祝！稀勢の里関 連続優勝おめでとうセール
（H29.4.10 17時現在）

実施店一覧

※情報は随時更新中です！！
※網掛けの店舗はセール終了しました。
参加店名（順不動）

1 手作処かっぱ本舗

2 弥七

業種

内

3 サワムラヤ靴店

小売り 全品割引サービス実施（最大半額）

4 不二家牛久店

小売り 不二家ポイント２倍

5 牛久すこやか食堂

電話番号

容

・だんご半額！ ９：００～と１３：００～ 各３００本限定
※お一人様１０本まで（予約不可）
和菓子
・うれしくってカード ５倍
※３/２７・２８・２９の３日間
・特製横綱ちらし鮨（お椀茶碗蒸し付き）2,000円（税込）
飲食
・うれしくってカード３倍
※３/２８（17時）～４/２まで

飲食

※４/4まで
※3/27・28・29の３日間

定食をご注文の方に限り！
ご希望の方は稀勢の里似顔絵アイスクリームを提供します。
※3/2８・2９・３０の３日間

住所

873-8760 牛久市田宮町４５−１０

871-8700 牛久市神谷5-35-1
873-2725 牛久市中央3-27-4
874-0012 牛久市中央3-27-4
871-6173 牛久市中央4-7-4

6 ミートデリカなかじま

小売り ローズポークコロッケ１ヶ１００円（税込）※3/27・２８の２日間

872-0298 牛久市中央5-13-11

7 ニューファッションスズキ

小売り 婦人服、婦人バック（レジにて）全品１割引

872-0053

8 光彩アート

看板

9 ㈱エステートリンク
10 アンジュウエディング

※３/27限り

稀勢の里の優勝にかかわる看板作成５０％ＯＦＦ

※４/２まで

当社所有物件ご購入された方に！
不動産 １０万円値引き+電動アシスト自転車+おそうじロボットルンバ
を全てプレゼント！
※４/９まで
結婚相
入会金サービス（￥32,400）
※４/末まで
談

牛久市牛久町280
エスカード２階

872-0660 牛久市栄町2-53-2
0120870-286

牛久市南1-18-22

899-8797 牛久市中央4-19-14

11 モリ・アーネスト

婦人服20～50％ＯＦＦ、作業着一部20％ＯＦＦ、
小売り
紳士服一部20～30％ＯＦＦ
※４/末まで

873-0082 牛久市岡見町85

12 大井屋

小売り 店内商品ご購入の方に粗品プレゼント

872-0288 牛久市田宮町32-2

※ 先着１００名様

飲食

稀勢の里関も食べた！新作メニュー「横綱天丼」を特別価格で！
※3/27～未定

871-7001 牛久市女化町451

14 落花生のいしじま

小売り

店内商品3,000円以上お買い上げのお客様に落花生１袋プレゼント
※3/27～未定

872-0079 牛久市女化町451

15 りんりんらーめん

飲食

稀勢の里関も食べた！『好評により期間延長しました！！』
塩バターラーメン＋ジャンボ餃子＋メンマ(小)のセットを
特別価格 ９００円で！
【延長しました！】※３/２8～4/9まで

874-9336 牛久市神谷2-50-19

16 プリンス インド レストラン

飲食

13 そば茶屋

楽花亭

17 すし処きむら

18

飲食

ハーブ＆アロマハウス
ＣＡＴＭＩＮＴ

19 パンの店

ひつじ雲

エステ

マンゴーラッシ―

または

をサービス
※４/末まで

871-8880 牛久市南1-18-22

祝優勝特別メニュー『横綱ちらし』を2,000円で！！
※３/２９～４/９まで

871-5595 牛久市南4-48-12

アロマトリートメント60分（5,350円）
リフレクソロジー40分（3,600円）
カッサフェイシャル30分（3,000円）
を各30％引きで施術させていただきます。

874-9790 牛久市栄町1-47-9

小売り 稀勢の里関優勝おめでとう

ブルーベリーラッシ―

※４/末まで

横綱あんぱん好評販売中！！

弊社ホームページの稀勢の里関の祝画像を保存してくださった方、
生活支援部の作業代金を1,000円引きします！
※3/31まで

879-5076 牛久市牛久町1226-1
0120335-369

20 ㈱そめや

便利業

21 ミシェル薬局

リポビタンＤ １本100円（税込108円）
牛久市牛久町280
小売り スーパーガードマスク各種60枚入369円（税込398円）
871-1501
エスカード１階
※3/27～4/1まで

牛久市さくら台4-35-1

22 健康増進施設スポーツリラックス

健康

３回分の施設利用料チケットを720円（１回目はご予約が必要です）
874-8791 牛久市猪子町896
※４/1～５/３１まで

23 ㈲鈴木工務店

大工

特製！相撲番付用の額を受注生産いたします！
詳細はお電話ください。

牛久愛和病院Ａ館７階

24 パティスリーひらさわ
25

帯津三敬病院養成塾
ミトコンドリア細胞呼吸学園

26 アーム療整院
27 おそうじ本舗

28

(有)とむとむ
ひたち野うしく店

29 赤ひげ商事（株）
30 番場畳店

マドレーヌ３種類（バニラ・チョコ・にんじん）セットを388円(税込)
小売り でご提供します！（通常：454円）
874-7445 牛久市南1-44-15
一家族様２セット迄 １日60セット限定 ※4/1・4/2の２日間
健康
健康

