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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！
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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

studio�eArk（スタジオアーク）

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

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。
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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

親子関係改善サポート

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

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。
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090ｰ4433ｰ0188　 10：00～17：00
袖ケ浦市蔵波台
日曜・祝日

インテリアコーディネートY's�style

賞品��インテリア相談2時間券（7,000円分）×1名様

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。
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0438ｰ40ｰ4418
10：00～20：00

 （最終受付19:30）
袖ケ浦市長浦駅前2ｰ3ｰ9
毎週月曜日

賞品��どれでも１コース
無料×３名様

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。

リラクゼーション整体Re.Body
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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

ストレッチ鍼灸イトー整骨院

賞品��美容鍼灸（お顔、カッサによる
マッサージ、首肩 ）60分8,000円コースを

20%off�の6,400円×5名様

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。
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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）

SalonstudioCLOVER

賞品��白髪ぼかし1,000円を無料で10名様

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。
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0438ｰ75ｰ5557
9：00～12：00

　14：00～19：30
袖ケ浦市野里1770ｰ3
金曜

賞品��30分施術無料券
� ×10名様

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！

イトー鍼灸整骨院
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080ｰ3757ｰ1258
10：00～22：00
袖ケ浦市蔵波台7ｰ20ｰ14

C棟　 不定休
賞品��施術券3,000円
� ×3名様

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。

アロマテラピーサロン＆スクール�Third�Place
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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（処方せん調剤

には使えません）

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☆

なりまつ薬品　さつき台薬局

098 内外美容Joy

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

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。

097 株式会社　ヤマフジ

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

賞品��オフィス家具、3万円相当×1名様

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。
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090ｰ3509ｰ8991　 いつでも
袖ケ浦市蔵波台
不定休

amimumemo　すがみほこ

賞品��誕生花フレーム（3,500円相当）×3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。
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0438ｰ97ｰ7855
9：00～20：30
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1ｰ39ｰ12　
無休（月末最終日

のみ～15:00）
賞品��ぷりんセスエッグ

セット×10名様

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？

FARM�COURT袖ケ浦
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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

賞品��お菓子詰め放題
� ×５名様

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。

奈良輪豊月堂
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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

賞品��1,000円のお食事券
� ×10名様

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‼

レストランキャセロール
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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

藤鮨

賞品��ランチ�おまかせ寿司セット1,500円×10名様

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。
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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

賞品��お好きな珈琲豆１袋
無料券×10名様

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♪

konoha.coff�ee

090

0438ｰ62ｰ2899
11：00～（LO

14：00）17：00～（LO
21：00）

袖ケ浦市福王台2ｰ21ｰ1
月曜日

アメリカンステーキ16イチロー

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

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。

089
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。

あすみ堂

賞品��お好きなクッキー
3種類×10名様

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

店舗紹介

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

袖ケ浦市

袖ケ浦市
参加店

賞品概要


