
No 店舗名 住所

1 焼肉　えびす 八千代市ゆりのき台4丁目6番2号

2 海鮮　たか丸 習志野市津田沼4丁目9番16号1階2階

3 戲　之　吉 八千代市八千代台東1丁目10番16号

4 干潮 八千代市村上南1丁目1番地4

5 DiningBar　ぴこっと 八千代市大和田980番地32

6 いろり処　もみじ 八千代市島田台785番地21

7 居酒屋　和子 八千代市勝田台1-5-19

8 パブ　ヴィーナス 習志野市大久保1丁目16番18号プラザグレミオ2-F号室

9 あべちゃん 八千代市萱田2232-44

10 焼肉牛伝　新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市初富本町1-1-27

11 Club　SLy 八千代市八千代台東1丁目45番25号ナガヤマビルⅠ4階

12 季節料理　味幸房 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番30号内山店舗103号

13 カラオケ喫茶スナック　南国パラダイス 八千代市八千代台北1-9-3コーポ総101

14 えん蔵 八千代市勝田台1-13-3-1F

15 串道楽　味の郷 八千代市緑が丘1丁目1104番3号東葉高速八千代緑が丘駅1階

16 安安食堂 習志野市大久保1-18-5岡野ビル1F

17 喰わせ屋しげる 八千代市八千代台南1丁目1番6号

18 桂香 習志野市大久保1丁目16番18号プラザグレミオ1F

19 たか松 八千代市勝田台1-36-1八木沢ビル102

20 居酒屋　やんばる 鎌ケ谷市西佐津間1-2-1

21 みんなの居酒屋ありがとう　津田沼店 習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル206号

22 居酒屋　呑兵衛じん 八千代市勝田台7丁目14番1号

23 ぱぶ茶屋　祭 習志野市津田沼1丁目10番41号101

24 居酒屋　大将 八千代市八千代台南1丁目11番12号メイプルプラザ1階

25 津田沼千串屋本舗 習志野市津田沼4丁目9番17号竹村ビル1F

26 ラーメン矢 八千代市桑橋748番地1

27 ワルツ 習志野市泉町2丁目1番33号

28 Restaurant　51 八千代市ゆりのき台1丁目14-2ソレイユ101

29 グリルダイニング　Aago 八千代市八千代台西3-2-10中台ビル1F

30 小料理　わかい 習志野市大久保4丁目9番13号

31 カラオケ＆Dining　アーマ 八千代市八千代台南1-11-12メイプルプラザC101

32 喫茶・スナック・フレンズ 八千代市八千代台南1丁目4番4号手塚ビル1F

33 玉屋食堂 習志野市実籾5丁目8番1号

34 居酒屋　甚家 八千代市八千代台北17丁目16番13号

35 丈丸 鎌ケ谷市富岡1丁目8番66号

36 もつ焼　坊っちゃん 習志野市津田沼1-2-14

37 スナック　恵美　エミ 八千代市勝田台1丁目14番20号シントクビル1F

38 とんぼ 鎌ケ谷市道野辺中央3-2-23小川ビル

39 魁！！男飯 習志野市大久保1-18-5岡野ビル1F

40 養老乃瀧　勝田台 八千代市勝田台1-7-1-16

41 ビストロ　ピエロ 八千代市村上南3-8-10

42 居酒屋さち子 八千代市勝田台1-6-18

43 居酒屋　歩 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビル1F

44 ロマン 習志野市津田沼7丁目1番10号

45 助六 八千代市八千代台西1丁目4番12号

46 カラオケスナック　スリル 八千代市八千代台東1丁目8番17号五十里屋店舗3号

47 イタリアンレストラン Riku Chika 習志野市谷津1丁目13番10号ヤマワロイヤルパレス103

48 とりのごん助　鎌ケ谷大仏店 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-31後関ビル1F-B

49 聚楽太閤 習志野市実籾3-1-1

50 ナイトパブ　シャルマン 八千代市勝田台1丁目17番2号福島ビル2F

51 ナイトラウンジ　パンドラ 八千代市勝田台1-5-18-201

52 クラブ　インフィニティ 八千代市八千代台西1-1-49コジマビル1F

53 Bar　Syndrome 八千代市八千代台北1-10-19YMビル1F

54 どんどん 八千代市ゆりのき台2-5-7サンメールゆりのき102

55 海と大地と炙り焼き　海炎 習志野市大久保1丁目16番18号プラザグレミオ2-A

56 四季彩々　いし橋 八千代市勝田台1-39-8NKエレガンスビル1F

57 居酒屋　にしぐち 習志野市屋敷3-1-21

58 イタリアン酒場エイト・ノース 八千代市勝田台北1丁目3番19号新緑ビル1F

59 串焼き　とんとん 八千代市八千代台西1丁目1番30号

60 MARUKA 習志野市大久保1丁目16番18号プラザグレミオ2C

61 そば処　名古屋 鎌ケ谷市鎌ケ谷4丁目2番15号

62 家庭料理　みほ 八千代市八千代台南1丁目11番11号

63 POKHARA 習志野市大久保1丁目16番18号1F

64 スペインレストラン　バルコ・ピラータ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-7-4

65 カレー屋　けんちゃん 鎌ケ谷市丸山2丁目12番76号

66 ごん 八千代市勝田台1-13-20クライスビル1F

67 いこい 八千代市大和田1010番地17

68 すし博 鎌ケ谷市富岡1-10-3

69 串酒場そねすけ 八千代市勝田台1-14-2

70 朝寝坊 習志野市花咲1-3-24

71 お好み焼　おさ村 習志野市大久保2丁目4番1号習志野コーポラス101

72 パティオ 八千代市大和田新田755番地1

73 やきとり　はな 鎌ケ谷市東初富4丁目5番1号

74 月齢 八千代市八千代台南1-4-3藤崎店舗Ⅱ　1階

75 すなっく　北斗 鎌ケ谷市初富374番地牧村荘1-103

76 ハイビスカス 八千代市八千代台南1丁目11番11号

77 うおまる矢 八千代市勝田台1-38-9

78 夢酒場　感謝 八千代市八千代台南1丁目6番2号

79 感謝 鎌ケ谷市南初富2-9-49

80 ボンゴヴィラ 八千代市下高野407-3

81 鳥よし 習志野市東習志野2丁目8番31号
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82 しゃり膳　新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目16-10新鎌ケ谷駅前ビル101

83 スナック　パール 習志野市津田沼7丁目1番15号長谷川ビルT7号室

84 和料理　蜻蛉 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野

85 DABADA酒場～ 八千代市八千代台東1丁目10番15号リウ゛ァストン1F

86 鳥屋一丁 八千代市八千代台東1丁目14番7号ライスランド3番館1F

87 町の洋食屋　カウベル 八千代市高津東2丁目5番24号

88 サラ 八千代市八千代台東1丁目6番8号渡辺ビルB1

89 串殿 鎌ケ谷市東道野辺6丁目1番55号

90 すずめ 八千代市八千代台南1丁目12番3号

91 居酒屋　志水 習志野市津田沼5丁目12番12号サンロード津田沼3階

92 club　ヒューズ 八千代市八千代台南1丁目3番17号知脇ビル　1F

93 永吉 習志野市実籾3丁目1番4号

94 結う家 習志野市津田沼7丁目3番1号メゾンドール三代川103

95 カフェ食堂　ペンネン・ネネム 習志野市津田沼5-10-9

96 居酒屋　JIPANG 習志野市本大久保5丁目4番1号ハウスララ1-B

97 パスティス 鎌ケ谷市道野辺中央5丁目2番10号

98 ステーキハウスもうもう鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東初富2丁目6番8号

99 I’s　bar 八千代市八千代台南1-6-10英ビルB1

100 パブ　ニュー　アイリン 八千代市勝田台1丁目4番20号

101 旬菜酒楽　いっぽ　勝田台店 八千代市勝田台1丁目27番31号

102 あさいち 八千代市八千代台南1-4-4水越店舗103

103 ねむりねこ 八千代市八千代台東3-5-3

104 菊粋 習志野市大久保3-15-23

105 大福元　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市鎌ケ谷8丁目4番17号

106 串　酎 八千代市八千代台南1丁目19番12号

107 焼肉　むさし 八千代市大和田新田923番地5

108 有限会社　寿々本 習志野市津田沼5丁目2番23号

109 大衆酒場　いわさき 鎌ケ谷市中央1丁目3番22号

110 和酒dining　雲母 八千代市勝田台1丁目28番7号

111 OVEN＋ 鎌ケ谷市東初富5-7-26

112 すし栄 習志野市秋津4丁目15番8号

113 すみとろ 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目13番16号

114 とりのぜん　一鳥 習志野市実籾5丁目3番24号白鳥ビル

115 Bar香月 八千代市勝田台1丁目14番20号シントクビル2F

116 古都里 八千代市八千代台西3丁目1番1号

117 やちよスパイス食堂 八千代市大和田新田63-1飯田第3ビル101

118 サンライト 八千代市勝田台1丁目6番15号

119 Liere　cafe 八千代市八千代台南1-6-5石井国際ビル2F

120 銀座　チャイナドール 八千代市八千代台東1丁目1番10号ユアエルム3階

121 おかぼん 習志野市津田沼7丁目1番15号長谷川ビル1F

122 海鮮旬菜Ojima 習志野市大久保1丁目29番12号

123 小料理　ひろこ 八千代市勝田台1丁目4番9号室井ビル102

124 慶山 鎌ケ谷市東道野辺5丁目18番10号

125 KoKo　Lino 鎌ケ谷市くぬぎ山3-12-1

126 菊富士　ならしの 習志野市東習志野8丁目15番19号

127 居酒屋　四温 八千代市勝田台1丁目21番13号

128 kitchen　furuyama 八千代市萱田713-1

129 ぐるめや 八千代市八千代台東1丁目15番3号京成サンコーポ122号

130 花ちょうちん 鎌ケ谷市富岡1丁目8番65号

131 まる真 八千代市勝田台1丁目12番15号

132 Dining　Shot　BarIZAKAYAKIBUN 八千代市八千代台南1-3-15手塚ビル2F

133 居酒屋しいな＠ 習志野市実籾1-2-7

134 酒処僾 習志野市津田沼2丁目4番23号川島ビル2F

135 IZAKAYA　久利多 八千代市勝田台1丁目6番9号

136 PIZZA　1212 八千代市勝田台1丁目35番24号越川ビル1F

137 田舎料理きのこ 習志野市津田沼2丁目4番23号川島ビル1F

138 ダイニング　バー　チャコット 鎌ケ谷市東道野辺6-3-59

139 ヴィンテージ 八千代市八千代台西1-6-12-2F

140 酒　肴　すし　旬菜わさび 習志野市大久保3-11-22ルノールビル1F

141 しちりん八千代台東口店 八千代市八千代台南1丁目1番6号サンエースビル1F

142 Yorimichi酒場　A-Cgaru 八千代市八千代台西1-1-7青木ビル1F左手前

143 季節料理　ふじ 習志野市大久保4丁目4番19号

144 惣吉 鎌ケ谷市東初富4丁目15番17号

145 カレーハウスCoCo壱番屋京成勝田台駅前通店 八千代市勝田台1丁目38番20号鈴与ビル1F

146 美家古寿司 八千代市八千代台南1丁目1番8号

147 めんどいねん屋 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビル1F-4

148 もつ焼　坊っちゃん　新津田沼店 習志野市津田沼1-3-11昭和第3ビルB号（2F）

149 ライブスポットMORE 八千代市勝田台1丁目31番2号

150 串の子 鎌ケ谷市西道野辺5番地33

151 大衆割烹　松本 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番15号

152 味工房　くいくい亭 八千代市高津850番地135

153 欧風食堂　タブリエ 習志野市津田沼2-6-34白鳥ビル105

154 春一番 習志野市津田沼7丁目18番25号

155 ペルフェクト 八千代市勝田台1丁目14番70号

156 天久 習志野市谷津4丁目6番30号

157 拉麺いさりび京成大久保店 習志野市大久保3丁目11-24

158 エノテカ　フィオリーレ 八千代市八千代台東1-2-14和光堂ビル2階

159 アスタマニアナ 八千代市勝田台1丁目17番10号

160 客満堂 八千代市八千代台北1-1アピアビル2F

161 すし　日本料理　和円 鎌ケ谷市富岡2-9-38グランポワール101

162 まいどおおきにかまがや食堂 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目19番31号

163 くにじ 習志野市本大久保5-3-16

164 菊富士　村上店 八千代市村上1975番地21

165 うまいものkitchen　勝田台バル 八千代市勝田台1丁目13番58号



166 喜楽 八千代市上高野1219-3

167 カラオケ居酒屋　バンブー 八千代市大和田249-10

168 くしきゅう京成津田沼店 習志野市津田沼5丁目11番8号土屋ビル1F

169 A-BAR 八千代市八千代台南1丁目12番5号STARビル2F

170 炭焼家　串じまん 八千代市八千代台南1丁目3番5号堀尾ビル2F

171 広東料理・飲茶　豊 鎌ケ谷市丸山1丁目2-8アマイモック鎌ヶ谷101

172 ルージュ 八千代市八千代台南1丁目7番1号シャイニービル2F-A

173 なとり 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4丁目4番85号

174 酔い家　図南郎 八千代市勝田台1丁目13番39号魁ビル1F

175 居酒屋　凧 習志野市本大久保3-6-6

176 Bar　Copine 習志野市大久保3丁目12番5号伊藤ハイツ102

177 カラオケ居酒屋　風歌 習志野市谷津1-11-8坂東ビル1F

178 居酒屋　あん 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目6番59号

179 焼き処　串そう 八千代市ゆりのき台4丁目7番5号第一ニッコービル1階

180 Tres　Cafe 習志野市大久保1-18-9ライズインハウス

181 やよい軒　大和田新田店 八千代市大和田新田73

182 焼肉屋　くいどん　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目3番38号

183 味四川　四川ダイニング 習志野市大久保1-23-11-2F

184 鈴蘭苑　八千代店 八千代市大和田新田197番地

185 美味しん 八千代市勝田台1丁目13番23号

186 小料理　らんまる　習志野店 習志野市袖ケ浦5-7-13

187 FIRST　CLASS 八千代市八千代台南1-4-10キューブ7　402

188 鈴蘭苑 習志野市実籾4丁目34番5号

189 ろしなんて 八千代市八千代台東1丁目32番12号1F

190 肉と日本酒バル　ワラカド津田沼店 習志野市津田沼1-3-11昭和第3ビル2階

191 mr．kanso八千代台店 八千代市八千代台西1-6-6-1F

192 居酒屋　済州 八千代市八千代台南1-1-6

193 Alba 鎌ケ谷市道野辺中央2-9-21モンクール2F

194 吟家　実籾店 習志野市実籾3-7-5

195 あがりゃんせ 八千代市ゆりのき台1丁目4番1号

196 カラオケ喫茶　NeWのんのん 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番48号北総ビル1F

