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月号

石 見 ケ ー ブ ルビ ジョンだ より

外出先やもしもの時に、
だれでもどこでも
ご活用いただけます！

毎月1日発行

ュ通知
緊急情報のプッシ

放送だけじゃない！

・島根県のコロナウイルス関連
記者会見のお知らせ
・気象情報等の緊急のお知らせ

の便利ツ
ル
ブ
ー
ール
ケ
用ください！ を
見
利
石
ご
浜田市・江津市
応援アプリ

など

防災・防犯

石見ケーブルビジョンスマホアプリ

浜田市/江津市からの
防災メールと連動
定点カメラ

今すぐダウンロード！
離れて暮らす
ご家族にもぜひ、
お知らせください。

浜田市内・江津市内の
河川カメラ、道路カメラ
のライブ画像を
スマホでチェック！
雪の日の道路状況など、外出前に確認できて安心です。

「地元で良〜と！応援ひろば」

石見ケーブルビジョン

地域情報サイト

飲食店のテイクアウト情報など
を掲載。ぜひチェックしてご利用
ください♪

地域応援の情報が満載♪ぜひお気に入り登録を！

光回線切替工事

バラエティからプロ野球まで！

【返信用シート】
のご返信
ありがとうございます！

〜多チャンネルパック2月のみどころ〜

多チャンネルパック

514ch

1,870円/月

（税込）

めちゃ²イケてるッ!

−What A COOL
#２７２
#２７３
#２７４
#２７５

２月 １日
２月 ８日
２月１５日
２月２２日

we are!−

２４：００〜２４：５０
２４：００〜２４：５０
２４：００〜２5：4０
２４：００〜２４：５０

出演者：ナインティナイン
（岡村隆史、
矢部浩之）
、
よゐこ
（濱口優、有野晋哉）、
オアシズ（光浦靖子、大久保佳代子）、
加藤浩次 、鈴木紗理奈、雛形あきこ、
武田真治 ほか

今後は、3 月頃より切替工事の時期が近づいたエリアの方からご連絡いたします。

【工事期間】
浜田地域・三隅町・江津市全域 ・・・令和4年4月〜令和7年3月末
金城町・旭町・弥栄町・・・・・・・・・・・・令和5年4月〜令和7年3月末
令和4年4月から概ね3年かけて順次行い、切替工事の終わったお宅からサービス開始となります。

⇧詳しくは
こちらをご覧ください

◆切替工事費用は、原則お客様の負担はございません。
※サービスの追加等で別途、費用が発生する場合があります。

多チャンネルパック の

おすすめは

石見ケーブルビジョン

でも紹介しています。

地域情報サイト

535ch
MC金子が独自目線でチャンネル紹介♪

新生ファイターズの船出を全日程生中継！

574ch

ファイターズキャンプ
LIVE 2022

大集合！J-POP青春の80s

〜音楽はタイムマシン！〜

〜GAORAも暴れまっせ！〜
2月1日

2月1日

9:00〜10:00
【生】
第1部

10:00〜15:00
【生】
第2部
ほか連日放送！

BIGBOSS 新庄剛志監督が就任し、日本中の注目を集める北海道日本ハムファイターズ。20年以上にわたり主催
ゲームをトコトンお届けし続けているGAORA SPORTSは、今シーズンもファイターズに徹底密着!! 沖縄県・名護で
行われる春季キャンプの模様を連日生中継！さらにキャンプ期間中に名護で開催される紅白戦や練習試合の模様も
ライブでお届けします！ファイターズキャンプ中継始まって以来初となる2部構成でお届けするこの番組、第1部では
当日の練習メニューと注目選手などを紹介。第2部では各選手の練習の模様をお伝えするほか、独占インタビューな
どもお送りする予定です。
生中継ならではの臨場感あふれる映像と最新情報でファイターズにトコトン迫る！

歌謡ポップスチャンネル

1980年代に一世を風靡し、今なお音楽シーンで活躍するアーティストが
大集合！J-POP
「黄金時代」
をNHKホールで再現したスペシャルLIVEイベント。
伝説の番組『レッツゴーヤング』も 特別コーナーとして復活！
（NHK放送日：2012/3/30 ）
＜司会＞ 大友康平、西堀裕美
（NHKアナウンサー）

