｰ17
日曜・祝日 お盆・年末年始

エルシオンKISARAZU

隠れ家的サロンとしてオープンして9年目。
メディカルアロマケア導入後は、より確か
な体感を得られる方が続出中です♪日常の
何気ない痛みや疲れを放置せず、早めのケ
アでクオリティオブライフを上げていきま
しょう！完全予約制のプライベートサロン
であなたの五感を研ぎ澄ませ、植物の恵み、
アロマの魔法で本当のあなたを取り戻しま
せんか？

044
根本原因にアプローチ！
泉水式
「10分脊椎矯正法」
骨のズレや歪みを正しい位置に整え、痛み
の改善を図ります。
また、
筋肉や腱が正しく
使われることで、ベストパフォーマンスを
引き出す、
お手伝いをさせて頂きます。
初めての方
4,000円
２回目以降の方 3,000円

0438ｰ22ｰ2575
7：00〜19：00
木更津市朝日2ｰ2ｰ23
なし

10

賞品脳洗浄の効果をより高めるオプション＋15分
 5,500円相当の施術一回サービス×3名様

0438ｰ30ｰ0058
水14：00〜19：30
土日 9：00〜13：00 14：00〜18：00
（日曜は
17：00まで）
木更津市真舟5ｰ7ｰ17さくら都市マン
月・火・木・金曜
ション３番館１階

街の便利な薬屋さん
キーワードは「配達」
「健康」
「相談」
処方箋調剤から、市販薬、サプリメントまで
あなたの健康生活をサポートします(^^)
#スマホDE古川薬局

賞品1,000円商品券（処方箋調剤除く）×5名様

0438ｰ25ｰ5626
ご相談に応じ
ます
（完全予約制）
木更津市木更津
不定休
3ｰ2ｰ23

小児矯正の専門クリニックです。お子様の
お口の習慣を直すことで本来のあごの成長
を取り戻します。マウスピースとトレーニ
ングが中心となりますのでお子様も楽しく
通える歯医者さんです。悪い歯ならびの予
防はお腹の中にいる時から始められます。

賞品歯列矯正のための資料採取（2万5千円相当）

×5名様

045

今話題の”脳洗浄 ”
眠れる心地よさで脳脊髄液にアプローチ！
自律神経を整え、免疫力UP！
おまけに小顔小頭♪
頭の浮腫を取り除きスッキリさせます！

木更津市を中心とした、
かずさ4市の地域の
ご高齢者、障害者様の自宅、施設に訪問し、
はり、おきゅう、マッサージ、リハビリなど
の身体的なケア、相互コミュニケーション
を通じて精神的なケアを行います。健康保
険の活用で自己負担金額が非常に安く（後
期高齢者平均500円程度）利用できる事も
大変喜ばれています。

木更津、富津、君津、袖ケ浦 地元で愛され百
余年。創業明治38年の仏壇屋です。
木更津駅東口のセブンイレブンの隣で営業
しており、年末年始以外にお休みはござい
ません。
駐車場は店頭に4台分ご用意しており、車
いすにも対応しております。
仏壇、仏具、線香、ローソク、神棚、神具、念
珠、のし袋などを取り扱っております。

0438ｰ23ｰ2676
9：30〜18：30
木更津市大和2ｰ2ｰ2
年末年始のみ

0438ｰ55ｰ0863
10：00〜18：00
木更津市祇園3ｰ16ｰ11
不定休

かずさすまいるマッサージ

0438ｰ20ｰ6100
10：00〜19：00
木更津市長須賀328ｰ10
毎週火曜日
スマートフォン・ゲーム機・
タブレット・腕時計・メガネ対応

PARAFUSE.MAMI

身体にやさしく自然な方法で体質改善した
い女性のための温活サロンです。こだわり
の黄土100％の座浴器と、国産無農薬のよ
もぎを使用。
お水にもこだわり
（水道水は使
用しません）
安心・安全なよもぎ蒸しを提供
しております。
はんなり最大の特徴、
ハーブ
の読み取りでは30種類以上のハーブの香
りを嗅いでいただき、好きな香りから直近
１週間の心と身体の状態を読み解きます。

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♪

賞品3,000円のガラスコーティング無料施工券

×10名様（
）

040

当店は、占いで心を、フットケアで体を整え
るヒーリングサロンです。
【 占い】はタロッ
トや紫微斗数であなたの運命と状況を判断
し運気アップできるようアドバイスします。
【フットケア】は痛くない巻き爪矯正を中心
に魚の目などのトラブルや、冷え性改善マッ
サージを行い、痛みや苦痛を取り除くケアを
行っています。どちらも予約制です。

木更津市

木更津市

030

幸せの大航海はエルシオンからはじまる
コンセプトは「優雅で贅沢な豪華客船」。
海と空の煌めきに包まれるクリスタルチャ
ペルとオーシャンリゾートの空間。
幸せなおふたりが「理想郷」へと、大航海へ
と出発する場所、エルシオンKISARAZU。
人々の心があたたかく繋がる木更津で、お
ふたりらしいウエディングを叶えましょう！

0438ｰ23ｰ1122
10：00〜18：00
木更津市富士見3ｰ1ｰ1
毎週火曜日

賞品ブルースパークリングワイン1本×5名様

049

木更津塗装
地元密着型だから出来ることがあります！
工事前のご相談、工事中から工事の完了後
まで担当者が責任を持ってお引き受け致し
ます。
無理な営業はいたしません。お気軽にお問
い合わせ下さい。
ホームページに施工事例も掲載しておりま
すので、よろしければご覧下さい。

0438ｰ38ｰ6009
9：00〜18：00
木更津市港南台1ｰ25ｰ3
賞品しらす1キロ
6009 HILLSIDE COURT 1F

×3名様 水曜日

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！

11

木更津市

050

シーナモバイルSheenamobile

055

ヨガスタジオ muku

0438ｰ40ｰ5410
不定
木更津市金田東5ｰ18ｰ3
不定

賞品USBでパソコンに接続可能な、

ＤＥＬＬステレオサンドバー×３名様

051

フォトスタジオ ミズキング

090ｰ7834ｰ9215
木更津市中央1ｰ7ｰ15

賞品（エアリアル、マタニティ、ヨガ）チケット

×10名様

056

ローヴァーズフットサルスタジアム木更津

素敵な写真で、ご商売繁盛を応援
写真て力ある。日本全国で活躍のプロフォ
トグラファーと一緒に御社の売りたい物、
素敵なシーンを写真にして更なる商売繁盛
を目指しましょう。夢を叶えたい。人と人を
繋げるオフィスミズキングです。打ち合わ
せだけでも大歓迎です。

090ｰ6790ｰ2282
9：00〜17：00
木更津市港南台1ｰ25ｰ3 HILL
SIDE COURT 1F
土曜日、日曜日

賞品写真撮影券2～3万円相当×1名様

052

賞品フォト撮影3,000円
割引券×10名様

053

070ｰ8430ｰ8960
10：00〜15：00
木更津市文京
不定休

まちのほけん屋さんやまもとft.岡田自動車

0438ｰ53ｰ8086
平日10：00〜
24：00 土日祝9：00〜24：00
木更津市築地１ｰ４イオンモール木更
年中無休 ※年末年始、施
津敷地内
設休館日は除く

）、
賞品ローヴァーズトップチームユニフォーム（
 ローヴァーズ特性スマホケース、応援タオル×各1名様
選手
着用モデル

君津市

君津市
参加店
賞品概要
057

ヨガスタジオヴィシュタ

賞品食事券5000円／人を3名様

058

旬彩ダイニングうみぼうず

賞品エアリアルヨガ（3000円）×5名様
骨ナビレッスン、
ヨガレッスン（各2500円）×各5名様
12

旬料理と旨い酒、個室でゆっくりご賞味あれ
旬のお刺身・オリジナルの創作和食を是非お
試しあれ！！房総の地魚や市場直送の海鮮
料理や串焼き、創作料理、プレミアム焼酎、
日本酒など豊富なメニュー数で満足できま
す。 和食に合う日本酒・焼酎などなど豊富
に取りそろえております。カウンター4席、
テーブル2卓、個室5室！！

賞品1000円食事券

×5名様

0439ｰ73ｰ3939
18：00〜24：00
君津市西坂田1ｰ3ｰ14
日曜から水曜日

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！

一本堂君津店
地域初出店！！焼きたて食パン専門店
昨年12月にオープン致しました！9種類の
食パンをお時間別に焼きたてで販売しており
ます。ご家庭に安全・安心をお届けするために
素材からこだわっております。厳選した食材
を使用し、はちみつ、卵、イーストフードは使
用しておりません。お子様にも安心して召し
上がっていただける食パンです♪

