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090ｰ6959ｰ3105
火曜日13：00～16：00
袖ケ浦市福王台2ｰ12ｰ17

キャセロール　 無し
賞品��住友グッズ
� ×10名様

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？

ライフプランナー永野

126 atelier�Flora

賞品�オーダー1000円割引券
� 10000円以上は3割引券×5名様

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

125 メンズ脱毛専門店�Salon�Sunset

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

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

124 フレイムマジア

賞品�ネイルオイルを１０名様

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。

090ｰ2492ｰ7879
10：00～18：00
市原市五井
不定休

123 市原気功神療院

賞品�施術無料券（5,000円分）を3名様

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

122 足のケア&巻き爪M's

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

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

121 福祉ショップぶんぶん

賞品�商品2000円分×5名様

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

120 スマホ堂市原店

賞品�3000円のガラスコーティング施工券�X5枚

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

119 Chou�chou

賞品�5,000円の商品券を3名様

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☆
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

118 オーダーカーテン専門店　～�(有)ロングヒル�～

賞品�1000円商品券
� ×200名様【応募感謝賞�あります！】

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

117 房総おむすび

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

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。
080ｰ1004ｰ8316 臨時営業
市原市牛久 不定休

116 BAACUS市原

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

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。
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）

115 クロワッサン�ファクトリー�五井店

賞品�3500円サンドイッチオードブル　2名
幸せ食パン
回数券（12斤）�3名　石窯ピザワンホール

（直径30cm）�3名　BIG明太
フランス�3名　幸せ

食パン券（1斤）30名

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。
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

114 和食家　惣治郎

賞品�蟹のお刺身を10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63ｰ6320
11：00～22：30
市原市養老908ｰ1
不定休

113 ラーメンちば宝来

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

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

店舗紹介

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

市原市

市原市
参加店

賞品概要

112 Felicia

賞品��500円の食事券を
� 20名様

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。

0436ｰ92ｰ1050
9：00～17：00
市原市宿245ｰ1
水曜日、不定期で木曜日に

休む時があります。

111 きまぐれカフェclover

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

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

（L.O.　
16：30） 土曜日のみ7：30～10：00（L.O.

9：30）
市原市白金町1ｰ38ｰ3
水曜日、日曜日、祝日

110 WOODLAND�CAFE�BAR

賞品��年内コーヒー
� パスポート　3名様

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

109 沖縄料理＆居酒屋がじゅまる

賞品��がじゅまるセット【オリオンビール2本・チューリップポーク2缶・海ぶどう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。

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。
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


