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豊文堂は、ハリカ特約店です

ギフト・カタログギフト

ギフト承ります
人生の節目のお祝いに

■

結婚祝い

【企画・制作・発行】株式会社豊文堂 〒297-0037 千葉県茂原市早野1143 TEL.0475-22-3345
（代） https://www.webhobundo.com

企業・お店のお祝いに

■

開業・開店祝い

【折込エリア】茂原市・長南町・長柄町・一宮町・睦沢町・白子町・長生村・大多喜町・いすみ市
（一部）

様々な贈り物・お返し物に

■

記念品

【発行部数】52,000部

Nabana通信webサイト http://www.nabana.net

株式会社

外出時はマスクを着用し、できるだけ人ごみを避けるなど感染予防に努めましょう

豊文堂

■

■

出産祝い
■

景品

■

新築・引越祝い 等

移転・新築祝い

■

■ コンペ賞品 ■

周年祝い 等

仏事 等

〒297-0037 千葉県茂原市早野1143
TEL 0475-22-3345 FAX 0475-22-3553

雄大な太平洋や犬吠埼灯台を望む絶景の温泉リゾート
「ホテル＆スパ月美」
いよいよゴールデンウィークも始まり、風

イテラス」は訪れる方々に大評判です。こ

さまざまな種類のお風呂で一日の疲れを癒

子なら電車でもクルマでも気軽にぶらりと出

薫る好季節を迎えました。今回のあの街こ

こからの眺望は素晴らしく、晴れた日には

しましょう。

掛けられます。ぜひ銚子周辺にお越しの際

の街は、房総最東端に位置する人気の観光

白亜の建造物がひときわ美しい「犬吠埼灯

スポットをご紹介します。

台」が手に取るように眺められます。

風光明媚な銚子の犬吠埼にある「ホテル

またテラスにはソファやパラソルが設置さ

＆スパ月美〔太陽の里〕
」は、
ファミリーやカッ

れ、潮風を感じながら、のんびりとくつろぐ

プルはもちろん、シニアの方ものんびりと

ことができます。さらに、ゴールデンウィー

一日楽しめる温泉リゾートです。

離れには完全予約制で隠れ家的なエステ

は、さわやかな潮風がとても心地よい「ホ

サロン「スパ美森」があり、ワンランク上

テル＆スパ月美」で温泉三昧のひとときを思

の上質な癒しと施術が体験できるのも嬉し

う存分楽しみましょう！

い限りです。
付近の見所には、
「犬吠埼灯台」のほか、

ク以降の夏の期間は、
「スカイテラス バー

約１０キロにわたってつづく断崖絶壁の景勝

広々とした館内には、開放感あふれる露

ベキュー（日曜日〜木曜日）
」も楽しめ、エ

地「屏風ケ浦」
、１０年連続で日本一の水揚

天風呂をはじめ、各種入浴設備、スカイテ

ビやホタテ、ハマグリなど新鮮な魚介類を

げ量を誇る「銚子漁港」
、それに旅情あふ

ラス〔展望デッキ〕
、レストラン、それに宿

味わうことも可能です。

れるローカル線の「銚子電鉄」など、人気

泊施設などを完備しています。
なかでも雄大な太平洋が見渡せる「スカ

バーベキューを大いに楽しんだ後は、太
平洋を一望できる絶景の露天風呂をはじめ、

の観光スポットが数多く点在しています。
コロナ禍で遠出が難しい昨今ですが、銚

Nabana 通信 おすすめ！ 銚子の見どころ
犬吠埼

キャベツ畑と銚子電鉄

犬吠埼は恐竜時代
（白亜紀） の地層です。
浅い海の堆積物が見
事に保存され、 国指定
の天然記念物になって
います。アンモナイトや三
角貝、コハクなどの化石も
見つかります。

キャベツは銚子の特産物。やわらかい春キャベ
ツは全国一の生産量で 「灯台キャベツ」と呼ばれ
ています。銚子駅から外川駅間６．４km をのどか
に走る銚子電鉄は銚子の名物になっています。

