
フランジパニー
業：パン屋（ユアエルム内）
住：公津の杜4-5-3 ﾕｱｴﾙﾑ B1F
電：0476-28-3114
営：10〜20時
休：定休日なし
条：お買い上げのお客様
PR：店内焼きたてのパンを
リーズナブルな価格で提供

マップ外のお店

ラビット富里インターR409店
業：車販売/買取/車検/修理
住：七栄577-38 七栄北交差点
電：0476-90-6100 富里ICそば
営：10〜19時
休：なし(12/30〜1/3休業)
条：ご来店のお客様
PR：高く売ってお得に買う！
お車の事ならラビットへ！

Rainbow Living (ﾚｲﾝﾎﾞｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ)
業：生地雑貨店、教室
住：七栄649-53 ステーキ
バッファローとなり
電：0476-90-0177
営：9:30〜19:00
休：日曜定休(祝日不定休)
条：ご来店のお客様
布を貼って作るﾌﾗﾝｽ伝統工芸
ｶﾙﾄﾅｰｼﾞｭ。体験教室も開催中！

プチメゾン
業：ベーカリーカフェ
住：美郷台1-7-10 とんでん裏
電：0476-37-6886
営：10〜18時
休：日月定休
条：ご利用のお客様
PR：自家製パンのランチプ
レートがおすすめです

ひよし商店会
公式LINE

ひよし商店会公式ラインの
トーク画面を見せると
1回抽選出来ます！
登録してね！

マップのお店は
見開きに載っています

ちゅうせん日は
1/30（土）
10～16時です

ちゅうせん会場
そば処 長寿庵まえ

お得な情報配信中！

●抽選会当日はマスク着用の上、
ご来場ください。また、お客様同
士の距離を空けてお並びいただき、
抽選前に手の消毒にご協力下さい。
熱や、せきの症状など、体調がす
ぐれない場合はご来場をお控え下
さい。屋外ですので、防寒対策な
どは十分におこないましょう。
みなさまに安全に楽しんでいただ
けるよう、ご協力おねがいいたし
ます。

Hi-yo-shi.com
ホームページは



㊷喫茶ボン・カフェー
業：コーヒー専門店
住：日吉台3-35-5
電： 0476-93-9525
営：10時〜18時
休：日曜定休 12/30〜1/4休業
条：当店ご利用につき
PR：美味しいコーヒーを焙煎
してお待ちしております。

㉗焼肉 旬
業：焼肉店
住：日吉台3-5-4
電：0476-37-4129
営：PM5:00〜AM1:00
休：火曜定休
条：ご来店で。
PR：和牛カルビ1180円〜
和牛ロース1180円〜税別

㉕そば処長寿庵 (抽選会場)
業：日本そば店
住：日吉台4-6-12
電：0476-93-5722
営:11:00〜14:30 17:00〜19:30
休：土曜定休
条：お食事のお客様
PR：年越し生そば承ります。
もり汁付1人前600円(税込)

お店の番号は裏表紙のマップ番号と同じです
業：業種 住：住所 電：電話番号 営：営業時間
休：定休日 条：スタンプ条件 PR：お店からのひとこと

⑰ aletta（アレッタ）
業：スニーカーショップ
住：日吉台2-19-13 1F
電：080-9555-4991
営：11:00am〜17:00pm
休：日月祝定休
条：お買い上げでスタンプ
PR：是非お気軽にお越しくだ
さいませ

⑨まぐろの漬け丼屋9215
業：海鮮丼(GO TO  EAT対応)
住：日吉台2-5-1三信ビル3F
電：0476-33-6505
営:11:30〜14:00 17:30〜21:00
休:月曜定休(日曜は夜間休み)
条：1,000円以上ご利用の方
PR：築地から仕入れる絶品天
然まぐろを是非ご賞味下さい

③もつ焼きホールモン
業：居酒屋
住：日吉倉3-13 ｲｵﾝ南側そば
電：09093937367
営：17-21時
休：月・火定休
条：ご来店のお客様
PR：産地直送の美味しい牛肉、
豚肉を揃えております

⑧居酒屋てまり
業：韓国居酒屋
住：日吉台2-5-1 1F ﾔｵｺｰ前
電：TELなし
営：15〜0時日曜14〜18時
水曜18〜0時 休：不定休

条：ご来店のお客様
PR：美味しい韓国料理とお酒
が楽しめます

㊶ PORT
業：美容室
住：日吉台5-16-1-103
電：0476-37-7730
営:9時〜18時日曜10時〜18時

12/30〜1/4日休業
条：ご来店のお客様
PR：居心地の良い店内で、
素敵な髪型を提供します！

㉑泉信堂
業：スマホパソコン用品
住：日吉台2-9-2
電：090-5754-8104
営：10時〜18時
休：年中無休
条：ご利用のお客様
PR：勝手に動くジョイコンのス
ティックを1500円で修理します

