
2011年10月1日。JR稲毛駅に初めて総武線快速が停車して
30年目のこの日が【いいね稲毛！】の誕生日です。

この30年間に感謝し、さらにこれからの稲毛を自分たちの手で
つくっていこう、との熱い想いでメンバーが集結しました。

この１０年の間いろいろなことがありましたが、
サポーター店一同、力を合わせて頑張ってきました。

わたしたちは、“もっと新しい、もっと楽しい稲毛の街”のために、
これからも明るく元気に活動を続けていきます。

おかげさまで11周年
10年間ありがとう！



いいね稲毛！加盟店で
使える！楽しむ！

クーポン券プレゼント

抽選で
40名様

感謝の
気持ちを
こめて

いいね稲毛！10年間ありがとう企画応募券

氏名

住所

電話番号

生年月日 西暦 年 月

個人情報取扱事項について同意します。 はい　　いいえ

※同意書詳細については、あをご覧ください。

【いいね稲毛！】サポーター店から街の皆様に、10年間の感謝を込めて大プレゼント！
サポーター店おすすめの逸品セットや体験クーポン、

飲食店で金券として使えるクーポンなどが抽選で40名様に当たります！

下記の応募券にご記入の上、切り取ってハガキまたは封書にて
ご応募ください。　※大越酒店店頭に応募BOXもあります。
【宛先】　〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東３－１６－２
　　　　いいね稲毛！実行委員会宛

■応募方法····················ホームページ、公式ライン、郵送にてご応募ください。
■応募締切···················· 2022年12月17日 当日消印有効
■プレゼント引換期間 ····· 2023年1月16日～2月28日
※当選者の発表は、発送をもって替えさせていただきます。

会長よりごあいさつ

2022年11月、 お陰様で 【いいね稲毛！】 は11周年を迎えました。

11年前の東日本大震災直後、いつ来るかわからない余震に怯えながら

私たちは大きな不安を持っていました。

「稲毛の街とのつながりがない」　平和な時には思ってもみなかった感情です。

　
「街の仲間のつながりが防災に大きな役割を果たすはずだ」

そんな思いの元に、2011年10店舗から始まったのが私たち 【いいね稲毛！】 です。

その年は稲毛駅に快速が停車して30周年という記念すべき年で、

快速停車を抜きにして現在の稲毛の街の発展はありえません。

　
そして現在、 【いいね稲毛！】 は55店舗＋個人加盟3名の団体へと成長しました。

年間を通じ、定期・不定期のイベントを積み重ね、

稲毛の皆さまと笑顔になれる機会を着実に増やしてきました。

　
これまで支えていただいた皆様に感謝し、これから先の10年に向かって、

私たち 【いいね稲毛！】 は街の発展と皆様の笑顔を増やす活動をおこなっていきます。

　
2022年。

奇しくも11年前と同じような苦難…。

コロナの影響でまだまだ先の見えない

不安な世の中です。　

しかし、こんな時だからこそ

「仲間」の存在が心強く、　

加盟店の中で廃業した店舗は

いまだありません。

　
これからもお互いを気にかけあい、

励まし合い、高め合える仲間。

そんな暖かい家族のような

集まりで有りますように…  

今後とも、応援よろしくお願いいたします。

ご希望の
プレゼント（空白可）

郵送または店頭
下記QRコードでアクセス。
必要事項をご入力ください。

ホームページ

①氏名　②住所　③電話
④生年月日（西暦）
⑤ご希望のプレゼント（空白可）
⑥個人情報取扱同意
上記を記入してください。

LINE公式

【いいね稲毛！】 三代目会長　榊原 伸也
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体験する

お店で使う！

味わう
ブルーレース.
ジュエリー工房

P.33

世界にひとつ！あこや真珠の
バロックパールピアス作り
ワークショップ　ご招待

1名様

美容室

Apakabar
P.36

水分補給トリートメント
（ホームケア剤付き）

※カット、カラー、パーマ施術の方限定

1名様

理容室

アドバンスドヘアー
P.37

頭皮に潤い！
メンズヘッドスパ
ゆったり1時間コース

1名様

耳つぼダイエットサロン

リフレッシュ. 
P.38

韓国発！新メニュー
バンブーマッサージ
しっかりコース（50分）

1名様

美容室 
ロマンティック
ローズボンボン

P.36

アローブプレミアムスパ
（50分）

※カット、カラー、パーマ施術の方限定

1名様

もみの匠
P.40

ツボ押し、もみほぐし、ストレッチ
等で気になる部分をほぐします
もみほぐし40分コース

2名様

Bare soul 
～nail & natural beauty～

P.41

ネイルケア（60分）
長さと形を整え、甘皮を処理し、
ハンドトリートメントで保湿します

1名様

空手道武現塾
P.42

入会金半額！
通常10,000円のところ

5,000円
1名様

キックボクシングジム
マスターズピット

P.42

短時間で効率的にリフレッシュ
酸素カプセル

1回利用チケット（30分）
1名様

リカープラザ
大越酒店

P.32

多種多様のクラフトビール
話題のご当地ビール・
１２本飲み比べセット

O

1名様

鮎澤
P.34

焼きのり、お菓子など
千葉名産品

詰め合わせセット
1名様

P ルミナス・
ホリスティックケア・アカデミー

P.45

完全無農薬！ プレミアム
オーガニック

ハーブティーセット
1名様

RSHUNGOROU
SAUSAGE

P.35

日本人の味覚にピッタリ！
手作りソーセージ
詰め合わせセット

1名様

Q

レセ・フェールバレエ
稲毛教室

P.43

レッスンチケット（60分）
バレエ初心者でも大丈夫！誰でも
簡単、ストレッチレッスンもあります。

2名様

ヨガ＆加圧スタジオ

くるくる 
P.44

1対1のパーソナルレッスン
体験無料！                     

1名様

（ヨガ、エアリアルヨ
ガ、ピラティス、加圧
トレーニングからお
選びください。）

NPO法人スポーツクラブ千葉
BAYDREAMS

P.44

稲毛第2小学校ほかで活動中！
小学生サッカースクール

入会金無料
5名様

大越智華子の
Sake-Salon
お酒スクール

P.45

あらゆるお酒のラインナップあり！
お好きなオンラインレッスン
１レッスンサービス

1名様

たいじ整体
P.38

通常12,000円のところ
初回3,980円で
施術いたします！

1名様

当選された方のご自宅に直接郵送いたします。　■2023年1月上旬発送予定当選された方に、クーポン券付のハガキを送付します。ご予約の上、各店舗に
ご来店ください。（オンラインレッスンのぞく）　■期間：2023年1月16日～2月28日

当選された方に、クーポン券付のハガキを送付します。下記店舗にて、
金券としてご利用ください。　■期間：2023年1月16日～2月28日

いいね稲毛！ SPECIAL COUPON
3,000円券          2,000円券          1,000円券          2名様 4名様 10名様

