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（7月1日現在）

※写真はイメージです。

豪華賞品が200名に
当たります！

　年々暑さが増しているように感じられる
昨今。夏でも涼しく楽しめる場所を探して、
うぉっちんぐ探偵団が調査に向かいまし
た。
　見つけたのは、時津町にある「崎野自然
公園」のコテージ『カシオペア』です。
　まずは、管理棟から散歩がてらのんびり
歩いてコテージへ。（宿泊者はコテージ手
前の駐車場も使用できます）
　その先に見えてくる、海を望む最高のロ
ケーションとオシャレなコテージ。ドアを開
けると、まるでホテルのような室内が広がり
ます。木の温もりを感じるテーブルでくつ
ろげば、窓からは涼しい風。クーラーも完

備していますが、外からの風でも十分涼し
く過ごせそう。
　こぢんまりとしていても必要なものが
揃ったキッチン、ホットプレートや炊飯器、食
器もあり、調理もばっちり。ベランダには
BBQセットもあり、美味しいお肉を囲んで
みんなで楽しむのもおすすめです。
　２階からは海が一望でき、思わず歓声が
上がります。寝室は４名～６名で使用でき、
その奥のバスルームにはゆったりと体を伸
ばせる浴槽。お湯に浸かりながら窓からの
風を感じる贅沢な時間が流れます。
　いつもの生活の場所から、ほんの少し離
れただけでゆったり楽しめる別世界。

近くからでも宿泊に来たい、という声も。
　キャンプをしっかり楽しみたいという人か
ら、食べ物は持ち込みで手軽に楽しみたい
人までカバーできる、一度は宿泊したい素
敵な場所でした。

崎野自然公園管理棟
〒851-2101
西彼杵郡時津町西時津郷1379-1
TEL.095-882-6303
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うぉっちんぐ探偵団が行く vol.65

