8,964円（税込）

トイレを華やかにするアイテムです。マット、カバー、ペー
パーホルダー、洗えるスリッパが入っており、
どれももちろ
ん防臭、防水、速乾仕様で、マットは滑り止め加工、カバー
はつけはずしがらくらくです。当店イチオシの商品です。

特典 本紙持参でお買い上げの方、話題の

特典 本紙持参でお買い上げの方、

ステーショナリーマガジン「Ｂｕｎ２」を進呈

レンジクロスプレゼント

文具販売

インテリア販売

至浦安

市川市行徳駅前2-25-4
℡.047-395-0130
【営業】9:30〜18:00
【定休】
日

東西線行徳駅
●交番

藤栄ハウス
●

●朝日信用金庫

Ｌ版額縁プレゼント

カメラ等販売・各種証明写真

ナグラカメラ南行徳スタジオ店
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至浦安

マクド
●ナルド
●ドンキ
ホーテ
東西線行徳駅

焼のり「汐紫・行徳」

1,080円(税込)

その希少性から 幻｢の海苔 と｣
呼ばれている行徳海苔

特典 本紙持参で注文依頼をして頂いた方、

市川市行徳駅前2-23-2
℡.047-358-2000
【営業】9:30〜19:30
【定休】
日・祝
http://www.e-koide.jp/

バイパス

日本の海苔収穫量のたった４％しかとれな
い千葉海苔︒その千葉海苔の中でもわずか
３％の行徳海苔︒香りと甘みがあとを引く
美味しさです︒ぜひお試しを︒

お気に入りの写真をカレンダーにします︒
カレンダーは︑半年ごと︑3カ月ごと︑オ
リジナルデザインやディズニーキャラク
ターの絵柄を載せたものなどからお選びい
ただけます︒

1,188円〜(税込)

お気に入りの写真を
オリジナルカレンダーに！

ＭＹ Ｃａ
ｌｅｎｄａｒ

文具の店 こいで

パチンコ店●

フジインテリア

市川市相之川4-18-1
℡.047-357-7532
【営業】10:00〜19:00
【定休】土

540円(税込)

チラシなどの不要な紙を使って
折り紙が作れる！

おりがみ工場
色々な紙を使い︑簡単に正方形の折り紙が
作れます︒好きなだけ作ることができ経済
的です︒はさみやカッターなどを使わない
ので︑子供にも安心︒ビリビリ破る感触も
やみつきになります︒

トイレが華やかに
なります！

ロイコレアンサンブル

特典 本紙持参でお買い上げの方、もみのり又は
千葉海苔の香り良い海苔の粉プレゼント

食品販売
南行徳メトログルメ・ショッピングセンター
1番街
●階段
●階段

㈲加藤海苔店

市川市南行徳1-16-27
℡.047-396-1188
【営業】10:00〜19:00
【定休】
日・祝
http://www.kato-nori.com

西船橋→
東西線南行徳駅
●南行徳
市民センター
●郵便局

※特典は予告なく終了する場合がございます。※詳細は各店にお問い合わせの上、ご来店ください。

市川市内各店のおすすめ商品を紹介

ea6d
2016

お店の自慢
勢揃い！
ea6d

オリジナル特典
本紙を掲載店舗に
お持ちいただくと受けられる
オリジナル特典が
あります！
「イチオシ」は市川の自慢できる一押し
商品を紹介する媒体です。
各店主創意工夫で作られた品、選りすぐ
りのオススメ商品が満載。市川の魅力を
知っていただいて、あなたのこだわりの
逸品を見つけにお出かけください。