外川漁港の街並

銚子漁港

屏風ケ浦

江戸時代初期（１６５８年）
に漁港がつくられたときに
整備された基盤目状の
街路のほか、 港へ下る坂
道には石畳も残されてい
て情感たっぷりです。

銚子港は水揚げ
日本一を誇ります。
直売所では新鮮な
魚が勢揃い！

高さ４０ｍ~５０ｍの断崖絶壁が約１０
km にわたって続く屏風ケ浦は、 壮大な景
色で「東洋のドーバー」と呼ばれています。
壁面には、２６０万年前~５万年前までの４つ
の地層が西に向かって緩く傾斜している
様子が見られます。

G W は 楽しみ 盛り沢 山の太 陽 の里へ！

THE OCEAN GARDEN

太陽の里
本館3階

ザ オーシャン ガーデン

"オーシャンガーデン"では、
清涼な海風を感じながら楽しむバーベキューや、
カフェを楽しめます！

オーシャンカフェのメニューを
絶景のもと楽しめる！

キッズも楽しい
グリーン ガーデン
/ プレイグラウンド

こども縁日
射的、輪投げ、
ヨーヨー釣り
などなど

ば
あなご丼＆そセッ
ト

貸し出しSUPで楽しめる
プール ガーデン

新たまねぎフェア
となり町・白子の玉ねぎは
とっても甘〜いので有名！
辛みが少ないから水にさらさず
「生」で食べられます。

ザ オーシャンカフェ

白子新玉ねぎのコンフィ

※バスタオル・フェイスタオルつき ※館内着は別途300円(改定）です。

1,480円 子供 800円
1,580円 子供 800円

［平 日］大人
［土日祝］大人

1,500円 子供 750円
1,800円 子供 750円

得々

切り取ってお持ちください

キリトリ

生ビール
1杯

入館料金（大人）

半額券

有効期限 令和4年5/31 迄
海鮮バーベキュー
九十九里

岩盤浴

200 円券

※本券1枚につき5名様の
ご利用となります。
※お子様のみのご入館はできません。 九十九里

あかすり

キリトリ

キリトリ

お子様無料（3歳〜小学生以下） ソフト
クリーム

有効期限 令和4年5/31 迄

ボディケア・タイ古式療法・エステ

500 円引

（60分以上のコースでご利用いただけます）
※本券1枚につき1名様のご利用となります。

九十九里

有効期限 令和4年5/31 迄

キリトリ

有効期限 令和4年5/31 迄
海鮮バーベキュー
九十九里

200 円券

※本券1枚につき5名様の
ご利用となります。
※お子様のみのご入館はできません。 九十九里

TEL 0475-32-5550
太陽の里

キリトリ

岩盤浴

〒299-4327 千葉県長生郡長生村一松3445
●営業時間／AM10：00〜翌朝8：00

http://www.taiyounosato.co.jp

2F リラクゼーション 爽楽
キリトリ

※本券1枚につき1名様のご利用となります。
※クーポンのみでのご利用は出来ません。

500 円引

（60分以上のコースでご利用いただけます）
※本券1枚につき1名様のご利用となります。

有効期限 令和4年5/31 迄

キリトリ

キリトリ

九十九里

キリトリ

キリトリ

入館券

※本券1枚につき5名様のご利用となります。
※お子様のみのご入館はできません。