0439ｰ32ｰ1112
17：00〜22：00
君津市中野1ｰ2ｰ34
日曜日
（不定休）
賞品1000円分の
10名様以上のご予約に限り、

お食事券×10名様 お昼も日曜日も営業致します。

0439ｰ29ｰ7736 平日9：30~18：
30 休日9：30~18：00
君津市外箕輪
3ｰ7ｰ28サンワビル１階
一本堂
お好きな
賞品ぷれーん1斤＆ジャム １点（ナビ検索時は3ｰ7ｰ1）
のセットを10名様
不定休

060

農家レストランCafeやさまる

065

在来(医農野菜の会)

酵素玄米と身体に優しいおやつのお店
無農薬無施肥でお米と真菰を育てている農
家のお店です。こだわりのお米で作った酵
素玄米ご飯のマクロビランチが人気です。
米粉を使った身体に優しいおやつや、手作
り調味料も販売しています。
座席を減らしてますのでご予約優先となっ
ています。
ご来店前にお電話下さい。

0439ｰ27ｰ1895
火・水・金・土 11：00〜15：00
君津市中島521
日・月・木・祝日・GW・年末年始

賞品1400円の
マクロビランチ無料券×5名様

061

麺's

Dining

司

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。また週末は農業体験イ
ベントも色々企画しております。詳しくは、ぜ
ひホームページをご覧になってください！

090ｰ7635ｰ4288
10：00〜18：00
君津市上554ｰ1
雨の日

賞品店舗やイベントで使える金券2000円分×5名様

066

手作りジャム工房～iPPO～

出汁に拘った麺料理を体験しませんか？
一杯のラーメン、一皿のパスタから、フル
コース、お弁当、オードブル、貸し切りビュッ
フェまで幅広く対応致します。
お誕生日会、女子会、もちろん男子会も！

090ｰ3909ｰ1265
11：30〜14：30/18：00〜22：00
君津市人見4ｰ6ｰ1
木曜日

賞品1000円の商品券×10名様

062

0439ｰ52ｰ0122
17：00〜22：30（L.O.
22：00）
君津市外箕輪1ｰ10ｰ18
月曜日

ストレス社会の中、心と身体のバランスを
整えて行きましょう。
人生100年時代といわれる現代社会で生
きるために大切なのが「健康寿命」です。自
分の好きなことをすることができる健康を
手にしなければなりません。一生動くこと
ができるカラダづくり。痛みのない人生と
笑顔の日々をお届けしています。

070ｰ3132ｰ0402
8：00〜22：00
木更津市東太田4ｰ20ｰ52
祝日（要相談）

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

064
天ぷら、ふぐ、ちょっとした台湾料理のお店
君津駅南口、徒歩2分の場所にあります。コロ
ナ対策として、全席個室（掘りごたつ）で状況
に応じて、入場者の制限を行い、人と人との十
分な間隔を適切にとるなど、大きめなお部屋
をご用意しております。
天ぷら、かき揚げ、ぶぐなど宴会料理や台湾料
理も人気です。

店舗紹介

和牛専門店
「かずさ和牛工房 白石」
が直営
する炭火焼肉・しゃぶしゃぶのお店です。
千
葉県産ブランド牛「かずさ和牛」を1頭買い
し、
提供している為、
様々な部位がご堪能い
ただけます。
大小個室をご用意しております。
50名様までの宴会にも対応可能です。

0438ｰ41ｰ8052
9：00〜19：00
木更津市中里1ｰ5ｰ15ｰ1F
不定休

054

アクアコイン導入店➡

牛匠しらいし

地元木更津で皆様のカーライフのお手伝いを
保険の？？？車の？？？に丁寧にご対応さ
せて頂きます。
気軽にお立ち寄り下さいませ。

賞品自動車オイル交換１年間無料券×１名様

天たけ

元 日 本 代 表 選 手カレン・ロ バ ートが プロ
デュースし、イオンモール木更津内にOPEN
する3面フットサルコート・クラブハウスを
備えたフットサル・サッカー施設。日本メー
カー の 高 品 質 なロングパ イル人 工 芝 に 、
LEDナイター照明も完備しております。

ベビーフォトスタジオミルフルール
あっという間に過ぎる赤ちゃんの今を残し
ます。
マタニティフォト・ベビーフォト専門スタ
ジオです。ママフォトグラファーが、ママ目
線で、クルクルと変わる赤ちゃんの表情を
残します。マタニティフォト、ニューボーン
フォト、ハーフバースデー、授乳フォト、野
外撮影。出産・育児をもっと楽しむために、
今だけの『記憶』を『記録』に残しませんか？

059

木更津駅西口2分、温かみのある木薫る無
垢材のヨガ専門スタジオ。
少人数制のアットホームな雰囲気で、ハタ
ヨガ、
エアリアルヨガ、
マタニティヨガを学
ぶことが出来ます。ヨガ上級資格の経験豊
富な講師がひとりひとりの身体に寄り添い
丁寧に指導します。初心者の方、男性も大
歓迎!!

麺や和

添加物・保存料不使用の手作りジャム工房
近隣の自然農法で育った野菜・果物・花等を
てん菜糖とレモン果汁のみでジャムを手作
りしています。パンやチーズ・ヨーグルトに
合わせるのは勿論、調味料やクッキー生地
の一部としての利用も可能です。また工房
独自の感覚で作ったミックスジャムは新鮮
な出逢いとなるでしょう。

090ｰ2178ｰ8882
ご来店の際は電話にて予約をお願
いします
賞品1000円の
君津市西原606ｰ6

商品券を５名様 不定休

067

なごみの里君津

他にはない麺や和の油そば絶品です！！１番
人気のチャーシュー油そばは全商品の7割を
占めています笑 お好みで酢、ラー油をかけ
て混ぜ混ぜして食べる油そば！混ぜてる最中
からヨダレが溢れそうになります笑 辛い派
には辛味油そばオススメです！

070ｰ3143ｰ0222
火曜日〜日曜日 昼の部11：30〜14：00
麺、チャー
夜の部18：00〜23：00（L.O.
22：30）
シュー無くなり次第終了
君津市久保2ｰ10ｰ8プラザ
賞品麺類一杯無料券を ナイル102

10名様 日曜日の夜の部、月曜日

063

石窯焼きの店クロワッサン君津店
パンを通じて小さな幸せを提供致します。低温
にて長時間熟成させる事によりアミノ酸を生
成します。体にも良く味わい深いパンになりま
す。当店自慢の自家製発酵種は乳酸菌が入って
いる為やわらかく、しっとりした美味しさを長
時間保てます。保存料不使用でもカビが生えに
くいのはこれが配合されている為です。

0439ｰ52ｰ5211
平日 8：00〜19：
00 土日祝日 7：30〜19：00
君津市南子安3ｰ6ｰ20
年中無休

賞品3500円サンドイッチオードブル 2名
幸せ食パン
石窯ピザワンホール
BIG明太
幸せ
回数券（12斤）3名
（直径30cm）3名
フランス 3名
食パン券（1斤）30名

君津市

君津市

県 内 で も 数 少 な い 、仮 想 移 動 体 通 信 事
業 者（ M V N O ）か ら 新 し い ブ ラ ン ド の
「SheenaMobile」を新発売。リーズナブル
な防犯カメラや物販も行っております。非
接触検温AIカメラの取扱もしております。
ご連絡いただければ、デモに伺います。故障
などの場合には、交換に伺います。地元企業
にしかできない安心がココにあります。

農家の作った安心で新鮮な野菜がいっぱい
地元の農家が作った新鮮野菜をはじめとし
た農産物や園芸品を直売しています。また、
自社加工室で作っている小糸在来の味噌を
はじめ、郷土料理の太巻き寿司や弁当、君津
名産大豆「小糸在来」使用のお菓子等も販売
しております。是非、お立ち寄りください。

0439ｰ32ｰ5448
9：00〜17：30
（夏期3月〜9月）9：00〜17：00（冬季
10月〜2月）
賞品なごみみそ430ｇ
君津市大井126
 ×2個セットを10名様 年末年始12月31日〜1月5日

068

房総生餃子千成
家で焼いて一番美味しい手作り餃子！!
房総生餃子千成はホテル千成の新業態で
す。こだわりの豚肉の中でも特に千葉県産
「東の匠SPF豚」を使用し、完全国産品の野
菜をメインとして「キャベツのカットから
餃子の包みまで」一から完全手作りで心を
込めて作っております。

0439ｰ52ｰ8511 10：00~19：00
君津市東坂田2ｰ6ｰ16 サンプラザ
ビル１F
年中無休

賞品房総生餃子2,000円商品券を２０名様

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！
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069