かねちゃんコメント

＜出演＞ 相川七瀬、石川ひとみ、石野真子、五輪真弓、岩崎宏美、岩崎良美、

1980年生まれの私ですが、懐かしいなー
と思う曲が盛りだくさん！ 当時の景色が
色鮮やかに蘇ってきます(^ ^)
まさに音楽はタイムマシンです！

大橋純子、荻野目洋子、柏原芳恵、小比類巻かほる、鈴木亜美、鈴木雅之、
世良公則、太川陽介
（レッツゴーヤング同窓会・司会）
HOUND DOG、
バブルガムブラザーズ、早見優、八神純子、山根康広、渡辺美里

＜放送日＞ 2月13日

19：00〜21：00

〒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

新型コロナウイルス感染拡大により、
予定していた
番組が急きょ変更になる場合があります。
1

基本編成について
❷翌日4：00から前日分の番組を
15：00台まで毎時繰り返し放送
★マークは今月初放送

17:00

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:25 ★サヒメルうぉっち
17:30 扉を開けて…

17:00

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

市長室からのメッセージ 1月

17:45 山下時子の石見行雲流水 1月

9

17:45 ★ぐるぐる中四国・関西【姫路ケーブルテレビ】
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

15

21

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

三隅チャイルド 三隅保育所

17:15 山下時子の石見行雲流水
17:30 ★島大病院 ちょっと気になる健康講座

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

17:25 まちかどギャラリー
17:30 ★いい伊豆みつけた

【伊豆急ケーブルネットワーク制作】

17:00

〜いわみの情報モリっとお届け！〜

★Ｍｏｒ
ｉっと

18

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00

ぐるぐる中四国・関西【姫路ケーブルテレビ】
神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

おおきく
なったら

なんになる？

23

23:00 神楽ざんまいアワー

25

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00
17:15
17:25

17:45 しごんならん Ｓ

17:30

23:00 神楽ざんまいアワー

23:00

三隅チャイルド 三隅保育所

23:00 神楽ざんまいアワー

テーマ：22人の新体制！
〜これからの浜田市議会〜

あさりこども園

（浜田市議会）

17：25〜

15日

17：25〜ほか

17：30〜

【再放送】
22日 １７：30〜ほか

18日

17:30〜

112chでは島根県の新型コロナウイルスに関する
緊 急会見などがある場合、予定を変 更して放 送
しています。
7・14・21・28
4:00

112ch

1・8・15・22

ヒーリングタイム

2・9・16・23

★1日〜

★ディズニータイム

11:00
12:00

ヒーリングタイム

13:00

18:00
19:00

スタジオ103

20:00
21:00
22:00

「チョコレート編」

第41回
「地方の時代」
映像祭
受賞作品

【再放送】14日

17:00〜

島根県立大学
浜田を元気にするアイデアコンテスト
MAKE DREAM 2021

〈出演〉
●京都大学ウイルス・再生医科学研究所
准教授 宮沢孝幸
●前島根大学学長、島根大学附属病院院長
小林病院名誉院長 小林 祥泰
●報道番組放送作家 鍋谷直輝

24日

探偵社、ぶらり。
2021総集編

★長野県ご当地○○対決！
「チョコレート編」

県民ドラマ
山下時子の石見行雲流水
「地方の時代」
映像祭
「しまねがドラマになるなんて！」★第41回
2021総集編
★けーぶるにっぽん「彩・JAPAN」#26
受賞作品

ヒーリングタイム

★

5・12・19・26

1日〜

島根県立大学2回生による、お得
な学校情報をご紹介します。

25日

1:00

【再放送】28日

17:00〜
17：15〜

6:00
7:00
8:00

島根県議会生中継

9:00

各日10:00〜終了まで
14日 、21日 、24日
25日 、28日

11:00
12:00
13:00
14:00

ラジオパーソナリティ・ナレーターでもある
桐 原 冬 夜 が 長 野 県を縦 横 無 尽に探 検・冒
険・探究する番組です。

第41回「地方の時代」
映像祭 受賞作品
月・木・日曜日 20:00
優秀賞

ながさき原爆記録全集 映画
「広島・長崎における原子爆弾の影響」検証篇

【長崎ケーブルメディア】
日本3大原爆フィルムのうち、日本映画社の
「広島・長崎における原子爆弾の影響」は、純
粋に日本人が制作した唯一の原爆被災フィ
ルムです。制作に隠された物語を紹介します。