店名種別掲載ページ MAP

【いいね稲毛！】 10年間ありがとう! プレゼント企画 出店一覧

Aka-Tombo ［TEAタイム］
Bar 赤とんぼ
Jazz Spot CANDY
焼酎ダイニング なべ忠
Bar Moon Tear's
izakaya銘酒の里
鶏料理専門店 鶏三
カレーレストラン シバ
フルハウス
パスタハウス プリモ
ペーパームーン
華葉軒
Memphis
Eureka Coffee Roasters
ミオ プレフェリート
稲毛 K's Dream
お野菜たっぷりトキメキ料理Mamippe
焼き鳥 わたなべてつや

喫茶・ランチ

バー

JAZZ喫茶

焼酎ダイニング

バー

銘酒居酒屋

鳥料理専門店

カレー専門店

ミュージックバー

レストラン

バー

中華食堂

ミュージックバー

コーヒー専門店

イタリアンバール

バー・ライブ

お弁当

焼鳥

P.22

P.22

P.23

P.23

P.24

P.24

P.25

P.25

P.26

P.26

P.27

P.27

P.28

P.29

P.29

P.30

P.31

P.31

P.49 2-C

P.49 2-C

P.49 3-C

P.49 2-B

P.50 2-B

P.49 2-C

P.49 2-B

P.49 2-C

P.50 2-B

P.50 2-B

P.50 4-C

P.50 4-A

P.49 2-B

P.51 4-B

P.50 1-B

P.49 2-A

P.50 2-B

P.50 2-B

A B C

D E F

G H I

J K L

M N 稲毛で
色々な体験
できちゃうヨ💓
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JR稲毛駅長よりごあいさつ

2022年10月に稲毛駅に着任しました駅長の渡邉です。

【いいね稲毛！】の皆さまには毎年11月に実施される「稲

フェス」などの企画・運営等にご尽力いただいております。

昨年の「稲フェス」は新型コロナウイルス感染拡大のため、

苦渋の決断ではありましたがやむを得ず中止とさせていた

だきましたが、今年は11月20日に駅コンサートや駅構内ア

トラクションなど、イベント盛りだくさんの「第10回稲フェス」

を開催する運びとなりました。

これからも【いいね稲毛！】の皆さまと一緒に稲毛を盛り上げ、

地元の皆さまに魅力ある駅づくりを提供してまいりたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

JR稲毛駅長 渡邉 好庸氏
わたなべ  たかのぶ

稲毛駅私たちの最寄駅！
1899年（明治32年）9月に開業した稲毛駅。1981年（昭和56年）には快速が
停車するようになり、今では1日に約4万人が乗車しています。
毎年駅構内でイベントを行うなど、【いいね稲毛！】ととても関係の深い駅です。

話せる指定席券売機が登場！

「話せる指定席券売機」では、お客さまご自身による操作のほか、

オペレーターがご案内・発券をいたします。（オペレーター対応時間8：00～20：00）

券売機の操作が不安な方でも安心してきっぷをお求めいただけますので、ぜひご利用ください。

オペレーター呼び出しボタン（8：00～20：00）
下記をお求めの場合は、オペレーター呼び出しボタンを押してください。

●Suicaの紛失再発行・
　障害再発行

●小児（こども）用Suicaの
　発売
※一部、お取り扱いできない
　ものもございます。

定期券 Suica
関連

乗車券
特急券等

※写真はイメージです。 ※2022年11月現在の情報です。

●２区間定期券の
　新規ご購入

●通勤・通学定期券の
　ご購入

●定期券の区間変更

●定期券の払い戻し

●ジパング倶楽部・学割乗車券・
　各種割引乗車券のご購入

●使用開始前の払い戻し

●差額の払い戻しを伴う
　きっぷの変更
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10 years of history

2011年 平成23年 10月

11月

2012年 平成24年 7月

2012年 平成24年 5月

稲毛を明るく元気な街に！
アツいメンバーが集まり、
【いいね稲毛！】が
結成されました　　

浅間神社大祭にて
「稲毛ラテン化計画」
出店！サポーター店による
個性的な屋台が
並びました。

11月「第1回いなげふれあいフェスティバル」
開催。駅構内コンサート、向原公園でのパ
フォーマンスステージ（残念ながら雨天中止
でした）、小中台公民館で伝統芸能の舞台が
行われました。
また各サポーター店では「稲毛バル」とし
て、ライブとお食事・お酒、また、美容や癒し
の体験イベントを開催。多くのお客様にご来
店いただきました！

第1回「稲毛おそうじ大作戦」開催。
現在は第4土曜日の早朝（7時ごろ）に行っています。

INAGE TIMES
第1号

17日（いいいなげ
の日）に浅間様に
お参りにいきまし
た

いなげふれあいいなげふれあい

ひろがる つながる

フェスティバルフェスティバル

2011年10月、【いいね稲毛！】初代会長の堤 俊満を中心に
稲毛活性化計画が始まりました！

8 911周年記念号



「稲毛おそうじ大作戦」開催。 2014年 平成26年2013年 平成25年 6月

11月「第3回いなげふれあいフェスティバル」
開催。市立稲毛高等学校・附属中学校 
吹奏楽部、千葉女子高校 合唱部、
千葉東高等学校 マンドリン楽部に素敵な
演奏をしていただきました。

「稲毛ラテン化計画」改め、「稲祭」を
浅間神社大祭にて開催しました。

7月

「いなげハロウィンパーティー」。
昼は稲毛のちびっ子たちにお菓子をプレゼント！
夜はK’s Dreamにてハロウィンライブを開催。

10月

「第2回いなげふれあいフェスティバル」開催。
市立千葉高校 吹奏楽部、千葉女子高校 合唱部、
礼神伝SHALL稲毛のパフォーマンスが行われました。

11月 いなげふれあいいなげふれあい

ひろがる つながる

フェスティバルフェスティバル

子供も大人も楽しめる
学びの時間、
「稲毛寺子屋」も
不定期で開催
しました。 稲毛寺子屋稲毛寺子屋

7月「千葉ロッテマリーンズ
応援ゆかた講座」開催

4月「第1回 JR稲毛駅長と行く
小江戸佐原歩きの旅」開催

10 years of history
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街のお掃除も
コツコツ続けて
います

2016年 平成28年

2015年 平成27年

毎年恒例！「稲毛せんげん通りまつり」に参加7月

好評企画！「JR稲毛駅長と行く、 
千葉のたび 第3弾！！ 石と芸術
のまち 金谷散策と海鮮丼」が
催行されました。

5月

「稲毛せんげん通りまつり」。
2016年から輪投げ、くじ引きな
どの子供向けブースが登場し、
長蛇の列！

7月

JR稲毛駅構内コンサート「ふれあいフェスティバル」は、稲毛の街中で音楽あり、
ダンスあり、アートありの「稲フェス」と名を改め、パワーアップして開催。
敬愛学園高等学校 吹奏楽部、千葉女子高校 合唱部、市立千葉高校 吹奏楽部の
演奏が行われました。