197 Da　Alfredo 習志野市谷津5-4-11

198 四葉茶坊 習志野市津田沼4-10-31DOビル津田沼1F

199 ツールボックス 鎌ケ谷市軽井沢1983-41

200 （h）etta　エッタ 八千代市八千代台東1丁目15番3号京成サンコーポE-121

201 いわ鬼 習志野市津田沼1-2-24

202 串ya　壱八 鎌ケ谷市東初富4-17-1

203 閑茶坊　勝田台店 八千代市勝田台1-38-6winビル1F

204 しちりん八千代中央店 八千代市ゆりのき台1丁目2番5号セントラルビル1-A

205 呑ん処　けやき 八千代市勝田台1-17-3出口ビル103

206 JAZZ　BAR　LEGACY 八千代市八千代台西1-1-7青木ビル1F

207 麺屋　月輝 鎌ケ谷市道野辺本町1-1-18

208 ラーメン　来来 鎌ケ谷市東道野辺6丁目3番59号

209 一㐂 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

210 ビストロ　ユーノ 八千代市八千代台北10丁目18番7号

211 新鮮焼き鳥　つくねと地鶏　千 八千代市八千代台西1丁目1番2号STビル1F

212 なか道 鎌ケ谷市くぬぎ山3-4-41

213 アニソンカラオケ酒場　マナティ 八千代市八千代台南1-11-12メイプルプラザ20F

214 Y’s 八千代市勝田台北1-3-5ハーマニービルB棟1F

215 Spa　Resort　菜々の湯　1F 習志野市本大久保1丁目1番1号

216 Spa　Resort　菜々の湯　2F 習志野市本大久保1丁目1番1号

217 手羽だるま　八千代台店 八千代市八千代台南1-11-9

218 市場食堂　八 習志野市大久保3丁目12番5号伊藤ハイツ101

219 トラットリア　キリグ 八千代市八千代台西1-1-36

220 南欧バル　メルカト 八千代市勝田台1丁目16番京成サンコーポE-103

221 らくがき 八千代市八千代台西1-1-5センチュリーウエストビル1F

222 TrattoriaCasa　piccola 八千代市ゆりのき台4-7-5第1ニッコウビル　B1

223 普段着ワイン酒場　ワイガヤ 習志野市津田沼4丁目1番22号オリオンビル

224 空と大地 八千代市八千代台西3-1-15

225 ラ・ローズ 八千代市大和田新田755番地1

226 料理や　杉山 八千代市勝田台北2丁目1番17号1F

227 中華料理　福園　2号店 八千代市大和田新田1153-41

228 居酒屋　桜花 八千代市勝田台1-38-13鈴木店舗1F

229 Tap　Spot　Perch 八千代市八千代台北1-9-3-103

230 博士タイレストラン 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目15番12号

231 神楽坂　つくし 習志野市津田沼4丁目6番10号十番ビル1F

232 ログ 八千代市八千代台北7丁目2番3号

233 コスモス 八千代市八千代台東1丁目17番12号八千代シティプラザ　A-12　1F

234 勝田台　地鶏屋 八千代市勝田台1丁目5番15号

235 スナック　はなみずき 八千代市勝田台1丁目31番2号相馬マート102

236 居酒屋　愛 八千代市八千代台南1-1-6菅原ビル1F

237 らむ屋　せんいち 八千代市勝田台1-21-12木田店舗1F

238 Bar　FLAIR 八千代市八千代台南1丁目1番7号メイフラワーマンション1F

239 大衆酒場　YO-HEY 習志野市大久保1-29-3

240 ENDLESS 八千代市八千代台南1丁目4番10号キューブ7ソシアルビル501

241 ブラック・セイント 習志野市大久保1丁目16番7号

242 串特急　鎌ケ谷東口店 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目2番13号相浦ビル1F

243 源七 習志野市谷津2丁目1番16号

244 焼き屋　せんいち 八千代市勝田台1-21-9

245 横浜家系ラーメン　蓮 習志野市大久保1-16-13

246 居酒屋まさき 八千代市勝田台1丁目14番2号

247 ステーキ共和国大久保大使館 習志野市大久保1丁目23番11号和ビル1F

248 串焼き野菜巻き専門店　九四八 八千代市勝田台1-13-39魁ビル2F

249 居酒屋　姉妹 八千代市八千代台南1丁目11番10号



250 SUN 八千代市勝田台1-14-11

251 韓国料理の店　群山 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-3-40

252 麺や　味の郷 八千代市緑が丘1-1104-3

253 蕾 八千代市勝田台1丁目13番5号小泉ビル2F

254 五輪食堂 習志野市袖ケ浦3-5-4袖ケ浦団地ショッピングセンター内101号室

255 鮹八 習志野市大久保1-22-15

256 キャッツアイ八千代店 八千代市緑が丘西2丁目13番地3ism緑が丘内

257 焼き鳥　王道 鎌ケ谷市道野辺中央5丁目1番75号北尾店舗1階

258 松寿司 鎌ケ谷市富岡2丁目8番4号

259 カフェバー　マーベリック 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番49号

260 ASTY 八千代市八千代台西1丁目6番6号ニューハウスビル1F

261 串揚げ　ひふみ 八千代市勝田台北1丁目7番1号能勢店舗103

262 Lacisa 八千代市勝田台1-27-25

263 珈琲とボドゲの店　ホウ・ム 八千代市八千代台南1-12-3すずめビル202

264 ハワイアンカフェ　プナルウ 八千代市ゆりのき台4丁目8番1号

265 パライソ 八千代市勝田台1-5-12-1階

266 バル　イロドリ 鎌ケ谷市南初富5丁目10番59号1F

267 大衆酒場　なんぶ 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-9

268 キッチンぽん太 習志野市本大久保3-9-4

269 居酒屋　かぶちゃん 習志野市津田沼6-14-28中島店舗104号

270 田能久 鎌ケ谷市東道野辺7-11-36

271 ふる里の味　会津家 八千代市勝田台北1丁目18番3号岩井ハイツ1-1

272 カフェ　ふくろう 八千代市八千代台東1丁目38番2号

273 カラオケパブ　フランク 習志野市実籾4丁目12番23号フランクビル　2階

274 Bar　Madurez 八千代市勝田台1-27-33

275 ポックン 習志野市津田沼1丁目2番12号三山ビル2F

276 カラオケ　日の出 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目4番27号

277 ビストロ　モン・ルー 八千代市ゆりのき台4-7-5第2ニッコウビルB1

278 居酒屋　まさひろ 八千代市八千代台西3-5-2

279 ザ・ガーデンレストランプラナスタイル 浦安市明海6丁目2番1号プラナ東京ベイ内

280 カフェ・カイラ 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ3F

281 バー＆ダイニング　アンクルサム 市川市行徳駅前2丁目8番20号サントスビル202

282 くいもんや　惣兵衛 浦安市富士見1丁目17番13号103

283 らあめん花月　嵐　浦安店 浦安市当代島2丁目5番1号

284 海鮮料理　板場 市川市南八幡4丁目3番3号1F

285 海賊の台所　アトレ新浦安 浦安市入船1丁目1番1号アトレ新浦安2F

286 居酒屋　響や 市川市富浜3丁目17番19号A101

287 ENAK　ENAK（エナ　エナ） 市川市市川南1丁目10番1-109号ザタワーズウエストプレミアレジデンス

288 ダイニング　夢 浦安市入船4丁目3番4号

289 エルム 市川市市川南1丁目6番15号いづみハイツ1階

290 居酒屋　幸 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬テナント102

291 LIFE 市川市大野3丁目181番武田ビル1F

292 らー麺　N 市川市新田3丁目18番9号

293 寿美家 市川市中山4丁目22番4号

294 R135 市川市南八幡3丁目5番6号

295 Hide　away　CoCo 市川市新井3丁目7番2号101

296 らーめん　鈴家 市川市南八幡4丁目1番5号八光堂別館ビル1階

297 ミュージックスタジオⅤ 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136-502

298 UNCLE 浦安市猫実5丁目1番52号地下1階

299 炭火焼肉　春枝（しゅんぎ） 市川市湊新田2丁目9番10号

300 ワインカフェ　パブジャック 市川市市川1丁目10番10号Y’Sビル1F

301 がんこラーメン 市川市行徳駅前2丁目21番22号行徳マンション1007

302 スタンドバー　AJITO 市川市南八幡5丁目2番20号

303 すし屋の弥助 浦安市猫実3丁目1番17号

304 やきとり焼酎Jack 市川市市川1丁目27番8号

305 浦安マルシェ　えんじん 浦安市北栄1丁目17番16号A・IビルURAYASU4F

306 れん 市川市高谷1丁目11番21号

307 たぬき 市川市南八幡5丁目3番2号

308 居酒屋　えり 市川市南八幡3丁目7番11号

309 焼肉　新羅 浦安市北栄1丁目1番7号ブランシェ1F

310 串あげ　エネルギー 市川市行徳駅前1丁目6番13号

311 しんや食堂 市川市塩焼2丁目1番2号葛生ビル101

312 本気の焼豚　プルプル食堂 浦安市富士見2丁目9番39号

313 おかだ 市川市欠真間2丁目2番1号

314 Seven Continents 市川市相之川4丁目6番1号

315 an（あん） 市川市相之川4丁目12番8号式亭　1F

316 炭火焼肉新羅 浦安市明海5丁目6番8号ラフィネス新浦安

317 中華麺工房　男爵 市川市市川南1丁目1番1号ザ．タワーズイースト114

318 鳥由 市川市行徳駅前2丁目18番5号

319 おふくろ 市川市東国分1丁目29番15号

320 スナックASAMI 市川市南大野3丁目22番5号

321 赤とうがらし 市川市八幡3丁目1番7号2F

322 パブ　みゆき 市川市南八幡3丁目3番14号

323 季節料理　寿々 市川市市川1丁目6番15号

324 ヴェネチィア酒場 市川市八幡2丁目15番17号愛甲菊池共同ビル101

325 居酒や　えふぉーと 浦安市北栄2丁目19番50号

326 すーちゃん 浦安市当代島1丁目5番25号

327 Bar　de　Pescador 浦安市当代島1丁目11番1号長ハイツ1階102号室

328 バグース 市川市市川1丁目7番16号コスモ市川2階

329 ネパール　インド料理　サンサール本八幡店 市川市八幡2丁目7番11号岡ビル2F

330 QUALITY NEPAL INDIA RESTAURANT&BAR 浦安市当代島1丁目17番19号第2岡清ビル1F

331 菊乃家 市川市市川3丁目27番2号

332 筑前屋　本八幡店 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル1F

333 トラットリア　ラ　エルバ 市川市新田5丁目5番27号トップ市川真間駅第一　101号



334 酒バル　7373 市川市南八幡4丁目16番15号

335 手打ち蕎麦　安田 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ1階

336 焼鳥サトウ 市川市東菅野1丁目2番13号-103

337 みかん 市川市真間1丁目15番23号みまつビル2階

338 喜多方No．1 市川市南八幡1丁目22番8号浅沼マンション1F

339 MiXBAR　LOVELY 市川市南八幡4丁目6番18号クレストビル5F

340 酒喰楽　たけ丸 市川市南行徳1丁目16番16号メゾンフルール1F

341 花みずき 市川市塩焼2丁目4番39号

342 Snack　茜 市川市八幡2丁目7番8号田中ビル5F

343 居酒屋　たろう 市川市新浜1丁目19番1号

344 入船寿司 市川市南八幡3丁目7番7号内宮シティハイツ1F

345 千葉ットリア　Sorriso 市川市行徳駅前3丁目15番1号ルファールホリキ1F

346 SPORTS　CAFE＆BAR　たまりば 浦安市当代島1丁目5番40号

347 スナック　太郎 市川市市川南1丁目1番1号-115タワーズイースト

348 魚幸 市川市南行徳3丁目4番14号

349 アンダンテ 市川市南大野2丁目1番4号

350 Flat　Back　café 市川市末広1丁目18番13号SATOMI-4番館　101号

351 笹寿司 市川市南八幡5丁目21番3号

352 喜久寿司 市川市南大野2丁目3番43号

353 魚に鍋に炭火焼　藤 市川市市川南1丁目10番1号-115ザ・タワーズウエスト

354 焼き鳥　さいか 市川市欠真間2丁目19番16号

355 居酒屋　七の子 市川市南八幡4丁目5番4号西村ビル2階

356 グランカルボナーロ 市川市市川南3丁目3番25号

357 BEACH 浦安市当代島1丁目17番23号岡本店舗102号室

358 ポテト料理　じゃがいも 市川市八幡2丁目16番19号かぶら木ビル1F

359 有限会社　鳥春 市川市市川1丁目2番18号

360 鳥起 浦安市当代島1丁目1番4号

361 海賊　けんちゃん 市川市行徳駅前3丁目8番20号

362 yakuzen cafe KoKo 浦安市堀江2丁目14番5号

363 cafe　いつものところ 市川市南八幡4丁目8番9号202ニューグリーンビル

364 西安刀削麺莊 市川市行徳駅前1丁目17番9号2F

365 サケフク 市川市市川1丁目2番17号トキワビル1F中央店舗

366 味楽亭 市川市南八幡4丁目8番2号エスフォート本八幡1F

367 Bar　Old　Flame 市川市市川南1丁目2番22号マルイシ百貨センタービル2F

368 すし処　善 浦安市堀江6丁目4番32号

369 神田ッ子 市川市市川1丁目2番12号KMビル2階

370 ひさご 浦安市当代島1丁目1番11号フォーレストビル　1F

371 ワインカフェ　パブジャック本八幡店 市川市南八幡4丁目4番14号東洋マンション1F

372 ナイトラウンジ　もも 市川市行徳駅前3丁目7番12号

373 スカイヘブン 浦安市北栄1丁目16番16号トレンディビル6階

374 廻鮮寿司　𠮷恒 浦安市富士見4丁目14番30号

375 Night　Watch 市川市市川1丁目24番8号ホシナビル2F-B号室

376 らぱんあじる 市川市行徳駅前2丁目21番22号行徳マンション1018号

377 居酒屋 ほのか 市川市東菅野5丁目13番15号スエノプラザ1階

378 手羽矢　南行徳店 市川市相之川4丁目6番23号エクセレントマンション1F

379 BAR INOHANA 浦安市北栄1丁目16番13号信栄ビル4F

380 BAR　EAVES 市川市市川1丁目4番2号T・Zビル　5F

381 Oobanburumai 浦安市北栄3丁目25番28号ウスタロスTK103

382 津留八　すし 市川市鬼高2丁目9番17号

383 中国料理　輝煌 市川市南八幡2丁目14番1番LEO弐拾八番館1F

384 PUNCH　CLOUD 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136　301号室

385 一兆 市川市東大和田1丁目6番9号サンポウハイツA104

386 Yajikko KITCHEN 市川市南八幡1丁目1番17号

387 ステーキハウス　マエダ 浦安市富士見1丁目17番9号

388 炭火焼鳥　坊ちゃん 市川市行徳駅前1丁目11番12号堀木店舗7号

389 酒てん　もちや 市川市本北方1丁目44番20号三協マンション1F2号

390 月の坊 浦安市入船1丁目1番1アトレ新浦安店　2F

391 江戸家 市川市真間2丁目17番11号

392 YAMA　PIZZA 市川市新田4丁目18番20号

393 妙典　彦酉 市川市富浜1丁目2番10号

394 イタリアンレストラン　テラコッタ 浦安市北栄1丁目1番6号TRTビル1F

395 相撲料理　ちゃんこ鷹丸 市川市行徳駅前2丁目21番12号エステート湊103

396 楽（たのし） 浦安市入船4丁目1番18号ソルテルーチェ1F

397 酒茶屋　鞍馬 市川市行徳駅前2丁目8番20号サントス204号

398 TETSU-YA 市川市新井2丁目17番11号103

399 Dining　Bar　ミラコロ 浦安市富士見2丁目19番4号

400 てづくし料理茶房　よし坊 市川市八幡2丁目14番14号井沢ビル1F

401 晨怡 市川市欠真間1丁目3番4号

402 BAR　T　BASE 市川市市川1丁目24番8号ホシナビル1階

403 岩田屋本店（第十八岩田屋） 浦安市猫実5丁目8番23号

404 ゲームカフェ．Level 市川市湊新田2丁目1番18号ビアメゾンロジェール101

405 喜良　市川店 市川市国分2丁目11番17号花神ビル1F

406 肉うどんの戸上家 市川市南行徳1丁目18番21号高橋ビル101号

407 Other Side 市川市湊新田2丁目3番4号

408 ほとめき家 市川市南八幡3丁目23番1号吉田マンション103

409 飲み食い処　たちばな 市川市八幡2丁目6番5号

410 大衆割烹　丸正 浦安市北栄4丁目22番6号

411 Cielo 市川市市川南1丁目2番21号ミウラビル1F

412 天悟 浦安市北栄1丁目2番37号

413 大漁一家　本八幡 市川市八幡2丁目15番17号菊地愛甲共同ビル101

414 ライブ　バー　落陽 市川市末広1丁目9番14号

415 橘屋 市川市行徳駅前2丁目17番22号リージェントコーポ1F

416 大衆酒場BEETLE浦安店 浦安市当代島1丁目16番19号大塚ビル1F

417 nombre 市川市新田4丁目3番9号S-HOUSE1階



418 あやめカラオケ＆御食事 市川市下貝塚3丁目35番15号

419 あ和 市川市福栄2丁目18番9号

420 泰平鮨 浦安市当代島1丁目7番20号

421 豚極有 市川市市川1丁目3番7号

422 屋久島 浦安市北栄1丁目2番37号伝次郎ビル1階

423 JAPASTA 市川市市川南1丁目5番11号

424 三鴨庵 市川市南八幡3丁目5番16号

425 割烹わじま 市川市末広2丁目13番20号

426 ポンポコ亭 市川市新田2丁目29番7号

427 カラオケ　ゆうこ 市川市南八幡5丁目3番2号

428 うさぎ∞ 市川市南行徳3丁目17番21号

429 Chez　Sugino（シェ・スギノ） 市川市南八幡3丁目8番13号シャトーデザールクボタ104号

430 焼肉屋　くいどん　浦安店 浦安市東野3丁目4番1号アクロスプラザ浦安東野2F

431 Cafe　WANISHAN 市川市新田5丁目13番14号

432 カラオケスタジオ　ナナ 市川市湊新田2丁目3番11号飛鳥ビル2階

433 鴉 市川市八幡2丁目15番16号川上ビル3階

434 和道酒家　らく 浦安市北栄1丁目11番1号醍醐ホテル1F

435 石山食堂 市川市原木4丁目9番20号

436 ファミリー寿司　山形屋 市川市曽谷8丁目2番7号

437 Musician’s　Bar　B♭ 市川市南八幡4丁目2番3号第三山喜ビルB1

438 串屋横丁　南行徳店 市川市南行徳1丁目20番3号KSKビル1F

439 ロステリア　ディ　トシ 市川市新田4丁目17番22号ジュネス新田1-D号室

440 らーめん　むげん 市川市湊新田1丁目3番15号1Fクランベール第2

441 相撲茶屋　ちゃんこ佐賀光 市川市相之川4丁目2番16号

442 BAR　ROBROY　本店 市川市南八幡5丁目12番14号ジュネス酒井1階

443 Sean’s　kitchen 浦安市堀江4丁目1番37号ガーデンハウスワン1F

444 旬のおごちどころ　たまや　市川店 市川市市川1丁目9番11号サン市川ハイツ2F

445 寅八 市川市大野町3丁目121番

446 広島風　お好み焼　じゅん平 浦安市北栄2丁目7番1号森田マンション1F

447 寄り処　ひろ 市川市相之川4丁目14番4号関根ビル102号

448 海栗屋　市川 市川市真間1丁目10番13号

449 雷鳥 浦安市北栄2丁目29番43号

450 鉄板　清水 市川市市川1丁目13番16号

451 はいさい！　本八幡店 市川市八幡2丁目13番16号大村ビル2F

452 新井　渥美　和DINING 市川市新井1丁目25番3号NKビル1F

453 オリオン食堂 市川市行徳駅前2丁目23番6号岡島ビル　1F

454 寅のすけ 市川市八幡3丁目20番4号パートナー八幡ビル1F

455 じろう 浦安市猫実4丁目19番16号

456 カラオケパブ　月組 市川市市川2丁目1番12号SAP市川Ⅱ2F

457 妙典　イタリアンバル　134 市川市妙典4丁目3番27号WELL　SET　102

458 麺酒場　凜々亭 浦安市猫実5丁目1番51号1F

459 美笑 市川市南行徳1丁目16番20号ウィスティソシアルビル302号室

460 中国料理　龍王 市川市市川1丁目2番8号アベビル1F

461 入吉 市川市南八幡3丁目5番6号

462 居酒屋ガーデン　いろどり 市川市八幡2丁目13番16号大村ビル2F

463 寿司政 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ　1F

464 菜　sai　バール 市川市東菅野1丁目16番16号

465 コイケグループ　KARISMA 浦安市北栄1丁目10番11号石信店舗103号

466 天ぷら×和酒　佐香月 市川市行徳駅前4丁目1番4号建栄ビル1F

467 モア 市川市南八幡1丁目17番5号

468 BAR　チェリー 市川市南行徳1丁目16番20号ウィスティソシアルビル（502号室）

469 大八 市川市本北方2丁目23番7号

470 KATHMANDU　KITCHEN 浦安市北栄3丁目1番1号

471 ライブハウス　ルートフォーティーン 市川市八幡3丁目27番22号東興業ビル3階

472 ヴィンセント　浦安店 浦安市北栄1丁目15番28号エクレール浦安駅前1階

473 カフェブロッサム 市川市行徳駅前2丁目8番17号

474 遊心 市川市行徳駅前1丁目11番6号カマタビル1F

475 いしげ 市川市八幡2丁目14番12号

476 地鶏こま行徳駅前店 市川市行徳駅前2丁目21番8号

477 鳥辰 市川市南八幡3丁目10番17号

478 鮨一献　憲 市川市行徳駅前2丁目13番15号エスビル弐番館B-102

479 小料理はな 市川市南行徳3丁目13番1号樹マンション102号

480 夢 市川市八幡2丁目16番19号かぶら木ビル　2F

481 スタンディング食堂Fu-Ka 市川市行徳駅前1丁目10番14号

482 くいどころBAR　山遊木 市川市市川1丁目7番3号

483 炭火焼鳥　庵 市川市行徳駅前4丁目22番2号

484 沖縄料理　焼鳥　美豚 市川市八幡4丁目5番11号東和マンション106

485 長男、もんたいちお 市川市八幡4丁目4番9号山ビル1F

486 居酒屋　からふる 浦安市北栄1丁目15番23号201

487 トムズ 市川市中山2丁目4番25号

488 お食事処　味館 市川市相之川3丁目6番18号

489 まんま亭 市川市南八幡4丁目4番7号プリンスビラ1F

490 食事処　和 市川市南行徳1丁目13番1号メゾン3006　102号

491 和菜　結 市川市相之川4丁目6番3号

492 ゆで太郎　南行徳店 市川市南行徳3丁目1番2号宮崎ビル1F

493 おでん屋　金太郎 市川市南八幡5丁目14番15号

494 焼肉　新羅　MONA新浦安店 浦安市入船1丁目5番1号MONA新浦安A館4F

495 ハァツ 市川市大洲4丁目1番15号町山ビル1F

496 割烹　美羅 市川市真間1丁目15番20号佐久間ビル2F

497 Japanese　dining一　Gera 市川市南八幡4丁目3番7号グリーンターフ南八幡Ⅲ　1D号室

498 花いちもんめ 市川市市川南1丁目9番28号斉藤ビル1F

499 果美結 市川市宮久保1丁目11番6号

500 串じまん　南行徳店 市川市相之川4丁目18番1号メトロセンター南行徳C棟ヨ号

501 安曇野そば 浦安市北栄1丁目15番16号



502 SUS-K 市川市南八幡3丁目23番30号南マンション112

503 麺屋　一路 市川市新田5丁目18番12号ムラカミビル1F

504 まる 市川市湊新田1丁目6番18号栄ハイツ102号室

505 ぱぶ　すずらん 市川市八幡2丁目14番14号井澤ビル3F

506 炭火焼元ちゃん 浦安市北栄4丁目22番17号ハイツみまつ101

507 大黒屋 浦安市堀江2丁目5番22号1F

508 SANGO 市川市市川南1丁目10番1号ザ・タワーズウエスト218

509 紫音 市川市湊新田1丁目6番12号第三吉ビル108

510 丸志げ 浦安市当代島1丁目6番17号

511 Bar　Casablanca 市川市押切13番地9-1F-B号

512 かもめ庵 市川市市川南1丁目1番8号サンハイツ101

513 IZAKAYA　上喜源 市川市八幡2丁目16番21号ウエストビル1階

514 クエスト 浦安市北栄1丁目12番3号レクス174　2F

515 秀 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ102

516 スパゲティハウス（ファヴォレヴォーレ） 市川市新田5丁目18番10号三門ビル1F

517 KARISMA　南行徳 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美2階201号室

518 Lucifer 市川市真間1丁目10番13号プラザ市川真間103

519 PUB　碧 市川市南八幡4丁目1番15号片桐ビル2階

520 大衆ホルモン　タツ屋 市川市南行徳1丁目18番23号

521 和洋食彩　くつろぎや 市川市南八幡4丁目7番6号ダイヤモンドマンション202号

522 倉一廊 浦安市東野1丁目3番12号

523 行徳　彦酉 市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル1F

524 居酒屋　金 市川市行徳駅前3丁目7番12号

525 居酒屋　元気太郎 市川市八幡2丁目3番15号MSK市川ビル1F

526 新助 浦安市北栄1丁目11番5号エンゼルビル1F

527 BAR　Anchor 浦安市猫実4丁目6番1号ビューバレー1F

528 春光園 市川市市川1丁目2番5号乙生ビル1F

529 福ひろ 市川市湊新田2丁目1番2号

530 てしごと家　新浦安店 浦安市入船4丁目7番28号

531 こいこい家 市川市曽谷7丁目34番14号

532 千寿司　新浦安店 浦安市日の出5丁目5番1号

533 中華料理　千両 市川市新田4丁目12番16号

534 members　lounge　ひだまり 市川市八幡2丁目16番19号かぶら木ビルB1階

535 焼酎バー　海月 市川市行徳駅前1丁目16番2号吉原マンション3号室

536 鳥繁 浦安市北栄1丁目15番27号熊川ビル1F

537 まつきゅう 市川市八幡4丁目18番30号

538 場留　K's 浦安市猫実3丁目24番1号セラウ゛ィK101号

539 シャンティー 浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビル2階

540 BAR CHINON 浦安市猫実4丁目20番10号近藤ビル2階

541 居酒屋　あみんこ 浦安市猫実3丁目16番12号レクス200　101

542 X-VANGUARD 市川市行徳駅前1丁目3番12号大ヱ門ビル201

543 元気居酒屋　楽笑 市川市南八幡4丁目7番8号大伸ビル2F

544 bar　47　乙女 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビルⅠ3階301号

545 やきとり家すみれ浦安店 浦安市北栄1丁目13番11号折本ビルPartⅡ1F

546 CONCERTO 市川市行徳駅前1丁目26番5号101

547 鬼平 浦安市入船4丁目13番23号

548 ビストロ　カシェ 市川市市川南2丁目1番3号高橋ビル　1F

549 隠れ家 浦安市富士見3丁目5番12号

550 広島お好み焼　七福 市川市南行徳2丁目24番19号TOP南行徳No2-1F

551 焼肉　焼焼 市川市市川1丁目2番7号

552 徳福　八幡店 市川市八幡2丁目3番16号

553 JUNGLE　2nd 浦安市当代島1丁目19番1号オーシャンブルー1F

554 カレーハウスCoCo壱番屋　妙典駅店 市川市富浜1丁目2番10号

555 旬菜　みうら 市川市八幡2丁目11番14号

556 彩食　いっこん 市川市湊新田2丁目3番10号102

557 炭火野菜巻き餃子　博多うずまき行徳店 市川市行徳駅前2丁目8番20号サントス201

558 もつ焼　坊っちゃん　本八幡店 市川市八幡2丁目5番20号イーストビル芝田2F

559 PASTINOVA　シャポー市川店 市川市市川1丁目1番1号

560 ITALIAN　KITCHEN　BUONO 市川市八幡3丁目6番1号プリームスクエア本八幡　2階

561 食堂はなび 浦安市北栄1丁目1番12号KYビル2F

562 Cafeat　Bonzer 市川市市川1丁目8番10号

563 和多屋 市川市八幡2丁目12番8号上杉ビル1F

564 からあげ焼豚専門店　たまらん本八幡南口店 市川市南八幡3丁目23番28号

565 麺屋　真星 浦安市北栄2丁目19番26号

566 居酒屋それゆけ！鶏ヤロー　市川店 市川市市川南1丁目1番3号市川本宮ビル2F

567 ほのか　浦安店 浦安市北栄1丁目16番18号ケルンビル3F

568 もんじゅ 市川市鬼高2丁目12番38号

569 ロータス・イーグル 市川市八幡2丁目15番13号四街区2号ビル3F

570 酒・肴　春夏冬 市川市南行徳1-20-12加納駅前ビル101

571 びばりば　市川 市川市市川南3-14-5

572 パブ＆スナック　サンブリッヂ 市川市南八幡4丁目5番20号クローバービル1階左側

573 居酒屋　ようこそ 市川市行徳駅前2丁目17番12号

574 イオン新浦安　彦酉 浦安市入船1-4-1

575 居酒屋くいくい 浦安市富士見2-8-1大竜ホームズ1階店舗A

576 炭の焼肉　圭 市川市八幡2丁目12番5号

577 ピッツェリア　テルメ 浦安市富士見1丁目11番6号

578 CONA　市川店 市川市市川1丁目2番11号岩井ビル1F

579 酒倶楽部　ぶるーむ 市川市市川南1丁目1番8号サンハイツ116

580 居酒屋　かぞく亭 市川市湊新田1丁目14番2号

581 レストラン　カルボ 市川市塩浜2-3-10

582 和食場　冠　八幡店 市川市八幡2-14-6

583 南行徳　彦酉 市川市南行徳1丁目22番8号東15ビル1F

584 ABURI百貫　イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4階

585 すい。 浦安市堀江1丁目33番6号101



586 御食事処　たかつ 市川市高谷2丁目12番23号

587 三十六の季節 市川市南行徳1-22-3芦田ビル2F

588 cokia 浦安市北栄1-16-16-5F

589 麺屋　亥龍 市川市市川1丁目8番13号

590 鬼越　09 市川市鬼越1丁目23番1号

591 ふぐ料理　季節割烹　十兵衛 市川市真間1丁目15番23号みまつビル2F

592 行徳もつ焼き 市川市行徳駅前3丁目7番15号行徳イトーストア18号

593 PUB　J 市川市南行徳1丁目22番8号東ビル15D4

594 古里屋 市川市南八幡3-5-15並木ビルB1F

595 cafe　restaurantarata 市川市堀之内3-13-25

596 BRISTOL　23 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル206

597 食べ処飲み処　二代目　東山 市川市南八幡3-21-9静観荘101号室

598 炭火焼鳥　酉久 市川市新井1丁目26番11号

599 三昧真火 市川市八幡3-1-1プレジデントビル3F

600 アジアンレストラン　マウンテイン 浦安市富士見4丁目7番20号

601 MAHA　CURRY 浦安市猫実2丁目3番44号-1F

602 JUNGLE 浦安市猫実5丁目12番8号DMビル2F

603 焼肉 55 市川市湊新田2-6-7コーポ青山1F

604 大衆酒場立飲みいとぱん 市川市行徳駅前1-17-7コスモビル1階

605 やきとり　三枝 市川市高谷1丁目6番13号

606 南山 市川市南八幡3丁目5番7号2F

607 Payaso 浦安市日の出5丁目6番1号パークシティ東京ベイ新浦安SeaA

608 Bar　Tierra 浦安市北栄1丁目12番3号

609 BAR　PEAT 市川市南八幡3丁目4番8号HKアルファビル2F

610 江戸銀 市川市大野町1丁目434番

611 Link本八幡 市川市南八幡4丁目4番5号ウインズ本八幡2F

612 焼肉　吉四夢 市川市富浜1丁目4番17号

613 和のうだがわ 浦安市猫実5-2-46

614 珍来 市川市南行徳1-16-16メゾン・フルール1F

615 串と水炊　旬や 浦安市入船4丁目1番23号

616 KITCHEN　BAR　ロブロイ 市川市南八幡4-15-17桝屋ビル2階

617 TAP　SPOT　ROBROY 市川市南八幡4-15-17パレスフィールド1階

618 鉄板焼もん 浦安市富士見2-8-1

619 Pu' uhonua 市川市市川南3丁目3番25号白鳥ビル1階

620 温野菜　本八幡店 市川市八幡2-15-10パティオ6F

621 イタリア食堂　デコボッコ 浦安市北栄3-3-14-101

622 あぁ、ハンバーグ 浦安市当代島1-17-22ベイグランデ1F

623 やきとりや 浦安市当代島1丁目7番15号

624 酒処　つか 市川市市川南1丁目9番18号

625 neppuu 市川市新田5丁目5番27号田中ビル4F

626 ビゴーリア　カフェ 市川市新田4丁目8番17号土屋ビル1階

627 川松 市川市市川南1-4-12

628 竹亭 市川市中国分5丁目11番14号

629 Vivalice 市川市湊新田2丁目6番6号モロマンションA棟1F

630 栄 市川市南行徳1丁目12番1号コーポメルローズ1F

631 アルマナックハウス 市川市新田5丁目5番27号田中ビル2F

632 焼肉レストラン　光苑 市川市大野町3丁目124番17号2F

633 Vishamonte 市川市南八幡3-7-5山喜マンション1F北

634 ビリヤード　パルコ 浦安市北栄1丁目11番1号ホテルダイゴ2F

635 幸楽 市川市南八幡5丁目2番22号

636 海鮮処寿し常　マーヴ妙典店 市川市妙典4-2-12-704

637 幸楽 市川市八幡4丁目17番21号

638 P53 市川市市川南1丁目3番4号

639 有限会社　政八鮨 市川市八幡2丁目12番10号

640 チャイナ厨房　頂湯譚 浦安市日の出5丁目5番1号パークシティ東京ベイ新浦安COCO街区1F

641 B級グルメ食堂　浦安店 浦安市日の出7丁目3番12号

642 八幡BASE 市川市南八幡5-7-12ルミエール1階A

643 浅草焼肉ホルモン　みらく 市川市行徳駅前2丁目13番16号境野ビル201

644 居酒屋　たば田 市川市新田4丁目9番16号

645 遊山 浦安市日の出5丁目5番1号-F

646 インドとアジアの料理　サンティ 市川市八幡3丁目27番22号

647 浅草牛タン　みらく　行徳駅前2号店 市川市行徳駅前2-8-15