㊴あわじや
業：駄菓子屋
住：日吉台6-17-11
電：0476-93-5057
営：13〜17時
休：日祝
条：税込50円以上ご利用の方
PR：一番人気はブタメンです。
遊びに来てね！

⑳居酒屋食らうず
業：居酒屋
住；日吉台2-20-15
電：070-1346-1060
営：月〜木 18〜0時 金・土
18〜2時 休：日曜定休
条：当店にてご飲食のお客様
PR：台紙持参のお客様はソフト
ドリンクorハイボール１杯無料

㉟ 1000円カットY’s
業：理髪店
住：日吉台3-25-5
電：TELなし
営：10時〜19時
休：月火休み
条：カットのお客様
PR：早くて上手い1000円
カット(税別)

㉚韓国料理まる
業：韓国料理店
住：日吉台4-7-18
電：0476-33-6337
営：11:30-14:30 17:00-22:00
休：火曜定休
条：ご来店のお客様
PR：自家栽培野菜使用の本格
韓国料理をぜひ食べて下さい

⑲定食 匠（たくみ）
業：和定食
住：日吉台1-22-1
電：0476-93-6176
営：11時半〜14時 17〜20時
休：水曜定休
条：お食事のお客様
PR：リーズナブルで美味しい
定食が召し上がれます

⑤武道空手道小宮道場
業：空手道場
住：日吉倉3-6-207号室
電：0476-29-5721
営：11〜21時
休：木日祝
条：見学・体験の方
PR：武道空手道で心技体の成長
をｻﾎﾟｰﾄ! 見学体験はTEL下さい

㊱視力回復ｾﾝﾀｰ成田ｼﾞｬﾊﾟﾝ

業：健康・教育レッスン
住：日吉台6-11-18
電：090-2400-0638
営：9時〜18時
休：水木金定休
条：1000円以上ご利用の方
PR:超音波療法とビジョントレー
ニングによる視力回復システム

㊸楽市堂
業：リサイクルショップ
住：日吉台5-17-4
電：0476-33-6771
営：10時〜18時
休：日曜日、祝日
条：500円以上お買上げの方
PR:金プラチナ高価買取強化中で

す。店内セールしております。

㉙居酒屋アキ
業：居酒屋
住：日吉台3-5-8 2F
電：0476-92-3910
営：17〜24時
休：木曜定休
条：ご来店のお客様
PR：鍋の季節になりました。
コロナに負けずに営業中！

㊵マキノ酒店
業：酒店
住：日吉台5-10-7
電：0476-93-2200
営：8:30〜19:00
休：火水定休
条：お買上げのお客様
PR：フランス・イタリアワイ
ン直輸入地酒もあります

㉖ billy Dogs & Cats
業：ﾄﾘﾐﾝｸﾞ、ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙ
住：日吉台4-6-9 1F
電：0476-85-4102
営：10〜19時
休：定休日無し
条：ご来店、見学のお客様
PR:富里唯一のワンちゃんの
幼稚園、優しい先生がお迎え

㊲日吉台郵便局
業：郵便局
住：日吉台3-34-3
電：0476-92-1123
営：9〜17時
休：土日祝休業（窓口）
条：ご利用のお客様
PR：スタッフ一同、笑顔でお
待ちしております

㉛アルファースタイル
業：美容室（完全予約制）
住：日吉台4-7-11
電：0476-93-3090
営：10〜18時
休：火水定休
条：1000円以上ご利用
PR：感染予防対策済 TELお待
ちしてます

⑥和光建物管理
業：不動産
住：日吉台2-1-2
電：0476-92-3878
営：9〜17時
休：水曜定休
条：ご来店のお客様
PR：不動産の事なら当社にお
任せ下さい！

㉝武尊
業：居酒屋
住：日吉台4-9-21 2F
電：0476-92-3779
営：18〜24時
休：不定休
条：ご来店のお客様
PR：美味しい海鮮をご用意
してお待ちしてます

⑭ほてい苑
業：焼肉店
住：日吉台2-9-14
電：0476-93-7808
営：17〜22:30 L.O
休：木曜定休
条：ご来店のお客様
PR：上質な牛肉と自家製タレ
の美味しさを是非！

⑦ブティックアラ
業：洋服店
住：日吉台1-6-1
電：0476-93-2820
営：10〜18時
休：日月定休
条：ご来店のお客様
PR：上質を日常に、大人のエ
レガンスカジュアル

㉘オオニシスポーツ
業：スポーツ用品店
住：日吉台3-5-5
電：0476-93-4576
営：9〜22時
休：不定休
条：1000円以上ご利用で
PR：テニス用品が格安、各種
ラケットのガット張替えます

㊹ファンファーレ
業：リサイクルショップ
住：日吉台5-36-2
電：0476-36-7422
営：10〜19時
休：定休日なし
条：お買い上げのお客様
PR：家電強化買取中！

㉒ピザーラ成田店
業：ピザ屋
住：日吉台2-20-14
電：0476-91-3100
営：11:00〜22:30
休：年中無休
条：お持ち帰りピザご注文で
PR：年末年始はおうちでピ
ザ！お持ち帰りも大歓迎！

