稀勢の里関横綱昇進記念セール実施店一覧
平成２９年２月１７日（金）午後５時現在の確認状況です。
詳細については各店舗にお問い合わせください。
セールは予定よりも早く終了することもございますのでご了承ください。
店舗名
横瀬商店
ミートデリカなかじま
ヤマイチ味噌

セール内容
赤字覚悟の大セール

期間

住所

期間未定※店舗まで確認
牛久市田宮町１０８２
して下さい。

燻しベーコン785円→550円（数量限定。無くなり次第
無くなり次第終了
終了）
稀勢の里オリジナルラベル味噌５００ｇを２６０円で販
売。 ヤマイチオリジナルプチギフトを特別価格にて 2/19まで
販売。

電話
０２９－８７２－００７５

牛久市中央５－１３－１１

０２９－８７２－０２９８

牛久市島田町２７１３

０２９－８７５－０００２

弥七

・特製横綱ちらし鮨（お椀茶碗蒸し付き）２，０００円
（税込）
2/15～2/19まで
・うれしくってカード５倍
・乾杯ドリンクサービス

牛久市神谷５－３５－１

０２９－８７１－８７００

モリ・アーネスト

婦人服２０～５０％ＯＦＦ、作業着一部２０％ＯＦＦ、
紳士服一部２０～３０％ＯＦＦ

3/31まで

牛久市岡見町８５

０２９－８７３－００８２

メガネの久地岡

【期間延長！！】眼鏡フレーム３０％off

2/18まで

牛久市田宮町１４４－５

０２９－８７２－０１６３

不二家牛久店

不二家ポイント２倍

大井屋

婦人服半額セール、粗品プレゼント

そば処ふしみ
芋千
そば茶屋 楽花亭

かつ丼・天丼・天ぷらそばに限り500円（税込）で提供
します！
優勝＆横綱昇進 大学芋おめでとうパック！
３５０円（税別）
稀勢の里関も食べた！新作メニュー「横綱天丼」を特
別価格で！

期間未定※店舗まで確認
牛久市中央３－２７－４
して下さい。
期間未定※店舗まで確認
牛久市田宮３２－２
して下さい。
2/18のみ

牛久市中央４－７－１

０２９－８７４－００１２
０２９－８７２－０２８８
０２９－８７３－１３６１

期間未定※店舗まで確認
牛久市中央５－１４－２５
して下さい。

０２９－８９６－８８８６

１/24～2/28

０２９－８７１－７００１

牛久市女化町４５１

(株)コルカリーノ（かりんとう本舗）

粗品プレゼント、300円の商品を200円で販売。

期間未定※店舗まで確認
牛久市女化町２４８－１
して下さい。

０２９－８７９－９９９６

南部珈琲

千円以上お買い上げで粗品プレゼント

2/6～2/20

０２９－８３０－８２３５

牛久市栄町1-21

期間未定※店舗まで確認
牛久市南１－１８－２２
プリンス インド レストラン マンゴーラッシーまたはブルーベリーラッシーをサービス
して下さい。
賃貸のお客様で、ご来店いただいたその日に物件を
一誠商事（株）
お申込みいただいた方にＱＵＯカード１万円分プレゼ 2/1～3/31
牛久市ひたち野東１－２５－１４
ント！
弊社ホームページの稀勢の里の祝画像を保存してく
（株）そめや
ださった方、生活支援部の作業代金を１，０００円引き 3/31まで
牛久市さくら台４－３５－１
します。！
４３型、４９型テレビ２万円引き！！
入江電機商会
2/3～2/18
牛久市牛久町１３２
他、小物商品を特別価格で提供いたします。
期間未定※店舗まで確認
長岡屋
全品１００円引き
牛久市中央５－７－４
して下さい。

０２９－８７１－８８８０
０２９－８７８－１１２０

０１２０－３３５－３６９
０２９－８７２－５１４１
０２９－８７４－８５３３

牛久すこやか食堂

定食をご注文の方は、稀勢の里似顔絵アイスクリー
ムを１５０円で提供！ （2/28まで延長しました）
2/28まで
（数量限定販売は2/18の 牛久市中央４－７－４
さらに！！！パレード当日の2/18のみ！！！
「プレミアム稀勢の里似顔絵アイス」を３５０円で数量 み）
限定販売！！