一心堂

074

MORIHANA（森花）

はんこ・印刷・プリントウエアご相談下さい
同じものならより安く！
同じ価格ならより良い品を！
はんこ・印刷・プリントウエア・刺繍・のぼり・
その他各種ノベルティーご相談ください。

賞品5000円のプリントウエアチケットを10名様

070

オプトマックス アイベル君津店

0439ｰ55ｰ8787
9：00〜18：00
君津市久保3ｰ10ｰ11（カルチャー
君津1F）
賞品5000円の商品券
なし/日曜休みの場合あり、

×5名様 年始休みあり

075

アトリエミュウ美容室

快適なメガネ、コンタクトレンズをご提供
メガネのスペシャリスト認定眼鏡士が丁寧
に検査させていただきます。
人気のファッションブランドのメガネから、
こだわりのスポーツメガネまで、豊富にライ
ンアップしています。

0439ｰ57ｰ2930
10：00〜19：00
君津市南子安4ｰ21ｰ2
不定休

賞品メガネの3000円割引券

＋何でも使える1000円割引券×5名様

071

手づくり家具工房

秋元木工

0439ｰ50ｰ8868
9：00〜19：00
君津市外箕輪4ｰ1ｰ15KTプラザ101
毎週火曜日
第4火曜日・水曜日連休

賞品超極上 潤いトリートメント券を2名様
(シャンプーブロー込み6000円相当)

076

アンジェール

賞品屋久杉はしづくりキット20名様

072

テレショップMきみつケータイ館

077

お顔剃り専門店

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♪

0438ｰ50ｰ0711
10：00〜19：00
君津市南子安4ｰ32ｰ2
毎週水曜日

賞品3000円のガラスコーティング無料施工券×10名様
（スマートフォン・ゲーム機・タブレット・腕時計・メガネ対応）

073

戸田屋寝具店

0439ｰ54ｰ1218
9：00~18：30
君津市北子安1ｰ6ｰ5
毎週木曜日

賞品洗って使える羽毛カイロ（5.400円）×5名様
14

080

整体ベストバランス

090ｰ2622ｰ1116
10：00〜19：00
千葉県君津市常代4ｰ5ｰ15
不定休

顔音

サービス
賞品お顔剃りチケッ
ト
3000円分を５名様

0439ｰ27ｰ0222
平日 9：30〜19：30
日曜、祝日 9：30〜18：30
君津市中野1ｰ4ｰ5
毎週火曜、第3月曜、火曜連休

からだCure整骨院

チョコ色温泉と湖畔を眺める絶品ランチ
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。

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

賞品総額20,000円相当の亀山温泉ホテル
お泊り、入浴と
 ご利用サービスクーポン（お食事、
×1名様
お選びいただけます ）

085

五十嵐会計事務所
地域密着型会計事務所
地元君津の税理士です。
法人、個人の税金から相続税まで、幅広く対
応いたします。お気軽にご相談ください。

080ｰ5435ｰ9307
9：00〜16：00
君津市君津台3ｰ18ｰ10
土曜日、
日曜日、
祝日

0439ｰ52ｰ0024 10：00〜20：00
君津市杢師1ｰ11ｰ25
木曜日

賞品整体ベストバランスの施術の一部を自宅で
セ ルフ整 体 デ バ イス

再現できる【FUJIｰKO
！
（フジコ）】を5名様にプレゼント

賞品相続税試算（総財産1.5億円まで）1名無料

086

ニコニコレンタカー君津駅前店

ホワイトニングサロン内にあるトリートメ
ントサロンです！
明るい店内は気軽に入りやすい、通いやす
いと好評です♪
ゲルマ温浴で温めて血行促進しながらリン
パケアで疲れ解消★

0439ｰ29ｰ7738
10：00〜18：00（最終受付17：00）
※土曜：要相談
君津市外箕輪3ｰ7ｰ28
賞品ゲルマ温浴（２０分） サンワビル２階

無料×5名様 土曜日、日曜日、祝日

082

発酵浴

湯らら

安心・安全・快適のご提供
環境にやさしいハイブリッド車を中心に
安心・安全・快適のご提供をしています。
感染防止対策を実施し、お客様のご来店を
スタッフ一同お待ちしております。
ご来店の際は、感染防止対策のご協力をお
願いいたします。

0439ｰ27ｰ0200
通常年中無休 8：00〜20：00
君津市中野1ｰ2ｰ6ｰB号
年中無休

賞品割引クーポン券

500円引き＆300円引きセットを30名様

087

ぷちめぞん 整理収納アドバイザー

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どの発酵熱に身を
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ので
ゆっくりとおくつろぎ下さい。

モノを整理すると心も整理されます
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♪

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

賞品回数券１万円分を１名様 １回無料券１０名様

083

Y'snail

柔道整復師（国家資格）やトレーニング指導
者資格を保有する院長が健康体を目指すあ
なたを応援！【痛みケア×姿勢ケア×筋肉強
化が大切！】ご自宅でできるセルフメンテナ
ンスや生活習慣のアドバイスで症状の早期
＆根本改善を全力でサポートいたします。

080ｰ8737ｰ7997
10：00〜17：00
君津市上602
不定休

賞品3000円

090ｰ9689ｰ6025
10：00〜16：00
君津市八重原
不定休

賞品収納レッスン2,000円割引券×3名様

088
君津市の隠れ家ネイルサロンです
プライベートネイルサロンY’s nailです☆
シンプル～華やかまで、お気軽にご相談く
ださい！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ご提供致し
ます☆ゆったりとした時間を過ごして下さ
いね♪

0439ｰ29ｰ5739
月.火.水.金.土
9：00〜12：00、15：00〜20：00
木.日.祝日 9：00〜14：00
君津市中野1ｰ9ｰ1丸富ビル103
不定休

賞品寝ているだけのEMSインナーマッスル
楽トレ
トレーニング（4,400円）
を1回無料券を10名にプレゼント！

亀山温泉ホテル

腰痛ならここ！重症専門の整体院 体の
衰えを感じる貴方に朗報です！「腰仙結合
回復メソッド」は歪みを取り体を変えるメ
ソッドです。骨格バランスを正し、回復する
体を作ります。
「早く来れば良かった～！」
300以上の喜びの声は、ホームページから
ご覧頂けます。100年人生を元気に楽しめ
る体づくりをしてみませんか？

美肌効果抜群のエイジングエステ♪流行の
レディースシェービングを女性専用貸切サ
ロンで施術いただけます(^^)うぶ毛と一緒
にお肌表面の老化角質を優しく取り除き艶
やかでみずみずしいもっちりお肌へと導き
国家資格であるプロならではのお顔剃りエ
ステを貸切サロンでゆったりとリフレッ
シュタイムしませんか！

078
今では5人に1人が睡眠に関して悩みがあ
ると言われています。睡眠は健康にも大き
く関わってきます。寝具選びを失敗した経
験はありませんか？皆さまのお悩みに応じ
て寝具、枕、ベッド、ベッドマットレスまで
一週間の無料貸し出しもできますのでお気
軽にご相談ください。



0439ｰ27ｰ1182 9：00〜12：00/
14：00〜19：00
賞品 歯のクリーニング 君津市中野270ｰ3
(保険外)×10名様 木曜日午後・日曜・祝日

081 トリートメントサロンCATOUCH
低価格で叶える美肌と疲労回復 年齢と共
に増えていくお肌の悩みをなんとかしたい
と思っているあなたにおすすめ 自宅をエ
ステ用にリフォームし、
お客様3名まで同時
に施術ができます。初回フェイシャルエス
テ2500円で体験できます。
石油系乳化剤不
使用のシャンソン化粧品でお肌にあったお
手入れを提案いたします。綺麗でいたい女
性を全力でサポートさせていただきます。

賞品フェイシャルエステ

60分×10名様その他
割引券

084

当院では患者様一人一人のお話をしっかり
お伺いし、患者様のご希望に沿った治療を
心がけております。お困りごとがございま
したら、何でもお気軽にご相談ください。ま
た、通院が困難な患者様には直接お宅に伺
い、訪問診療も行っております。その他、専
門医による矯正治療も行っておりますの
で、お子様から大人の方まで、歯並びが気に
なる方もまずはご相談ください。

当店は座席3席の小さなお店です。いとこ同
士技術者2名で営業しております。皆様には、
ホッと一息つきながら気兼ねなく髪の悩み
をご相談いただけるお店作りを心がけてお
ります。お呼ばれヘアーアップや縮毛矯正や
メンズカットなども大変喜ばれております。

