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オーナー自らがバリに買い付けに赴き、選んだ
個性的で素敵な雑貨や衣料が店内に所狭し
と並んでいる。http://jamou.hamazo.tv/
アジアン雑貨ジャムー/湖西市/☎053-573-2550

16 1

17

石臼挽き＆そば打ち体験（5,000円相当）。北海道産の
新そばを使った、四たて（採れたて・挽きたて・打ちたて・
茹でたて）を体験 。観音亭/伊東市/☎0557-54-3006

1組様

観音亭
ペアご招待券

12 7

11

2

白を基調としたシックで落ち着いた雰囲気。からだにやさしい、
厳選した素材の良さを生かしシェフが腕をふるうイタリアンはワ
インとの相性も良い。プレゼントは火～木曜日のディナータイム
のみ有効。CELTiS（セルティス）/富士市/☎0545-67-8823

化学調味料を使用せず、素材の持ち味を生かした料理を
提供することに心がけているという家庭的な雰囲気のお
店。MIO-DEA（ミィオディア）/浜松市/☎053-434-7676

3組
6名様

MIO-DEA（ミィオディア）
ランチペアご招待券

ジューシーでふわっとしたハンバーグやカレーなど、
シェフが仕込みから調理まで手間ひまかけてじっくり
作る。洋食屋  みさくぼ/浜松市/☎053-463-1231

5組
10名様

ハンバーグランチ
ペアご招待券

CELTiS（セルティス）
ペアお食事券（3,500円相当）18

にぎり寿司体験（6,000円相当）。寿司職人の作務衣と和帽
子を身につけ、職人気分で、伊豆海鮮の金目鯛やアジなど
のネタを握って。食事処あかざわ/伊東市/☎0557-54-3006

バリのランプ8 3

湯河原温泉から毎日運ばれてくる上質なお湯と洗練された
和の空間。ワンフロアに多彩なウェルネスと食事処が揃う。
沼津・湯河原温泉「万葉の湯」/沼津市/☎055-927-4126

19

デコオルゴール体験（4,000円相当）。その他キャンドル体
験、ガラスアート体験、もある。予約不要で作って持ち帰れ
る。茶房＆体験工房  さくら坂/賀茂郡/☎0557-22-5566

茶房＆体験工房 さくら坂
ペアご招待券14

有機農薬未使用茶を急須で飲むより食べる
お茶、緑茶成分を丸ごと摂取できるサプリメン
トに。ミワチャチャ/焼津市/☎0120-24-5946

2組様

TosA高知県産「珊瑚」を長年扱うほか、ジュエリー、呉
服、洋服などこだわりのデザインや素材の逸品が数多く
取り揃う 。古山ＦＵＲＵＹＡＭＡ/静岡市/☎054-252-2496

計
5名様

9 4

浜名湖畔に位置する植物園。桜やバラなど四季折々の花
と緑が楽しめる。桜や蛍、クリスマスの時期には夜間開園も
開催。はままつフラワーパーク/浜松市/☎053-487-0511

5組
10名様

はままつフラワーパーク
ペアご入園券

お菓子のシャトレーゼグループの２つのスキー場はファミ
リーに楽しみな「お菓子配り」などのイベントが盛りだくさん。
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳☎0267-91-1001
小海リエックス・スキーバレー☎0267-93-2537

5組
10名様

20
マダムグレイボストンバック（2個）
ブーツ・シューズ竹炭入りケース（2個）
腹筋クッション（1個）

15

フュージング体験（3,000円相当）。その他ガラスと金属を
テーマにした各種体験あり（所要時間30分～90分）。要
予約。磐田市新造形創造館/磐田市/☎0538-33-2380

2組様

磐田市新造形創造館
ペアご招待券

自然食品・健康食品・有機農法野菜など扱うお店で
注目の総合健康飲料。天然由来素材100%仕立
て、食品添加物無添加のスギとヒノキの清涼飲料
水。株式会社カミナリヤ/静岡市/☎054-247-8754

すぎ・ひのきドリンク

チャプリメント240

10 5

5と0がつく日はリフト1日券50％OFF（平日のみ）など「開設
50周年」のお得なキャンペーンを実施。7kmある絶景パノラ
マコースなど魅力たっぷり！おんたけ2240☎0264-48-2240

おんたけ2240（ニーニーヨンマル）
ペアリフト1日券

日本一の白樺林と言われている北八ヶ岳の自然に包まれたの
どかなゲレンデ。スノーマシーンでいつでも雪いっぱい。極上パ
ウダーを満喫できます。八千穂高原スキー場☎0267-88-3866

