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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！  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！

029 あんとわーぷ

0438ｰ22ｰ2273　 11：00～17：00
木更津市富士見1ｰ6ｰ23
月曜・第一日曜日

賞品��お買物商品券３,０００円×３名様

楽しい雑貨がいっぱい！遊びに来てね。
木更津駅西口から歩いて3分のところにあ
る雑貨屋 あんとわーぷです^ ^
かわいい雑貨からカッコイイ雑貨と色々と
楽しめます！
ラッピングも喜んで頂けてます^ ^
持ち込みラッピングもやってまーす^ ^
遊びに来てください｡:(*^^*):.* ♡

028

080ｰ4810ｰ9428　 11：00～17：00
木更津市祇園1ｰ26ｰ9
日曜日のみ営業

RumnsRoad

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×1名様

カヌレの美味しさを伝えたいをコンセプト
に、その日しか味わえない外はカリッ、中は
もっちりしっとりした焼き立てカヌレや一
晩寝かせることで外側までしっとりさせ、旨
味を凝縮させた味わい深いラムの香りを楽
しめるカヌレ、専門店ならではのここでしか
味わえないフルーツや生クリームを組み合
わせたフルーツカヌレを販売しています。

027

0438ｰ55ｰ4186
10：00～18：00
木更津市東太田2ｰ14ｰ20
不定休

賞品��2,000円分の�
� 商品券×10名様

イタリアンタルトとジェラートの店
季節のフルーツを使用した「クロスタータ」

（イタリアのタルト）、同じくフルーツをふ
んだんに使った「イタリアンジェラート」の
お店です。

Pergolato

026

0438ｰ20ｰ0377
9：00～19：00
木更津市大和1ｰ2ｰ1 木更津ワシン

トンホテル　 日曜日

Bakery&Cafe�クロワッサン�木更津ワシントンホテル店
小さな幸せ、感動をパンを通じて伝えたい。
焼きたてパンと挽きたてコーヒーで豊かな
時間を提供致します。
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。

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）�2名�� 1000円商品券��2名�� 挽き立てコーヒー回数券（6杯）������10名�� クロシュー券（1斤）　��　 30名

025

080ｰ4810ｰ9428
未定
木更津市祇園1ｰ26ｰ9
未定

Financier�Party�木更津

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×1名様

焼きたてフィナンシェ専門店
せんねんの木の新業態スイーツ店
焼きたてフィナンシェ専門店としてオープン！
アツアツの焼きたてフィナンシェと毎回限
定のフィナンシェも登場！

024

0438ｰ38ｰ6030
10：00～18：00
木更津市永井作1ｰ11ｰ11
月曜日（月曜祝日の場合翌日）

バウムクーヘン専門店�せんねんの木�木更津店

賞品��バウムクーヘン丸々1本（20,000円相当）
� ×1名様

幸せになれるバウムクーヘン
せんねんの木のバウムクーヘンにはいつま
でもお客様と「幸せの輪」で繋がっていられ
るようにという願いが込められています。
素材へのこだわりはもちろん！バウムクー
ヘンの新しい食べ方をご提供出来るよう、
日々挑戦しております!!!

023 BAACUS木更津

0439ｰ29ｰ7800　 9：00～18：00
木更津市富士見1ｰ1 JR木更津駅西

口階段下
毎週月曜日(祝日の場合は翌日火曜日 )

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×1名様

せんねんの木グループ第４の新ブランド
せんねんの木のバウムクーヘンは勿論のこ
と、CASTELABO・FinancierPartyの商
品を集約した店舗になります。
店舗限定として館山の須藤牧場の新鮮なミ
ルクをたっぷり使用したソフトクリームや
オリジナルパフェが味わえます。

022

0438ｰ36ｰ2839
9：00～17：00
木更津市小浜318
日曜日、祝日

賞品��1,000円分の商品券
� ×5名様

風味抜群の焼きたてちば海苔を皆さまへ！
創業1957年の海苔専門店 中川海苔店です。
海苔の買い付けから焼海苔の商品製造まで
自社工場にて一貫した管理を行い、工場直
売ならではの価格と品質でご提供しており
ます。
毎日お使いのおにぎり用海苔から房総みや
げとしてのご贈答品まで各種取り揃えてお
ります。

中川海苔店�本店

021

0438ｰ37ｰ1226
9：00～17：00
木更津市請西2ｰ5ｰ22
日曜日、祝日

賞品��1,000円分の商品券
� ×5名様

風味抜群の焼きたてちば海苔を皆さまへ！
創業1957年の海苔専門店 中川海苔店です。
海苔の買い付けから焼海苔の商品製造まで
自社工場にて一貫した管理を行い、工場直
売ならではの価格と品質でご提供しており
ます。
毎日お使いのおにぎり用海苔から房総みや
げとしてのご贈答品まで各種取り揃えてお
ります。

中川海苔店�請西工場直売所

020

0438ｰ42ｰ1289
11：00～20：00
木更津市永井作50
日曜日

賞品��500円の商品券
� ×30名様

焼きたて　揚げたて　作りたて
当店ではやきとりを一串一串丁寧に串打
ちをし販売しており、焼物だけではなく生
串の販売も行っており、飲食店様の注文も
承っております。
また、やきとりの他に唐揚げ、お弁当、出し
巻き卵など全て店内手作りにて販売してお
ります。