発行／市川商工会議所

商業第一部会・商業第三部会

千葉県市川市南八幡 2-21-1 TEL.047-377-1011
協力／市川市商店会連合会 協賛／市川市 制作／㈱加藤新聞舗
平成 27 年度事業

方、お菓子プレゼント

菓子製造販売

ジョナサン
京成市川真間駅

市川市真間1-12-5
℡.047-322-2505
【営業】9:00〜19:00
【定休】第3水曜日

R14
オリンピック
北口

消防署

ダイエー

JR市川駅

北口

ダイエー

JR市川駅 シャポー

消防署

JR市川駅

オリンピック
ダイエー

市川のご当地グルメをご紹介

市川市真間2-23-8
℡.047-322-0447
【営業】9:00〜19:00
【定休】不定休
http://www.daimonokano.com

市川公民館
三井住友銀行
R14
北口
JR市川駅

ＳＣＯＴＣＨ 強力瞬間接着剤

市川市内の店舗が作ったオリジナルグルメ＆ス
イーツを掲載した、各種パンフレットを発行し
ています。お問合せは市川商工会議所
（☎047-377-1011）まで。

至本八幡

※2015年に発行したものです。

４７０円（税込）

特典 本紙持参でお買い上げの方、
ボールペンプレゼント

文具販売

さくらや

市川市新田5-9-19
℡.047-326-1151
【営業】9:00〜18:00
【定休】
日・祝

R14
ソフトバンク

北口

ダイエー

JR市川駅 シャポー

消防署

●マックスバリュー

市川市市川1-23-2
℡.047-323-4183
【営業】10:00〜19:00
【定休】水

R14
ソフトバンク

北口

消防署

多用途の
瞬間接着剤

花のさち

大門岡埜

R14

ソフトラバー容器で持ちやすく︑狙ったと
ころに接着できます︒様々な用途に使用で
き︑本当によくつきます︒

蜂蜜専門店

市川市真間2-10-18
℡.047-324-5559
【営業】9:00〜16:30
【定休】土・日・祝
http;//lovechiba.jp

市川のおさかな
グルメフェア

蜂蜜販売

菓子製造販売

いちかわ
バラ物語

ＬＥＤライトプレゼント（無くなり次第終了）

●ルチア
セブンイレブン●

JR市川駅

特典 本紙持参で５００ｇ以上お買上げの方、

至本八幡

粗品プレゼント

市川とまと
絶品メニュー

2

南口

北口

クローバーはちみつ

特典 本紙持参でお買上げの方、

お試しドレッシングプレゼント

市川のなし
食べ歩きマップ

市川市市川南１-３-３
℡.047-322-2962
【営業】10:00〜23:00
【定休】不定休
http://hotnet-mall.com/ichikawa/i.saisai.htm

JR市川駅 シャポー

R14

雄大な北海道の大地で育ったクローバーの花より集め
たとても美味しいハチミツ。くせがなくあっさりして
おり、ヨーグルトに入れると甘さが引き立ちます。

金券50円プレゼント

果実販売

auショップ

至小岩

特典 本紙持参でご購入の方、

アランチャドレッシング

160ｇ 1,130円〜
（税込）

特典 本紙持参で2本お買上げの方、

たけいフルーツ

市川市市川1-23-18-101
℡.047-322-1555
【営業】9:00〜18:00
【定休】
日・祝

1本 518円（税込）
〜

十勝産減農薬栽培の小豆で炊き上げた甘さ控えめの生
羊かん。笠間産和栗の甘露煮入りと、新潟産の白玉粉
を使った求肥餅入りがあります。職人が手作りで仕上
げました。

ドレッシング製造販売

●神社

㈲壮健君(壮健接骨院内)

北海道産地直送！
美味しいハチミツです

四角いガラス瓶に入った昔懐かしい特製シ
ロップ漬けのあんずは︑甘酸っぱく︑まろ
やかな味わいです︒あんずの果肉には体を
温める作用があり︑冷え性の方に良く効く
と言われております︒

甘酸っぱくてまろやかな
特製シロップ漬けあんず

西洋あんず

295g 350円(税込)

(200g)を先着50名様にプレゼント！

食品販売

もえぎ

真間ちもと

特典 本紙持参でお買い上げの方、梨そうめん

からめきの瀬

全国菓子大博覧会
金賞受賞

特典 本紙持参で税込1,080円以上お買上げの

180㎖ 390円（税込）
〜

国産米の自家製塩麹を使用
いろいろ使えるドレッシング

165g 1,500円(税込)