648 焼肉牛志 市川市市川南1-2-22-2A

649 中国料理　成和 市川市大野町2-228-1ハイネス大野103

650 和風とんかつ　金福 市川市南八幡5丁目14番12号

651 ライズバー 市川市南八幡3丁目7番16号-2F

652 BARteria　Secret　Base 市川市市川南1-1-2山晃社ビル103

653 四十八漁場　新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビルディング2F

654 鹿児島県霧島市塚田農場　新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビルディング2F

655 とんかつ専門店　しのざき 市川市行徳駅前3丁目7番12号107

656 オーディ・ダイナー 市川市市川1丁目8番5号アドビル2F

657 TARO’S　BARCROWS　NEST 市川市行徳駅前2丁目26番18号タカシンビル1F

658 ラダクリシュナ 市川市南行徳3丁目2番2号

659 はなの舞　妙典店 市川市妙典4丁目2番12号マーウ゛妙典701

660 ばかちん　松五郎 市川市市川南3丁目14番1号アポロビル2F

661 季節料理　かま初 市川市高谷1丁目7番14号

662 山ちゃんらーめん 市川市湊新田2丁目9番11号

663 ひもの屋　市川総本店 市川市市川1-8-13

664 つけ麺　一番 市川市南八幡4-3-1

665 ラウンジ　TAMAGO 市川市市川南1丁目6番16号レジデンス市川　1F

666 ビーパス浦安店 浦安市富士見3丁目1番2号

667 おいどん 市川市真間1丁目16番9号

668 山田屋 浦安市北栄2丁目25番23号

669 GirlsBar　1st 浦安市当代島1丁目3番30ビッグウエストビル601号室



670 居酒屋　松尾 市川市新田2丁目31番22号

671 noise 市川市市川1丁目7番1号コスモ市川2F

672 Honey　Night 市川市南行徳1丁目16番20号ウィスティソシアルビル301号室

673 TAQUITO　JAPANタキト　ジャパン 市川市新田3丁目17-9A号

674 Caffe　Felice 市川市行徳駅前1丁目20番14号第六ウィステリアハイツ1F101号室

675 845 市川市行徳駅前1丁目6番10号

676 マッキンリー 市川市市川4-6-10シュロス飯田Ⅱ　101

677 うた酒場　わたなべ 市川市東菅野3丁目1番7号

678 クリスタル 市川市行徳駅前1丁目17番9号ステップワンビルB号室

679 カラオケ喫茶　永（はるか） 市川市新田3丁目5番16号1F

680 酔々 市川市東菅野1丁目19番7号

681 FrankiesInternational　Bar 市川市行徳駅前2-13-18行徳駅前ビル3F

682 CROSS　BORDER 浦安市富士見1丁目10番24号

683 Amusement　Bar　snazzy 市川市南八幡4丁目10-16エスペランサ田中B1

684 はなう 市川市末広1丁目18番13号SATOMI4番館

685 スナック　姫 市川市行徳駅前2丁目21番22号

686 お好み焼き，もんじゃ大衆料理　天香 松戸市金ケ作270番地53

687 膳○ 松戸市松戸1228番地1松戸ステーションビル105

688 炭火焼　牛たん　杜の月 松戸市常盤平5-8-1サンウ゛ィラ常盤平106

689 鉄板ダイニング　EBISU 松戸市日暮3丁目10番地33

690 しゃかりき 松戸市栄町西4丁目1191番地

691 居酒屋　じろう 松戸市栄町3丁目170番地6

692 居酒屋　かね重 流山市西平井297番地2

693 カラオケスタジオ　都瑠 松戸市五香西1丁目11-1

694 元山　リドス 松戸市五香南1-13-3-1F

695 おもちゃばこ 松戸市久保平賀396-1

696 菜の花 流山市松ケ丘1丁目462番地108

697 居酒屋　じんじん亭 流山市平和台3丁目3番3号岡本コーポ103

698 大福元　小金原店 松戸市小金原7-12-8

699 ふぃあてるぱうぜ 松戸市五香2丁目1-10

700 EN（えん） 松戸市新松戸1-200イーグルビル1階

701 ようこ 松戸市小金きよしケ丘1丁目4番地5

702 桜 松戸市松戸1291番地1古賀ビル地下1階

703 味彩　居酒屋 松戸市南花島3-45-9吉村ビル101号

704 ユアーズ・キッチン ’88 松戸市高塚新田587番地8

705 五　郎　や 松戸市古ケ崎3丁目3345番地3

706 旬菜　さつき 松戸市西馬橋蔵元町35深野ビル102

707 魚がし寿司 松戸市古ケ崎2丁目3237番地11

708 豊　後 流山市流山1番地255

709 西伊豆料理　ろ　ぺ 松戸市新松戸3丁目329番地1

710 せんなり 松戸市二十世紀が丘萩町225進和ビルB1

711 Ten／10-Tsubo（テンツボ） 松戸市根本13-1中銀マンシオン106

712 聚 流山市西平井2-15

713 Bacchus 松戸市金ケ作412

714 スナック　ふたり 松戸市本町14番地20第2ビューハイツ　2F

715 すしの磯一 流山市向小金4丁目21番79号

716 らぁめん　和（なごみ） 流山市南流山4丁目2番1号1F

717 やきとり　与作 流山市江戸川台東1丁目5番地

718 居魚家　いがらし 我孫子市布佐2760番地5

719 ねもと 我孫子市都部99番地1

720 喫茶スナック　すず 松戸市松戸899番地2

721 居酒屋ともろう 流山市西初石3-100-2ピュア初石テナント4

722 カスタネット 松戸市松戸新田575-22第一水野ビル203

723 火の国 松戸市六高台8丁目58番地

724 みふじ 松戸市稔台1丁目8番地1

725 ブレナンズ　アイリッシュバー 松戸市六実3丁目18-1

726 テッズ　バー 流山市南流山4-1-4KSビル4階

727 カラオケステーション　美馬 松戸市馬橋1786-3-2F

728 らあめん花月嵐　松戸六実店 松戸市六実1-15-5

729 ティンク 松戸市北松戸2丁目3番7号アコードプラザビル1階

730 お食事処　きかく 松戸市松戸新田585-35

731 鳥一 流山市東深井1106番地30

732 BAR　noise 流山市南流山4丁目10番5号サンピア流山1F

733 洋風居酒屋　茶々 松戸市常盤平5丁目24-18

734 沖縄料理　島人 松戸市稔台7-3-22島田ビル103

735 なべちゃんズ 我孫子市天王台1-24-8

736 クラリス 松戸市本町1番地9第2日発ビル5階

737 もんじゃ月島　松戸六高台店 松戸市六高台2丁目47番地4

738 BAR　魚　魚 松戸市本町15-14

739 ラーメン　ファミリー 松戸市古ケ崎2丁目3208番地

740 鮨　多美屋 松戸市新松戸1丁目375番地第2中山ビル101

741 もみじ 松戸市松飛台543番地4

742 ポキホキ 松戸市六高台4-92-1近鉄ハイツ六実108号室

743 山田うどん　松戸高塚店 松戸市紙敷字入谷津台1594番地1

744 立飲み処　ひで 松戸市六実4-5-1第2石原1F

745 おいしん坊 松戸市新松戸3丁目174番地

746 四季彩 流山市江戸川台東2丁目8番地青葉ビル　1階

747 たこ焼バル　なんば一番　松戸五香 松戸市常盤平5-28-5ジュウエル常盤平1-5

748 香羊羊　串焼き専門店 松戸市根本448の2吉田ビル1階

749 スナック「じゅん」 松戸市馬橋1825

750 お好み焼　つくし 松戸市緑ケ丘2丁目233番地13

751 カラオケスナック　草花 松戸市五香南2丁目15番地12

752 カラオケ　プレステージ 松戸市小金きよしケ丘1丁目1番地の4

753 Bar　gold　タロー 松戸市本町15-16



754 くいしん坊 松戸市二十世紀が丘戸山町48-3

755 金寿し 我孫子市湖北台1丁目13番8号

756 養老乃瀧加盟店　稔台駅前店 松戸市松戸新田577番地江川ビル2F

757 カラオケ　ヴィオラ 松戸市五香西2-35-8

758 集 松戸市日暮1-5-21ラ・ファーブル中川202

759 東京豚骨拉麺　ばんから柏豊四季店 流山市野々下6丁目1038番地1

760 コーヒー・スナック　K 流山市平和台3-4-14

761 食彩　い志い 松戸市常盤平6-3-4

762 とんぼ 我孫子市久寺家417番地

763 しゃぶしゃぶ温野菜　松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町84

764 BAR　SO-WHAT 松戸市日暮1-3-10

765 中華料理　天津 松戸市上本郷859-3

766 ALTERNA　DINER 流山市南流山1-7-2サンハイツ南流山203

767 旬の酒菜　幸甚 松戸市小金きよしケ丘1-4-9

768 カラオケ　あられ 我孫子市本町2丁目6番地5カメリア7ビル103

769 膳彩や　おうみ 我孫子市天王台1丁目5番16号

770 食事処　くつろぎ 我孫子市本町1丁目2番3号青木ビルB1

771 松戸香房 松戸市根本13番地の1中銀松戸マンション107号室

772 山十 我孫子市我孫子1-9-20

773 美こま 流山市江戸川台西1-36-2

774 アジアンダイニングHimalayan　Heart 流山市南流山1-17-13

775 DIMENSION 松戸市本町14-9

776 （鳥）はじめ 松戸市西馬橋蔵元町153第2フジコーポ101

777 マドンナ 松戸市稔台1-15-1

778 ティーラウンジ　いしかわ 松戸市常盤平5-7-12

779 居酒屋　いい友 松戸市松戸1779第一サガミマンション103

780 いま一 松戸市稔台1丁目29番地1原田ビル1階

781 居魚屋 流山市江戸川台東2-22

782 Cafe de sora 松戸市松戸1339髙橋ビル1F

783 Kudo’s　BAR 松戸市新松戸1-422-2クィーンズビル2階

784 平　八 松戸市五香南1丁目9番地7

785 スナック　ディンプル 松戸市小金原4-11-31ハイツ向原

786 カラオケ＆喫茶　ミニモコ。 松戸市馬橋3323番地

787 創作厨房　わいだ 流山市南流山1丁目3番7号カンフォート流山101

788 炭焼やきとり千人力みのり台店 松戸市松戸新田579-28-102

789 焼肉　まさ実や 松戸市東松戸1丁目3番地の13

790 レストラン　ラシーヌプロフォンド 松戸市新松戸3丁目178番地1

791 さち 松戸市西馬橋蔵元町155アイチビル102

792 キッチン　ひより 松戸市上本郷855-4恩田店舗

793 はつかり 松戸市日暮1丁目7番地6

794 アルーカス 我孫子市我孫子1-8-17ル・ソルボンヌ103

795 高麗 松戸市常盤平5-17-4吉岡ビル101号室

796 BEER＆カラオケ　ひまわり 松戸市大金平2丁目97番地1

797 キッチン　ひまわり 松戸市小金きよしケ丘1丁目4番地9

798 居酒屋　えみりか 松戸市新松戸1-318新松戸ビル102号

799 株式会社　鈴木屋 我孫子市寿1丁目10番21号

800 パートナー 我孫子市湖北台1丁目15番8号

801 りすとらんて轍（わだち） 松戸市新松戸1-374-1政和ビル地下1F

802 スナック　麻理 松戸市五香西1丁目33番地2

803 カラオケ　ヒロ 松戸市新松戸南2-351

804 ひょっこりごん助　六実店 松戸市六実4-9-6

805 ラウンジ月 松戸市新松戸北1丁目10番地1メゾンツジヤマ102

806 小料理　若松 松戸市下矢切132番地1

807 CLUB　DREAM 松戸市常盤平5-11-10本田ビル303

808 立飲み　だありん 我孫子市天王台1-5-5佐々木ビル1F

809 七五三 松戸市新松戸1丁目197番地山喜コーポ103

810 KAMAYAN 松戸市常盤平5丁目12番地の3エクセルグローバルビル6F

811 洋風居酒屋　ひろ 松戸市新松戸1丁目241番地

812 縁むすび 松戸市稔台2丁目21番地1

813 魔乃巣 松戸市本町14-9泉ビル1F

814 有限会社武義 松戸市五香2丁目12番地の1

815 麺や　ふくろう 松戸市西馬橋1-5-10-102

816 焼肉　太陽 我孫子市天王台1-1-25天王台スカイプラザビル1F

817 喫茶＆スナック　和 松戸市常盤平5丁目25番地20

818 山勝角ふじ新松戸 松戸市新松戸3-418サングレードビル1階

819 博多酒場きなっせい 松戸市本町3-13こべに屋ビル　2F

820 カフェ　シャコンヌ 松戸市八ケ崎7-45-3グリーンヒル八ヶ崎101号

821 千成亭 松戸市西馬橋蔵元町71-4

822 スナック　ニューポピー 松戸市松戸新田577番地36

823 ありんこ 松戸市五香西2丁目13番地12

824 半蔵 松戸市日暮1丁目3番地10中山ビル1階

825 焼肉　ひきち 松戸市二ツ木1281-1

826 さんちゃん 松戸市根本56

827 スナック　来夢 我孫子市泉26番地1

828 いなほ 松戸市小山96番地

829 旬彩　月うさぎ 松戸市日暮1丁目6番地5第3YOSHIYA八柱ビル1F

830 酒森 松戸市根本12-9丸商第2ビル　2階　201

831 らべんだー 流山市南流山3丁目2番22号

832 居酒屋　ひよこ 流山市南流山4丁目15番2号

833 憩いのお店　幸ちゃん 松戸市小金きよしケ丘3-4-10

834 千鳥 松戸市日暮1-5-7第2飯島ビル1階

835 お食事処寿々久 松戸市仲井町2丁目40番地喜弘ビル105号

836 kiki 松戸市紙敷1185-11

837 夜来香 松戸市新松戸1-481ピアビル2階



838 すし勘 松戸市金ケ作22番地1

839 竹盛軒 流山市流山5丁目8番地4

840 しず 流山市美原4丁目1195番30号

841 CANTABILE 松戸市東平賀2

842 ほろ酔い　rollo 松戸市五香南2-15-11

843 Pizzeria & Bar　次男房 松戸市本町21-9タムラビル1F

844 ファンキー 松戸市日暮2丁目2番地8勝照ビル　4F

845 居酒屋　パトーラ 松戸市五香南1-13-3

846 酒場　あやめ 松戸市小金きよしケ丘2-1-1

847 一期 我孫子市湖北台10-18-1

848 mon　lapin 松戸市東平賀3-1

849 築地　魚河岸　魚魚　Dining 松戸市金ケ作408-381

850 Kappou　結 松戸市本町17-19松戸伸和ビル1F

851 カラオケラウンジ　ダイアナ 流山市平和台4-36-17マルショウビル2F

852 酔笑 松戸市西馬橋幸町92清光マンション104

853 mon　chou　chou 松戸市新松戸1-318新松戸ビル101

854 スナック　マリ 松戸市西馬橋幸町120第2スカイハイツ103

855 お多福 松戸市小金きよしケ丘1-4-5

856 カラオケスナック海 松戸市本町21-21ツカダビル1F

857 ダイニングバー　KUROOBI 松戸市稔台1-10-20HOSHITOMOヒルズ1号

858 Anela 松戸市日暮2丁目2番地の8勝照ビル2階-A号室

859 めん処　麒麟児 流山市東深井405

860 チョロン 流山市西初石3丁目103番地11

861 季節料理　ともこ 松戸市本町15-15

862 居酒屋　歌族 松戸市常盤平西窪町7-21

863 山勝　角ふじ 松戸市二十世紀が丘柿の木町16番地の2

864 みや亭 松戸市日暮5-194M-PARTⅣ　日暮ビル2F

865 喫茶＆パブ　梵 松戸市二十世紀が丘萩町225YASUIビル第3　1階A

866 間居圡 松戸市松飛台173-14

867 ジンギスカン倶楽部　道 松戸市本町14-9

868 チョアヨ 流山市東初石4-245-15

869 割烹　松しま 松戸市金ケ作36-1

870 あみ焼元祖しちりん天王台南口駅前店 我孫子市天王台1丁目23番24号

871 ふれあい　せつ 松戸市常盤平5-24-18

872 青春時代 流山市江戸川台西1丁目107番

873 TERAJI 流山市江戸川台東2-251-1松田店舗3号

874 下町っ子 松戸市大金平5-383-9

875 阿久利 松戸市六実3-23-7

876 酒膳処　はら田 松戸市五香南2丁目25番地5

877 abill　coffee＋（アビルコーヒープラス） 松戸市新松戸3丁目265番地フラワーマンション101

878 居酒屋　ふうちゃん 松戸市稔台7-62-1針ビル105

879 玉城家 松戸市稔台7-2-7遠藤ビル1F

880 縁屋 松戸市西馬橋蔵元町165みのりコーポA-1

881 にはちや　松戸店 松戸市松戸1225-5ゲイツイン1階

882 アリス 松戸市本町21番地の21ツカダビル2階201号室

883 居酒屋　幸 松戸市日暮3-12-1矢野マンション102

884 AQUAVITE 松戸市常盤平5-28-1むさし家ビル2階

885 ハピカラ東松戸駅前店 松戸市東松戸3丁目6-11

886 炭火やきとり　のぶちゃん 松戸市常盤平5-28-6

887 海鮮処　いわい 我孫子市本町1丁目1番10号

888 BAR　KING 我孫子市我孫子1-4-5我孫子ビル2F

889 もんじゃ　ラブリー 流山市東初石3丁目107番11号エリモ荘　1F

890 蝦夷SAKABAR　TATHUYA 松戸市竹ケ花213-7

891 炭火焼鳥　おぎ八 流山市南流山4-1-18アビタシオン102

892 北海道らーめん　ひむろ我孫子店 我孫子市本町2-2-19市川ビル1F

893 旬魚旬菜　鮨匠 松戸市上本郷2207

894 バー　ベルジェール 松戸市本町14-20第2ビューハイツ102

895 炭火焼肉しんら 松戸市新松戸6-1-2都ビル2F

896 肴処　千の夏 松戸市松戸新田488-1保永ビル102号

897 K-flage 松戸市日暮2-2-6丸商八柱ビル地下1階

898 NAVA　DURGA 松戸市本町25-3

899 居酒屋　さくら 松戸市栄町西2-921-2

900 大はし 松戸市西馬橋蔵元町186

901 山崎 松戸市樋野口599

902 や郷 松戸市常盤平2丁目9番第3石川ビル　1F

903 中国料理大福元　松戸駅店 松戸市根本5-9秋谷ビル1F

904 ハートロック 松戸市根本6-3-1F

905 鮮魚れすとらんマルキ水産 我孫子市根戸1739-1

906 こもれび 流山市東深井408-2-102

907 トリポーズ・カフェ 松戸市稔台1丁目1番地の8松倉ビル　1F

908 炭火焼肉　家門 松戸市本町1-11KYSⅡビル2階

909 バカアイノトナリ 松戸市八ケ崎1-1-1京葉ハイツ101号

910 泰山逸品 我孫子市柴崎台1-10-8

911 カラオケ居酒屋のんべえ 松戸市新松戸1-214

912 居酒屋ゆみや 松戸市上本郷434松田ビル1F

913 中華厨房　ゆうえん 松戸市本町20-20

914 金八寿司 松戸市緑ケ丘2-358-1

915 月花 我孫子市青山台4-1-12

916 Bar　Tail　O’Cock 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル3階　13号室

917 焼肉　くいどん　南流山店 流山市木201-1

918 カフェバー　ショーワ 我孫子市天王台1-1-3リバーフォービルB1F

919 すし勝 我孫子市天王台3-23-1

920 山勝角ふじ総本店 松戸市新松戸2-22TSビル101

921 薙-nagi-熟成鶏十八番 松戸市新松戸1丁目422-1



922 オステリア　タナロ 松戸市根本135番地TSビル1F

923 扇寿し 松戸市小金原5-19-11

924 ちどり 松戸市仲井町1-120

925 中華酒坊　王記餃子 松戸市上本郷905-3吉田ビル1階

926 おふくろ 流山市三輪野山2丁目13番地の5

927 たいの家 流山市江戸川台東2-24正木ビル2F

928 千歳 松戸市北松戸2-6-5信和ビル1F

929 カラオケスナック　順 松戸市仲井町3-3染谷ビル103号

930 黄金苑 松戸市小金きよしケ丘1-4-21

931 ブルーホース 松戸市本町23番3アーク松戸ビル2階

932 一瑳 松戸市新松戸3-265フラワーマンション102

933 イタリアンバール　アッカ 流山市江戸川台東2-8青葉ビル1F

934 中華料理　ゆうえん 松戸市二十世紀が丘萩町10-4

935 串焼き処日比谷鳥こまち五香店 松戸市常盤平5-20-4

936 大福元 松戸市二十世紀が丘梨元町94-1

937 トラットリア　ジュリエッタ 我孫子市高野山53-1

938 呑喰処　我母 松戸市西馬橋1丁目1番地16

939 ゆきの 我孫子市本町2-6-8

940 Dining＆Bar　HAO 松戸市松戸2027番地の3エミネンスササガワ101

941 大福元 松戸市稔台3-43-7

942 大福元　上本郷店 松戸市南花島3-43-10花島マンション1F

943 キッチン　サクラ 松戸市松戸1150東信ビル1F

944 ホルモン三丁目 流山市江戸川台東3-168-5

945 翔ちゃん餃子 我孫子市天王台1-23-23

946 porta　verde 松戸市根本56泉ビル3号室

947 Meg’s　Kitchen 我孫子市湖北台8-3-4

948 喫茶　アベイユ 松戸市稔台1丁目21番地1あかぎハイツ109号室

949 べー太郎 松戸市本町20-1新角ビル2F

950 源 松戸市胡録台326-16コーポキセ1階

951 居酒屋　ひろみ 流山市江戸川台東1丁目72番

952 Hysteric　Grandma 松戸市稔台7丁目2番17スプリングハイツの106号

953 さんのじ 松戸市稔台7-58-15藤ノ木店舗101号

954 Laugh　Full's 松戸市松戸新田463-1

955 居酒屋　殿 我孫子市天王台1-1-25スカイプラザ104

956 カラオケALL　北松戸店 松戸市上本郷908-1階

957 台湾料理　萬福園 松戸市西馬橋蔵元町104番地の2

958 鳥すけ 松戸市新松戸1-448-2藤喜ビル101

959 ショットバー　ナナ 松戸市五香南2丁目25-3

960 ごちそう屋 松戸市和名ケ谷947-3湯楽の里松戸店内

961 酒食処　円居 松戸市小根本42-3栄久ビル102

962 カフェ・ド・パルファン 松戸市小根本84-1

963 el arca 松戸市河原塚408-1せんぱく工舎e号室

964 スナック　デン 松戸市二ツ木285

965 松戸ビール 松戸市松戸1151-2

966 Tinykitchenand counter 松戸市松戸1344-16

967 韓国家庭料理おんぎ 松戸市西馬橋蔵元町155あいちビル1F

968 松戸　大勝軒 松戸市松戸1277番地ミヤザワ第2ビル1F

969 リドス 松戸市五香南1-11-7細谷ビル2F

970 カレーハウスCoCo壱番屋 松戸市横須賀1丁目3番地1

971 よい処　ほのじ 松戸市松戸1339番地高橋ビル1F-4

972 豚粉屋 松戸市五香6-17-9

973 スナック　Ruby 松戸市日暮2丁目2番地の8勝照ビル2階C号室

974 四季 流山市平和台3丁目4-14-4

975 VINH　AN 松戸市殿平賀195ノースウイング2F

976 酒と肴　エビスヤ 松戸市新松戸1-209-2

977 チョコビ亭 松戸市五香西4-19-7

978 チャイニーズダイニング　えん 我孫子市天王台2-2-33第三青木ビル1階

979 居酒屋　19 流山市江戸川台西2丁目188-2号

980 B級酒場　新松戸 松戸市新松戸1-354-2-2F

981 worke　shot　BAR 松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル3F

982 スナツク　志帆 流山市平和台4丁目297番2号

983 わさび 流山市駒木531-14

984 八柱リドス 松戸市日暮1-3-6

985 ちゅらさん 松戸市南花島3-45-6コミヤハイツ1-C

986 SAZAN　LADY 松戸市本町19-22西澤ビル4F

987 ポワロー 我孫子市湖北台1丁目13番18号

988 すしめん処　大京　湖北台店 我孫子市湖北台1-14-10

989 台湾料理美佳楽 松戸市西馬橋1-16-11

990 らーめん　めんぱち 松戸市松戸新田119番地

991 BAR　TAVERN 松戸市本町18-2

992 生つくね元屋松戸店 松戸市松戸1230番地の1

993 道とん堀　六高台店 松戸市六高台6-10

994 スペイン料理　PUERTO 松戸市日暮1-3-13八柱ビル1F

995 魚　勝 松戸市仲井町3-74

996 キャラパートⅡ 我孫子市天王台2丁目2番22号コーポタナアミ106

997 おーるうぇいず8 流山市南流山8-6-1弐番街3号棟

998 Vingt　Neuf（バン　ヌフ） 我孫子市本町1丁目1番11号

999 レストラン　パトーラ 松戸市小根本20-46

1000 トラットリア　アルレッキーノ 松戸市新松戸1-448-3

1001 創作ダイニング集 流山市江戸川台西1-107-105号

1002 Brasserie　komorebi 流山市西平井1320西A59街区2

1003 稲 流山市平和台4丁目1-21

1004 四季彩亭　花くら 松戸市二十世紀が丘萩町214-3-102

1005 洋風居酒屋　KOMUGI 松戸市五香南1-12-10



1006 ヴェルディ 松戸市六高台9-69-4

1007 サウナ・カプセル　インクレスト 松戸市本町19-18

1008 居酒屋　にっこり屋 松戸市五香南1-12-6WATビル1階B

1009 Lutea 松戸市二十世紀ケ丘萩町135高橋ビル1階A号室

1010 ふれあい町　立ち呑み酒場　ゆうちゃん 松戸市日暮1-3-6飯島ビル1F

1011 ら～めん壱寅家　新松戸店 松戸市新松戸3-279-103号

1012 台湾料理　百楽門酒家 松戸市稔台1-1-13ユーカリビル1F

1013 DELISH＆EASE 流山市東初石2丁目194-1ハイツクオーレ105

1014 スナック　ほほえみ 松戸市六実6-33-1

1015 花のれん 松戸市小金きよしケ丘2-10-15

1016 あんぽんたん 松戸市根本12-9丸商ビル1F

1017 虎昇 松戸市殿平賀199-1-1F

1018 酒処　奈々 流山市東初石1-160-10

1019 BAR　金の卵 松戸市根本461-1弁天会館ビル203

1020 ケンラボ 流山市南流山4-4-2近代コーポ102

1021 中国料理大福元流山店 流山市流山3-377

1022 やきとん　がちまやー 松戸市松飛台264-5-1F

1023 鮨　よこ瀬 松戸市西馬橋幸町39木村マンション1F

1024 有賀藤 松戸市日暮1-16-15新八柱岩本ビル201

1025 よしこ姉ちゃん家 松戸市紙敷1591-5

1026 中国パブ　美恋 松戸市新松戸2丁目114番地の2プラザニュー松戸ビル2階CD

1027 山形牛焼肉　仁 流山市おおたかの森西1-9-7アカリビビル3F

1028 Egg＇s　Country 松戸市新松戸4丁目56番地松正ビル2F

1029 居酒屋　寫樂 松戸市新松戸1丁目241番地八木原コーポ

1030 ちゅらさん。 松戸市東平賀3-8H1ビル1階

1031 飲み食い処　我が家 松戸市栄町6-386

1032 Cafe　de　OTA 松戸市小金2番地ピコティ西館2F201号

1033 やきとり大吉　北小金店 松戸市小金44-1-2

1034 伊勢寿司 松戸市常盤平5丁目7番地7

1035 中華レストラン　松華（そんふぁ） 松戸市二十世紀が丘萩町219-2シャトー萩　1F

1036 パルコ 松戸市常盤平5-20-11

1037 向日葵 松戸市八ケ崎5丁目15番地15

1038 Resort Dining Frangi pani otakanomori 流山市東初石6-181-129PRIME2F

1039 いよ翠 松戸市金ケ作408-2

1040 Five　Bucks 流山市鰭ケ崎15の1

1041 中華屋　華苑 松戸市根本57番地1直江ビル101

1042 いいとも 松戸市栄町7-542-8

1043 花菜 流山市南流山1-10-9堀切ハイツ100号

1044 中国料理　天廣堂 松戸市松戸1339-1

1045 炭火焼肉　但馬屋　初石店 流山市東初石2丁目92番地の56

1046 古瓶 松戸市上本郷2675-1-102

1047 美濃樽 松戸市本町19-20

1048 串郎 松戸市金ケ作419-40沢田ハイツ2号室

1049 焼肉　清京園 松戸市小根本20-3井上マンション102

1050 RIDOS味一番 松戸市常盤平5-17-10シャルネ95　1F

1051 酒場　美豚 流山市野々下5丁目968番7号

1052 スポーツバー　PAPABAMP 松戸市松戸1139番地2ライオンズステーションタワー松戸103

1053 ひよし 松戸市本町19番地9

1054 やきとり居酒屋　どん 流山市南流山4丁目4番2号近代コーポ101号

1055 鮨DINING岡平 流山市加6丁目1557-2-1F

1056 王記酒家 流山市鰭ケ崎11番地11-1F

1057 一兆 松戸市根本13-1中銀松戸マンション102

1058 ウタリ 松戸市金ケ作422番地2

1059 魚菜処　かんだ 流山市西初石4-1423-2コンフォートガーデン102

1060 麺場　田所商店　流山店 流山市流山8-1025-1

1061 spread　rui 松戸市松戸1873-101

1062 みかさ 松戸市松戸新田580

1063 しちりん我孫子店 我孫子市本町1丁目1番8号

1064 ラブリング 松戸市根本2番地16アムス松戸ブランティーク1階

1065 プラスワン 松戸市常盤平5-8-5

1066 エビス　江戸川台店 流山市江戸川台東2-11ユニオンビル2F

1067 クシクモ 松戸市本町14-20第2ビューハイツ104

1068 からあげバカ一代 松戸市常盤平7-24-2

1069 La　cotta～憩の場～ 我孫子市中峠台16番地の2

1070 大阪新世界　串かつ　さじろう 流山市南流山4-1-18アビタシオン101

1071 華蓮厨房 我孫子市布佐1101-4

1072 居酒屋　チョッパー 流山市松ケ丘1-475-34サンサンプラザ1-102

1073 スナック梨花 松戸市秋山2-26-1

1074 みのり家 松戸市松戸新田573

1075 お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼あらじん 松戸市松飛台540番地1

1076 Bistro　すぷーん 松戸市秋山85-6

1077 駅前屋台 我孫子市青山432番地9

1078 居酒屋　暖 流山市平和台4丁目36番17号マルショウビル1F-102

1079 大都会松戸店 松戸市本町4-9流鉄ビルB1

1080 古木庵　タニヤ 我孫子市湖北台1丁目16番地3号

1081 長浜ラーメン　フクフク 松戸市根本5-11

1082 MATSUDO　MONJA 松戸市小根本42-3アセット松戸Ⅱ

1083 福福 松戸市本町15-21

1084 喫茶スナック　ほの香 流山市平和台5丁目66番6号

1085 スナック　M 松戸市栄町6丁目431番地

1086 M’s　ダイニング 流山市江戸川台東2-80

1087 カラオケ　がじゅまる 我孫子市柴崎台1-13-36

1088 らーめん　大古洞 松戸市稔台1-11-4

1089 中華料理　香羊羊 松戸市根本451-1ジュネパレス松戸第30テナント　1F



1090 オステリア　ドン　トモ 松戸市新松戸6-1-1鈴成ビル2F

1091 モール 松戸市下矢切50

1092 六実牧場 松戸市六高台6-9-1小宮山ビル103号

1093 馬橋HAND-CLAP 松戸市西馬橋蔵元町125ムトービルB1

1094 海鮮処寿し常　松戸駅前店 松戸市本町20-3阪田会館101号

1095 炭火焼肉　ぼたん 松戸市金ケ作27泉第6ビル　1-B

1096 Restaurant＆CafeFour　Hearts 松戸市幸谷617-12

1097 PINO 松戸市松戸新田573-13

1098 リビングルーム蘭 松戸市小金4-13

1099 SEKITOBA 松戸市稔台1-29-3原田ビル101

1100 ノンノン 松戸市栄町5丁目275番地2

1101 エビス　北松戸総本店 松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル1F

1102 Vito 松戸市根本452篠崎建物103

1103 屋台ラーメン　めん吉　新松戸店 松戸市新松戸2-17-7

1104 居酒屋　遊海 流山市東初石4-245-14浅水ビル103

1105 CAFE＆BAR　KAMBAR 松戸市新松戸1-225池田マンション102

1106 高砂 松戸市西馬橋蔵元町198-3

1107 ふらっと 松戸市小金原4-29-2

1108 四季亭 松戸市串崎新田6番地1

1109 梨公苑 松戸市高塚新田558番地

1110 居酒屋　麗湖 我孫子市中峠1498番地1

1111 とりよし 松戸市五香南1丁目10番地5

1112 Rizz 松戸市本町18-3

1113 やきおにキッチン松戸本店 松戸市稔台8-4-27メゾンスズキ101号室

1114 香香餃子房 松戸市殿平賀195藍川ビル1F

1115 麺王 松戸市栗山27-6

1116 ソウル 松戸市根本461番地

1117 彩食家　えんどれす 松戸市日暮6丁目162番地

1118 二天一流 松戸市新松戸2-17-8

1119 中国料理　健昌 流山市駒木117番地22

1120 酒彩　はや川 松戸市稔台7-15-11臼井ビル102

1121 まいちゃ亭 松戸市日暮1-1-1八柱駅第二ビル　4F　D号

1122 クレソン 松戸市金ケ作419番地31-2F

1123 AUDIENCE 松戸市日暮1-2-8雅裕ビル3F

1124 伊勢源 松戸市二十世紀が丘萩町135

1125 炭火焼鳥　三代目　とりかつ 松戸市新松戸3-293-101

1126 三代目鳥メロ五香西口駅前店 松戸市常盤平5丁目20番地の4

1127 おけさ 松戸市常盤平陣屋前1番地17

1128 ソウル　明洞 松戸市本町25-7山本ビル1F

1129 スナックSUN 松戸市松戸1168-4吉田ビル4F

1130 ワインバル　407 松戸市本町4-8金子ビル1F

1131 生つくね元屋　松戸2号店 松戸市本町19-13第一中島ビル2F

1132 バー　アマーロ 松戸市新松戸4-26-1ハートビル1F

1133 すし　季節料理　ふぐ　おが和 流山市鰭ケ崎15番地1

1134 百万弗 松戸市栄町西1丁目798番地8

1135 汕幸苑 流山市流山4-408金井ビル1F

1136 NEST 流山市駒木500番地4

1137 カジュアルイタリアンバルK 我孫子市柴崎台1-10-15

1138 インド料理　ニューサンティ 松戸市日暮1-3-6第三ノジマビル2F

1139 SeaKenS 流山市加1-1618

1140 K．U．R．U．M．I． 松戸市根本461弁天会館211

1141 スモール・マノ 流山市江戸川台東2-611F店舗

1142 ペッパーランチ新松戸店 松戸市新松戸2丁目108太陽新松戸ビル1F

1143 沖縄そばー　ちゅらさん。2 流山市南流山4丁目5-4南流山京葉ハイツA棟103号室

1144 レブステーキ 松戸市新松戸3-418サングレードビル101

1145 バングラデシュレストラン　居酒屋モントウ 松戸市南花島3-43-16

1146 法味庵　吉野 松戸市下矢切138番地

1147 居酒屋　やまびこ 我孫子市柴崎台4丁目8番地1号

1148 英鮨 我孫子市台田4丁目1番30号

1149 あじろ 松戸市栗山55番地1

1150 九・七・八 松戸市栄町7-555-1