11月

2015パフォーマンスステージ（スタジオアドバンス）では
稲毛合唱サークル、レセ・フェールバレエ、
プアマエオレ フラスタジオ、ダイアモンド ベリーダンス
カンパニーの演舞が披露されました。

年に数回開催している「稲毛み
んなの勉強会」。スペシャル企画
として、熊谷市長（当時／現千葉
県知事）をお招きし、意見交換会
を行いました。

6月

11周年記念号11周年記念号12 13



2018年 平成30年2016年 平成28年 11月

「第6回 稲フェス」開催。JR稲毛駅構内では市立稲毛高等学校・附属中学校 吹奏
楽部、市立千葉高校 吹奏楽部、パフォーマンスステージではレセ・フェールバレエ、
ダイアモンド ベリーダンスカンパニー、敬愛大学の学生たちが華麗なパフォーマンス
で観客を魅了しました。

2017年 平成29年 11月

2016

「第1回 稲毛マルシェ」開催。
美味しいものあり、子供向け
ワークショップあり、物販あり、
ダンスやキックボクシングの
パフォーマンスあり…。
晴天の中、18店舗が参加し記
念すべき1回目のマルシェを盛
り上げてくれました！

5月

「いいね稲毛！CUP 
大ボウリング大会」
サポーター店からの豪華
な商品付き！老若男女た
くさんの参加をいただき、
大盛況となりました！

6月

「第5回 稲フェス」開催。
JR稲毛駅構内では市立稲毛高等学校・附属
中学校 吹奏楽部、千葉女子高校 合唱部の
駅コンサート、 パフォーマンスステージでは
レセ・フェールバレエ、敬愛大学の学生たちが
ステージを盛り上げてくれました。

10 years of history
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「第7回 稲フェス」開催。JR稲毛駅構内で市立稲毛高等学校・附属中学校 吹奏楽
部、市立千葉高校 吹奏楽部の演奏が行われました。

「稲毛せんげん通りまつり」に出店。
この年はヨーヨーが大人気！

2018年 平成30年 11月 2019年 令和元年 7月

2019年 平成31年
令和元年

4月「第2回 稲毛マルシェ」開催。
26店舗もの店舗が参加し、盛大に行われました。
プロレスラーが所狭しと公園を駆け回ったり、
リングで本格的なキックボクシングの試合が行われる
など、エンターテイメント性溢れるイベントとなりました。

「第8回 稲フェス」開催。
2019年は稲毛駅開業120周年の
記念すべき年。恒例の駅コンサート
（千葉女子高等学校／マンドリン部・
チアリーディング部）に加え、記念式
典や餅つき・鏡開きなどのイベントも
行われました。

11月

2018

2019

10 years of history
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「第8回 稲フェス」
駅コンサート終了後は、駅構内で鉄
道にまつわる様々なアトラクション
が行われました。普段は入れない駅
のバックヤードでは、稲毛の懐かし
の写真や保育園生が描いた電車の
絵が展示されました。

JR稲毛駅と千葉市動物公園の
コラボイベント「えきなかどうぶ
つえん」のお手伝いに駆けつけ
ました。アルパカのミッフィーが
一日駅長として大活躍！
駅長犬と、稲毛のニューヒーロー
“稲毛マン”も登場しました。

2020年 令和2年 9月

コロナ禍ではありましたが、感染対策を十分に行なった上で
「第9回 稲フェス」を開催しました。大人数でのコンサートが
困難なため、YAMAHAさんよりLovePianoをお借りし、稲毛と
ゆかりの深いプロピアニストたちに演奏していただきました。
その他、JR稲毛駅職員による竹太鼓演奏や稲毛マンの撮影会
＆グッズ販売会など、制限が厳しい中でもほっと笑顔が浮かぶ
イベントになりました。皆様のご協力に感謝いたします。

11月

2019

2020

2019年 令和元年 11月
10 years of history
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サポーター店紹介

飲食店をはじめ、小売店、
美容系、健康系、介護系、企業など

さまざまな業種のメンバーが参加しています
稲毛の街でサポーター店を見つけてくださいね！

食
べ
る

買
う

美
容
・
健
康
・
癒
し

ス
ク
ー
ル

ビ
ジ
ネ
ス

「第9回 稲フェス」
駅構内に素晴らしいピアノの音色が響き渡りました。

2020年 令和2年 11月

2020
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Aka-Tombo ［TEAタイム］

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ3F

https://liquor-plaza.com/shop3f/

10:00～16:00／日曜・祝日休

043-245-1431

営

JR稲毛駅前、ロータリーに面したガラス張りのティーラウンジ。
ゆっくりとコーヒー＆軽食をお楽しみください。

昭和48年生まれの当店は来年50周
年を迎えます。これも温かい稲毛の皆
さまのおかげです。いいね稲毛！発足か
らもう11年。ますます稲毛が笑顔で溢
れる街にしたいですね！

CHIKA

10th
クーポン
使用可

Bar 赤とんぼ

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ3F

https://liquor-plaza.com/shop3f/

16:00～24：00／日曜・祝日休

090-4726-7112

営

稲毛の夜景を眺めながらお酒をお楽しみください。バーフードも
充実し、すべて手作りです！イタリアン＆フレンチ出身、バーテンダー歴38年。

稲毛の仲間たちは皆、情熱いっ
ぱいです！皆が幸せで楽しく
笑顔になれる街になる
といいなぁ。

堤 俊満

10th
クーポン
使用可

大人気の
肉厚カツサンド！

Jazz Spot CANDY

稲毛区稲毛東3-10-1 1F

http://blog.livedoor.jp/jazzspotcandy/

14:00～／不定休　※現在ご予約の方のみとさせていただいております。

043-246-7726

営

本格的！ レコード演奏＆ライヴ演奏が楽しめます。
音まみれになりたい人へ！ Jazz Audio wake up

10th
クーポン
使用可

いいね稲毛！11周年おめでとうござ
います！CANDYはレコード演奏と
LIVEのジャズ専門店です。日常を離
れて、静かに綺麗に時を刻みましょう。
不定休14:00～予約営業中。

林 美葉子林 美葉子

焼酎ダイニング なべ忠

稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛2F

https://1117inage.net/nabetyu/　

18:00～1:00／日曜・祝日休

043-244-8676

営

和をベースにした店内と本格焼酎を中心に揃えたお酒、
そして心と体に美味しい料理でホッコリしてください。

長谷川 秀

10th
クーポン
使用可

子供から先輩方までみんながハッ
ピーになれる街になれば嬉しいで
す。その為にお店が少しでも
役に立てるように
がんばります。

昭和48年生まれ、
「懐かしのナポリタン」が
人気です！ 毎月17日はもち込み音源、

ノージャンル、洋楽やっています。
毎月17日はもち込み音源、
ノージャンル、洋楽やっています。

食
べ
る

食
べ
る

MAP
P.49 2-C

MAP
P.49 3-C

MAP
P.49 2-C

MAP
P.49 2-B
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Bar Moon Tear's