塩こうじマスタードドレッシング
国産米の自家製塩麹を使用しています︒ほ
んのりマスタードが美味しさの秘訣です︒
サラダはもちろん︑しゃぶしゃぶのたれや
温野菜にもオススメです︒

1個 183円（税込）

白い求肥の中には、さいの目に切った羊かん。ほのか
にゆずの香りがします。きめこまやかさと高雅な風味
はお気に召すことと存じます。

受験勉強や子どもの勉強に
おすすめです

えごま油
えごま油に含まれるオメガ３︵αーリノレ
ン酸︶には︑血管をしなやかにし︑血液を
サラサラに︑体内にてDHA・EPAに変
換︑記憶力や学習能力を高める効果がある
と言われ︑注目されています︒

市川名物

手児奈の里（てこなのさと）

至本八幡

※特典は予告なく終了する場合がございます。※詳細は各店にお問い合わせの上、ご来店ください。 3

特典 本紙持参で3斤1本お買上げの方に、

呉服・和装小物販売

至京成船橋
R14

至千葉

松屋

100g 540円(税込)

北口

PATIO

JR本八幡駅

R14
JR本八幡駅

市川市役所
至千葉

←本八幡駅

伊藤海苔店

市川市南八幡2-15-1
℡.047-378-6161
【営業】9:00〜17:00
【定休】
日・祝
http://www.maruni-nori.com

特製ボールペンプレゼント

給排水衛生設備工事・空調設備工事

第一セントラル設備㈱市川本社

市川市本北方1-35-5
℡.0120-025-238
【営業】9:00〜18:00
【定休】土・日・祝
http://www.dcsk.co.jp/

●郵便局

●京葉銀行
京成鬼越駅

至京成船橋

R14

アメリカンクラブハウスサンド

テイクアウト価格 820円（税込）

創業以来、不動の一番人気！こんがり焼いたパンにチ
キン・カリカリベーコン・ゆで玉子・レタス・トマト
をサンド。自家製ソースがアクセント。

コーヒー1杯無料

R14

コルトン
プラザ

ガソリンスタンド●

特典 本紙持参でお買い上げの方、

特典 本紙持参でお買い上げの方、

先着50名様へ粗品プレゼント

海苔一筋

至東京

R14

特典 本紙持参でお買い上げの方、
海苔加工販売

京成八幡駅

京成鬼越駅

海苔ふりかけ「贅沢」

㈱うまだれカンパニー

市川市八幡5-16-22
℡.047-705-4842
【営業】9:00〜16:00
【定休】土・日・祝
http://www.mizen.jp

至京成船橋

25,000円〜
（税込・基本工事費込）

テイクアウトでも人気！
大満足のボリュームです

R14

歯科●

海苔・カリカリあられを
たっぷり使ったふりかけ

300㎖ 890円(税込)

●中山
小学校

味付海苔とぶぶあられの特製﹁のりたま﹂
ふりかけです︒シンプルで飽きない味わい
です︒﹁このふりかけがないと困る！﹂と
いうお客様続出中！ 毎月第一・三土曜日に
工場直売にてお得な特売を開催中！
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至市川

駒田

市川市高石神14-13
℡.047-332-0711
【営業】9:30〜18:30
【定休】水・第2日曜日
http://www.bbkomada.com/

調味料製造販売

啓太郎せんべい

市川市八幡2-5-4
℡.047-334-0214
【営業】9:00〜18:00
【定休】
日

JR本八幡駅

Ｋｄ 仏壇・仏具

市川の葱を使用した
万能だれ

食品小売

●三菱UFJ信託銀行

万能うまだれ「味禅」

1枚 55円（税込）

明治27年創業の老舗せんべい店。厳選された国産米
を使用。昔から変わらぬ製法で丁寧に手焼きした懐か
しい味。当店の自慢の逸品です。

R14

市川市の葱を使用し︑野菜ソムリエが７年をかけ作っ
た︑冷・温しゃぶしゃぶや︑鍋や炒めもの等︑何にで
も使える万能たれ︒合成保存料︑合成着色料︑人工甘
味料︑化学調味料不使用︒
お求めの際は︑お手数ですがご連絡ください︒

