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NAVI NAVI 

ケーブルテレビケーブルテレビ

※出演予定の「タンポポ」は都合により中止とな

りました。

13時30分～14時10分
ユーリアハーデ♪ ゴスペルミニコンサート

出演：ゴスペル ユーリアハーデ

他イベント多数あり。詳しくはホームページをご

覧ください。

☎0476-47-4030

北総花の丘公園 管理事務所

HP http://www.cue-net.or.jp/kouen/hana/

ふなばしアンデルセン公園
『ユールイベント』
12月1日（金）～25日（月）
期間中は園内がクリスマス装飾されます。

ワンパク王国ゾーン イベントドーム
【クリスマスミュージックライブ】

12月3日(日) 11時30分～、13時30分～
スティールパン演奏

出演：Pan Note Paradise

12月10日(日) 11時30分～、13時30分～
出演：かなりやとうばん ほか

12月17日(日) 11時30分～、13時30分～
マリンバ演奏 出演：Calamus

【クリスマス夜間開放】

12月23日（祝）24日（日） 17時～20時
花の城ゾーンとメルヘンの丘ゾーンの一部

※入園料及び駐車料金無料。

風車や噴水のほか、園内がライトアップされ、幻想

的なメルヘンの丘が出現します。23日、クリスマス

ツリー点灯式、両日はヤギとサンタが登場します。

【イベント】

1月2日(火) 11時30分～、13時30分～
新春和太鼓パフォーマンス 出演：和太鼓 誉

1月2日(火)3日（水）10時30分～、12時30分～
寿獅子 出演：一船会

他イベント多数あり。詳しくはホームページをご

覧ください。

地域イベント情報！
らーばんNAVIおすすめの
イベント情報をクリップ！

加入申し込み
お問い合わせ

印西

印西

0120-373455
みん     な       み      よう    ゴー   ゴー

ここでしか
みられない
地元密着番組
満載！

☎047-457-6627

ふなばしアンデルセン公園

開園時間：9時30分～16時／休園日：月曜日・（12月
29日～1月1日）※12月25日･1月8日は開園／入園
料金：一般900円、高校生600円、小・中学生200円、
幼児（4歳以上）100円

