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
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