創業1946年。匠のつくりだす木の家具は、
ながく使っていただけるよう丁寧に仕上
げています。工房併設のショップには、木の
ぬくもりを感じられる一枚板テーブルをは
じめ家具や小物などが勢揃い。
「屋久杉をつ
かったおはしづくり（要予約）」の体験もあ
ります。
（自宅でできるキットあり）

0439ｰ39ｰ3338
10：00〜17：00
君津市笹1782ｰ10
不定休

鈴木歯科クリニック

施術割引券×3名様

君津市

君津市

0439ｰ57ｰ2770
9：00〜19：00
君津市杢師1ｰ9ｰ7
日曜日、
祝日

079

あなたの想い お花にのせて！
当店では、仕入れにこだわり高品質の商品を
御用意しております。オリジナルのアレンジ
メントにも力を入れており、季節に応じたカ
ラーバリエーションとデザインで、アレンジ
メント致します。店頭でも確認する事も出来
ますので、是非一度ご来店下さい。

有限会社

富永
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。

0439ｰ55ｰ6769
9：00〜17：00
君津市常代2ｰ16ｰ17
土曜、
日曜日、
祝日

賞品SDGsピンバッチを3名様
15

袖ケ浦市

袖ケ浦市
参加店

089

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

あすみ堂

賞品1,000円のお食事券

×10名様

094

賞品お 好きなクッキー
3種類×10名様

090

アメリカンステーキ16イチロー

賞品お菓子詰め放題

×５名様

095

賞品イチローSPステーキ（イチボ肉）ライス付き
大盛り、山盛り無料2,750円×5名様
※仕入の都合により同等
のお肉に変更する場合あり

091

konoha.coﬀee

賞品お好きな珈琲豆１袋
無料券×10名様

092

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

賞品ランチおまかせ寿司セット1,500円×10名様
16

なりまつ薬品 さつき台薬局
くすりと化粧品【美と健康】のお店です！！
地元に密着した薬店です。処方せん医薬
品の扱いもしております。配達を希望さ
れ る 方 は 、気 兼 ね な く ご 相 談 く だ さ い 。
またお化粧品の取り扱いもございます。
【KOSE】や【COVERMARK】に加え、皮膚
トラブルを抱えてらっしゃる方にお薦めの
【ACSEINE～アクセーヌ】の取り扱いもご
ざいます☆

処方せん調剤
には使えません

100

0438ｰ97ｰ7855
9：00〜20：30
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1ｰ39ｰ12
月末最終日
無休
（のみ〜15:00
）

amimumemo すがみほこ

090ｰ3509ｰ8991
袖ケ浦市蔵波台
不定休

アロマテラピーサロン＆スクールThirdPlace

080ｰ3757ｰ1258
10：00〜22：00
賞品施術券3,000円
袖ケ浦市蔵波台7ｰ20ｰ14

×3名様 C棟
不定休

イトー鍼灸整骨院

賞品30分施術無料券

×10名様

102

0438ｰ75ｰ5557
9：00〜12：00
14：00〜19：30
袖ケ浦市野里1770ｰ3
金曜

SalonstudioCLOVER
町の床屋さん
地域でうっかり30年も営業させて貰って
ます。ありがとうございます。

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

0438ｰ63ｰ6261
8：30〜18：30
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ13ｰ11
月曜、
木曜
（出張のため）

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！

賞品美 容 鍼 灸（
）60分8,000円コースを
20%oﬀの6,400円×5名様
お顔、カッサによる
マッサージ、首肩

104 リラクゼーション整体Re.Body
当店は、ボディケア、リフレクソロジー、ヘッ
ドスパなどのリラクゼーションの施術担当の
長谷川と、妊活、マタニティ、産後の整体担
当の藤島の２人で営業しています。癒やされ
たい、疲労回復、コリをほぐしたい方はリラ
クゼーションコースを！妊活中、妊娠中、出産
後、婦人科系のお悩みは整体コースをご利用
ください。

0438ｰ40ｰ4418
10：00〜20：00
（最終受付19:30）
賞品ど れ でも１コース 袖ケ浦市長浦駅前2ｰ3ｰ9
無料×３名様
毎週月曜日

105

賞品白髪ぼかし1,000円を無料で10名様

インテリアコーディネートY'sstyle
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。

090ｰ4433ｰ0188
袖ケ浦市蔵波台
日曜・祝日

10：00〜17：00

賞品インテリア相談2時間券（7,000円分）×1名様

106

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。

賞品オフィス家具、3万円相当×1名様

0438ｰ53ｰ8853
月〜土曜9：30〜20：00、
日曜9：30〜
17：00
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ4ｰ10
金曜日

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！

いつでも

株式会社 ヤマフジ

ストレッチ鍼灸イトー整骨院
地域の皆様に愛されて3周年！
～美容鍼灸は、全身の血の巡りを整える治
療です～
お顔の悩みの他にも首肩、目の疲労、頭痛、
めまい、神経痛…女性も男性も、ご相談くだ
さい♪交通事故治療、保険治療、矯正治療、
ストレッチも行なっております。

アロマクラフト教室&全身ケアサロン
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。

101

賞品誕生花フレーム（3,500円相当）×3名様

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1 ,000円の商品券
×10名様（
）

お家やお店をオリジナル切り絵で彩りませ
んか？切り絵本を多数出版している切り絵
作家すがみほこがオリジナルデザインで作
成します。結婚、開店など、お祝いの贈り物
に最適です。
誕生花の切り絵は、
誕生日プレ
ゼントに人気です。世界に一つしかない贈
り物をお探しでしたら、amimumemoすが
みほこにおまかせください。

097
特別な日にも普段づかいにも。
カウンター席は、目の前で切り付け握る臨
場感をお楽しみ頂けます。
和モダンの落ち着いた空間で是非ごゆっく
りお過ごし下さい。

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

090ｰ7730ｰ5689
毎週火曜日 13：00〜17：00
袖ケ浦市福王台2ｰ12ｰ17
火曜日以外

賞品ハ ンドスプレイ他

×10名様
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FARMCOURT袖ケ浦

賞品ぷ りんセスエッグ
セット×10名様

096

藤鮨

103
私達の身体は、私達の食べたものでできて
いる！今朝何を食べました？
より健康でより美しく、より環境にやさしい、
ライフスタイルを提案します。

地域再発見♪日常を彩るグローサリー
袖ケ浦の農産物やお菓子を中心に、全国の
おいしいものたちをセレクト。地元のこだ
わり卵「ぷりんセスエッグ」や、牧場がつく
るスイーツなどがズラリ。
なかでも、
朝採れ
地元野菜は、
安く旬が揃い大人気！
カフェはオープンテラスもあり、なんと淹れ
たて珈琲が\90！ご一緒に、手造りジェラー
トや、シフォンケーキもいかがでしょうか？

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
webをご確認ください

内外美容Joy

和菓子で、
ほっ～とひと息しませんか？
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。

袖ケ浦初！低価格で本格的ステーキ
当店は美味しいお肉をリーズナブルな金額
でご提供。
他店には無い9種類のソースが売
りです。デカ盛りチャレンジメニューもやって
います。ハンバーグ、ハンバーガー、タコス、
タコライス、ロコモコ丼など多種多彩なメ
ニューを取り揃えています。

0438ｰ62ｰ2899
11：00〜
（LO
17：00〜
（LO
14：00）
21：00）
袖ケ浦市福王台2ｰ21ｰ1
月曜日

0438ｰ63ｰ5111
ランチ 11：30〜15：00
（L.O.
14：00）
ディナー 17：30〜21：00
（L.O.
19：30）
袖ケ浦市福王台2ｰ12ｰ17
火、月曜ディナー、第５月曜

奈良輪豊月堂

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
16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
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あのハンバーグの味が忘れられない‼
今年で創業37年コロナ禍て色々なことが
大きく変わっていくなかでも変わらない物
を残したい。前進あるのみのポリシーなが
らも皆さん記憶に残る味を残したい‼

袖ケ浦市

袖ケ浦市

賞品概要

093 レストランキャセロール

親子関係改善サポート
子育ての悩みを解決するには、子育ての方
法を学ぶのが一番の近道です。親子関係改
善サポートでは、アドラー心理学をベース
につくられたより良い親子関係講座（AP
講座）が受講できます。対面、またはzoom
などのオンラインでの対応が可能です。
カウンセリングも併せて行っております。

080ｰ5005ｰ6574
月〜金10：00〜17：00
袖ケ浦市坂戸市場92ｰ3
土曜、
日曜、
祝日

賞品心が軽くなる子育てカウンセリング90分無料券

×5名様

107

studioeArk（スタジオアーク）
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、肩凝り解消・
産後ケア等。リハビリから生まれたピラティ
ス。継続して行うことが効果的。運動が苦手
でも続けられます。専用のピラティスマシン
導入。いつまでも美しくありたい、元気でいた
い。そんな願いを叶えます。

