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㈱千葉ニュータウンセンター　らーばんねっと
〒270-1352 印西市大塚一丁目9番地
月～金曜日 9:30～17:30（土日祭日除く）　　 0476-46-5881　　 rurban-ch@rurbannet.ne.jp
https://www.rurbannet.ne.jp

加入申し込み
お問い合わせ

千葉ニュータウンケーブルテレビ

0120-373455
みん     な       み      よう    ゴー   ゴー
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●当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。いただい
た個人情報は、プレゼント発送以外の目的で使用することはありません。

天然温泉
白井の湯

42

平日利用券

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

3

正解者の中からプレゼントを贈呈！ハガキ又
はメールでご応募ください。①答え②希望の賞

品③郵便番号④ご住所⑤お名前⑥年齢⑦らーばんＮＡＶＩへの意見・感想
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 〒270-1352　印西市大塚一丁目9番地　
らーばんねっとクイズ係へ
［メールの場合］rurban-ch@rurbannet.ne.jp
締切：12月21日必着

プレゼント応募方法

脳トレに
おススメ！「クロスワード」クイズに答えて賞品をゲット！！

2枚組10名様

（ア）から（ク）に入る8文字の言葉を見つけ出してください！！
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クロスワードを解いてプレゼントをゲットしよう！！クロスワードを解いてプレゼントをゲットしよう！！

前回（10・11月号）の答えは「まきのはらもあ」でした。

2020-20212020-2021
12月・1月号
［隔月発行］12 112 1

NAVI NAVI 

ここでしか
みられない
地元密着情報
満載！

北総エリア（西白井～印旛日本医大）の情報ガイド北総エリア（西白井～印旛日本医大）の情報ガイド

①放蕩的な人物として多くの文学作品に描かれた。プレイ
ボーイ、女たらしの代名詞としても用いられる。
②バイクに乗って遠出すること。
③バイキンマンと行動を共にしながら、善にも悪にもとらわ
れない奔放な性格のキャラクター。
④微妙な意味あいを表したり、事のついでに付け加えたり
する、巧みな言葉の言い回し。「言葉の○○」。
⑤旬は秋から冬で、こたつの上に盛ると画になるオレンジ
色の果物。
⑦京浜東北線沿線の新子安と川崎の間の駅名。
⑨人間が居住する建物のこと。
⑭初めに心に決めた志を最後まで貫き通すこと。「○○○
貫徹」。
⑮消化不良で胃の辺りが重たく感じる様子などを意味する
表現。 
⑯日本を代表する怪談で、基本的なストーリーは「貞女・岩
が夫・伊右衛門に惨殺され、幽霊となって復讐を果たす」
というもの。「○○○怪談」。
⑳鳥が空を飛ぶための器官。翼。
㉑手抜かりをすること。処置を誤ること。失敗。「とんだ○○
をする」。

①自宅のドアを出てから、会社に入るまでの実質
の時間。
⑥願い出などを退けること。
⑧麻薬・犯罪・汚職の撲滅を公約に掲げたことで知
られるドゥテルテはどこの国の大統領か？
⑩ドイツのベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンに次
いで４番目の都市。「ケ○○」。
⑪元素記号Znの物質。
⑫韓国料理の一つで、様々な食材を溶いた小麦粉
などと合わせ、油で平たく焼いた粉食。
⑬○○○は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。
⑰四輪駆動を略すと「○○く」。
⑱自力で生活せず、女性に養ってもらっている男
性のこと。
⑲京都土産の鉄板で、米粉・砂糖・ニッキを混ぜて
蒸した生地に餡などを包んだお菓子。「生○○
○○」。
㉒建物の上部を覆う構造物。
㉓気分が変わりやすいこと。　

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】2021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】

2021年1月3１日まで
12/30～1/3は使用不可

ご入浴優待券

50円引
白井の湯

アルカサール
ご利用券
4,000円分

10名様

入浴料
（カッコ内は土日祝入浴料）
●大人 600円（700円）
●小学生 300円（350円）
●幼児 200円（250円）
●3歳以下 無料

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！

HPでご確認ください。
ホームページ
QRコード

▲

白井市中149-1
☎047-497-2626
営業時間

２０２１
ディズニー・チャンネル
カレンダー

1

20名様

※公開日は急遽変更になる場合がございます。詳しくは「イオンシネマ千葉ニュータウン」のホームページをご確認くださいませ。

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！

ふなばしアンデルセン公園
チューリップまつり
1月2日(土)～31日(日)
園内が20種類5万株のチューリップで
彩られます。
メルヘンの丘ゾーンには約1万
5000株で作るチューリップめいろ
もオープン！
詳しくはホームページをご覧ください。
開園時間：9時30分～16時
休園日：月曜日（祝日、冬休み除く）、
12月29日～1月1日 
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

