9 月号
2021

石 見 ケ ー ブ ルビ ジョンだ より

毎月1日発行

光回線切替え工事のご案内
返送をお忘れではないですか？

初秋のコミチャン♪ 見どころ紹介
江津市長旗親善野球大会【決勝戦】
Gイザナミベースボールクラブ VS GODフェニックス

（8/8江津市民球場にて収録）

放送日

すべてのご契約者様が対象です

施 設の改修、サービスの向上のため、放 送ご 利用者 様・
通信ご利用者様などすべてのご契約者様を対象に、切替
工事の同意を確認するものです。工事に同意をされる方
はご利用内容に関わらず、返送をお願いします。

9月11日

筒が
封
の
黄色 し！
目じる ね
て
必ず見

17：00〜 ほか
江津市内の職域や愛好者らによる社会人チームが集う江津市長
旗親善野球大会【決勝戦】の模様を、余すところなくお伝えします。
どんなハッスルプレーが飛び出すか？
！熱戦の模様をご覧ください！

ウチでみんさい！
〜浜っ子エール花火〜
生中継 9月18日
20：00〜（予定）

石見

必ず開封してご確認ください

石見ケーブルビジョン株式会社
〒697‑0015 浜田市竹迫町2886 山陰中央新報西部本社ビル内

雲南市創作市民演劇「永井隆物語」
放送日 9月25日
17：00〜ほか

（4/25・26雲南夢ネットにて収録）

【視聴料金】 競秋馬は
に
値下げ
夢中！

1,100円

令和３年１２月１０日 までに
ご返送ください！
！
詳しくはホームページをご覧ください。
→

台風時期も安心。ぜひご登録ください！
定点カメラが増えました！
！
このほかにも国道9号線
（熱田町）
、周布川
（美川）
、江
の川
（渡津町）
、江の川
（桜江町川越）
が増えました。定

令和3年9月より、ご覧いただきやすくなりました！

2chセット
有料チャンネル

→

820ch
821ch

グリーンチャンネル
グリーンチャンネル2

22：00〜22：30

競馬場の達人
ＰＡＴ勝負編 SEAMO
22:00〜22：30

炎の十番勝負2021秋
〜予想編〜

松平地域防災拠点（川平町）

3日

防災チャンネル

2020オールカマー ⓒJRA

中央競馬全レース中継 9月26日

9:00〜17：00

秋華賞（阪神）

24日

菊花賞（阪神）

31日

天皇賞・秋（東京）

今週の中央競馬はＧⅡの重賞が2鞍。26日、中京からは菊花賞トライアルでもある「神戸新聞杯」2200m。近年の勝ち馬をみても、コントレイ
ル、サートゥルナーリア、ワグネリアン、レイデオロ、サトノダイヤモンド。さらにさかのぼってもオルフェーヴル、ゴールドシップなど名馬がず
らり。同日、中山では「オールカマー」。こちらは古馬の実力馬が集結。天皇賞・秋やジャパンカップなどにもつながっていくレースだけに注目！
お楽しみに！

詳しいチャンネル一覧はこちら ⇒

浜田市・江津市応援アプリ

いわみる

(111ch、112ch、121ch)

詳しくはこちらから▶▶▶

(画像は、121chでのデータ放送画面です。)
※111ch、112chでのデータ放送画面は表示が異なります。

121ch 防災チャンネルのご視聴は
が必要です。

データ放送に掲載の内容が
外出先でも確認できます！

「チャンネルの再設定」

ケーブルインターネットを
ご利用中のみなさん...

ダウンロードはこちらから▶▶▶

◆ 行政情報
◆ 当社からの
お知らせ
◆ お悔やみ情報
◆ 防災・防犯情報
◆ 交通情報

行政情報、防災・防犯情報、交通情
報、河川水位情報などがテレビ画
面から確認できます。

スプリンターズS（中山）

17日

す。ぜひ、
ご活用ください！

データ放送

121ch

9月20日
22：00〜23：00

2021年競馬G1 10月

2020神戸新聞杯 ⓒJRA

下府川（上府町）

気象情報、気象注警報、定点カメ
ラ映像など防災専門のチャンネル
です。

競馬場の達人
ＰＡＴ勝負編 阿久津主税 9月19日
9月5日

点カメラの映像は、下記のツールよりご覧いただけま

／月額

今回の達人は将棋棋
士の阿久津主税八
段 。同 期 に 競 馬 好 き
が 多いこともあり競
馬にハマった阿久 津
八段。予想はデータと
オッズのおいしいとこ
ろを狙うスタイル。

