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賞品概要
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0470ｰ22ｰ3229
昼：11：00～14：00

 夜：17：00～23：00
館山市北条2576ｰ12
火曜日

賞品��おすすめ3種盛り
� ×５名様

肉、ステーキ、居酒屋
2021年1月リニューアルOpen!

肉バルRosso
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0470ｰ23ｰ9022
11：00～14：00、17：00～23：00

 8月は11：00～14：00、
 17:00～（L.O.

22：00）22：30閉店
館山市上野原91ｰ4
毎月第３月曜、火曜

賞品��1,000円の商品券
� を10名様

地魚喰いたきゃうちに来な！
地魚を正直に提供させて頂いてます。
その他、130種類以上のメニューがあります。

美味い家�若鈴
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0470ｰ23ｰ8819
18：00～24：00
館山市北条2550ｰ81
日曜日

居酒屋台北

賞品��房州黄金手羽先10本（1,300円相当）×10名様

手羽先のおいしいお店
入口からは想像できないほど、店内は広く
そして和の空間が広がっています。
看板メニュー房州黄金手羽先は、とりあ
えず手羽先！と言われるほどの大人気メ
ニュー是非ご賞味ください。

店舗紹介

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

館山市

館山市
参加店

賞品概要
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0470ｰ29ｰ5485　 7：00～20：00
南房総市千倉町平舘847ｰ56
年中無休

丸高石油（株）千倉港サービスステーション

賞品��ドライブスルー洗車プリカ3,500円分×10名様

千倉港前の親切・丁寧・最新セルフスタンド
セルフ給油が苦手な方も、スタッフが丁寧
にフォロー！オイル、バッテリー、タイヤ交
換などのカーケアもおまかせ！広々と使い
やすい最新ドライブスルー洗車場も完備
で、安心・便利にご利用いただけます。2Ｆ
には水平線まで見渡せるパノラマ休憩室も
あるので、房総探索の拠点に活用ください。
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090ｰ4058ｰ7501　 10：00～15：00
南房総市加茂
不定休

笑顔いっぱい子育てサロン～nico～

賞品��nico各レッスンに使える500円券×5名様

子供の思いきりを応援できるママになれるコ
ミュニケーション。ベビーマッサージで笑顔
溢れるふれあい。保育士の私がふたつのコ
ミュニケーションで、子供とママの思いきり
の日々を応援します!!マザーズコーチングス
クール/わらべうたベビーマッサージ/子育て
の大変が楽しみに変わる○○講座…nicoに
は親子の笑顔の種がいっぱいあります。
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0470ｰ30ｰ5030　 24時間
南房総市白浜町滝口6241
不定休

夕日を望む料理宿�清都（きよと）

賞品��展望風呂付客室ペア宿泊券6万円相当×1名様

太平洋と夕日を望む大人の隠れ宿
千葉県最南端で地魚や地野菜など地産地消
にこだわった海鮮懐石料理を楽しめる割烹旅
館。2020年5月フルリニューアルオープン！
大浴場はイスラエル直輸入の死海塩風呂と
なっており、温泉ではありませんが、美肌や
疲労回復等の効果効能がございます。日帰
り入浴にもお立ち寄りください。
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0470ｰ28ｰ4270　 チェックイン
15時　チェックアウト10時
南房総市白浜町白浜2785ｰ2
なし

貸別荘おかゆ朝吉

賞品��露天風呂無料券（1組5,000円）を10組に

房総最南端！海辺に佇む古民家風貸別荘
和風建築の宿でのんびり寛いで頂けます。
目の前には絶景の海、磯笛公園が広がり、
散歩や磯遊びに最適。庭ではBBQも楽し
めます。近隣には、ゴルフ場やテニスコー
トも。1組貸切の宿なのでグループ旅行、合
宿、研修、家族旅行に最適です。
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080ｰ6518ｰ8755
9：00～19：00
南房総市千倉町瀬戸1300ｰ1
不定休

アロマエステ�デルフィーナ

賞品��デトックスアロマ半額＋カレンデュラオイル
� 100ml（4,320円）1本×5名様

南房総のカレンデュラオイルでアロマエステ
日本一の生産量を誇るカレンデュラ（きん
せんか）をアロマに利用して、カレンデュ
ラオイルトリートメントと商品化、カレン
デュラアロマエステ・デルフィーナを運営
しています。カレンデュラで町おこし活動
も行っています。
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090ｰ7237ｰ9779
9：00～19：00
南房総市千倉町平舘735ｰ11
不定休

足の専門店�Pedi・Happiness（ぺでぃ・はぴねす）

賞品��コースメニュー15％割引券×10名様

生涯自分の足で歩く笑顔の人を増やします！
巻き爪・厚い爪・ウオノメ・タコ・外反母趾・
内反小趾・膝痛・腰痛・つまずく・合う靴がな
いなどの、足のお悩みご相談ください。
お客様と一緒に日常生活の中に潜む原因
を追究し生涯自分の足で歩きたい方を支
えます。魅せられる足になりましょう♡
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0470ｰ47ｰ4780
8：45～17：30
南房総市和田町花園127ｰ3
木曜日（祭日は営業）賞品��鯨大和煮×10名様