おでかけ情報！

白井市文化センター・プラネタリウム
「ベツレヘムの星」
11月7日(土)～12月20日(日)の土・日曜日、
12月23日(水)～25日(金)15時～15時45分
イエス・キリストの誕生を人々に知ら
せたという「ベツレヘムの星」、その候
補の一つともいわれる天文現象が12
月に起こります。「ベツレヘムの星」の
謎に迫ります。
※11月21日(土)は、別内容となります。
投映観覧料：350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日休館）
☎047-492-1125
白井市文化センター・
プラネタリウム

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、
2021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

イルミライ★ＩＮＺＡＩ～未来に向けて、光が踊りだす～
沿線最大級、20万球のイルミネーション！
更に今年は医療関係者の方などに感謝の気持ちを示すブルーライトアップと、
ご自宅などでも楽しめるバーチャルイルミネーションを同時開催します。
●バーチャルイルミネーション
スマートフォンやパソコンで、自宅等でもイルミネーションをお楽しみ
いただけます。イルミネーションに隠れた「いんザイ君」を探し出すと、
抽選で「イルミライ★INZAIオリジナルLINE スタンプ」が当たります。
●おうちで作ろう！ いんザイ君マスク
いんザイ君マスクの作り方動画を印西市のホームページで公開中です。
いんザイ君マスクを着けて、イルミライ★INZAI に遊びに来てね！
問合せ：☎0476-33-4426  印西市 企画財政部シティプロモーション課

千葉ニュータウンでの
お部屋探しならUR賃貸で
１LDK～２世帯住宅までいろんな間取り、
いろんな広さのお部屋がございます。

礼金ナシ 保証人ナシ手数料ナシ 更新料ナシ

UR賃貸住宅の4つのメリット

お得な家賃プランあります

詳しいお問い合わせは

TEL.0476-48-5265
ＵＲ賃貸ショップ イオンモール千葉ニュータウン

子育て割
CHILD CARE DISCOUNT

近居割
NEIGHBORS DISCOUNT

U35割
AGE 35 or  UNDER DISCOUNT

そのママ割
SONO MAMA DISCOUNT

主　　催： 印西市
開催期間： ２０２０年１１月１４日（土）～２０２１年２月１４日（日）
開催場所： 北総線 千葉ニュータウン中央駅 周辺
点灯時間： １７：００～２２：３０
※天候や点検等により時間の変更や点灯中止となる場合がございます。

イルミネーションイベント「イルミライ★ＩＮＺＡＩ」イルミネーションイベント「イルミライ★ＩＮＺＡＩ」

印西市ファミリーサポートセンター

提供会員（有償ボランティア）
募集中
『じいじも♥ばあばも大歓迎』地域の子育て応援しませんか♥

募集
みんなで子育て笑顔で応援

印西市ファミリーサポートセンター
は、印西市内において子育ての援助
を受けたい利用会員に援助を行い
たい提供会員を紹介し、相互援助活
動をサポートします。
利用前には両会員共に登録が必要
です。先ずは印西市ファミリーサ
ポートセンターにご連絡ください。

印西市ファミリーサポートセンター
印西市中央南１-４-１ 中央駅前地域交流館2号館2階
☎0476-48-5728  FAX0476-48-5729
E-mail  inzai-famisapo@roukyou.gr.jp
開所日：火～土　時間：9時～17時
閉所日：日月祝・年末年始（12/28～1/4）
＊月曜日が祝日の場合、翌火曜日は閉所します。
印西市ファミリーサポートセンターは
ワーカーズコープが受託運営しています。