雄大な富士山を間近に見ながら滑ることができるのも特
徴。スキー専用とスノボ専用にコースなど安全への配慮
もされている。ふじてんスノーリゾート☎0555-85-2000

八千穂高原スキー場
ペアリフト1日券

中央高速道諏訪南I.C.から約7分のアクセス。ゴンドラ
で一気に山頂へ着いたら3kmのロングコースにチャレ
ンジしたい。富士見パノラマリゾート☎0266-62-5666

富士見パノラマリゾート
ペアリフト1日券

スキーヤーオンリーの白樺高原国際。ボードも全面滑
走可能な2in1。２つのスキー場が共通券で利用できる。
（国際）☎0267-55-6201 （2in1）☎0267-55-6868

白樺高原国際スキー場
＆しらかば2in 1
ペア共通リフト1日券

沼津・湯河原温泉
「万葉の湯」ペアご招待券
（平日・土日祝利用可能）

ふじてんスノーリゾート
ペアリフト1日券

1組様

食事処あかざわ
ペアご招待券13

3組
6名様

陶芸（電動ろくろ）体験（4,000円相当）。電動ろくろ
体験、てびねり体験など、予約不要でドライブ途中
に立ち寄れる。八幡野窯/伊東市/☎0557-54-3006

八幡野窯
ペアご招待券

3組様 5組
10名様

5組
10名様3名様

5組
10名様

5組
10名様

5組
10名様

抽選で抽選で抽抽 ヒトには言えないココだけの
話し

チョット恥ずかしくて悔しいイ
タ～イ体験談大募集!!

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
＆小海リエックス・スキーバレー
ペア共通リフト1日券

6

3名様

5名様5組
10名様

おハガキで応募！おハガキで応募！応 募 方 法 2
ハガキに①ご希望賞品番号②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号
⑦ココだけの話とペンネームをご記入の上、ご応募ください。
応  募  先/〒420-0015  静岡市葵区錦町7-3
             インナーコート1F  L.W. マガジンプレゼント係
締め切り/平成24年1月31 日（火）必着

ハガキに①ご希望賞品番号②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号
⑦ココだけの話とペンネームをご記入の上、ご応募ください。
応  募  先/〒420-0015  静岡市葵区錦町7-3
             インナーコート1F  L.W. マガジンプレゼント係
締め切り/平成24年1月31 日（火）必着
※応募情報はLWからのお知らせとプレゼントの授受のみに使用いたします。
※HPやLWにコメントを編集させていただく場合がありますが、市町・男女・ペンネーム程度となります。

サポ トホ ム



5

新規メール作成画面を開いて応募新規メール作成画面を開いて応募
携帯の新規メール画面を開き、左記のようにご送信
ください。折り返し、すぐに応募画面が送信されま
す。説明に沿ってクリックいただくと応募完了です。
L.W.サポートからの情報発信、プレゼント発送、情報誌編集など
以外の第三者による利用はありません。

携帯メールで楽々応募！携帯メールで楽々応募！応 募 方 法 1

docomo/au SoftBank

QRコードならそのまま読み込む
だけで応募画面が開きます。

駿河湾で獲れた新鮮な魚を、職人が手作り無添
加にこだわって駿河湾の潮風と太陽で干物に。 
（3,000円相当/時期があるので写真はイメージ）
かねいち干物店/静岡市/☎054-259-5647

21

27 22

かねいち干物店
干物の詰め合わせ28 23

静岡市内に４店舗、落花生と手作り豆菓子
の専門店「豆豊」の豆菓子詰め合わせ。豆
豊/静岡市/☎054-271-2269

29 24

漆喰と煉瓦の壁にアンティークな調度品。パリのビスト
ロ風の南欧料理店は家庭的なぬくもりを感じる。前菜・
スープ・海老のクリーム煮・メイン料理etc.のフルコース
を。南欧料理ピエーノ/袋井市/☎0538-43-5464

6組
12名様

葛布は日本古来の布。天然素材100%の
葛布で作られた手織りタオルは入浴時の身
体洗い用に。工房では染織教室などもあ
る。大井川葛布/島田市/☎0547-45-4151

2名様

大井川葛布
葛布ボディウォッシュタオル

創業明治39年。熟練の茶師たちが丁寧に
仕上げた味わい。すべてに調和のとれた風
味豊かな深むし茶（なつめ缶入り）。いのう
え茶園/静岡市/☎054-271-5894