ご予約・お問い合わせ

15,400円
宿泊
料金

ただし、利用人数が５～６名の場
合、4名を超える人数当たり、
1,100円の利用料金が必要です。

※12/28～翌1/4を除く通年利用可

利用時間：15時～翌10時
（4名まで）

中面では

抽選は年２回！6ポイント
集めて何度でも応募できます！

7/1にスタートしたばかりの、LINEを使ったスタンプラリー
　　　　　　　　　についての特集です！今すぐ中面をチェック！

税
込



時津と 長与の

今回の　　　　　　　　　　　は、新サービス　　　　　　　　  加盟店特集！

ほかにも加盟店がたくさん！いろんなお店でポイントを集めて、豪華賞品が当たる抽選に応募してね！

緑屋家具

■所時津町浜田郷38-7
■℡ 095-801-7223

げんきだまぷらす
■所長与町吉無田郷2021-7
■℡ 095-883-6138

台湾亭
■所時津町浜田郷517-21
■℡ 095-886-8484

炭火焼鳥　蔵人
■所長与町高田郷1796-14
■℡ 095-857-7448

洗濯工房
■所時津町浜田郷8-3
■℡ 0120-09-0144

トータル・ケアサロンAQUA
■所長与町嬉里郷1131-5
■℡ 095-883-5211

美容室アトリエAI

■所時津町西時津郷203-11
■℡ 095-801-7283

ブーランジェリーコナ
■所時津町日並郷3652
■℡ 095-813-2220

有限会社ふくみ屋

■所時津町浜田郷565-13
　ロードマンション1階
■℡ 095-881-7677

すし勘
■所長与町まなび野2-3-2-101
■℡ 095-883-0019

koti hair works

■所時津町浦郷308-14 中角ビル1F
■℡ 095-894-9559

洋風ダイニング　ひだるか

■所長与町岡郷1772番11
■℡ 090-2096-0255

Licca

■所時津町久留里郷241-3
■℡ 095-865-6476

Kitchen Coral（キッチンコーラル）

■所長与町嬉里郷1107
■℡ 095-883-7393

克水産
■所長与町嬉里郷460-2
■℡ 095-883-6563

株式会社ロゼハウス
■所長与町吉無田郷24-1
■℡ 095-883-7770

CAKESHOP FAVORI
■所時津町元村郷1094-7
　サウスストリート103
■℡ 095-873-1120

Reset ON Studio

■所時津町元村郷925
　西海マンション102号
■℡ 090-9490-3213

リラクゼーション 脱毛salon cocage

■所長与町嬉里郷538-3
■℡ 095-887-3711

橙や

■所時津町西時津郷75-30
■℡ 095-881-2380

鮨つかさ
■所時津町浦郷305-11
■℡ 095-882-8366

味処　市炉庵
■所時津町浦郷301-21
■℡ 090-9791-5470

屋台みそラーメン市
■所時津町浦郷207-1
■℡ 095-882-8434

㈲ロフト
■所時津町浜田郷301-8
■℡ 095-881-7768

パティスリースイート  ソレイユ
■所長与町嬉里郷1097
■℡ 095-883-1959

やきとり伸助　種

■所長与町嬉里郷456
■℡ 095-883-6131

ファンタスマーケット
■所長与町高田郷1260-9
■℡ 095-887-1878

有限会社ハッピー・ドライ
■所時津町浦郷273-1
■℡ 095-882-2126

M's Studio
■所時津町浦郷277-3
■℡ 090-7299-0292

仁科工房
■所長与町嬉里郷728-7
■℡ 095-883-1958

スナックうれ里

■所長与町高田郷2289-2
■℡ 095-856-2617

ゆりの温泉
長崎エンタープライズ株式会社

【カテゴリ】

■所時津町浦郷301-8　1-C
■℡ 095-882-1487

旨塩からあげ専門店　まるぜん
■所時津町日並郷3639
■℡ 095-882-2124

有限会社共和タクシー
■所長与町高田郷1188-6
■℡ 095-887-1893

炭火串焼　恕家
■所長与町岡郷11-5
■℡ 095-887-3335

ニューサンクリーニング

長崎外国語大学
「地域活性化プロジェクト」メンバー

加盟店を加盟店を動画でご紹介!
来
店

ポイ
ント

抽選は年２回！スタンプを集めて何度でも応募できます！ 

ベッドやソファはもちろん、時計や入
浴剤、置物など小物類も充実!

■所時津町西時津郷17-2
■℡ 095-882-6658
■営 10：00～19：00
■休なし　■Ｐ有

友だち登録後にトーク画面下部のメ
ニューから『スタンプ台紙』をタッチして
スタンプ台紙をGET!

店頭に置いてあるQRコードを読み取っ
てスタンプ1個ゲット！合計6個スタンプを
集めてください。

スタンプ台紙がいっぱいになると「応募券」が発行
されます。その「応募券」を加盟店でご提示いただ
き、応募フォームからお申し込み。

スマホひとつで簡単！お友だち登録でもスタンプ1つGET!
LINEでスタンプラリー
お店でのスタンプ取得方法はこちら！ 友

だ
ち
登
録

し
て
ね
！

取材協力

動画内でのインタビュアー&事業所情報取材
西そのぎ商工会　　 検索

くわしくはYouTubeで 本誌のコメントも担当!

動画

美パーマCa'M

店内の雰囲気も店員の方も明るく
て、とても素敵なお店です！

■所時津町浦郷272-3
■℡ 095-882-8071
■営 9：30～18：30
■休月曜・第二・第三火曜　■Ｐ有　

動画

coat+ethical

ハンドメイド作家さんの作品がたくさ
ん並んでいて、とてもワクワクしました！

■所長与町吉無田郷1439-2
■℡ 080-1723-8379
■営 10：00～16：00
■休水・土・日　■Ｐ有

動画

動画

Monkey・Panda

子供向けの雑貨や子育てのための
商品が数多く、どれも魅力的でした。

■所長与町嬉里郷480-10
■℡ 095-801-4111
■営 10：00～18：00
■休日曜　■Ｐ2台有

動画

eyelashsalon kukka／mekko by kukka

1階ではまつげサロン、2階では子供
服・小物雑貨などを販売！

■所長与町吉無田郷1162-8-Ｂ
■℡ 080-3221-4332
■営 9：00～17：00（最終受付15：00）
　※mekko13：00～17：00（火・金営業）
■休日・祝日　■Ｐ有