1151 カラオケルーム　阿蘇 流山市流山4丁目517番地2

1152 クルーセ 松戸市新松戸2-108-3F

1153 cafe＆dining　SLOW 野田市山崎2638番地35-103号

1154 より道 野田市七光台428番地3

1155 寿司　割烹　松和 野田市花井1丁目21番地4

1156 HANMER　CAFE&BAR 野田市尾崎840-9

1157 居酒屋　山登 野田市岩名2023番地46

1158 みち草 野田市上花輪618番地9

1159 居酒屋　コッコ　川間駅前店 野田市尾崎843番地6

1160 椎紗伊土 野田市東宝珠花446番地1

1161 良ちゃん 野田市日の出町11番地1

1162 かづ栄 野田市野田494番地

1163 居酒屋　まんさく 野田市岩名2015番地41

1164 スナック　藤 野田市尾崎849番地13

1165 食処・呑処　雨やどり 野田市木間ヶ瀬3041番地5

1166 有限会社食楽フーズ　正楽園 野田市宮崎157番地13

1167 居酒屋　梅竹 野田市中野台97番地2

1168 柳寿司 野田市中里543番地

1169 竜馬 野田市岩名2丁目7番地31号コーポ秋山102

1170 御神火 野田市尾崎843番地7

1171 酒処　紅屋 野田市野田651番地

1172 居酒屋　笑福 野田市なみき3丁目5番地12

1173 京料理　味しん 野田市柳沢36



1174 豚珍館 野田市尾崎815番地100

1175 デリーマハール 野田市山崎1331番地75

1176 リトル・ボグ・ブラザー 野田市中里620番地4

1177 ひよこ 野田市中根169番地5

1178 くいしんぼう 野田市七光台237番地29

1179 とりや 野田市西高野351番地

1180 酒場　呑多久 野田市山崎1842番地

1181 若葉寿司 野田市野田815番地

1182 えむず 野田市木野崎1654番地10

1183 勢喜音 野田市清水1095番地

1184 居酒屋　山ちゃん 野田市木間ケ瀬741番地8

1185 ビジネス旅館　梓 野田市野田430番地

1186 四季彩　温石 野田市中根38番地30

1187 ごはんや　樹林 野田市野田125番地

1188 カフェ＆ダイニング　トシ 野田市岩名2丁目14番地1-B

1189 全世界規模的中華菜々食堂シャオ 野田市下三ケ尾447番地12

1190 庵　～AN～ 野田市野田779番地1イーサークルビル1B

1191 満留賀 野田市尾崎840番地17

1192 駒ちゃん 野田市清水619番地1

1193 七光台温泉 野田市七光台4番地2

1194 韓国ダイニング「韓」 野田市岩名1丁目26番地の4

1195 居酒屋　小雪 野田市七光台428番地3

1196 生成寿し 野田市野田562番地2

1197 旬鮮　酢寿喜 野田市岩名1丁目27番地17

1198 札幌ラーメン　どさん子 野田市木間ケ瀬5300番地5

1199 スナック舞 野田市山崎1411番地5-101

1200 居酒屋ダイニング傳-DEN- 野田市木間ケ瀬1838番地

1201 パブスナック　Bee 野田市中野台262番地坂本ビル101

1202 COCKTAIL　WORKS　she’Z 野田市七光台351番地6

1203 株式会社　水明荘 野田市瀬戸835番地

1204 スナック　イーグル 野田市中野台421番地

1205 吉祥餃子 野田市春日町15番地10

1206 カレーハウスCoco壱番屋野田船形ショッピングセンター店 野田市泉1丁目1番地1

1207 中華料理・コバ 野田市野田792番地1

1208 居酒屋　とも 野田市野田562番地

1209 USAGI 野田市尾崎843番地6井口ビル102

1210 食事処　飲み処　ながの 野田市桐ケ作554番地1

1211 夢心（ドリームハート） 野田市尾崎254番地

1212 パブ　美魔女 野田市野田765番地1

1213 y ＆ y 野田市桜の里2丁目6番地44

1214 居酒屋・スナック　ともしび 野田市尾崎849番地11

1215 BAR　Foo 野田市上花輪611番地7

1216 砂咲亭 野田市野田809番地1

1217 みのわ寿司 野田市宮崎133番地17

1218 伊澤家 野田市山崎2701番地

1219 やきとり　あら川 野田市野田577番地

1220 もつたけ 野田市中野台791番地

1221 すしの喜八 野田市木間ケ瀬2107番地1

1222 辛麺　辛坊 野田市山崎2638番地35アピテ・クレール101

1223 ナイトパブ　和 野田市野田329番地

1224 Shanti 野田市山崎2628番地35

1225 Bar　OMONAGA 野田市尾崎830番地4

1226 さつき 野田市尾崎849番地11

1227 火ノ鳥 野田市野田757番地8

1228 炭火焼鳥　とりしゅう 野田市野田568番地

1229 居酒屋　翔 野田市七光台184番地5

1230 北国の味　金鍋 野田市中野台824番地7

1231 イタリア食堂　KING　STAR 野田市山崎2632番地9

1232 カラオケスタジオ　扇 野田市木間ケ瀬469番地4

1233 鑫隆園 野田市上花輪1150番地3

1234 すぎのこ 野田市桐ケ作893番地10

1235 りらくCafe 野田市中野台鹿島町6番地1

1236 カラオケ居酒屋べべ 野田市中野台421番地

1237 栄勝軒 野田市岩名1748番地6

1238 喫茶スナック　優 野田市堤根130番地1

1239 セミナトーレ 野田市岩名2丁目7番30号コーポ倉持101

1240 和月 柏市柏3-1-9森山ビル1階

1241 居酒屋＆レストラン　えん・ら-じ 柏市豊住1丁目4番16号浅商マンション内

1242 粉や　柏店 柏市柏1-5-12エクセル8ビル4F

1243 中国料理　文菜華 柏市東上町2番地2

1244 有限会社　すし源 柏市つくしが丘3丁目3番8号

1245 焼とり　つかさ 柏市旭町1丁目10番5号丸誠ビル1F

1246 お好み焼き　藤ごころ 柏市藤心2丁目14番21号

1247 かしわ屋 柏市末広町4番地2マネヤマビル1F、2F

1248 串焼き　まなか 柏市柏4-2-10

1249 司 柏市豊四季112-51

1250 スナック　その 柏市大井768番地1

1251 PILAR 柏市柏3-6-3FS柏ビル1F

1252 串郎 柏市光ケ丘2-14-14

1253 七味家 柏市柏1丁目5番5号

1254 家庭料理たまご 柏市豊四季167-85

1255 太陽食堂 柏市逆井1-1-29

1256 韓国居酒屋　ドレミ 柏市若柴1-25レジデンス北斗102

1257 串焼　ひぐらし 柏市豊四季197-20ヒルズ豊四季102



1258 鳥勢 柏市根戸483番地

1259 ラーメン　信　義 柏市藤心3丁目3番14号

1260 入　江 柏市南柏中央2番地6

1261 ひがしやま 柏市明原1-1-5海老原第2ビル101

1262 酒楽和房　宴 柏市松葉町1-15-3

1263 Khushi 柏市泉町6-38サポレ柏101

1264 ファミリーカラオケ　花音 柏市南高柳1-1

1265 大とらや 柏市柏3-5-7柏オークビル1F

1266 焼肉　牛しん 柏市大津ケ丘1-2-10

1267 和食処　栄亭 柏市高南台3丁目12番2号

1268 ふぅき 柏市高柳1497番地9

1269 肴の店　枝むら 柏市東上町3番地3藪崎店舗

1270 味笑 柏市花野井768

1271 中華　鳳龍 柏市若柴6番地52

1272 板前料理　川久 柏市船戸2001番地3

1273 芝浦食肉柏店 柏市柏2-5-4TMビル2F

1274 花の里 柏市中央2-3-4

1275 玉茶庵 柏市柏3丁目1番9号森山ビル3階

1276 ほの字 柏市柏3丁目7番16号

1277 東葛マルカク 柏市今谷上町71

1278 百楽門高柳店 柏市高柳471

1279 Casa 柏市柏4-6-321世紀第二ビル　2FC

1280 会席料理　竹之里 柏市柏3丁目11番22号

1281 CHERRY 柏市中央町2-28アーク柏中央103号

1282 はなの舞　南柏店 柏市南柏1-1-1南柏駅ビル2F

1283 居酒屋　珠美 柏市しいの木台5-25-12

1284 居酒屋　和 柏市豊四季126-7

1285 カラオケスタジオ　チェリー 柏市加賀3丁目17番14号

1286 多満里 柏市大津ケ丘1丁目46番15号

1287 うまいもん　岡田 柏市十余二313-243

1288 居酒家　わいわい 柏市大室1191-21

1289 居酒屋　カラオケ　幸幸 柏市東1-5-18サンハイツ柏　1階店舗右側

1290 スンドゥブバル食堂　ポジャンマチャ 柏市柏2-11-6

1291 七味家 柏市柏1-7-1Kashiwa　DayOneタワー1F　108号

1292 パブ喫茶　ちよ 柏市藤ケ谷1196番地

1293 BAR　月光 柏市今谷上町65-7-1F

1294 居酒屋　なごみ 柏市松ヶ崎517番地3

1295 ラーメン専科　めん吉 柏市豊四季948番地2-1階

1296 鳥孝　柏本店 柏市末広町10番地25

1297 焼肉酒場　ともさんかく　本店 柏市柏3-6-15ATSビル1F

1298 タイレストラン　純 柏市東1-1-15ウィステリアビル3F

1299 クアトロ・スタジオーネ 柏市豊四季126-7根本ハイツ103

1300 NewYorkDiningBarGaudium 柏市柏1-7-1Day　Oneタワー　1F

1301 カフェ　コルザ 柏市松葉町2-21-6

1302 スナック　サパー　藤 柏市西原4丁目12番1号

1303 とん八 柏市旭町1-10-2

1304 佳佳苑中華料理 柏市柏1-2-35サンシャビル202室

1305 炭火焼鳥キッチンひよこ 柏市柏2-7-10

1306 焼肉酒場　ともさんかく　西口店 柏市旭町1-1-19第二豊倉ビル1F

1307 大阪王将　南柏店 柏市南柏中央3-1

1308 泰平　若柴店 柏市若柴189-1メゾンスカイ101

1309 L’esperance 柏市中央2-1-3柏中央ビル2F

1310 居酒屋　匠 柏市かやの町2番地13-102

1311 鳥重 柏市中央2丁目3番6号浜田マンション106号

1312 カラオケ＆ダンシングパブ　パラッツオ 柏市豊四季511番地34

1313 浪花 柏市千代田2-2-12

1314 健美の湯 柏市南増尾1丁目1番1号

1315 市々ラーメン柏西口店 柏市末広町4-2

1316 酒処茜 柏市大津ケ丘1-46-17大津ケ丘市場内

1317 旬彩酒房　和樂 柏市柏3-2-6KSビル1F

1318 北の旬 柏市柏5丁目3番25号メゾン・ドゥ・ホリエ1階

1319 ガスト　南柏店 柏市南柏中央3-2キュア・ラ内2F

1320 NOIR 柏市柏2-5-9NICハイム柏103

1321 喫茶　ロータス 柏市柏3丁目1番7号

1322 ペンギンパレード 柏市柏3-1-9

1323 雅 柏市加賀3-25-11

1324 ピッツェリア　ベラ　ヴィータ 柏市泉町6-53-2

1325 みのりか 柏市旭町1丁目14番14号

1326 六文銭 柏市旭町1-7-16田所ビル1F

1327 馬酔木 柏市旭町1丁目8番6号

1328 ろばた焼　つかさ 柏市根戸406番地4

1329 たべのみや　サプティ　ペパーズ 柏市柏1丁目4番5号石戸画材ビルB1F

1330 麺処・餃子処　TESHI 柏市中央町5-22LIDLISS柏中央1F

1331 ほたる 柏市高田1011-33

1332 居酒屋　“すらんぷ” 柏市明原1丁目1-5

1333 Hermitage（エルミタージュ） 柏市柏2-9-9AK　BLD　ⅩⅧ

1334 銀の趣　はなれ 柏市柏5-2-4SSビル1F

1335 カレーハウスCoCo壱番屋ヨークマート柏花野井店 柏市花野井681

1336 鳥安 柏市高柳1929番地11

1337 慶州 柏市柏3-3-17柏銀座会館1F

1338 炭火串焼びんすけ　南柏店 柏市南柏1-5-10浅海ビル101号

1339 OHANA 柏市大津ケ丘1-48-6

1340 小料理　八重ちゃん 柏市花野井750番地56

1341 大吉　柏店 柏市明原1丁目11番9号



1342 しゃぶしゃぶ温野菜　柏店 柏市柏1-5-20プール・ドゥビル4F

1343 喫茶　月光　小動 柏市東1-2-10浜島ビル1F西方店舗

1344 ポニーテール 柏市旭町1-11-3バロンビル6階

1345 赤から柏東口店 柏市柏2-8-15石戸第5ビル1階

1346 ワインバル　ブッシュ　ウッド 柏市泉町6-53泉荘1階4号室

1347 炭火焼きとり　鶏冠 柏市増尾台4-12-9

1348 カレーハウスCoCo壱番屋　柏豊四季店 柏市豊四季231番地1

1349 やきとり　小太郎 柏市中央2丁目9番13号

1350 食彩　おおひさ 柏市南柏2-4-22モリタビル1階

1351 BAR　TSUBASA 柏市千代田1-4-13

1352 寿し　むねかた 柏市明原1丁目11番17号ユーシンビル102

1353 D-POP 柏市東上町1-22第一喜久水ビル202

1354 有限会社　喜楽寿司 柏市大室161番地1

1355 酔泉 柏市南柏1丁目11番8号

1356 なな福 柏市柏5-2-4SSビル1F

1357 サブカルアニソンCafe＆Bar　シリウス 柏市南柏2-3-10エムズ南柏1F

1358 かぎや 柏市柏1-6-8レーベンフィル201

1359 ALEGRIA　柏 柏市柏3-6-21柏ビル2F

1360 紅龍閣　柏の葉店 柏市十余二380-60

1361 焼肉酒場　ともさんかく　本店別館 柏市柏3-6-14増谷第二ビル1F

1362 一真 柏市松葉町6丁目1番地7号

1363 アジアンダイニング　ルンビニ柏三丁目店 柏市柏3丁目3番16号アンジェリークトキワ1階

1364 柏ブルワリー　本店 柏市酒井根5-2-44

1365 海月 柏市豊四季508-25マルウ゛ェイル南柏1階

1366 Run＆Cafe　Bunny　Burrow 柏市若柴185-1柏の葉かけだし横丁D棟20

1367 中華酒房　龍晶餃子 柏市柏1-1-8

1368 文八 柏市高田1009-31

1369 カラオケBAR　HARU 柏市旭町1-7-16柏中央第2ビル3F

1370 うみおう 柏市若柴184-1中央311街区3区画番号4

1371 ラーメン　二九六 柏市若柴184-2中央311街区4　柏の葉かけだし横丁店舗9

1372 手巻き　あて巻き　まる酒 柏市若柴184-1中央311街区3　柏の葉かけだし横丁5

1373 有限会社　鳥よし 柏市南柏1丁目6番8号

1374 ル・クープル 柏市柏3-9-20エクセラモンピエース　2F

1375 炭焼ホルモン　かみやん 柏市西原4-12-31

1376 居酒屋ほたる 柏市中央2-4-14

1377 カラオケじじばば 柏市根戸215-1

1378 issa 柏市柏2-7-19セナリオプレースⅡ　1F

1379 知恩 柏市柏1-6-13AK　BLD　Ⅰ　201号室

1380 焼トリ　あん 柏市加賀3-17-13

1381 喜弦 柏市若柴184-2中央311街区4　柏の葉かけだし横丁B棟区画11

1382 麺ぽーかろう 柏市南柏1丁目1番6号桔梗ビル1F

1383 南欧創作キッチン　Pee　Ka　Boo 柏市柏3丁目7番19号

1384 横浜ラーメン寺田家北柏店 柏市北柏3丁目21番7号

1385 居酒屋　ふるさと五兵衛 柏市末広町10番地22

1386 フィリッピンパブ　NEW　プリンセスダイヤモンド 柏市東1-2-45

1387 赤から柏西口店 柏市旭町1-10-18アサヒセンチュリー2階

1388 やきとり家　すみれ柏東口店 柏市柏1-5-6花ヒロビル2F

1389 創作Dining和茶わちゃ 柏市大井748-2-2ナカムラビル5号室・6号室

1390 Teatrino　Polano 柏市あけぼの3-3-3-1F

1391 割烹　濱田家 柏市藤ケ谷707

1392 伽　茶　羅 柏市柏3丁目11番24号

1393 スナック　樹樹 柏市高柳792-3

1394 ティグリ 柏市柏2-8-4ハタヤビル1F

1395 いきなりステーキ柏店 柏市柏1-7-1

1396 でん助 柏市東上町1-13

1397 T　chaba 柏市泉町6-60ケンユウビル2F

1398 小料理　さち子 柏市松葉町2-15-17平川店舗　1F

1399 たべもの工場　ロングトールサリー 柏市柏5-2-14小熊ビル2F

1400 東池袋大勝軒いちぶん 柏市旭町1丁目3番3号

1401 焼肉酒場肉カジ南柏店 柏市南柏1丁目4番1号orchard1F

1402 スナックはる 柏市柏3-3-17柏銀座会館ビル2F-A号室

1403 炎吉ホルモン 柏市南柏1-6-8白石ビル1F

1404 鉄人餃子坊北柏店 柏市布施648-1

1405 みのり亭 柏市十余二249

1406 Losgatos 柏市若柴184-2中央311街区4-13

1407 鉄板焼ホルモン　兵六 柏市若柴184-2中央311街区4区画18

1408 Girl’s　Bar　Meteor 柏市旭町1-3-14MC旭町ビル2階2階

1409 オサカナレストラン　味遊 柏市つくしが丘4丁目4番3号

1410 居酒屋　夢民 柏市十余二593番地5

1411 ラウンジ　パントルージュ 柏市柏3-4-21コーマス柏　2F

1412 久遠 柏市千代田1-4-12中村ビル1階

1413 SHIN 柏市柏3-2-18マリエールビル1F

1414 Club　Trust 柏市柏3-4-8トキワ第2ビル2階

1415 kashiwa　ハンバーグ居酒屋　POW 柏市桜台3-11染谷ハイツ101

1416 極楽湯　柏店 柏市大山台1-18

1417 炭火焼酒場　旭町ホルモン 柏市旭町1-14-12ラポーラフジ1階

1418 柏の馬肉屋馬喰ろう 柏市柏2-5-17-1F

1419 田舎料理　きーぽん 柏市若柴184-1中央311街区3

1420 味処　ぎん亭 柏市高田1283-4

1421 Balloon　Bal 柏市若柴185-6中央311街区5柏の葉かけだし横丁店舗16

1422 ふうりん 柏市旭町1丁目7番11号MYビル5F

1423 焼きそばのまるしょう 柏市豊四季167-34

1424 居酒屋　ここよ 柏市若柴1-179

1425 はちきん 柏市十余二593番地5



1426 （有）直指庵 柏市西原7丁目5番3号

1427 酒のサクマ　THE　KILLER　KAN 柏市中央町2-28アーク中央102号

1428 Ma　Cuisine 柏市柏3-6-16磯野ビル2F

1429 COMEDOR 柏市南柏2-3-10エムズ南柏2F

1430 らららあんどぅ 柏市加賀3-14-6

1431 屋台ラーメン　めん吉　柏店 柏市旭町1丁目10番2号

1432 まとや 柏市明原2丁目2番16号

1433 隠れ家　ひで 柏市旭町1-11-14

1434 わワ和 柏市南柏1-5-10浅海ビル2階

1435 ばらかもん 柏市旭町1-5-4プラザパスカ2F

1436 居酒屋風　カラオケ　An 柏市若柴1-176

1437 麺七 柏市柏1-5-18

1438 ビストロ　ジャポネ　しらちゃん 柏市若柴185-6中央311街区5柏の葉かけだし横丁C棟店舗19

1439 インド　ネパール　レストラン＆バー　カリカ 柏市豊四季973-2

1440 おしゃれ居酒屋みっちー 柏市柏3-4-5-2F

1441 のんどころ　庵 柏市泉町4番地7

1442 Boo　Foo　Woo 柏市柏2丁目8番5号山本ビル1階

1443 割烹　樹さき 柏市柏360番地

1444 SHOT　BAR　ラル 柏市末広町4番地5一番ビル5階

1445 バー　クラン 柏市明原1-1-14-2階

1446 カフェ　マリオ　シフォン 柏市柏1丁目6番13号AKビルⅠ1階

1447 うなぎ専門店　くしだ 柏市末広町10番地23

1448 IL　MITZ 柏市旭町1-3-6サンハイツ101

1449 御料理　吟やなぎ 柏市高柳2-5-24

1450 酒菜や 柏市つくしが丘2-9-14

1451 キャットテール 柏市中央2-9-13小川ビル1F中号室

1452 Bistrot＆Cafe　Apaisons 柏市中央町4-25吉田中央マンション105

1453 BAR吉田 柏市東上町1-22喜久水ビル101

1454 MoCo 柏市柏3丁目1番9号丹羽ビルB1

1455 炭火焼鳥キッチンひよこ　あさひ通り店 柏市旭町1-10-3原ビル2階

1456 カフェブラスリー　ペニーレーン 柏市柏4-9-10

1457 ろばた焼　松 柏市南増尾2丁目15番11号

1458 カンパーナ 柏市柏3丁目2番9号

1459 大阪新世界　串かつ　さじろう 柏市末広町12-4

1460 だるま屋 柏市西原4-2-1

1461 八海山バル　柏本店 柏市柏1-2-35梅林堂ビル5F

1462 もつ焼き　松柏 柏市中央2-15-8アートヒルズⅡ101

1463 GRANDIR 柏市旭町1-4-11インシュランスビルⅦ-Ⅱ-102

1464 大衆酒場　三平 柏市柏2丁目8番17号

1465 バー　619 柏市柏3丁目6番3号丸柏ビル　地下1階

1466 カラオケ居酒屋　駒 柏市豊四季508-46シャトレー南柏1階

1467 凛花 柏市南柏1-11-11

1468 せい家　柏店 柏市柏1-6-5

1469 Cafe＆DiningBar　DAN 柏市今谷上町65-1

1470 呑んべえ 柏市高田1009-22

1471 そば処　福本 柏市あけぼの4-8-2

1472 居酒屋　信濃路 柏市柏3丁目3番13号ワールドスタービル

1473 Animalia 柏市柏1-1-10柏葉ビル3F3階

1474 AND？cafe 柏市常盤台1-15小澤ビル1F

1475 やきとり家　すみれ　柏西口店 柏市旭町1-1-19ヤブキビル2F

1476 フライドチキン専門店　torisama 柏市中央2-3-6浜田第一マンション105

1477 日本料理　こがね 柏市手賀の杜2-11-5

1478 もつ焼・串あげ　盥（たらい） 柏市旭町1-4-17-1F

1479 らーめん大柏店 柏市柏3-3-11

1480 居酒屋　おか田 柏市南増尾2丁目16番20号

1481 居酒屋　さん八 柏市つくしが丘4-2-10

1482 洋食　赤かぶや 柏市東上町3-38丸山ビル1F

1483 地鶏ふくどり 柏市光ケ丘団地内4-200-1-7グリーンタウン光ケ丘

1484 居酒屋　樹梨 柏市大津ケ丘1丁目47番5号

1485 dessert　bar　Obico 柏市旭町1-8-9エリートイン柏103

1486 ヨルガオ。 柏市泉町6-53泉荘6号

1487 海鮮大衆酒場　ちょうちん　南柏総本店 柏市南柏1-2-4エコロジースクエア2F

1488 寿司割烹　こころ 柏市根戸1915-1

1489 小料理酒場　糸 柏市柏2-9-9AKBLD　2F

1490 大衆焼肉わだい家柏店 柏市旭町1-4-16前沢ビルⅡ2F

1491 チャリズ倶楽部 柏市旭町1-10-2

1492 スナック　かくれ宿 柏市今谷上町43番地34

1493 蔵っぱ 柏市柏3-10-18

1494 炭火焼き鳥　キッチン　ひよこ 柏市末広町9-2

1495 海道 柏市柏6-8-38柴田ビル1F

1496 ラーメン無限大 千葉市中央区松波2丁目5番6号いずみビル　1階

1497 焼肉ダイニング　あみ吉 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1

1498 Au　petit　bonheur 千葉市花見川区作新台1丁目10番13号

1499 すしめん処　大京　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野2丁目6番地2

1500 Gop 千葉市中央区富士見2丁目18番2号

1501 有限会社　伊藤中華料理店 千葉市中央区今井2丁目15番5号

1502 CAFEILMARE（カフェイルマーレ） 千葉市美浜区真砂4丁目1番10号ショッピングセンターPIA　1F

1503 中華四川料理　御縁 千葉市中央区長洲2丁目7番21号

1504 焼肉商事 千葉市中央区道場北町317番地1

1505 海鮮野郎 千葉市中央区院内1丁目6番9号1階

1506 焼肉　大将軍　本店 千葉市中央区都町2丁目33番1号

1507 月島もんじゃ　もんたま　本千葉店 千葉市中央区長洲1丁目22番2号マルセイビル2F

1508 中華酒家　花吹雪 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンF棟107

1509 ザ・焼肉 千葉市中央区浜野町137番地



1510 カフェレストラン　タロー 千葉市中央区弁天1丁目30番10号ゴールデンマンション1F

1511 しゃぶ菜　幕張 千葉市美浜区幕張西2丁目1番2号

1512 ラ　タベルネッタ　アッラ　チヴィテッリーナ 千葉市中央区中央2丁目8番14号

1513 BA　MIEN 千葉市中央区栄町33番4号中央SJビル3F

1514 和牛ステーキ　竹田屋 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地3-1階

1515 ジャイネパール 千葉市美浜区打瀬2丁目12番地パティオス5番街

1516 寿司やまと　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

1517 焼肉大将軍　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目5番5号

1518 すしめん処　大京　浜野店 千葉市中央区浜野町138番地1-1F

1519 リトルシェフ　にんにく　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号和紅ビル1階（102号）

1520 鮨光 千葉市中央区新宿1丁目2番6号ゼファー千葉中央パークサイド1F

1521 焼肉屋田中商店幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号大岩ビル203

1522 生ラムジンギスカン　なんまん　新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目7番7号2階

1523 Pleurote 千葉市緑区大金沢町1080番地8

1524 ラ・ジュエ・ド・シエル　幕張 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地49階

1525 ガンツオ　1F 千葉市中央区富士見2丁目22番7号1F

1526 裕寿司 千葉市中央区蘇我2丁目2番3号

1527 関西食堂 千葉市中央区寒川町3丁目49番地

1528 BISTRO　EBISUYA 千葉市中央区新千葉1丁目7番13号笹生ビル1F

1529 石井のお蕎麦　千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目23番10号松岡ビル　2F

1530 プチ　ラパン 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目32番地3-1F

1531 ジンギスカン　羊　BEÊÊ 千葉市中央区中央3丁目15番15号ケイティ第2ビル2階

1532 ふらのたま母ちゃん 千葉市稲毛区天台5丁目22番13号天台テラス1F

1533 Bauletto864 千葉市緑区大椎町1251番地306

1534 満秋飯店 千葉市緑区鎌取町114番地13

1535 博多ラーメンふくちゃん　千葉幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目24番1号川島屋ビル1F

1536 慶州 千葉市中央区栄町5番8号ルエール中正101

1537 焼き肉ホルモン豚吉 千葉市中央区栄町32番1号田中店舗2F

1538 もりした 千葉市中央区中央3丁目13番7号コスモ千葉中央ビル103

1539 焼肉屋くいどん　長沼原店 千葉市稲毛区長沼原町671番地

1540 シーギリスリランカ 千葉市中央区中央3丁目15番3号朝日プラザ千葉中央1階-C

1541 日韓家ごはん　新 千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番3号

1542 アジアンバール＆リゾート　シーサイドクラブ 千葉市中央区中央1丁目1番11号

1543 中華　一元 千葉市稲毛区緑町1丁目25番8号

1544 鉄板ダイニング　そら 千葉市中央区春日2丁目1番9号テラス椿　1F

1545 イナノテ 千葉市中央区中央1丁目1番8号中央28ビル1階

1546 鮨みうら亭 千葉市中央区登戸1丁目17番1号

1547 ペルファヴォーレ 千葉市中央区栄町41番6号YK11ビル1階

1548 手打そば　もみじ 千葉市若葉区若松町531番地611

1549 シアム　ハウス 千葉市稲毛区小仲台7丁目20番1号第2SKビル2F

1550 中華料理　春満楼 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番地5ジュネスグランドール1F-E

1551 カウベル　みつわ台店 千葉市若葉区みつわ台4丁目1番3号

1552 本千葉グリル 千葉市中央区長洲1丁目26番3号KSプラージュ1F

1553 炭火串処　すたーきっちん 千葉市中央区新千葉2丁目1番5号小川第一ビル101

1554 Perte 千葉市稲毛区小仲台2丁目12番15号

1555 千両 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号一松ビル201

1556 ステーキ共和国幕張大使館本館 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地158

1557 合同会社　中国四川酒家　蔓山 千葉市花見川区幕張本郷6丁目25番4号マリオット本郷105号

1558 Garula 千葉市中央区院内1丁目9番8号KSビル101

1559 麺処　まるわ 千葉市稲毛区轟町4丁目1番13号サンアールコート　103

1560 Inizio 千葉市中央区中央4丁目13番13号なのはなビル1F

1561 Linda 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビル2階204号室

1562 トラットリア＆バール　ジジーノ 千葉市中央区春日2丁目19番4号鈴木ビル1F

1563 焼肉屋くいどん　東千葉店 千葉市中央区東千葉2丁目32番5号

1564 沖縄郷土料理　ゆいまーる美ら島 千葉市中央区富士見2丁目9番28号第1山崎ビル3階

1565 中国料理　九龍 千葉市稲毛区長沼町332番地

1566 築地食堂源ちゃん　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2階

1567 らーめん旭郎山 千葉市緑区古市場町547番地3

1568 寿司・割烹　空海 千葉市中央区本千葉町5番7号地商ビル501

1569 幕張ファイデーン 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27番27号102

1570 タイ国料理店　ラカン 千葉市中央区富士見2丁目18番1号初富ビル3F

1571 Bフリート 千葉市中央区富士見2丁目17番18号朝日ビル2F

1572 Hey’s　Diner 千葉市花見川区幕張本郷6丁目21番15号メゾン本郷平屋店舗

1573 居酒屋ありがとう分家　新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目7番6号

1574 カフェバー　エボニー　アイボリー 千葉市中央区白旗3丁目11番19号

1575 中国料理　北京亭 千葉市稲毛区弥生町2番17号NMヒルズヤヨイ　1階

1576 新笑和食堂 千葉市緑区高津戸町311番地

1577 焼肉屋くいどん　花見川店 千葉市花見川区作新台2丁目1番15号

1578 焼肉　むさし幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目7782番地2

1579 中華　芳葉 千葉市花見川区幕張町5丁目477番地18

1580 炭道楽 千葉市中央区旭町2番5号

1581 おしゃれ鮮魚　かめや 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル2F202

1582 ラーメン　めん丸 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目13番地15

1583 カロリーキッチン 千葉市中央区栄町16番2号2F

1584 caccia　al　tesoro 千葉市中央区新田町34番地3Iビル1F

1585 Nishimuraya 千葉市中央区今井2丁目12番15号

1586 文六 千葉市稲毛区稲毛台町17番1号斉藤ハイツ1階

1587 中華料理　高福楼 千葉市中央区新田町35番8号山本ビル101号

1588 居心家 千葉市中央区中央2丁目2番8号秀和ビル4F

1589 千葉都町食堂 千葉市中央区都町1184番地7

1590 フランス割烹　和牛ステーキ　竹田屋 千葉市中央区中央3丁目13番7号コスモ千葉中央ビル1F

1591 和風料理　かめや 千葉市中央区今井2丁目5番21号

1592 炭火焼Bar ホルモン'S 千葉市中央区富士見2丁目17番27号朝日ビル1F

1593 海鮮餃子　帆船　新検見川店 千葉市花見川区畑町432番地1



1594 HIGH　TREE　髙い木 千葉市若葉区桜木北2丁目2番9号

1595 焼肉屋　くいどん蘇我店 千葉市中央区今井1丁目10番23号

1596 かえる 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル3階301号

1597 インドネパールレストラン　ラリグラス 千葉市花見川区幕張町5丁目451番地14

1598 吟家　稲毛店 千葉市稲毛区稲毛町5丁目61番地2

1599 レストラン　マイヨジョーヌ 千葉市中央区弁天1丁目24番1号平木ビル1F

1600 中華料理　王朝 千葉市若葉区貝塚2丁目1番8号

1601 長崎ちゃんぽん　華一 千葉市花見川区幕張町5丁目481番地3

1602 今日和　幕張ベイタウン店 千葉市美浜区打瀬2丁目14番地パティオス11番街1F

1603 山亀家 千葉市中央区春日2丁目23番11号メゾンスズキ1F

1604 食ん菜 千葉市稲毛区小仲台2丁目10番14号シノハラビル201

1605 小料理　しゅん 千葉市中央区本町2丁目5番3号コーポ中村1F

1606 山海宴 千葉市中央区本千葉町2番5号今関ビルB1

1607 Cafe＆Dining　OLLIE’s 千葉市花見川区幕張本郷2丁目8番9号ゼックスベルク101号

1608 株式会社　泰山亭 千葉市花見川区幕張本郷1丁目13番2号ニューよろづや第2ビル2F

1609 中国料理　福真楼 千葉市中央区登戸1丁目17番12号

1610 和食・中華ダイニング　シルクロード 千葉市中央区中央3丁目4番8号コーノスビル2階

1611 Les　Bien 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番36号石井貸店舗1F

1612 EPICER 千葉市中央区新田町3番13号久和ビル1階

1613 グリル＆イタリアン　ラ・ロゼッタ千葉店 千葉市中央区新町4番地2高山ビル1F

1614 焼肉　貴闘力 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張3階

1615 庄助 千葉市若葉区小倉台1丁目7番5号

1616 廻らない回転寿司いちじゅう 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27番13号井口ビル1F