「戦後75年目の懺悔
〜私は教え子を満州に送った〜」

15:00
16:00

探偵社、ぶらり。
2021総集編

火・金曜日 4:00・12:00・22:00
ヒーリングタイムにて

10:00

28日〜 歳時記2021総集編

島根県立大学
浜田を元気にするアイデアコンテスト
MAKE DREAM 2021

桐原冬夜の
生録大自然の旅

新番組
4:00

28日〜 歳時記2021総集編

岡本甚左衛門WALKING
in kumogi
【講演会】
長野県ご当地○○対決！
「チョコレート編」

県民ドラマ
山下時子の石見行雲流水
「地方の時代」
映像祭
「しまねがドラマになるなんて！」 第41回
2021総集編
けーぶるにっぽん
「彩・JAPAN」
#26
受賞作品

多チャンネルパック見どころ紹介／★16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

視聴者写真館

25日

17:25〜

5:00

17:00
18:00
19:00

【伊那ケーブルテレビジョン】
今年97歳になる南箕輪村の三澤豊さん。
青年学校教師として満州に教え子を送りだ
したことを今でも悔やんでいる。義勇軍送出
日本一の長野県。教師に満州行きをすすめ
られた多くの証言を交えながら、その背景と
三澤さんの戦後75年に迫る。

選奨

20:00

けーぶるにっぽん 彩・JAPAＮ
「蘇らせる・被災地の写真洗浄」

21:00
22:00
23:00

たっぷり！神楽ざんまいアワー

0:00

0:00
1:00

【倉敷ケーブルテレビ】
平成30年7月の豪雨による洪水で、町の4
分の1が泥水に浸かった岡山県倉敷市真備
町。大切な思い出の写真を救おうと、写真を
洗浄するボランティアが活動している。泥水
をか ぶった写 真を丁 寧に洗 浄するボラン
ティアの思い、写真洗浄で繋がる絆を追う。

年会費無料!!

加盟店一覧 （2月１日現在）

投稿はこちら！

みっちさん

孫﹁ 水 槽の中に︑自 分に似ている 魚 がいる
なぁ﹂
コブ ダイ﹁ 水 槽の外に︑自 分に似ている 人
間 がいるなぁ﹂
♯アクアス ♯似てるかな？

佐々木小次郎さん

ご近所さんのみかんの木︒今年もたくさん
実がつきました︒
♯お蜜柑たわわ ♯冬本番

●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）
※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／キヌヤ長澤店／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

特典内容、
申込みはこちら！

▲

コーナー

「大学紹介」

6・13・20・27

（火・金）
癒しのアクアリウム6（月・木・日）／桐原冬夜の生録大自然の旅
「諏訪市踊り場湿原」
／伊勢美し国から・Net３ワンゲル部(水・土）

23:00

20:00〜

金野ゼミ

17:30〜

17：30〜ほか

5日

島根県立大学

ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV #2
★ナチュラルフードクッキング
「かぼちゃのライスコロッケ・大豆ミートとえびのチリソース風」

岡本甚左衛門WALKING
in kumogi
【講演会】

（山陰ケーブルビジョン制作）

基本編成 2 月版

4・11・18・25

週間ダイジェスト1月分

「真相対談！脱コロナへの道」

新型コロナ
「オミクロン株」
が巻き起こす第６波。その実態を
各専門分野の観点からお話しいただき、それぞれの分野で
今一体何が起こっているのか、徹底議論し、解明していく。

〜ディズニー・チャンネル
「ベイマックス ザ・シリーズ」 ディズニージュニア
「マペット・ベビー」
〜

ボディケアタイム

長野県ご当地○○対決！

特別
番組

ボディケアタイム ★おうちでフィットネス#20〜22（月・木・日）／ちょこっとリフレッシュタイム
「お家で軽運動編」
#1（火・金）／#2（水・土）
1日〜 多チャンネルパック見どころ紹介／16日〜 神保町昭和歌謡倶楽部
「水割りをください♪ のみたくなる曲特集」