動画

有限会社エーシーエス

アイコンのあるお店は、
「西そのぎ商工会YouTube
チャンネル」で
インタビュー動画
を配信中！

レンタカーサービスは価格設定が
低めで、利用しやすい！ 

■所時津町久留里郷7-5
■℡ 095-882-5888
■営 10：00～19：00
■休第二火曜　■Ｐ有

動画

プレタポルテロワール

洋服や雑貨だけでなく、パーソナルカラー
診断で自分にあった洋服を選べるお店

■所長与町嬉里郷456-4
■℡ 095-883-7533
■営 9：30～18：00
■休なし　■Ｐなし

動画

広島お好み焼 銀次朗

広島にとことんこだわった、広島お好
み焼き屋さんでした。

■所長与町嬉里郷1107
■℡ 095-815-8052
■営 11：00～14：00、17：00～21：00
■休月曜　■Ｐ2台有

動画

タイルクラフト教室paleta

長崎で唯一のタイルクラフト教室、ここで
しかできない体験がとても魅力的です！

■所時津町日並郷
■℡ 090-7470-2841
■営平日10：00～16：00
　土曜10：00～13：00（日祝：要相談）
■休不定休　■Ｐ有

動画

鉄板ダイニング和来

トルコライスが人気のお店！最大50
名まで入るので宴会にも！

■所時津町左底郷87-11
■℡ 095-801-3723
■営 11：30～15：00　LO.14：30
　18：00～23：00　LO.22：00
■休月曜※祝日も営業しております　■Ｐ有

動画

ワルツの森ひさ家

ケーキの作りが凝っていて、季節ごとの
ケーキもあり何度も買いにきたくなるお店！

■所長与町嬉里郷460-1
■℡ 095-883-5840
■営 9:00～19:00
■休不定休　■Ｐ有

動画

あきらき企画

パソコンの初期設定から、簿記検定の対
策まで、多方面での利用ができるお店！

■所時津町浜田郷12-8
■℡ 090-8839-8792
■営 9：00～18：00
■休なし　■Ｐ2台有

動画

美容室アダージョ

おしゃれな店内で、マンツーマンでの
サービスを受けることができるのが魅力！

■所長与町嬉里郷447
■℡ 095-883-3877
■営 9：30～20：00
■休毎週月曜・第二木曜・第三火曜 ■Ｐ有

動画

居酒屋食堂シエスタ

ランチタイムでも、居酒屋としても立ち寄り
やすく、テイクアウトがある点も、魅力です！

■所時津町浜田郷144-17
■℡ 090-6637-1325
■営ランチ 11:30～14:00(日曜休)
　居酒屋17:30～21:00(土～月曜休)
■休日曜　■Ｐ2台有

動画

ぱんのいえ

懐かしさを感じるパンからお洒落なパ
ンまで豊富で、店内は温かい雰囲気。

■所時津町浜田郷565-13
■℡ 095-881-7676
■営 8：00～18：00
■休日曜　■Ｐ2台有

動画

㈲セイコー堂

地域の方が親しみやすい、宝石から時計
まで取り扱っている綺麗なお店でした。

■所長崎市滑石5丁目1-15 ダンクユー内
■℡ 095-856-7415
■営 9：30～18：30
■休 1/1、2　■Ｐ有　　

動画

みわS.O.T整骨院

スタッフの方が全員女性で、女性が
通いやすい整骨院だと感じました！

■所長与町吉無田郷579-73
■℡ 095-807-3024
■営 8：30～11：30、13：30～18：00
　水・土曜8：30～11：30、午後休診
■休日・祝日 ■Ｐ有

動画

お好み焼き+BAR 51ｔ

昼はお好み焼き中心に、夜はプラスそれに
合うお酒を楽しむことができるお店です！

■所長与町嬉里郷456-25
■℡ 095-801-0251
■営 11：00～14：00、17:00～23：00
■休木曜　■Ｐなし　

動画

まだまだ加盟店増加中！ 加盟店一覧は
こちらから→

グルメ・外食 スイーツ コンビニ・スーパー ショッピング ファッション 暮らし・サービス 住まい・リフォーム 理美容 健康・癒し 温泉・宿泊 運輸・レジャー 趣味・スクール 製造業・工場 ※7月8日現在バラエティー

↑ムービーde
うぉっちんぐの
ページはこちら



〒851-2105西彼杵郡時津町浦郷428-14 西そのぎ商工会
「うぉっちんぐ」係　TEL：882-2240  FAX：882-0521 
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

新

宛先 〒851-2105西彼杵郡時津町浦郷428-14 西そのぎ商工会

・井上　あき子 様 ・田原　美紀 様

・久松　三枝子 様 ・出水　明子 様

・中西　まさ子 様 ・小野　凛花 様

〈第85号当選者〉
 おめでとうございます。  おめでとうございます。 

①クイズの答え　　
②長与・時津にて取材して欲しいお店や人物など
③うぉっちんぐの感想
④お名前、住所、電話番号、年齢
　　　(締切／8月20日㊎必着)