「写真提供：日本将棋連盟」

重要書類在中

様

石見ケーブルビジョンからの
重要なお知らせです

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、催しが中止・延期となる場合があります。
これにより、放送変更になる場合がありますので、ご了承ください。

改定後

太郎

こちらを
ご契約者様に
送付しています

（市内1ヵ所より中継）

改定前 1,320円／月額

料金後納
郵便

〒697-1234
浜田市竹迫町 1111

(道路情報、高速、JR)

◆ 河川、ダム水位
情報
◆ 土砂災害情報
◆ 気象情報
◆ 定点カメラ など
※iPhone・iPad/Android対応 ※ご利用は無料です。

お困りではないですか？
コースU
Pしたら
月々どれ
くらいに
なるのか
なぁ…

ると
動画をみ
なる…
動かなく

そんな時はお任せください！
！
石見ケーブルビジョンのWi-Fiは…

★容量制限を気にせず使える！
★コースUPも電話1本で簡単！
★サポートも充実！

も
検索して
る…
か
か
時間が

困った時はお気軽にお問合せください！
※価格はすべて税込です

〒697-0015
浜田市竹迫町2886番地 山陰中央新報西部本社ビル２F
TEL0855-23-4883 FAX0855-23-4853

事務所
受付時間

9：30〜17：30

事務所
お休み

日曜・祝日

24時間
365日

カスタマー
センター

0120-176-103

いわみる１

111ch
年長児のみなさんにきく！

おおきく
なったら

基本編成について
❶17：00台の番組を25：00台まで
毎時繰り返し放送（23：00台は除く）

なんになる？

❷翌日5：00から前日分の番組を
15：00台まで毎時繰り返し放送

石見幼稚園（浜田市黒川町）
長浜幼稚園（浜田市熱田町）
美川幼稚園（浜田市内田町）

テレビ体操でスッキリ一日スタートを！

16：00〜・23：00〜
「神楽ざんまいアワー」

お茶の間神楽タイムをお楽しみください♪

9月は「江津市渡津町をぶらり」後編

ざんまいのあと… 16
：50〜・23：50〜
「教えて！いわみる」〜石見ケーブルからのお知らせ〜

6日

5:00 スタジオ103ダイジェスト ※リピート
16:00 神楽ざんまいアワー

17:30
17:45
23:00

17:30〜

【再放送】
9日 5:00〜ほか

7

テーマ：10月17日は浜田市長
市議会議員選挙

17：25〜ほか

10日

17:25〜

【再放送】13日

17：25〜ほか

2

5:00 前日分スタジオ103＆情報ひろば／医・食・充【救命処置】 16:00
5:30 いわみのしゃべり場 ※5：00台リピート
17:00
10:00 江津市議会令和3年9月定例会
本会議初日（生中継）
17:25
16:00 神楽ざんまいアワー
17:30
17:00 〜守ろう命〜土砂災害に備えるために 17:45
17:30 ★とんと昔があったげな第16話「さるかに合戦」 23:00
17:45 わがと家の人々 8月
23:00 神楽ざんまいアワー

5:00 前日分スタジオ103＆情報ひろば／医・食・充
5:30 探偵社、ぶらり。／展示・公演のご案内【9月前半】

8

14

5:00 〜守ろう命〜土砂災害に備えるために
5:30 ★ぐるぐる中四国・関西◆姫路◆女子団

15

スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート 16:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー
京都よろづ観光帖＃13・＃14
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば 17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
神楽ざんまいアワー
スタジオ103／17:15 103情報ひろば 17:25 ★まちかどギャラリー
17:25 おおきくなったらなんになる？
「石見幼稚園」
★おおきくなったらなんになる？
17:30 ★浜っ子タイムズ 9月号
「石見幼稚園」
17:30 ★〜出雲の情報番組〜
17:45 ★神主と学ぶ 日本神話
17:30 ぐるぐる中四国・関西◆姫路
choice!
23:00 神楽ざんまいアワー
17:45 神楽人
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー
5:00
15:00
16:00
17:00
17:25