1617 生ラムジンギスカンなんまん本千葉店　幸羊 千葉市中央区長洲1丁目24番9号

1618 キッチン　みぃ 千葉市中央区本町3丁目2番5号ストークマンション千葉本町101

1619 駄猫の聖地 千葉市中央区松ケ丘町51番地3

1620 和・寿し　すの宮 千葉市中央区都町3丁目6番8号

1621 謙良 千葉市若葉区下田町1263番地50

1622 ほりうち食堂 千葉市稲毛区小深町109番地1

1623 カラッシオピザ家 千葉市中央区栄町31番8号1階

1624 スパゲティのパンチョ　千葉栄町店 千葉市中央区栄町16番2号1F

1625 游の字 千葉市中央区富士見2丁目9番2号プライム8ビル5F

1626 まぁーなべや港店 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル3階

1627 東北麻辣燙 千葉市中央区南町2丁目9番10号

1628 さつき寿司 千葉市花見川区さつきが丘2丁目30番地1

1629 牡丹園 千葉市稲毛区山王町67番地2セルブ山王A103

1630 イタリアンダイニング　リコカ 千葉市中央区弁天1丁目29番16号ウ゛ァンクレール1F

1631 生そば　世渡 千葉市緑区土気町1622番地32

1632 胖 千葉市中央区本千葉町16番5号

1633 海鮮居食家　魚木戸 千葉市若葉区千城台東3丁目6番6号

1634 泰山亭 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地161-1階

1635 キムチ専科 千葉市中央区神明町3番地30

1636 武井　千城台店 千葉市若葉区千城台北1丁目26番13号

1637 すしめん処　大京　土気店 千葉市緑区あすみが丘5丁目7番地2

1638 ヴァン　ド　シュッド 千葉市稲毛区作草部1丁目3番3号高山ハイツ102号

1639 創作料理　ほの香 千葉市中央区登戸1丁目13番21号シティファイブB棟105

1640 オリエンタルキッチンイタリアーナ 千葉市中央区問屋町7番地

1641 Napa　Train　Grill＆Roast 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

1642 ばんから中華 千葉市緑区おゆみ野3丁目41番地3

1643 富士見　銀寿司 千葉市中央区富士見2丁目14番5号バーニングビル1F

1644 鮨家　久拓 千葉市中央区栄町40番13号1階

1645 築地食堂　源ちゃん　千葉ペリエ店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカバル

1646 キムカツ　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2F

1647 串かつの店　わかば 千葉市花見川区南花園2丁目7番7号富商第二ビル1F

1648 TEPPAN筋クリート 千葉市中央区栄町39番13号

1649 焼肉レストラン　新羅 千葉市中央区中央3丁目8番13号メゾンJS1階

1650 すしめん処　大京　御成店 千葉市若葉区小倉町1808番地4-1F

1651 モーモー亭 千葉市中央区生実町2504番地1

1652 マ・テイジ 千葉市中央区栄町27番38号

1653 隆記　西安刀削麺専門店 千葉市花見川区天戸町982番地1

1654 ラーメン壱喜 千葉市若葉区若松町2123番地11

1655 カレーハウスCoCo壱番屋千葉中央駅東口店 千葉市中央区富士見2丁目23番10号松岡ビル1F

1656 ACQUA　E　SOLE 千葉市中央区本千葉町2番11号

1657 中国遊膳　匠 千葉市中央区登戸2丁目1番26号

1658 炭火焼肉ホルモン酒場　すたーきっちん 千葉市中央区新千葉2丁目8番10号第三雄秀ビル101

1659 焼肉　極 千葉市中央区富士見2丁目23番6号KANビル1階

1660 Cafe　＆　Dining　Sorriso 千葉市稲毛区緑町1丁目27番13号

1661 寿司・和食　わかば 千葉市稲毛区轟町2丁目1番30号

1662 とん家 千葉市中央区栄町40番14号恵慈ビル1階

1663 和食と地酒　弁天蔵 千葉市中央区弁天2丁目19番40号1階B

1664 焼肉屋くいどん　メッセアミューズモール店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール店1F

1665 ラーメン　よ志乃 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウエストリオ2　2F

1666 お食事処　ふく伸 千葉市花見川区さつきが丘2丁目8番地7

1667 初寿司 千葉市花見川区検見川町3丁目316番地22

1668 とんぷら 千葉市中央区亀井町7番12号

1669 la　Candela 千葉市稲毛区稲毛3丁目16番12号

1670 中華菜館　豊葉 千葉市中央区富士見2丁目13番5号TC第27千葉中央ビル1F

1671 PIER　01 千葉市中央区中央港1丁目20番1号

1672 Itarian　Bar　MARIO 千葉市若葉区東寺山町581番地4VIPイーストピア1階

1673 ピザハウス　土竜 千葉市中央区栄町34番5号東光ビルB1

1674 味処　加賀味 千葉市中央区登戸1丁目1番15号1F

1675 REDONDO　BEACH 千葉市稲毛区小仲台2丁目2番2号エヌズクアトロ3B

1676 一龍 千葉市花見川区作新台4丁目15番8号

1677 割烹寿し　おざき 千葉市中央区都町1丁目16番19号



1678 京都勝牛　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉B1F

1679 どうとんぼり神座ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉5階

1680 房州園 千葉市中央区都町2丁目26番1号

1681 ア　ピアチェーレ 千葉市花見川区検見川町3丁目303番地17

1682 温野菜プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

1683 なかね 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番2号大越ビル2F

1684 満多隣 千葉市中央区栄町32番1号1階

1685 アウトバックステーキハウス　幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1階

1686 中村焼肉 千葉市中央区今井2丁目1番11号

1687 鯛塩そば灯花　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカ

1688 松葉 千葉市花見川区作新台5丁目22番35号

1689 有限会社　勇寿し 千葉市中央区南町3丁目4番8号

1690 寿し店　春日寿し 千葉市中央区末広3丁目26番15号

1691 中華料理　福園 千葉市美浜区高洲1丁目1番11号

1692 豊源　（台湾料理）　（中華料理） 千葉市中央区登戸1丁目13番22号A棟104号室

1693 すっぽん家　ともゑ 千葉市中央区中央3丁目15番3号

1694 焼肉　大将軍　稲毛園生店 千葉市稲毛区園生町170番地1

1695 ガジュマル 千葉市若葉区西都賀4丁目1番6号

1696 タイレストラン　クワコンムァン 千葉市若葉区西都賀3丁目2番4号

1697 ラーメンハウス　江北 千葉市若葉区西都賀3丁目18番1号

1698 AMATON　甘豚 千葉市若葉区西都賀3丁目19番8号

1699 三船鮨 千葉市若葉区西都賀3丁目20番17号

1700 麺屋空海 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

1701 二丁目食堂 千葉市中央区中央2丁目8番14号

1702 株式会社　貴匠庵 千葉市緑区あすみが丘東1丁目13番地14

1703 焼肉屋　くいどん　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

1704 丸源ラーメン　千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町1220番地5

1705 BAR＆TRATTORIA NOA 千葉市美浜区高洲3丁目14番3号園田ビル　B02

1706 らーめん大地 千葉市稲毛区天台1丁目6番3号

1707 餃子房　じらい屋 千葉市中央区登戸1丁目4番14号

1708 ぐらんどすらむ 千葉市稲毛区緑町1丁目8番13号

1709 香味屋 千葉市中央区白旗2丁目11番9号

1710 韓国家庭料理　とわよ 千葉市中央区仁戸名町357番地2階

1711 金角 千葉市中央区富士見2丁目19番11号

1712 Farmers　Chicken 千葉市中央区登戸1丁目13番7号小沢ビル1階

1713 Anniversary＆Dayscafe 千葉市美浜区真砂3丁目15番6号

1714 カフェテラス　KUNI 千葉市中央区千葉港2番1号

1715 ホテルフレーバーリゾート 千葉市若葉区多部田町465番地

1716 つぎちゃん 千葉市中央区都町1丁目56番8号シャトルミヤコ102号

1717 旬彩と地酒　かくれんぼ 千葉市中央区長洲1丁目28番3号松戸店舗2階

1718 居酒屋　風来人 千葉市花見川区宮野木台3丁目29番3号

1719 おふくろの味　めり乃 千葉市花見川区検見川町3丁目316番地1秋元ビル1F

1720 小料理　楓 千葉市中央区本千葉町4番11号久本ビル2階

1721 お席　みきち 千葉市稲毛区緑町1丁目24番12号

1722 日本酒専門店　アル 千葉市中央区富士見2丁目13番12号1F2F

1723 美彩や 千葉市中央区中央2丁目7番2号大島ビル1F

1724 Cross　Road 千葉市花見川区犢橋町1518番地1

1725 遊楽館　御成店 千葉市若葉区小倉町1808番地4-2F

1726 スナック　PARTⅡ 千葉市中央区栄町36番7号1Kビル　ANNEX　5F

1727 カラオケスタジオ　フーガ 千葉市中央区浜野町751番地

1728 Thymons　lab． 千葉市稲毛区緑町1丁目3番12号八千代荘101

1729 もぢょい有限会社　幕張本郷店その2 千葉市花見川区幕張本郷1丁目2番1号サンクレスト本郷101

1730 クラブ　もも 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館　7階

1731 居酒屋　とも 千葉市中央区椿森2丁目1番14号

1732 まろん 千葉市中央区院内1丁目10番2号2F

1733 セントエルモス 千葉市若葉区加曽利町1558番地1

1734 フラットダイニング 千葉市中央区春日2丁目1番8号西千葉フラット102

1735 スペインバル ベジャ 千葉市花見川区幕張本郷1丁目14番7号プチハウス竹中　1階

1736 はる美 千葉市中央区椿森2丁目1番14号

1737 カフェ・ティール 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地356クラーレ幕張103

1738 IZAKAYA　LEGO 千葉市中央区本千葉町1番11号千葉中央ビル1階

1739 鬼丸 千葉市美浜区幸町1丁目16番1号101

1740 からおけ　ヘミ　ちゃん 千葉市中央区栄町10番7号

1741 soramame 千葉市中央区春日2丁目21番11号遠藤ビル1F

1742 グラロス26　幕張本店 千葉市花見川区幕張町5丁目465番地1リブポート幕張203

1743 魚繁 千葉市中央区都町1丁目56番8号シャトルミヤコ101

1744 春（シュン） 千葉市中央区栄町26番11号YK11ビル1階

1745 べるでゅーら 千葉市中央区南町3丁目3番19号

1746 居酒屋　お多幸 千葉市中央区生実町2513番地1

1747 地酒専門よつめや酒店 千葉市中央区中央3丁目4番13号CI16ビル4FB

1748 Inspiration 千葉市中央区栄町40番14号恵慈ビル102

1749 ろびんそん 千葉市中央区院内1丁目19番7号

1750 NABI 千葉市中央区富士見1丁目10番3号SC若松ビル403

1751 ラウンジ　アクア 千葉市稲毛区小仲台6丁目17番2号

1752 Mio　preferito 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号稲毛パレス104号

1753 大衆恋酒場 千葉市花見川区さつきが丘2丁目1番地3

1754 お洒落PUB　Daiya2 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号一松ビル3階306号室

1755 旬菜酒楽　いっぽ　本店 千葉市中央区富士見2丁目5番16号3F

1756 立ち呑み　した心 千葉市中央区松波2丁目18番1号

1757 アンバー 千葉市稲毛区園生町235番地1-3号

1758 和のか 千葉市中央区新田町11番21号浅井ビル4F

1759 はづき 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル301号

1760 まるは 千葉市中央区富士見2丁目8番15号オークラビル千葉1．2階

1761 旬彩家　楽食（ラ・グー） 千葉市稲毛区稲毛東3丁目3番2号谷口店舗1F



1762 ライブスペース　ライト 千葉市中央区栄町41番11号河繁ビル2F

1763 ありがとうっ手羽　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目11番1号日土地ビル1F

1764 スナック　ラベンダー 千葉市花見川区南花園2丁目5番17号良原総業ビル1F-A室

1765 サンシャイン 千葉市若葉区西都賀5丁目28番6号

1766 焼鳥　鳥嘉 千葉市中央区東千葉2丁目5番1号

1767 みんなの居酒屋ありがとう千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目5番16号2F

1768 Cheese　Cheese　Worker 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル4F

1769 えみちゃん 千葉市若葉区千城台東3丁目21番13号

1770 写楽 千葉市中央区富士見2丁目5番15号塚本第3ビルB1

1771 恵 千葉市中央区栄町27番7号

1772 鬼丸　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目22番10号金谷ビル1FA部分

1773 酒処　梵天丸 千葉市花見川区花園1丁目7番5号花園ビル2F

1774 炙りの幸 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2階

1775 旬菜鮮肴　彩季 千葉市中央区登戸1丁目13番22号City5　A205

1776 鳥とし 千葉市中央区栄町38番1号1F

1777 炭火ホルモン酒場　Yaホ！　中央本店 千葉市中央区中央2丁目7番10号シャンボール千葉中央105

1778 かみや 千葉市中央区新田町1番4号江沢ビル2F

1779 SIENA 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル6階A号室

1780 華の部屋 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル4階405号

1781 UMIラボ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティファイブビルA棟105号

1782 龍馬 千葉市中央区富士見2丁目14番9号バーニングビル2C

1783 まなこ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビルB1-10

1784 温菜創彩ダイニングShun 千葉市若葉区都賀3丁目33番2号

1785 ヴィリア 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル4階B号

1786 鳥貴族　新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目1番3号山崎ビル4F

1787 四季菜　優 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号一松ビル108号

1788 一期一縁 千葉市稲毛区長沼原町784番地ビライケノベ1号館116号室

1789 居酒屋　せいこ 千葉市稲毛区緑町1丁目8番1号菊池ビル102

1790 生ラムジンギスカン　なんまん稲毛店〈栄和〉 千葉市稲毛区小仲台5丁目4番10号1階

1791 miniclub　ANNA2 千葉市花見川区南花園2丁目5番17号良原総業ビル1階-B

1792 居酒屋　世炉思食 千葉市中央区春日2丁目25番16号

1793 marble 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ソシアルビル5階

1794 居酒屋　美花 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

1795 お食事処　島匠 千葉市花見川区作新台7丁目22番8号

1796 小料理　花あかり 千葉市中央区弁天2丁目23番1号弁天プラザ2F

1797 カラオケあいちゃん 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第一211号

1798 club　PedRosa 千葉市中央区富士見2丁目21番10号シャインビルⅢ地下1階A号室

1799 ちえの和 千葉市稲毛区園生町390番地18メゾン石渡ビル1F

1800 カラオケアーサー幕張店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番4号

1801 ニュー　魔女吏花 千葉市若葉区千城台北1丁目23番16号

1802 宇宙船 千葉市中央区今井2丁目11番27号

1803 紀州備長炭炭火焼き鳥　いろは 千葉市稲毛区園生町390番地18メゾン石渡103

1804 なかの屋 千葉市花見川区千種町241番地8

1805 炉端×フレンチ　まな板の上のサカナ 千葉市中央区富士見1丁目15番2号クラマンビル2F

1806 ズンベロ 千葉市若葉区小倉台4丁目19番2号桜ビル101

1807 ダイニング＆バー　マーテル 千葉市中央区栄町35番11号日商ビル2F

1808 スナック　ジァンジァン 千葉市中央区本町1丁目6番24号

1809 コーヒーショップ　ロッキー 千葉市稲毛区轟町4丁目8番2号

1810 Spa　Resort　蘭々の湯　rara’s　kitchen 千葉市稲毛区園生町445番地2

1811 パブスナック　亜紀 千葉市中央区本千葉町9番1号

1812 炭焼家　串じまん　稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目14番8号SJビル3階

1813 SPORTS BAR GATE・American Pizza TRUNK 千葉市中央区本千葉町2番5号今関ビル2F

1814 居酒屋　ひまわり 千葉市稲毛区稲毛3丁目5番15号1階

1815 駿河 千葉市中央区新町1番地12

1816 Spa　Resort　蘭々の湯　rara’s　stand 千葉市稲毛区園生町445番地2

1817 ゴッサム 千葉市中央区新宿1丁目8番5号サンハイツ千葉101

1818 Spa　Resort　蘭々の湯　rara’s　cafe 千葉市稲毛区園生町445番地2

1819 若駒 千葉市中央区弁天2丁目19番38号

1820 ルミエール 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル4階E号室

1821 ラウンジ　TALENT 千葉市中央区新町15番地5JK大友ビル4階

1822 Bar　Moon　Tear’s 千葉市稲毛区小仲台6丁目1番2号

1823 肴亭　杉家 千葉市中央区春日2丁目22番11号

1824 花蜜花 千葉市中央区富士見1丁目7番1号1階

1825 スウェル 千葉市中央区春日2丁目21番11号コンド千葉WEST　BF1

1826 やきや 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番4号メゾンロゼ102号

1827 BAR　風雅 千葉市中央区春日1丁目20番6号202

1828 MAMA　LISA’S　CAFE 千葉市中央区浜野町971番地1B-2

1829 鳥貴族都賀店 千葉市若葉区都賀3丁目5番5号寿ビル　地下1階

1830 スナック　ドール 千葉市花見川区千種町107番地7

1831 たがわ 千葉市稲毛区長沼町330番地23

1832 さふらん 千葉市中央区本千葉町1番3号千葉プリマビル5階C室

1833 レストランバー　ソピアー 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル2F

1834 アビエス 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル4階D号室

1835 Living　Bar　Nocturne 千葉市中央区春日2丁目23番4号時田ビル2F

1836 らんぶる＠time 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル601

1837 カラオケ酒場　友 千葉市若葉区千城台西1丁目39番1号CUBE5　2-D

1838 ママンパートⅡ 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

1839 スナック　ゆう月 千葉市中央区仁戸名町410番地8

1840 コーヒー＆パブ　みちくさ　PARTⅡ 千葉市若葉区大宮町2307番地

1841 ナイトラウンジ　槙 千葉市中央区富士見1丁目13番8号TSKビル4階B号室

1842 ぼん 千葉市中央区栄町9番15号イズミヤビル3F

1843 居酒屋　大ちゃん 千葉市花見川区作新台6丁目18番16号ハイツ小山5号館102号

1844 鳥貴族　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目23番11号メゾンスズキ1階

1845 ふじ 千葉市稲毛区緑町1丁目22番10号



1846 KAGUYA姫 千葉市中央区栄町27番3号

1847 レトロやチッチ 千葉市花見川区幕張町3丁目850番地4

1848 ぱれっと＠time 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル401

1849 趣房　桜路 千葉市中央区松波2丁目20番10号

1850 でんでれでん酒場／BOND 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張3F

1851 Darts＆Bar Forest 千葉市中央区本千葉町2番8号マコトヤビル2階

1852 道しるべ 千葉市中央区椿森3丁目2番14号

1853 スナック　VENUS 千葉市稲毛区稲毛東3丁目20番8号丸吉ビル1階

1854 Calm 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル4階D号室

1855 レトロ酒場　ロマン横丁 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル502

1856 Music　Lounge　Bahama 千葉市中央区栄町34番7号宮間ビルB1

1857 西口○も酒場 千葉市中央区今井2丁目4番3号

1858 月島もんじゃ　もんたま 千葉市中央区本千葉町16番7号ブラジルビル2F

1859 月島もんたま千葉駅前店 千葉市中央区新千葉1丁目2番1号千葉ステーションビル第一別館108

1860 珈琲焙煎所25 千葉市稲毛区黒砂1丁目14番6号山政ビル101号室

1861 あんまぁー家 千葉市緑区あすみが丘東2丁目1804番地63

1862 Grotto 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉1F　112号

1863 イタリアンダイニングバー　Babe 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番10号サクセスビル103

1864 JAM　TREE 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティ5　2F

1865 和処　利ん 千葉市稲毛区小仲台6丁目16番1号フェニックスビル1-A号

1866 和処　平塚 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティ5ビルA棟201号室

1867 T’s　Link 千葉市中央区中央1丁目8番7号リージェントビル6F

1868 ALLURE 千葉市中央区新宿2丁目2番11号新宿ソシアルビル2階（B）

1869 ありがとう稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番21号エンジョイ36　1F

1870 BAR　グレース 千葉市中央区本千葉町7番10号1F

1871 お好み焼　お恵 千葉市中央区南町2丁目21番7号

1872 スナック喫茶　「加賀」 千葉市若葉区高品町535番地1

1873 KKDuo 千葉市中央区本千葉町1番11号アクアタワー38　3A号

1874 カフェ　コオラニ 千葉市中央区弁天1丁目2番12号

1875 プロント　幕張店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地幕張WBGマリブイースト2F

1876 HoBo　cafe 千葉市若葉区西都賀3丁目1番10号布施ビル1FB

1877 紅灯万来 千葉市中央区松波2丁目19番5号鎌滝ビル103

1878 居酒屋　天狗 千葉市花見川区幕張町6丁目291番地

1879 居酒屋　港 千葉市中央区栄町27番35号1階

1880 Lounge　RODAN 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル2階B号室

1881 フルハウス 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号京成電鉄ビル2F

1882 ピンクペイズリー 千葉市中央区栄町23番1号

1883 しずか 千葉市中央区栄町27番11号栄町狸小路ビル3FC

1884 海さき 千葉市若葉区愛生町116番地2

1885 瑞庵Ⅱ 千葉市中央区新千葉2丁目5番14号

1886 居酒屋　小屋 千葉市中央区栄町27番15号

1887 モツ親分　千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目8番5号いけざわビル2階

1888 あごら・ばる 千葉市中央区今井2丁目10番1号

1889 焼き鳥　みっちゃん 千葉市若葉区みつわ台4丁目16番4号

1890 富貴蘭 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル3F-D

1891 うまいもの工房　流庵 千葉市中央区新町17番地4宍倉ビル3階

1892 SAKE　スタンド　小粋 千葉市中央区今井2丁目6番3号

1893 居酒屋　とも 千葉市花見川区南花園2丁目7番8号1F

1894 MASA 千葉市中央区弁天1丁目15番8号サンライズビル1F

1895 Bar　Flow 千葉市中央区富士見2丁目18番4号西山ビル　2F

1896 Pocha 千葉市中央区栄町30番10号

1897 69 千葉市中央区栄町24番11号栄町ソシアルビル4階

1898 ダイニング　パブ　酒菜処　潤 千葉市中央区弁天4丁目6番9号ミキハイツ102号

1899 旬彩料理　しん 千葉市中央区中央港1丁目1番8号

1900 クラブ　駿 千葉市中央区富士見2丁目18番8号MF8ビル301号室

1901 召しませ！闇市酒場 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番2号川村ビルB棟102

1902 居酒屋くみちゃん 千葉市稲毛区稲毛3丁目6番28号

1903 金魚 千葉市中央区富士見1丁目7番1号

1904 スナック．マハルキタ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号マルエイビル2階206号室

1905 レストランBAR　ライン 千葉市中央区栄町12番2号栄町田中ビル2階

1906 明日葉　AsianTable＆Bar 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目22番8号

1907 スナック　セブンカラー 千葉市中央区院内1丁目19番12号菊池ビル2

1908 居酒屋　さくら 千葉市中央区院内1丁目11番1号コーポ11　1階

1909 食福酒楽　KOKORO 千葉市中央区中央3丁目4番10号

1910 コーヒー　マイルド 千葉市中央区今井町1494番地3菊井ビル1F101号

1911 浪花屋鳥造　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目13番5号南総ビル2F

1912 Cafe　PLUMERIA 千葉市稲毛区弥生町2番15号

1913 真帆 千葉市中央区栄町9番15号イズミヤビル4階

1914 BAR　GIN-JOINTS 千葉市中央区富士見2丁目21番3号STビル6-A号

1915 CLUB　GOLD 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル6階C・D・E号室

1916 SPOT　LIGHT　蘇我店 千葉市中央区今井1丁目23番10号シティコスモ15-102号

1917 MOTOWN　CLUB 千葉市中央区新宿1丁目14番11号

1918 スナック＆喫茶　みちこ 千葉市中央区仁戸名町712番地13

1919 CPC　ペントハウス 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル5階

1920 スナック　魅弥（みや） 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル2F-D

1921 みどり 千葉市花見川区南花園2丁目7番9号小林ビル1-A号

1922 みんく 千葉市中央区栄町27番15号

1923 Music　Lounge　24/7 千葉市中央区富士見2丁目23番8号山野井ビル4F

1924 居酒屋　こころ 千葉市稲毛区稲毛東3丁目17番13号

1925 BAR　ZEAL 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番10号TOZOビル103

1926 スナック　STEP 千葉市中央区富士見1丁目10番5号FTビル6F

1927 スナック＆喫茶　ミキ 千葉市中央区大森町260番地

1928 ライブハウスZX　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目25番4号三央第1ビルB1

1929 朝獲れ鮮魚と肉料理　BACHI 千葉市中央区本町2丁目3番17号BACHI　1F



1930 ライブキッチン　ちゃ太郎 千葉市中央区中央3丁目7番11号小川ビル2F

1931 CAFE　BAR　FROG 千葉市中央区新宿2丁目12番1号新宿レジデンス1F

1932 橙橙　オレンジ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5F

1933 Red　Lip’s 千葉市中央区富士見2丁目14番8号エヌズビル3　4階

1934 ミュージックラウンジ　エイトビート 千葉市中央区新宿2丁目10番2号MF10ビル103

1935 居酒屋　けいちゃん 千葉市緑区椎名崎町230番地1

1936 個室居酒屋　めがね 千葉市花見川区幕張本郷6丁目16番20号

1937 居酒屋　ゆみ 千葉市中央区栄町26番11号102

1938 鉄子 千葉市中央区都町1丁目9番47号

1939 Bar　Nisha 千葉市花見川区幕張町5丁目447番地8-102

1940 和創旬彩　くうひな 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号丸十・海浜不動産ビルB1

1941 mui 千葉市中央区栄町37番11号

1942 トレ・スクエア　おゆみ野 千葉市緑区おゆみ野中央9丁目15番地1

1943 串焼　万平 千葉市中央区松波2丁目18番4号

1944 パブ　きゃろる 千葉市若葉区都賀3丁目16番1号リベルテビル101

1945 居酒屋　昌藤 千葉市中央区村田町711番地6

1946 柔 千葉市中央区松波3丁目1番15号

1947 パブ　エンジェルハート 千葉市若葉区西都賀3丁目8番7号センチュリーKIビル　3F

1948 GMR 千葉市中央区本町3丁目2番2号ジュネス店舗2F

1949 Singles　Bar　LUCIE 千葉市中央区富士見2丁目14番8号エヌズビル3-5F

1950 G’s　Kitchen 千葉市中央区登戸1丁目1番1号K1登戸ビル1階

1951 まこと屋 千葉市緑区おゆみ野中央5丁目35番地2

1952 おでんでんでん　千葉中央店 千葉市中央区中央2丁目2番5号

1953 居酒屋　愛 千葉市若葉区西都賀3丁目2番13号ジョアン1F　101号

1954 Link 千葉市中央区千葉寺町1194番地2

1955 えんまん 千葉市中央区中央3丁目13番2号

1956 ぼたん 千葉市中央区栄町25番7号福よしビル2F

1957 京のお野菜＆お粉乃美焼き　茄な 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号スプリングスクエア2F

1958 炉端×おでん　チャメシゴト 千葉市中央区今井2丁目12番13号蘇我第二マンション1階

1959 肉汁餃子研究所　肉汁地獄　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目12番8号サンライトビル1階