０２９－８７１－６１７３

山水閣

お食事された方に、次回から使える５００円割引券割
引券を発行します。
2/28まで
１日１０食限定の「横綱重」を７，２００円（第７２代価
格）で提供！

０２９７－６６－２３５０

アンジュウエディング

入会金サービス（32,400円）

㈱エステートリンク

門井商会

龍ヶ崎市庄兵衛新田２８２－４０

期間未定※店舗まで確認
牛久市中央４－１９－１４
して下さい。

当社物件ご購入された方に！
ＴＤＬペアチケット＋５０インチＴＶ＋ＬＥＤシーリング証 2/28まで
牛久市栄町６－３５－５
明＋電動アシスト自転車を全てプレゼント
当社指定の介護ベット販売
フランスベット製 定価の４０％off
1/25～2/28までにご注文
牛久市南１－４－８
パラマウントベット製 定価の４０%ｏｆｆ
分まで
シーホネンス製 定価の４０％ｏｆｆ

０２９－８９９－８７９７
０２９－８２８－５８１１

０２９－８７２－７８７９

すし処きむら

祝横綱特別メニュー『横綱ちらし』を2,000円で！！

2/28まで

牛久市南４－４８－１２

０２９－８７１－５５９５

平岡サイクル文具店

うれしくってカード５倍！ ２００円以上お買い上げで
粗品進呈

～2/15

牛久市小坂町１９５９－６１

０２９－８７２－７６９６

店舗名

セール内容

期間

テラダ薬品

店内全品１０％引き【除外品あり】又はポイント5倍
６，０００円以上お買い上げでお楽しみ袋抽選会

りんりんらーめん

稀勢の里関も食べた！『好評により期間延長しまし
た！』塩バターラーメン＋ジャンボ餃子＋メンマ(小)の 2/18まで
セットを特別価格 ９００円で！

ニューファッションスズキ
ハーブ＆アロマハウス
ＣＡＴ ＭＩＮＴ
トヨタカローラ
南茨城牛久店
栗原酒店
パンの店 ひつじ雲
ミシェル薬局

2/28まで

口ゴムゆったり婦人靴下 税込84円（ハッケヨイ）
無くなり次第終了
婦人カットソー各種 税込1,500円（めざせ15戦全勝）
アロマトリートメント：６０分（５，３５０円）
リフレクソロジー：４０分（３，６００円）
2/1～3/31
カッサフェイシャル：３０分（３，０００）を、各３０％引き
で施術させていただきます。
ボディコート半額

2/19まで受付分

赤霧島３，０００円以上、萩原酒造の商品３，０００円
以上お買い上げの方に高級潮来しょうゆ１ℓパック１ 2/28まで
本贈呈します。
ひつじ雲カレーパン（通常）１６０円→１３０円で提供し
2/7～2/9及び2/18
ます。！
リポビタンＤ １本１００円（税込１０８円）
スーパーガードマスク各種６０枚入３６９円
2/28まで
（税込３９８円）