20

敬老の日

21

スタジオ103ダイジェスト ※リピート 16:00 神楽ざんまいアワー
神楽ざんまいアワー
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
★情報ネットしまね
17:25 まちかどギャラリー
★おおきくなったらなんになる？
「長浜幼稚園」
「美川幼稚園」
17:30 ★どこいく？れきはく！
17:30 ★えきぐる！〜木次線楽しみ方ガイド〜 17:45 ★お地蔵ものがたり
23:00 神楽ざんまいアワー
17:45 釣り天国！石見
23:00 神楽ざんまいアワー
5:00
16:00
17:00
17:25

5:00
15:00
16:00
17:00
17:25

神楽人

17:25〜

10日

17:00〜

24日

17:30〜

17：45〜ほか

担当課：浜田市選挙管理委員会

【再放送】15日

3

神楽ざんまいアワー

17日

14日 17:30〜

17:30〜

4

前日リピート
くるり。
【総集編】
5:00 探偵社、ぶらり、
※5：00台リピート
16:00 神楽ざんまいアワー
スタジオ103／17:15 103情報ひろば 17:00 浜田市議会令和3年9月定例会議 15:00 ★京都よろづ観光帖 ＃13・＃14
★サヒメルうぉっち〜THE昆虫展〜
個人一般質問1日目（中継録画）
16:00 神楽ざんまいアワー
（終了後はチャンネル700）
★水害から身を守るために2021（NHK番組）
17:00 浜田市議会令和3年9月定例会議
個人一般質問2日目（中継録画）
★展示・公演のご案内【9月前半】
（終了後はチャンネル700）
神楽ざんまいアワー
浜田市議会個人一般質問の再放送は112chで行います。番組表をご確認ください。

9

スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート
まーすぽ／荒磯館料理長の手軽に一品
神楽ざんまいアワー
スタジオ103／17:15 103情報ひろば
★おおきくなったらなんになる？
「くもぎ保育園」

17:30 ★しごんならん Ｓ
17:45 山下時子の石見行雲流水
23:00 神楽ざんまいアワー

28

10

17:45〜ほか

5

5:00 ★子育てTV ハピクラ ＃270
5:30 サヒメル／脳トレ③／週間タウン情報（再）※毎時リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト ※リピート
17:00 ★韓国ドラマ「インターンは元上司！？」第1話
18:15 ★ふるさと歴史発見
18:30 ★いい伊豆みつけた

※17：00〜の番組を19：00、21：00リピート

23:00 神楽ざんまいアワー

11

12

18

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:25
17:30
17:45
23:00

★歳時記
17:15 103情報ひろば
★県立中央病院えにし〜扉の向こうに〜 17:25 ★目の健康情報 あなたに代わって全て聞きます！
★展示・公演のご案内【9月後半】
「緑内障手術について」
神楽ざんまいアワー
17:30 ★荒磯館料理長の手軽に一品
23:00 神楽ざんまいアワー

秋分の日

神楽ざんまいアワー
★歴史探訪〜地域を想う地元旅〜
★ケーブルさんがやってみた（仮）
★出雲のほそ道
神楽ざんまいアワー

17:00

16:00 神楽ざんまいアワー
「持続可能な江津の未来はどうしたらできるんだろう？？」
17:00 講演会
19:00 ★まーすぽ〜山陰ケーブルビジョンスポーツ応援番組〜／19：30 ★あいラブせんりゅう
ウチでみんさい〜浜っ子エール花火〜（予定）
20:00 【生中継】
23:00 神楽ざんまいアワー

25

24

26

5:00 ★子育てTV ハピクラ ＃273
5:30 おおきく／脳トレ⑤／週間タウン情報（再）※毎時リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート

★山下時子の石見行雲流水

16:00 神楽ざんまいアワー
「永井隆物語」
（雲南夢ネット制作）
17:00 ★雲南市創作市民演劇

17:15 103情報ひろば
17:25 歳時記
17:30

5:00 ★子育てTV ハピクラ ＃272
5:30 おおきく／脳トレ④／週間タウン情報（再）※毎時リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト ※リピート