 HP http://www.park-funabashi.or.jp/and/

白井市文化センター・
プラネタリウム
『月待講・日待講と夜空』
平成30年1月20日（土）11時～正午
学芸員による月待講、日待講のお話しと共に、

その夜の星空を再現します。

場所：プラネタリウムドーム

料金：320円

募集：平成30年1月5日（金）から受付開始

  一般80人（先着順）

※問合せは白井市郷土資料館 ☎047-492-1124

休館日：月曜日・年末年始

☎047-492-1125

白井市文化センター・プラネタリウム

 HP http://www.center.shiroi.chiba.jp/planet/

おでかけ情報！
印西・白井 初詣特集！

ら～ばんねっとスタッフがおすすめする、
2018初詣スポットをご紹介します！

阿夫利神社（印西市高西新田227）
アクセス：JR成田線木下駅または北総線白井駅

からレインボーバス木下線に乗り「清戸道」下車

徒歩約10分

問合せ：☎0476-42-2629 阿夫利神社

六軒厳島神社（印西市大森4336）
アクセス：JR成田線木下駅下車北口徒歩3分

問合せ：☎0476-42-2958 責任役員 斎藤さん

長楽寺（印西市大森2034-1）
アクセス：JR成田線木下駅からちばレインボー

バスで「大森坂上」下車徒歩約10分

問合せ：☎0476-42-2302 長楽寺

延命寺（白井市平塚939）
アクセス：北総線白井駅からバス白井車庫行き

「神々廻木戸」下車徒歩約40分

問合せ：☎047-497-0807 延命寺

来迎寺（白井市折立266）
アクセス：白井市循環バス・ナッシー号Bコース

外回り4系統「折立入口」下車徒歩約3分

問合せ：☎047-492-0877 来迎寺

東京基督教大学
クリスマスコンサート
12月15日（金）
18時30分開場／19時開演
東京基督教大学 チャペル

（印西市内野３－３０１－５）

大型のパイプオルガンによるクリスマスコン

サートです。

主な曲目： 「ピアノ曲集『四季』よりトロイカ」

 「昴」

 「さやかに星はきらめき」ほか

入場無料・申込不要

主催：東京基督教大学 教会音楽アカデミー

問合せ：☎０４７６－４６－１１３１

 HP http://www.tci.ac.jp

北総花の丘公園
『クリスマス☆フェスタ』
12月9日（土）・10日（日）10時～15時
コンサートやクラフト教室、フリーマーケットな

ど盛りだくさん！

【コンサート】
12月9日（土）13時～13時45分
ポップなクリスマス★コンサート

出演：ChuEL

14時～15時
歌の絆のコンサート

出演：印西＆白井少年少女合唱団

12月10日（日）11時～12時
ミュージックベル＆コーラス

クリスマスコンサート

出演：リンギングハート＆さくらコーラス

印西市内のイルミネーション

船橋

らーばんねっとデータ

放送及び地域情報ア

プリを利用している皆

さんのご意見をお待ち

しています。意見をお

寄せいただいた方に

は抽選でステキな景

品をプレゼント!ハガ

キまたはメールで下記

までお願いします。

白井

Android版
QRコード

らーばんねっと地域情報アプリ

らーばんねっとでは、テレビ版データ放送と連携し、無料で誰
でも利用できるスマホアプリによる情報配信を行っています。

Android版、ios版で無料配布中です。QRコードリーダーでQRコードを読み込むか、
「CNC地域情報アプリ」で検索し、ダウンロードしてご利用下さい。

ios版
QRコード【利用方法】らーばんチャンネル

（地デジ11ch）に合せてからテレビ
のリモコンで「d」ボタンを押すと、
たくさんの情報が取得できます。

テレビ版データ放送
生活に役立つコンテンツが満載！

気象情報や北総線をはじめとした鉄道運行情報、
国道464号や16号の交通渋滞情報、 市役所からのお知らせ、

地元の掲示板などいつでも見ることができます。

データ放送とは･･･
らーばんねっとのデータ放送なら
最新の地域情報をはじめ災害･防
災情報も簡単に取得できます。

テレビ・スマホで
らーばんねっとデータ放送
を提供しています！！

テレビ+
インターネット+
電話がまとめて
らーばんねっとなら
こんなにお得！

上記以外にも組み合わせは色々とご用意
しています！ぜひお問い合わせ下さい！！

戸建住宅にお住まいの方が対象

d
ボタンを
押して
下さい

テレビ
（地デジ・BS）

デジタルミニサービス

インターネット
（下り最大16Mbps）

レギュラーコース

電話
ケーブルプラス電話

￥5,880￥5,880
￥7,280定
価

▼

※別途消費税※3年契約

セットで
月額

戸建てパック例えば

教えて！４K放送基礎講座 テーマ「４K放送のチャンネル」第3回

Q．４K実用放送を見るには、どんな設備が必要なの？
４K実用放送はBS・CSで放送されるため、個別受信の場合は一般的にBS・CS放送を受信するた
めのパラボラアンテナ（右旋・左旋共用アンテナ）や４Kテレビ、4Kチューナーの準備が必要です。
（建物によっては屋内配線やブースター等機器の設備改修が必要になる場合があります。）

Q．右旋(うせん)、左旋(させん)ってどういう意味なの？
電波の偏波面(電界の振動面)が時間とともに回

転するものを円偏波と呼び、その回転方向が進行
方向に向かって右回りのものを右旋円偏波、左回り
のものを左旋円偏波と呼びます。それらを略して、
右旋・左旋と呼びます。現行のBS・CS放送は、右旋円
偏波による放送ですが、４K実用放送は現在の右旋
円偏波のほかに、チャンネルによっては新たに左旋
円偏波による放送が開始されます。そのため、現在
のパラボラアンテナの仕様によっては右旋のみに
対応している場合がありますので、左旋に対応した
アンテナへの交換が必要になります。