稲毛区小仲台6-1-2 佐藤不動産ビル3F

https://www.facebook.com/BarMoonTears/

19:00～2:00／土曜・祝日 15:00～24:00／日曜 17:00～24:00

043-284-0327

営

洞窟をイメージした10席のカウンターバー。季節のフレッシュ
カクテルやレアモルトを飲みながら素敵な時間を過ごしてみませんか？

レアモルトなどの貴重なお酒から、
茶葉を使った飲みやすいカクテルな
ど幅広くご用意しております。
人気の自家製スモークと
一緒にお楽しみください。

渡邉 真悟

10th
クーポン
使用可

izakaya銘酒の里

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザB1F

https://liquor-plaza.com/shopb1f/

17:00～21:30／土曜・日曜・祝日休

043-248-1835

営

日本酒＆本格焼酎メインの銘酒の里は
大越酒店の大ママ手作りの料理が大人気！ 【予約優先】

稲毛に生まれて81年。いいね稲毛！
の活動とがんばる若い人たちを応援
しています！おいしいお酒とおばあ
ちゃんの味で稲毛のみんなを元気に
しますね！

きみよママ

10th
クーポン
使用可

鶏料理専門店 鶏三

稲毛区稲毛東3-16-28

https://1117inage.net/torisan/

17:00～23:00／日曜・祝日休

043-375-1044

営

国内産若鶏を使用した鶏料理専門店です。
オリジナルの手法でじっくりゆっくり揚げた「鶏三揚げ」をぜひご賞味ください。

おかげさまで鶏三も今年で11周年。
稲毛の皆様にますます喜んでいただ
けるよう、そして「美味しい」
の笑顔をもっと見られる
よう、日々 頑張っています。

西山 聖也

10th
クーポン
使用可

カレーレストラン シバ

稲毛区稲毛東3-19-15 mfビル1F

https://curry0shiba.wordpress.com/

11:00～15:00、16:30～21:00／水曜休

043-246-2060

営

古代から伝承されてきたアジアの食の知恵をみなさまに…
「てづくりヘルシーカレー｣はご飯によく合うのが自慢です。

柴崎 武志

10th
クーポン
使用可

初めて稲毛に来てから今日まで、
地元稲毛の方にお陰様でたくさん
助けていただきました。
これからもいいね稲毛！ の
一員として、稲毛を盛り上げ
て行きたいと思います。
よろしくお願いします。

P.49 2-C

P.49 2-C

P.49 3-C

P.49 2-B

P.50 2-B

P.49 2-C

P.49 2-B

P.49 2-C

P.50 2-B

P.50 2-B

P.50 4-C

P.50 4-A

P.49 2-B

P.51 4-B

P.50 1-B

P.49 2-A

P.50 2-B

P.50 2-B

食
べ
る

食
べ
る

MAP
P.50 2-B

MAP
P.49 2-B

MAP
P.49 2-C

MAP
P.49 2-C
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フルハウス

稲毛区小仲台2-6-1 京成ビル2F

https://1117inage.net/fullhouse/

18:00～24:00／年中無休

043-287-3841

営

稲毛で50年！幅広い音楽をBGMに旬の肴、世界のビール・
洋酒和酒と幅広く皆様にお楽しみいただけます

51年前稲毛小仲台の地に根を下ろし
フルハウス開店から早51年❗
高校も穴川の京葉工業高校で、駅前に何
も無い頃から生活して来ましたが、今では
JR快速も止まり、賑やかになりましたネ❗
ロック喫茶からスタート、ジャズ喫茶キャン
ディ、ソウルバーメンフィス、姉妹店アポロ
と仲間の店が増え、いいね稲毛！仲間もあ
り、充実した毎日を送っています❗😸

高山 眞一

10th
クーポン
使用可

パスタハウス プリモ

稲毛区小仲台2-7-12 市原ビル1Ｆ

http://www.pasta-house-primo.com

11:30～22:00／月曜休

043-253-7786

営

スープパスタと一週間かけて仕込むデミグラスソースが自慢の
ハンバーグは絶品！稲毛の老舗洋食店。

稲毛を情に溢れる街にしたいです。
店舗横、「プリモマルシェ」では色 な々
お店が日替わりで登場しています。
ぜひ覗いてみてください！

PASTA HOUSE PRIMOPASTA HOUSE PRIMO

10th
クーポン
使用可

Primo Marche

ペーパームーン

美浜区高洲1-1-1

https://1117inage.net/peper-moon/

20:00～2:00／年中無休

043-248-5411

営

店内では70インチの大画面で1960年代～新曲の映像を
お届けしています。リクエストも受け付けます！

1987年高洲1丁目にペーパームーン
を開店して以来皆様に可愛がっていた
だき感謝しています。
今は音楽の映像とカラオケ
もお楽しみいただけます。
宜しくお願い致します。

山内 勝己

10th
クーポン
使用可

華葉軒

千葉市美浜区高浜2-2-1

https://www.kayouken.com/

5:00～14:00／日曜・祝日休

043-248-3385

営

看板メニューは昔ながらの醤油ラーメンと、手作り餃子！
千葉市地方卸売市場で早朝から営業中！

10th
クーポン
使用可

いいね稲毛！11周年おめでとうござ
います。これからも稲毛活性化のた
めに、微力ながらお手伝いさせてい
ただきます。稲毛からは少し離れて
いますが、自慢の餃子をぜひ食べに
きてくださいね♪

食
べ
る

食
べ
る

MAP
P.50 2-B

MAP
P.50 4-C

MAP
P.50 2-B

MAP
P.50 4-A
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自家製太打麺 勢拉 稲毛店

稲毛区小中台6-2-1 並木ビル1F

11:00～24:00（変動する場合があります）

043-207-2727
営

油そば・つけ麺・らーめんの専門店。北海道産一等粉、千葉県産全粒粉等を
使い、麺職人が毎日自家製麺を打っています！

稲毛の地に店を構え、多く
の方々に支えられ、これまで
続けることができました。
地域の皆様に感謝しながら、
今後もより良い店作り
を心掛けて参ります。
ご来店お待ちして
おります。