★釣り天国！石見

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00

19

※20：00リピート

〜いわみの情報モリっとお届け！〜

23:00 神楽ざんまいアワー

★Ｍｏｒ
ｉっと

23:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

17:25
17:30
17:45
23:00

★医・食・充【テーマ：新型コロナ】
ぐるぐる中四国・関西◆姫路
ぐるぐる中四国・関西◆女子団
神楽ざんまいアワー

17:25 おおきくなったらなんになる？

スタジオ103／17:15 103情報ひろば
「くもぎ保育園」

17:30 しごんならん Ｓ
17:45 ★わがと家の人々
23:00 神楽ざんまいアワー

17:00

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

（仮）
17:25 ケーブルさんがやってみた
17:30 情報ネットしまね
23:00 神楽ざんまいアワー

しごんならん’S

24日

認定こども園 日脚保育園(０・１・２歳児)

【再放送】27日 17:45〜

27日

【再放送】29日

1・8・15・22・29

2・9・16・23・30

17:00〜

（浜田市日脚町）

17:30〜

いわみる 2

112ch

「医・食・充」

テーマ：新型コロナ

スタジオ103

6:00

★1日 ディズニータイム

17:25〜

「医療」
や
「食」
に重きを置き、健康に毎日を過ごす
ことで心身の充実を図るワンポイントを紹介！

17:30〜

3・10・17・24

4・11・18・25

5:00

週間ダイジェスト8月分

6:00
7:00
8:00

たっぷり！神楽ざんまいアワー

10:00

9:00
10:00

11:00

11:00

ヒーリングタイム

★2日 癒しのアクアリウム1（月・木・日）／★3日 安来市伝統工芸の技#1〜3（火・金）／★1日 のんびり安来〜山城攻略編〜#3・4（水・土）

スタジオ103

14:00

ディズニータイム

15:00

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

★1日 けーぶるにっぽん彩・JAPAN

癒しのアクアリウム1

#19愛知・知多

第35回 弥栄ふるさとまつり

〜来年、笑顔で帰ってきんさい。まっとるけぇ〜

【三菱自動車水島FC戦】
（7/31収録）

ヒーリングタイム

23:00

14:00

全国林業後継者大会
しまね 2021

（2020年12月〜2021年7月放送分）
前半 多ch見どころ／後半 神保町昭和歌謡倶楽部

乙武洋匡氏記念講演会

第35回 弥栄ふるさとまつり

〜来年、笑顔で帰ってきんさい。まっとるけぇ〜

中国サッカーリーグ
中国サッカーリーグ
ベルガロッソ浜田ホームゲーム ベルガロッソ浜田ホームゲーム
【SRC広島戦】
（7/18収録）

体育からスポーツへ〜TOKYO2020に期待すること〜

【三菱自動車水島FC戦】
（7/31収録）

けーぶるにっぽん彩・JAPAN

17:00

探偵社、ぶらり、くるり。
【総集編】

18:00

#19愛知・知多

#20三重・伊勢

（2020年12月〜2021年7月放送分）
前半 多ch見どころ／後半 神保町昭和歌謡倶楽部

乙武洋匡氏記念講演会

テレビ版！
いわみ子供神楽フェスタ

22:00
23:00

たっぷり！神楽ざんまいアワー

視聴者写真館

スタジオ103
終了後に放送

0:00
1:00

テレビ版！いわみ子供神楽フェスタ

(第24回いわみ子供神楽フェスタ2021)

毎週日曜日 17：00〜

石見神楽の未来を担う子供たちのため
に行 われた無 観 客での 収 録 公 演と、練
習風景のレポートをお届けします。
「 たっ
ぷり！神楽ざんまいアワー」とあわせて、
石見神楽をお楽しみください。

全国林業後継者大会
しまね 2021
毎週月・木曜日 18:00〜

循環型林業の定着・拡大のための担い
手確保と育成をテーマに、林業後継者が
5 月 2 9 日 浜 田 市 石 央 文 化 ホ ール に 会
し、意見が交わされました。大会の模様
を中継録画でお届けします。

乙武洋匡氏記念講演会
毎週水・土曜日 20:30〜

７月４日に安来市総合文化ホールアルテ
ピアにて行われた、スポーツライターと
して活躍する乙武洋匡氏のリモート講演
会の模様をお届けします。

島根県議会生中継

本会議の模様を112chで生中継！

10：00〜終了まで

9日 ・16日 ・17日 ・21日 ・22日
24日 ・27日 ・28日 ・29日 ・10/8

浜田市議会令和3年
9月定例会議【再放送】

18日
19日

各日8：00〜

個人一般質問1日目・2日目
個人一般質問3日目・4日目

年会費無料!!