牛久南店

872-6880 牛久市牛久町50-8

みんなで細胞呼吸法で病気予防と改善に！！
入会金サービス（10,000円）します！
新規の方限定

※Ｈ30．2/1まで

874-9986 牛久市神谷6-50-23

初回のみ2,000円引き（他の割引との併用不可）
874-0251 牛久市中央2-5-26
※3/27～4/28まで

掃除

ハウスクリーニング商品から1,000円引き
ご利用いただいたお客様に当店オリジナル大人気商品、除菌・防臭に効く
「除菌ちゃんゲル（1,800円相当）をもれなくプレゼント！」
※３/２７～４/１５まで

0120159-026

飲食

特売セール！珈琲豆販売（２００ｇ）
・モカマタリ№９ ： ８００円（税別）
・エメラルドマウンテン ： ８００円（税別）
※とむとむ全店で実施！無くなり次第終了

830-8058 牛久市ひたち野東4-2-1

結婚相談
畳

婚活「赤ひげ倶楽部」先着10名様入会金無料
※３/２７～４/3０まで
一般個人住宅

10％引き

牛久市南2-7-14

886-9133 牛久市上柏田4-46-13

※６/3０まで 873-5951 牛久市上柏田2-16-5

31 うま味処

新月

32 ジュエリーオム

飲食

ファーストドリンク【飲物全品半額！】
※３/２７～４/2まで

貴金属 店内全品シークレットセール開催中！！

873-1814 牛久市田宮町638-1
874-3495 牛久市中央3-16-1

33 理容小やなぎ

理容

東京神田生まれのフレッシュシャンプー2,000円を50％ＯＦＦ
刃物類の研磨を定価の10～５０％引き、旅行まくら１０～５０％引き。
（ポイントカードを作成いたします）

34 そば花田庵

飲食

全品100円引き！

※3/27～4/2まで

874-0877 牛久市牛久町244-13
874-0139 牛久市神谷1-44-1

35 横瀬商店

小売り

メキシコ産ハネジューメロン １ヶ１００円
牛久産大根 １本５０円
872-0075 牛久市田宮町1082
牛久産ほうれん草 １束５０円
※数に限りあり・お一人様各１点まで
※3/28・29の２日間限り

36 ヤマイチ味噌

小売り

オリジナル詰め合わせ（味噌・スイーツ等）限定５０個特別価格
875-0002 牛久市島田町2713
※３/２７～無くなり次第終了

37 メガネの久地岡

小売り

【期間延長！！】
メガネフレーム３０％引き

※4/2まで

38 長岡屋

飲食

全品１００円引

39 そば処ゑびや

飲食

全品１００円引

40 山水閣

飲食

１日10食限定の「横綱重」を7,200円（第72代価格）で提供！
＋稀勢の里関にも好評の《うなぎちまき》をお付けします。
※４/末まで

872-0163 牛久市田宮町144-5
874-8533 牛久市中央5-7-4

（出前不可）

※4/2まで

873-3272 牛久市南３-４−１２
0297-66- 龍ヶ崎市庄兵衛新田
2350
282-40

41 池田商店

稀勢の里カップラーメン！ ※無くなり次第終了！！
小売り サッポロ一番 田子ノ浦部屋監修しょう油ちゃんこラーメン
１個100円（税込）で！お一人様６個まで！！（限定144個）

872-0954 牛久市田宮町250

42 サイトウコーヒー

小売り 稀勢の里関をイメージした当店のオリジナルブレンドした珈琲豆
飲食 「横綱ブレンド」ををお買い上げのお客様。いまなら２０％増量

872-8951 牛久市南１-３−１３

43 バンブー柳田

小売り

44 芋千
45 百香亭

菓子
牛久店

46 旬彩や
47 鮨・割烹

清瀧

大学芋おめでとうパック！ 350円（税別）
※３/２８～４/２まで

873-3344 牛久市南２-７−１８
896-8886 牛久市中央5-14-25

飲食

873-1566 牛久市さくら台2-45-2

飲食

お祝いの振る舞い酒（日本酒）をやってます！

874-3538 牛久市牛久町885-4

飲食

教育

49 石井食堂

飲食

51 確実園園芸場

《祝！連続優勝》

※４/末まで

「海鮮あんかけかた焼きそばと杏仁豆腐セット」
通常1,330円を1,000円（税込）に！
※４/１～４/１４まで

48 (株)チャンス

50 トヨタカローラ南茨城牛久店

Ｇパン 5,000円均一（税別）
Ｔシャツ ５０％ＯＦＦ

車

※３/３１まで

さくらのアイス

通常３００円を１５０円でご提供します！
※４/１～４/末まで
☆本広告を印刷して持参またはスマホで画面提示してくれた方☆
◆介護資格講座チャンス （※4/１８まで）
介護職員初任者研修（火・木コース）４月生（4/18スタート）
正規料金：￥158,000→特別料金：￥108,000
◆訪問療養(医療)マッサージチャンス （※４/３０まで）
リラクゼーションマッサージ：１０分間無料サービス
◆チャンスカルチャーセンター＆イングリッシュスクール
（※４/３０まで）
入会金：￥5,400（カルチャー）→￥0
￥10,800（イングリッシュ）→￥0
◆デイサービス ほっと
あん摩・マッサージ・指圧等の講演＆短時間マッサージ体験
会費：無料
期日：４/３(月)、10(月)、17(月)、24(月)
時間：9：00～12：00 ご予約ください

878-2711 牛久市中央5-3-4

874-6422 牛久市中央4-10-12

変わりまぐろ丼（塩味）通常：８８０円→５００円（税込）で！
※３/３０～４/１０まで

842-2331

新車ご購入でボディコートサービスします！

873-9511 牛久市柏田町3022-2

小売り 全商品20％引き

※４/１６まで
※4/2まで

土浦市卸町１丁目１０−１
土浦公設地方卸売市場1F

872-0051 牛久市田宮2-51-35