Q．どんなチャンネルが放送される予定なの？
現時点では、ご覧の放送事業者が２０１８年１２月以降に放送を開始する予定です。

ケーブルテレビ「らーばんねっと」にご加入されている場合、４Kテレビをご用意いただけ
れば、あとは、らーばんねっとがご用意する４K放送対応型のセットトップボックス（有料）を
ご利用いただくだけで、４K放送が手軽にお楽しみいただけますよ。（集合住宅等一部の建
物の場合、あらかじめに棟内のテレビ共聴設備の改修が必要になる場合があります。）

さて、次回の４K放送基礎講座では、４K放送を観るための準備について詳しくご説
明いたします。それでは次回の、「教えて！４K放送基礎講座」をお楽しみに～！

らーばんねっとメール rurban-ch@rurbannet.ne.jp4K放送に関するご質問･お問合せは

読者の皆様からのギモンや取り上げてほしいテーマなどがございましたら、どしどし教えて下さい。それでは次回の、「教えて！4K放送基礎講座」をお楽しみに～！

２０１８年１２月から開始される４K本放送開始に先立ち、毎回４K放送の基礎について連載しています。今回は、４K実用放送を見るために必要な設備や放送
開始を予定しているチャンネル等についてご紹介します。今回もわかりやすくご説明しますよ～。

いまさら聞けない．．．．

らーばんねっと耳よりインフォメーション！

110°CS

1032 1489 1595 2071 2224 2681 2748 3224 MHz

110°CS右旋

BS

BS右旋 110°CS左旋BS左旋

右旋円偏波

右旋・左旋共用
アンテナ

アンテナ出力信号

左旋円偏波

BSで４K・８K本放送を行う放送事業者

１１０度CSで４K本放送を行う放送事業者

４Ｋ放送（右旋）

４Ｋ放送（左旋）

８Ｋ放送（左旋）

４Ｋ放送（左旋）

２０１８年１２月１日開始

２０１９年１２月１日開始
２０１８年１２月１日開始

２０１８年１２月３１日開始

２０２０年１２月１日開始

NHK
㈱ビーエス朝日  
㈱BSジャパン

SCサテライト放送㈱（ショップチャンネル）
㈱東北新社
㈱QVCサテライト

㈱WOWOW

２０１８年１２月１日開始 NHK（８K）

２０１８年１２月１日開始 ㈱スカパー・エンタテイメント
（チャンネル数：８）

㈱BS－TBS
㈱BSフジ

㈱BS日本



らーばんあわー

スマイルレポート

12月14日～20日 ときめきマルシェ
  1月11日～17日 第16回ふれあい文化館まつり
       25日～31日 第30回中央駅前地域交流館まつり

11月11日・12日、ふれあい文化館で行われたおまつりです。
日頃ふれあい文化館を利用している団体やサークルによる舞台
発表や作品展示が行われる、ふれあい文化館最大のイベントで
す！会場には多くの来場者で賑わい、笑顔に包まれました。

■毎週木曜日更新 ■10:00・15:00・18:00・20:00・22:00

千葉ニュータウン内外の身近な情報や話題を毎週お届けする情報番組です。
らーばんトピックスやスマイルレポート、みんなの広場や土日スペシャルなど、地域の話題が満載です。