※館内着、バスタオル、フェイスタオル等は別途有料となります。

100 円引

スパ＆リゾート 九十九里

九十九里

有効期限 令和4年5/31 迄

有効期限 令和4年5/31 迄

スパ＆リゾート
九十九里
太陽の里

伊 勢 海 老と地 はまぐりの お 宿

キリトリ

キリトリ

※本券1枚につき1名様のご利用となります。
※クーポンのみでのご利用は出来ません。

キリトリ

1,280円 子供 750円
1,480円 子供 750円

新規登録料金1,650円 更新料金550円
taiyounosato99

※各種割引との併用は出来ません。※チケットはご注文時にお渡し下さい。

キリトリ

九十九里

キリトリ

キリトリ

キリトリ

キリトリ

200 円引

※本券1枚につき5名様のご利用となります。
※夕湯プライス・朝風呂入館は適用外となります。

@taiyounosato99

友だち追加

［平 日］大人

［土日祝］大人

※一般のみハイシーズンは除きます。※バスタオル・フェイスタオルつき ※館内着は別途300円(改定）です。

トが貯まる他、特典が多数ございます。
太陽の里クラブ会員募集中！ 太陽の里をご利用されるごとにポイン
有効期間は1年間、1会員につき3名様までご利用いただけます。

公式アプリ

会員

［平 日］大人

［土日祝］大人

〈夕湯プライス〉夕方（17：00〜）
にご入館される場合の料金です。
一般

1,700円 子供 800円
2,000円 子供 800円

会員

一般

［土日祝］大人

コロナの影響で夜間の営業を控えさせて頂き
長らくご迷惑おかけいたしました。
この度再開する運びになりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

営業時間／
11：00〜15：00
17：00〜20：00

価格は全て税込料金です。

昼間（10：00〜17：00）
にご入館される場合
［平 日］大人

カフェでは
幻のコーヒー
「トアルコトラジャ」
を
満喫いただけます

まっくろ焼玉ねぎ

玉ねぎステーキ

茂原市南吉田3615 TEL.0475-34-8434

入館料金のご案内

★テイクアウトも
大歓迎！

焼はまぐり

そば粉とつゆの素材は全て国産！
こだわりの味と香りを蕎麦通の方に、
ぜひ。

カフェ
メニュー
一例

●まぐろバーガ－
●いわしバーガ－
●ホットドッグ
●アメリカンドッグ

No.1

鮮度と味にこだわるなら、
東京湾や房総半島沿岸で獲れる
天然
「前浜モノ」
この極上のあなごを当店では従業員が
直接銚子漁港に出向き荷受けしております。

有効期限 令和4年5/31 迄

the ocean cafe
当店人気

あなご丼

そば

開催中

■お車をご利用の場合【東京南部・神奈川方面から】
●東京湾アクアライン→圏央道→茂原長南IC→国道409号→国道128号［川崎から約70分］
【東京・埼玉方面から】●京葉道路→千葉東金道路→東金九十九里道路→九十九里道路→長生IC
■電車をご利用の場合【東京方面から】
●東京駅京葉線ホーム
（特急わかしお）→外房線茂原駅［約53分］
●JR東京駅→JR総武本線千葉駅→JR外房線茂原駅（太陽の里まで定期便送迎バスあり。予約制）