味わい深い煎餅

手焼大丸

市川市八幡２-２-４ さいとう壱番館
℡.047-336-8088
【営業】月・火・木・金10:00〜18:30
水・土10:00〜18:００ 【定休】
日・祝
http://www.kimono3110.co.jp/hpgen/

仏具・雑貨販売

京成八幡駅

木下街道

京成線

◇彩 きものたのしや ◇雅 さいとう

（メッセージカード付）プレゼント！
（先着10名様）

●市川市役所

国府台
女子学院
市川真間駅

特典 本紙持参でお買い上げの方、おまもり香

チェーンネックレスをプレゼント

パン製造販売

市川市真間1-5-7 市川サニーマンション1F
℡.047-324-0404
【営業】9:00〜18:00 【定休】年中無休
http://www.grandpa.co.jp/

高純度の天然シアバターを中心にスクワラン・オリー
ブ油・ツバキ油や非常に高い栄養価で注目される「ア
サイーエキス」をふんだんにブレンドした高品質な保
湿クリームです。1日中しっとり感が続きます。

特典 本紙持参でお買い上げの方、先着10名様

生パスタ1袋プレゼント

相田みつをギャラリー
サロン・
ド・グランパ

1,400円（税込）

螺鈿とは伝統工芸に用いられた装飾技法で、螺は貝
を、鈿はちりばめることを意味し、様々な貝の真珠光
を放つ部分を磨いて薄片にし、種々の形に切って嵌め
込みちりばめております。

市川市内限定キャンペーン
工事費込2万5千円から！

2,900円（税込）

１本１本手作りのデニッシュは８時間かけて焼き上げ
ています。独特の風味はジャムやバターをつけなくて
も美味しく食べられ厚切りのトーストで食べるとケー
キのような味わいです。

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ビューティートワレ
ビューティートワレ︵温水洗浄便座︶は︑
洗浄部分であるステンレスノズルの汚れが
付きにくくお掃除が簡単で︑﹁パワーパル
ス洗浄﹂で快適な洗い心地です︒貯湯式ト
イレではトップクラスの省エネです︒

3斤 1,404円（税込）

粋（すい）なうるおいくりぃむ

乾燥の気になるところ
すべてに！

螺鈿帯留（らでんおびどめ）

アクセサリーにもなる
帯留

美味しさには
理由があります!

ボローニャデニッシュパン

喫茶、コーヒー豆販売

ジョークマン

市川市南大野1-43-10
℡.047-338-3383
【営業】9:00〜19:30
【定休】月

大野小

至松戸
大野中央病院

至市川霊園
セブンイレブン
至船橋
ツチヤ
自動車
市民プール
至本八幡

※特典は予告なく終了する場合がございます。※詳細は各店にお問い合わせの上、ご来店ください。 5

酵素浴剤

行徳
●小学校
郵便局●

バスコーソ

1,944円（税込）

超有名女優が大絶賛！「バスコーソでつる
つるになるんですよ！」お家のお風呂が酵
素風呂に変身。入荷後すぐに売り切れるほ
どの人気商品です。

特典 本紙持参でお買い上げの方、店内商品
2点まで10％OFF

※特価品は除く

医療品販売

伊勢宿バス停 ●

市川市伊勢宿３-１５
℡.047-358-8262
【営業】9:00〜20：00（土曜は18：00まで）
【定休】
日・祝
http://www.nakamura-clinica.com/

行徳街道

行徳バイパス
行徳駅

東西線

駅

典

妙

線

西

東

酵素風呂でデトックス
冷え性の方にもおすすめです

整体

中村治療院

さわやかな沈香の香り

市川市本塩17-9
℡.047-358-1815
【営業】10:00〜18:00
【定休】水

バイ
パス

中台グループ

お仏壇の祐心堂

セブンイレブン●

東西線

JR下総中山駅

市川市原木1-22-18
℡.047-327-0528
【営業】10:00〜18:00
【定休】
日

10名様限定波動整体10分間無料！

市川原木郵便局
●

サイクルショップくさか

仏壇・仏具販売

5,000円（税込）
〜

香港在住の日本人クリスタルカウンセラーが中国陰陽
五行・氣学の観点から、お客様の生年月日により「木
火 土 金 水」の五行のバランスを見てオリジナルのブ
レスを作成いたします。