1960 紫陽花　AJISAI 千葉市中央区栄町26番11号YKビル1階1-4

1961 居酒屋テジョン 千葉市中央区栄町9番15号

1962 DiningDartsBar　Jolly 千葉市稲毛区弥生町4番3号Gland　Palace西千葉207号

1963 灯　花 千葉市中央区本千葉町7番11号三恵9ビル1F

1964 クラブ　クオーレ 千葉市中央区富士見1丁目13番8号TSKビル3階301号室

1965 パブ　カン 千葉市中央区栄町27番27号ロイヤルコーポ八番館101号

1966 中国名菜　華蓮 千葉市中央区富士見2丁目4番13号大昌ビル1F

1967 鮨酒処　顕 千葉市中央区今井2丁目14番6号

1968 メンバーズクラブ　プルクラ 千葉市中央区本千葉町5番7号地商ビル4階

1969 琴 千葉市緑区下大和田町271番地2

1970 居酒屋　まさ来 千葉市中央区南町2丁目13番7号

1971 カラオケちぃちゃん 千葉市花見川区柏井1丁目1番29号

1972 一力 千葉市美浜区新港151番地

1973 ファミリー居酒屋　かずさ 千葉市稲毛区轟町4丁目2番12号

1974 グランドミッキー 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル4F

1975 おでんでんでん　千葉栄町店 千葉市中央区栄町42番6号

1976 鳥貴族　千葉駅西口店 千葉市中央区新千葉2丁目3番2号1F

1977 かたりべ　みづき 千葉市花見川区花園2丁目10番2号

1978 カラオケ四季 千葉市若葉区西都賀3丁目6番33号2階

1979 酒蔵　甲斐 千葉市稲毛区小仲台2丁目10番19号メゾンド・リーク103号

1980 凛 千葉市稲毛区小仲台5丁目4番10号

1981 バー　アルバ 千葉市中央区新町15番5号JK大友ビル5階

1982 さくら 千葉市中央区春日2丁目21番10号B1-D

1983 リビングバー　くう 千葉市中央区本千葉町1番11号千葉中央ビルB1

1984 13．5BAR　HIBIKY 千葉市中央区富士見2丁目23番7号文化堂ビル2F

1985 Self　Snack　M’s 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル6階B号室

1986 誉膳　HONZEN 千葉市緑区誉田町1丁目145番地9イマイハイツB-101

1987 惣菜屋　鳥福 千葉市稲毛区園生町1306番地2

1988 鉄板焼　梵's 千葉市中央区富士見2丁目22番8号東方ビル103

1989 カラオケプラザ　遊楽館　土気店 千葉市緑区あすみが丘5丁目7番地2-2階

1990 エンジェル 千葉市中央区栄町41番8号

1991 カラオケ　ラウンジ　花 千葉市中央区南町3丁目17番1号キューブⅡビル2F　E号室

1992 ねこまんま 千葉市中央区祐光4丁目7番7号和田第二ビル1階101

1993 スナック　杏 千葉市花見川区花島町479番地5

1994 Princess　cheers　cafe 千葉市中央区富士見1丁目14番7号SAKURAビル1階

1995 Y．Y．G．Factory 千葉市中央区長洲1丁目23番4号オーチュー千葉中央ビル1階

1996 裏千葉シュリンプ 千葉市中央区新田町11番12号松長ビル2F

1997 居酒屋レストラン　はましゅく 千葉市中央区新千葉3丁目13番15号

1998 花のれん 千葉市中央区本千葉町4番9号アイシービル1F

1999 やきとり居酒屋　御馳 千葉市若葉区小倉台3丁目4番3号1階

2000 彩花　PartⅡ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5階C号室

2001 大衆居酒屋　いけ屋　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目21番10号CI21ビル1階

2002 タイ居酒屋　OK 千葉市稲毛区山王町25番地2山王ビルB1F-1

2003 スナック　優華 千葉市稲毛区小仲台6丁目14番3号2階

2004 カラオケスナック　Ichigo　Ichie 千葉市中央区院内1丁目17番15号ビラ・アペックス千葉3階A店舗

2005 い志い熟成鶏十八番 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番2号ダイショクビル2F

2006 wine＆food　style 千葉市中央区登戸1丁目1番9号YK．BLD1F

2007 大衆鶏焼肉　鶏とし 千葉市中央区中央2丁目8番14号

2008 居酒屋　SUNNY 千葉市中央区南町3丁目1番15号

2009 ロマンス 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル8-C

2010 Terasu　Vie 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第一110号

2011 Landscapeveins 千葉市中央区中央港1丁目20番1号ケーズハーバー1F

2012 カラオケアーサー稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目20番8号丸吉ビル

2013 DINING　BAR　POW 千葉市稲毛区山王町25番地2内山ビル1F



2014 Copain 千葉市中央区中央3丁目15番15号ケイティ第2ビル　4階

2015 串家物語　千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目4番5号アークデジタルタウン4F

2016 ビーチバー　タヒチ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5F

2017 カラオケスナック　さゆり 千葉市中央区弁天2丁目20番10号

2018 庄助　仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町480番地255

2019 Shot　Bar　black　cat 千葉市中央区本千葉町1番3号プリマビル5階

2020 まあーなべや 千葉市中央区富士見2丁目21番9号しんなかビル1F

2021 Bar　69ers 千葉市中央区栄町41番11号河繁ビル1F

2022 炭火焼鳥とりとん　新千葉店 千葉市中央区登戸1丁目17番11号

2023 Bar　if 千葉市中央区新宿2丁目2番11号新宿ソシアルビル　6階

2024 串焼酒BAR　チキンフィート 千葉市中央区今井1丁目22番2号晃栄ビル1F

2025 やきとり　大吉　桜木町店 千葉市若葉区桜木2丁目4番7号

2026 Darts　Bar　snazzy 千葉市花見川区南花園2丁目5番17号

2027 Lounge　彩花 千葉市中央区中央3丁目4番10号銀座ビル2F

2028 ウインド・ミル 千葉市中央区本千葉町1番4号プリマビル7階B号室

2029 BILLIE’S　BAR 千葉市中央区松波2丁目17番11号

2030 食工房　元介　mosuke 千葉市中央区長洲1丁目28番3号松戸ビル101

2031 初いち 千葉市中央区弁天1丁目26番13号

2032 member’s　BAR　MK 千葉市中央区院内1丁目17番15号

2033 芝浦食肉　千葉東口店 千葉市中央区富士見2丁目4番16号金子ビル2F

2034 洋風居酒屋　山城 千葉市中央区寒川町3丁目109番地2

2035 有限会社　芳梅 千葉市中央区栄町3番10号

2036 リアトリスラウンジ　縁 千葉市中央区栄町22番13号MIYABIビル5階

2037 居酒屋　あさちゃん 千葉市若葉区高根町1016番地3

2038 居酒屋　鯉のぼり 千葉市緑区平川町2182番地3

2039 居酒屋一八 千葉市緑区誉田町2丁目20番地650

2040 カラオケ　なでしこ 千葉市花見川区花園2丁目10番2号

2041 naDia 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地154第13花園ビル101

2042 広八 千葉市中央区新宿2丁目2番1号

2043 SAKE　DINING　WAZUKI　和月 千葉市花見川区花園1丁目6番7号原田ビル2F205

2044 スナックエミ 千葉市中央区院内1丁目4番3号

2045 seasons 千葉市緑区鎌取町111番地2

2046 炭炭 千葉市中央区春日2丁目25番1号竹久ビル地下1階

2047 旬鮮和酒　暖笑 千葉市若葉区貝塚町1108番地16

2048 ありがとうの台所稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号エジリビル1F

2049 涳 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27番27号鈴木第2ビル101

2050 Beer　and　Ale　Latta 千葉市中央区春日2丁目25番2号ポスト西浦ビル1F

2051 愛 千葉市中央区栄町27番8号

2052 Fu雷坊 千葉市中央区栄町41番11号河繁ビル1F

2053 一丁目一番地　JR都賀駅前店2号店 千葉市若葉区都賀3丁目3番1号

2054 HAUNT　MESHI　NOMI　BAR 千葉市中央区中央3丁目18番7号加瀬ビル105

2055 焼鳥　ひで 千葉市中央区仁戸名町197番地3グリーンマンション102

2056 酒膳　とう七 千葉市中央区南町2丁目21番16号

2057 スナック　よりみち 千葉市花見川区花園1丁目7番18号2F

2058 くしひろ 千葉市中央区本千葉町4番10号時田ビル1F

2059 酒処　はなえ 千葉市花見川区花園1丁目7番5号

2060 酒と旬肴　のがみ 千葉市中央区長洲1丁目29番7号1F

2061 THE　MAD　HATTER 千葉市中央区富士見2丁目12番5号富士見二丁目ビル1階

2062 山傳丸 千葉市稲毛区稲毛東3丁目15番11号稲毛Kビル　1F

2063 三代目　鳥メロ　稲毛東口駅前店 千葉市稲毛区小仲台2丁目3番8号アクシスビル3F

2064 はちみつ 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル3階B室

2065 居酒屋　たちよし 千葉市花見川区花園1丁目6番7号

2066 二幸 千葉市稲毛区六方町48番地1

2067 Docchi 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル4階407号

2068 遊膳 千葉市中央区栄町37番10号1階

2069 しゃり膳　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目18番10号富士見センタービルⅡ　1階

2070 鳥貴族　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目23番8号3F

2071 CLUB　KING 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル2階C室

2072 大衆居酒屋　ナカムラヤ 千葉市中央区中央2丁目7番10号シャンボール千葉中央103号

2073 ひまわり 千葉市中央区弁天2丁目23番1号弁天プラザ2階

2074 焼酎Bar　colors 千葉市中央区栄町16番2号ターミナルビル3F

2075 ナイトスペース「ペガサス」 千葉市中央区南町3丁目1番20号

2076 とり鉄　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番3号稲栄ビルB1

2077 ホルモン　稲毛横丁 千葉市稲毛区稲毛東3丁目14番8号SJビル　2F

2078 玉吉 千葉市花見川区幕張本郷5丁目4番7号ラファイエット本郷　102

2079 ほろよい居酒屋　一丁目一番地　JR都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3丁目3番1号

2080 五花里 千葉市中央区中央3丁目15番3号朝日プラザ千葉中央1F

2081 鳥貴族　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番13号統葉ビル2階

2082 ガールズ酒場　スマイル 千葉市中央区富士見1丁目14番11号山雅ビル3階

2083 PUROA 千葉市中央区新宿2丁目2番2号第三プレシードビルB1F

2084 季節料理　四季野 千葉市中央区汐見丘町14番14号

2085 焼肉　Yaホ！　富士見店 千葉市中央区本千葉町1番4号千葉プリマビル2F

2086 石敢當 千葉市稲毛区轟町5丁目5番12号

2087 スナック　ジョイ 千葉市中央区富士見1丁目7番4号富士見ビル5階A号室

2088 一龍　新町店 千葉市中央区新町15番地1

2089 バブルス　hanare 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウエストリオ2　1階

2090 小料理　入船 千葉市花見川区こてはし台2丁目23番13号

2091 鳥貴族　京成千葉中央店 千葉市中央区新宿2丁目2番2号第3プレシードビル4F

2092 炙り焼　炎や 千葉市中央区千葉寺町1210番地8

2093 music　bar　es　chiba 千葉市中央区登戸1丁目26番15号伸光第一ビル401

2094 男区 千葉市中央区栄町27番11号狸小路ビル3F

2095 炭火焼　今日いち 千葉市若葉区西都賀3丁目2番11号

2096 立呑み　もつ焼　一炷香 千葉市稲毛区作草部町1369番地10-102

2097 スナキャバ　SPICA 千葉市中央区富士見2丁目21番1号第二東和商事ビル2階



2098 大衆焼き鳥酒場　やきとりさんきゅう 千葉市中央区春日2丁目21番10号西千葉マンション地下1階C号室

2099 えとせとらだいにんぐ　遊房 千葉市稲毛区轟町4丁目2番14号

2100 BULL 千葉市中央区院内1丁目17番15号2F-B

2101 いとん家 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番36号石井貸店舗2階

2102 手作り居酒屋　民 千葉市中央区港町4番19号

2103 居酒屋　かよちゃん 千葉市緑区高津戸町311番地

2104 居酒屋　済州島 千葉市花見川区南花園2丁目7番3号富商第1ビル2階

2105 矢部川 千葉市花見川区花園1丁目8番6号

2106 創作家庭料理　バンバン 千葉市中央区長洲1丁目23番1号エスカイア本千葉第2-104号

2107 Peace5 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ライン中央ソシアルビル3F

2108 有限会社　夢咲 千葉市中央区新町1番地11

2109 居酒屋　わ 千葉市中央区川戸町360番地31

2110 ワイン酒場　FLAT 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番4号大竹店舗1階

2111 スウィング　さき 千葉市花見川区花園1丁目8番7号アステージビル1階AB号

2112 味楽 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエア1F

2113 和洋味処　高 千葉市中央区富士見1丁目7番7号広田ビル1F

2114 呑み喰い処　うめえもんや　右近 千葉市稲毛区小仲台6丁目7番9号小仲台ビル1階2号室

2115 スナック　ちぃーと 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル3階305号室

2116 bar　pause 千葉市稲毛区緑町1丁目24番12号

2117 BAR　HIDEOUT 千葉市中央区富士見2丁目12番5号富士見二丁目ビル3階

2118 備長炭焼鳥と刺身居酒屋　ありがとう　新検見川店 千葉市花見川区南花園1丁目44番13号玉ビル1F

2119 囲／POUND 千葉市中央区富士見2丁目14番6号LHビル千葉中央4F

2120 CULEN 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル地下1F　D号室

2121 ハルバン 千葉市中央区栄町30番13号YK11ビル1-3

2122 シルクロード 千葉市中央区富士見2丁目14番8号エヌズビル3　3階

2123 RL 千葉市花見川区さつきが丘2丁目11番地7

2124 ホールインワン 千葉市稲毛区六方町36番地1

2125 Sports　BAR　BASE　RUNG 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番36号石井ビル1F

2126 Cherry　Japan 千葉市稲毛区長沼町124番地10

2127 鳥貴族　千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆき9ビル401

2128 串焼き雅　千葉中央店 千葉市中央区中央3丁目15番14号三好野ビル1階

2129 ありがとう　本千葉店 千葉市中央区長洲1丁目23番5号石渡ビル　1F

2130 汽関車 千葉市中央区本千葉町7番11号三恵ビル地下1F

2131 和や家 千葉市中央区登戸3丁目1番2号登戸あすかビル102号

2132 鳥の宴 千葉市中央区富士見2丁目18番4号江口ビル1階

2133 割烹　竹山蔵 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番12号

2134 味処　福よし 千葉市中央区栄町25番7号福よしビル1F

2135 有限会社　酒蔵寿々㐂 千葉市中央区栄町25番13号

2136 バンキッシュ 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆきナインビル402

2137 ナツハル 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番13号

2138 エィティワンクラブ 千葉市中央区富士見2丁目17番11号Fビル2階

2139 Jazz　＆　Bar　Clipper 千葉市中央区中央港1丁目24番14号シースケープ千葉みなと1F

2140 ステーキ＆バー　レッド　リバー 千葉市中央区港町3番3号1階

2141 はない 千葉市稲毛区長沼町171番地

2142 居酒屋　楽笑 千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番6号稲栄ビル1階

2143 居酒屋　伊豆 千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番2号

2144 ふくじろう 千葉市稲毛区稲毛東5丁目1番2号

2145 せんや 千葉市稲毛区小仲台6丁目1番2号佐藤不動産ビル2F

2146 女性専用カラオケ喫茶　イフ 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番11号朝日ビル5階

2147 カラオケ居酒屋　びりーぶ 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号京成ビル2F

2148 LIVE　IN　K’S　DREAM 千葉市稲毛区稲毛東3丁目6番14号ART　BOX　1F

2149 栄町0番地 千葉市中央区栄町41番13号東山ビル101

2150 えびす 千葉市中央区栄町27番14号

2151 ROUTE66 千葉市若葉区千城台西1丁目39番1号CUBE5　1-A

2152 ZiZi 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウェストリオ2　1-2

2153 竹千代 千葉市稲毛区小深町78番地1

2154 居酒屋　酒肴 千葉市稲毛区山王町67番地2セルブ山王B-105

2155 RE 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル5階5F-B号室

2156 MONRINA　BAR　＆　RESTAURANT 千葉市若葉区西都賀3丁目5番16号川名ビル202号室

2157 炭火串焼きともつ居酒屋　もぢょい有限会社 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番10号TOZOビル1F