おうち時間も、初夏のお出掛けも、楽しく満喫しましょう
！
Book

お家でゆっくり読みたい
人気の本をご紹介

狙撃手の少女が目にした真の敵とは…

同志少女よ、
敵を撃て （逢坂 冬馬

Ｃｕ
ｌ
ｔｕｒｅ

ると、もっと楽しく、さまざまな驚きや再発見があります。
第２７回目の今回は、睦沢町妙楽寺地区を歩き、沿道の

１９４２年、独ソ戦のさなか、モスクワ近郊に住む少女セラフィマ

名所旧跡や文化財を訪ねます。参加費は１人７００円（保

は一流の狙撃手になることを決意する。やがて彼女は母を撃ったド

険料・昼食代込み）です。なお、参加には事前に予約が

イツ人狙撃兵らに復讐するため、第二次世界大戦の歴史的な転換

必要です。爽やかな初夏の一日、のんびりとした散策と

点となったスターリングラードの戦場へ赴くことに…。おびただし

ともに史跡めぐりを楽しんでみてはいかがでしょう！

同志少女よ、
敵を撃て
逢坂 冬馬 著
【早川書房】

い仲間の死を前に彼女が目にした真の敵とは何か？ウクライナ侵攻
で大注目の２０２２年「本屋大賞」受賞作！

Yoga
著）

「もしこのまま目が覚めなかったら…」著者の伊集院静さんは、

誰でも気軽に楽しめる、
簡単ヨガをご紹介！
平和な戦士のポーズ

①両手を水平に、両足をやや大きく開きます。

くも膜下出血を患い、一時は生死の境を彷徨いました。そんな伊集

②左ひざを直角に曲げ、右手を太ももに置きます。

院さんに再び筆をとらせたのは、コロナ禍に苦しみながらも、懸命
に生きる人々の姿でした。大切な人を失ったあなたへ、生きることに

③左手を高く伸ばし、上体を反らします。

もう一度、
歩きだすために
大人の流儀１１
伊集院 静 著
【講談社】

絶望したあなたへ、そしてコロナ禍に苦しむすべての人にエールを
送る
「大人の流儀」
シリーズ第１１弾！

④そののままゆっくり３回呼吸しましょう！

●肩凝りの改善

ココに ●股関節のストレッチ
効く!

待望のマスカレードシリーズ４作目、今こそ、仮面を外す時…

マスカレード・ ゲーム

【日 時】
５月１４日
（土）
９：００〜１６：００
睦沢町立歴史民俗資料館
【場 所】
【参加費】
7００円
（要予約）
【お問い合わせ】
睦沢町立歴史民俗資料館
☎０４７５・４４・０２９０

ヨガで気分転換！
下半身のシェイプ
アップに最適
反対側も同様に行
います！

Book
それでも人には再び立ち上がる力がある

もう一度、歩きだすために 大人の流儀１１（伊集院 静

地域再発見！ 睦沢町妙楽寺地区

歴史は、読むだけではなく実際に史跡などを歩いてみ

２０２２年 本屋大賞
受賞作

著）

第２７回 歩いて訪ねる文化財

●呼吸機能の活性化

（東野 圭吾 著）

解決の糸口すらつかめない３つの殺人事件。共通点はその殺害
方法と、被害者はみな過去に人を死なせた者であることだった。捜

外出時はマスクを着用し、
できるだけ
人ごみを避けるなど感染予防に努めましょう

査を進めると、その被害者たちを憎む遺族らが、ホテル・コルテシ
ア東京に宿泊することが判明。警部となった新田浩介は、複雑な思

マスカレード・ゲーム
東野 圭吾 著
【集英社】

いを抱えながら再び潜入捜査を開始する。待望のマスカレードシリ
ーズ４作目にして総決算、仮面をかぶった犯人を見逃すな！

スマートフォンをかざして
！
！
を 楽しもう
ハープライト

Nabana通信 に対応すARアプリ

掲載情報は、新型コロナウイルスの影響により
変更となる場合がございます予めご了承ください。

ハープライト

STEP-１

まずはアプリをダウンロード！

をダウンロードし、

お店の
サービス情報が
表示されます！
！

¥000 OFF
表示されたクーポンを

ボタンで撮影し

お会計時にご提示ください

動画

有効期限

0000年 00月 00日まで

ビュー
３６０°

画面を
タップすると
動画が
見られます

COUPON
画面下の

クーポン

動画

サンプル

アプリのカメラで読み込み

Harp liteを起動して、右記のQRコード
を読み取ります。画面 に出たメニューボタ
ンにタッチして｢ARカメラ｣を選びます。
マーカーにスマートフォンやタブレットを
かざすと、各コンテンツが楽しめます。