㉜アースマーケット
業：衣料品店(アメカジ)
住：日吉台4-7-10
電：0476-92-9120
営：11〜20時
休：木曜定休
条：ご来店のお客様
PR：150種類以上の国産デニ
ムやウェアを揃えてます！

⑪ Kitchen boo (ｷｯﾁﾝ ﾌﾞｰ)
業：鉄板焼
住：日吉台2-6-2
電：0476-91-0330
営：17〜24時
休：月曜定休
条：お食事のお客様
PR：リーズナブルで美味しい
焼き立て鉄板焼き

㉓ ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ日吉台2丁目店
業：コンビニエンスストア
住：日吉台2-20-9
電：0476-93-1630
営：24時間
休：年中無休
条：お買い上げのお客様
PR：ポテトやチキン、美味し
いお弁当やお惣菜あります

⑩ナマステ
業：インドカレー店
住：日吉台2-5-3
電：0476-93-9294
営：11:30〜21:30L.O
休：月曜定休
条：ご来店のお客様
PR：スパイスの魅力を味わう
本場のインドカレー

㊳エアーズロック
業：バー
住：日吉台3-34-4
電：0476-92-5919
営：16〜24時(金土3時)
休：第1,3,5日曜
条：ご来店のお客様
PR：落ち着いた雰囲気にいつ
もと違うひとときを

⑬アダムとイブ
業：美容室
住：日吉台2-6-6
電：0476-92-1122
営：9〜19時
休：水曜定休
条：ご来店のお客様
PR：男性にも女性にも幅広い
人気のヘアーサロン

⑮ヘルシーボックス
業：薬局
住：日吉台2-9-5 ほてい苑裏
電：0476-93-8639
営：9〜20時
休：日祝定休
条：ご来店のお客様
PR：もっと綺麗に！元気に！
健康・お肌の悩み伺います

⑯はすっ娘本舗
業：和菓子店
住：日吉台2-19-15
電：0476-92-1005
営：9〜17時
休：日曜定休
条：お買い上げのお客様
PR：体に優しいスイーツを製
造販売しております

①成田肉横丁
業：焼肉、居酒屋
住：花崎町904(Meet INN 1F)
電：0476-36-5890
営：15〜23時(22:30 L.O)
休：定休日なし
条：ご飲食のお客様
PR：和牛ｽﾃｰｷ,豚串焼,焼鳥,ホ
ルモン,焼肉…肉は肉横丁!

② YASAI STYLE
業：新ビュッフェ
住：花崎町798ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙR51
電：0476-37-7215
営：11〜22時(21:30 L.O)
休：定休日なし
条：お食事のお客様
PR：スタッフが取分ける
新しいビュッフェで安心

⑱麺屋青山
業：ラーメン店
住：日吉台2-19-11
電：0476-91-0808
営：11〜23:30
休：定休日なし
条：ご注文のお客様
PR：選べるスープでお好みの
味にて提供します。

㉔串Youki（ユウキ）
業：居酒屋
住：日吉台4-6-18
電：0476-90-0511
営：17〜24時
休：月曜定休
条：ご飲食のお客様
PR：串揚、串焼といえば
Youki!ご来店お待ちしてます

⑫いしかわ治療院
業：はり灸マッサージ
住：日吉台2-6-8
電：0476-92-7083
営：10〜22時
休：金曜定休
条：ご利用のお客様
PR：万全の感染予防対策を実
施しております

㊺茶々
業：日本料理
住：七栄525-53
電：0476-29-4780
営：11:30〜22:30
休：月曜定休
条：お食事のお客様
PR：本格的な和風創作料理が
楽しめます

※同一店舗、対象店舗以外のスタンプは無効です
必ずそれぞれ違うお店のスタンプを押してもらってください
抽選日：1/30 会場：そば処 長寿庵まえ

④ Coco 成田店
業：エステサロン
住：日吉倉3-10 NKビル
電：0476-91-0855
営：10〜19時
休：不定休
条：3000円以上のご利用
PR：今までにない体感に驚き
結果に感動の最新技術

㉘ローズマリー
業：喫茶店紅茶ケーキ販売
住：日吉台3-5-5
電：0476-93-4576
営：10〜18時
休：月曜定休
条：1000円以上ご利用で
PR：無添加自家製ケーキ、紅
茶、コーヒー販売中

㉞ ﾚﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵぼんぼん
業：ﾚﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵ、写真
住：日吉台4-6-9
電：0476-33-4720
営：9〜21時
休：定休日なし
条：ご利用のお客様
PR：動画も撮ります。ダンス
スタジオもあります。

繁忙時等、スタンプ押印はセルフになることがあります。
営業時間は変更になる場合があります。
年末年始の営業は店舗により異なります。
店舗ご利用の際は、マスクを着用し、手洗いや消毒をお
こなってください。皆様のご協力をお願いします。

発行：日吉商店会 事務局富里市日吉台2-9-5


