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■いいね稲毛！サポーター店（2019年3月現在）　［食べる・飲む］ Lounge Aka-Tombo／Jazz Spot CANDY／焼酎ダイニング なべ忠／Bar ムーンティアーズ／
izakaya銘酒の里／鶏料理専門店 鶏三／炭火やきとり 鳥繁／カレーレストラン シバ／串焼屋 鉄／ミュージックバー フルハウス／炭火串焼・野菜豚バラ巻 い志い 熟成鶏
十八番／パスタハウス プリモ／Bar ペーパームーン／中華食堂 華葉軒（千葉市地方卸売市場内）／自家製太打麺 勢拉 稲毛店／ライブハウス 稲毛K'sDream／
カフェ福堂／メンフィス／Eureka Coffee Roasters／旨処こうのとり／居酒屋忠助　［買う］ リカープラザ大越酒店／ブルーレース.ジュエリー工房／鮎澤
［美容・健康・癒し］ 美容室 ロマンティックローズボンボン／美容室 Apa kabar／理容室アドバンスドヘアー／なみき歯科医院／耳つぼダイエットリフレッシュ
稲毛駅前店／たいじ整体／ネイルサロンBurny／Fitness labo REBORN／ビック薬局／もみの匠／あいペットクリニック稲毛獣医科　［学ぶ］ 空手道 武現塾／
レセ・フェールバレエ 稲毛教室／キックボクシングジム マスターズピット／スタジオ アドバンス／ヨガ＆加圧スタジオ くるくる　［ビジネス］ 海浜不動産株式会社 
稲毛本店／メッセ・セキュリティ株式会社／税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所／司法書士 やまゆり総合法務事務所／アーティフェイス／at design　
［その他］ 須藤材木店／読売新聞 稲毛／読売新聞 稲毛東部／デイサービス ちゃお

いなげマルシェvol.1 

https://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 

「つながる、広がる、稲毛の輪」メッセージリンク

我がスタジオ「くるくる」から徒歩2分！ 稲毛駅
西口からも徒歩2分！にある「焼酎ダイニング
なべ忠」は、焼酎の品揃えはもちろん、新鮮な
お刺身からちょっと凝った創作料理まで食べ
られちゃう素敵なお店です。
まあるい看板の下の階段を上がって、正面の
ドアを開けると……何だか真っ赤な異空間。
そんな妖しい雰囲気とは裏腹に、出迎えてく
れるのは、天使のような笑顔の店主・しげるさ
ん！その笑顔を見ると何だか「帰ってきたー！」

いいね稲毛！ サポーター店店主がリレー形式で関係の深い店主を紹介するコーナーです。

一人でもフラッと立ち
寄れる素敵なお店です。
中央・後）なべ忠・しげる
店長
中央）くるくる 小倉尚子

ヨガ&加圧スタジオ くるくる ▼焼酎ダイニング なべ忠

と思わせてくれるようなほっとする瞬間です。
私がおつまみでよく食べるのは、千葉県産の
「ゆで落花生」。〆のパスタもとても美味しく
て、思わず手が伸びてしまいます。毎月17日の
「いいね！稲毛の日」はなんと500円ランチも
開催！とっても安くてお得ですよ！

焼酎ダイニング なべ忠
稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛ビル2Ｆ
☎043-244-8676
【営業時間】18:00～03:00／日曜・祝日休 昨年大盛況だった“いなげマルシェ”。今年もパワーアップして開催いたします！

美味しいモノあり、体験ブースあり、プロレス・キックボクシングあり、ダンスあり！ その他、楽しいイベントがいっぱいです。

2019年6月30日（日） 開催!

会　場／稲毛ヤングボウル ※１レーン４名／２ゲーム制
参加費／2,000円 （ゲーム代､貸靴代､他）

CUP 第2回

稲毛の街をウォーキングしながらお掃除したあとは、スポーツで元気に汗を流しましょう！

11:00～12:00 ウォーキング＆クリーン稲毛お掃除【参加無料】
 ＊JR稲毛駅西口ロータリー、大越酒店前に集合してください。

13:00～15:00 ボウリング大会

当日お掃除参加の方は
ハンデ+10

ジュニア＆レディース＆
60歳以上のシニア　ハンデ+20

1フロア14レーン貸切
56名様大募集！

参加者全員にいいね稲毛!サポーター店で使える

500円ギフト券プレゼント！

準優勝
いいね稲毛!ギフト券 5,000円

3位
いいね稲毛!ギフト券 3,000円

ほか、各入賞者には
いいね稲毛!サポーター店より
多数賞品をご用意しています！
☆7位・17位・27位・37位
☆ストライク賞
☆チームレーン賞
☆ジュニア賞　☆シニア賞
☆ブービー賞
☆ブービーメーカー賞ほか

■お申込み
・いいね稲毛！ホームページ https://1117inage.net/
  または右下のバーコードでお申し込み
・事務局（リカープラザ大越酒店）にてお名前・年齢・
 平均スコアを申請してお申し込み

■お問合せ
いいね稲毛!ボウリング大会運営チーム
Memphis岩渕／Aka-Tombo大越

お掃除大作戦＆大ボウリング大会

現金1万円プレゼント！優勝者

16:00～17:30

いいね稲毛!ビアパーティ
@APORO
会費：3000円(ビール&おつまみ付き)

いいね稲毛!
サポーター店で
使えます

みんなの手形で素敵な
マルシェフラッグを作りました

4月29日（月・祝）10:00-16:00 開催！
※小雨決行、荒天中止

場所／仲よし公園　稲毛区小仲台５-１（稲毛図書館となり） 

第2回 いなげマルシェ

【主 催】  稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛！」 
【お問い合わせ】  いなげマルシェ実行委員会
                             ０９０－７１８６－０４７５ （榊原）