■毎月第2･4木曜日～放送
スマイルレポーターが各地におじゃまして、地域の笑顔を
皆さんにお届けします。

マンスリートピックス
■毎月第3木曜日～放送
時間を拡大して、今月の話題をお届けします。

しろいナウ

12月7日～13日 しろいの自然薯
1月はお休みです   

毎回白井市に密着して、視聴者の
皆さんが気になる情報など
「しろいの今」をお届けします

らーばんトピックス

千葉ニュータウンの話題を
ニュース形式でお届けします。

チャンネル

■毎月第1木曜日～放送

スマイルレポーター

沖津 那奈
スマイルレポーター

高田 桃衣
スマイルレポーター

吉田 淳美

牧の原モアに行こう！

12/  2・  3 ファミリー劇場・スーパー！ドラマTVお試し放送

12/  9・10 祭･JAPAN Season1 ①～④

12/16・17 木下地区歴史講座「中川番所と小名木川」

12/23・24 SINCSクリスマスコンサート

12/30・31 東京基督教大学クリスマスコンサート

1/  6・  7 第22回印西市民文化祭 合唱の集い2017「第1部」

1/13・14 第22回印西市民文化祭 合唱の集い2017「第2部」

1/20・21 木下地区歴史講座「江戸の舟運と行徳河岸」

1/27・28 サザンフェスタ2017

■毎週土日 ■13:00

放送スケジュール 2017年12・2018年1月
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ちば情熱アスリート（日曜）

土日スペシャル

通販番組

24＞

7

らーばんあわーリターンズ

─前回のらーばんあわーをお届けします─

白井市ご当地体操「梨トレ体操」

ショップチャンネル

通販番組

らーばんあわー   

ショップチャンネル  112chでも放送中！

 放送時間0:00～24:00（8:00～9:00、11:00～13:00除く）

らーばんアラカルト  

プロローグ～第二の人生の始まり～

通販番組

通販番組

らーばんあわー(再)

ディズニーおためし番組

通販番組

QVC

101chでも放送中！ 放送時間5：00～26：00

らーばんあわー(再)

けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ Ｓｅａｓｏｎ.2

通販番組

らーばんあわー(再)

プロローグ～第二の人生の始まり～

らーばんアラカルト

ちば情熱アスリート

らーばんあわー(再)

伊勢 美し国から［新番組］

ジュエリー☆GSTV

ジャパネットチャンネルDX

土日スペシャル

ら～ばんねっとで放送した番組の完全版の他、
全国のケーブルテレビ局制作の番組をお届けします。

R U R B A N  C H A N N E L

地上デジタル 111ch

〒270-1331 印西市牧の原1丁目3番

http://www.makinohara-more.com/

印西牧の原駅北口

牧の原モア☎0476-48-5514
牧の原モア 検索

みんなの広場
千葉ニュータウンで行われたコンサートや発表会、スポーツ
大会などをダイジェストでお届けします。

市民活動団体紹介番組『地域にエール！』

12月14日～20日 市民活動だんごまつり①
  1月18日～24日 市民活動だんごまつり②

■毎月第2木曜日～放送

協力：印西市市民活動支援センター

地域で様々な活動をしているNPO団体や
ボランティア、市民団体などの皆さんをご紹介します。

12月1日～  6日 南山中学校生徒制作番組

       7日～13日 原山中学校生徒制作番組

     14日～20日 本埜中学校生徒制作番組

     21日～26日 七次台中学校生徒制作番組

1月18日～24日 木刈中学校生徒制作番組

今回は、らーばん

ねっとで職業体験を

行った中学生制作に

よる番組をお届けし

ます！

ハガキ又はメールでご応募ください。①ご希望の賞品名or賞品番号②ご住所③お名前④年齢⑤連絡先⑥ら～ばんチャンネルのご意見
⑦ら～ばんNAVIのご意見、ご要望をご記入のうえ、下記までお送りください。［ハガキの場合］あて先 〒２７０－１３５０ 印西市中央北
１－３－３ ら～ばんねっと「ら～ばんNAVIプレゼント」係［メールの場合］rurban-ch@rurbannet.ne.jp   締切：1月31日必着
●当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。● 本プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個
人情報を、本プレゼントの運営に関すること以外の目的で使用することはありません。またお客様のご了承をいただかない限り、第
三者に開示することは一切ありません。

抽選でステキな賞品を
プレゼントします！！NAVIプレゼントコーナー

プレゼント応募方法

イオンシネマ 千葉ニュータウン
映画無料鑑賞券
ペア5組10名様

映画専門チャンネル

スターチャンネル（BS200ch）
スターチャンネルオリジナル
サーモマグタンブラー 容量270ｍｌ
5名様

天然温泉
白井の湯

321

平日利用券２枚組
10名様

♨
らーばんチャンネルで放送した番組のDVD･ブルーレイを販売しています。詳しくは、らーばんねっとホームページをご覧ください。※掲載情報は予告なく変更になる場合があります。最新の番組情報についてはホームページをご覧ください。 http://www.rurbannet.ne.jp