無料アプリ Harp liteを
ダウンロードしてください。
左記のQRコードを読み取
り進んでください。

マークのついた 広告にカメラをかざすと、色々な情報をお楽しみいただけます。

クーポン

STEP-2

アプリをダウンロード

３６０°
ビュー

エアタグ

画面の向きに
あわせて
360°
の様子が
見られます

メニューのエアタグを選び
「空中」にスマホをかざすと
登録されている
近隣の情報が
表示されます

株式会社豊文堂では、お客様のオリジナルARコンテンツの制作も承っております。お気軽にご相談ください。

季節
限定

薫風が心地よく渡る巡礼の霊場へお参りに

周辺の自然林は天然記念物
大悲山 笠森寺 坂東三十三観音霊場 第三十一番札所

長生郡長南町笠森302

TEL 0475-46-0536

http://kasamori-ji.or.jp
長南
交差点

千田
交差点

409

笠森霊園 セブン
イレブン
長南町役場方面

至茂原

至牛久

笠森観音

圏央道
茂原長南IC

圏央道 茂原長南ICより約7分

海老の旨味が濃厚！
赤海老とブロッコリー
クリームソースパスタ
手打ちのタリアテッレ
1,518円

いちごスイーツ＆ドリンク

いちごの
カスタード
タルト
528円
ストロベリー
ラテ
748円

いちごの
ショートケーキ
528円

ストロベリー
クリームソーダ
748円

テイクアウトも好評です！ ご予約いただけたら待たずにお持ち帰りいただけます!
千葉県飲食店
感染防止
基本対策確認店
です

ビストロ カルチェラタン https://www.quartierlatin.jp
ＴＥＬ０
４７５-２６-４５５５ 茂原市早野２９１１ 定休日／火曜日
営業時間／11：00〜15：00、17：00〜22：00
（ラストオーダー21：30）

HPはこちら

安くて旨いすし、
天ぷら、
一品料理が楽しめる店。
毎日仕入れるネタは鮮度バツグン。
ご宴会コースは、お1人様
3,300円から。入学・卒業祝いや歓送迎会等、個人でも団体でも
予算に合わせてご用意いたします。
お気軽にご相談ください！