住所

電話

牛久市牛久町３２９２

０２９－８７２－６７０１

牛久市神谷２－５０－１９

０２９－８７４－９３３６

牛久市牛久町２８０ エスカード牛久2F

０２９－８７２－００５３

牛久市栄町１－４７－９

０２９－８７４－９７９０

牛久市柏田町３０２２－２

０２９－８７３－９５１１

牛久市さくら台１－２－３

０２９－８７３－７０６２

牛久市牛久町１２２６－１

０２９－８７９－５０７６

牛久市牛久町２８０
エスカード１階

０２９－８７１－１５０１

そば福久屋

あんみつ半額 ４５０円→２２５円

2/27まで

牛久市田宮町２１０－８

０２９－８７１－７７７２

パソコン教室
パソカレッジ牛久教室

入会金５，０００円を半額の２，５００円に！

2/6～2/28

牛久市刈谷町４－１９５－３

０２９－８８６－５７８６

パンの店 パヌトン

クッキー（限定５０個）・しみチョコ（限定５０個）を９８円
（税別）、シフォンケーキ（限定３０個）を１００円（税別） 2/15～2/19
で提供します！

牛久市中央２－２６－１１

０２９－８７２－９９０８

牛久愛和病院Ａ館７階
健康増進施設
スポーツリラックス

１週間トライアルコース（お試しコース）７２０円

牛久市猪子町８９６

０２９－８７４－８７９１

（有）鈴木工務店

特製！相撲番付用の額を受注生産いたします。！詳 期間未定※店舗まで確認
牛久市牛久町５０－８
細はお電話ください。
して下さい。

０２９－８７２－６８８０

さつま家

お会計：１，０００円以上で１０％引き！２，０００円以
上で２０％引き！！

2/4～2/17

牛久市中央５－２７－５

０２９－８７３－９４８９

ＦＭ８５．４
うしくうれしく放送

あなたの声届けませんか？稀勢の里関に応援メッ
セージを！ワンコイン（５００円）でラジオで応援しよ
う！あなたの声をそのままラジオで紹介します。

2/1～

牛久市保健センター２階

０２９－８７５－８５４１

牛久市神谷６－５０－２３

０２９－８７４－９９８６

牛久市南２－７－１４

０１２０－１５９－０２６

牛久市田宮２－５５－１１

０２９－８７１－７０７０

2/1～2/28

帯津三敬病院養成塾
みんなで細胞呼吸法で病気予防と改善に！
ミトコンドリア細胞呼吸学
H30．2/1まで
入会金サービス（10,000円）します！
園
ハウスクリーニング商品から1,000円引き
ご利用いただいたお客様に当店オリジナル大人気商
おそうじ本舗 牛久南店
2/1～2/28
品、除菌・防臭に効く「除菌ちゃんゲル（1,800円相当）
をもれなくプレゼント！」
(株)金太楼鮨本店牛久店

特上にぎり3,240円を20％OFF→2,592円にて提供し
ます！

(株)チャンス

入会金無料（チャンスカルチャーセンター・チャンスイ
2/28まで
ングリッシュスクール）無料マッサージ体験会開催！

牛久市中央４－１０－１２

０２９－８７４－６４２２

青柳花うさぎ

お赤飯(新潟県産こがね餅米100％)大500円→250
円、小375円→185円(税抜き)半額セール！

牛久市中央３－１６－１

０２９－８７１－７５２９

(有)とむとむ
ひたち野うしく店

特売セール！珈琲豆販売（エメラルドマウンテン、エメ 2/18まで
ラルドマウンテンブレンド等）
無くなり次第終了

牛久市ひたち野東４－２－１

０２９－８３０－８０５８

しゃぶ辰

秀麗豚バラしゃぶしゃぶ、又はすき焼きコース2,200円
２月末まで
→1,800円に割引！(1グループ2コースまで)

牛久市栄町５－５－１

０２９－８７４－９７４６

Be+（ビープラス）
旧スリムサロンボヌール

子供脱毛全メニュー50％割引

2/6～3/6まで

つくば市高野台２－４－３

０２９－８７５－５２２８

バンブーやなぎた

横綱昇進特別企画セール！冬物全品50％OFＦ（一
部除外品あり）
5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円均一
セール開催

2/16～2/21まで

牛久市南２－７－１８

０２９－８７３－３３４４

赤ひげ商事（株）

婚活「赤ひげ倶楽部」先着10名様入会金無料

2/6～3/31まで

牛久市上柏田４－４６－１３

０２９－８８６－９１３３

2/18～2/28

2/9・2/18
売切れ次第終了

店舗名

セール内容

期間

a secret society 01
（スノーボードショップ）

スポーツ用品、アパレル用品含め店内商品
20％ＯＦＦ～！！最大70％ＯＦＦ！！

池田商店

稀勢の里カップラーメン！
サッポロ一番 田子ノ浦部屋監修しょう油ちゃんこ
ラーメン
2/18のみ
１個90円（税込）で！お一人様６個まで！！（限定100
個）

2/4～2/19まで

マドレーヌ３種類（バニラ・チョコ・にんじん）セットを３８
８円（税込）でご提供します！（通常：４５４円）
2/18・2/19の2日間
一家族様２セット迄・一日６０セット限定
コスモスハーモニーポイントカード（登録無料でその
コスモスハーモニー牛久 場で発行）でのお買い物、全品５％引き（特売品除く） 2/1～2/28まで
になります！
パティスリーひらさわ

