
店舗名 住所

HPアドレス 電話番号

海釣り体験＠レンタル釣竿
【まるへい遊び隊】 館山市沼985-10

http://www.bura-bo.com/2m3g02/ 0470-22-2803

海辺の小さなプリン屋さん
【ＭＡＲＵＨＥＩ】 館山市沼985-10

http://www.bura-bo.com/2m4b03/ 0470-22-2803

おやつマルシェ＆Zakka Owl 館山市安布里223

https://www.oyatsumarche.com/ 0470-23-0052

カフェ彩花 館山市上真倉2403-1

https://peraichi.com/landing_pages/
view/cafe-saica/ 0470-49-4610

珈琲館サルビア 館山市北条2576

http://www.salvia-coffee.com 0470-23-2341

おいしいお米と玄米の店
　小倉商店 館山市北条1134
http://www.awa.or.jp/home/ogu-
kome/ 0470-22-0365

沖ノ島ダイビングサービス
マリンスノー

館山市沼985-5

http://www.marine-snow.jp/ 0470-29-5182

館山パイオニアファーム 館山市正木441

http://www.pioneer-farm.jp/ 0470-29-7209

TRAYCLE Market&Coffee 館山市館山95-70

http://trayclemarket.com/ 0470-49-4688

菓子匠 やまもと 館山市北条1821-15

https://www.facebook.com/kashisyo
yamamoto/

0470-22-0835

2022年 沖ノ島環境保全協力金　協力事業者

№ 業種 特典内容 条件 特典期間

2 飲食
（洋菓子）

税込2,000円以上ご購入で、ＭＡＲＵＨ
ＥＩオリジナル＠海のお守り「タカラ貝ストラッ
プ」プレゼント

当店商品を税込2,000円以上ご購入
の上、協力証を会計時に提示（協力
証１枚につき１回限り有効）

2022年9月1日迄 info@maruhei.jp

e-mail

1 サービス
（体験）

釣竿3本以上のレンタルで、釣りエサ20％増
量サービス
※別売の釣りエサを増量します（一部対象
外のエサ有）

当店の釣竿3本以上をレンタル（利用
コースは問わず）の上、協力証を会計
時に提示（協力証１枚につき１回限り
有効）

2022年9月1日迄 info@maruhei.jp

4 飲食・体験

押花アート体験 コースター作りなど1枚100
円を1人一枚無料（14:00以降に限る）
またはフルーツジュース一杯300円を50円引
き

１枚に付き１回限り４名様まで 2022年12月末まで saica@yc4.so-net.ne.jp

3 菓子製造販
売・雑貨販売

「館山産いちご１００％果肉たっぷりかき氷」
をご注文いただくと、人気のおやつマルシェ特
製ワッフル（220円～250円）をおひとつ進
呈します。

協力証を会計時に提示
協力証１枚につき１回のみ有効

2022年８月末まで（また
は、かき氷のシロップが完売す
るまで）

shop@oyatsumarche.com

6 米穀販売業 お米５ｋ以上お買い上げの場合、消費税
サービス

協力証を会計時に提示
毎回有効 特になし ogukome1@gmail.com

5 飲食
コーヒーと本日のケーキをご注文いただいたお
客様にいつでもカフェ1パックプレゼントいたしま
す。

協力証をご注文時にご提出いただきま
す。

1枚につき１回（領収書の日
付より１年有効）

salvia@salvia-coffee.com

8 農業
いちじく狩りのお客様にいちじく１個
プレゼント

平日限定
協力証1枚につき1回のみ有効

2022/9/1（木）～
 2022/11/1（火）まで

saitaku.711@gmail.com

7
ダイビング
ショップ

利用料金額に応じた料金割引
 10,000～15,000円…100円引き
 15,001～25,000円…200円引き
 25,001～35,000円…300円引き
 35,001～45,000円…400円引き
 45,001～55,000円…500円引き
 ダイビングライセンス取得…1,000円
引き

