
チラシをご持参の方、各種マスク 50円引き！特典

2 階にて時間貸しホール　利用者募集中！各教室・サークル活動・ダンス等。PR

●いすみ市大原 8699　☎0470-62-1335
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00 ●定休日／毎週水曜日

㈲関徳

スタンプラリーご参加の方に粗品プレゼント！特典

●いすみ市岬町長者 65　☎0470-87-2338
●営業時間／ 8:30 ～ 18:00 ●定休日／日・祝日

㈲石野薬局

チラシをご持参の方、一般雑貨 1000 円以上ご購入で 3％引き、但し、調剤・カネボウ化粧品
・市ゴミ袋は除く。

特典

★キャッシュレス決済可　★コロナ抗原検査キット販売中PR

●いすみ市岬町長者 486　☎0470-87-3731
●営業時間／ 9:00 ～ 17:30 ●定休日／日・祝・土曜午後

薬局ヤマトヤファーマシー

チラシご持参の方、先着１００名にファンデーションサンプルプレゼント！特典

なりたいキレイやお悩についてアドバイスします。お肌に合わせたエステもお試し下さい。PR

●いすみ市深谷 338　☎0470-86-2261
●営業時間／ 9:00 ～ 19:00 ●定休日／毎週水曜日

エミ化粧品店

鰹節削り 1000 円以上で鰹節だし粉プレゼント！特典命名から位牌まで真心の通うお付き合いPR

●いすみ市岬町長者 156　☎0470-87-2359
●営業時間／ 8:00 ～ 19:00（毎月 6.16.26 日、日曜日 18：00閉店）
●定休日／正月３日間・不定期 2・３日 /年

やまろく

チラシをご持参の方、ドリンク￥５０引き！特典

冬は牛乳がおいしい季節です。たくさん飲んで酪農家を応援してください！PR

●いすみ市須賀谷 1339-1　☎0470-62-6669
●営業時間／ 10:00 ～ 17:00 ●定休日／木曜日

高秀牧場ミルク工房

このチラシをご持参の方、畳コースター２枚プレゼント！特典

当店オリジナル稲わら畳床、体験してみませんか。PR

●いすみ市岬町押日 2250-1　☎0470-87-2355
●営業時間／ 8:00 ～ 18:00 ●定休日／不定休

金子畳店

チラシを持参した方に次回来店時に使える 1000 円券をプレゼントします。特典

いすみ鉄道レストランのシェフが作る本格イタリアンPR

●茂原市町保 4-86　☎0475-26-4120
●営業時間／ランチ 11:30 ～ 14:00、ディナー 18:00 ～ 20:00 ●定休日／水曜日

イタリア料理ペッシェアズーロ～青い魚～

チラシご持参で 1000 円以上お買上で粗品進呈特典

いすみ市内保育所・夷隅小学校・国吉中学校・大原高校・大多喜高校・各種スクール用品
・婦人服・紳士服・タオル類・バック・帽子その他取り揃えてお待ちしております。

PR

●いすみ市苅谷 225　☎0470-86-2186
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00 ●定休日／毎月 7日・８日・17日・18日・27日

みつもと

チラシご持参の方、とんかつ俵定食 100 円引き！特典

●いすみ市弥正 499-2　☎0470-86-5570
●営業時間／昼の部 11:00～14:30（LO14:00）夜の部 17:00～20:00（LO19:30）

●定休日／木曜日
とんかつ俵

チラシをご持参の上お食事した方、えび天 1本サービス！特典

自家栽培・自家製粉　二八そばPR

保険調剤・医薬品・化粧品をお取り扱いしております。PR

●いすみ市岬町東中滝 429　☎0470-87-3036
●営業時間／ 11:00 ～ 14:00（蕎麦が無くなり次第終了）●定休日／火曜日

手打そば ひらが

チラシご持参の方、入会金 50％off特典陸上プログラム (姿勢改善 )始めました。PR

●いすみ市大原 6791-3　☎0470-62-1880
●営業時間／火曜日～土曜日 10:00 ～ 21:30、日曜日 8:00 ～ 15:30
●定休日／月曜日

