
店舗名 店舗情報 紹介文 サービス内容 サービス詳細

1 メガネのプリンス　
イトーヨーカドー
茅ヶ崎店

茅ヶ崎市新栄町11-8イトーヨーカドー3F	
0467-86-6460	
10：00～19：00
元旦	
１０月末まで
https://chigasaki-prince.com/

茅ヶ崎にて1965年創業、メガネ・
サングラス・補聴器・コンタクトレ
ンズ・光学機器をお取り扱いして
おります。見え方や聞こえの無料
相談も行っております。認定眼鏡
士在籍店舗

お会計時チケット提示
で「メガネ10％OFF」

他の割引券との併用不
可

2 マルガリータ湘南
ブランチカフェ

茅ヶ崎市新栄町2-11
0467-83-1550
11:30-21:00
無
10/15～10/22
https://margaritashonanbrunchcafe.com/

茅ヶ崎・湘南オリジナルＴシャツを
取り揃えています。サイズは子供
用90cm～おとなXLまで。

茅ヶ崎・湘南Ｔシャツ
1995円を1500円でご
提供

来店時表示、他の割引
サービス併用不可

3 ちがさき		濱田屋 神奈川県茅ヶ崎市幸町2-10-108
0467-82-2646
9時-19時
無
10月15日～10月22日
https://shop.hamadaya.net/?mode=f5

ちがさき濱田屋は、創業60年を
迎える湘南・茅ヶ崎の仕出し料理
専門店です。職人手作り、伝統の
仕出し弁当をどうぞ！

茅ケ崎濱田屋オリジナ
ルハンカチを期間10％
引きでご提供します！

オリジナルハンカチ
610円（税込）を549円
（税込）で販売します。

4 湘南七宝焼 茅ヶ崎市甘沼328-12
0467-51-2050
10:00~18:00
水曜日、および、第１・３火曜日	
10月22日　花火開催日当日
https://www.shonanshippoyaki.com

伝統工芸の七宝焼を現代的なスタイ
ルでできる「ワークショップ・絵付け体
験」です。	今日の想い出、茅ヶ崎の記
念、湘南土産を制作してください。	
※HPお電話にてご予約の上ご来店く
ださい。

ワークショップ・絵付体
験での完成作品の発
送料サービス

来店時提示、1枚で１箇
所有効、HP・電話予約
のみ有効

5 ジュエリー照國 〒253	0052		茅ケ崎市幸町２２－６	
0467-58-0092
8時半～18時
無
10月15日～10月24日
https://www.terukuni.info

手作り	ChigasakiのC	ペンダント
販売店　

天然石ブレスレット　
20%割引

来店時提示

6 灯　AKARI 神奈川県茅ヶ崎市新栄町13-6殿木ビル1階	
0467-95-1497
17時～23時（来店状況で変更有）
日曜祭日
10月22日　土曜日　芸術花火当日のみ	
なし

国産食材を中心に季節と地酒を
愉しめる大人の居酒屋

ファーストドリンク無料
（地酒、ブランド焼酎
は除く）

最初の注文時に1名様
でも確認できれば全員
様分適用

茅ヶ崎市内の「サザン花火と街ブラ！2022」企画参加店で
本日のチケットをご提示いただくと、嬉しいサービスがお受けいただけます！

「サザン花火と街ブラ！2022」リストを片手に、茅ヶ崎の街を楽しんでみてはいかがでしょうか。

サザン花火と街ブラ! 2022
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7 茅ヶ崎市
観光案内所

茅ヶ崎市元町１－１（茅ケ崎駅構内改札の南側）	
0467-82-3986	
10:00	-	19:00（10月～3月）
年末年始（12/29～1/3を除く）
10/22～10/23
https://www.chigasaki-kankou.org/

information/

茅ヶ崎の観光案内をはじめ、お土
産にピッタリなサザンビーチグッ
ズやえぼし麻呂グッズなどを販売
しております。お気軽にお立ち寄
りください！

抗菌マスクケースプレ
ゼント

3,000円以上お買い
上げ

8 BAR	BREEZE 茅ヶ崎市元町4-10	五島ビル2-201	
0467-85-3279	
11時から15時	/	17時から22時	
不定休	
令和4年、今年いっぱい
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100002981392805

お昼間はスタンディングブリーズク
ラフトビール、ジンのお店。夕方か
らはBARとなります。フードもあ
ります。ご予約受け付けておりま
す。お気軽にいらっしゃってくだ
さいね(^-^)

1ドリンクサービス!! 1枚で2名さま、1日1回
まで。

9 まいど！！丼丸家 茅ヶ崎市南湖5-16-11	黒岩ビル1F	
0467-84-0101	
11:00～14:00、16:00～20:00	
不定休	
2022.10.31迄	
なし