ディズニータイム
岡本甚左衛門WALKING
in kumogi
【講演会】

11日

いわみる 2

週間ダイジェスト1月分

27

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

（火・金）
癒しのアクアリウム6（月・木・日）／桐原冬夜の生録大自然の旅
「諏訪市踊り場湿原」
／伊勢美し国から・Net３ワンゲル部(水・土）

16:00
17:00

17:30〜

たっぷり！神楽ざんまいアワー

14:00
15:00

26

〜ディズニー・チャンネル
「ベイマックス ザ・シリーズ」 ディズニージュニア
「マペット・ベビー」
〜

2月22日
13：30〜
（予定）

10:00

3・10・17・24

スタジオ103

第17回「竹島の日」
記念式典【生中継】

9:00

23:00 神楽ざんまいアワー

多チャンネルパック見どころ紹介／★16日〜 神保町昭和歌謡倶楽部
「水割りをください♪ のみたくなる曲特集」
★週間タウン情報プレイバック

6:00

8:00

17：00〜の番組を19：00、21：00、24：00リピート

（火・金）
癒しのアクアリウム6（月・木・日）／★桐原冬夜の生録大自然の旅
「諏訪市踊り場湿原」
／★伊勢美し国から・Net３ワンゲル部(水・土）

5:00

7:00

神楽人

11日 25日

4:00 ★ゴーゴー！のりものタウン ＃446
4:30 おおきく／脳トレ／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

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 ★あまチャンネル開局10周年記念特別番組【あまコミュニティチャンネル制作】
18:30 ★〜出雲の情報番組〜choice！【出雲ケーブルビジョン制作】

市長室からのメッセージ

17：25〜

20

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

扉 を 開 けて…

17：25〜

【再放送】22日

19

【再放送】
24日 17：45〜ほか

「浜田ビルメンテナンス株式会社」
17：30〜

17：00〜の番組を20：00リピート

23:00 神楽ざんまいアワー

17：30〜

キラリ

7日

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 ★野見宿禰赤名相撲甚句会 結成10周年記念大会【雲南夢ネット制作】
19:30 荒磯館料理長の手軽に一品

21日

18日

【再放送】
21日 17:45〜ほか

★ゴーゴー！のりものタウン ＃442
おおきく／サヒメルうぉっち／まちかどギャラリー ※毎時リピート
週間タウン情報
（再）
スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート

4:00
4:30
4:45
12:00

週間タウン情報（再放送）毎週日曜 4：45〜

社会福祉法人 三隅チャイルド 三隅保育所（浜田市三隅町）

17:00〜

13

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

しごんならん’S

地元企業
紹介番組
「２月は、カーリングでぶらりだけえ」

12

4:00 ★ゴーゴー！のりものタウン ＃449
4:30 おおきく／脳トレ／週間タウン情報（再）※毎時リピート
★山下時子の石見行雲流水 16:00
12:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート
神楽ざんまいアワー
17:00 浜田市議会令和4年3月定例会義 16:00 神楽ざんまいアワー
103情報ひろば
★島根県立大学 金野ゼミ「大学紹介」
◆施政方針表明◆教育方針表明 17:00 浜田市議会令和4年3月定例会義◆会派代表質問
★まーすぽ〜山陰ケーブルビジョンスポーツ応援番組〜
19:00
〜いわみの情報モリっとお届け！〜
19:30 ★わがと家の人々【ひらたCATV制作】／展示・公演【2月後半】
★Ｍｏｒ
ｉっと
20:00 野見宿禰赤名相撲甚句会 結成10周年記念大会
23:00 神楽ざんまいアワー
神楽ざんまいアワー

浜っ子タイムズ

17：30〜

【再放送】9日

24

市長室からのメッセージ

みなと子ども園

7日

23:00 神楽ざんまいアワー

23:00 神楽ざんまいアワー

天皇誕生日

（江津市浅利町）

【出雲ケーブルビジョン制作】

【出雲ケーブルビジョン制作】

16:00 神楽ざんまいアワー
16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 探偵社、ぶらり。
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:15 ケーブルさんがやってみた
【仮】
／サヒメルうぉっち／歳時記
17:25 くつろぎの時間fromアクアス
17:30 ★情報ネットしまね
17:30 ★扉を開けて…