ジャパンスイミングスクール大原

チラシご持参の方、うまい棒 1本プレゼント！特典

営業してたらラッキーです。PR

●いすみ市岬町椎木 280　☎0470-87-5151、0470-87-2832
●営業時間／ 9:00 ～ 17:00 ●定休日／土・日・祝日・その他

㈲石田ストアー

チラシ持参の方にドリンク１本プレゼント！特典

一日一組限定の一棟貸し切りの宿　露天風呂・サウナ・BBQ
・トランポリンを楽しめます！

PR

●いすみ市岬町谷上 2572-7　☎0470-62-5803
●営業時間／ 15:00 ～翌 10:00 ●定休日／年中無休

太陽と星が輝く宿 季楽

雑貨 1000 円以上お求めのお客様 100 円引き！（セール品除く）特典

インテリア雑貨、家具、食品等　豊富にアイテムをとりそろえたＳＨＯＰです。
自分用からフォーマルギフトまでおまかせください。

PR

●いすみ市岬町長者 561-1　☎0470-87-7181
●営業時間／ 10:00 ～ 19:00 ●定休日／特に無し

LIFE STYLE SHOP JUROBEI

チラシをご持参の方、うまいお茶１割引です。特典

長者のお茶屋です。食品雑貨、クリーニングの取次もやっています。よろしくお願い致します。PR

●いすみ市岬町長者 533-1　☎0470-87-2865
●営業時間／ 8:15 ～ 18:00 ●定休日／第１・３土曜日午前中、日曜日午後

椎名園

チラシご持参の方にクッキープレゼント！ (お買い物をしてくださった方に限る。）特典

笑顔になれるお菓子作りをモットーに 1つ 1つ丁寧に作っています。PR

●いすみ市弥正 3-1　☎0470-64-6479
●営業時間／ 10:00 ～ 18:30 ●定休日／火・水

アイリス洋菓子店

御来店の方みなさまに記念品プレゼントします。特典

個性あるあなたのファッションを！PR

地産地消にこだわったお店です。地元肉のトンカツ・ハンバーグを是非ご賞味下さい。PR

●いすみ市苅谷 172　☎0470-86-2321 ㈹
●営業時間／ 9:00 ～ 18:30 ●定休日／水曜日（月初・月末は営業です。）

あなたの街のファッションスペース ヨシダ

チラシ持参の方、ポイント２倍！（ポイント対象商品に限ります。）特典

本と文具、教科書教材、たばこ、学校用品お取り扱いしております。PR

●いすみ市大原 8625　☎0470-62-0076
●営業時間／ 7:30 ～ 19:00、土祝 9:00 ～ 18:30 ●定休日／日曜日

土屋鍾文堂

チラシ持参で 10％オフ特典

初めてスケートボードに乗ってみたい方、初心者の方に向けて
パーソナルレッスンを行っていますのでお気軽にお立ち寄り下さい。

PR

●いすみ市小池 245-1　☎0470-64-6936
●営業時間／平日 11:00 ～ 20:00、土日祝 10:00 ～ 20:00 ●定休日／月曜日

FILTER SKATEBOARD SHOP AND PARK

たたみのコースター作り（15ｃｍ×15ｃｍ） 特典
たたみの材料で作った雑貨　つるかめの置物づくり体験開催中！（１回 500円 要予約）PR

●いすみ市大原 1500-11　☎0470-62-2234
●営業時間／ 8:00 ～ 17:00 ●不定休

貝須賀 山口畳店

このチラシご持参の方、先着１００名様ポケットティッシュプレゼント！特典

折込チラシ・パンフレット・リーフレット・ポスター及び一般印刷物・小部数印刷PR

●いすみ市深堀 182-1　☎470-62-3913
●営業時間／ 8:30 ～ 17:30 ●定休日／土・日・祝

㈲サンキュー印刷

このチラシをご持参の方、伊藤園お～いお茶 190ml を１缶プレゼント！特典

いすみ市にお世話になって 25年、地域のお客様の食生活を豊かにする為ガンバリます !!PR