レポーター

田中 歩

12月1日～  8日 千葉・横芝光 鬼が宿る里 仏が生まれる里 鬼来迎
       9日～22日 青森 ねぶた師、表現者の365日
     23日～1月12日 兵庫・加古川 谷の長楽寺 地蔵盆
     13日～26日 山梨・富士吉田 日本三奇祭 吉田の火祭り
     27日～2月9日 高知・土佐 街に勢いを！40年目の大綱引き

■月～金
■9:30、19:00

日本全国のケーブルテレビ局
制作による、我が町の文化・
情報を発信する番組です。

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN Season2

白井の大地が育んだ自然の恵み、弱アルカリ性のやさしい天然温泉です。9種類の
多彩なお風呂やアカスリ、ボディケアも充実！地元の新鮮野菜が並ぶ旬菜市場やそ
の素材を活かしたお食事処しろい亭も大人気！

☎047-497-2626 白井市中149-1

営業時間

平日10時～24時（休日8時～）年中無休

ホームページ：http://shiroinoyu.com/

入浴料（カッコ内は休日入浴料）

●大人 550円（650円）

●小学生 250円（300円）

●幼児 150円（200円）

●3歳以下 無料

メルマガ
QRコード

お得な情報
配信します

ケーブルテレビ CSチャンネルオススメ番組紹介

キングコング：髑髏島の巨神
エンターテインメント 映画専門チャンネル スターチャンネル｜BS200ch

映画も
海外ドラマも スターチャンネル

まとめて最大3ヵ月 無料
今がチャンス！キャンペーン実施中！

『ＧＯＤＺＩＬＬＡ ゴジラ』のレジェンダリー・ピクチャーズが『キングコング』を壮大なスケールでリブートしたアクション
大作。トム・ヒドルストン、サミュエル・Ｌ・ジャクソンら実力派俳優が繰り広げる巨大生物との死闘は、２０２０年公開予定
の『Ｇｏｄｚｉｌｌａ ｖｓ Ｋｏｎｇ（原題）』への布石であり、大きなシリーズの始まりの物語としても見逃せない。日本アニメに影響
を受けた監督による数々のオマージュにも注目。
【監督】ジョーダン・ヴォート＝ロバーツ  【出演】トム・ヒドルストン、サミュエル・Ｌ・ジャクソン ほか  【製作年】2017年  【製作国】中＝豪＝カナダ＝米

12/30（土） 夕方6:45ほか 12/31（日） よる9:00ほか

キャスター Mizuki
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

毎日

112ch
（リモコン番号11→選曲ボタン上）

101ch
（リモコン番号10）

テレビショッピング

QVC
毎日5時から26時まで
放送中

ショップチャンネル
毎朝6時から深夜27時まで
放送中

ショップチャンネル
毎朝6時から深夜27時まで
放送中

ショップチャンネル

通販番組（8時～9時ショップch休止）

放送休止

通販番組（11時～正午ショップch休止）

※お持ちのテレビで101chをご視聴できない場合、テレビのチャンネル初期スキャンが
必要となります。

55 プロローグ～第二の人生の始まり～

第16回ふれあい文化館まつりPick up!

ZTV（三重県）制作

© Warner Bros  Entertainment Inc

年末年始特別番組
2018年新春ご挨拶
1月1日～3日
板倉正直印西市長、
伊澤史夫白井市長
による
新年のご挨拶

合唱コンクール2017 千葉県ケーブルテレビ杯
少年サッカー選手権3年生大会
1月4日～10日
11月19日、松戸市運動公園競技場
で行われた準決勝・決勝戦の様子を
ダイジェストで
お届け！

