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http://www.rurbannet.ne.jp

12 112 1

2018
2019

1
2
月
・
1
月
号

［
隔
月
発
行
］

12 1

NAVI NAVI 
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A
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ケーブルテレビケーブルテレビ

1月26日(土)10時～12時
バラの冬剪定

～今年の剪定で来年の咲き方が変わる!?～

定員：20名※16歳以上　参加費：無料

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（土）～25日（火）
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
【クリスマスライブ】11時30分～、13時30分～
12月2日(日)
スティールパン演奏　出演：Pan Note Paradise

12月9日(日) 
出演：おかやゆうな ほか

12月16日(日) 
吹奏楽演奏　出演：船橋東高校吹奏楽部

12月22日(土)
マリンバ＆ドラム　出演：Curro Duo

クリスマス夜間開放
12月23日（祝）24日（休）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(17時20分～)、23

日、24日ともヤギとサンタ(18時～)が登場します。

『チューリップまつり』
1月2日（水）～31日（木）
園内が20種類4万株のチューリップで彩られます。

【イベント】
1月2日(水)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(水)3日（木）10時30分～、12時30分～
寿獅子　出演：一船会

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 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！

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。

☎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24日･1月14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 https://www.park-funabashi.or.jp/and/

白井市文化センター・
プラネタリウム

子どもクリスマスアワー2018
12月1日（日）～12月23（日）土・日曜日
11時30分～12時15分
今晩の星空の紹介と共に、クリスマスの楽しいお

話を行います。※9日（日）に限り11時～、12時

～、13時30分～投映を行い、プラネタリウムに

プレゼントを持ったサンタさんがやってきます。

ゆく星くる星
1月5日（土）～1月27日（日）土・日曜日
13時30分～、15時～
今夜の星空と共に、2018年を振り返り、2019年

注目の宇宙開発・天文現象をご紹介します。

投映観覧料：340円　高校生以下160円

休館日 月曜日・年末年始（12月28日～1月4日）

☎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、
201９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

☎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

☎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

☎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

☎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

☎047-492-0877

来迎寺HP http://narita-city.ptu.jp/

東京基督教大学
クリスマスコンサート
12月14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：「慰め」より第1

番～第4番／楽劇「タン

ホイザー」より 夕星の歌

／来たれ 異邦人の救い主よＢＷＶ６５９　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

☎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8日（土）・9日（日）10時～15時
会場：Bゾーン都市の景
クリスマスコンサートやワークショップ、クラフト

教室など盛りだくさん！

【コンサート】
12月8日（土）12時45分～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
歌はいつもここに　コンサート

出演：印西少年少女合唱団

12月9日（日）11時～12時
ミュージックベルと女声コーラスによるクリスマ

スコンサート

出演：リンギングハート＆さくらコーラス

　13時～13時40分
フルートとハープとピアノによるクリスマスコン

サート

出演：フルートアンサンブル“TIMOM”

　13時55分～14時35分
クリスマス　ゴスペルコンサート

出演：ゴスペル　ユーリアハーデ

『緑の教室』
12月2日(日)10時～12時
来年の年賀状は絵手紙で！
定員：20名　※中学生以上(5歳～小学生と保

護者での参加ＯＫ)参加費：300円

千葉ニュータウン中央駅北口千葉ニュータウン中央駅北口

印西

印西

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。

船橋

白井
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印西
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！

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

▼

セットで
月額

戸建てパック例えば

標準工事費無料（ゼロ）
（引込工事費・加入金・端末設置工事費）

※消費税別
※3年契約

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！！

テレビ・インターネット・電話の3つのサービスで3
年間の契約期間を設けております。契約期間内の
ご解約は違約金を適用させて頂きます。

４Ｋ放送１２月１日より本放送開始！！
らーばんねっとなら

４Ｋ対応テレビ+４Ｋ－ＳＴＢを
付けるだけ

4K対応テレビ

ケーブルテレビなら
メリットたくさん！！

視聴可能な
新4K放送番組はこちら

HDMI
ケーブル

４Ｋ放送対応の
ケーブルセットトップボックス

（ＳＴＢ）４Ｋ放送サービス利用料

デジタルミニサービス利用料又はベーシックorプレミアムサービス利用料

５００円／台+ （別途消費税）
月額

ご用意したテンプレートの中からお好みの年賀状を
お選びください。作成もお任せください！！

2019年1月1日（火）～1月9日（水）の期間、毎日放送します！

会社や個人、団体のご挨拶にいかがでしょうか。

らーばんねっと 放送班　　 0120-373455   E-Mail rurban-ch@rurbannet.ne.jp

新年のご挨拶、
らーばんねっと
テレビ年賀状

を利用しませんか？
らーばんチャンネルで放映いたします！！

地域の皆さんへの新年の挨拶はいかがですか！！

◯◯◯会社

12月20日（木）まで申込受付中!!