●いすみ市岬町和泉 794　☎0470-87-9611
●営業時間／ 9:00 ～ 21:00 ●年中無休

スーパーレオ 岬店

いすみｉカードポイント３倍特典

あったか商品がいろいろ！サイズも豊富！ぜひご来店下さい！PR

●いすみ市苅谷 174　☎0470-86-2079
●営業時間／ 9:00 ～ 18:30 ●定休日／毎月７日、17日、27日

みどりや

ご来店、アンケートにお答え頂いたお客様全員にエコバックをプレゼント！さらに抽選で素敵なプレゼント有！特典

エネルギー＆住まい＆暮らしのお手伝い　水道・電気・ガスの事なら何でもお任せ下さい。PR

●いすみ市岬町椎木 256-1　☎0470-87-2761
●営業時間／ 8:00 ～ 18:00 ●定休日／日曜日

 ㈲キミヅカ

来店でスタンプＯＫ・１０００円以上お買い上げで明治のジュースプレゼント！特典

ミセスファッション専門店です。集中品揃えが自慢です！PR

●いすみ市苅谷 235　☎0470-86-2061
●営業時間／ 9:30 ～ 18:00 ●定休日／毎週火曜・金曜

いとうや

しょうが湯・甘酒・くず湯・粉末飲料　いずれか 1つプレゼント！特典

月 1回のきこえの相談実施中　健康相談は随時実施しています。PR

●いすみ市大原 8761-1　☎0470-62-0402
●営業時間／ 8:00 ～ 19:00 ●定休日／日曜・祝日

㈲備前屋薬局

このチラシをご持参の方へ商品２０％引き（学校用品は除きます）特典

あったか商品　超破格値段のオンパレード！PR

●いすみ市岬町椎木 1890　☎0470-87-2707
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00 ●定休日／水曜日

まるへい

チラシを持参した方は麺半玉サービス特典

味噌ラーメンを中心にメニューを多数用意しております。寒い日は当店のラーメンを
食べに来て体を温めて下さい。

PR

●いすみ市深堀 1401-2　☎0470-63-9460
●営業時間／ 11:00 ～ 22:00（21:30 ラストオーダー）●定休日／月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

ラーメンとん太 大原店

チラシを持参して当店でお食事された方は当店のAセットドリンク無料！特典

ピザ、パスタ、ドリア、パンケーキがオススメです！PR

●いすみ市深堀 1401-1　☎0470-63-0293
●営業時間／平日 11:00 ～ 21:30、土日祝 8：30～ 21:30 ●定休日／不定休

FUKUMI CAFE パルミエ

チラシご持参の方、やきとり３本パック各種１点に限り 50円引き特典

毎週火～金、15：00～炭火やきとり、手づくり惣菜を販売しています。PR

●いすみ市大原 11500-7　☎090-6720-0888
●営業時間／お弁当 11:00 ～、炭火焼鳥・惣菜販売 15:00 ～ ●定休日／土、月

咲屋～わらや～

次回に使えるサービス券（５００円以上購入で５０円引き）先着 30名！特典

全て国産小麦でパンを作っています。一番人気は、クロワッサンです。
他にもハード系もおすすめです。

PR

●いすみ市荻原 2631-5　☎0470-86-4007
●営業時間／ 10:30 ～ 17:00 ●定休日／月～水曜日

grain

このチラシをご持参で、２月末までにＰＣ教室ご入会の方、入会金が無料！特典

あらゆる分野でデジタル化の波が押し寄せてます！ＰＣ・スマホ・ＩＴ＆ＤＸ、
困った時は当店へどうぞ。各種相談・販売・講習・トラブル対応いたします。

PR

●いすみ市日在 1853-1（ベイシアさん前） ☎0470-63-1495
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00 ●定休日／毎週水曜日