Memphis

稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛2F

https://www.bar-memphis.com/

月・水～金曜 17:00～01:00、土・日曜 11:30～1:00／火曜休

043-216-2735

営

ゴキゲンな音楽をレコードで流すミュージックバー。200種類を
超えるウイスキーあります。土日のランチはハンバーガー屋さんとしても稼働中！

10th
クーポン
使用可

飲食文化だけでなく、音楽やアート
カルチャーを通して様々な人に喜び
を与え、少しでも稲毛に笑顔溢れる
面白い文化を根付かせて
いければと思っています。

岩渕 直亮

お一人でも安心してお越しください。
まるでタイムスリップしたかのような、
どこか懐かしい、そんなノスタルジーな世界観を
存分に楽しんでいただけると幸いです。

お一人でも安心してお越しください。
まるでタイムスリップしたかのような、
どこか懐かしい、そんなノスタルジーな世界観を
存分に楽しんでいただけると幸いです。

Eureka Coffee Roasters

稲毛区緑町1-8-16 緑町中央ビル103

https://www.eureka-coffee.net/

月～土曜 8:00～21:00 ／日曜 10:00～18:00営

京成みどり台駅徒歩10秒。
3坪のTiny Shopから素晴らしいコーヒーを提供します。

10th
クーポン
使用可

地域の企業と連携したコラボレート
商品の販売に取り組んでいます。
稲毛の様々な企業と共に、弊社は
発展していきたいと思います。

ミオ プレフェリート

稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス104

https://mio-preferito.owst.jp

11:30～15:00、tea time（不定休）15:00～17:00、17:00～23:00／月曜休

043-441-7620

営

彩り豊かなイタリア野菜と千葉の地産地消の食材を使った
イタリア料理がお手頃に味わえるイタリアンバール。

稲毛は私たち夫婦が出会い、飲み・
食べ歩き、結婚前に愛を育んだ場所
で、温かい方 に々恵まれ、
ずーっとお世話に
なりっぱなしの街です。
そんな稲毛の街に
止まり木のような
お店になりたい一心で
日々 精進して
おります。

10th
クーポン
使用可

田邊 明日香

食
べ
る

食
べ
る

MAP
P.50 1-B

MAP
P.51 4-B

MAP
P.49 2-B

MAP
P.50 1-B
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焼き鳥 わたなべてつや

稲毛区小仲台2-6-2 ダイショクビル2Ｆ

17:00～24:00／月曜休

043-254-0558
営

10月4日オープン。焼き鳥一筋13年の店主が稲毛の皆さまに
1本1本心を込めて美味しい串を焼き上げます！

わたなべてつや

10th
クーポン
使用可

焼き鳥はもちろん、日替わりの希少部位
や逸品、日本酒、クラフトジンなどドリンク
メニューも豊富です。一人でも多くの方
の癒しの空間になれればと思います。
ぜひ一度ご来店ください。

居酒屋 忠助

稲毛区稲毛東3-14-7 斎藤ビル1F

16:00～23:00／日曜休

043-245-9100
営

魚貝料理（天然・活魚）が旨い！安い！
1982年創業の大衆居酒屋。

秋庭 久穂

実は今年で開店40周年になります。
（何も祝い事はやりませんが…笑）
なので私も稲毛に来て
40年です。これからも
稲毛と共に
歩み続けて行きます！！

稲毛 K's Dream

稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX 1F&B1

http://www.ks-dream.com

18:00 OPEN　18:30 START／無休

043-244-8800

営

１FスペースにBAR、B1にライブスペース、2Fにスタジオを完備。
音楽を楽しみたい方は是非お越しください！！

田中 幸一

11月30日で稲毛に店を構えて27年
が経ちます。
稲毛はもう人生の半分以上生活の
中心で、これからもずっと共にしたい
場所です！

10th
クーポン
使用可

お野菜たっぷりトキメキ料理Mamippe

稲毛区黒砂台3-7-21-111

https://mamippe.com/

お弁当販売はプリモマルシェにて。火～木曜 11:00～なくなり次第終了

080-5657-4330

営

素材にこだわり、地場野菜中心の愛情いっぱい心を込めた
料理を提供しています。

10th
クーポン
使用可

総武線快速も停まり大勢の人で
賑わう何かと便利な稲毛！
みんなの笑顔溢れる、誰もが
憧れ住みたくなる！！！
そんな楽しく個性的な
街になるといいな。

バーチャル
クッキング
クラスも
好評開催中！

大石 真美

愛情いっぱい
手作りのお弁当、
ぜひ食べてみて
ください！

食
べ
る

食
べ
る

MAP
P.49 3-C

MAP
P.50 2-B

MAP
P.49 2-A

MAP
P.50 2-B
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リカープラザ大越酒店

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ1F

https://liquor-plaza.com/

10:00～21:00（祝日は20:00まで）／日曜休

043-247-3347

営

世界各国の様々なお酒やワイン、ビール等を取り揃えております。
裏看板でもある、1000種類以上もあるタバコ・葉巻は圧巻！

「地域のつながりが防災につながる」
と思い参加。個人、企業、公的機関等
が、垣根を越えてつながり、
みんなが安心して楽しく
住める町にしたいです！

大越 裕蔵

お得な
プレゼント
P.5参照

ブルーレース.ジュエリー工房

千葉市中央区椿森3-3-6

https://www.ne-e.co.jp/

10:00～17:00／土・日曜休

043-247-3347

営

質の良いあこや真珠のネックレスなどパールにこだわった
アクセサリーが充実。ジュエリーのリフォームや修理などもお気軽に！

お得な
プレゼント
P.4参照

オーナー 真名子 庸子
暮らしを楽しめる稲毛の
住宅街ではじめたブルー
レースジュエリーも、早
17年。私たちの作った
ジュエリーで、稲毛の人
たちを更に輝かせます！

読売新聞 稲毛東部

稲毛区小仲台4-6-7

https://1117inage.net/yomiuri-inagetobu/

9:00～17:00

043-254-1257

営

創業以来、専売店として読売新聞、報知新聞を中心に
ご愛顧いただき、新聞販売業を行っております。

千葉大学が近所にあり学習熱が高
い地域。だからKODOMO新聞、中高
生新聞も結構読まれています。
この機会に是非！

読売新聞 稲毛・稲毛ベイタウン

稲毛区稲毛町5-306-5

https://www.yc-katou.com/

9:00～17:00

043-273-8651

営

店舗２Ｆには1,000冊以上所蔵する子ども図書館「よみっ子ひろば」があります。
地域の皆さんに貢献できる販売店を目指しております。

JR稲毛駅には快速が停まり、車であれば穴川
IC・幕張ICから都内まで１時間掛かりません。
幕張、酒々井、木更津とアウトレットに囲まれて
いて、コストコにも行きやすい便利な街です！

あこや貝の真珠を使った
ワークショップに
ぜひお越しください！

「よみっ子ひろば」
営業時間
火・水・金曜 13:00-17:00
土・日曜 10:00-14:00
月・木曜休館

1週間試読無料！（先着30名様）
お電話ください！

1週間試読無料！（先着30名様）
お電話ください！

買
う

買
う

MAP
P.49 2-C

MAP
P.51 3-B

MAP
P.51 4-C

MAP
P.51 2-A
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ビック薬局

稲毛区小仲台6-2-16 統葉ビルⅡ 1F

https://1117inage.net/vic-pharmacy/

9:00～12:30、14:30～18:30（土曜の午後は14:00～17:00）／日曜・祝日休

043-287-3754

営

保険調剤（処方せんに基づく）を中心に、稲毛区のみなさんの
「なじみのお薬やさん」として、気軽に相談できる薬局を目指しております！

東北からこの稲毛に移り住んで34年。
年を経るごとに街は変化してきましたが、若い
方たちが中心となって稲毛を盛り上げようと
ガンバッている姿を見て共感しました。
新しいふるさと稲毛の更なる発展を願います！

ビック薬局3号店
稲毛区稲毛東３-３-１０
TEL＆FAX 043-247-6649

ビック薬局本店
小仲台6-2-16
TEL＆FAX 043-287-3754

なじみのお薬やさん!