加盟店一覧 （9月１日現在）

投稿はこちら！

みっちさん

♯三隅のひまわりを観に行きました︒暑い
毎日ですが︑太 陽に向かって咲く元 気な
ひまわりに︑元気をもらいました︒

則策さん

♯ 石 見 海 浜 公 園で飛 行 機 雲 が見 えたので
撮影しました︒青い空に2本の白い飛行

機雲が長く伸び綺麗でした︒

●いわみ文化振興センター（浜田市下府町） ※物産・お土産コーナー 10%引き
●花Shopふくもと ★カード１枚でご家族様もOK
浜田店（浜田市朝日町）／江津店（江津市嘉久志町）／福屋店（浜田市田町）
※花束、アレンジメント、お祝い花、お供え花等 全メニュー 10%引き
※お誕生月のご来店でミニブーケプレゼント！（来店前にご連絡ください）

●美又温泉 金城観光ホテル（浜田市金城町） ※宿泊料1000円引き
●美又温泉 国民保養センター（浜田市金城町） ※平日宿泊料500円引き
●英国式リフレクソロジー 訪問リフレ（浜田市旭町）☆旭温泉あさひ荘の奥 ※全メニュー 10％引き
●松江ニューアーバンホテル ●松江アーバンホテル
※日帰り入浴

通常1000円⇒500円・宿泊につきドリンク券サービス

●今井美術館（江津市桜江町） ※入館料他100円引き
●スーパーダップス（浜田市田町） ※まる得特売日：金曜日／スタンプマリン3倍：水曜日
●クリーニング ホワイト急便

（キヌヤプリル店／ゆめタウン浜田店／さわやか店／ゆめタウン江津店／青山店） ※特定品50円引き
●湯屋温泉リフレパーク きんたの里（浜田市金城町）
※日帰り入浴100円引、レストランご利用時ソフトクリーム50円引き

特典内容はこちらをチェック！

▲

コーナー

20:00
21:00

体育からスポーツへ〜TOKYO2020に期待すること〜

1日〜15日 多チャンネルパック見どころ紹介／★16日〜31日 スペシャミュージックビデオセレクション
週間タウン情報プレイバック

1:00

19:00

（第24回いわみ子供神楽フェスタ2021）

癒しのアクアリウム1（月・木）／安来市伝統工芸の技#1〜3（火・金）／のんびり安来〜山城攻略編〜#3・4（水・土）

0:00

15:00
16:00

癒しのアクアリウム1

#20三重・伊勢

探偵社、ぶらり、くるり。
【総集編】

中国サッカーリーグ
中国サッカーリーグ
ベルガロッソ浜田ホームゲーム ベルガロッソ浜田ホームゲーム
【SRC広島戦】
（7/18収録）

週間ダイジェスト8月分

週間タウン情報プレイバック
ちょこっとリフレッシュタイム〜お家で軽運動編〜

ボディケアタイム

全国林業後継者大会
しまね 2021

13:00

〜ディズニー・チャンネル
「マーベル スパイダーマン」 ディズニージュニア
「トッツ とべ！あかちゃん おとどけたい」
〜

16:00
17:00

12:00

ボディケアタイム ★１日 おうちでフィットネス#4〜6
1日〜15日 多チャンネルパック見どころ紹介／16日〜31日 神保町昭和歌謡倶楽部
「シティ・ポップ特集」

