加盟店名称

住所

電話番号

定休日

【飲食】
カフェ330°（地球の丸く見える丘展望館3F） 銚子市天王台1421-1

喫茶

gris(グリ）

0479-25-0930 年中無休

銚子市中央町13-5大勝堂ビル2Ｆ 0479-26-3221 月曜日・火曜日・第3日曜日

Green café 月音

銚子市前宿町698

0479-22-2410 月曜日 ・火曜日・日曜日

君ヶ浜

銚子市君ヶ浜8853-156

0479-22-0547 不定休

ベイハウス

創彩美食

和

銚子市若宮町8-13

0479-25-8606 不定休（お問い合わせ下さい）

ビストロ

茶葉蘭

銚子市末広町8-15

0479-25-3714 月曜日（祝日の場合翌日）

銚子市西芝町3-9 大樹ビル 1F

0479-21-7378 年中無休

銚子市飯沼町1-26

0479-25-3133 水曜日（祝日の場合は翌日）

居酒屋

きょんまる

観音食堂

七兵衛

旬の味

方宝料理たつみ

銚子市宮原町473

0479-33-3198 月曜日（祝日の場合は翌日）

魚料理

常陸

銚子市新生町１丁目３６

0479-24-9541 年中無休

銚子市飯沼町186-104

0479-22-4000 不定休

銚子市長塚町6-4518-2

0479-25-2925 月曜日

銚子市清川町2-5-14

0479-22-0453 月曜日（祝日の場合は営業）

鮪蔵
お食事処

百鳳苑

茂利戸家
やまこ庵

（小浜店）

銚子市小浜町1706-1

0479-23-8380 年中無休

やまこ庵

（本店）

銚子市榊町3495-28

0479-23-0871 年中無休

やまこ庵

（波崎店）

神栖市波崎5306-1

0479-44-1681 年中無休

銚子市余山町393-2

0479-25-6319 第１水曜日・毎週木曜日

銚子市犬吠埼9574-1

0479-22-8111 年中無休

銚子市西芝町11-2

0479-22-0070 年中無休

ハワイアンカフェ MakaLe'a

銚子市西芝町13-9花の木ビル1F

0479-35-0264 日曜日、第二・四月曜日(第四日曜日は営業)

とんかつ いな村

銚子市双葉町4-36

0479-24-8890 日曜日

cafe poohyon（プーヨン）

銚子市春日町3014-3

0479-21-3004 日曜日

祭りばやし

銚子市清川町1-5 17 東陽ビル1F

0479-25-2620 日曜日（祝日の場合は翌日）

C's marina

銚子市 銚子市潮見町15-8

0479-21-3986

和ごころレストラン

うさぎ

絶景の宿 犬吠埼ホテル
銚子プラザホテル

浜木綿

廣半

不定休

【食品】
㈱イシガミ

新生店

銚子市新生町2-2-17

0479-25-7181 元旦以外年中無休

㈱イシガミ

犬吠店

銚子市高神東町9658-1

0479-22-7035 年中無休

㈱イシガミ

銚子駅前店

銚子市西芝町14-18

0479-25-8686 年中無休

福屋

銚子市馬場町5-1

0479-25-0383 元日

辻精肉店

銚子市和田町12-7

0479-22-0789 日曜日

肉の丸七本店

銚子市末広町8-17

0479-23-2211 日曜日・祝日

銚子山十商店

銚子市中央町18-3

0479-22-0403 日曜日

焼き立てパンとデリそうざいの店 銚子市新生町2-8-15

サントノーレ

0479-25-1320 日曜日

パティスリー ル ウィズ！

銚子市本城町4-265-1

0479-22-6356 月曜日・火曜日

ポエム・梅月

銚子市東町9-3

0479-22-1471 元日

宮惣製菓所 シャンティイー

銚子市馬場町7-1

0479-24-3885 水曜日

T-field

銚子市双葉町4-2

0479-25-1277 年中無休

㈲吉川陶器店

銚子市新生町1-41-51

0479-22-0784 水曜日

㈱トラヤ

銚子市新生町2-12-5

0479-22-3515 日曜日

菊則

銚子市飯沼町2‐3

【趣味と生活】

銚子市役所

福祉売店

Surf Shop Leinz (レインズ)

