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 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！  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！

049

0438ｰ38ｰ6009
9：00～18：00
木更津市港南台1ｰ25ｰ3 

6009 HILLSIDE COURT 1F
水曜日

賞品��しらす1キロ
� ×3名様

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。

木更津塗装

048 エルシオンKISARAZU

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

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！

047

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

賞品��3,000円分の商品券
� ×10名様

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。

あらいぐま　こばやし　（小林ランドリー）

046

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

アトリエ　ラルブル

賞品��プリザーブドフラワーご注文1000円割引券
� ×10名様

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

045

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

310　 水曜日

結婚相談所�アイマリッジ

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）

「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！

044

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

アイデザインファクトリー

賞品��ホームページ制作（99,000円相当）×1名様

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。

043

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

賞品��1,000円OFF
チケット×5名様

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？

ROOM�SHANTI�(ルーム・シャンティ)

042

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

Relaxing�salon�Kuu

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

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。

041

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

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！

POLA�THE�BEAUTY�木更津店

040

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
3ｰ2ｰ23　 不定休

PARAFUSE.MAMI

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

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！

039

0438ｰ38ｰ5855
9：00～20：00
木更津市中央1ｰ15ｰ15
水曜日賞品��施術無料券×５名様

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

泉水脊椎矯正院

038

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

ション３番館１階　 月・火・木・金曜

Konohaこどもの歯ならびクリニック　真舟
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

037 かずさすまいるマッサージ

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

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。

賞品��無料マッサージ30分プレゼント券×3名様

036

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

賞品��よもぎ蒸し４０分の
無料券×３名様

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。

隠れ家サロンはんなり

035

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

占い＆フットケア　リュッカエルク

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

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。

034

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

古川薬局

賞品��1,000円商品券（処方箋調剤除く）×5名様

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

033

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

賞品��1,000円の商品券
� ×10名様

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。

仏壇の松本

032

0438ｰ20ｰ6100　 10：00～19：00
木更津市長須賀328ｰ10
毎週火曜日

テレショップM木更津ケータイ館

賞品��3,000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）

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♪

031

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

kifura（きふら）

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

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。

030

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

オプトマックス　アイベル木更津店

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

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。