2158 本千葉駅前の串屋横丁 千葉市中央区長洲1丁目23番4号長谷川ビル1階

2159 稲毛海岸北口の串屋横丁 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号エジリビル2F

2160 養老乃瀧千葉公園店 千葉市中央区弁天2丁目20番23号1階

2161 鳥しん 千葉市中央区登戸1丁目24番24号鶴岡マンション1F

2162 Anna　Ten 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル4-A

2163 ダイニングバー　JEJU（チェジュ） 千葉市中央区栄町31番5号

2164 山傳丸 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセ・アミューズ・モール　1階

2165 一里 千葉市稲毛区緑町1丁目21番2号

2166 秋桜 千葉市若葉区西都賀3丁目2番5号第二晴美ビル102

2167 SNACK　GOOD　TIME 千葉市若葉区西都賀3丁目2番5号第2晴美ビル101

2168 魚河岸バル　HAYASHIDA 千葉市若葉区西都賀3丁目9番2号小山ビル101

2169 パブスナック　ハニー 千葉市若葉区西都賀3丁目5番16号川名ビル1F

2170 LUCKY7 千葉市若葉区西都賀1丁目15番4号1階

2171 どっこい笑 千葉市若葉区西都賀3丁目5番21号内山ビル1F

2172 スタジオ純 千葉市中央区栄町17番6号サランビル2F

2173 PUNK　BEER 千葉市中央区富士見2丁目19番11号KISビル2F

2174 MA-なべや　蘇我店 千葉市中央区南町2丁目11番15号

2175 WORLD BEER&DINING MIHAMA BASE 千葉市美浜区高洲3丁目11番3号第二並木ビル　1C

2176 しのしの 千葉市中央区南町3丁目1番14号

2177 居酒屋　亀八（本店） 千葉市稲毛区天台5丁目24番7号

2178 くしきゅう幕張店 千葉市花見川区幕張町5丁目150番地11

2179 喰べ呑み処　じらい屋　和の伊 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号和紅ビル3F

2180 よりみち 千葉市緑区誉田町1丁目145番地13今井ハイツC棟102

2181 くしくし 千葉市稲毛区稲毛東3丁目9番12号



2182 ちょいけみ　なでしこ 千葉市花見川区花園1丁目14番1号

2183 OHANA　Doo　Yo 千葉市中央区院内1丁目19番2号

2184 ガレージ 千葉市若葉区西都賀1丁目20番5号サンハイツ都賀北102

2185 居酒屋　もぅりもぅり 千葉市中央区南町3丁目1番20号

2186 やきとり大八 千葉市若葉区西都賀3丁目5番20号

2187 MASSA CAFE 千葉市中央区青葉町1265番地1-1F

2188 喫茶　軽食　えいとのパパ 千葉市中央区松波4丁目5番7号浦山ビル102

2189 Raver’s　Cafe 千葉市緑区平山町1933番地

2190 千葉日和 千葉市中央区富士見2丁目4番3号喜楽ビル5F

2191 佳佳苑中華料理 船橋市習志野台2丁目49番18号1F

2192 香満園 船橋市東船橋2丁目10番11号

2193 TODDYS　shrimp 船橋市本町4丁目5番21号

2194 TODDYS 船橋市本町4丁目5番21号市原ビル2F

2195 ピッツェリア　コンパーレ　コマーレ 船橋市湊町2丁目5番19号

2196 焼肉きのした 船橋市本町1丁目11番33号

2197 みどり鮨 船橋市前原西2丁目2番2号

2198 ITALIAN　KITCHEN　BUONO 船橋市浜町2丁目1番1号

2199 炭火ホルモン焼　しちりん 船橋市前原西2丁目21番9号セブンビル1F

2200 炭火焼しちりん　下総中山店 船橋市本中山4丁目23番9号

2201 炭火焼しちりん　西船橋南口店 船橋市葛飾町2丁目380番地2

2202 Spice　Bar　En 船橋市宮本2丁目1番2号Kモール拾壱番館1F

2203 hygge 船橋市本町4丁目42番4号高瀬ビル　2F

2204 竹林庭 船橋市八木が谷5丁目19番31号

2205 菜来軒 船橋市宮本8丁目37番6号

2206 すし　そば　和らぎ 船橋市前原西2丁目12番11号ノバビル　1階

2207 麺処まるは極 船橋市本町1丁目32番3号

2208 ズッカ 船橋市高根台7丁目15番9号

2209 長勝餃子坊 船橋市古作2丁目1番19号鈴木ビル1階

2210 佳佳苑　中華料理 船橋市前原西2丁目18番1号

2211 金剛苑 船橋市本町1丁目4番7号

2212 玉寿司 船橋市薬円台2丁目4番2号

2213 ゆきまる 船橋市小室町3318番地1

2214 大将軍 船橋市飯山満町1丁目599番地2

2215 ALEGRIA　船橋　DeliKitchen　Yum-yum　ピッツァ　carne　厚切りステーキ＆肉汁ハンバーグのジャ 船橋市本町1丁目4番18号TKビル3F

2216 ホルモン焼肉　はやぶさ 船橋市葛飾町2丁目408番2号

2217 INDRENI　INDIANNEPALI　RESTAURANT 船橋市習志野台1丁目12番1号

2218 ポポラマーマ　西船橋店 船橋市西船4丁目14番12号木村建設工業ビル2F

2219 地中海バール＆グリル　イタマル 船橋市本町4丁目38番29号102

2220 羊々亭 船橋市本町4丁目45番9号

2221 らーめん処　一凛 船橋市前原西2丁目13番25号藤和津田沼コーポ　102号

2222 らあめん花月嵐東船橋北口店 船橋市東船橋2丁目10番4号

2223 蛇の目寿司 船橋市宮本1丁目22番1号

2224 てしごとや　ふくろう 船橋市浜町1丁目6番5-119号

2225 地中海ビストロ＆マルシェ　イタマル 船橋市本町4丁目41番19号セントラルビル1階B1

2226 牛角船橋店 船橋市本町3丁目2番1号京葉ション企画ビル2F

2227 らーめん処まるは極西船店 船橋市西船6丁目8番37号

2228 海賊の台所 船橋市本町1丁目5番1号

2229 MILAN 船橋市本町1丁目3番1号FaceビルB1

2230 ラーメン　嘉祥 船橋市西船4丁目29番9号

2231 オリエンタルバル　こぶみかん 船橋市本町1丁目11番26号

2232 kawara　CAFE＆DINING　津田沼 船橋市前原西2丁目18番1号津田沼パルコA館6F

2233 たちばな寿司 船橋市本中山1丁目15番22号

2234 三国　呉 船橋市本町4丁目38番1号松岡ビル202号

2235 しんちゃん 船橋市山野町41番地ホワイトパレス103

2236 亀戸らぁ麺　零や 船橋市本町1丁目3番1号FACEビル　B1F

2237 POKHARA伯爵 船橋市上山町1丁目128番地藤井マンション102号

2238 備長炭火ホルモン焼　しちりん習志野駅前店 船橋市習志野台4丁目1番8号

2239 船橋応援酒場 船橋市本町1丁目3番1号船橋フェイスビル3階

2240 YASHAR 船橋市習志野5丁目1番11号

2241 ジンギスカン　佐藤 船橋市西船4丁目29番20号

2242 有限会社　三松 船橋市山野町86番地1藤田コーポ　101

2243 カレーハウス　CoCo壱番屋　JR下総中山駅南口店 船橋市本中山3丁目21番12号八千代ビル1F

2244 焼肉　ごじ 船橋市本町6丁目1番12号サクセスビル1階

2245 BAR　HOP 船橋市本町5丁目6番19号コンパル31　1F

2246 Wine　＆　Grill　Ci　sono！ 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス104

2247 船橋ワイン食堂862 船橋市本町4丁目44番10号京成船橋高橋ビル1F

2248 グルーヴィーキッチン 船橋市前原西2丁目1番5号101

2249 18　Steak　Diner 船橋市本中山7丁目11番8号

2250 食彩館　船橋藤原本店 船橋市藤原6丁目28番7号

2251 すしの磯げん 船橋市西習志野1丁目9番15号

2252 志源商塾 船橋市南本町1番14号

2253 梟庭（ふくろうてい） 船橋市馬込町986番地15

2254 萬来 船橋市夏見台3丁目9番23号

2255 こまつや 船橋市宮本6丁目5番8号

2256 インド・ネパール料理　ナンハウス 船橋市古和釜町850番地3

2257 PANNACOTTA 船橋市本町2丁目6番1号Kモール2番館

2258 旬鮮市場　和 船橋市習志野台3丁目17番17号MFビル1F

2259 韓流亭 船橋市本町2丁目3番5号

2260 ぐろーばる 船橋市葛飾町2丁目380番地2

2261 龍華楼 船橋市習志野台2丁目1番5号第一アキラビル（2A）

2262 まんさく 船橋市夏見台4丁目15番23号

2263 蕎や本田 船橋市本町4丁目40番23号サドヤサザンテラス101

2264 酒膳屋　とん平 船橋市西船4丁目24番2号

2265 餃子太郎 船橋市東船橋5丁目4番5号



2266 秋枝のだいどころ 船橋市金杉台1丁目1番4号-101

2267 食事処　磯 船橋市上山町1丁目178番地7

2268 焼肉屋　くいどん　飯山満店 船橋市飯山満町1丁目152番地3

2269 とんかつ　極み 船橋市本町4丁目38番22号山口ビル1F

2270 旬膳　しら石 船橋市西習志野2丁目4番2号

2271 焼肉とんちゃん 船橋市前原西2丁目17番13号

2272 日韓食堂　138 船橋市本中山2丁目13番8号

2273 味達 船橋市本中山3丁目22番6号

2274 中華家族　まるなか 船橋市金杉5丁目7番17号

2275 ステーキのあさくま　西船橋店 船橋市本郷町626番地

2276 アユタヤ 船橋市本町3丁目36番34号石井ビル　3階

2277 かの川 船橋市咲が丘3丁目10番12号

2278 焼肉　天龍 船橋市金杉9丁目3番23号

2279 天空の風 船橋市金杉町886番地

2280 海鮮味処　大将 船橋市咲が丘4丁目24番10号

2281 吉祥 船橋市本町4丁目4番12号

2282 バースパイス 船橋市本町4丁目45番11号

2283 Kitchen　いのうえ 船橋市上山町1丁目93番地3-102

2284 CERBIATTO 船橋市本中山3丁目20番3号牧野店舗103

2285 みもざ 船橋市海神4丁目21番1号

2286 四川火鍋三国RYU 船橋市本町2丁目17番30号

2287 佳佳苑中華料理 船橋市前原東5丁目13番6号

2288 麺酒場でめきん 船橋市本中山2丁目23番8号

2289 しちりん高根木戸駅前店 船橋市習志野台1丁目1番27号

2290 カレーハウスCoCo壱番屋　西船橋店 船橋市本郷町648番地1

2291 らーめんや　ひろ 船橋市夏見台4丁目7番11号

2292 本郷苑 船橋市本郷町609番地3

2293 喜久鮨 船橋市本中山7丁目8番3号

2294 ポポラマーマ　船橋店 船橋市本町3丁目1番1号2階

2295 清香苑 船橋市習志野台2丁目17番5号

2296 ラーメン　すけがわ 船橋市前原東1丁目9番1号

2297 焼肉ここから船橋店 船橋市本町1丁目11番11号牛瀧ビル1階

2298 菜々香 船橋市本町2丁目24番16号サンティアイ1階

2299 焼肉くいどん　船橋宮本店 船橋市宮本1丁目22番8号

2300 MA-なべや　津田沼店 船橋市前原西2丁目21番11号市原ビル1F

2301 焼肉　大将軍　京成船橋店 船橋市本町4丁目45番1号

2302 がんちゃん　船橋店 船橋市本町1丁目4番7号こだまビル1F

2303 インディアンレストラン　and　カフェバー　チャド 船橋市本町1丁目11番6号101

2304 Bistro　Incontro 船橋市本町1丁目14番9号

2305 すし　藤兵衛 船橋市前原西2丁目11番7号第二矢野ビル2F

2306 中華料理　大輦 船橋市本町4丁目20番17号

2307 千成寿司 船橋市東船橋1丁目15番7号

2308 SAMJANA 船橋市本中山3丁目20番7号

2309 焼肉ここから津田沼店 船橋市前原西2丁目15番12号第2三商ビル1階

2310 焼肉はるくん。 船橋市本町1丁目13番18号2階

2311 カンティーナ　イル　グッフォ 船橋市本町4丁目19番6号船橋サンプラザ　1F

2312 株式会社　吉光 船橋市夏見4丁目1番34号

2313 炭火焼肉＆ホルモン　伝次 船橋市本中山7丁目8番3号ハイツ中山　B1

2314 つけ麺一頂 船橋市本町1丁目3番1号フェイスビル1F

2315 香味苑 船橋市山野町60番地1

2316 すし屋　しゃり膳 船橋市習志野台2丁目1番1号イー・エム・シービル1F

2317 牛角　北習志野店 船橋市習志野台2丁目4番12号YUKIWO　BUILDING　2F

2318 五代目らーめん処　まるは商店 船橋市高根台6丁目43番14号

2319 大衆焼肉　わだい家 船橋市習志野台2丁目6番5号SKビル2F

2320 麺屋　もりの 船橋市前貝塚町565番13

2321 炭火焼肉酒房　仁 船橋市上山町3丁目645番地5メゾンナカムラ106

2322 アジアンバル　いずまる 船橋市本町5丁目1番8号2F

2323 らーめん屋　盛壱 船橋市習志野台5丁目11番8号

2324 餃子酒場 船橋市本町4丁目44番25号

2325 四川料理　美食府　北習志野店 船橋市習志野5丁目6番50号

2326 みやけ 船橋市三山8丁目34番9号2F

2327 インド料理 船橋市丸山3丁目3番2号

2328 韓国食酒房　チャグンパン 船橋市本町2丁目24番4号

2329 和伊キッチン　itAPAn 船橋市西船4丁目25番2号アロービル1F

2330 itAPAn　Jr． 船橋市本郷町417番地2-1F

2331 中華ダイニング　昇華 船橋市本中山7丁目4番9号

2332 和光鮨 船橋市市場4丁目1番1号和光台ハイツ1-102

2333 らん 船橋市本町6丁目4番5号フェリクスドムス103

2334 天婦羅　天良 船橋市本町2丁目6番13号船橋クレールビル1F

2335 二葉鮨 船橋市本中山2丁目15番14号

2336 ブッチャーズ　八十郎 船橋市本町1丁目4番9号浦辺ビルB1F

2337 今日和　津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号津田沼パルコ6F

2338 とんこつらーめん　マルハ軒 船橋市本町1丁目7番2号

2339 吉光 船橋市本町6丁目4番23号

2340 居酒屋　おてもやん 船橋市三山2丁目44番21号

2341 喫茶・スナック　ダンディー 船橋市夏見2丁目23番12号

2342 やきとり　ゆたか 船橋市夏見3丁目2番14号

2343 お好み焼居酒屋　にゃがにゃが屋 船橋市夏見4丁目22番11号

2344 まるこう 船橋市芝山3丁目1番7号

2345 チェリー 船橋市習志野台1丁目12番1号平田マンション104号

2346 スナック　ローズハウス　チャコ 船橋市習志野台1丁目18番3号

2347 食堂　でこ屋敷 船橋市習志野台2丁目49番12号

2348 スナック　和 船橋市習志野台2丁目49番16号

2349 居食屋　与つ葉 船橋市習志野台2丁目72番17号



2350 醍醐 船橋市習志野台3丁目14番3号

2351 わいわい 船橋市習志野台4丁目1番3号

2352 つるぎ 船橋市習志野台4丁目59番11号

2353 リトル・バンコク 船橋市習志野台5丁目4番17号

2354 喫茶＆パブ　英 船橋市松が丘3丁目71番18号

2355 居酒屋　北国 船橋市松が丘5丁目21番1号

2356 ろばた焼　村の里 船橋市西習志野3丁目26番11号

2357 北乃宿 船橋市西習志野3丁目27番6号

2358 立ち飲み居酒屋　呑 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビル1F

2359 ぴろ吉ダイニング 船橋市西船4丁目19番3号西船成島ビル1F

2360 地鶏家　市 船橋市西船4丁目20番10号ライトビューティーハイツ101

2361 一九庵 船橋市西船4丁目21番5号平野ビル　2F

2362 Karaoke　Bar　Rui 船橋市西船4丁目22番11号201

2363 鮨と肴　おどる魚 船橋市西船4丁目24番5号皆川ビル2F

2364 あぶりだいにんぐ　炎DEBAR 船橋市西船4丁目25番2号アロービル2階

2365 じゅう屋 船橋市西船4丁目26番10号

2366 嵯山 船橋市西船4丁目26番11号

2367 大衆ホルモン　タツ屋 船橋市西船4丁目26番2号201

2368 居酒屋　一九 船橋市西船4丁目26番3号1F＆2F

2369 酒蔵　きらく 船橋市西船4丁目28番13号

2370 桂 船橋市前貝塚町540番地10

2371 Dinning　Bar　Gazelle　8 船橋市前原西2丁目14番1号ダイヤパレスビル1F106号

2372 縁 船橋市前原西2丁目17番10号

2373 居酒屋　三條 船橋市前原西2丁目17番7号

2374 BAR　2213　（バー　2213） 船橋市前原西2丁目21番3号ホーマスビル5F

2375 鳥仙 船橋市前原西8丁目25番4号

2376 あんじ 船橋市前原東3丁目6番13号

2377 居酒屋まさみ 船橋市滝台町107番地42ガイヤビル1-101

2378 スナック　凱旋門 船橋市藤原1丁目32番28号

2379 霧島 船橋市南三咲3丁目1番58号

2380 ますや 船橋市二和西6丁目24番

2381 こま 船橋市二和西6丁目24番8号

2382 スナック　アリス 船橋市二和西6丁目24番8号

2383 角打二和向台店 船橋市二和東5丁目8番13号

2384 伏見屋 船橋市二和東6丁目17番37号

2385 スナック　フェニックス 船橋市二和東6丁目32番12号

2386 ひょうたん 船橋市本中山1丁目9番2号

2387 酒・食事処　浜や 船橋市本中山2丁目14番12号

2388 鳥しん 船橋市本中山2丁目22番10号

2389 スナック喫茶　リボー 船橋市本中山2丁目23番14号

2390 キララ 船橋市本中山2丁目23番4号行徳屋ビル2F

2391 福冨 船橋市本中山2丁目23番5号

2392 京　杉 船橋市本中山3丁目17番3号

2393 鳥ごや 船橋市本中山3丁目20番15号

2394 スナック喫茶　ロリアン 船橋市本中山3丁目20番3号

2395 安食亭　料理屋　弥助 船橋市本中山7丁目6番7号那須ビル2階B号室

2396 お酒ラウンジ渚 船橋市本中山7丁目8番3号

2397 華菜食 船橋市本中山7丁目8番3号ハイツ中山104

2398 ブーケ 船橋市本町1丁目11番18号

2399 居酒屋　真 船橋市本町1丁目11番19号

2400 藤乃 船橋市本町1丁目11番20号

2401 月虹 船橋市本町1丁目11番20号

2402 ピエロ 船橋市行田1丁目46番3号

2403 もつ焼　登幸とん 船橋市本町1丁目4番9号浦辺ビル1F

2404 居酒屋　さざなみ 船橋市本町2丁目11番23号

2405 スナック　からす 船橋市本町2丁目11番27号

2406 艶歌　アコースティック 船橋市本町2丁目13番7号ウインズ船橋101

2407 さくら 船橋市本町2丁目13番7号ウインズ船橋102

2408 ナイトスポット　舞 船橋市本町2丁目13番9号

2409 オレンジ 船橋市本町2丁目15番19号クレメゾン船橋第3地下1階

2410 大阪串揚げ　菊井 船橋市本町2丁目23番8号

2411 ChaCha 船橋市本町2丁目23番8号

2412 のんびり屋　串八丁 船橋市本町2丁目3番29号三幸ビル　1F

2413 フルサークル 船橋市本町2丁目3番29号三幸ビル　3F

2414 石焼料理　みのる 船橋市本町2丁目5番23号

2415 居酒屋39船橋本町店 船橋市本町3丁目32番28号平成ビル1F

2416 酒蔵　きらく 船橋市本町4丁目18番34号

2417 ニュープリンス 船橋市本町4丁目1番15号

2418 カラオケバー　ターボン 船橋市本町4丁目37番9号

2419 koreAn　diNing　GOMAmura 船橋市本町4丁目39番5号三光4丁目ビル1階B室

2420 かまどか　船橋店 船橋市本町4丁目3番19号錦屋ビル3F

2421 いづみ屋 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル1F

2422 クーパレッジ 船橋市本町4丁目40番12号インペリアル山下ビル2F

2423 （甘味）美松 船橋市本町4丁目43番17号

2424 居酒屋ありがとう　船橋店 船橋市本町4丁目4番1号喜久水ビル2F

2425 バー　カプリス 船橋市本町4丁目4番2号

2426 SAHARA 船橋市本町4丁目5番15号

2427 サルブロ 船橋市本町4丁目5番21号市原薬局ビル　2F

2428 魚魚組 船橋市本町5丁目1番2号

2429 もつ焼　登運とん 船橋市本町5丁目1番2号

2430 もっぺん 船橋市本町5丁目6番10号アミティエ船橋駅前　1F

2431 2BOUZE 船橋市本町5丁目7番2号

2432 隠れ家Bar　ZAKU　f 船橋市本町6丁目3番8号

2433 FC　VinVino 船橋市本町7丁目4番15号



2434 呑み食い処　蝦夷うさぎ 船橋市本町7丁目5番13号

2435 ギャラリーカフェ　たいこばし 船橋市湊町1丁目24番10号

2436 ままごとや 船橋市湊町2丁目4番5号

2437 楓 船橋市薬円台4丁目11番15号

2438 じゅん屋 船橋市薬円台4丁目11番15号

2439 鳥勝　船橋店 船橋市薬円台4丁目1番24号

2440 和風スナック　和 船橋市薬円台5丁目6番19号

2441 スナック　ふじの 船橋市薬円台5丁目6番19号

2442 BEE-ONE 船橋市薬円台6丁目12番1-101号

2443 志づ 船橋市薬円台6丁目2番10号ラ・フォレ21　1階

2444 さつき濃 船橋市本中山4丁目25番16号

2445 ハミングバード623 船橋市前原西2丁目5番4号

2446 バー・エスペラント 船橋市湊町2丁目14番25号リエス湊101

2447 楽膳 船橋市本町1丁目15番8号佐藤ビル1F

2448 居酒屋　チェリー 船橋市丸山5丁目32番4号

2449 有限会社　二番屋 船橋市海神1丁目28番9号

2450 ホルモン酒場　フナバシ屋 船橋市西船4丁目23番10号

2451 キューピット 船橋市本中山7丁目6番1号

2452 神田屋 船橋市本町4丁目3番9号

2453 ドリーム 船橋市西船4丁目26番2号サウンドビル平田302

2454 COQ　DINER 船橋市本町2丁目25番17号高橋ビル102

2455 風 船橋市高根台7丁目13番3号

2456 ちょっと 船橋市本町4丁目43番16号

2457 歩乃歌 船橋市本町2丁目2番13号滝口ビル2F

2458 温野菜　船橋店 船橋市本町4丁目3番19号4階

2459 多国籍バル　Ann’s 船橋市前原西2丁目8番7号

2460 お好み焼き　金次郎 船橋市海神4丁目14番15号渡辺店舗　1階B

2461 ねぎちゃん 船橋市宮本1丁目10番7号サンハイツ青山101

2462 BAN-YA 船橋市本町2丁目26番1号グランドステータス船橋本町101

2463 呑み処　久保田 船橋市本町1丁目11番19号

2464 遥　HARUKA 船橋市本町7丁目4番15号1F

2465 JD’s　Club 船橋市本町4丁目1番15号快美壱番館ビル4階

2466 飲み処　ふじ 船橋市高根台7丁目13番4号

2467 COQDINER離 船橋市本町1丁目13番23号B号

2468 宮崎県日南市　塚田農場　船橋店 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル2階

2469 フレンチバル　セレナ 船橋市本町1丁目13番23号MHビル1階店舗A号

2470 笹の葉　酒と旨いもん 船橋市二和西5丁目1番13号

2471 喫茶スナック　翼 船橋市新高根5丁目4番8号

2472 ほたる 船橋市本町1丁目12番11号ダイワパレスステーション船橋本町102

2473 炭火串焼びんすけ 船橋市習志野台3丁目17番9号プリムローズヒル1F

2474 PIZZA＆SPORTS　BAR　VIVO 船橋市前原西2丁目13番13号アロー津田沼駅前ビル5F

2475 びっくり魚ぅ天　「魚天」 船橋市西船4丁目26番3号

2476 BAR　Bero　Bero 船橋市印内町564番地1第5島田ビル1階

2477 和風創作料理　いっきゅう　船橋店 船橋市本町5丁目6番19号

2478 ミュージック　パブ　56 船橋市みやぎ台3丁目4番2号

2479 星と愛 船橋市本中山3丁目14番22号

2480 大衆酒場　松むら 船橋市海神2丁目14番18号

2481 ピアチェーレ 船橋市高根台1丁目8番1号遠藤ビル1F

2482 鳥貴族　西船橋店 船橋市印内町564番地8サウスサイドビル3F

2483 串かつでんがな　西船橋店 船橋市印内町564番地8

2484 炭火串焼厨房　くふ楽　西船橋店 船橋市西船4丁目24番10号福田ビル1階

2485 Mint 船橋市東船橋3丁目33番3号

2486 居酒屋　ちょいちょい 船橋市本中山2丁目22番13号プラザレジデンス102号

2487 BAR　BeroBero　下総中山店 船橋市本中山2丁目23番14号1

2488 居酒屋　斉ちゃん 船橋市湊町2丁目15番1号

2489 カフェレストラン　Gasse 船橋市本町4丁目16番31号

2490 酒菜　光 船橋市薬円台5丁目2番7号第一としつぐビル101

2491 おたや 船橋市西習志野3丁目26番8号ファインコート北習志野1FC号室

2492 船橋酒場　ふなぞう 船橋市本町1丁目4番9号浦辺ビル2F

2493 船橋市宮本4丁目5番7号

2494 四季旬菜　ふくふく 船橋市本町2丁目27番21号西部ビル1F

2495 パブラウンジ　s＆y 船橋市宮本2丁目13番11号丸商船橋ビル1階102号

2496 炭焼　けんけん 船橋市東船橋2丁目12番10号

2497 Irish　Pub　Bosca　Beaga 船橋市前原西2丁目22番14号

2498 築地食堂源ちゃん・グランドビアホフ　船橋店 船橋市本町1丁目3番1号船橋フェイスB1F

2499 Rokumonsen 船橋市宮本6丁目12番15号

2500 BAR　TREASURES　ISLAND 船橋市本中山2丁目22番13番プラザレジデンス中山104

2501 Old　Lane 船橋市本町4丁目42番14号

2502 TAKARAZUKA 船橋市宮本2丁目13番8号

2503 BAR　BeroBero　津田沼店 船橋市前原西2丁目13番1号102

2504 居酒屋　土方 船橋市本町2丁目12番24号

2505 かまくら屋 船橋市本町4丁目42番11号2F

2506 MEZZO　FORTE 船橋市本中山2丁目23番12-2号

2507 花菜 船橋市薬円台5丁目33番4号

2508 ゴリラ精肉店 船橋市習志野台2丁目73番13号

2509 いわし・江戸前水産　ふなっ子 船橋市東船橋1丁目37番12号

2510 ぐらんあるぶる 船橋市本町7丁目4番23号矢作ビル2F

2511 Bar　Top＆Sky 船橋市前原西2丁目17番6号

2512 プレーゴ 船橋市本町2丁目3番29号三幸ビル202号室

2513 すなっく　美穂 船橋市本中山2丁目13番10号小川ビル2F　D号

2514 大衆メキシカン　RICO 船橋市本町1丁目4番18号TKビル2F

2515 もつ焼　坊っちゃん 船橋市本町4丁目44番2号

2516 賀平 船橋市浜町1丁目5番3号118

2517 路地裏　ワインバル　Poco　a　Poco 船橋市本町5丁目7番6号ルポゼ　1階



2518 うまいもんや　縁 船橋市本町5丁目12番1号鈴与第5ビル1F

2519 ハリケーン 船橋市前原西2丁目22番14号三橋ビル1F東側3番

2520 CANNES×KaKuyaCoffee　stand 船橋市西船5丁目15番5号土佐店舗2F

2521 いっきゅう　離れ 船橋市本町5丁目6番19号オアシス本町2F

2522 酒と肴　す田 船橋市本町1丁目12番11号ダイアパレスステーションプラザ　101号

2523 スナック　Kei 船橋市宮本4丁目19番8号

2524 洋風　居酒屋　A-yan 船橋市習志野台1丁目25番17号

2525 シエル 船橋市前原西2丁目13番8号中台ビル4F

2526 李家 船橋市咲が丘1丁目3番23号

2527 ありがとう　東船橋校 船橋市東船橋2丁目7番7号ボヌ・エトワール1F

2528 恵子 船橋市本中山3丁目1番1号

2529 魚屋　浜寅 船橋市西船4丁目25番11号

2530 スミビトサケ　炭マル 船橋市本町2丁目26番26号野澤ビル1F

2531 Bistro　Bar　L’orange 船橋市湊町2丁目1番22号第一矢野ビル3階

2532 カラオケ居酒屋　1043 船橋市海神4丁目21番1号

2533 季節料理　ひらり 船橋市薬円台4丁目12番18号DAIYU薬円台ビル1F

2534 下町バル　スパイス 船橋市本町4丁目42番14号

2535 旬味　たちばな 船橋市本町2丁目5番4号

2536 HANG-5　BAR＆COFFEE 船橋市前原西2丁目13番1号藤和津田沼コープ201

2537 すえひろ 船橋市咲が丘3丁目4番16号2

2538 ニュー姉妹 船橋市本町1丁目13番1号孫ビル1階C

2539 春木屋 船橋市海神4丁目11番5号

2540 呑み処　みや 船橋市本町1丁目13番2号

2541 Umbrella 船橋市宮本8丁目42番4号1F

2542 星屑倶楽部 船橋市前原西2丁目2番1号

2543 一九　船橋南口本店 船橋市本町4丁目45番9号

2544 じろう 船橋市松が丘1丁目1番12号

2545 カラオケBAR　うさぎ 船橋市高根台7丁目14番3号

2546 だんだん 船橋市本中山3丁目21番2号コーポエムファイブ103

2547 船橋ビール醸造所 船橋市西船4丁目29番9号

2548 PUB愛 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル地下1階003号室

2549 Plage 船橋市前原西2丁目17番10号

2550 立ち飲み日本酒「2。2坪」 船橋市本町4丁目42番14号

2551 焼き鳥・すし　東京一升びん　船橋店 船橋市本町1丁目4番23号

2552 大衆酒処　魚人 船橋市習志野台3丁目18番3号三協ビル103号

2553 食ックダイニング　酒日。 船橋市本町2丁目29番6号興和第一ビル1階

2554 otto 船橋市本町4丁目4番12号グラシア船橋本町　2F

2555 レインボー 船橋市新高根5丁目28番8号パレス高根JSK101

2556 フルバックブルシューター 船橋市習志野台2丁目6番17号鈴木ビル3F

2557 たきゑ 船橋市高根台6丁目1番6号大栄コーポ103号

2558 四季邸 船橋市本町4丁目2番5号

2559 DiPUNTO　船橋店 船橋市本町4丁目2番9号菅野屋ビル1階

2560 和処　幸村 船橋市本町4丁目4番12号301号

2561 ひよこ屋 船橋市本中山7丁目11番16号

2562 Cafe & Salt Bar TJ 船橋市本町4丁目35番21号カナーズ1F

2563 大衆バル290　～にくまる～ 船橋市西船4丁目26番2号西船サウンドビル平田202号

2564 殻YABURI 船橋市本町4丁目3番19号錦屋ビル2F

2565 美酒佳肴　凪 船橋市西船4丁目20番2号ハクシュウビル1F

2566 鳥ふじ 船橋市藤原1丁目5番3号

2567 唯 船橋市高根台7丁目6番3号

2568 三代目鳥メロ　西船橋南口店 船橋市印内町637番地3

2569 和旬彩・串あげ　おばら 船橋市本町4丁目37番6号宮下ビル2階

2570 肉と日本酒バル　ワラカド船橋本町店 船橋市本町3丁目36番34号石井ビル2階

2571 株式会社　064 船橋市習志野台2丁目5番16号斉藤第一店舗103号

2572 鮪バル27マルシェ 船橋市西船4丁目19番1号第11花園ビル1F

2573 魚屋十番 船橋市西船4丁目19番1号第11花園ビル1F

2574 AZURE 船橋市本中山2丁目23番6号ジュネパレス4F

2575 Bakoo’s　Kitchen 船橋市本町4丁目42番11号藤代ビル1F

2576 海旬　まぐろ市 船橋市本町4丁目41番19号本町セントラルビル地下1階

2577 結鶏 船橋市湊町3丁目6番24号

2578 やまちゃん 船橋市山野町41番地5第3ホワイトパレス101

2579 居食屋　つみれ 船橋市高根台7丁目13番16号ハイツ順101

2580 御忍 船橋市本町2丁目23番2号

2581 やきとり山形屋 船橋市西船4丁目15番1号101

2582 こい歌酒場　きよちゃん 船橋市上山町3丁目645番地5メゾンナカムラ103

2583 居酒屋　そうすけ 船橋市宮本5丁目1番1号

2584 マンナム 船橋市本町1丁目12番11号103

2585 暖音　NON 船橋市前原西2丁目4番10号

2586 讃八小籠包 船橋市西船4丁目25番8号西船橋山田ビル102

2587 GARUDA 船橋市本中山7丁目21番2号PF原木中山ビル2F

2588 炉端＆伊たりあん　itAPAn 船橋市本町1丁目32番15号1F

2589 炉端＆鉄ぐりる　蔵人 船橋市西船4丁目23番6号石井ビル2F

2590 串魂-そうる- 船橋市西船4丁目25番8号

2591 ルイード 船橋市本町4丁目42番11号102

2592 ＃路地裏 船橋市本中山2丁目23番13号

2593 焼肉酒場　ともさんかく　船橋店 船橋市本町1丁目7番24号興和第2ビル1階A1号室

2594 エビス　下総中山総本店 船橋市本中山2丁目22番9号

2595 大衆酒場　藤兵衛 船橋市本町2丁目10番29号伊藤ビル101

2596 家庭料理　ohana 船橋市新高根4丁目17番1号

2597 寅屋　本町店 船橋市本町4丁目42番5号やまぐちビル101

2598 カウンターラウンジ　キャッスル 船橋市本町7丁目5番4号ワールドビル1F

2599 船橋酒場　青空 船橋市宮本8丁目42番2号岡崎ビル201

2600 笑かど　高根公団店 船橋市高根台1丁目6番3号高根公団第2ビル2階

2601 ベイベリー 船橋市本町1丁目11番18号



2602 Once　upon　a　time 船橋市本町5丁目2番20号興和第6ビル　2階

2603 和食場冠　船橋南口店 船橋市本町4丁目1番15号快美壱番館ビル2F

2604 咲蔵　ともす 船橋市西船4丁目23番6号1階

2605 Bar　Druggist 船橋市習志野台2丁目6番13号

2606 CAFE＆BAR　ICEBERG 船橋市浜町1丁目43番12号101

2607 炭火串焼　鶏ふじ 船橋市本町1丁目11番5号

2608 カラムリア　ラ　クレープ 船橋市三咲2丁目7番5号1F

2609 漁師料理　番屋小屋　西船橋店 船橋市西船4丁目12番10号

2610 みさきっちゃん 船橋市高根台7丁目13番1号大京ビル102

2611 八十郎商店 船橋市本町5丁目3番4号

2612 鉄板焼　九九 船橋市本町7丁目17番20号1F

2613 居酒屋　風和 船橋市習志野5丁目6番8号

2614 ミドリカフェ 船橋市本町2丁目23番8号2F

2615 エスパス・エトランジュ 船橋市本町2丁目29番4号三嘉ビル3階301号室

2616 居酒屋・食事処　伊達 船橋市習志野台3丁目16番8号

2617 Cross　Point　bar 船橋市本町3丁目5番1号石田ビル2F

2618 イタマル　ミートシアター 船橋市西船4丁目21番15号

2619 やきとり　千人力　船橋店 船橋市本町3丁目6番3号

2620 船橋市二和東5丁目20番22号

2621 nike　wine＆grill 船橋市二和西6丁目17番5号

2622 居酒屋あき 船橋市海神5丁目1番19号

2623 居酒屋　だ～い好き 船橋市高根台7丁目10番11号

2624 ハッピー 船橋市前貝塚町565番地11塚田プラザ107

2625 九　NINE 船橋市本町2丁目29番6号興和第一ビル202号室

2626 鶏とKushiと炭と　あひる 船橋市大穴南1丁目40番11号1F

2627 キなり。 船橋市本町4丁目39番5号三光4丁目ビル2階D室

2628 串焼き雅　船橋駅前店 船橋市本町4丁目3番9号

2629 LA　DUXE　CHEVAUX 船橋市西船4丁目24番8号

2630 バーGAL 船橋市本町4丁目4番1号喜久水ビル4F

2631 鶏古家　津田沼店 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス津田沼102号

2632 LATIN　GASTRO　BAR　GASSE 船橋市本町5丁目5番5号トラムスビル101号

2633 こけし 船橋市海神5丁目1番17号

2634 クラブ　アクシス 船橋市印内町564番地1第5シマダビル5階

2635 海鮮や　まる久 船橋市高根台4丁目23番19号

2636 スナック喫茶　ゴロ- 船橋市高根台6丁目19番23号

2637 オレンジ 船橋市高根台6丁目1番12号

2638 葛羅 船橋市葛飾町2丁目402番地2

2639 あけの 船橋市丸山1丁目1番3号

2640 居酒屋　鈴や 船橋市高根台6丁目40番2号

2641 スナック　秀 船橋市高根台7丁目13番13号

2642 スナック　マリモ 船橋市宮本8丁目42番1号鳥光ビル2F

2643 スコッチハウス　バードランド 船橋市金杉4丁目5番16号

2644 大漁船 船橋市印内町599番地34

2645 パブスナック　K 船橋市金杉5丁目1番11号

2646 パブ　プロスパー 船橋市咲が丘1丁目4番3号

2647 ひょうたん 船橋市三咲2丁目17番4号

2648 新　富　鮨 八千代市大和田新田758番地42

2649 旬彩　一喜 八千代市八千代台東1丁目17番11号八千代シティプラザA-10-1F

2650 フルーレ 八千代市大和田241番地

2651 くらしき 八千代市勝田台北3丁目2番20号

2652 たか瀬 鎌ケ谷市東道野辺4丁目19番20号

2653 スナック　かりん 習志野市津田沼4丁目9番17号

2654 炭火ホルモン　吟　ぎん 八千代市大和田新田203番地6

2655 Pub　さらん 八千代市八千代台南1-5-5南ビル1階

2656 居酒屋　若　葉 鎌ケ谷市東初富4丁目15番15号

2657 多恋人 鎌ケ谷市東道野辺4丁目9-38-101

2658 みはら 八千代市八千代台北16丁目1番12号

2659 居酒屋　鈴之助 習志野市谷津4丁目6番31号

2660 中華料理　一番 習志野市本大久保5丁目3番22号

2661 居酒屋カラオケ　みなみちゃん 八千代市緑が丘2-11-4サニーコート緑が丘101号

2662 さかい鮨 習志野市東習志野6丁目1番2号

2663 海鮮うまいもんや　三代目つぼ八 八千代市八千代台東1丁目14番1号八千代プラザ1F

2664 カラオケ居酒屋　じゃがいも 八千代市八千代台南1丁目11番12号メイプルプラザE号室

2665 レストラン・バロック 習志野市大久保2丁目1番17号丸山ビル103

2666 スナック　花染 八千代市八千代台南1丁目6番2号

2667 瀧 八千代市八千代台南1丁目24番14号

2668 リバティーパブ　ガロ 習志野市津田沼7丁目5番14号

2669 パブ　サンナイト 八千代市八千代台南1丁目1番6号サンエスビル2F

2670 スナック　H＆N 八千代市勝田台北1-12-7

2671 スナック　かりん 習志野市津田沼7丁目1番15号長谷川ビル2F

2672 居酒屋のんちゃん 習志野市実籾5-23-23

2673 春よし 八千代市勝田台1丁目5番26号

2674 PRIVATE　DINING　魚民 八千代市ゆりのき台1丁目39番東葉高速鉄道ビル1階

2675 山内農場 八千代市緑が丘1丁目1104番3号八千代緑が丘駅ビル　1階

2676 魚民 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目4番29号サムズ鎌ケ谷ビル2階

2677 牛角　津田沼店 習志野市津田沼1丁目11番6号榊原ビル　1F

2678 カレーハウスCoCo壱番屋京成津田沼駅前店 習志野市津田沼5-11-12

2679 酒処　ゆあさ 八千代市大和田新田1054番地48

2680 ときわ 習志野市大久保3丁目12番5号

2681 昼カラオケ　スナック　ルピナス 八千代市八千代台北1-9-3コーポ総105

2682 瓢たん 習志野市実籾5丁目8番6号リブポート習志野102

2683 食・酒処　藤乃 八千代市勝田台1丁目4番15号A＆Rビル　1F

2684 インド料理　サンティ 習志野市谷津4-5-21YH-3ビル102

2685 しちりん　鎌ケ谷大仏駅前店 鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目1番1号1F



2686 居酒屋マスターズ 八千代市勝田台1-7-1サンコーポD棟102

2687 浜よし 八千代市勝田台1丁目14番4号

2688 カルビハウス　はし野 習志野市津田沼2丁目2番29号

2689 ペンギン 習志野市本大久保3丁目8番10号

2690 ゆうゆう 八千代市八千代台東1丁目17番12号シティプラザ　A　6

2691 和洋居酒屋　赤い屋根 八千代市高津661番地3

2692 肉の店　鳥吉 習志野市大久保1-29-1

2693 和風居酒家　潤 八千代市勝田台1-17-3出口ビル1F

2694 炭火焼肉　牛角 習志野市津田沼1丁目2番1号十三ビル4階

2695 ソウサクビストロ＆カフェ　mai　921 習志野市実籾4-12-18-101

2696 パブスナック　モンテカルロ 八千代市勝田台1丁目14番2号

2697 蔵の味人 八千代市八千代台東1丁目2番14号1F

2698 Dining　KitchenFy’s　Limit 習志野市実籾4-3-1米倉ビル102

2699 栄香楼 八千代市大和田935-34

2700 礼 八千代市勝田台北1-12-7

2701 和みダイニング　胡桃 習志野市谷津4-6-30

2702 BAR　CHARUTA 習志野市大久保1丁目24番3号市角貸店舗2F

2703 丸光商事　ラーメンほうらい 習志野市谷津4丁目6番28号

2704 J・J 八千代市勝田台1-12-2F

2705 居酒屋　遖 八千代市勝田台1-14-11

2706 カラオケ喫茶　クリスタル 鎌ケ谷市東初富5丁目18番32号

2707 居楽屋　千年の宴 八千代市緑が丘1丁目1番地1公園都市プラザ1階

2708 昭和レトロ　カラオケ酒場　和処居 八千代市島田台1054-3

2709 宝亭 八千代市勝田台北1丁目18番3号イワイハイツ3号

2710 どさん子　八千代台店 八千代市八千代台東1丁目5番3号渋沢エステートビル1F

2711 ラーメン　どやどや 習志野市大久保3-12-11エスポワールITO　1F

2712 おたふく 鎌ケ谷市くぬぎ山2丁目7-22薫風ハイツ1F

2713 プライベートストック 鎌ケ谷市南初富2丁目11番55号

2714 しもしょく 八千代市八千代台東4丁目9番15号

2715 ぱぶすなっく　ぱんじー 八千代市大和田新田298番地11

2716 謳い処　ゆき屋 鎌ケ谷市道野辺中央2-8-30-104

2717 丸源ラーメン　八千代店 八千代市大和田新田41-7

2718 インド　ネパール　レストラン　マリカ 鎌ケ谷市東道野辺6-3-58

2719 Theハイカラ屋 習志野市津田沼1丁目10番41号10番街ビル2F

2720 ふぐ・釜めし芳の 習志野市谷津5-13-6

2721 紅独楽 八千代市勝田台1丁目38番10号

2722 丸源ラーメン　新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市中央1-8-26

2723 居楽屋　千年の宴 八千代市勝田台1丁目9番1号勝田台駅前ビル　4階

2724 男子ごはん　元気屋・絆 八千代市緑が丘2丁目2番10号秋葉緑が丘ビル103

2725 ～ならしのクラフトビール～　むぎのいえ 習志野市谷津4-6-33K＆Y時遊館

2726 大衆割烹　やす田 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目6番23号

2727 わらいや 八千代市八千代台東1丁目14番1号3F

2728 旬菜家庭料理　志ま 八千代市八千代台東1丁目17番8号シティプラザB-1

2729 やまとり 八千代市八千代台南1-11-12-10Aメイプルプラザ

2730 喜和 八千代市勝田台北1丁目3番14号菅原ビル2F

2731 ONE 八千代市八千代台南2丁目5番2号ユーカリビル2FB

2732 千葉タンメンほむら　総本店 八千代市高津東1-6-9

2733 彩心 八千代市勝田台1丁目28番地7

2734 カラオケ霧島 八千代市八千代台南1-1-6

2735 ロティスリー　ア　ターブル 習志野市鷺沼1丁目8番16号

2736 御料理　ゆきたけ 八千代市八千代台南1丁目12番3号すずめビル1F

2737 豚-ton- 八千代市勝田台1丁目12番16号A-102

2738 炭焼や　ひろちん 八千代市八千代台西1丁目1番18号

2739 PRIVATE　DINING　魚民 八千代市緑が丘1丁目1番地1公園都市プラザ1階

2740 割烹　樟　くすのき 八千代市島田台879番地2

2741 スナック＆パブ　善sun 習志野市実籾5-3-24白鳥ビル2F

2742 十割そば魚菜　ちょいはな新鎌ヶ谷駅前店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目19番2号