※番組内容は変更になる場合があります詳しい内容はらーばんねっとホームページまで

12月28日～1月3日 桜台中学校
         4日～10日 原山中学校
       11日～17日 大山口中学校

■STAR1 プレミアム
〈字幕版〉

■STAR3 吹替専門
〈吹替版〉

怪獣映画の元祖『キングコング』をリブートしたアクション大作。
謎の島に上陸した調査隊と巨大生物たちとの死闘を描く。

3CH ¥0!
概要：最大3ヶ月（視聴開始月＋2ヵ月）が無料でご視聴いただけます。 対象：新規で「スター・チャンネル」にご加入の方が対象です。

キャンペーン視聴期間（最大3ヵ月） 以降通常視聴料金［月額2,300円（税別）］
1ヶ月目（視聴開始月）：無料 2ヶ月目：無料 3ヶ月目：無料 4ヶ月目：2,300円（税別）

 

南山中学校生徒 原山中学校生徒

キャンペーン期間
２０１8年

３月３１日まで

ミラノサンドセット ケーキセット

ジョイフル本田
千葉ニュータウン店
印西市牧の原2-1
TEL0476-48-4266

牧の原モア店
印西市牧の原1-3
TEL0476-33-7011

ボンベルタ成田店
成田市赤坂2-1-10
TEL0476-20-6404

ドトールコーヒーショップ

12/29（金）、30（土）、1/26（金）、27(土）
●ジョイフル本田千葉ニュータウン店、牧の原モア店

●ボンベルタ成田店
12/8（金）、9（土）、20（水）、30（土）
1/12（金）、13(土）、20（土）、30（火）

12月・1月の感謝デー コーヒー豆等、売店商品
１０％ＯＦＦ（ （

感謝デーは、各
店の都合により
変更されること
があります。ご了
承ください。

550円～

セットは、選べるドリンク付き

商品は、すべてお持ち帰りできます。

ケーキセット
580円～ミラノサンドセット

お得なセットがおすすめ！

クリスマス用ミルクレープの予約を受け付けます。
この他にもコーヒー豆がお得な福袋を入荷予定！

詳しくは店舗にお問合せ下さい！！

ご当地アイドルやご当地キャラの案内で千葉県出身の「さとう珠緒」「花香よし
あき」「三田寺 円」が、おすすめスポットを徹底リポートします！今回は銚子市！！
銚子名物のぬれ煎餅の手焼き体験や日本で一番早く初日の出が見られる犬吠
崎灯台など様々な観光＆グルメをご紹介します。案内をしてくれるのは、声優
の成宮ゆんさんです。

12月28日
～1月3日放送
銚子編 －前半－
1月25日
～1月31日放送
銚子編 －後半－

「牧の原モア」アベイル横特設会場で、「モア X’masマル

シェ」が開催されます！ 情報誌「STaD」で取材させて頂い

た作家さんや生産者さんなど約25店舗が出店。また、クリ

スマスムード溢れる演奏会も行われます。素敵な作品や

ワークショップ、個性派揃いのパン&スイーツ、旬の冬野菜な

ど、モアでクリスマス気分を満喫しませんか！

（問）モアマルシェ事務局
TEL.043-486-1107（平日10:00～16:00）

千葉から世界を目指すトップ
アスリートをピックアップ。
健常者、障がい者スポーツ選
手の“競技魂”に密着。元アス
リートがナビゲーターとな
り、世界での戦いに挑む姿を
お届け！12月は、ライフル射
撃の公賀亜久里選手・田中彰
人選手とパワーリフティング
の奥山一輝選手をご紹介し
ます。

「モアＸ’ｍａｓマルシェ」
１２月１０日（日）１０：００～１４：００

第8回

共同制作：千葉県ケーブルテレビ協議会

放送日時

毎週
日曜日10時～

月～金21時30分～
（毎月更新）

開始時間
 前編 10:00/15:00/18:00/20:00/22:00

 後編 10:30/15:30/18:30/20:30/22:30

番組レギュラー
花香よしあき番組レギュラー

さとう珠緒

成宮ゆんさん

番組レギュラー
三田寺 円

ナビゲーター
池谷 幸雄

ナビゲーター
千葉 真子

紹介するアスリートなど、詳しい内容はちば情熱アスリートのホームページをご覧下さい。

http://chiba-jonetsu-athlete.com/

ナビゲーター
森本 稀哲

●まちづくりメディア「STaD」で、地域情報をチェック！
「STaD」年末年始号は、「ら～ばんねっと」でも入手することができます！
http://www.stad-tv.com/ STaD（すたっと） Facebookで検索！
●らーばんねっと「らーばんトピックス」でも、
「モアX’masマルシェ」の模様を放送します！
（12月21日（木）～27日（水）予定 ）