イルミライ★ＩＮＺＡＩ 昨年の様子（千葉ニュータウン中央駅周辺）イルミライ★ＩＮＺＡＩ 昨年の様子（千葉ニュータウン中央駅周辺）

千葉県印西市中央北3-2
イオンモール千葉ニュータウン3階
営業時間／10:00～19:00
(水曜・年末年始休）

千葉ニュータウンでのお部屋探しならUR賃貸で

詳しいお問い合わせは

礼金ナシ 手数料ナシ

保証人ナシ更新料ナシ

UR賃貸住宅の4つのメリット

TEL.0476-48-5265
ＵＲ賃貸ショップ
 イオンモール千葉ニュータウン

内 野

53,300円～89,400円

◎住宅型式： 1LDK～4LDK
◎住宅専有部分面積：51㎡～116㎡
◎家賃（月額）：
◎交通：北総線・成田スカイアクセス線
　「千葉ニュータウン中央」駅徒歩13分
　又はバス3分徒歩1分

原 山

◎交通：北総線・成田スカイアクセス線

◎住宅型式： 2LDK～4LDK+DK
◎住宅専有部分面積：54㎡～115㎡
◎家賃（月額）：54,400円～88,200円

　「千葉ニュータウン中央」駅徒歩20分
　又はバス6分徒歩2分

原 山 第 二 

◎交通：北総線・成田スカイアクセス線

◎住宅型式：  1LDK～4LDK+DK
◎住宅専有部分面積：56㎡～120㎡
◎家賃（月額）：56,700円～115,200円

　「千葉ニュータウン中央」駅徒歩16分
　又はバス5分徒歩1分

高 花

◎住宅型式： 3LDK～4LDK+DK
◎住宅専有部分面積：63㎡～110㎡
◎家賃（月額）：55,800円～85,300円　
◎交通：北総線・成田スカイアクセス線
　「千葉ニュータウン中央」駅徒歩23分
　又はバス7分徒歩3分

ペット共生住宅(一部)

千葉県印西市中央北3-2
イオンモール千葉ニュータウン3階
営業時間／10:00～19:00(水曜・年末年始休）

お得な家賃プランあります

子育て割
CHILD CARE DISCOUNT

近居割
NEIGHBORS DISCOUNT

U35割
AGE 35 or  UNDER DISCOUNT

そのママ割
SONO MAMA DISCOUNT

（Ｃ）2020映画「新解釈・三國志」製作委員会

【キャスト・スタッフ】
大泉洋
賀来賢人 橋本環奈 山本美月 岡田健史／
橋本さとし 高橋努／岩田剛典
渡辺直美／
磯村勇斗 矢本悠馬 阿部進之介 半海一晃
ムロツヨシ
山田孝之 城田優 佐藤二朗／西田敏行（語り部）
小栗旬

【脚本・監督】
福田雄一

12月 11日 (金 )公開

ドトールコーヒーショップ

12/25（金）、26(土）、1/29（金）、30（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
12/11（金）、12（土）、20（日）、30（水）
1/8（金）、9(土）、20（水）、30（土）

12月・1月の感謝デー

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。 ＊印のある店舗は、喫煙可能室を設けています。

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

＊

＊

コーヒー豆等、売店商品１０％ＯＦＦ

2020年 2021年

ミラノサンド
あったかかにグラタン

店内飲食４９０円／テイクアウト４８１円

ⓒDoutor Coffee Co., Ltd. 201112

冬限定

ブレンドコーヒー
店内飲食２２４円～／テイクアウト２２０円～



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。 https://www.rurbannet.ne.jp

らーばんあわー ■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。
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らーばんチャンネル放送スケジュール 2020年12月・2021年1月

7

8

9

10
11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

月～金 土・日

地デジ11ch（111ch）

00

57

00

00

30

00

00

00

25

30

30

00

00

30

00

00

00

30

00

00

05

00

00

00

らーばんあわー

土日スペシャル

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

らーばんあわー   　

ショップチャンネル  

 112chでも放送中！

ちば見聞録

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！

らーばんあわー(再)

けーぶるにっぽん

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～

新番組「ケーブルテレビ熱血教室～中学校数学～」
※毎日内容更新

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～

12/5・6 印西市立平賀小学校運動会
12/12・13 白井市立南山中学校体育祭
12/19・20 白井市立池の上小学校運動会
12/26・27 白井市立大山口小学校運動会
1/2・3 印西市立小林中学校　小林祭
1/9・10 印西市立高花小学校運動会
1/16・17 印西市立西の原小学校運動会
1/23・24 印西市立原山小学校運動会
1/30・31 印西市立いには野小学校運動会

■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。
今回は「運動会･体育祭特集」として一気に放送いたします！！