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

賞品シルクサスペンショングループレッスン(60分)

1,000円割引券×10名様
17

108

ライフプランナー永野

112

保険に入って毎週スタバをget、ポケモンも
リスクに備える保険ではなく、リスクを減
らす保険をご提案いたします。
あなたの保険は生きているうちに使えま
すか？
共働きの皆さん、銀行で貯金するより、保
険商品を利用した方がお得ってご存知で
すか？個人事業主の皆さん、退職金のご準
備はできてますか？

袖ケ浦市

090ｰ6959ｰ3105
火曜日13：00〜16：00
賞品住友グッズ
袖ケ浦市福王台2ｰ12ｰ17

×10名様 キャセロール
無し

市原市

0436ｰ92ｰ1050
9：00〜17：00
市原市宿245ｰ1
賞品500円の食事券を
水曜日、不定期で木曜日に

20名様 休む時があります。

ラーメンちば宝来

沖縄料理＆居酒屋がじゅまる

賞品味が選べる！大トロチャーシュー麺
1杯プレゼント！×10名様

114

和食家

惣治郎

本場ウチナー料理が市原で食べれるお店！
沖縄ソバもママが出汁を1から作り、愛情込
めて作った当店人気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、市原で活動している【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。

110

WOODLANDCAFEBAR

賞品年内コーヒー

パスポート 3名様

111

きまぐれカフェclover
当店は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、1品1
品心を込めて作ります。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

0436ｰ26ｰ7449 11：30〜17：00
土曜日のみ7：30〜10：00
（L.O.
（L.O.
16：30）
9：30）
市原市白金町1ｰ38ｰ3
水曜日、日曜日、祝日

賞品ご来店毎にケーキ1個又は

ドリンク1杯無料券を10名様にプレゼント
18

オーダーカーテン専門店 ～(有)ロングヒル～

115 クロワッサンファクトリー五井店

賞品1000円商品券

×200名様【応募感謝賞あります！】

BAACUS市原

Chouchou

0436ｰ24ｰ2611 10：00〜18：00
市原市五井東3ｰ48ｰ1
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日火曜日）

賞品バウムクーヘン、フィナンシェ、カステラ、カヌレの

詰め合わせギフトセット10,000円分を1名様

123

市原気功神療院
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

080ｰ3937ｰ5296
火〜土 9：00〜18：00
市原市中高根1373ｰ48
日･月曜日

賞品施術無料券（5,000円分）を3名様

124

賞品5,000円の商品券を3名様

120

フレイムマジア
市原初！骨格診断ができるサロン
女性を美しく、心から輝かせるサロンとし
て、ネイル、骨格診断、ファッションカラー
を行っております。バランス感覚を大事に
あなたに合ったファッションやネイルデザ
インのご提案ができます。

スマホ堂市原店

090ｰ2492ｰ7879
10：00〜18：00
市原市五井
不定休

賞品ネイルオイルを１０名様

125

メンズ脱毛専門店SalonSunset

iPhone修理はスマホ堂にお任せください。
画面割れ、バッテリー交換、機種変更時のデー
ター移行など何でもご相談ください。
スマホ堂のiPhone中古整備品は、バッテ
リー交換済。２年間のサポート付きで安心し
てご購入いただけます。

0436ｰ26ｰ7101
11：00〜20：00
市原市五井西5ｰ12ｰ7 グランドール
火曜日

賞品3000円のガラスコーティング施工券X5枚

121
せんねんの木グループ第４の新ブランド
バウムクーヘン専門店
「せんねんの木」
プロ
デュースの新ブランドが市原にOPEN！
人気のバウムクーヘンは勿論のこと、カス
テラやフィナンシェなど、せんねんの木グ
ループで展開するスイーツを集約したお店
となります。

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

0436ｰ37ｰ3525 10：00〜17：00
市原市五井1870ｰ1 プルミエグラ
ンクリュ1階店舗
日曜日、
月曜日

0436ｰ22ｰ2010 【月〜金】
8：00〜
19：00【土・日・祝】
7：00〜19：00
市原市五井西4ｰ3ｰ21
無休

116

0436ｰ26ｰ5588
平日10：00〜
19：30 土日祝10：00〜18：00
市原市五所1726ｰ3
水曜日

貴方のお気に入りが見つかります様に♪
20代から80代まで親子で世代を超えて楽し
めるカジュアルなファッション☆
リーズナブルな価格で購入できるセレクト
ショップです♪
サイズも各種取り揃えております♥
お気軽にお越しくださいませ☆

小さな幸せ、感動をパンを通じて伝えたい。
『美味しい～幸せ～』なんて言葉が
思わずこぼれちゃうような豊かな時間をパ
ンを通じて提供致します。自家製天然酵母を
使った職人達による本気のパンと
スタッフの満面の笑顔でおもてなし致しま
す。

賞品3500円サンドイッチオードブル 2名
幸せ食パン
石窯ピザワンホール
BIG明太
幸せ
回数券（12斤）3名
（直径30cm）3名
フランス 3名
食パン券（1斤）30名

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。

0436ｰ23ｰ9697 11：30~18：00
市原市五井西6ｰ37ｰ8
木曜日
【HP掲載】

119

賞品蟹のお刺身を10名様

足のケア&巻き爪M's

輸入・国内オーダーカーテンはお任せ！
お客様のご要望をご予算に合わせ演出！企業
様･学校様･医療関係者様･個人宅等、出張採寸
もご要望頂いております！飛散感染防止対策
商品がオススメです！透明ロールスクリー
ン・タペストリー・ブラインド・カーテン・衝立
大好評！店内は、多種多様な商品を展示中！
一窓～お気軽にご相談を！

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

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！

0436ｰ63ｰ2789
10：00〜17：00
市原市五井中央東2ｰ18ｰ6 3F
土曜日、日曜日

賞品「房総おむすび」の素（詰め合わせ）

※1万円相当商品を1名様

高滝湖の豊かな自然のなか
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
月曜、日曜、祝日、御盆休、年末年始
・チューリップポーク2缶・海ぶ
賞品がじゅまるセット【オリオンビール2本
どう1パック】※10名様分を御用意させて頂きます。

2000円相当の賞品です。

080ｰ1004ｰ8316 臨時営業
市原市牛久 不定休

118

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

122
人と地域をむすびます
「房総おむすび」は房総ローカリストのぽん
ちゃがプロデュースするおむすび屋さん。
房総半島の美味しい食材をおむすびにして
皆さんにお届けします。地域や生産者の事も
知れてさらに美味しいおむすび、ぜひ一度手
に取ってみてくださいね。
営業日も営業場所も
決まっていないお店です。最新のイベント出店
情報はSNSからチェックしてみてください。

福祉ショップぶんぶん
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。

080ｰ4424ｰ8442 9：00〜17：00
市原市中高根1373ｰ109 福祉ショッ
プぶんぶん
日曜日

賞品商品2000円分×5名様

市原市

市原市

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

房総おむすび

こだわりの自家製麺・水・味
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
実現しました。飲料水から麺を練る水まで、
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。

店舗紹介

賞品概要
109

117
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。

113

市原市
参加店

Felicia

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
ンセプトにお一人お一人の施術を行わさせ
て頂いております。当サロンのマシーンは
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。

0436ｰ26ｰ6926
10：00〜22：00
市原市南国分寺台4ｰ3ｰ1
不定休

賞品ヒゲ3箇所脱毛セット（12636円分）

アフターケア込み×10名様

126

atelierFlora
枯れないお花のアレンジメント
アーティフィシャルフラワーのアレンジメ
ントを店舗やオフィスにレンタルで装飾し
ています。小さな物からスタンド花もオン
リーワンのオーダーを承っております。お
気軽にお問い合わせ下さい。

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
不定期

賞品オーダー1000円割引券

10000円以上は3割引券×5名様

19

南房総市

131

南房総市
参加店

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

うなぎ 新都（しんみやこ）

賞品お食事券2,000円

×5名様

132

128

寿司と地魚料理

大徳家

133

ワンコのお家

SEASONS

賞品3,000円のお食事券
他に銀賞・銅賞

×３名様もあります

129

炭火焼山海料理

0470ｰ44ｰ1229
12：00〜15：00
（昼）
17：00〜21：00（夜）
南房総市千倉町南朝夷1079
火曜日（祝日の場合
は翌水曜日）

隠れ屋敷

典膳（てんぜん）

134

庄作商店

賞品お 食事券2,000円

×5名様

130

BLUTO'SCAFE（ブルートズカフェ）

135

つ印くじら家

0470ｰ38ｰ2129
11：00〜22：00
南房総市白浜町滝口5786ｰ1
不定休

賞品人気ナンバーワン、ハンバーググラタンカレー

×5名様
20

賞品鯨大和煮×10名様

0470ｰ47ｰ4780
8：45〜17：30
南房総市和田町花園127ｰ3
木曜日（祭日は営業）

142

賞品露天風呂無料券（1組5,000円）を10組に

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×1名様

笑顔いっぱい子育てサロン～nico～

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

賞品房州黄金手羽先10本（1,300円相当）
×10名様

美味い家若鈴
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。

賞品1 ,000円の商品券

を10名様

144

肉、ステーキ、居酒屋
2021年1月リニューアルOpen!

