
29 田 　 ん 屋

☎0476-22-0396　成田市上町551
営／10:00～17：30　休／火曜日

特典 アルコール含むドリンク100円引き
（100円のドリンクは除く）

20 田の ん

☎0476-22-0138　成田市幸町490
営／9：00～17：00　休／月曜日

特典 1,000円以上お買い上げの方に
串せん（しょうゆ味）1本プレゼント

31 川 とん店

☎0476-22-0461　成田市上町547
営／9：30～17：00　休／水曜日

特典 現金払い10％引き、クレジット払い
5％引き（特価品、仕立品を除く）

22  成

☎0476-22-0239　成田市幸町395
営／11：00～16：00

特典 お食事の方に
ウーロン茶を1杯サービス

21 シ

☎0476-22-2143　成田市幸町491
営／10：00～17：00　休／毎月4・14・24日

特典 商品をお買い上げの方はお会計から
10％引き

30 シ ルル　 レン 　ル ン ール

☎0476-24-7612　成田市上町507-2
営／11:30～14:00 17:30～22:00 休／水曜日、木曜日  不定休

特典 お食事の方にワンドリンクサービス
（ソフトドリンク）

19 成田ごま

☎0476-29-5550　成田市仲町390
営／9:30～17:00　休／無休

特典 お買い上げの方はお会計から
5%引き（一部商品を除く）

32 店 命泉

☎0476-22-8417　成田市上町540
営／10：00～18：00　休／無休

特典 長命泉商品を税込1,000円以上
お買い上げの方は会計から5%引き

25 ピーナ の む や

☎0476-22-0436　成田市上町497
営／8:00～16:00　休／水曜日

特典 お買い上げの方はお会計から
10％引き

26 なごみの米屋　 本店

☎0476-22-1661　成田市上町500
営／8：00～18：00　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方に
ぴーなっつ最中1個プレゼント

24 うま 本店

☎0476-22-0847　成田市上町497
営／9：00～17：00　休／不定休

特典 お買い上げの方に現金払い10％引き
クレジット・電子マネー払い5％引き

27 イ ンテラス ル ル

☎0476-22-0281　成田市上町556-1五番幹1B
営／11:30～24:00　休／火曜日

特典 お食事の方にグラスワイン、生ビール
またはソフトドリンク（ジュース）を
サービス

23 成田 屋本店

☎0476-22-2136　成田市上町560-1
営／10:00～17:00　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方は
10%引き

34 成田江戸ッ子寿司　 道本店

☎0476-22-0530　成田市花崎町536-10
営／11:00～21:30（ラストオーダー21:00）

特典 お食事の方に
ウーロン茶を１杯サービス

35 な げや 店

☎0476-22-0337　成田市花崎町536
営／10:00～17:30　休／不定休

特典 お買い上げの方は
お会計から10%引き

12 ば 　 じや

☎0476-22-0166　成田市幸町495
営／11：00～17：00　休／金曜日

特典 お食事の方にお1人様1品につき
50円引き

13 成田 前　 館　 本店

☎0476-22-1136　成田市本町355
営／11:00～13:30（ラストオーダー）　休／不定休

特典 お食事の方は入浴代サービス
（タオル別料金）

15 り 　

☎0476-22-5339　成田市仲町370-859
営／9:30～17:00　休／無休

特典 お買い上げの方はお会計から
5%引き（一部商品を除く）

14 　成田店

☎0476-24-0144　成田市仲町363-1
営／平日 9：00～15：00　土日 9：00～16：00
休／火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

特典 とうふアイス他各種アイスクリーム
（350円～450円）50円引き

16 和 　成田店

☎0476-94-5750　成田市仲町378
営／9:30～17:00　休／無休

特典 お買い上げの方はお会計から
5%引き（一部商品を除く）

17 川豊本店

☎0476-22-2711　成田市仲町386
営／10:00～17:00(ラストオーダー)　休／無休

特典 」重なう上特「」重なう上「」重なう「
ご注文の方にきも吸またはオリジナル
メモ帳サービス
※1グループ2名様限り。

18 成田 道　 ん ま 道 　　　

☎0476-29-4447　成田市仲町387
営／平日10:00～17:00、土日祝日10:00～17:30　休／無休

特典 さぼんさま：石けんをお買い上げの方は
お会計から10％引き
半弓道場：どのコースも200円引き

10 　 店

☎0476-22-0372　成田市幸町488
営／9：00～17：00　水曜定休（1、5、9月は無休）

特典 お買い上げの方はお会計から
5％引き

11 　成田 店

☎0476-20-0038　成田市幸町493
営／9：00～17：45　休／無休

特典 ソフトクリーム
はちみつドリンク50円引き

2 本 り ゅう  イ ン ン成田 里

☎0476-85-8181　成田市東町133 イオンタウン成田富里1階
営／10:00～13:00  15:00～19:30（最終受付）　休／無休

特典 ご来院の方に
ウォーターベッド無料サービス
※通常診療併用のみ

1 川豊 館

☎0476-22-2727　成田市東町113-1
営／ランチ11:00～14:30　ディナー16:30～20:30　休／無休　

特典 」膳御「」重なう上特「」重なう上「」重なう「
ご注文の方にきも吸またはオリジナル
メモ帳サービス
※1グループ2名様限り。

3 なごみの米屋　 前店

☎0476-22-2801　成田市東町622-6
営／9：00～18：00　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方に
ぴーなっつ最中1個プレゼント

