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0475ｰ32ｰ3351　 10：00～19：30
長生郡長生村岩沼2013
1月1日

かぼちゃハウス茂原店

賞品��ダイナミックゴルフ・かぼちゃハウス共通商品券
� 1,000円×5名様

ランチタイムの一口パンバイキングが人気
ランチタイムは焼き立てパンが食べ放題。
ゴルフ練習場に併設ですが、女性やゴルフを
しない方も多くご利用頂いています。キッズ
スペースやベビールームもあり、お子様連
れも大歓迎。個室もあり、ご家族、友人、お
仲間と格別なお時間をお過ごし頂けます。
ディナーには音楽を中心としたイベントも。

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

長生村

長生村
参加店

賞品概要
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080ｰ9502ｰ7227　 平日14：00～
22：00　休日9：00～22：00
茂原市国府関1628ｰ1
月曜日(祝日の場合は営業)

ローヴァーズスポーツパーク茂原

賞品��房総ローヴァーズ木更津FC応援セット
� 2万円相当×５名様

ローヴァーズスポーツパーク茂原は、元日
本代表カレンロバートが代表を務め、ロー
ヴァーズ株式会社が運営・管理を行ってい
ます。『人と地域をスポーツでつなぐ』を合
言葉に、世代、人種、障害の有無、経済格差、
性別を問わず、全ての人がスポーツを楽し
める環境を作る事を目指しています。
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0475ｰ22ｰ3238　 9：00～18：00
茂原市高師849
毎週月曜・火曜

ヘアーサロン・タカシ（時田）

賞品��１年間家族全員１割引パスポート×10名様

理容・美容・エステのトータルビューティー
サロン。モットーは、ゆっくりやさしくてい
ねいに!!ご来店された時くらいはゆっくり
休んで、日頃の疲れを取り除いて癒されて
下さい。老若男女問わず家族でご来店出来、
カット・カラー・パーマからお顔剃りやエステ
まで一度に済んで楽チンです。ヘッドスパや
ブライダルシェービングも大好評。
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0475ｰ23ｰ6569　 9：00～19：00
茂原市小林2724ｰ10
金曜日（土日も営業）

なのはな鍼灸院

賞品��施術1,000円割引券（1年間何度でも）×6名様
お灸（1,100円相当）×3名様、他（当選は一人一回のみ、

賞品は選べません ）

女性と乳幼児の体作りに特化した鍼灸院
女性特有の症状や不妊、乳幼児の困りごと
に特化した鍼灸院です。
完全予約制で消毒他衛生管理には怠ること
なく、プライバシーに配慮しています。
他人には言えない悩みごとは、安心して
ご相談ください。
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0475ｰ26ｰ6222
10：00～16：00
茂原市小林1717ｰ1
ほぼ無し

賞品��1,000円分の商品券
� ×10名様

あままの所　＃あまま
茂原　KAYAMA BREWERY
無添加にこだわり砂糖人工甘味料を使わ
ず、麹の自然な甘味の『あまま』　美的=麹
+大豆の栄養素を最大限に出した『ニュー
トリーツ』まろやかさがたまりません！お
勧めします。

かやま醸造所
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0475ｰ22ｰ5199
11：00～15：00

 17：30～22：00
茂原市茂原443ｰ4
水曜日

賞品��1,200円の食事券
� ×5名様

こだわりハンバーグの洋食屋さん
自家農園の野菜、青森県産にんにく、フルベ
ジファームの葉物野菜などのこだわり野
菜や、和牛とマーガレットポークを使った
ジューシーなハンバーグ、生パスタ、ケーキ
が自慢の洋食屋さんです。クラッシックな
お料理、小上がり席もあり、お子様からお年
寄りまで楽しめるレストランです。

Dining�Restaurant�COLUMBUS

店舗紹介

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

茂原市

茂原市
参加店

賞品概要
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0439ｰ66ｰ2100
9：00～17：00
富津市宝竜寺373ｰ1
火曜日（定休日が祝日になる場合は

前日の月曜日が定休日になります。）

賞品��乗馬試乗会約30分×10名様

自然に囲まれたクレイン千葉富津
国内屈指の馬術選手が所属しており、馬術
競技の練習風景を間近で見られる機会が
ある他、レッスンで直接指導を受けられる
チャンスもあります。キッズからシニアま
で、幅広い年齢層の方に乗馬をお楽しみい
ただけます。

乗馬クラブクレイン千葉富津
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0439ｰ29ｰ6456
8：30～19：00
富津市青木2ｰ22ｰ1
月曜・第2第3火曜

賞品��30%割引券×5名様

炭酸スパでスッキリ爽快！
当店では、濃度調整のできる最新の炭酸泉
マシーンを導入し、パーマやカラーリング
のお客様には、無料で炭酸泉処理をさせて
頂いております。炭酸泉の効果を是非ご体
感下さい♪

Hair�Studio�M's
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0439ｰ32ｰ1771
10：00～13：30、14：30～20：30
富津市青木1ｰ5ｰ1