鮎澤

稲毛区園生町564-1

https://ayuzawa.raku-uru.jp/

9:00～19：00／月曜休（祝日の場合は9:00～17：00）

043-251-5778

営

高級品として全国で大人気の千葉海苔をお求めやすい価格で販売！
県産落花生はもちろん、隠れた千葉の名産品や各地の人気商品もあります。　　　

鮎澤 功一

稲毛で生まれ育ちました。
青春時代も稲毛で過ご
し、遊びも学びも全部稲
毛に教えてもらいました！
稲毛は千葉県を代表する
町だと思います。

SHUNGOROU SAUSAGE

船橋市薬円台3-19-33

https://shungorou.jp/

10:00～17:00／土曜・日曜・祝日休（イベント出店あり）

047-461-0131

営

大量生産では味わえない美味しさへの追求～日本人の味覚に
合うオリジナル商品の開発！ 人を感動させる食となる！！

天然スパイスを使用
し、防腐剤、着色料、増
量剤などを使用せず、
稲毛のみなさんのご家
庭に安心、安全な商品
をお届け致します

お得な
プレゼント
P.5参照

渡辺 千亜希

お料理サロン・家事代行出張料理 華澄

稲毛区稲毛東5丁目

https://1117inage.net/kazumi/

11:00～15:00／日曜・祝日休

090-9398-2056

営

おもてなし料理教室。 「簡単・豪華・美味しい」をテーマに、誰にでも作れる
お料理をお伝えしています。また家事代行(出張料理)もしています。

稲毛在住33年目。交通の便がよく、
文教地区でもあり、
子育てもしやすい。
まだまだ緑も残っていて、
地域活動も盛ん。
まさに「パーフェクトタウン
稲毛」。一生稲毛に
住みます^_^。

大塚かずみ

千葉海苔の
事ならお任せ
ください。

お得な
プレゼント
P.5参照

買
う

買
う
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美容室 ロマンティックローズボンボン

稲毛区稲毛東3-15-11 稲毛Ｋビル202

http://www.romabon.com/

9:00～19:00（最終受付18:00）／水曜、第2・3火曜休

043-245-2100

営

定番スタイルから、雑誌やテレビで見かけるスタイルまで、
お客様のご希望に寄り添い、“似合わせ”アレンジいたします。

スタッフ全員、ヘアスタイルを
通して稲毛の皆様に笑顔を
お届け出来ればと
思っております。
稲毛を笑顔の街へ！

お得な
プレゼント
P4.参照

相場 雄太
ご来店の方全員に「ラ・カスタプロ」 
ミニシャンプーandトリートメントプレゼント!
(2022年12月31日まで）

CAMPAIGN

理容室アドバンスドヘアー

稲毛区稲毛東4-2-14

https://advancedhair.top/

9:00～19:30／月・火曜休

043-246-2864

営

千葉県ヘアーコンテストチャンピオンが展開する実力店。
流行のスタイルから髪のお悩み相談、頭皮ケアまでオプションも充実！

もっと稲毛に笑顔が拡がりま
すように。
いいね稲毛！ は動き続けます。
11周年おめでとう！

お得な
プレゼント
P4.参照

榊原 伸也

流行のスタイルなら
お任せください！
model クラシックスキンフェード

流行のスタイルなら
お任せください！
model クラシックスキンフェード

なみき歯科医院

稲毛区小仲台6-15-5

http://www.namiki-dc.com/

9:00～13:00、14:30～20:30（土曜 18:00まで、日曜 16:00まで）／木曜・祝日休

043-206-0304

営

できるだけ歯を抜かない歯科医院！
マイクロスコープを使い、根管治療を行っております。

院長 並木 泰次

生まれも育ちも稲毛です。現在母校
の学校歯科医を務めさせていただい
ております。今後も稲毛の皆さんの
歯の健康を守っていきたいと
思っております。

美容室Apakabar

稲毛区稲毛東3-19-15 mfビル103

https://apakabar-hair.com/

9:30～18:00（cut ）、～16:00（perm or color） ／火曜休（ほか不定休あり）

043-306-6022

営

女性スタッフを中心に細やかな気配りと思いやりの接客で
髪の悩みやヘアースタイルについてじっくりカウンセリング致します。

おかげさまで当店も開店20周年を
迎えました。これも温かい
稲毛の皆様のおかげです！
これからも素敵なお客様、
楽しい仲間たちと
稲毛を盛り上げて
いきたいです！

お得な
プレゼント
P4.参照

留守 直美
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耳つぼダイエットサロン リフレッシュ. 稲毛駅前店

稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル403

https://www.mimitsubo-refresh.jp/

9:00～20:00（時間外応相談）／不定休

0120-517-332

営

きつい運動なしで健康的に痩せたい方のためのダイエットサロン。
健康管理士の資格を持つベテランカウンセラーがマンツーマンで寄り添います。

生まれて３ヶ月で稲毛に引っ越して
以来稲毛っ子の私です。時代と共
に変わっていく街の風景ですが、
皆さんとの触れ合いを通して
明るく元気な街にしたいです♪

お得な
プレゼント
P4.参照

藤原 陸奧実

韓国発★足先から太股やヒップ
まで、バンブー（天然の竹）の丸
みが深い筋肉や脂肪をしっかり
ほぐし、リンパや血液の流れを促
進、むくみスッキリ！ 筋膜リリース
効果で代謝を促進！ 　

新メニュー
バンブーマッサージ

デイサービスちゃお

稲毛区園生町902-1 ビラ園生102

https://ciao-inage.com/

8:30～17:30／土・日曜、年末年始休

043-441-8782

営

介護は予防！デイサービスちゃおでは「大人の学び場」として
皆様に楽しんでいただけるプログラムを多数用意しております。

大好きな稲毛の皆様が、
いつまでも住み慣れた我が家
で暮らせるためのサポートを
させていただいております。
ぜひ一度お越しください♪

荒巻 明美

あいペットクリニック稲毛獣医科あるいは
グレースペットサロンで、550円以上の
サービス、商品の購入があったお客様に、
先着50名様に限りお散歩バックをプレ
ゼント。