関東にたった一軒の捕鯨会社直営です
千葉県で唯一捕鯨船を保有する会社。
外房捕鯨（株）直営店です。
くじら専門だからこの目利き加工技術が自
慢です。

つ印くじら家
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0470ｰ38ｰ2058
8：00～18：30
南房総市白浜町白浜3854
18日、28日

庄作商店

賞品��純米吟醸　作・ざく�恵乃智720ml×6名様

ここしか処で心•酔わす良い酒を捜しませ
んか!?
手に入らない幻の酒など追わず、「味」「品
質」「価格」等、お客様に満足していただき信
頼される商いをしております。
創業1877年。
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0470ｰ29ｰ7336　 10：00～17：00
サマータイム実施予定（6月～9月）
6：00～9：00、15：00～20：00
南房総市和田町布野516ｰ1
毎週水曜日

ワンコのお家　SEASONS

賞品��ドッグラン利用券�3,000円分（ペットホテル、
ランチ、BBQにも利用可能）×5名様

人と犬が楽しく共存できる癒しの空間
房総の地酒や食材を堪能できる犬同伴可の
貸切BBQ場、広い敷地を走り回れるドッグ
ラン、ペットホテル、しつけ教室のサービス
をご用意。人も犬も癒される空間に是非い
らしてください！！
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080ｰ3558ｰ9308
木、金、土、日曜（月、祝日)

 7：30～14：00
 17：00～21：00
南房総市和田町柴215
火曜、水曜日賞品��ドリンク券×5名様

公園にたたずむ　ぱんカフェ
南房総市和田町に佇む小さなぱんCafe
房総地粉を石臼で自家製粉、地粉全粒ぱん
の香りと味わいをお楽しみください。

わだぱん127

0470ｰ47ｰ2131
昼の部11：30～15：00（L.O.

14:00）
 夜の部17：00～21：00（要予約）
南房総市和田町海発1591ｰ17
火曜日

賞品��5,000円の商品券
� ×5名様

本格炭火焼 三代続く南房総のうなぎの老舗
ふっくらと柔らかく蒸し、飽きない味のタレをく
ぐらせ、備長炭で焼く炭火ならではの風味。
地元産のお米を井戸から汲み上げた天然水
で炊き上げたご飯にも満遍なくタレをまぶし
てお出しするのが新都流。うなぎの蒲焼を
サーフボードに見立てた「波乗りうな重」はメ
ディアでも紹介された名物メニュー。

うなぎ　新都（しんみやこ）
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0470ｰ38ｰ5026
11：00～14：00

 17：00～23：00
南房総市白浜町白浜2620
火曜日

賞品��お食事券�2,000円
� ×5名様

千産千消！！食材にこだわった和食料理屋
房総最南端・白浜の板前料理屋。地元の海産
物や野菜にこだわり、旬の料理を提供。
ランチタイムには、海鮮丼とアジorイワシ
フライがセットになったボリューム満点！

『ライダーズランチ』が大人気！ライダーは
もちろん、それ以外の方も召し上がれます！

房州酒場きよ都
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0470ｰ38ｰ2129　 11：00～22：00
南房総市白浜町滝口5786ｰ1
不定休

BLUTO'S�CAFE（ブルートズカフェ）

賞品��人気ナンバーワン、ハンバーググラタンカレー
� ×5名様

南房総白浜の海が見えるカフェ&レストラン
海を見ながら、ゆったりとしたランチはい
かがですか？ランチのお勧めはハンバー
ググラタンカレー。熱々チーズがとろっと
とろけますよ～。メインのお料理に全てつ
く、館山かおり菜園の新鮮お野菜を使った、
オードブルサラダも、お野菜好きにはたま
りません。自家製ケーキも多数ご用意。
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0470ｰ46ｰ4137
11：30～15：00

 17：00～22：00
南房総市宮下1822
不定休　完全予約制

賞品��お食事券2,000円
� ×5名様

南房総の秘境飯　炭火焼山海料理のお店
南房総市の山の中、地元の野菜などを使っ
た前菜、炊き合わせ、お造り、メインは房総
の海の幸、お肉などの炭火焼きを自分で焼
いていただくスタイル、麦とろご飯の完全
予約制のお店

炭火焼山海料理　隠れ屋敷　典膳（てんぜん）
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0470ｰ44ｰ1229
12：00～15：00（昼）

 17：00～21：00（夜）
南房総市千倉町南朝夷1079
火曜日（祝日の場合

は翌水曜日）
賞品��3,000円のお食事券
� ×３名様�他に銀賞・銅賞もあります　

創業明治2年の南房総市最古の寿司店。
南房総で水揚げされた新鮮な地魚を使った

「寿司と地魚料理」が自慢。150年以上レシ
ピを守り続けてきた、元祖の『なめろう』や

『さんが焼き』などの他、珍しい地魚、マンボ
ウやクジラなどがメニューに載ることも！
田舎ならではの居心地の良さが特徴で、女
性同士やお子様連れも大歓迎！

寿司と地魚料理　大徳家