 イオンモール富津3F
金曜日

賞品��15分無料クーポン
２枚組×10名様

根本治療を行う当院に、ご相談下さい！
根本治療は痛みの出ている部位だけでな
く、痛みが出ている原因をつきとめて治療
します。体の不調を抱えている方には、猫背
や骨盤にゆがみがある可能性が高いです。
猫背矯正や骨盤矯正を行うと、骨格や筋肉
のバランスが良くなり、痛みが軽減します。

ビタ美ンスポットSANRI鍼灸整骨院
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お客様の毛髪に関するお悩みを解消すべく
カット、パーマ、カラーだけでなく縮毛矯正
から育毛ヘッドスパなど幅広くご用意。ま
た、御予約頂くことで待ち時間なくご案内。
プライベートな空間にてゆったり寛いで
いただけるよう心掛けております。理容を
ベースとしたワンランク上の心地良さを体
感しリフレッシュして頂けたら幸いです。

BarBer�10bee（テンビー）

0439ｰ88ｰ1005　 8：30～19：30
富津市青木2ｰ20ｰ21 A号
毎週月曜・火曜

賞品��全メニュー2,000円引券×5名様
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090ｰ7254ｰ1800
9：00～18：00
富津市小久保　 不定休

ショコラ♡ショコラ

賞品��パーソナルカラー診断10000円を無料×１名様

木更津を中心に南房総エリアをメインに
パーソナルカラー診断、骨格スタイル診断
をご提案。似合う色、似合うファッション等
自分自身を最もキレイに見せてくれる理論
です。もって生まれた美しさ、魅力を最大限
に発揮し、より良いご自身へと導くレッス
ンのご案内をします。全ての迷えるファッ
ション女子達に知ってほしい理論です。
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0439ｰ73ｰ2312
11：30～14：00、17：30～21：30
富津市大堀1560ｰ5
火曜、第一月曜

ラーメンダイニングすどらぁ

賞品��千葉県産SPFブランド豚のチャーシュー塊25㎝
� ×5名様

素材は国産、千葉県産にこだわるラーメン
祖母の時代からで創業70年。昔ながらのあっ
さり鶏ガラの醤油ラーメン、こってりの背油
豚骨ラーメン、濃厚の煮干し系ラーメンなど
好評です。期間限定の、富津産の海苔を練り
込んだ麺に貝出汁を使って作る海苔ラーメン
には、県外からのお客様も多数来られます。
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0439ｰ66ｰ0936　 11：00～17：00
富津市亀田1237
火曜、水曜

CafeGROVE

賞品��グローブで使える1,000円分の商品券×10名様

房総の自然を満喫する隠れ家カフェ空間！
富津市の東京湾沿いのマテバシの森にあ
る、自然を取り込んだカフェ。開放感と心地
よさが時間を忘れるほどの癒しを提供。地
元産の果物や野菜を積極的に使用し、ラン
チやスイーツに豊かさと季節感を感じる事
が出来ます！素敵な記憶、時間を森空間と
丁寧にドリップした珈琲と共に！

店舗紹介

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

富津市

富津市
参加店

賞品概要
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090ｰ3114ｰ2099　 ご予約により
対応致します
千葉県鴨川市　 不定休

ふわりんりん☆癒しの遊園地へようこそ♪

賞品��ふわりんりんスペシャル個人セッション60分券
� ×1名様（10,000円相当）

ワクワク楽しくあなたらしさをひきだします
～過去の自分にとらわれずにフワッと悩みが
軽くなる～楽しく自然に変わります『思い込
み』にリンクして書き変えるから痛みは伴い
ません。あなたはもう苦しまなくていいんです

（悩みには素敵な学びが隠れています）
＊心のブロック解除セッション＊天界と繋ぐ
チャネリングメッセージも大好評
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04ｰ7094ｰ2051
10：00～20：00
鴨川市天津1538ｰ3
とくに無し

高梨IT製作所

賞品��パソコンサポート（お困りごと解決）
� 1件（7,000円相当）×2名様

房総のITは弊社が守ります！
起業して15年、地域のITを支えてまいりま
した。パソコンで困った時にはぜひお声が
けください！
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mahariku.mahalita1024@gmail.com　
10：30～22：00
千葉県鴨川市　 不定休

占い師メイ

賞品��タロットカード1枚で占い、結果を
� ひとことハガキに書いたもの（全体運のみ

1,500円 ）×3名様

タロットというカードで占います。
人生の中で、できれば占わなくても済むよ
うになってほしい、それが私の願いです。で
も、あと少しだけ心の背中を押してもらえ
たらと思った時には、占いでそっと押しま
す。占いによる心がホッとできるチカラを、
私は信じています。占いは、特別なものでは
なく、身近なものだと思っています。
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04ｰ7094ｰ5550
チェックイン15時、チェックアウト10時　

ディナーのみ18：00～21：00
（最終入店19：00）
鴨川市太海９　 不定休

賞品��オルビスご利用券10,000円×1名様

父の和食と息子の洋食をマリアージュ！
お誕生日！記念日！女子会！頑張っている
自分にご褒美～～～
目の前の絶景に日常を忘れ～心も身体も癒
されると共に～親子が奏でる～和食と洋食
をお楽しみください。

波太オルビス