小中台
小学校

駐車場のご用意はありません
近隣の有料駐車場をご利用ください

JR稲毛駅より徒歩7分
JR稲毛駅
東口

●ミライザカ

●セブンイレブン

●

千葉市稲毛図書館

仲よし公園

https://1117inage.net/marche2019/



DANCE ASOBU CREW

12:00～12:30
大和ヒロシ

10:45～11:00
Studio Junny
ベリーダンスショー

15:00～15:15
ダイヤモンド
ベリーダンスカンパニー
ベリーダンスショー

つくね串＆なべタンZ
焼酎ダイニング なべ忠
牛タン入りつくね串 ¥200
なべタンZ ¥300

食べる

mamippeミニパフェ丼
ときめき料理 mamippe
mamippeミニパフェ丼 ￥500

食べる

自家製ハム・ソーセージ
俊五郎

フランクフルト・ソーセージ ￥400

食べる

ホットサンドと手作りのスイートポテト
チーサ

ホットサンチーサ ¥600
皮つきスイートポテト ¥380

食べる

モヒート＆イタリアン串
Bar Moon tears
イタリアン串 ￥300

食べる

パスタ＆ビール
カレーレストラン シバ

パスタ ￥500
tea ￥100　beer ￥500

食べる

チキン＆ビール
memphis

ワッフルチキン ￥500
コロナビール ￥600  クラフトビール ￥800

食べる

なのはな生協商品選りすぐり
なのはな生協

丸大豆醤油、めんつゆ、調味料等、
こだわり商品の試飲・試食

買う

子供向け雑貨
稲毛フリマ部

ミニサイズのハーモニカ ￥200～

買う

クラフトビール・日本酒
リカープラザ大越酒店
クラフトビール ￥300～400

純米稲毛「マルシェ限定」 720ml ￥1500

食べる買う

ドリップコーヒー
カフェ福堂

ドリップコーヒー ￥300
オレンジジュース ￥200

食べる

アクセサリー・小物
s.e.a.

アクセサリー ￥500～
ぬいぐるみ衣装 ￥2,000～

買う

マクラメ&お子様向けエコゲーム
ヨガ＆加圧スタジオくるくる

アクセサリー ￥500～
エコゲーム ￥200

買う

多肉植物
PRIMO

 多肉植物の寄せ植え
￥200～￥500

買う

親子撮影会
ナチュール

プロのフォトグラファーによる撮影会
2枚 ￥1,000　＊データは後日渡し

体験
相談

デイサービス
ちゃお
介護の相談、

なんでも受け付けます！

体験
相談

バランスチェック
たいじ整体

カウンセリングと立位でのバランス
チェックを行います。1回 ￥500

体験
相談

水素を体験
ペット健康ケア研究会ジャパン
お風呂で水素を生成する「リタライフ」
足湯or手湯が体験できます。

体験
相談

ワークショップ
ブルーレース ジュエリー
がま口ネックレスを作ろう！
革 ￥2,000   布 ￥1,000

体験
相談

プロレス
大和ヒロシ

君津市が産んだスーパーヒーロー！
スペシャルエキシビションマッチ開催

パフォー
マンス

ダンスパフォーマンス
DANCE ASOBU CREW
ダンスであそぶ アートする!

 「青空ダンスレッスン」誰でも参加可能！

パフォー
マンス

キックボクシング
マスターズピット

迫力満点のキックボクシング
パフォーマンスをお楽しみください！

パフォー
マンス

ベリーダンス
ダイヤモンドベリーダンスカンパニー
美しさと力強さを兼ね備えたベリー
ダンスショーをお届けします。

パフォー
マンス

ベリーダンス
Studio Junny

セクシーな衣装とダンスで
みなさまを魅了します。

パフォー
マンス

お惣菜
旨所 こうのとり

野菜と鳥の冷製トマト煮 ￥400

食べる

唐揚げ
い志い熟成鶏十八番

鶏の唐揚げ ￥500

食べる

4月29日（月・祝）10:00-16:00 開催！ ※小雨決行、荒天中止
場所／仲よし公園　稲毛区小仲台５-１（稲毛図書館となり） 

＊内容は変更になる場合がございます
　あらかじめご了承ください

10:00　　　　　　 11:00　　　　　　 12:00　　　　　　 13:00　　　　　　 14:00　　　　　　 15:00　　　　　　 16:00

11:00～12:00
マスターズピット
ミット打ち＆
飛び入りミット参加者募集！

13:00～15:00
マスターズピット キックボクシング

第2回 いなげマルシェ 出店者ご紹介第2回 いなげマルシェ 出店者ご紹介 リング
スケジュールは
こちら

新
規

サ
ポ
ー
タ
ー
店

ご
紹
介

千葉海苔を始め千葉の名産品を多数扱っております。
海苔は専門店ならではの品揃えで、のり弁用・おにぎり用・太巻き寿司用・手巻用
など幅広い用途の海苔がございます。また千葉海苔は、全国でも人気があり高級品
ですが、製造直売によりお求めやすい価格で美味しい海苔を販売しております。
その他、千葉県産落花生はもちろん千葉の隠れた名産品やお客様のリクエスト
で各地の人気商品などもございます。見るだけでも楽しい商品が沢山ありま
すので是非ご来店お待ちしております。　　　　　　　　

【営】月～土曜 9:00～19：00 【休】月曜（祝日の場合は営業。9:00～17：00）　
☎043-251-5778 千葉市稲毛区園生町564-1

千葉海苔と千葉土産専門店 鮎澤

皆様のご来場を
お待ちして
おります！