5,000円作成・放送料

詳しいお問い合わせは

4K

※4K対応テレビとは（一社）電子情報技術産業協会のガイドライン「4K・8K映像表示が可能なテレビジョン受信機の呼称について」
では、以下のように定義されています。
（1）水平3,840画素以上かつ垂直2,160画素以上を有する表示デバイス（液晶パネル等）を搭載
（2）デジタルハイビジョンチューナー内蔵
（3）デジタルハイビジョン映像と4K映像信号を表示できる
（4）アスペクト比（有効画面）：【16：9】を基本とする
（5）59.94（≒60）Hz以上のフレームレートで表示が出来るを満たすテレビのこと
※4K放送をお楽しみいただく場合は、HDMI2.0（DHCP2.2）に対応したHDMIケーブルで配線する必要があります。
※TV側のHDMIはHDCP2.2と4K60Hz入力に対応している必要があります。

アンテナ設置不要！ 4Kチューナー
購入不要！

ＳＴＢ取り付け
費用が

無料！！
通常7,000円（別途消費税）

受付・お問合せ先 0120-373455

４Ｋ放送開始
キャンペーン
価格 ご利用

開始より
１年間

ご利用料：通常500円／台のところ
月　額

（別途消費税）300円/台先着200台限定先着200台限定 ※ご利用にはデジタルミニサービス又はベーシック・プレミアムサービスの契約が
必要となります。
※らーばんねっとの視聴可能エリアについてはご確認下さい。

4K

らーばんねっと４Ｋ放送開始キャンペーン中！！
受付方法 ： 電話又はFAX

受付電話番号 ：
受付FAX番号 ：

（　　　　　 ）ファックスの場合
①住所②氏名
③連絡先を記載下さい

0120-373455
0476-46-5881

まで

2019年12月1日
開始予定

NHK
BS4K

BS朝日
4K

BS-TBS
4K

BSテレ東
4K

BSフジ
4K

BS日テレ
4K



らーばんあわー

スマイルレポート

12月13日～19日 ふれあい文化館まつり
  1月24日～30日 中央駅前地域交流館まつり

■毎週木曜日更新 ■10:00・15:00・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。

地元の話題から千葉県内外の話題まで盛りだくさん見られるのはらーばんねっとだけ！

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6日～12日　白井なし坊体操

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
身近な話題をニュース形式でお届けします。あたなの
知り合いや知っている場所が紹介されますよ。

■毎月第1木曜日～放送

第31回千葉県高等学校文化連盟 放送コンテスト
■12月15日 21時～／12月16日　18時～

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

キャスター 松本由香子

スマイルレポーター

近藤 祥子

牧の原モアに行こう！

12/  1・  2 大山口小学校 平成30年度秋季大運動会
12/  8・  9 スウィング･ホワイト･ジャズ･オーケストラ第23回定期演奏会
12/15・16 印西ウインドアンサンブル第28回ニュータウンコンサート
12/22・23 木下地区歴史講座「行徳の歴史」
12/29・30 東京基督教大学クリスマスコンサート
1/  5・  6 SINCSクリスマスチャリティコンサート
1/12・13 第23回印西市民文化祭　合唱の集い2018（第1部）
1/19・20 第23回印西市民文化祭　合唱の集い2018（第2部）
1/26・27 木下街道歴史講座「木下街道における白井宿の謎を解く!!」

■毎週土日　■13:00

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

リモコンのボタン
地
デ
ジ11

〒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

チバにゅー知っ得情報館

らーばんミュージアム ～皆さんの作品をご紹介！！～

牧の原モアやアルカサールの
お得な情報をお届けします！

12月27日～1月3日 モアマルシェ　マンスリーセレクション
  1月24日～30日 モアX'masマルシェ

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。
今回は、職業体験でらーばんねっとを訪れた中学生が
制作した番組をお送りします。

市民活動団体紹介番組『地域にエール！』
■毎月第2木曜日～放送 協力：印西市市民活動支援センター

12月6日～12日 南山中学校生徒制作番組

     27日～1月3日 木刈中学校生徒制作番組

1月17日～23日 西の原中学校生徒制作番組

12月13日～19日 市民活動だんごまつり①

  1月10日～16日 市民活動だんごまつり②

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

らーばんねっとオススメチャンネル

半期に一度のスペシャルデイズ

QVC大感謝祭

ショピング QVC｜地上デジタル101ｃｈ

QVCは、らーばんねっと地上デジタル101チャンネルでご覧いただけます。QVC放送時間　5:00～26:00

24時間365日放送中！QVCはアメリカで誕生し、現在世界中の約3億6千万世帯で放送されている、ショッピング
専門チャンネルです。ジュエリー、ファッション、コスメ、家電、グルメなど、多彩な品揃えで、皆様をお待ちしておりま
す。様々な演出をこらしたスペシャルプログラムや、多彩なゲスト出演も見逃せません！