10：00〜15：00

賞品nico各レッスンに使える500円券×5名様

0470ｰ23ｰ9022
11：00〜14：00、
17：00〜23：00
8月は11：00〜14：00、
22：30閉店
17:00〜（L.O.
22：00）
館山市上野原91ｰ4
毎月第３月曜、
火曜

肉バルRosso

子供の思いきりを応援できるママになれるコ
ミュニケーション。ベビーマッサージで笑顔
溢れるふれあい。保育士の私がふたつのコ
ミュニケーションで、子供とママの思いきり
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。

090ｰ4058ｰ7501
南房総市加茂
不定休

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

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。
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0470ｰ30ｰ5030
24時間
南房総市白浜町滝口6241
不定休

店舗紹介

居酒屋台北

太平洋と夕日を望む大人の隠れ宿
千葉県最南端で地魚や地野菜など地産地消
にこだわった海鮮懐石料理を楽しめる割烹旅
館。2020年5月フルリニューアルオープン！
大浴場はイスラエル直輸入の死海塩風呂と
なっており、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。
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関東にたった一軒の捕鯨会社直営です
千葉県で唯一捕鯨船を保有する会社。
外房捕鯨
（株）
直営店です。
くじら専門だからこの目利き加工技術が自
慢です。

賞品概要

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

0470ｰ38ｰ2058
8：00〜18：30
南房総市白浜町白浜3854
18日、28日

南房総白浜の海が見えるカフェ&レストラン
海を見ながら、ゆったりとしたランチはい
かがですか？ランチのお勧めはハンバー
ググラタンカレー。熱々チーズがとろっと
とろけますよ～。メインのお料理に全てつ
く、館山かおり菜園の新鮮お野菜を使った、
オードブルサラダも、お野菜好きにはたま
りません。自家製ケーキも多数ご用意。

貸別荘おかゆ朝吉

館山市
参加店

房総最南端！海辺に佇む古民家風貸別荘
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、磯笛公園が広がり、
散歩や磯遊びに最適。庭ではBBQも楽し
めます。近隣には、ゴルフ場やテニスコー
トも。1組貸切の宿なのでグループ旅行、合
宿、研修、家族旅行に最適です。
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作・ざく恵乃智720ml×6名様

館山市

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

ここしか処で心•酔わす良い酒を捜しませ
んか!?
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。

賞品純米吟醸

アロマエステデルフィーナ

080ｰ6518ｰ8755
9：00〜19：00
南房総市千倉町瀬戸1300ｰ1
不定休
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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

賞品ドライブスルー洗車プリカ3,500円分×10名様

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。

0470ｰ29ｰ7336
10：00〜17：00
サマータイム実施予定
（6月〜9月）
6：00〜9：00、15：00〜20：00
南房総市和田町布野516ｰ1
毎週水曜日

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

賞品コースメニュー15％割引券×10名様

人と犬が楽しく共存できる癒しの空間
房総の地酒や食材を堪能できる犬同伴可の
貸切BBQ場、広い敷地を走り回れるドッグ
ラン、
ペットホテル、
しつけ教室のサービス
をご用意。人も犬も癒される空間に是非い
らしてください！！

賞品ドッグラン利用券 3,000円分（ペットホテル、
ランチ、BBQにも利用可能）×5名様

千倉港前の親切・丁寧・最新セルフスタンド
セルフ給油が苦手な方も、スタッフが丁寧
にフォロー！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！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
あるので、房総探索の拠点に活用ください。

館山市

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！
田舎ならではの居心地の良さが特徴で、女
性同士やお子様連れも大歓迎！

丸高石油（株）千倉港サービスステーション

090ｰ7237ｰ9779
9：00〜19：00
南房総市千倉町平舘735ｰ11
不定休
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賞品ドリンク券×5名様

141

生涯自分の足で歩く笑顔の人を増やします！
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♡

公園にたたずむ ぱんカフェ
南房総市和田町に佇む小さなぱんCafe
房総地粉を石臼で自家製粉、地粉全粒ぱん
の香りと味わいをお楽しみください。

080ｰ3558ｰ9308
木、金、土、日曜（月、祝日)
7：30〜14：00
17：00〜21：00
南房総市和田町柴215
火曜、水曜日

足の専門店Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）

南房総市

南房総市

賞品5 ,000円の商品券

×5名様

0470ｰ38ｰ5026
11：00〜14：00
17：00〜23：00
南房総市白浜町白浜2620
火曜日

わだぱん

本格炭火焼 三代続く南房総のうなぎの老舗
ふっくらと柔らかく蒸し、飽きない味のタレをく
ぐらせ、備長炭で焼く炭火ならではの風味。
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。うなぎの蒲焼を
サーフボードに見立てた「波乗りうな重」はメ
ディアでも紹介された名物メニュー。

0470ｰ47ｰ2131
昼の部11：30〜15：00（L.O.
14:00）
夜の部17：00〜21：00（要予約）
南房総市和田町海発1591ｰ17
火曜日
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千産千消！！食材にこだわった和食料理屋
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！

店舗紹介

賞品概要
127

房州酒場きよ都

賞品おすすめ3種盛り

×５名様

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
21

145

珈琲館サルビア

150

フットケアサロン chouette

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。館山市内にございます
『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。

0470ｰ23ｰ2341
10：30〜18：00
（LO
館山市北条2576
17：30）
水曜日

賞品オリジナルブレンドとドリップパックのセットを

5名様にプレゼント
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鮨匠なか川

090ｰ4830ｰ9951
9：00〜18：00
予約最終受付16：30〜 完全予約制
館山市那古418ｰ6フラッツT55
不定休（完全
103号室
予約制）

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

151

ボディケアアスリート
【あすりぃと】

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、房総の貴重な食文化で
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、地元の伝統の
味を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。

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

賞品3,000円のお食事券

147

5名様（店内飲食のみ）

焼肉家東貴

館山市

賞品高気圧酸素カプセル5,500円×2名様

バランスコンディション5,500円×1名様

からだコンディショニング

田中惣一商店

153

賞品商品券1,000円

×10名様
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0470ｰ22ｰ2088
8：00〜19：00
館山市湊417ｰ5
不定休

メガネサロンアシダ
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、
ライフスタイルにあったレンズの提案、
フィッティング（掛け具合の調整）や修理な
どの技術にこだわっています。
メガネの困りごとご相談ください。

賞品メガネ商品券

3,000円×5名様
22

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

EBIYA.CAFE

鴨川館

MAIWAI

154

157

賞品ぬり絵プチ通信×２名様

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

賞品3,000円分のお食事券×３名様

161

市平（いちべい）

呑癒庵鳥丸ん家

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。鴨川市ふるさと納税でも
ご準備しております。

162

賞品1,000円の商品券×10名様

BEACHCAFÉkamogawa
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。

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

賞品2,000円商品券×5名様

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

賞品1,000円分の商品券

×５名様

CS60鴨川／サロンあ･うん
「CS60」整体・マッサージ超えを目指して!
人の尊厳を最後まで守りたい。歳を重ねて
寝たきりになってしまった方々を目の当た
りにして、そんな想いからCS60はスター
トしました。からだのコンディションを整
える、ひとつの選択肢であり続けるために。
施術直後より「体が軽くなる」ことを始め、
体にとっての嬉しい変化をご体感下さい。

04ｰ7094ｰ5797
11：00〜14：00
18：00〜24：00
鴨川市広場795ｰ1
月曜日

158
色で楽しくハッピーに
好きな色は性格、
気になる色は今の心理。
1色1色の意味がわかると、人間関係、ファッ
ション、インテリアにも役立ちますよ。
色でこんなことがわかるの～と楽しんでく
ださいね。

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供に心ゆ
くまでお楽しみ下さい。

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。

9：00〜17：00

ハッピーカラー

070ｰ4154ｰ2717
10：00〜17：00
館山市北条
不定休

板前ライブダイニング

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
年中無休
（メンテナンスに
よる休館有り ）

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。
初
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。