0479‐22‐1660 日曜日

銚子市若宮町1-1

0479-24-8181 土曜日・日曜日・祝日

銚子市天王台9808

0479-24-3105 火曜日

渡辺印房

銚子市三軒町11-12

0479-22-4330 日曜日

㈲保土ヶ谷電機

銚子市陣屋町2-24

0479-24-0853

和光設備株式会社

銚子市東芝町1-7

0479-23-3245 日曜日・祝日

銚子大洋自動車教習所

銚子市長塚町3-654

0479-22-3451 月曜日

花清

銚子市田中町2-13

Trip's

人と地域を結ぶプロデュース

銚子トゥクトゥク

ナチュラルメモリーズ

銚子市双葉町6-16

0479-22-2428
小林ビル２Ｆ

0479-26-3321

日曜日

1/1〜5日

月１回程度、臨時休業日あり（不定休）

日曜日

銚子市西芝町13-9

090-6174-1005 月曜日

酒のたかしま

銚子市野尻町164

0479-33-2075 月曜日

海保酒店

銚子市和田町9-4

0479-22-0427 日曜日・元日

お仏壇のちかずや

銚子市高田町1-590

0479-21-3377 水曜日・年末年始

ひまわり手芸店

銚子市西芝町2-6

0479-22-8085

銚子市三崎町2-2544-3

0479-26-3099 第3火曜日

オリエント・エアー

銚子市和田町6－5

0479-25-0591 火曜日

chou shou

銚子市清川町4-1067

0479-23-0005 火曜日

銚子市若宮町7-12

0479-23-6273 火曜日・第1、3月曜日

水曜日

【美と健康】

アブマーシュ

美容室

Abmarsch

スタイル

フォー

ファッションハウス
ヘアサロン

ヘア

伊太利亜

ラッキー

銚子市新生町2-9-5

0479‐25‐1431 火曜日・第3月曜日

銚子市西小川町４１３６

0479-23-3353 月曜日・第2・3火曜日

リラックスサロンRommy's

銚子市西芝町1-16

0479-22-9907 火曜日

美と健康の店 プレジャー

銚子市大橋町3-3ＫＮビル1号

0479-25-5446 月曜日

宮内薬局南店 ディスパフェリーク

銚子市松岸町3-288-1

0479-24-1669 薬局・年中無休

エビス薬局

銚子市浜町11-7

0479-22-0998 日曜日

フタバ薬局 駅前店

銚子市西芝町13-6

理容店アイカワ

銚子市海鹿島町5541

リラクゼーションサロン HappyHand（ハッピーハンド）
千葉県銚子市松岸町3-276-4 2F

エステ・月曜日

介護事業部
介護事業部 日曜日・祝日
0479-25-5565 調剤薬局 木曜日・日曜日・祝日
0479-24-4133 月曜日・第２、３火曜日
0479-25-1311

水曜日・他、不定休

【服飾】

(有)伊藤京呉服店

銚子市三軒町7-14

0479-22-2654 水曜日

（有）エレガンス天昭堂

銚子市若宮町3-5

0479-22-2789 水曜日

ブティック

銚子市清水町2790-10

0479-25-7282 水曜日

(有)ミヤザワ宝石

銚子市中央町18-22

0479-23-4404 水曜日

calicoキャラコ

銚子市中央町13-5

0479-25-8837

ROPPONGI ロッポンギ

銚子市双葉町4-4

0479-24-4131 不定休

REPRISE リプリーズ

銚子市中央町8-14

0479-21-6588

銚子市犬吠埼10293

0479-22-3600 不定休

絶景の宿 犬吠埼ホテル

銚子市犬吠埼9574-1

0479-22-8111 年中無休

ALI'I RESORT 君ヶ浜

銚子市君ヶ浜8853－159

(有)銚子海洋研究所

銚子市潮見町15-9

0479-24-8870 年中無休

銚子ボウル

銚子市前宿町496

0479-22-8251 年中無休

ビギン

日曜・祝日

月曜日

【観光・レジャー】
海辺のくつろぎの宿

海のそばのハーブ園

銚子電鉄

ぎょうけい館

ハーブガーデンポケット 銚子市笠上町7005

ぬれ煎餅駅

0479‐24‐3105 年中無休

0479-25-3000 木曜日（祝日の場合、営業）

銚子市小浜町1753-1

0479-26-3852 年中無休

銚子ポートタワー

銚子市川口町2-6385‐267

0479-24-9500

すきくるステーション

銚子市中央町12-13

0479-25-8870 日曜日・祝日

木曜日（祝日の場合、営業）