パソコンショップ インパルス【おかげさまで 27周年】

チラシご持参の方 20％引き特典

ちょっとしたシミはその場で！集配も承ります。PR

●いすみ市大原 8686　☎0470-62-0321
●営業時間／ 7:45 ～ 20:00 ●定休日／年中無休

小髙クリーニング店（踏切のそばです。）

唐揚げ３個プレゼント！特典

地元食材をふんだんに使った料理とおいしいお酒を召し上がってください。PR

●いすみ市岬町江場土 4358-1　☎0470-62-5544
●営業時間／ 17:00 ～ 23:00 ●定休日／不定休

焼鳥酒場

飲食に限り５０円引き！特典

オーダー家具のアンテナショップとして、カフェや雑貨販売をしております。
レーザー加工のオリジナル商品等のご相談も受け付けております。

PR

●いすみ市岬町長者 114-5　☎0470-62-6969
●営業時間／ 10:00 ～ 17:00 ●定休日／日・月

Ｍ-ＫＡＧＵ

チラシをご持参の方、ポイント２倍！特典

保険調剤・OTC医薬品・化粧品・雑貨PR

●いすみ市大原 8627　☎0470-63-1193
●営業時間／ 8:00 ～ 18:30 ●定休日／日曜日・祝日

エビスヤ薬局 大原本店

このチラシご持参でドリンク 1本プレゼント！特典

なかなか治らないヒフ病、アトピー相談ください。PR

●いすみ市岬町椎木 1846　☎0470-87-2709
●営業時間／ 8:30 ～ 18:30 ●定休日／日・祝

岬町エビスヤ薬局

※日曜日は港の朝市出店

https://ghyy300.gorp.jp

https://www.ihachi.com

https://www.instagram.com/grain_pan/

https://www.jss-group.co.jp/ohara/

https://fukumido.biz/palmier/

https://
pc-impulse.co.jp

https://www.instagram.com/
m_kagufurniture/

Twitter ＠hiraga2020

http://ohanagroup.jp/yakitorisakaba/index.html

https://isuminavi.jp/tsuchiyaa

https://www.instagram.com/filterskateboardshopandpark/

https://
pesce-azzurro.net

https://www.instagram.com/
jurobei7181

スタンプラリーに参加します！と伝えてくれたら100円引き！（このチラシをご持参の方）特典
伊八めし、天丼PR

●いすみ市大原 9090　☎0470-62-6155
●営業時間／ 11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 21:00
●定休日／日・月

まるへい31

「波の伊八めし」
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https://www.isuminavi.jp/yamaroku/

いすみ市商工会岬支所
いすみ市岬町椎木1300-1

主催／いすみ市商工会

TEL 0470-87-2535
（開所時間／平日９：30～15：30）

（第８回 いすみふるさとまつり代替事業）（第８回 いすみふるさとまつり代替事業）

いすみふるさと
スタンプラリー
いすみふるさと
スタンプラリー

問合せ先

保
存
版

https://kira-resort.com

https://www.takahide-dairyfarm.com

http://kaneko-tatami.chiba.jp/

参加方法や当選発表については裏面をご覧ください。参加方法や当選発表については裏面をご覧ください。
※本チラシは折って地図や参加店の情報としてお使いいただけます。※本チラシは折って地図や参加店の情報としてお使いいただけます。
※QRコード読取りで参加店舗の位置情報がWEBより確認出来ます。2023 .1.16　～2.12㈰㈪実施期間／

１等　　50,000円分の商品券や豪華賞品が当たる!１等　　50,000円分の商品券や豪華賞品が当たる!
2023年始めの運試し︕どなたでも参加できます。2023年始めの運試し︕どなたでも参加できます。