日頃の感謝の気持ちをこめて2日間限定
のスペシャルプライス「大感謝祭価格」や
キャンペーン、サプライズをお届けします。
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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。

放送スケジュール 2018年12・2019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

けーぶるにっぽん　Beauty of JAPAN Season.2

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）

囲碁・将棋チャンネル 入門編 

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

インフォメーション番組

ちば見聞録

北総線の旅 オトナさんぽ♪／房総ご当地キャラバン 他

伊勢 美し国から

けーぶるにっぽん　Beauty of 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～

囲碁・将棋チャンネル 入門編

ちば情熱アスリート

らーばんあわー(再)

ジュエリー☆GSTV

ジャパネットチャンネルDX

55 プロローグ～第二の人生の始まり～

チャンネル

地域の
情報が
満載！！

印西市や白井市等で活動して
いる団体の皆さんが制作した作
品を紹介する番組です。
１2･１月は、印西市・白井市の
市民文化祭から皆さんの力作
をご紹介します。

千葉ニュータウンの
話題をお楽しみ
下さい。

レポーター田中 歩

トロピカルマリア
フローズンデザート
放送時間
15日19:00～他

※画像はイメージです

オススメ番組

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。

新年特別番組

2019年新春ご挨拶
1月1日～3日

森田健作千葉県知事、
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

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3日～9日

11月3日印西市松山下
公園陸上競技場で行わ
れた準決勝と決勝戦の
様子をダイジェストでお
届けします！

※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

板倉正直印西市長

伊澤史夫白井市長

板倉正直印西市長

伊澤史夫白井市長 森田健作千葉県知事森田健作千葉県知事

千葉県教育会館で11月25日
（日）に開催されたコンテスト本
選の模様を2時間たっぷり放送
します！     
  

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！今回は千葉市から千葉ポートタワーのクリスマスイルミ
ネーション&夜景クルーズをご紹介！もちろん美味しいグルメもあ
りますよ！！

12月20日～12月26日放送
千葉編 －前編－

1月17日～23日放送
千葉編 －後編－

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、馬術競技の福島大輔
選手と千葉県障がい者スポーツ交流大
会をご紹介します。

●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

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

ショッピング専門チャンネル
QVC（101ch）
QVCコスメ商品の詰め合わせ　
「BEAUTY testtube」

天然温泉
白井の湯

321

平日利用券２枚組
10名様

♨
5名様

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

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）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

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

ナビゲーター

場所：フードコート
および陽の広場

12月9日（日）
10：00～15：00

Tel.0476-40-7788 9時～24時（年中無休）アイキョーボウル

平日　11時～16時／休日　11時～18時Ｚ Ｆａｃｔｏｒｙ

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】2019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】

2019年1月31日まで
（12/29（土）～1/6（日）を除く）

ご入浴優待券

50円引
白井の湯

千葉編 10:35/15:35/20:35/22:35

■毎日18:05   ■毎週木曜日更新

三方を海に囲まれ、温暖な気候と豊
かな自然に恵まれた千葉県。美しい自
然・伝統文化・郷土史を美しい自然とと
もに”ふるさと千葉”をお伝えします。

12月1日～  5日 房総の檀林
       6日～12日 千葉の城下町～久留里～
     13日～19日 千葉の城下町～大多喜～
     20日～26日 押送船と布良星伝説
     27日～1月2日 伝統を守る～房総の伝統工芸～
       3日～9日 千葉の城下町～関宿～
     10日～16日 風土記・松戸を歩く
     17日～23日 風土記・市川を歩く
     24日～30日 東征伝説の舞台

©チバテレ

開始時間

馬術競技 福島大輔選手

みんなの
ボウリング大会
ＫＵＷＡＴＡ ＣＵＰ

期間限定でオープン！！

■ 毎日18:45
■ 毎月1日､16日から新内容 

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。

ZTV（三重県）
制作伊勢 美し国から

12月1日～
奥香肌湖八滝
～大雪の頃～

12月16日～
聖宝寺紅葉
～冬至の頃～

囲碁・将棋に興味のある方、始めたい方におススメ！！
らーばんねっと「デジタルサービス・プレミアムサービス」で放送中の囲碁・
将棋チャンネルから入門編を放送致します。ぜひご覧ください！！