住所

電話

牛久市牛久町８３４－２

０２９－８３０－８１２４

牛久市田宮町２５０

０２９－８７２－０９５４

牛久市南１－４４－１５

０２９－８７４－７４４５

牛久市南１－１－１６

０２９－８７３－６１６９

アーム療整院

新規の方限定 初回のみ２，０００円引き（他の割引と
2/1～2/28まで
の併用不可）

牛久市中央２－５－２６

０２９－８７４－０２５１

パン工房ペシュ

「稀勢の里関 横綱昇進おめでとうフェア」
ポイントがたまると【祝メロンパン】プレゼント！（５００ 2/1～2/28
円で１ポイント・５ポイントでプレゼント）

牛久市ひたち野東５－８－４

０２９－８８６－３６０８

番場畳店

一般個人住宅 １０％引き

牛久市上柏田２－１６－５

０２９－８７３－５９５１

鮨・割烹 清瀧

ケーキバイキングサービス及びとん汁サービス！（無 2/7～2/24の平日限定
くなり次第終了）
（月曜定休）

牛久市中央５－３－４

０２９－８７８－２７１１

うま味処 新月

飲物全品半額！（ソフトドリンク・ビール・焼酎・樽ハ
イ・ウイスキー）

2/8～2/20まで

牛久市田宮町６３８－１

０２９－８７３－１８１４

串焼ダイニング 郷家

「稀勢の里関 初優勝おめでとう！記念キャンペー
ン」
期間中、生ビール何杯飲んでも３９０円（サン
キュー）！！

2/9～2/20
（※金・土除く）

牛久市中央５－２－９

０２９－８７１－５８３９

エネスタ牛久・竜ケ崎
（株）常総エナジー

「稀勢の里関 優勝記念特別価格！」
プラズマクラスター搭載ガスファンヒーター（木造１１
畳・鉄筋１５畳）５５％ＯＦＦ：３４，８００円（税込）

2/18・2/19の2日間
各店２日間で１０台限定

牛久市下根町７８０－３

０１２０－０２６－０８４

道とん堀 牛久店

稀勢の里関から「美味しい！」の声をいただいた、★
期間未定※店舗まで確認
裏メニュー「横綱ハラミ」１２０ｇを９８０円で格安提
牛久市神谷１－４１－６
して下さい。
供！

０２９－８７３－１１８４

ドッグサロン
エンジェルテイル

仔犬（３頭限定）を７２，０００円の生体価格にて販売
中！

売り切れ次第終了

牛久市南６－４－１８

０２９－８２８－６１１８

魚・創作和食がんてつ

プレミアム焼酎 赤霧島一杯サービス！

2/9～2/18まで

牛久市南３－１－８

０２９－８７１－４６５２

牛久市ひたち野東１－３３－５

０２９－８７８－２００５

牛久市中央３－１６－１

０２９－８７４－３４９５

牛久市牛久町８８５－４

０２９－８７４－３５３８

3/31まで

祝！横綱昇進 特別割引プラン（朝食ビュッフェサー
ビス）
(株)日立ライフ
スマートシングル（通常７，２００円）→５，５００円
ホテルライフツリーひたち スタンダードシングル（通常７，８００円）→６，０００円 2/17～2/20
野うしく
でご用意！
詳細は【http://www.lifehotels.jp/ushiku/】にてご覧下
さい。
ジュエリーオム

シークレットセール！ご来店でお買い上げのお客様
に」特別割引！！

旬彩や

ご利用金額半額キャッシュバック！！
※キャッシュバックは次回から使える当店の商品券で 2/14～2/19まで
す。

理容小やなぎ

東京神田生まれのフレッシュシャンプー2,000円を５
０％OFF刃物類の研磨を定価の５０％引きで！

期間未定※店舗まで確認
牛久市牛久町２４４－１３
して下さい。

０２９－８７４－０８７７

そば花田庵

全品１００円引き！

2/16～2/20まで

牛久市神谷１－４４－１

０２９－８７４－０１３９

2/18・2/19の２日間

牛久市猪子町９９５－１５３

０２９－８７２－９１５１

茨城トヨタ自動車 牛久店 初優勝＆横綱昇進おめでとうフェア開催！！

2/28まで