※写真は、
ランチ
おまかせにぎり1,000円

至大網

お得なランチも人気！
ランチおまかせにぎり 800円〜

至ねずみ坂

至千葉

ガスト

至長南

茂原
高校

ボンメゾン
千葉銀行

至緑町

☎0475-25-1212

iモード携帯からスマホに変えたら高くなるのかな？
ドコモに乗り換えたら月額いくらになるのかな？

市役所

409

茂原市早野1227-11 営業時間11:00〜13:30 17:00〜22:00 お座敷あり 駐車場10台
電話予約可 ※予約すれば時間外でもOK

iモード携帯（FOMA契約）ご利用中の皆様だけに
茂原店・いすみ店・鴨川店で訪問サービスをスタート
茂原駅

かつ尾鮨

活 魚 料 理 うなぎ

ビッグボーイ

至千葉

ドコモショップスタッフが
ご自宅 に お伺いします！

ご利用料金のお見積りに伺います

バーミヤン
至大多喜

至夷隅

ドコモショップに長時間の滞在がご不安
ご予約がなかなか取れない
スマートフォンが気になるけど使い方が不安

70年の伝統の味、歴史ある昔からの味噌屋

機種変更でお悩みのお客様、ご相談にお答えします
ご自宅で機種変更が可能です
ピーナツみそ

あま酒

みそ漬

ご連絡いただいた方から順に無料でご自宅へ伺います

贈り物に好評です発送も承ります

800円

500円

加工代 1升（1.5kg）

※11月より受付

㈲藤平由治商店 ℡0475-46-1100

セブン 消防署
イレブン

長南町
役場

409

当店

至茂原 至東金

1kg

ご持参いただいたお米を
糀へ加工いたします！
！

至牛久

手作り 糀

圏央道
茂原長南 IC

長生郡長南町長南1369（圏央道 茂原長南IC近く） 至木更津
営業時間／8：30〜17：00 定休日／日曜日
駐車場ございます

※表示価格は税込です

お近くの店舗へお電話で
「訪問販売の件」
とお申し出いただくとスムーズです

ドコモショップ茂原店

ドコモショップいすみ店

ドコモショップ鴨川店

営業時間／AM10：00〜PM7：00
通話無料 0120-737-360
茂原市高師1727

営業時間／AM9：00〜PM6：00
通話無料 0120-839-360
いすみ市岬町江場土2227-1

営業時間／AM9：00〜PM6：00
通話無料 0120-439-360
鴨川市横渚1102-3

専用
電話

080-2041-4110

専用
電話

090-7313-0244

専用
電話

090-2334-6688

YOU & M E

終活相談・ご搬送・ご安置・家族葬・ご葬儀全般まで

総合サービス

家
24H

搬送

ご安置

族

の

家族葬

物

語

0120-022-690

〒297-0016 千葉県茂原市木崎1528-6 Tel.0475-36-7670 Fax.0475-36-7556
e-mail mgarage.chousei.base@gmail.com https://m-styleco.com/心美灯/

お祝い・仏事・イベント・アレンジ生花

寺院用品・お仏像・荘厳具・修復及び販売

車の販売・修理・内装張替・カスタム

会員制社交クラブ

〒297-0016
千葉県茂原市木崎1528-6

ギフト承ります
一 ギフト・カタログギフト 等 一

絆が深まるギフト選びを︒

ハリカ特約店

ホームページ制作＆保守管理・SEO 対策
サーバーホスティング・ネット広告・各種 SNS
AR アプリ制作・動画編集・電子パンフ制作
ドローン撮影お任せください。動画や印刷物で大活躍！
！

株式会社 豊文堂 〒297-0037 千葉県茂原市早野1143 TEL 0475-22-3345

私たちの暮らす
千葉県の食に触れましょう

https://m-styleco.com

TEL.0475-36-3955 FAX.0475-36-3963

WEB サイト制作から運営まで、WEB のことなら何でもお気軽にご相談ください
誰にとっても使いやすく、分かりやすい WEB サイトをご提供します！

https://www.webhobundo.com

お葬式・墓石・仏壇・仏事全般・ご相談窓口
ホームページは
コチラから

WEBサイトのプロデュースも豊文堂
ブランディング向上と売上アップにつながるHP構築

イベント全般

人生の節目の様々なお祝いに
・結婚祝い・引き物・出産祝い
・新築・引越祝い・入学・卒業祝い
・成人祝い・就職祝い・各種内祝い

企業・お店のお祝いに
・開業・開店祝い・移転・新築祝い
・周年祝い・就任・退職祝い

様々な贈り物・お返し物に
・お中元・お歳暮・記念品・企業景品

〒297-0037 千葉県茂原市早野1143

TEL

0475-22-3345

www.webhobundo.com
FAX 0475-22-3553

肉厚でフルーティな味わいが大評判

白子町は、房総屈指のたまねぎの産地として知られています。温暖な気候と海のミネラ
ルを含む土壌で育った
「白子たまねぎ」
は、肉厚でみずみずしく甘みが強いのが特徴で、生
で食べてもおいしいと大評判です。
とくに「新たまねぎ」として出回る４月下旬から５月にか
けて一番の食べ頃を迎えます。
また、たまねぎに含まれる硫化アリルは、血液サラサラ効果
以外にも高脂血症や糖尿病などの生活習慣病の予防に役立つと考えられています。

ワインやドレッシングの加工品も人気

白子たまねぎ

白子たまねぎは、糖度の高さを生かしてワインやドレッシングなどの加工品も人気があ
ります。
おすすめの
「たまねぎワイン」
は、生たまねぎのしぼり汁に赤ワイン用ぶどう果汁を
加えて醸造したもので、健康増進や美容効果にぴったりのお酒。
このほか「たまねぎポン
酢」
や「ナポリタンソース」などの商品も販売されています。
また白子たまねぎは、ふるさと
納税の返礼品に選ばれており、
ちょっと変わった房総のお土産としても喜ばれています。

主な産地 白子町とその周辺
食べごろ ４月下旬〜５月下旬
※写真はイメージです