12月1日
12月6日
12月13日
12月20日
12月27日
1月3日
1月10日
1月17日
1月24日

銀の手筋②応用編
金の手筋②応用編
飛車の手筋
駅馬車定石
塚田スペシャル・7二銀型
相掛かり・2六飛8四飛型
2六飛型　腰掛け銀②
2六飛型　腰掛け銀④
ひねり飛車・5六歩型

金の手筋①基礎編
角の手筋
玉の手筋
塚田スペシャル・6二銀型
塚田スペシャル山崎の研究
2六飛型　腰掛け銀①
2六飛型　腰掛け銀③
ひねり飛車・6六歩型
相掛かり中原流①

囲碁・将棋チャンネル

将棋入門・手筋スキルアップ！

12月  1日 ハサミ、三々に入ろう
12月  6日 オサエの方向、やさしい詰碁
12月13日 定石、格言
12月20日 打ち込み、打ち込み対処法
12月27日 手筋、ヨセの打ち方
1月  3日 模様と実利、石のつなぎ方
1月10日 愚計と好形、詰碁
1月17日 捨て石
1月24日 大場より急場

ゼロからスタート！～囲碁入門～

開始時間 13:00 開始時間 21:05

開始時間 14:3０ ※水土日除く

※水土日除く

無料
番組

ミラノサンド

鴨肉のロースト
～ヴィネグレットソース～

バナナの
パリパリチョコ
ミルクレープ

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

12/28（金）、29（土）、1/25（金）、26(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
12/14（金）、15（土）、20（木）、30（日）
1/11（金）、12(土）、20（日）、30（水）

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。

セットは、選べるドリンク付き

550円～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！ 商品は、すべて
お持ち帰り
できます。

●12月1日～7日 ワタシがここに住む理由（東京）
●12月8日～21日 八戸の自然とヨガ～極上のリラクゼーションを（青森）
●12月22日～1月11日 モノクロームの世界を富山から（富山）
●1月12日～25日 田舎が好きで暮らしています（長野）
●1月26日～2月8日 拙者こそは、城のRONIN GUIDE!（兵庫）

ワタシが見た、
美しきニッポン。

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。
今回は地域に滞在する外国
人の視点からその地の魅力
を発信していきます。■月～金  ■9:30・19:00

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！

メルマガ
QRコード

☎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 580円（680円）

●小学生 250円（300円）

●幼児 150円（200円）

●3歳以下 無料

お得な情報
配信します

プレゼント応募方法

中学生・小学生・幼児の料金が
変更となりました！
区分名
１．小学生・幼児
２．中学生

新価格（貸し靴別）
２００円／１ゲーム
２００円／１ゲーム

当店も一般アマチュア部門予選会を
受け付けています！
詳しくは「ＫＵＷＡＴＡ ＣＵＰ２０１９」で検索！！

（タキサイクルの隣り）
「ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ」、
「Ｓｔｒａｄｉｖａｒｉｕｓ」などの
ファッションアイテム・雑貨を
アウトレットプライスで！

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！！

11種類の浴槽と7種の岩盤浴＆サウナなど、
新しい癒やしの空間にご期待ください。

リスパ印西 Tel.0476-37-8151
【営業時間】9:00～23:00（最終受付22時）リスパ

印西
【休館日】第2火曜日

http://respa-inzai.jp/ 牧の原モア 検索

SPA & POOLSPA & POOL

都心から一番近いリゾート都心から一番近いリゾート

SPA 天然
温泉

◎入館料に含まれるもの：バスタオル、フェイスタオル、館内着2着(ｼﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾗﾝは対象外)
◎シャンプー、コンディショナー、ボディソープは浴室に備え付けがございます
◎岩盤浴込み(※岩盤浴専用タオル200円別途頂戴致します)
◎リラクゼーション、レストランのみのご利用可（18歳未満の方だけのご入館、また小学生未満のお子様のご入館をお断り致します）

麦飯
サウナ

フルプラン（館内の全てをご利用OK）
平日1,800円／土日祝1,950円

ランチ・ディナービュッフェ
ランチ1,480円

入館料（お一人様・税込）

土日祝のランチにはチョコレートフォンデュタワーが登場

ディナー1,680円
ディナーはステーキの切り分けサービスあり

◎その他入館プランあり

営業時間が変わりました

北総地域の食と農･アートの魅力をクリスマスムードいっぱ
いにお届けします。
野菜&加工品、パン&スイーツ、アートの約25店舗が出店。
また、「貝殻亭グループ」をワンデーシェフに迎え、出店者と
のコラボレーションメニューを限定販売します！ 入場無料。

日
野 

麻
衣
さ
ん

三
田
寺 

理
紗
さ
ん

貝殻亭「骨付きもも肉と砂肝・ハツのコンフィセット」

「モアX'masマルシェ」

千葉市動物公園PR大使「しーくいーん」

12/15（土）16（日）




