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クチコミ☆広がる良いお店を　見やすく一気にご紹介！！
　毎月 1 日 10,000 部発行
　発行 ： いどばた稲毛　代表　渡部　成夫
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2009 年 ７月号

午後 5 時～ 8 時ご来店で

ジンギスカン
生ビール付

950 円 !!
津軽三味線の
生演奏毎日 !

中央区中央 3-7-11 小川ビル 2階  043-224-5983 日曜定休

ライブキッチン  ちゃ太郎 民謡,三味線,尺八

お１人様食べ放題＆飲み放題

大小宴会

３時間 3,000円 !!
店内イベント７月も多数！
詳しくはＨＰで・・・
　http://www.cyataro.com

http://idoina.comホームページでは、このチラシがフルカラーで見られます♪

婦人・ダンス洋品の

はまや洋品店
千葉市稲毛区稲毛東３－１６－６

エバグリーンイナゲ１０２

℡０４３（２４３）１９１２

営業 ９時３０分～２０時 日曜定休

全品２割引！

７/９( 木 )～１７( 金 )

お祭りセール

全品１割引！
７/２５(土 )～８/３(月 )

お気軽にお越し下さい。お１人お１人、

真心を込めてカットさせていただきます。

043(241)5188午前10時～ (木･日･祝定休)

有効期限 2009.7 月末迄

チラシ持参の方

粗品贈呈！粗品贈呈！

日頃の感謝をこめて ・ ・ ・

１,０００円
こしかわ

女性 ヘアーカット

鮨や直人 西千葉店
043-246-0808

ランチも人気

９８０円

（１１：３０～１４：００）

西千葉駅　徒歩３０秒

大小宴会ご予約受付中！

◎メインのお食事を２品！　
　　いくら丼、穴子丼、鉄火丼、まぶし丼、ちらし、にぎり
　　　の６品から、お好きなもの２品を選べます。

◎茶碗蒸し、サラダ、お椀、デザート付き

毎週土曜日は…

オイル交換が…
1,000円（標準オイル）

TEL ０４３－２５７－５２８５無料点検実施中

千葉市稲毛区長沼原町 774-1
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フレックス稲毛民間車検工場
（廃車、名義変更も OK）外車・国産車 

   修理のことならなんでも

外車・国産車

   修理のことならなんでも

http://yamamoto-seikotsuin.com山本整骨院 稲毛区小仲台3-10-1 　TEL:043-251-5045 

カプセル内は広い！
カプセル内は解放感抜群！
入口もスライド式扉で広々。
内部は明るく、窮屈感なし！

ダイエット・美容に！
充分な酸素供給でお肌にハリを！
「しみ・しわ・老化」の原因「活性酸素」を除去。
新鮮な酸素が体中に行き渡り、疲労、コリや張り、
ストレスの解消にも良いです。

★ダイエット・美容にも効果的！★ “ 高気圧酸素カプセル ”

７月末迄 チラシ持参で

１,０００円 (45分)
７月末迄 チラシ持参で

１,０００円 (45分)

＆ ローラーマッサージ付＆ ローラーマッサージ付

日時 ：  7 月 15 日 （水） １０ ： ００～１２ ： ００
場所 ：  稲毛健康カルチャーセンター　(０４３-２４８-４５２５　高橋 )

会費 ：  年会費１０００円　受講料５００円　託児５００円

主催 ：  ＮＰＯ法人にこにこ稲毛
　　　子育て応援プロジェクト　

「親子コミュニケーションセミナー」

心理カウンセラーの「聴く技術」を学んで、
子育てに役立ててみませんか？

笑いあり、涙ありの、とっても楽しい講座です。

(０４３-２１５-２５２５ （ニィコ、 ニコニコ））
(０９０-７４０３-８８２０　黒澤）

テーマ：『心理カウンセラーに学ぶコミュニケーション』

TEL 043(253)0866

TEL 043(253)1322

こだわりの創業40年！
畳表替え 4,500円～
(出張費込)ランクも選べます

襖・障子・クロス・カーペット等貼替

見積もり

相談 無料！

良い畳は 10 年以上もちます。月末セール

毎月恒例！！

千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア
本千葉第一2F（本千葉駅交番前 )

☎043-227-4353
★本千葉駅徒歩 30 秒！

「チラシ見た」で

生ビール１杯
サービス！！

安全で新鮮な
採れたて野菜を
お楽しみ下さい♪

無農薬自家栽培無農薬自家栽培★ご宴会
少人数でも大歓迎。

★貸切
20 名～。お 1 人様
飲み放題込 4 千円。

肉じゃが、鳥だいこん、家庭料理

我が家に帰った居心地

もうじき　　　　　　　　　　　　が来ますが、

　の　　　　　　　　　、きちんと効いていますか？

あつ～い夏あつ～い夏

エアコン

☎043-257-5285

※走行5000キロ又は乗らなくても6か月が交換目安です。

1 日車検1日車検
もやっています！

５００円引

美容室  和
エステ

●ムース・デコ ３,000 円

稲毛区小仲台
6-16-1

割引
　クーポン

５００円引

☎255-5366

美白・小顔・
リフトアップ

スッキリ
サッパリ

リラックス

Ｈａｉｒ
○カット

○染め   　

○パーマ　

2,800 円

５,000 円

6,800 円

ヘアーメイク＆エステティック

kazu

○超音波　　   3,000 円

○筋肉パック　1,800 円

　（お顔のエアロビクス）

ネタは築地直送、味に自信あり
寿司は　鮨や直人！

キウイ イングリッシュキウイ イングリッシュ

有限会社リペイント

一流メーカーの塗料・建材使用
光触媒、その他メーカーの認定施工店

千葉市若葉区高品町 1585-7

TEL.　043-214-6656

一般建築塗装
各種リフォーム工事
承ります。

防水・塗装職人⇒18-45 才、要普通免許
従　  業　  員⇒9:00 ～ 17:00 勤務

求人募集中！

7/28( 火 ) ～ 30( 木 )

サマーキャンプ
募集中！

サマーキャンプ
募集中！

４レッスン（１カ月分）無料！（ご入会
 いただくと）

祝　早暁３周年祝　創業３周年

いどばた稲毛♪いどばた稲毛♪

フェアビアンカ手ぐしで簡単にアレンジ出来る
貴方だけのヘアスタイルを…。

千葉市中央区
椿森5-11-10

☎043-
256-2531

定休日 火曜
Open　 10:00
Close　19:00Cut   4200 yen.（ワンシャンプー

                            　まゆカット付き）

Perm  6300 yen.～

Color 6300 yen.～ ※学生割引
　あります。

7月中旬頃よりランチ

で定食を始めます。