2時間番組

10:35～、15:35～、18:35～、20:35～、22:35～

『地域にエール！』

協力：
印西市市民活動支援センター

12/10～12/16

谷田武西と原っぱの会

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

10分番組

10:30～、15:30～、18:30～、20:30～、22:30～

らーばんミュージアム ～皆さんの作品をご紹介！！～

地域で活動しているサークルや団体の皆さんが制作した
作品等を紹介する番組です。 5分番組

12月1日
第25回印西市民文化祭
～おうちでオンライン文化祭～
印西市で活躍している皆
さんの素晴らしい作品を
ご紹介します。

10:35～、15:35～、18:35～、20:35～、22:35～

チバにゅー知っ得情報館
牧の原モアやアルカサールからお得な情報をお届けします！！

12/17～12/23　アルカサールテナント
※年始特別番組のため1月の放送は休止

10分番組

らーばんトピックス
身近な話題をニュース形式で週替わりにお届けします。
10:00～　他1日4回リピート放送

キャスター 山田 桃子キャスター 山田 桃子 キャスター 中山 京子キャスター 中山 京子 キャスター 藤原 由香キャスター 藤原 由香

今年も残りわずか
となりました。

今年1年
ありがとう
ございました！

来年もよろしく
お願いします！

15分番組
しろいナウ
毎回白井市に密着して、皆さんが気になる情報など
「しろいの今」をお届けします。
10:15～、15:15～、18:15～、20:15～、22:15～

15分番組

12/3～12/9
しろいの自然薯
夏の特産である「梨」と並ん
で人気がある冬の特産「自
然薯」。11月中旬頃から出
荷が始まり、粘りと旨みが自
慢です！！今回はおススメの
レシピをご紹介しますよ～
※年始特別番組のため1月
の放送は休止

●12/1～ 私たちの移住ライフ（長野）
●12/10～ お米のパスタで、世界を笑顔に。（兵庫）
●12/24～ 地域のやさしさに魅せられて（島根）
●1/7～ 神々が集う山陰に魅せられて（鳥取）
●1/21～ 変わる街を見つめるＥＹＥ（東京）

●12/1～ ディズニー・チャンネルおすすめ番組
 ダックテイルズ
●12/16～ ディズニーおススメ番組
 ドックのおもちゃびょういん
●1/1～ ディズニー・チャンネルおすすめ番組
 エイリアンシッター ギャビー・デュラン
●1/16～ ディズニーおススメ番組
 パグ・パグ・アドベンチャー

ワタシが見た、
美しきニッポン。

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。
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。

ご当地アイドルやご当地キャラの案内で、おすす
めスポットを徹底リポートします！今回は東金市
編として市内に点在する徳川家康ゆかりある場
所のほか、癒しの場所を東金市出身で女優とプ
ロレスラーの2足のわらじで活動している角田
奈穂さんが紹介しますよ！！

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

らーばんチャンネル 地デジ11ch にて放送中！

15分番組

房総ご当地キャラバン
～観光＆グルメ～

12/24～12/30放送
東金編 第1弾

1/28～2/3放送
東金編 第2弾

10:15/15:15/18:15/20:15/22:15

今回は
東金編
です！！

らーばんねっとでしか見られない地域の番組が盛りだくさん！！

毎日放送中！！

   0120-373-455

ケーブルテレビ熱血教室～中学校数学～

予習や復習、高校受験にもきっと役立つ番組です！
さあ、みんなで数学の基礎を身につけましょう！！

地デジ11chにて
【放送日】 12/12（土）
　　　　 21:00～23:00 
【再放送】 12/13（日）
　　　　 18:00～20:00

詳しい番組スケジュールについてはらーばんねっとホームページまで
https://www.rurbannet.ne.jp/

21:05～ 中学校1年生数学（一次式、比例・反比例、空間の図形他）
21:20～ 中学校2年生数学(連立方程式、一次関数、証明、確率他）
21:35～ 中学校3年生数学（平方根、二次方程式、三平方の定理、円周角他）

全国高等学校総合文化祭の千葉県予選にあたる「千
葉県高等学校文化連盟 放送コンテスト」。県内の高等
学校の放送部・放送委員会が5つの部門で、日頃の活
動の成果を発表します！ 