賞品体験イベント各種（※）5,000円の割引券

×2組、他

和ダイニング桃源坊

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2,000円分×５名様

合同会社アルコ

070ｰ1410ｰ8808
館山市大戸37
不定休

04ｰ7099ｰ7088
11：00〜15：00
17：30〜21：00
（夜は要予約）
鴨川市江見太夫崎66ｰ2
水曜日

04ｰ7096ｰ1225
11：00〜15：00
17：00〜21：00
鴨川市江見吉浦489
火曜日
（祝日の場合は営業）

賞品お 食事券2,000円

×5名様
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賞品お 食事券1,000円

×10名様

070ｰ3897ｰ4656

良い品は 良い友達！創業70年、
「金物」と
「フェアトレード」のお店。金物は刃物、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
も数多くあります。フェアトレード（公正
な貿易）は店主がチョコレートを友人から
いただいた時、美味しさに、
「なぜ？」そこか
ら、こちらの様々な商品を販売することと、
なりました。何か、発見があるかも？です。

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

道の駅の隣にある、鴨川の海一望のカフェです。
オススメは新鮮な鴨川産伊勢海老がまるごと
一匹入った伊勢えびカレー、その他ステーキ
やハンバーグ、シーフード等のオリジナルカ
レー、季節ごとに変わる自家製のシフォンケー
キや季節のパフェ等。冷暖房完備のテラス
ルームはワンちゃんOK。ディナーはご予約を
お願いします。
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千葉県館山市
不定休

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。

店舗紹介

賞品概要

コンディショニング的体幹トレーニング！
インナーマッスルを鍛える！わかりやすい体幹
トレーニング！
「身体のアンバランス」を改善
し、
「すっきりした身体」へ整えるレッスンで
す。少人数のグループレッスンで、わかりやす
いよう丁寧に説明。身体は何歳からでも変わ
ります。自分で自分の身体のメンテナンスが
出来るようにしていきましょう！館山と木更津
でレッスンを行っています。

賞品ワンレッスン無料券

×5名様

美樹鮨

鴨川市

148

鴨川市
参加店
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0470ｰ27ｰ4300
早朝〜予約終
館山市那古
了まで【完全予約制】
560ｰ1
火曜日 不定休

152

賞品サーロイン（3,000
円相当）
×10名様
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当院は、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
を行います。
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。パーソナル体
幹トレーニングも行います。

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。右手にある黄色い看板の一軒家
が当店になります。家族で営んでいるアット
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、他にも上質なお肉を独自
のタレで味付けしています。

0470ｰ22ｰ5801
ランチ11：30〜14：00（L.O.
13:30）
ディナー17：00〜22：00（L.O.
21:30）
※コロナの状況により、変動あり
館山市南条236ｰ3
毎週水曜、月に一回木曜

鴨川市

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。

04ｰ7094ｰ5437
9：00〜18：00
鴨川市天津1483ｰ1
日曜日
（不定休・完全予約制）

賞品「CS60」施術50分9,900円×21名様

163

ヘアサロン 伊藤
当店はヘアドネーション賛同店です
布看板が目印のヘアサロン。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。最近ではお客様が名
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。そ
んなあなた想いのサロンです。

04ｰ7098ｰ0069
8：00〜18：00
鴨川市金束421ｰ1
毎月曜日、
第2第3月曜日
（月・火）

賞品世 界最古の薬局【サンタ・マリア・ノヴェッラ】
のオーデコロン17,000円相当を1名様へ

23

164

波太オルビス

168

CafeGROVE

父の和食と息子の洋食をマリアージュ！
お誕生日！記念日！女子会！頑張っている
自分にご褒美～～～
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。

04ｰ7094ｰ5550
チェックイン15時、チェックアウト10時
ディナーのみ18：00〜21：00
（最終入店19：00）
鴨川市太海９
不定休

賞品オルビスご利用券10,000円×1名様

165

0439ｰ66ｰ0936
富津市亀田1237
火曜、水曜

169

ラーメンダイニングすどらぁ

タロットというカードで占います。
人生の中で、できれば占わなくても済むよ
うになってほしい、それが私の願いです。で
も、あと少しだけ心の背中を押してもらえ
たらと思った時には、占いでそっと押しま
す。占いによる心がホッとできるチカラを、
私は信じています。占いは、特別なものでは
なく、身近なものだと思っています。

mahariku.mahalita1024@gmail.com
10：30〜22：00
千葉県鴨川市
不定休
全体運のみ
1,500円

166

）×3名様

高梨IT製作所

170

鴨川市

090ｰ7254ｰ1800
9：00〜18：00
富津市小久保
不定休

賞品パーソナルカラー診断10000円を無料×１名様

171

BarBer10bee（テンビー）

富津市
参加店
賞品概要
24

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・火曜

賞品全メニュー2,000円引券×5名様

172

ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院

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

賞品15分無料クーポン
２枚組×10名様

0439ｰ32ｰ1771
10：00〜13：30、14：30〜20：30
富津市青木1ｰ5ｰ1
イオンモール富津3F
金曜日

178

ヘアーサロン・タカシ（時田）

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。

理容・美容・エステのトータルビューティー
サロン。モットーは、ゆっくりやさしくてい
ねいに!!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。老若男女問わず家族でご来店出来、
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。

0439ｰ66ｰ2100
9：00〜17：00
富津市宝竜寺373ｰ1
火曜日
（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。

賞品乗馬試乗会約30分×10名様

茂原市
参加店
賞品概要
175

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

176

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

かやま醸造所

ローヴァーズスポーツパーク茂原
ローヴァーズスポーツパーク茂原は、元日
本代表カレンロバートが代表を務め、ロー
ヴァーズ株式会社が運営・管理を行ってい
ます。
『人と地域をスポーツでつなぐ』を合
言葉に、世代、人種、障害の有無、経済格差、
性別を問わず、全ての人がスポーツを楽し
める環境を作る事を目指しています。

080ｰ9502ｰ7227
平日14：00〜
22：00 休日9：00〜22：00
茂原市国府関1628ｰ1
月曜日(祝日の場合は営業)

賞品房総ローヴァーズ木更津FC応援セット

2万円相当×５名様

長生村

長生村
参加店
賞品概要

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

180 かぼちゃハウス茂原店
あままの所 ＃あまま
茂原 KAYAMA BREWERY
無添加にこだわり砂糖人工甘味料を使わ
ず、麹の自然な甘味の『あまま』 美的=麹
+大豆の栄養素を最大限に出した『ニュー
トリーツ』まろやかさがたまりません！お
勧めします。

賞品1,000円分の商品券

×10名様

9：00〜18：00

賞品１年間家族全員１割引パスポート×10名様

店舗紹介

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。

賞品1 ,200円の食事券

×5名様

0475ｰ22ｰ3238
茂原市高師849
毎週月曜・火曜

179

DiningRestaurantCOLUMBUS

根本治療を行う当院に、
ご相談下さい！
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。

店舗紹介

賞品施術1,000円割引券（1年間何度でも）
×6名様
お灸（1,100円相当）×3名様、他（
）

長生村

富津市

乗馬クラブクレイン千葉富津

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。ま
た、
御予約頂くことで待ち時間なくご案内。
プライベートな空間にてゆったり寛いで
いただけるよう心掛けております。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。

090ｰ3114ｰ2099
ご予約により
対応致します
千葉県鴨川市
不定休

0475ｰ23ｰ6569
9：00〜19：00
茂原市小林2724ｰ10
金曜日
（土日も営業）

茂原市

ワクワク楽しくあなたらしさをひきだします
～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

賞品ふわりんりんスペシャル個人セッション60分券

×1名様（10,000円相当）

174

女性と乳幼児の体作りに特化した鍼灸院
女性特有の症状や不妊、乳幼児の困りごと
に特化した鍼灸院です。
完全予約制で消毒他衛生管理には怠ること
なく、プライバシーに配慮しています。
他人には言えない悩みごとは、安心して
ご相談ください。

当選は一人一回のみ、
賞品は選べません

茂原市

木更津を中心に南房総エリアをメインに
パーソナルカラー診断、骨格スタイル診断
をご提案。
似合う色、
似合うファッション等
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、より良いご自身へと導くレッス
ンのご案内をします。全ての迷えるファッ
ション女子達に知ってほしい理論です。

なのはな鍼灸院

富津市

富津市

ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪

賞品30%割引券×5名様

ショコラ♡ショコラ

04ｰ7094ｰ2051
10：00〜20：00
鴨川市天津1538ｰ3
とくに無し

167

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

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

賞品千葉県産SPFブランド豚のチャーシュー塊25㎝

×5名様

177

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♪

素材は国産、千葉県産にこだわるラーメン
祖母の時代からで創業70年。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。期間限定の、富津産の海苔を練り
込んだ麺に貝出汁を使って作る海苔ラーメン
には、県外からのお客様も多数来られます。