13:00

22日

★マークは今月初放送

5・12・19・26

〜ディズニー・チャンネル
「マーベル スパイダーマン」 ディズニージュニア
「トッツ とべ！あかちゃん おとどけたい」
〜

9:00

株式会社ケイ・エフ・ジー
渡邉恭平さん

基本編成 9 月版

8:00

12:00

〜石見で働く人たち〜

28日

★1日〜15日 多チャンネルパック見どころ紹介／★16日〜31日 神保町昭和歌謡倶楽部
「シティ・ポップ特集」
週間タウン情報プレイバック

5:00

7:00

17

16:00 神楽ざんまいアワー

30

16:00 神楽ざんまいアワー

7・14・21・28

週間タウン情報（再放送）毎週日曜 5：45〜

17:00

16:00
17:00
／17:15
17:00 スタジオ103
103情報ひろば
17:25
17:25 おおきくなったらなんになる？
17:30
「長浜幼稚園」
「美川幼稚園」
23:00
17:30 ★島大病院 ちょっと気になる健康講座
23:00 神楽ざんまいアワー

17:00

6・13・20・27

16

16:00 神楽ざんまいアワー

23

22

16:00 神楽ざんまいアワー

29

16:00 神楽ざんまいアワー

5:00 探偵社、ぶらり。／とんと昔があったげな第16話
5:30 いい伊豆みつけた
16:00 神楽ざんまいアワー

16:00 神楽ざんまいアワー

17:00〜

【再放送】20日

5：30〜ほか

5:00 ★子育てTV ハピクラ ＃271
5:30 医・食・充／島根の企業／週間タウン情報（再）※毎時リピート
122chで放送中の浜田市三隅町のタウン情報を111chでも再放送！
17:00 ★神楽人
※5：00台リピート
※5：00台リピート
12:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート
スタジオ103／17:15 103情報ひろば 10:00 江津市議会令和3年9月定例会 10:00 江津市議会令和3年9月定例会
17:15 島根の企業を応援！〜島根働き方改革推進支援センター〜 16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
医・食・充【テーマ：救命処置】
17:25 サヒメルうぉっち〜THE昆虫展〜
一般質問1日目（生中継）
一般質問2日目（生中継）
17:00 ★江津市長旗親善野球大会
【決勝戦】
（8/8江津市民球場にて収録）
ｒｏｍアクアス
17:00 浜田市議会令和3年9月定例会議 17:00 浜田市議会令和3年9月定例会議 17:25 ★くつろぎの時間ｆ
〜いわみの情報モリっとお届け！〜
※20：00リピート
★探偵社、ぶらり。
17:30
17:30 ぐるぐる中四国・関西◆女子団
個人一般質問3日目（中継録画）
個人一般質問4日目（中継録画）
★Ｍｏｒ
ｉっと
23:00 神楽ざんまいアワー
展示・公演のご案内【9月前半】
17:45 ふるさと歴史発見
浜田市議会個人一般質問の再放送は112chで行います。番組表をご確認ください。
神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

13

27

浜っ子
タイムズ

17:25〜

17：25〜ほか

1

4：55〜「美姿勢体操」

17:25

【再放送】22日

【再放送】29日

ほ ぼ 毎日放送！

17:00

20日

くもぎ保育園（浜田市金城町） 27日

★マークは今月初放送

6

13日

【再放送】15日

チャンネルカレンダー 9 月版

※加盟店・特典内容は変更になる場合があります。

（浜田市浅井町） ※ボウリング貸靴無料・カラオケ50円引き
●JAC
（ボウルジャック）
●マルサ石油有限会社 ※スタンプ7個で洗車プリペイドカードと交換
• セルフ＆カーケアステーションつのづ（江津市二宮町）
• 江津中央給油所（江津市嘉久志町）
●株式会社カードック浜田（浜田市治和町） ※エンジンオイル2割引
（浜田市朝日町） ※ミニポテトフライサービス
●やきとり紘
（kou）
●リラクゼーションルームラクシア（浜田市黒川町） ※施術料金割引
（浜田市治和町）☆JR周布駅前 ※全メニュー 10％引き
●癒しと美のエステ 華美
（はなやか）
●たこ初食堂（浜田市片庭町） ※コーヒーサービス他
●浅利観光 神楽の里 舞乃市 大黒食堂（江津市後地町） ※全メニュー 5％引き
●美又温泉 かめや旅館（浜田市金城町）
※宿泊料金割引／日帰り入浴（大人）通常510円⇒360円（２名様まで）

●トータルビューティー SKr 桜（浜田市田町）
●ログハウスグリーンヴィレッジ（浜田市旭町）

※特定コース5％引き
※宿泊料金500円引き他

他の割引との併用はできません

