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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