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0470ｰ23ｰ2341　 10：30～18：00
（LO　
17：30）　 館山市北条2576
水曜日

珈琲館サルビア

賞品��オリジナルブレンドとドリップパックのセットを
� 5名様にプレゼント

創業1971年、熟練した焙煎技術で素材の
持ち味を最大限に引き出された、深い味わ
いでスッキリとした飲み口のコーヒーは、
口コミでお客様を増やし、全国各地に豆を
発送しております。館山市内にございます

『珈琲館サルビア』では、ウッディーで落ち
着いた雰囲気の中でコーヒーをお楽しみい
ただけます。
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04ｰ7098ｰ0069　 8：00～18：00
鴨川市金束421ｰ1
毎月曜日、

 第2第3月曜日（月・火）

ヘアサロン　伊藤

賞品��世界最古の薬局【サンタ・マリア・ノヴェッラ】
のオーデコロン17,000円相当を1名様へ

当店はヘアドネーション賛同店です
布看板が目印のヘアサロン。店内のBGM 
ヒーリングピアノが心地よい。とお客様に
よろこばれています。最近ではお客様が名
付けてくれた「ピカピカコース」や「キラキ
ラコース」のご注文が増えてきています。そ
んなあなた想いのサロンです。
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04ｰ7094ｰ5437　 9：00～18：00
鴨川市天津1483ｰ1
日曜日（不定休・完全予約制）

CS60鴨川／サロンあ･うん

賞品��「CS60」施術50分�9,900円×21名様

「CS60」整体・マッサージ超えを目指して!
人の尊厳を最後まで守りたい。歳を重ねて
寝たきりになってしまった方々を目の当た
りにして、 そんな想いからCS60はスター
トしました。からだのコンディションを整
える、ひとつの選択肢であり続けるために。
施術直後より「体が軽くなる」ことを始め、
体にとっての嬉しい変化をご体感下さい。
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04ｰ7097ｰ0501
9：00～18：00
鴨川市南小町129ｰ1
不定休

賞品��1,000円分の商品券
� ×５名様

美味しいお米。美味しいお煎餅のお店
長狭街道沿いで、長狭米、お煎餅、おかき、お
菓子、コーヒー、タバコ、陶器などを販売し
ております。
長狭米を使用した美味しいお煎餅！是非ご
賞味下さい。ギフト、お土産、詰め合わせ、地
方発送承ります。鴨川市ふるさと納税でも
ご準備しております。

市平（いちべい）
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04ｰ7093ｰ0107
17：00～3：00
鴨川市横渚1471ｰ32
火曜日

賞品��3,000円分のお食事券×３名様

こだわりの素材を心ゆくまで
ぬくもりあふれる和の空間で鴨川港、函館
港直送の魚介類を美味しいお酒と供に心ゆ
くまでお楽しみ下さい。

和ダイニング桃源坊
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04ｰ7096ｰ1225
11：00～15：00

 17：00～21：00
鴨川市江見吉浦489
火曜日（祝日の場合は営業）

賞品��お食事券2,000円
� ×5名様

旨い寿司をご提供いたします
新鮮な地魚をメインとした寿司や定食。
郷土料理のナメロやサンガ焼、くじら料理
もお召し上がりになれます。
平日はお手頃なランチ(本日の海鮮ちらし、
各種定食)もございます。
是非一度ご来店下さい。

美樹鮨
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04ｰ7094ｰ4200
平日11：00～15：00、17：00～22：00

 土日祭11：00～22：00
鴨川市横渚1101ｰ5　
無し

賞品��2,000円商品券×5名様

海辺イメージのカフェテリア
南半球沿岸で美味しいお料理をメインにし
ています。仕事でも趣味の集まりにも、女子
会にもあなたの時間を応援いたします。

BEACH�CAFÉ�kamogawa
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04ｰ7094ｰ5797
11：00～14：00

 18：00～24：00
鴨川市広場795ｰ1
月曜日

賞品��1,000円の商品券�×10名様

古民家風の空間でゆったりとした時間を…
楽しく「呑」んで和の空間で「癒」されて頂き
たいと思い営業させていただいております。

呑癒庵鳥丸ん家

156 鴨川館　MAIWAI　板前ライブダイニング

0470ｰ93ｰ4111
ランチ11：30～14：00、

 ディナー17：30～20：30
鴨川市西町1179
年中無休（メンテナンスに

よる休館有り ）

賞品��MAIWAI�ご利用券2,000円分×５名様

食材にこだわったライブダイニングルーム
料理旅館・鴨川館が誇る日本料理の味と技
を堪能できる、MAIWAIの和洋食の世界。
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04ｰ7099ｰ7088
11：00～15：00

 17：30～21：00（夜は要予約）
鴨川市江見太夫崎66ｰ2
水曜日

賞品��お食事券1,000円
� ×10名様

道の駅の隣にある、鴨川の海一望のカフェです。
オススメは新鮮な鴨川産伊勢海老がまるごと
一匹入った伊勢えびカレー、その他ステーキ
やハンバーグ、シーフード等のオリジナルカ
レー、季節ごとに変わる自家製のシフォンケー
キや季節のパフェ等。冷暖房完備のテラス
ルームはワンちゃんOK。ディナーはご予約を
お願いします。