4月にopenしました、海鮮丼テイ
クアウトのお店です。全60種以上
お値段均一！！	並盛(税別)￥500。
電話注文で、お待たせ致しませ
ん。	

シャリ大盛無料 来店時提示、1枚で1名
有効

10 トリイチ 茅ヶ崎市共恵1-6-18	プラザ三洲B	
0467-58-8800	
17:00-24:00	
月曜日	
10/22のみ
なし

茅ヶ崎で愛される炭火焼き焼鳥の
名店	お一人様や仲間との楽しいひ
と時を…

ドリンク1杯サービス 来店時提示

11 湘南ちがさき屋
ラスカ茅ヶ崎店

茅ヶ崎市元町1-1　ラスカ茅ヶ崎店３階	
0467-82-8171	
10：00～20：00	
施設に順ずる	
10/22（土）当日のみ有効
なし	

江の島タコせんべいをはじめとした
湘南土産専門店です！

チケットの提示で、お
会計から１０％オフ

来店時提示、1枚で1名
有効、他サービス併用
不可

12 マイセレクトポイント
ラスカ茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎元町1-1茅ヶ崎ラスカ5F	
0467-83-2555	
10:00～20:00	
茅ヶ崎ラスカに準じる	
10月22日	
https://www.theclockhouse.jp/

時計専門店ザ・クロックハウスで
は、腕時計の販売だけでなく、腕
時計を永く愛用していくにあたっ
て必要な修理・電池交換といった
サポートを行っております。

チケット提示で電池交
換5%off

チケット提示で電池交
換5%off

13 レストランなんどき
牧場

茅ヶ崎市今宿1024	
0467-83-2775	
11時30~22時	
月曜日午後から火曜日	
当日	
nandoki.co.jp

創業52年を迎える湘南野菜とお
肉の美味しいレストラン

ワンドリンクサービス お食事のお客様に限る

14 キューズプラザ 茅ヶ崎市共恵１－１０－２９	コートブランシュ１階	
0467-81-5412	
11:00～21:00	
日、祝日	
2022.10.21～22	
https://qsplaza.com

メガネショップ、カフェ、レンタル
スペース、コワーキングスペース	
地域の方々の憩いの場としての
複合型店舗です。あなたの楽し
い！がここにあります。

デザートアイスサービス お食事をされた方

15 長谷川楽器店 神奈川県茅ケ崎市幸町22-10
0467-85-1725
10時～19時
木曜日
10月31日まで
http://www.music-hasegawa.com

小さな楽器からピアノまで楽器の
ことならお任せください♪

対象のウクレレをご購
入で替え弦＆クリア
ファイルプレゼント！

来店時提示

サザン花火と街ブラ! 2022
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16 Bailando	Surf 神奈川県茅ケ崎市南湖４－２３－３３	
０９０-６９４６-４５２５
１０－１８	
水曜日
１０月２２日～３１日
www.bailandosurf.com

インポートサーフビキニの専門店
です。

ビキニ　合計金額より
10％Off

来店時提示

17 長谷川書店 茅ヶ崎市元町1-1　ネスパ茅ヶ崎店	
0467-88-0008	
9時30分～19時（10/22の営業時間）	
なし
10/22（火）のみ、9時30分～19時まで	
http://books-hasegawa.co.jp/

茅ヶ崎で”はせしょ”と呼ばれて親
しまれている街の書店です

御書印プレゼント 1,000円以上のお買
物で御書印をプレゼン
トいたします
※数に限りがございます

18 カラット湘南茅ヶ
崎店

茅ヶ崎市新栄町7-16	日光堂ビル1F	
0467-37-8678	
11:00～9:00	
第1・第3火曜日と水曜日
10月22日（土）のみ
なし	

ニンニクとショウガ不使用で塩にこ
だわった５年連続金賞受賞のから
あげです。

からあげモモカムネを
1個サービス！

来店時提示1提示1名
のみ有効。唐揚げ購入
のお客様に限り。他
サービスとの併用不
可。

19 えんや 茅ヶ崎市元町4-4	
0467-58-0847	
17:00～23:00	
日・月・祝日
10月22日（土）のみ
なし	

家庭料理と各地の日本酒と焼酎を
とりそろえ、隠れ家的なお店です。

10%オフ

20 居酒屋　田舎 茅ヶ崎市新栄町13-6	
0467-85-2580	
17:00～3:00	
日曜日
10月22日（土）のみ	
https://www.facebook.com/izakaya.inaka

花火当日は15時から営業しており
ます。皆様のご来店をお待ちしてお
ります。

特別料理サービス 1,500円以上ご注文
の上、チケット提示

21 野天湯元
湯快爽快		ちがさき

茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-75	+81467824126	
0467-82-4151
9：00～24：00
なし
R4.10.22～R4.10.31
https://www.yukaisoukai.com/chi/

茅ヶ崎初の天然温泉　日帰り温浴
施設です。

レンタルタオルセット
100円

来店時提示、1枚で4名
まで有効

サザン花火と街ブラ! 2022