鶏若丸

019

0438ｰ22ｰ7727
イベント出店のみ

賞品��ピクルス３本セット
� ×５名様

無添加こだわりピクル酢
素材にこだわり、手作りにこだわり。地元野
菜を多く取り入れて、安心安全な食べ物を
提供していきたいと考えております。
イベント出店では、場所により【スープ】【餃
子】【生ビール】なども販売しております。
イベント情報は、FBページに随時記載して
おります。お越しをお待ちしております。

となりのいえ

018

0438ｰ22ｰ0088
平日 8：00～19：00

 土日祝 7：30～19：00
木更津市文京3ｰ1ｰ50
月曜日

�賞品�3,500円サンドイッチ
オードブル×2名様、他

低温にて長時間熟成させる事によりアミノ
酸を生成します。体にも良く味わい深いパ
ンになります。当店自慢の自家製発酵種は
乳酸菌が入っている為やわらかく、しっと
りした美味しさを長時間保てます。保存料
不使用でもカビが生えにくいのはこれが配
合されている為です。副材料も手作りにこ
だわり、真心を込めて作っています。

クロワッサン�木更津店

017 kazusa-smoke(かずさスモーク）

0438ｰ71ｰ1700　 10：00～18：00
木更津市長須賀2038ｰ4
土曜、日曜

賞品��かずさスモーク燻製調味料商品券1,000円
� ×30名様

美味しいは幸せ。もっと気軽に楽しく燻し
味を楽しんでほしい。との思いからかずさ
地方の技術として「かずさスモーク」と名付
け木更津から香ばしい薫りをお届けしてお
ります。お好きな食材にかけるだけ混ぜる
だけの簡単調理でコクと重厚感でリッチな
風味にオーガニックスモークの本物の香ば
しい薫りをぜひご家庭でそして贈り物に。

016

0438ｰ98ｰ7447
9：00～19：00
木更津市清見台東2ｰ5ｰ28
なし

梅の木が印象的な中庭を眺めながらゆっく
りお買物をお楽しみください。
また、農林水産大臣賞を受賞した人気商品

「麦こがし」や木更津産のブルーベリーを使
用した「きみさらず」など贈って喜ばれるギ
フトアイテムも盛りだくさん。

賞品��人気焼菓子詰合せ�1,200円相当×5名様

菓匠　梅月庭　清見台本店

015 おいしい薬膳�AriHa�café

0438ｰ80ｰ9206　 11：30～14：00
只今時短営業中。　※その他のご予
約弁当についてはご相談ください　 木更津市朝日1ｰ6
ｰ7ハピーハイツ木更津103　 水、
木、土、日曜日※店舗以外での出店もありますので

SNS等でご確認ください          

�賞品�3,000円分の商品券と
� オリジナルグッズを３名様

食べて、からだを整える　それが「薬膳」
いつも何気なく食べている素材が備えて
いる「からだを整える力」に耳を傾けて、食
べる人を想いながら、丁寧に組み合わせる
ことこそが薬膳であり、アリハカフェのプ
レートです。季節折々の食薬や体調に合わ
せた料理をお出し致します。

014 エル・プランタン

0438ｰ40ｰ5035
10：15～18：30
木更津市港南台1ｰ33ｰ1
火曜、水曜

賞品��10,000円の商品券
� ×5名様

コンテストでグランプリを受賞した「バス
クフロマージュ」や洗練された焼き菓子、生
菓子共に人気のパティスリー。
優しくふくよかな味わいのケーキから、重
厚感のあるヨーロッパスタイルのものま
で、豊富なラインナップを揃えています。
午前中に売れきれることが多い、純生カス
ターシューは絶品。

013 うお屋

080ｰ6766ｰ9699
7：00～14：00
木更津市新田3ｰ3ｰ12
水曜日、日曜日、祝日、その

他カレンダー通り
賞品��商品券1,000円
� ×5名様

本物にこだわる仲卸人の鮮魚店！
うお屋は房総半島入り口、アクアライン「み
なとまち木更津」の公設地方卸売市場内に
あります。プロの仲卸人が厳選した鮮度抜
群の地魚や、干物、人気の生本鮪、サーモン
など皆様を笑顔にする品揃えでお待ちして
おります。是非一度ご来店ください！

012 1分おむすび

090ｰ3318ｰ9600 水木金9：00～
14：00　土日祝9：00～17：00　 木更
津市矢那3980　 月、火曜日

ご縁と命をむすんでいく。
無農薬農家がはじめたおむすび屋。
できるだけ近くでとれた有機の食材達をおむ
すびにした、ごちそうおむすびが人気です。
ここにしか無いモノになりました。全てが
丁寧に手作りされています。ドライブス
ルー、LINEからの事前予約あり。1分でお
買い物できます。

賞品���酵素玄米とお好きなごちそうおむすび
合計2個セット（500円相当）×20名様

011 東屋

0438ｰ22ｰ5884
10：00～18：00
木更津市吾妻2丁目5ｰ14
月曜日

創業60年を迎え新たにリニューアルオープ
ンした昭和レトロモダンな和菓子屋です。
開業当初から販売している「もなかあいす」
の他にも、自家製餡と地元産卵を使用した

「こっこかすてら」や「なまくりーむあんみ
つ」「しょこらもち」など和菓子の苦手な方
でも召し上がっていただけるようなお菓子
を製造、販売しております。
贈答用や帰省の手土産にご利用ください。

賞品��こっこかすてら�
� ×20名様

010 Reverse�cafe

050ｰ1086ｰ8369
終日10：30～20：30
木更津市東太田1ｰ1ｰ28
木曜日

賞品��お食事券�1,000円×5名様

野菜がいっっぱいいい！！
房総の野菜や、千葉県産のお肉など地産地
消をこころがけてます！