あいペットクリニック稲毛獣医科

稲毛区稲毛東4-3-12 櫻井ビル1F

https://aipetc.com/

9：00～12：00、16：00～21：00／年中無休

043-248-1241

営

動物を通じて、地域社会に縁を広げたい！
人とペットの安心の輪を第一に考えた、誠実かつ高度な獣医療を提供します。

生まれも育ちも稲毛です。長年海外に
住んでいましたが、今後は稲毛周辺の
お客様に質の高い獣医療を提供し、
恩返しをしたいと思います。

小島 秀也

たいじ整体

美浜区高洲3-20-3-102

https://n-b-seitai.com/

10:00～20:00／日曜・祝日休

090-4452-1528

営

国家資格を持った施術者が、
あなたの身体に合ったオーダーメイドの施術を行います！

高校が稲毛にあり、3年
間通った思い出の地で
まさか自分が商売する
ことになるとは！
これも何かの縁だと
思うので今後も楽しく
関われたらと思います。

お得な
プレゼント
P4.参照

西野 太二

まずは楽しむこと！ 「いっぱい笑おう！
笑い一つで10秒永生き」をテーマに、
笑顔が素敵な“幸麗者”の皆様に
ご利用いただいております。

まずは楽しむこと！ 「いっぱい笑おう！
笑い一つで10秒永生き」をテーマに、
笑顔が素敵な“幸麗者”の皆様に
ご利用いただいております。

※12：00～16：00は手術時間および予約診療時間となります。
※新患受付 19：00まで　※再診受付 20：00まで
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私も大好きな街、稲毛。
子どもからお年寄りまで、
これからも安心して
楽しく暮らせる街に
なっていけるよう
地域貢献できたら
いいなと思っています！

Bare soul～nail & natural beauty～

稲毛区稲毛東2-17-10 フジモトマンション101

https://bare-soul.jp

9:00～16:00（16:00以降はご相談ください）／不定休

043-306-3237

営

「自爪の健康」にこだわった丁寧なケアの 《プライベートネイル
サロン》と、《福祉ネイルスクール》 を運営しております。

お得な
プレゼント
P.4参照

松田 千秋

ルミナスの和訪問看護ステーション

稲毛区小仲台6-2-7 富士ビル501

https://luminousnowa.com/

9:00～18:00／土・日曜休　※夜間・休日対応も可

043-306-7454

営

『安心・いきいき・自分らしく』生活出来るサポートをさせていただきます。
小児、難病、精神疾患、お看取りの方など、幅広い方々の訪問看護を行います。

稲毛の皆さま！ 赤ちゃんから
ご老人まで安心・いきいき・
自分らしく輝くお手伝いをさ
せていただきます。

坂本 陽子

もみの匠 稲毛店

稲毛区小仲台2-7-12 市原ビル4F

https://mominotakumi.com/shop_inage.html

10:00～24：00（最終受付22：30）／年中無休

043-256-0022

営

安くて気持ちいい！リラクゼーションサロン。
地域密着型、お客様満足度No.1のもみほぐし屋さんを目指しております。

もみの匠稲毛店は稲毛の皆様に
支えられて早7年！
これからも皆様の「疲れた～」を
癒やせる憩いの場として精進し
ていきたいと思っております！

お得な
プレゼント
P.4参照
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スタジオ アドバンス

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザビル４F

https://studio-advance.com/

月～土曜 10:00～23:00、日曜 10:00～20:00／年中無休

090-7186-0475

営

稲毛駅西口前、70㎡の広 と々したスタジオ。ダンス・ヨガ・セミナー・会議等、
多目的にご利用いただけます。あなたもスクールを開校してみませんか？

稲毛のカルチャー発進基地
として10周年。
これからもスクール開校を
目指す先生を
全力で応援いたします。

レセ・フェールバレエ 稲毛教室

稲毛区稲毛東3-16-2 4F（スタジオアドバンス内）

https://laissezfaire-ballet.com/

土曜14:00～18:00／その他の曜日は千葉、平井でレッスンあり

043-251-2512

営

身体が硬い方、初心者大歓迎！ストレッチやバレエ基礎を習って、
綺麗な姿勢や優雅な振舞いを目指してみましょう！

稲毛は学生の頃の最寄り駅で
思い出が沢山の場所です。
大人になってまたここでバレエ
ができることを嬉しく思います。

堀江 真紀

2年に1回発表会があります

お得な
プレゼント
P.4参照

キックボクシングジム マスターズピット

稲毛東3-6-18 須藤ビル3F

https://masterspit.com/

火～金曜 11:00～22:00、土曜 ～20:00、日曜 ～17:00／月曜休

043-247-0112

営

ダイエットに最適！ 趣味としても大歓迎！！
もちろん、プロ、アマチュア選手も目指せます。一緒にいい汗流しましょう！！

お得な
プレゼント
P.4参照

会長

成田 善一
会長

成田 善一

数あるジムの中で稲毛
マスターズピットを選ん
でくださった会員さんは
皆仲良く、和気あいあい
と練習しております！
男女の比率は5:5、年長
さんから70代まで活躍
しています！

空手道武現塾

稲毛区稲毛東3-16-2 4F（スタジオアドバンス内）

https://bugenjyuku-inage.com/

木曜 19:00～20:00、20:15～21:15／土曜 9:00～11:00（2部制）
日曜 10:30～12:00 ※その他の曜日は他の場所で稽古しております。

080-5033-3159

営

青少年育成に努めている地域密着の空手道場です。
年中さんから５０歳オーバーの方まで、老若男女が道場で汗を流しております。

稲毛は優しい人に恵まれて
とても住みやすい地域だと
思います。そのような方々に
見守られ、育まれる子供たち。
きっと素晴らしい
大人になると思います。

お得な
プレゼント
P.4参照

石塚 克宏

その他の
稽古場情報は
こちら
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ルミナス・ホリスティックケア・アカデミー

稲毛区小仲台6-2-7 富士ビル503

https://npo-ihan.net/academy/

9:00～18:00／土・日曜休

 070-6511-4669

営

『ルミナス』は『輝く』という意味があります。
一人ひとりが輝いて生きていける「生き方」の学びを提案するスクールです。

お得な
プレゼント
P.5参照

あなたらしく生きるために
アロマやヒーリングなどを
はじめセルフケアセミナー
などを開催しています！
輝く笑顔で稲毛を
元気にしましょう！

中　ルミ

大越智華子のSake-Salonお酒スクール

稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ内

http://www.chikako-ohkoshi.com/

土･日曜、オンラインレッスン第4日曜　他

090-2228-9232

営

日本酒や本格焼酎はもちろん、ワインやビール、スピリッツなど
すべてのジャンルのお酒がリアルやオンラインで学べます！

稲毛で生まれ育ち半世紀以上。
いいね稲毛！を通じてたくさん
の仲間や地元のお客様と
つながることで、稲毛を
笑顔とパワー溢れる街に
したいと思っています！

お得な
プレゼント
P.4参照

稲毛の酒屋が書きました！
おかげさまで2万部の大ヒット中！
三笠書房刊『匠が教える酒のすべて』
著者 リカープラザ大越酒店 大越智華子

◀

自宅で学べる！
オンラインお酒
レッスン詳細は
こちらから

NPO法人スポーツクラブ千葉 BAYDREAMS

美浜区高洲1-16-20-103

https://www.chibasc1999.com/

各活動によって曜日、時間が異なります。詳細はHPをご覧ください

043-216-2186

営

総合型地域スポーツクラブとして、人 が々身近な地域で
スポーツに親しむことのできるスポーツクラブです。

お得な
プレゼント
P.4参照

歴史ある稲毛の街でいいね稲毛！さんと共存させ
ていただき、年齢や男女問わず人 が々サッカーを
通じて心と身体が健康で、笑顔溢る街づくりに
貢献する地域密着型クラブを目指します。