いのうえ茶園
深むし茶セット

豆豊
豆菓子詰め合わせ

30 25

ロビーから相模湾を見下ろす景観も見所のひとつ。国
宝３点・重要文化財65点をはじめ、東洋美術の名品を
展示公開。ＭＯＡ美術館/熱海市/☎0557-84-2511

ＭＯＡ美術館
ペアご招待券

南欧料理ピエーノ
Ａコースペアご招待券

駿河湾を一望するロケーション、バイカーズ＆ストリー
トファッションの店。オリジナルロングＴシャツ黒 
（S/M）・白（M/L）・灰色（S/L）いずれか1セット。
DBMS Cafe&Clothing/静岡市/☎054-256-1203

同店人気No1の「種なし干し梅」と深蒸し茶・秋冬限定「茶
飴」・「うす茶あられ」・「ダッタンそば茶」・「インスタントコーヒ
ー」の詰め合せ。覚丸文 佐藤商店/静岡市/☎054-255-4868

DBMS Cafe&Clothin g
ロングＴシャツ

2/24～3/25まで浜松市美術館・秋野不矩美術館で
開催。2美術館と豊橋市美術博物館、飯田市美術
博物館の三遠南信地域の4美術館の所蔵する名品
を紹介。浜松市美術館/浜松市/☎053-454-6801

「三遠南信交流展」
ペアご招待券

自然の地形を活かした園内には、本格的な英国製15
インチゲージSLが走り、四季折々の花木が楽しめる。
伊豆修善寺　虹の郷/伊豆市/☎0558-72-7111

覚丸文 佐藤商店
ギフト「味六選」

虹の郷
ペアご招待券

5組
10名様

3名様

5組
10名様

5組
10名様

5名様

26

3名様

3名様

5名様

Information

ヒトには言えないココだけの話し
ちょっと恥ずかしくて悔しいイタ～い体験談募集!
「そんなハズじゃなかった…」といった、身近な消費トラブルの体験談
を募集します。悪質商法・だまし・
キャッチセールス・インターネットな
ど、あなたがあった被害を生の声
でお聞かせください。アンケートに
お答えいただいた方の中から抽
選で50名様に、お食事券などをプ
レゼント。

新春
特別号 発行！！LWマガジン特別号

「驚きの事実！突撃取材」見どころ 1
うまいしゃべり口で消費者に高額な商品を買わせる悪
質商法。取材ライターが体当たりで潜入取材を決行！

http://www.pref.shizuoka.jp /
kenmin/km-110/kurashinomeru.html

HP

5

のののの
豊豊

葛
葛
体
る

2

http: //www.pref.shizuoka.jp /
kenmin/km-110/kurashinomeru.html

HP

登録無料！受付中！登録無料！受付中！

t-kurashinome@sg-m.jpメール

あなたのパソコンや携帯電話に、くらしの安全･
安心情報、食品表示の読み方、新手の悪質商
法の手口など消費生活情報をお届けします。

静岡県くらしのめ～ルとは？

「相談窓口の現状レポート！」見どころ 2
各市町村の窓口で実際に相談があった被害情報を
取材。身近に起こっている被害をより
リアルに感じてください。

LWサポートホームページに特集します!Wサポ トホ ム ジ 特集します
消費生活トラブル体験談

新春
特別号 発発発発発発発発発行行行行行行行行行発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行発発発発発発発発発行行行行行行行行行！！！！！！！！！！！！！！！！LLLWWWWWマWマママガマガガガジガジジジンジンンン特ン特特特特別別別別別号号号号号LLLLLLLLWWWWWWWWWWWマWマWWマママママママガマガママガガガガガガガジガジガガジジジジジジジンジンジジンンンンンン特ン特ンン特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別号別号号号号号号号号号号号LLLLWWWWWマママママガガガガガジジジジジンンンンン特特特特特特別別別別別号号号号号

「驚きの事実！突撃取材」見どころ 1
うまいしゃべり口で消費者に高額な商品を買わせる悪
質商法 取材ライターが体当たりで潜入取材を決行！

消費生活のさまざまなトラブルを調査した
「LWマガジン特別号」発行決定！

被害者の体験談や専門機関の取材レポートなど、
見どころ満載なので乞うご期待を！！

身近なトラブルをクリアにする必勝法身近なトラブルをクリアにする必勝法

わくわくショッピング…さくさくインターネット…
何気ない生活の中にひそむ落とし穴
わ
何ご注意！

ダマされやすいヒト!
絶対ダマされないと思っているアナタ

ダマされやすいヒト!
絶対ダマされないと思っているアナタ
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