特典 本紙持参でお買い上げの方、毎月先着
原木中山駅

木下街道

自転車販売

R14
至本八幡

五行氣学鑑定天然石ブレスレット

心身を整える
貴方だけのブレスレット

老舗自転車部品メーカーの限定生産車！
オシャレなツートンカラー！
６段ギヤで軽快に走れます。

●マツモト
キヨシ
至浦安

JR下総中山駅

ワイヤー錠プレゼント

粗品をプレゼント
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R14
至本八幡

特典 本紙持参でお買上げの方、

特典 本紙持参でご購入の方、

市川市高石神35-1
℡.047-334-4964
【営業】9:00〜18:30
【定休】水
http://akimotofuton.com/

市川市田尻5-17-5
℡.047-378-3268
【営業】5:00〜20:00
【定休】第1・第3日曜日

23,652円(税込)

日本でも数軒しか残ってない和晒しの工場で4日間か
けて丁寧に加工しました。ふわっとやわらかな仕上が
り。夏はサラサラ、冬は空気を含みポカポカとおやす
みになれます。

㈲秋元ふとん店

京成線

京成中山駅

20インチ折タタミ自転車

シングル 4,980円（税込）

布団販売

鈴木豆腐店

限定生産車！

ふんわり
極上の肌ざわり

和晒しプレミアムダブルガーゼ掛ふとんカバー

市川市中山4-7-18(黒門横)
℡.047-334-3000
【営業】10:00〜17:00
【定休】不定休 予約制

先着50名様に線香小箱をプレゼント

豆腐製造販売

●黒門

福島屋

貴重な香木沈香とインド産香木白檀、他桂皮、甘松な
どの天然漢方香料を、それぞれの特質を十分に生かす
よう配合しています。

特典 本紙持参でお買上げの方、

お買上げの方、豆腐１丁プレゼント
東西線原木中山駅

●
こざと公園

貸衣裳

食べ方いろいろ
味噌汁︑稲荷寿司に最適

サービス業

橋

船

西

至

●マルエツ

●くすりの
福太郎

市川市南大野3-22-3
℡.047-338-7722
【営業】9:00〜20:00
【定休】水・第3木曜日
http://www.kitazawa-eco.jp/

駅

野

3,024円(税込)

一つ一つ手づくりの薄切り豆腐を、菜種油で低温で膨
らむまで揚げ、次に高温でからりと揚げております。
出汁が良く染み込み、味噌汁、稲荷寿司に最適です。
また軽く炙り醤油をかけることで、おつまみにも！

特典 本紙持参で油揚げ5枚以上

和装小物先着50名様にプレゼント

大

川

市

JR

線香 沈香 香樹林

1枚 70円（税込）

特典 本紙持参でお買い上げいただいた方、

割引チケットをプレゼント！

太陽光発電システム・eco家電製品

油揚げ

3,000円（税込）
〜

当店では貸衣裳として和服をいろいろ取り揃えており
ます。貸衣裳として使用した和服の袋帯をリサイクル
品としてご提供し、使用する和服に合わせてお選びい
ただけます。

特典 本紙持参でご購入金額に応じて

㈱きたざわ

リサイクル帯

和装の
コーディネートします

大気の熱を利用してお湯を沸かすエコキュー
トは︑
地球環境にも優しい給湯器です︒他のエ
コ家電と組み合わせることで︑月々の光熱費
を大幅に削減 す る こ と が で き ま す︒設 置 後 の
アフター訪問もおまかせください！

光熱費を大幅に削減
お客様満足度 第1位！

パナソニック エコキュート

ヤスイ 本店

市川市行徳駅前1-13-6
℡.047-399-3113
【営業】9:00〜22:00
【定休】無休
http://www.e-kusuri.info/

●西友
東西線行徳駅

西船橋→
●スリーエフ

●セブンイレブン
●メガネスーパー

※特典は予告なく終了する場合がございます。※詳細は各店にお問い合わせの上、ご来店ください。 7