ヨガ＆加圧スタジオくるくる 

稲毛区稲毛東3-16-16 ISビル2F

https://kurukuruyoga.com/

9：00～21：30　※レッスンスケジュールはホームページをご確認ください

 070-5457-4596

営

子連れOK！ ハンモックヨガあり！ 老若男女どなたでも
お気軽に通っていただける、床暖房完備の小人数制スタジオです！

お得な
プレゼント
P.4参照

稲毛には9年前よりお世話になって
おります。赤ちゃん連れのお母様から、
ご年配の方まで、いつも温かく家族の
ようにスタジオを支えてくださる
稲毛の皆様が大好きです！
これからもよろしく
お願い致します。

小倉 尚子

＼じっくり体験キャンペーン中！／
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株式会社MSK（エムエスケー）

稲毛区稲毛東3-6-15 川治ビル3F

https://mskweb.net

年中無休

043-245-3151

営

施設警備・交通誘導警備・イベント警備・空港警備・災害支援なら
お任せください。安全で豊かな社会基盤作りに尽力いたします。

稲毛で創業30年。
稲毛の皆様と共に成長
して参りました。　　　
これからも社員一同、
元気に頑張りますので
よろしくお願い致します。
警備隊員随時募集中
です！！

税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所

稲毛区園生町390-47

http://www.kataoka-office.jp/

9:00～17:00／土曜・日曜・祝日休（事前連絡により時間外、対応可能）

043-306-1075

営

相続・不動産に関する事案をメインに、
人と人とのつながりを大切に、心のこもったお手伝いをしてまいります。

片岡 雄彦

「稲毛」は私が生まれ育った街で
あり、現在も仕事をし、
生活をしている街です。
稲毛に暮らす人々、稲毛を
故郷とする人 が々、
誇りに思えるような街に
なるよう、微力ながら
協力しています。

司法書士 やまゆり総合法務事務所

稲毛区稲毛東2-17-13 稲毛東ハイツ501

https://www.yamayuri240.com/

9:00～19:00（土曜・日曜・祝日は要予約）／不定休

043-306-7815

営

相続・遺言など生活上の身近な問題についてのご相談を承ります。
まずは一度ご相談ください。あなたの立場で、親身にお聴きします。

西尾 浩一

稲毛はここ最近、新しいお店も
増え、活況を呈しています。
そんな稲毛の皆様の
ため、法的サービスの
提供という形で
一役買えれば嬉しく
思います。

INAGE TIMESをご覧になった方、
初回法律相談

１時間無料サービスいたします。
（先着5名様）

お気軽にご連絡ください。

海浜不動産株式会社 稲毛本店

稲毛区稲毛東3-8-13 丸十海浜不動産ビル1F

https://www.kaihinfudousan.com/

10:00～18:00／水曜、第2・4火曜休

043-248-1055

営

創業43年・地域密着・信用第一、お気軽に。
千葉市内に5店舗。実績とネットワーク＋“スマイル”でお応えします。

あるサイトの稲毛の口コミで、
交通・生活利便・飲食店・暮し
子育て・治安・コストパフォー
マンス・全部門で★４個!!　
「清潔で落着いた雰囲気」・
「笑顔のある街」との
うれしいコメントも
いただきました!!

代表 吉野 秀和
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エフピコインターパック株式会社

稲毛区天台6-6-1

https://www.fp-interpack.jp/

9:00～18:00／土曜・日曜・祝日休

043-253-1321 

営

お店の資材なんでも取り扱っています！
通販サイトもあり、一般の方でもご購入いただけます。

稲毛には、素敵なお店や企業がいっぱい♪
当社のアイテムも大活躍！！
これからも稲毛の魅力に
貢献いたします。

マツカワ住器

稲毛区小仲台7-9-5

http://www.matsukawa4126.co.jp/

9:00～17:00／日曜・祝日休

043-284-4126

営

住み慣れた、愛着のあるお住まいをリフォームして、
快適な生活を送れるようにお手伝いをさせていただきます。

稲毛の地でリフォーム工事店
としてお陰様で32年目になり
ます。稲毛に対する愛着も年
を重ねる毎に増し、お住まい
の皆様に安心して頼んでいた
だけるお店として、貢献してい
きたいと思っております。水道、電気、ガスの

急なトラブルにも対応します！
お気軽にご相談ください。
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 ３F Bar 赤とんぼ
 1F リカープラザ大越酒店
B1F izakaya銘酒の里
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【制作】 いいね稲毛！実行委員会事務局 事務局長：山崎 潤(株式会社ジェイ・アルファ）
    広報担当：三輪 謙治（アーティフェイス）・菅 玲子（at design）
【協力】 太田 茂孝（美浜文化ホール館長）

■入会金　なし

■年会費　12,000円（毎年4月入会／税込）

■入会資格
　・稲毛近隣で起業されている方（法人・個人問わず）
　・既存サポーター店の紹介をいただける方
　・当会のイベントにご協力、ご賛同いただける方
　・メールやSNS等で連絡手段が取れる方

■主なサポーター店活動
　・稲毛周辺清掃活動（毎月第4土曜／7時頃）　担当：石塚 克宏（空手道武現塾）
　・報告会会議（随時）
　・稲毛マルシェ（毎年5月開催予定）
　・稲毛せんげん通りまつり参加（毎年7月14日・15日開催）
　・稲毛区民祭り参加（毎年10月開催予定）
　・JR稲毛駅構内コンサート「稲フェス」（毎年11月第3日曜開催予定）
　・サポーター店交流会（随時）他

■お問い合わせ
　ホームページ、またはoffice@1117inage.netまで

11周年記念号
2022年11月発行

1117inage.net

【発行】 稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！
〒263ー0031 千葉市稲毛区稲毛東3ー16ー2（リカープラザ大越酒店内）
☎043ー204ー8215  　 043ー204ー8216 　　office@1117inage.net 

ホームページ

サポーター加盟店募集中
【いいね稲毛！】サポーター店として、私たちと一緒に活動しませんか？