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！

賞品パソコンサポート（お困りごと解決）

1件（7,000円相当）×2名様

HairStudioM's

11：00〜17：00

賞品グローブで使える1,000円分の商品券×10名様

占い師メイ

賞品タロットカード1枚で占い、結果を

ひとことハガキに書いたもの（

173
房総の自然を満喫する隠れ家カフェ空間！
富津市の東京湾沿いのマテバシの森にあ
る、
自然を取り込んだカフェ。
開放感と心地
よさが時間を忘れるほどの癒しを提供。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！

0475ｰ26ｰ6222
10：00〜16：00
茂原市小林1717ｰ1
ほぼ無し

ランチタイムの一口パンバイキングが人気
ランチタイムは焼き立てパンが食べ放題。
ゴルフ練習場に併設ですが、女性やゴルフを
しない方も多くご利用頂いています。キッズ
スペースやベビールームもあり、お子様連
れも大歓迎。個室もあり、ご家族、友人、お
仲間と格別なお時間をお過ごし頂けます。
ディナーには音楽を中心としたイベントも。

0475ｰ32ｰ3351
10：00〜19：30
長生郡長生村岩沼2013
1月1日

賞品ダイナミックゴルフ・かぼちゃハウス共通商品券

1,000円×5名様

25
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いすみ動物病院

188

0470ｰ62ｰ8117
完全予約制
9：30〜12：00
14：00〜18：30
いすみ市日在2168
無し

0475ｰ32ｰ0181
7：00〜22：00
長生郡長生村岩沼2013
1月1日

賞品肉球クリーム×3名様

いすみ市

賞品概要
無添加

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

揚江

御宿町
参加店
賞品概要
186

賞品1000円のお食事券

×10名様

0470ｰ80ｰ2766
11：00〜15：00
いすみ市岬町桑田2514ｰ2
水・木曜日

grain

賞品2,000円の

お食事券を5名様

187

長生村

賞品1000円の商品券

×10名様

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

高橋製菓

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

大野荘

0470ｰ68ｰ5511
000ｰ0000ｰ0000 ■：00〜■：00
11：30〜20：00
夷隅郡御宿町新町539番地
夷隅郡御宿町新町775番地
■■■■■■■■■■
不定休

189

山武市
参加店
賞品概要
190

東金市
参加店
賞品概要

山武市

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

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

日暮キッチン
ワーゲンバスのキッチンカー
千葉産、国産の食材で手作りしてます。

080ｰ3608ｰ5737
10：00〜22：00
イベント等により変動
山武市
不定休

賞品かき氷、フレンチトーストのトッピング2種
サービス年間パスポート10名様

namcafeandcamp
焼き菓子とキャンプが楽しめるお店

0475ｰ71ｰ2221
水木金 13：00〜18：00
土日 11：30〜18：00
東金市八坂台1ｰ2123ｰ1
月・火曜日

15市町村 190 店舗
参加

ふるってご応募ください！

賞品お好きな焼き菓子を1つプレゼント×10名様

御宿海楽
御宿海楽はエリアの魅力をお楽しみいただ
く拠点として、1階は地域の食材をご堪能
いただくためのお料理屋、2階は素朴な設
えの宿屋です。
食と宿に加え、人との触れあいや地域のつ
ながり、店主のこぼれ話など、あの手この
手の御宿体験をお届けしてまいります。

0470ｰ68ｰ3231
11：30〜21：00
夷隅郡御宿町新町539番地
不定休

賞品「御宿海楽」ご宿泊招待券

1泊2日（夕朝食付き）×1組2名様

松戸市

いすみ市

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。

御宿町

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

賞品かりんとう饅頭６個入りを３名様
26

店舗紹介

新鮮な魚介類をふんだんに使った活磯料理
が自慢の旅荘です。伊勢えび・あわび・金
目鯛を味わえるプランをご用意しておりま
す。タイルアートのお風呂は、天然温泉で
日帰り入浴もできます。
お食事、ご宿泊、ご宴会などすべてにご満
足していただけるよう真心を込めたおもて
なしでお待ちしております。

いすみ市の山と田んぼに囲まれた所にある
小さなパン屋です。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。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。

184

賞品【動画制作：ベーシックプラン】動画尺2分、撮影時間6H

￥150,000→半額￥75,000×1名様

東金市

伊勢えび・あわびが専門の宿

化学調味料無添加の中華
1977年東京都日野市にて開業
2014年小さなお店にしたいといすみに移
住。肉まん、あんまん（自家製餡）たこ
まん（大原産）杏の種を摺って杏仁豆腐、
干し海老、煮干しなどで出汁を摂ってい
ます。
お弁当、ケータリング、テイクアウト等承
ります。

183

03ｰ6369ｰ8114 9：00~18：00
松戸市古ヶ崎1ｰ3042ｰ6
不定休

御宿町

いすみ市
参加店

182

プロモーションのお供に。
【映像制作 / 映像配信 / 動画広告 / 各
種イベント運営】承っております。PR動
画、YouTube広告など５G時代に欠かせ
ない販促ツールを高クオリティで制作。ド
ローンを使用しての臨場感ある映像制作も
可能です。イベントのご相談もお気軽にご
連絡ください。

山武市

賞品ダイナミックゴルフ・かぼちゃハウス共通商品券

1,000円×5名様

イベトライブ・エージェンシー合同会社

トリミングは現在お休みしています。
未病治療で病気をしない身体作りを提供し
ます。いつでもご相談下さい！

東金市

一日楽しめる外房のゴルフ総合練習場
打ちっ放しは関東では希少な水上練習場。天
然芝から打てる特徴あるアプローチ練習場で
バンカー、アプローチの練習もでき、全9ホー
ルナイター照明完備のショートコースは初
心者～上級者まで楽しめるフラットな本格派
コース。スニーカーでプレーでき、
レンタルク
ラブ、
ゴルフショップもあるので手ぶらでOK。

松戸市

181 ダイナミックゴルフ茂原

松戸市
参加店
賞品概要

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

27

28

29

30

31

当たる！
スタンプを 3 つ集めて
Wチャンスに応募しよう !！ 190

店舗の賞品が

しよう！！
step

3

抽選で総勢
1400人以上に
当たる！

店舗賞

190種類

Wチャンス

たる！

豪華賞品が当

step

1

違う店鋪スタンプを
3つ集める

step

店舗賞と特別賞を選んで
各店舗に設置の応募箱
または郵送する

2

異なる3店舗で
スタンプゲット！
異なる店舗の

異なる店舗の

異なる店舗の

スタンプを

スタンプを

スタンプを

押してください

押してください

押してください

同じ店舗のスタンプが
房総いいねスタンプラリー
公式 WEBサイト
複数ある場合は無効

NG!

OK!

住所 〒

店舗賞

！
コチラ

特別賞

TEL
年齢

応募箱

step

3

7

種類

抽選で
総勢1400人
以上に当たる！

応募箱

！
コチラ

※応募多数の場合、ご希望の賞品に添えないこともあり
ますのでご了承ください。
※上記の希望賞品に記載がない、または不明な場合は
無効となりますのでご注意ください

郵送

特別賞は実行委員会にて抽選。店舗賞は各店舗にて抽選を行います。
今回ご応募いただいた個人情報はキャンペーン賞品の発送及び、希望した店舗からのご連絡のみに使用させていただきます。
当選者の発表は賞品の発送及び、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。房総いいねスタンプラリー実行委員会

QR コードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。

貯まったスタンプは郵送で応募もできます！
↓コチラを切ってお使いください

キリトリ線

応募の締め切りは
2021年11月10日（水）
まで。
郵送の場合は締切日の消印まで有効。
キリトリ線

〒 292ｰ0044

千葉県木更津市太田4−19−6

太田YSビル１F No4

千葉県木更津市太田4−19−6

太田YSビル１F No4

房総いいねスタンプラリー
実行委員会事務局

房総いいねスタンプラリー
実行委員会事務局



キリトリ線

〒 292ｰ0044

32

特別賞

希望する施設の
アルファベットを
記入

希望する
お店の番号を
記入

氏名

性別

Facebookページ



Wチャンス

種類

実施期間 202

特別賞

7種類

店舗賞

に
て好きな賞品
ンプを3つ集め う！
各店舗でスタ
応募しよ
じゃんじゃん
祝
水●
11月3日●
水
1年9月1日●

当たる！

店舗の賞品が

豪華賞品が
当たる！

長３、長４封筒で応募!
25ｇ
カード10枚程度（以内
）なら
84円で郵送できます。