下記事項を記入の上、E-mail、FAX、
官製はがきにて下記までご応募ください。応募方法

長与町嬉里郷149-14　【代表者】 鹿谷　友香
【営業時間】 10：00～16：00　【店休日】 日祝日

DEER'S LIFE

☎095-800-7326

くすみカラーの韓国子供服、国内ブランドの
婦人服を販売しています。親子・兄弟でお揃
いコーデが楽しめるお洋服や、贈り物に最適
なベビーグッズも取り扱っています。

時津町元村郷925-1　西海マンション102　【代表者】 山﨑　希
【営業時間】 10：00～20：00　【店休日】 日曜日

リラクゼーション 脱毛salon cocage

☎090-9490-3213

健康と美意識が高いそこのアナタ!!身体メン
テナンスでリラ～ックス!!流行りの水素吸引
は30分500円、メンズ・レディース・キッズ脱
毛は専用モードで悩みをズバリ解決!!

時津町浦郷439-25　【代表者】 金﨑　浩太郎
【営業時間】 9：00～18：00　【店休日】 月・木曜日

em.不動産（同）／
iPhoneとiPadの修理屋さん

☎095-894-5595

不動産業とスマホ・タブレットの修理を兼業し
ている稀なお店です。スマホ以外にSwichな
どゲーム機の修理も行います。来店時は事前
にご連絡をお願いいたします。

長与町岡郷2761-1　【代表者】 濱田　隆平
【営業時間】 10：00～21：00　【店休日】 なし

長崎温泉  喜道庵

☎095-887-4126

露天風呂、ウッドデッキから一望できる大村湾
のロケーションは絶景です。喜道庵の温泉は
美肌の湯とも呼ばれ、とろみがありなめらか
で明るく弾力のある肌にしてくれます。

時津町野田郷1506-2　【代表者】 古川　素彦
【営業時間】 20：00～3：00　【店休日】 日曜日

らびっとくん代行

☎080-6447-3737

お酒を飲んだら代行運転をよろしくお願いし
ます。

時津町野田郷488-8　【代表者】 森田　英弥
【営業時間】 9：00～17：00　【店休日】 不定休

TENMEI商会

☎090-5932-4992

アイデア商品を開発しています。只今、｢つか
む、すくう｣を軽い力で可能にし、自分で食べ
る喜びにつながる介護用スプーンを開発中
です。お気軽にお問い合わせください。

時津町久留里郷1452　【代表者】 田平　宗一郎
【営業時間】 7：00～20：00　【店休日】 不定休（月1～2回程度）

ワークマンプラス長崎時津店

☎095-882-5551

高機能×低価格のサプライズをすべての人
へ。ワークマンプラスは、アウトドア・スポーツ・
レインウェアの専門店です。プロの方向けの作
業服・工具等もたくさん取り揃えております。

書き忘れに
注意してネ! 

店舗店舗店舗
ですヨ！ですヨ！ですヨ！お客さん！お客さん！お客さん！

　  会員
募集中!!
お気軽にお尋ねください
☎095-882-2240

新規商工会員になられたお店を紹介するコーナーです。(順不同)

西そのぎ

商工会

W
atc
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g

「うぉっちんぐを見
た」で

100円引き

W
atc
hin
g

「うぉっちんぐを見
た」で

（お試しサイズ）を
プレゼント

喜道庵石けん

W
atc
hin
g
「うぉっちんぐを見た」

で

修理依頼1回につき、1,0
00円割引or

ガラスコーティング（3,
000円相当）の

どちらかをサービス
します。

１級合格!
おめでとう!!

時津中１年
角珠算教室

第２０１回
全国商工会
珠算検定試験

西
村
美
紀
さん

長与南小6年
うれり教室

眞
弓
璃
子
さん

新しく7/1からスタートした西そのぎ商工会の
LINEを使ったデジタルスタンプ事業の名前は？

ご近所
さん

おーいおーいおーい

ご近所
さん

おーい

ご近所
さん

おーい

ご近所 ヒント ： お○○りスタンプ
正解者の中から抽選で、10名様に商品券(1,000円分)をプレゼント!

さん

おーい