4  三

TEL.090-7269-0039　成田市田町330-2
営／10：00～17：00　休／無休

特典 1パックお買い上げで
50円引き

7 江戸

☎0476-22-1478　成田市仲町367
営／10：00～17：00　休／不定休

特典 1,000円以上お買い上げの方に
粗品プレゼント

8 ば　大黒屋

☎0476-22-0130　成田市仲町376
営／10:00～16:00　休／水曜日

特典

9 　成田本店

☎0476-24-0139　成田市仲町394
営／10:00～17:00　休／不定休

特典 1,000円以上お買い上げの方に
割もち2枚サービス

5 和金

☎0476-22-3213　成田市東町601-3
営／9:00～16:30　休／無休

特典 お買い上げの方に
ミニガラス金魚プレゼント

6

☎0476-22-0139　成田市本町345
営／10:30～15:00　休／不定休

特典 お食事の方に
コーヒーまたは紅茶を1杯サービス

28 う ん　米

☎0476-22-0153　成田市上町503
営／9：30～16：30 休／火曜日、水曜日（天候により変更あり）

特典 生栗蒸ようかんお買い上げの方は
10％引き

33 本店

☎0476-22-1255　成田市花崎町525
営／9:00～17:00　休／無休（天候により臨時休業あり）

特典 1,000円以上お買い上げの方は
お会計から10％引き（特売品は除く）

36  

☎0476-76-9404　成田市花崎町530-2(1F)
営／10:00～17:00　休／日曜日

特典 ネームタグをご注文の方に
オプションの絵文字マークを
サービス



38 成田江戸ッ子寿司　開運ビル店

☎0476-23-0530　成田市花崎町736
営／昼11:00～14:30　夜16:30～21:30 (ラストオーダー21:00)
休／無休

特典 お食事の方に
ウーロン茶を1杯サービス

42 なごみの米屋　JR 成田駅前店

☎0476-20-0753　成田市花崎町828-11 スカイタウン成田1階
営／9：00～21：00　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方に
ぴーなっつ最中1個プレゼント

44 川豊西口館

☎0476-22-2720　成田市囲護台3-2-3
営／ランチ11：00～14：30　ディナー17：00～20：00（L.O.）
休／水曜日、木曜日（不定休）

特典 お食事の方に
抹茶アイスサービス

43 成田Ｕ  -シティホテル
レストラン　エピナール

☎0476-24-0101　成田市囲護台1-1-2
営／11:45～14:00（最終入場13：30）
休／月曜日、火曜日、水曜日

特典 ランチタイム通常料金から10%引き

37 石渡金物店

☎0476-22-0137　成田市花崎町534
営／9:00～18:00　休／日曜日

特典 お買い上げの方は
会計から10％引き

41 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 成田駅前店

☎0476-24-7001　成田市花崎町816-2 若松ビルB1F
営／12:00～23:00　休／無休

特典 ご来店の方1グループにつき
山盛りポテトフライ(500g)をサービス
※１グループにつき1回限り

39 黒平まんじゅう本舗　JR 成田駅前店

☎0476-24-0231　成田市花崎町839
営／9:00～17:30　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方に
黒豆茶(4包入)プレゼント

40 三代目鳥メロ 成田駅前店

☎0476-22-4751　成田市花崎町839-1フローラル花咲ビル2F
営／11:30～24:00　休／無休

特典 乾杯ドリンク(通常サイズ)をサービス
※１人につき1杯、1グループにつき5名分限り
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特典サービスの受け方
入店時に本紙を提示すると、それぞれのお店のサービスを受けられます

特典の有効期限   2022.5.13（金）～5.31（火）
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※新型コロナウイルス感染症の影響で、店舗の営業日時等変更になる場合があります。

空の駅　風和里しばやま

☎0479-77-2020　山武郡芝山町朝倉394-15
営／9：00～18：00 レストラン11:00～14：30(ラストオーダー)　

特典 コーヒー50円引き
 ※クーポン１枚につき１回限り

道の駅　風和里しばやま

☎0479-70-8877　山武郡芝山町小池2568
営／9：00～18：00（ソフトコーナー～16:45） 休／12/31-1/3

特典 ソフトコーナーにて
ホットコーヒー または アイスコーヒー
50円引き ※クーポン１枚につき１回限り

湯けむり天然秘湯　龍泉の湯

☎0476-28-4126　成田市松崎1249
営／9：30～24：00（最終受付23:15）
休／無休(メンテナンス休館あり)

特典 当日入館入浴券をお買い上げの方に
オリジナルタオルプレゼント
＊他サービス、割引との併用不可

成田の命泉　大和の湯

☎0476-28-8111　成田市大竹1630
営／10：00～22：00　休／  無休

特典 入館料300円引き
※クーポン１枚につき1回限り
※他の割引と併用不可

成田空港温泉 空の湯

☎0479-78-2615　山武郡芝山町香山新田27-1
営／11:00～23:00　休／不定休

航空科学博物館

☎0479-78-0557　山武郡芝山町岩山111-3
営／10：00～17：00  入館締切16：30
休／月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

特典 入館料10％引き
（クーポン１枚につき4名様まで）
※クーポン１枚につき1回限り

サテライト成田

☎0479-78-2410　山武郡芝山町岩山1411
営／10:00(JRA開催日9:20)～21:00　休／無休

特典 カレーライス無料券(500円相当)又は、
競輪車券ギフト券1,000円分
※クーポン１枚につき1回限り

特典 入浴料 200円引き
＊他クーポン、キャンペーンとの併用不可

崋の湯

☎0476-28-2444　成田市公津の杜2-40-1
営／10:00～24:00（最終受付23：00）　休／無休（メンテナンス休業あり）

特典 大人入浴料840円→500円
小人入浴料420円→200円
※クーポン１枚につき1回限り

黒平まんじゅう本舗　本店

☎0476-23-3044　成田市寺台260
営／9:00～18:00　休／無休

特典 税込1,000円以上お買い上げの方に
黒豆茶(4包入)プレゼント
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ザ・エディスターホテル成田
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