協力証を会計時に提示
協力証1枚につき1回のみ有効

2022年８月末まで info@marine-snow.jp

9
飲食
雑貨

ドリンク＆マフィンの1セットを10%オ
フ（1日当たりお一人様がご利用できる
のは1枚のみ）

協力証を会計時に提示
協力証1枚につき1回のみ有効

特になし info@trayclemarket.com

10
和菓子
製造
販売

かき氷50円引き
協力証を会計時に提示。
１枚につき5人まで。
1回限り。

かき氷提供期間中のみ
（9月上旬頃）



NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 館山市沼979

http://umikan.jp/ 0470-24-7088

海鮮料理 はなの舞 館山店 館山市北条2557-39

http://www.t-mic.co.jp/ 0470-20-2121

海のマルシェ たてやま 館山市館山1564-1

https://www.nagisaplace-
tateyama.com

0470-28-4926

CAFE TSUMUGI 館山市館山1560-16

0470-24-0268

MANDI 館山市北条1808

プチアンジュ 館山市館山1212-1

https://www.facebook.com/petitange12121

鰻 和処 いづ喜 館山市館山805-1

https://www.unagiyaizuki.com/

モンレーヴ館山 館山市北条2570-12

肉バル Rosso 館山市北条2576-12

https://www.facebook.com/nikurosso/

TATEYAMAイタリア食堂 館山市北条2903 マラガモール201

http://www.itasyoku.com

エッセンシャル 館山市正木622

https://www.facebook.com/essential.jp

BNバニナチュラルズ 館山市大神宮604-2

中華料理 勘六 館山市北条2155-1

http://www.boso.net/kanroku/

黒潮拉麺 館山市山本1144

https://twitter.co./quroshio_ramen

2022年12月末まで

2022年10月末まで

2022年12月末まで

領収書の発行日より２ヶ
月有効

2022年12月末まで

itasyoku@woody.ocn.ne.jp

matsu.614@gmail.com

shop@oyatsumarche.com

kanroku.310.fumisato@docomo.ne.jp

quroshioramen@gmail.com

協力証提示
１枚に付き１回限り有効

協力証提示
１枚に付き１回限り有効

協力証提示
１枚に付き１回限り有効
※予約必須
協力証を注文時に提示
１枚に付き１回限り有効
３人まで
協力証を注文時に提示
１枚に付き１回限り有効
４人まで

飲食

飲食

飲食

飲食

飲食

20

21

22

23

24

合計金額より100円引き

お料理ご注文のお客様ドリンクSサービ
ス

全種類おかわり自由（390円）を無料
（１グループ全員）

胡麻団子１個食後に提供

お好きな100円トッピング1品無料

11
NPO法人
自然体験

体験プログラム 500円割引

・協力証1枚に付き500円引き。
・参加費１人1,500円以上の活動に
限ります。
・協力証1枚に付き1回限り。

2023年6月末まで info@umikan.jp

13 物販
テイクアウトコーナー商品すべて対象
30円引き

1枚につき1回限り 2022年８月末まで order3@rokuya-resort.com

12 飲食 会計より500円 OFF
協力証を会計時に提示
協力証1枚につき1回のみ有効

2022年9月末まで info@t-mic.co.jp

15 飲食 スティックマフィン１本無料
協力証提示
１枚に付き１回限り有効

2022年12月末まで mandi@awa.or.jp

14 飲食 ランチセット50円引き
協力証提示
１枚に付き１回限り有効

特になし cafe.tsumugi@gmail.com

17 飲食 サービススイーツ提供
協力証提示
飲食された方が対象。
１枚に付き１回限り有効

2022年8月末まで wadokoro_izuki@yahoo.co.jp

16 菓子製造・飲食 焼菓子１つプレゼント １枚につき５人まで有効 特になし tumuwan1221@gmail.com

19 飲食 会計より500円 OFF
協力証提示
１枚につき６人まで有効
１枚に付き１回限り有効

2022年9月末まで info@t-mic.co.jp

18 飲食
ランチセットをオーダーの方限定でお
まかせミニデザートをサービス

協力証提示
１枚につき６人まで有効
１枚に付き１回限り有効

2022年８月末まで tateyamabanzai@reve.chiba.jp