（浜田市港町）

2日

4:00 ゴーゴー！のりものタウン ＃434／4:30 しまね留学／
三隅の民話／12:00 スタジオ103ダイジェスト ※リピート

★釣り天国！石見

（仮） 17:15 103情報ひろば
17:25 ★ケーブルさんがやってみた
17:25 サヒメルうぉっち
【2月後半】 17:25 ★地元企業紹介番組キラリ
17:30 ★展示・公演のご案内
17:30 ★お地蔵ものがたり
22人の新体制！〜これからの浜田市議会〜 17:45 地域で育てる〜高校生のしまね留学〜 17:45 ★えきぐる！〜木次線楽しみ方ガイド〜
「浜田ビルメンテナンス株式会社」
（浜田市議会）
17:30 ★出雲のほそ道
【ジョーホー奥出雲制作】

年長児のみなさんにきく！

6

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート

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！

23:00 神楽ざんまいアワー

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

★神楽人

17:15 ブレイン博士の脳トレ研究所
17:25 ★歳時記
17:30

16:00 神楽ざんまいアワー

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

建国記念の日

4:00 前日17：00〜の番組を毎時リピート
16:00 神楽ざんまいアワー

歳時記
★浜っ子タイムズ 2月号

22

4:00 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
17:00 しごんならん Ｓ

11

17

16

神楽ざんまいアワー

10

16:00 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

4:00 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
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
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:25 地元企業紹介番組キラリ
「浜田ビルメンテナンス株式会社」
17:25 まちかどギャラリー
17:30 浜っ子タイムズ 2月号 ワン
17:30 ★しごんならん Ｓ
三隅チャイルド 三隅保育所
17:45 ★しまねの健康づくりプラス１〜運動〜
17:45 釣り天国！石見
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00 神楽ざんまいアワー

28

5

〜高校生のしまね留学〜
16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 島根県立大学 浜田を元気にする 17:00 ★韓国ドラマ『九尾狐〈クミホ〉伝〜不滅の愛〜』
17:25 １月 医・食・充「テーマ：ノロウイルス」 17:15 103情報ひろば
【1月後半】
【ホームドラマチャンネル番組】
まちかどギャラリー
17:30 ★展示・公演のご案内【2月前半】
17:25
アイデアコンテスト MAKE DRAEM 2021
ワン
みなと子ども園
17:45 しまねの健康づくりプラス１
20:00 特別番組「真相対談！脱コロナへの道」18:15 ★歴史探訪〜天守を想う地元旅
17:30 ★ふるさと歴史発見
【TOKAIケーブルネットワーク制作】
【山陰ケーブルビジョン制作】
〜高血圧〜
17:45 ★とんと昔があったげな〜ふるさとおもしろ話〜
17:45 わがと家の人々【ひらたCATV制作】
第２１話
「狐の変化玉と似せ本尊」
18:45 展示・公演のご案内【2月前半】／17：00〜の番組を19：00、21：00リピート
21:00 図書館寄席in浜田市立図書館
23:00 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
23:00 神楽ざんまいアワー

8

4:00 スタジオ103ダイジェスト＆Moriっと ※リピート 16:00
16:00 神楽ざんまいアワー
17:00
17:00 スタジオ103／17:15 103情報ひろば
17:25
17:25 くつろぎの時間fromアクアス
17:30
17:30 神楽人
17:45 ★神主と学ぶ 日本神話【ひらたCATV制作】
17:45
23:00 神楽ざんまいアワー
23:00

16:00 神楽ざんまいアワー
17:00 ★地域で育てる

17:25 ★くつろぎの時間fromアクアス
17:30 おおきくなったらなんになる？

4:00 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
16:00 神楽ざんまいアワー
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 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
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？
あさりこども園
17:25 ★おおきくなったらなんになる？ あさりこども園 17:30 ★あいラブせんりゅう
【大崎ケーブルテレビ制作】
17:30 ★荒磯館料理長の手軽に一品
17:30 ★探偵社、
ぶらり。

14

スタジオ103／17:15 103情報ひろば

17:00

チャンネルカレンダー 2 月版
4

16:00 神楽ざんまいアワー

16:00 神楽ざんまいアワー

23:00 神楽ざんまいアワー

7

3

2

16:00 神楽ざんまいアワー

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）

いわみる１

111ch

※加盟店・特典内容は変更になる場合があります。

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

（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