EBIYA.CAFE

店舗紹介

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

鴨川市

鴨川市
参加店

賞品概要
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070ｰ4154ｰ2717
10：00～17：00
館山市北条
不定休

賞品��ぬり絵プチ通信×２名様

色で楽しくハッピーに
好きな色は性格、気になる色は今の心理。
1色1色の意味がわかると、人間関係、ファッ
ション、インテリアにも役立ちますよ。
色でこんなことがわかるの～と楽しんでく
ださいね。

ハッピーカラー
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070ｰ1410ｰ8808　 9：00～17：00
館山市大戸37
不定休

合同会社アルコ

賞品��体験イベント各種（※）5,000円の割引券
� ×2組、他

房総は自然が豊かなので、イノシシやシカ、
サルなどの野生鳥獣が多く、ときには農作
物へ被害を及ぼします（＝獣害）。弊社は館
山市を中心として獣害対策支援を行う傍
ら、その対策を都会の方向けのイベントに
して、地域へ還元する活動もしています。初
めての狩猟講座や林業講座など、里山を舞
台にしたイベントを企画・運営しています。
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070ｰ3897ｰ4656

千葉県館山市
不定休

賞品��ワンレッスン無料券
� ×5名様

コンディショニング的体幹トレーニング！
インナーマッスルを鍛える！わかりやすい体幹
トレーニング！「身体のアンバランス」を改善
し、「すっきりした身体」へ整えるレッスンで
す。少人数のグループレッスンで、わかりやす
いよう丁寧に説明。身体は何歳からでも変わ
ります。自分で自分の身体のメンテナンスが
出来るようにしていきましょう！館山と木更津
でレッスンを行っています。

からだコンディショニング
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0470ｰ27ｰ4300　 早朝～予約終
了まで【完全予約制】　 館山市那古
560ｰ1　 火曜日 不定休

ボディケア�アスリート【あすりぃと】

賞品��高気圧�酸素カプセル�5,500円×2名様
� バランス�コンディション�5,500円×1名様

当院は、コリや痛みの元となる「硬結」を的
確に把握して、体調や体質に合わせた施術
を行います。そのため自然治癒能力が増し、
ストレスポイントや痛み・コリなどの改善
がみられます。高気圧酸素カプセルや、ス
ポーツマッサージなどもあり、充実したリ
ラクゼーションも可能です。パーソナル体
幹トレーニングも行います。

146 鮨匠�なか川

0470ｰ22ｰ0044
11：30～14：00、17：00～21：30（L.O.

各30分前）
館山市長須賀162　 水曜日

賞品��3,000円のお食事券　5名様（店内飲食のみ）

房州伝統鮨の老舗 鮨匠なか川
1939年から3代継承の秘伝のタレとシャリの
大きめな房州鮨は、房総の貴重な食文化で
す。近海地魚はもちろん、鴨川長狭コシヒカリ
や富津海苔、館山名門養鶏場使用の自家焼
玉子など千産千消にも尽力し、地元の伝統の
味を誇りを持って守り続けています。大人数
の場合、事前予約お願いします。
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090ｰ4830ｰ9951　 9：00～18：00
予約最終受付16：30～　完全予約制
館山市那古418ｰ6フラッツT55 

103号室　 不定休（完全
予約制）

フットケアサロン　chouette

賞品��レッグアロマトリートメント（ふくらはぎのト
リートメント）40分5,500円分×3名様

あし専門のサロン。お悩みを根本から‼
女性限定☆館山市にある「あし」専門のプラ
イベートサロン。『健康的な美脚』、『素足美
人』、『いつまでも歩き続けることができる
ような足へ』足のトラブルを改善し、カウン
セリング～ホームケア方法までお伝えした
いと思い営業しています。
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0470ｰ22ｰ8817
9：30～19：00
館山市北条1625ｰ12
水曜日

賞品��メガネ商品券
� 3,000円×5名様

快適な視生活を提供いたします!
当店では『認定眼鏡士』による視力測定、
ライフスタイルにあったレンズの提案、
フィッティング（掛け具合の調整）や修理な
どの技術にこだわっています。
メガネの困りごとご相談ください。

メガネサロン�アシダ
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0470ｰ22ｰ2088
8：00～19：00
館山市湊417ｰ5
不定休

賞品��商品券1,000円
� ×10名様

良い品は　良い友達！創業70年、「金物」と
「フェアトレード」 のお店。金物は刃物、農
具にも特化し、「田中特製オリジナル」とし
て、当店でしか販売していない貴重な商品
も数多くあります。フェアトレード（公正
な貿易）は店主がチョコレートを友人から
いただいた時、美味しさに、「なぜ？」そこか
ら、こちらの様々な商品を販売することと、
なりました。何か、発見があるかも？です。

田中惣一商店
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0470ｰ22ｰ5801
ランチ11：30～14：00（L.O.

13:30）
 ディナー17：00～22：00（L.O.

21:30）
 ※コロナの状況により、変動あり
館山市南条236ｰ3
毎週水曜、月に一回木曜

賞品��サーロイン（3,000
円相当）×10名様

コスパの高い美味しい焼肉をご提供します！
バイパスを南下し、県道188号線千倉方面
へ500m。右手にある黄色い看板の一軒家
が当店になります。家族で営んでいるアット
ホームなお店で、カルビとロースは黒毛和牛
のA5ランク使用、他にも上質なお肉を独自
のタレで味付けしています。

焼肉家東貴