奥山一輝選手

左：
公賀亜久里選手
右：
田中彰人選手

ナビゲーター

12-1月のイベント情報

モアX'masマルシェ
12月10日（日）10:00～14:00
様々なジャンルの作品や冬野菜、
パン&スイーツなどを販売します！
場所：特設会場

ワンワン宝塚ショー
1月6日（土）
1日2回公演
①11:30
②14:00
各回約30分
場所：水の広場
（雨天時は陽の広場）

大人が癒される南国空間。
ゆったりとした時間を
お過ごし下さい。

リスパ印西

Tel.0476-37-8151

Tel.0476-40-7788

【営業時間】
10:00～23:00

（最終受付22時まで）

お得な「平日・土日祝200円割引
リスパ印西入館クーポン（岩盤浴セット込）」登場！！

本格リゾート型天然温泉施設「リスパ印西」
平 日1,800円→1,600円
土日祝1,950円→1,750円

購入方法については「リスパ印西ホームページ」をご覧下さい

9時～24時（年中無休）

12-1月はイベントが盛りだくさん！

リスパ印西

［休館日：第2火曜日］

入館料（お一人様・税込）
平日1,800円／土日祝1,950円
ナイトスパ 18時～（お一人様・税込）

平日1,200円／土日祝1,350円

http://respa-inzai.jp/

牧の原モア 検索

アイキョーボウルでは、
プロチャレンジ大会を
開催しています！
人気プロと一緒に
楽しんでみませんか。

アイキョーボウル

SPA & POOL

都心から
一番近い
リゾート

天然
温泉

天然
温泉

リラク
ゼーション

お得なスペシャルクーポンコーナー

チケット割引クーポン
一般・大学生

300円引き
小中学生・幼児

200円引き
【有効期限】平成30年1月31日まで

※1枚につき4名様まで有効

※他のサービス、割引との併用はできません。※チケット
ご購入の際に窓口へご提示ください。※一部、特別興行、
特別料金にはご利用いただけません。※オンライン予約
システム、券売機ではご利用いただけません。※3D作品
は別途300円プラス。3Dメガネ代100円が必要です。※
シニア・高校生料金の割引は対象外となります。

イオンシネマ 千葉ニュータウン

1枚につき 大人2名様まで
【有効期限】

平成30年1月31日まで
（12/30～1/3はご利用いただけません）

ご入浴優待券

平日   500円
土・日・祝600円

白井の湯

（すべて税込）

日本古来の生活文化を
「美し国」（うましくに）伊
勢より発信。二十四節季
に基づいた伊勢神宮お
よび伊勢志摩半島の祭
事や民間行事などを紹
介、最新のお伊勢参りの
情報をお伝えします。

三重のお城 その1
～大雪の頃～

神宮のお正月
～冬至の頃～

伊勢 美し国から新番組

12月
1日～

12月
16日～

■ 毎日 22：30 
■ 毎月1日､16日から
 新内容 

犬吠埼灯台

12月3日（日）受付終了 1部 13:40 2部 18:40
ゲーム数 ： 4G 参加資格 ： 自由
参加費 ： 会員 3,000円・一般 3,500円
この他にも続々と開催を予定！
詳しくは「アイキョーボウルホームページ」をご覧下さい！！ 名和 秋プロ名和 秋プロ

名和 秋プロチャレンジ大会

千本引き
1月2日（火）
豪華賞品が当たる
お年玉企画の
千本引き大会

クリスマス抽選会（3日間開催）
12月23日（土・祝）・24日（日）・25日（月）
豪華賞品が当たる
ガラポン抽選会
場所：特設会場

クリスマス
ブーツ作り

入場
無料