中学校3年間で学ぶ数学の基礎講座を集めたTV授業番組です！

■月～金　■13:00

25分番組

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”をお伝えいたします。
12/1～ 捕鯨の父　醍醐新兵衛
12/3～ 義民・佐倉宗吾
12/10～ 房総の民俗文化
 ～祭のルーツ～
12/17～ 城下町と蘭学の地
 ～佐倉～
12/31～ 南総里見八犬伝と里見氏

1/14～ 貝塚と古墳群が語る
 房総の古代
1/28～ 鷹狩りの道・
 御成街道を歩く

ディズニー・チャンネル おためし番組

毎日
内容更新

■毎日　■16:00

メッシュＷｉ-Ｆｉとは
メッシュ対応Ｗｉ-Ｆｉルーターの親機
と子機それぞれが相互につなが
り、メッシュ（網目）状にネットワー
クを構築しエリアをカバーする無
線機能で、離れた部屋や異なる階
に子機を設置することで、家じゅう
どこにでも電波が届く安定した環
境を作り上げることができます。

サクサクつながるWi-Fi！ らーばんねっとメッシュＷｉ-Ｆｉサービス登場！！
親機・子機とも同一

※通信速度はそれぞれ規格値

本体設定はもちろん、インターネット回線の自動
判別にも対応。モデムとＬＡＮケーブルで接続す
るだけ！設定も非常にカンタンです！！

867Mbps 400Mbps
11ac
5GHz

11n
2.4GHz３００円/月+消費税

※２台セット（親機・子機）での金額
※機器設置費はかかりません

利用料

らーばんねっとインターネット加入者限定

お問合せ・
お申込み先

Ｗｉ-Ｆｉの死角が無くなります！
一戸建て・マンションは問いません！

©Disney

年末年始特別番組 ※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

中学校合唱コンクール

12/24～12/30 船穂中学校合唱コンクール
12/31～1/6 小林中学校合唱コンクール
1/7～1/13 大山口中学校合唱コンクール
1/14～1/20 南山中学校合唱コンクール

2021年新春ご挨拶
1月1日～3日
板倉正直印西市長と笠井喜久雄白井市長による
新年のご挨拶。

板倉正直印西市長 笠井喜久雄白井市長板倉正直印西市長 笠井喜久雄白井市長

生徒の皆さんが一生懸命
練習してきた成果を
お楽しみください!!

第33回千葉県高等学校文化連盟
放送コンテスト

角田奈穂さん中央公園 東金市マスコットキャラクター
「とっちー」

キャンペーンやおトクな店舗情報を配信中！友だち登録をして、お得な情報をGET！
友だち募集中！牧の原モア

アルカサール
QRコードで登録 @makinoharamore

@alcazar
ID検索で登録

LINE公式アカウント

CNC  I n f o r m a t i o nC NC  I n f o r m a t i o n

Other Info.

テナント/駐車場募集のご案内
千葉ニュータウンセンターが管理
するテナントおよび駐車場をWeb
にてご案内しております。
お気軽にご相談ください。

テナント募集 駐車場募集

※詳しくは牧の原モアホームページをご覧ください。

プレゼントキャンペーン

忘・新年会予約キャンペーン

【期間】2020年12月1日（火）～12月28日（月）
【キャンペーン内容】
・アルカサール内のキャンペーン参加店舗で2,500円  
 購入すると抽選に参加できる応募券を配布！
・応募券に書いてあるQRコードかURLから抽選サイト 
 へアクセス！抽選を行ってすぐに結果発表！
・加湿ストリーマ空気清浄機やダイソンコードレスハン
 ディクリーナーなど豪華な賞品をゲットしよう！

【期間】2020年11月20日（金）～1月31日（日）
【キャンペーン内容】
・アルカサール忘・新年会予約号11月20日より開始！
・様々な宴会コースやクーポン持参で特典がいっぱい！

アルカサール

25th Anniversary
キャンペーン

【点灯期間】
2020年11月14日（土）～2021年2月14日（日）

※詳しくはアルカサールホームページをご覧ください。

LINEの「友だち追加」
から「QRコード」を選択
して右記の画像を読み
取ってください。

①LINEの「ホーム」画面より右上の「友だち追加」アイコンをタップ
②「友だち追加」画面の右上の「検索」アイコンから上記IDを検索

※画像は昨年のものです※画像はイメージです

※詳しくは牧の原モア及びアルカサールのホームページをご覧ください。