2743 zero 八千代市勝田台北1-24-28植村店舗103

2744 陳家黄金チャーハン宴工房 習志野市大久保1丁目25番17号小山ビル1F

2745 い志川 鎌ケ谷市富岡2丁目8番6号

2746 安楽亭　幕張インター店 習志野市鷺沼5丁目5番45号

2747 カラオケ喫茶　かりん 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目6番11号

2748 居酒屋　さっちゃん 八千代市大和田560-4

2749 中国料理　楼蘭 八千代市八千代台東1丁目22番5号

2750 pizza＆darts　One’s 八千代市勝田台1丁目27番25号原田店舗3階

2751 徳寿司 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目6番2号

2752 さくら 習志野市大久保1-28-14サトウビル101

2753 スナック　Jinbe 八千代市島田台727番地3

2754 鳥昭 習志野市実籾4丁目1番1号マカベビル104

2755 ナイトラウンジ　クラウン 八千代市勝田台1丁目27番26号あずさビル2F

2756 信州手打そば処　くるみ庵 習志野市大久保4丁目2番1号メゾン都築1F

2757 居酒屋　将ちゃん 八千代市勝田台1-5-11

2758 から揚げの本田商店　京成津田沼店 習志野市津田沼5-11-14COLUMN21　1F-Ⅱ

2759 BAR　SUN　BEACH 八千代市勝田台1-5-19

2760 和・Recolte　～わ・れこると～ 鎌ケ谷市道野辺本町2-1-19

2761 フォーちゃん 八千代市勝田台1-13-34AZSビル1階

2762 福栄飯店 市川市福栄1丁目2番12号

2763 柿の樹 市川市妙典3丁目13番10号

2764 韓国料理　大龍 市川市南八幡3丁目12番8号

2765 一ちゃん 市川市宮久保5丁目3番8号

2766 とりあえず　健ちゃん 市川市市川南3丁目14番1号アポロビル1F

2767 いっしん 市川市妙典5丁目5番22号シャーメゾンシムラ2-102

2768 天善　かつ壱番屋 市川市相之川4丁目17番南行徳メトロセンター

2769 食楽酒宴　なごみ亭 市川市若宮3丁目53番27号



2770 Cafe　Miele 市川市南八幡3丁目8番13号シャトー・デ・ザール　クボタ　103

2771 鳥くに 市川市八幡2丁目12番6号

2772 QUAN　AN　HOASEN 市川市南八幡4丁目6番4号大庄南八幡ビル2F

2773 ホット・ハウス 市川市福栄1丁目3番21号

2774 新天地 市川市南八幡5丁目12番16号マ・メゾン1階

2775 バル　マムート 市川市新田4丁目18番20号

2776 炭焼やきとり　千人力　行徳店 市川市行徳駅前3丁目8番20号

2777 Blue　Doors 市川市八幡3丁目27番22号ニューイーストビルM2F

2778 とんかつ屋　かつ甚 浦安市当代島1丁目13番8号

2779 カラオケ居酒屋　ふわり 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル201

2780 SHIGE 市川市市川1丁目8番11号矢高ビル2F

2781 メイプル 市川市行徳駅前2丁目23番3号

2782 呑処　食い処　安 市川市大野町3丁目1832番12号

2783 まるみや 市川市南八幡5丁目3番20号

2784 こだわりらーめん孫悟空　浦安店 浦安市猫実4丁目6番43号

2785 スナック　銀河 市川市北方町4丁目1873番地5

2786 八幡八魂 市川市八幡2丁目6番5号川上ビル1F3号

2787 PIZZERIA ICHIROTEI 浦安市猫実3丁目17番19号アルビコッカ1F

2788 居酒屋　米山 市川市福栄2丁目19番1号

2789 串焼・創作料理　とりとん 市川市市川2丁目31番19号ココハウス1階

2790 豊楽 浦安市当代島1丁目19番45号

2791 ラウンジ　彩 市川市八幡2丁目5番20号イーストシバタビルB1F

2792 美味処　たくみや 市川市行徳駅前2丁目8番15号

2793 炭火焼居酒屋　二番 市川市大野町2丁目218番地3

2794 パブ　フェイス 浦安市北栄1丁目10番11号石信荘112

2795 トラットリア　レプロット 市川市行徳駅前1丁目21番13号

2796 カフェ　ミント 市川市相之川4丁目10番23-102号

2797 BAR　Crew 市川市南八幡3丁目3番14号102

2798 ラ・ドルチェヴィータ 市川市真間3丁目1番18号

2799 スナック　玉ちゃん 市川市八幡2丁目8番2号中村ビル2F

2800 オリーブ 市川市南八幡4丁目7番3号グリーンプラザ2F

2801 第五川口丸 浦安市堀江5丁目9番19号

2802 旬鮮食房　浜ゆう 市川市市川1丁目10番10号ラメールハイツⅡ　1F

2803 菊寿司 市川市中山4丁目13番4号

2804 オステリア・ポポラーレ 市川市相之川4丁目13番11号タケデンビル102

2805 菊の家 市川市欠真間2丁目19番19号

2806 鮨善本店 市川市東菅野5丁目8番25号

2807 Coco Bongo 浦安市当代島1丁目18番11号

2808 街のイタリア料理屋さん　ポン吉 市川市妙典5丁目7番2号テクノス22　1-B

2809 行徳　せの 市川市行徳駅前2丁目1番20号サンライズ小川1階A号

2810 よし園 市川市市川南1丁目8番30号

2811 しちりん行徳店 市川市行徳駅前2丁目16番3号芝ビル1F

2812 目利きの銀次 市川市市川1丁目4番10号市川ビル地下2階

2813 居酒屋　よりみち 浦安市堀江6丁目5番16号メゾン秋山1F

2814 すし屋の朋 市川市行徳駅前3丁目7番12号

2815 らんせる亭 浦安市入船4丁目1番12号

2816 MEHMAN 浦安市富士見2丁目8番4号グリーンハイツ102号室

2817 SHISHI　BONEⅡ 市川市八幡1丁目16番3号

2818 Sharon 市川市湊新田1丁目2番6号ラコス・カサ104

2819 フォーゴン 市川市行徳駅前2丁目21番9号

2820 黒豚屋　ぶん福ちゃがま 市川市八幡3丁目27番21号千田ビル1F

2821 山内農場 浦安市北栄1丁目16番18号浦安ケルン2階

2822 スナック　ブルースカイ 市川市高谷1丁目11番21号

2823 本格韓国料理　冨ノ家 市川市八幡1丁目11番13号シャート森井1F

2824 炭火串焼　鶏一座 市川市行徳駅前2丁目22番13号クレードルハイツ103

2825 鶏ごころ 市川市高谷1丁目5番5号

2826 イザック　みなみ 市川市大和田4丁目1番2号-106号

2827 焼鳥　青葉 浦安市北栄2丁目8番32号

2828 やきとり　大好き 浦安市北栄3丁目25番28号

2829 焼肉　コリアハウス 浦安市猫実4丁目18番22号

2830 カント　デッラ　テッラ 市川市南八幡3丁目7番10号芝田マンション102

2831 NBD　BAR　PP　-フィロソフィア- 浦安市堀江5丁目1番13号卍TMビル1F

2832 はな膳市川大野店 市川市大野町4丁目2266番1号

2833 やきとり　鳥正 市川市湊新田2丁目1番2号

2834 立呑み　なぶら家 市川市八幡2丁目16番13号本八幡地下鉄会館1F

2835 まごころ 浦安市北栄1丁目2番28号新定マンション　1階店舗

2836 W　BAR 市川市市川南3丁目14番9号

2837 焼肉 明洞 市川市南行徳1丁目15番1号サンハイツ渡辺ビル1F

2838 べじそる 浦安市北栄1丁目10番11号石信荘106

2839 やきとり　大好き 浦安市北栄1丁目12番50号第2けいとやビル1F

2840 居酒屋やよい 市川市大野町3丁目181番大野武田マンション102

2841 禪 市川市市川南3丁目13番2号サンライズ鈴木101

2842 ピーコック 市川市八幡2丁目15番18号

2843 わかば 市川市南八幡4丁目7番8号大伸ビル6F

2844 カラオケsnack　Sugo 市川市八幡2丁目7番21号2F

2845 焼肉　ゴリラーマン 市川市行徳駅前2丁目1番20号1F

2846 味わい食堂　ひねもすのたり 浦安市堀江3丁目25番1号103

2847 Desi／derio 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ110-2

2848 妙典酒場　どらごん 市川市妙典4丁目3番18号

2849 りばいばる 市川市市川2丁目1番12号SAP市川Ⅱ103号

2850 なにげ 浦安市北栄1丁目12番50号第2けいとやビル2F

2851 ラーメン魁力屋　南行徳店 市川市新井2丁目15番21号

2852 和食レストラン　とんでん浦安店 浦安市東野1丁目1番41号

2853 青龍門 浦安市舞浜1番地43Fグレイシャススクエア



2854 台湾料理元祥 市川市末広2丁目20番9号シャトーハイツ1F

2855 BAHAMA 市川市国分1丁目4番2号

2856 キタノイチバ 市川市南行徳1丁目16番26号エスパシオビル　2階

2857 魚民 浦安市北栄1丁目17番17号大盛ビル　2階

2858 遊食庵 市川市行徳駅前2丁目21番12号エステート湊101

2859 磯 市川市福栄1丁目3番13号

2860 にゃがにゃが亭 市川市香取1丁目4番9号

2861 ヒマラヤ食堂 浦安市当代島3丁目6番1号

2862 旨飲屋　くぅ。 市川市南八幡3丁目23番1号吉田マンション102

2863 食酒屋　やまさき 浦安市富士見1丁目15番14号中里ビル

2864 Groovy 市川市八幡2丁目14番16号

2865 しゃぶしゃぶ温野菜　浦安店 浦安市当代島1丁目1番22号佃甚ビル4階

2866 土間土間　浦安店 浦安市当代島1丁目1番22号佃甚ビル4階

2867 麻雀　メトロ 市川市市川1丁目1番1号メトロプラザ5ビル　4階

2868 Argos　Bar 浦安市当代島1丁目1番4号浦安第一メトロセンターA2

2869 千家 浦安市猫実3丁目20番5号

2870 たから亭 浦安市堀江5丁目1番7号

2871 鬼越溶岩焼 市川市北方1丁目8番15号

2872 うらら 市川市市川南1丁目1番2号山晃社ビル104

2873 カレー居酒屋　アーユルヴェーダ 市川市大野町2丁目228番地1ハイネス大野101

2874 目利きの銀次 市川市行徳駅前1丁目17番7号コスモビル2階

2875 ぼてぢゅう南行徳酒場 市川市相之川4丁目16番メトロセンター南行徳A棟・イ号

2876 おさけやきとり　だべ家 市川市市川南3丁目14番8号

2877 ジンギスカンゆきだるま本八幡部屋 市川市南八幡4丁目17番6号木村ビル1F

2878 MUSIC　JAM 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美302

2879 酒楽屋　すずや 浦安市猫実1丁目5番5号

2880 BarLounge　Aaru 浦安市堀江1丁目35番20号森田コーポ102

2881 Bamboo　Lounge 市川市南行徳1丁目1番1号グリーンホーム108

2882 魚ばる　澤 市川市八幡3丁目7番2号1A

2883 浦安のひもの屋 浦安市北栄1丁目13番11号地下1階

2884 浦安　幸来 浦安市北栄1丁目1番4号チューナスカノウ102

2885 そば茶屋　なお平 市川市新田4丁目9番18号

2886 Dining Bar Lighthouse 浦安市当代島1丁目1番4号メトロセンターB3

2887 山内農場 市川市市川1丁目4番10号市川ビル地下2階

2888 養老乃瀧　市川大野店 市川市南大野3丁目24番31号ヤマニスクエアビル2階

2889 八幡や 市川市八幡2丁目14番14号土谷ビル1F

2890 ナカセンナリ　豆花 浦安市当代島1丁目9番27号コーポ渡辺101

2891 Stylish　Bar　Groovy 市川市市川南1丁目2番22号

2892 ルナ 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビルⅠ　2階201号

2893 The　Pass 市川市市川1丁目23番26号マンション市川106

2894 石狩 市川市湊新田1丁目16番12号第3吉ビル106

2895 楽天地天然温泉　法典の湯お食事処　まんぷく庵 市川市柏井町1丁目1520番

2896 魚民 市川市市川1丁目4番10号市川ビル地下2階

2897 まさちゃん 市川市市川南1丁目6番16号

2898 バル　ブッキーヨ 市川市南八幡3丁目5番3号1階

2899 炭火焼肉酒家　牛角　浦安店 浦安市北栄1丁目16番30号

2900 季節料理　東 市川市市川南1丁目8番30号

2901 金寿司 浦安市北栄3丁目11番13号

2902 平寿司 市川市新田2丁目30番15号

2903 旺華楼 市川市南八幡3丁目8番15号

2904 イザック　花びし 市川市新田4丁目18番22号

2905 寿司清 浦安市当代島2丁目1番1号

2906 キッチン　たけの子 市川市相之川4丁目10番1号

2907 日本橋　多門 浦安市北栄1丁目9番22号

2908 しゅこう gaku 市川市大洲1-10-18シャトル大洲101

2909 カラオケ喫茶　柳ぎ 市川市宮久保1-8-14-1階C

2910 鳥平 市川市若宮2丁目11番6号

2911 呑み処　おもてなし 市川市市川南1丁目6番16号

2912 悠Sakaba 市川市湊新田2-3-10湊新田ビル102

2913 潤の珈琲 市川市湊新田1丁目6-15

2914 寿司割烹　翔 市川市南八幡4-5-20エムワイビル1-B

2915 ARLECCHINO 市川市高谷1丁目5番3号

2916 牛角　イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号イオン新浦安4F

2917 炭火焼肉　悠雅亭 浦安市堀江1丁目34番19号

2918 ザ・モンキー・ダイナー 市川市南八幡3丁目23番27号

2919 リプルズ 市川市八幡2丁目15番18号2階

2920 精神満腹 市川市八幡2丁目15番18号

2921 bar一五亭 市川市八幡2丁目14番5号

2922 らーめん北斗 浦安市当代島2丁目1番21号ハイマート浦安108

2923 舞 市川市湊新田2丁目6番6号

2924 はな膳本八幡西口駅前店 市川市八幡2丁目16番13号地下鉄会館3F・4F

2925 大金星　新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号TKビルディング2F

2926 ベトナムレストラン　サンフラワー 市川市八幡3丁目27番5号

2927 Cafe　BAR　ダックス 市川市行徳駅前2-21-22行徳マンション1014号

2928 海鮮　皿もつ　なぶら家 市川市八幡2丁目16番13号本八幡地下鉄会館2F

2929 家庭料理　グラン・マ 市川市新井3丁目28番9号

2930 お好み焼　小ばなし 浦安市猫実2丁目27番10号

2931 イタリアンティールーム　マリオ 市川市市川1丁目21番7号ピコプラザ2F

2932 ㈱ビエイト　フーズ　ジャパン和風洋食　とんき 市川市相之川4丁目17番メトロセンタ2番街

2933 株式会社我楽路 市川市市川南3-3-23-102

2934 らぁ麺　凱哉 市川市市川南1-1-2山晃社ビル1F

2935 鉄板焼　お好み焼　なにわ 市川市南八幡4丁目17番19号栗山ハイツ1F

2936 北海道まるごとダイニング　うまいっしょ！本八幡店 市川市南八幡4丁目5番5号トニックコート本八幡南101

2937 プラット 市川市市川1丁目12番19号エイドビル201号



2938 Sonrisa 市川市南大野2-3-27市川パークハイツショッピングセンター101号

2939 中華料理　友来 市川市南行徳1丁目16番18号1F

2940 スナック　キャロル 市川市高谷2丁目12番22号

2941 イタリアンダイニング　ハーレーパーク 市川市南八幡4丁目1番5号八光堂別館ビル2F

2942 シーガル 市川市南行徳1-16-27NANGYOスクエアービル202

2943 Wai　Wai　摩尼珠 市川市鬼高2-26-3

2944 京懐石　和楽 松戸市常盤平7丁目26番地の6

2945 居酒屋　瀧 我孫子市湖北台1丁目12番9号

2946 喫茶スナック　わかぎ 我孫子市湖北台8-6-26

2947 丸昇 松戸市新松戸2丁目28番地2

2948 らーく 流山市西初石3丁目1番地11

2949 Lemon　Grass 我孫子市我孫子4-4-1

2950 BEBEMOS 松戸市稔台7丁目2番地7遠藤ビル2階

2951 和牛一頭焼肉恒 我孫子市本町2-2-19我孫子プラザビル2F

2952 チャイニーズバル　三顧礼 松戸市馬橋301-1

2953 フィール　スパーシュ 松戸市小金2番地ピコティ西館109

2954 Stand Bar　咲花～さくら～ 松戸市根本57-1直江ビル102

2955 炭火焼鳥　竹蔵 流山市江戸川台東1-5-6

2956 スナック　さかえ 松戸市西馬橋蔵元町79番地

2957 金太楼鮨　ときわ平店 松戸市常盤平3丁目7番地9

2958 備長炭火ホルモン焼　しちりん運河駅前店 流山市東深井332番地の1

2959 ひかり寿し 松戸市栗山36-6

2960 スナック　紀久 松戸市馬橋1806番地

2961 てん天 松戸市松戸1336-7東風園ビル1F

2962 イベントBAR　なかよし 松戸市常盤平5-14-20ベルビル80-2F

2963 レストラン・アップル 流山市南流山4丁目16番18号

2964 株式会社粉や 松戸市本町23-5土屋ビル2F

2965 カフェ＆ダイニング　Palette 流山市南流山1-7-2サンハイツ南流山201

2966 優 松戸市日暮2丁目2-8勝照ビル　3F-B

2967 いろは乃ゐ 松戸市新松戸1丁目225番地

2968 かずさ 松戸市新松戸1丁目367番地2

2969 海鮮　和彩　はなぜん 我孫子市我孫子1-11-8

2970 INDIAN　RESTAURANTMEHMAN 松戸市馬橋1800三和ビル1F

2971 新華楼 流山市東深井409番地蓮見ビル1F

2972 もんじゃ　てけてけ 流山市南流山1-4-1キャビン1

2973 イタリアンキッチンウーノ 松戸市松戸1291イナヨシビル2F

2974 居酒屋　小樽 松戸市五香南2丁目31番地6

2975 居酒屋　最上 流山市東初石2丁目201番4号

2976 招き猫 松戸市稔台1-11-20荒木ビル103

2977 月の夢 松戸市松戸1228番地1松戸ステーションビル4階405号室

2978 松戸酒場Ⅱ 松戸市本町17番地9

2979 中国料理　吉祥 我孫子市根戸1238-21

2980 ラーメン（海） 松戸市五香南2丁目18-12

2981 マベルマート 松戸市緑ケ丘2-233-3

2982 はる 松戸市小金原5丁目29番地13

2983 new　lounge　epi 松戸市日暮1-2-1違鷹ビルB1F

2984 隠れ家　和三 松戸市新松戸2丁目29番地1

2985 New　classic 松戸市西馬橋幸町32番地小林ビル　2F

2986 鳥　清 松戸市五香南3丁目11番地6

2987 串焼き　つくし 松戸市稔台1-14-20マエザワ荘2号

2988 はな膳　八柱店 松戸市河原塚245番地1

2989 居酒屋　㐂楽 松戸市五香6丁目2番地10

2990 備長炭火ホルモン焼しちりん馬橋東口駅前店 松戸市馬橋117番地の1田口ビル1階

2991 インド・ネパールレストランDip　Kitchen 松戸市松戸新田575-22水野ビル201

2992 金太楼鮨　松戸東口店 松戸市岩瀬2番地

2993 カレー専門店　印度 松戸市本町15番地7

2994 明り 松戸市金ケ作36-4

2995 酒の食卓　けい 流山市向小金1-455-24

2996 アン　ジェイ 松戸市日暮1丁目6番地5第3ヨシヤビル5F

2997 たぬき村 松戸市栄町8丁目670番地30

2998 やよい軒　松戸本町店 松戸市本町17-7松葉ビル1F

2999 お好み焼道場　くいだおれ 我孫子市本町1-2-3青木ビル2F

3000 パブレストラン　サリオ 流山市松ケ丘4丁目520番地3

3001 酒処　和実 流山市鰭ケ崎1485番地11

3002 目利きの銀次 松戸市新松戸1丁目485番地本田ビル3階

3003 魚　民 流山市江戸川台東2丁目31番地カドヤビル2階

3004 居楽屋　千年の宴 松戸市日暮1丁目16番地1RG八柱ビル　2階

3005 目利きの銀次 松戸市常盤平5丁目11番地の13石井ビル1階

3006 南流山ホルモン　おいで屋／魚民 流山市南流山2-3-1GRAND　RISE　2階

3007 喜楽 流山市江戸川台東1丁目5番1号

3008 めし屋　味日和 我孫子市天王台1-5-3千修ビル1F

3009 海華 松戸市日暮1-3-8ステラビル

3010 酒と肴　泰山 流山市平和台3丁目4番19号103

3011 お家バル　Cerdo　rico 松戸市松戸新田577

3012 スナック　マウス 流山市鰭ケ崎1582番地3

3013 紫 松戸市小金原2丁目14番地5

3014 Taverna 松戸市松戸1176-13秀姫ビル3階

3015 鮨割烹　大江戸商人 松戸市六高台8-60-2

3016 居酒屋　椛舞 流山市平和台3-4-12コーポ福澤102

3017 焼肉　春喜家 松戸市牧の原1丁目5番地

3018 ねこ吉 松戸市栄町6丁目447番地15

3019 居酒屋　貢ちゃん 松戸市松戸891

3020 福満苑 流山市野々下6-1035-2

3021 魚民 我孫子市柴崎台1丁目10番3号磯源第3ビル　2階



3022 松戸酒場 松戸市本町15-27

3023 焼肉レストラン　美食王国 松戸市小金原3丁目17番地42

3024 朱苑　五香六実店 松戸市五香8-23-13

3025 BAR　SITE! SITE! SITE! 松戸市根本472-5アーク松戸EAST　1F

3026 我が家 流山市東深井1109-67

3027 カラオケラウンジ　ルビア 松戸市新松戸北1-12-3-106号

3028 居酒屋　みなみ風 松戸市五香南1-12-6WATビル1F

3029 赤煉瓦 松戸市新松戸1丁目415番の3

3030 台湾料理　五福亭 松戸市小根本52番地2レジデンス・ユーカリ102

3031 Danny　Shot　Bar 松戸市常盤平5丁目11-36五香ビル1F

3032 未来 我孫子市中峠台4-10-201

3033 よごぜん 松戸市日暮1-2-1

3034 居酒屋　お福ろ 流山市西初石3-103-12

3035 鵬龍 松戸市稔台1-12-15第2山田ビル105

3036 厨華　じへどん 流山市西初石3-100

3037 有限会社魚勝 松戸市古ケ崎2-3107-2

3038 居酒屋　みちくさ 松戸市緑ケ丘2丁目232番地3

3039 居酒屋　わん仔 松戸市新松戸1-415-2

3040 レストランバー　Samy 松戸市松飛台264-5

3041 焼肉　牛車 流山市南流山4-15-5Tメゾン1F

3042 CAMOO 松戸市日暮1丁目10番地5パールハイツ1F

3043 目利きの銀次 流山市南流山2丁目4番地の2エムヨン　1階

3044 ナポリ 松戸市小金きよしケ丘3-5-7

3045 目利きの銀次 松戸市松戸1231番地アステシオビル6階

3046 居酒屋　行路 松戸市古ケ崎111

3047 炭火や　福博 松戸市松飛台205番地

3048 サロン　すいせん 松戸市仲井町2-6-4キャッスル渡辺202

3049 居酒屋　祭 松戸市小金原4-11-29

3050 柏龍 流山市西初石3丁目12番地6号篠田ハイツ101

3051 株式会社ラニオハナ 松戸市新松戸3-303-6

3052 遊食伊太利庵　丁字屋　栄 流山市流山1-5

3053 魚民 松戸市馬橋179番地馬橋ステーションモール1階

3054 キアン　キャバブ 松戸市新松戸2-33スズカメビル1F

3055 たこ焼き　鉄板焼　お祭りや 松戸市本町15-20

3056 福満苑 松戸市五香西2-36-1

3057 高橋水産　新松戸店 松戸市新松戸北2-18-7

3058 紅龍閣 我孫子市布佐2602-1

3059 GREENROOM 松戸市松戸1149プラーレ松戸7F

3060 わいず松戸店 松戸市大橋403-7Y＆Jプラザ館1階

3061 酒処　皓太 流山市南流山3丁目1番14号旭ビル101

3062 (有)松葉鮨 松戸市上本郷4144番地

3063 ル・モンド 松戸市仲井町3-111

3064 ジャムカフェ 松戸市本町4番地8

3065 食事処　千寿 松戸市栄町7丁目495-1サンハウス馬橋1F

3066 えちご松戸店 松戸市本町20-1シンカドビル2F

3067 GONZO 松戸市松戸1344-3

3068 新屋　野菊野店 松戸市松戸新田22番地

3069 味喜屋 松戸市仲井町3丁目22番地

3070 アジアンダイニング　ルンビニ 松戸市新松戸4-56松正ビル1階

3071 中華料理　榮來 我孫子市湖北台8-18-5

3072 まんぷく亭 松戸市新松戸2丁目112番地

3073 割烹　日本 流山市流山2丁目282-2

3074 さるかに 松戸市中矢切589-6

3075 カラオケラウンジ　to　U 我孫子市湖北台1-12-9

3076 Ghumteインドネパールレストラン＆バーグンテ 松戸市小金原5-29-9

3077 かめすけ 松戸市仲井町3-3染谷ビル101

3078 一光　-松戸店- 松戸市西馬橋幸町120

3079 COO 流山市南流山6-17-14

3080 金太楼鮨　新松戸店 松戸市新松戸2-8石井ビル1F

3081 焼肉屋くいどん　松戸五香店 松戸市五香3-7-2

3082 INDIAN RESTAURANT RED ROSE 松戸市上本郷2202-1

3083 ブルックリン・ドギーズ 松戸市新松戸1-229-2

3084 居酒屋　七福 流山市東初石4-245-91

3085 寿し　やきとり　天ぷら　はな膳 松戸市松飛台393番地アイランドヒルズ1階

3086 鮨・十割そば・旬彩　はな膳 松戸市北松戸2丁目6番地1岡田ビル3F

3087 和菜豚料理そらの豚おおたかの森駅前店 流山市東初石6丁目183番1号ライフガーデン2F

3088 高橋水産　六高台店 松戸市六高台7-141

3089 好運来 松戸市仲井町2-40

3090 猫のあしあと 松戸市五香南2丁目18-2

3091 レストランバー　アドニス 松戸市新松戸1-486

3092 和牛　炭火焼肉　恒 我孫子市湖北台1丁目12番23号花嶋ビル1F

3093 イベントハウス　メロディー 松戸市松戸新田575-20-205

3094 キッチン＆カラオケ　こすもす 松戸市上本郷859-7

3095 cafe＆dining　A-U-N 流山市江戸川台東2-13

3096 囲酒歌屋　JUJU 松戸市常盤平5-11-31

3097 ふじ子ちゃん 松戸市新松戸2-114-2プラザニュー松戸　2FA

3098 大衆割烹　大黒 松戸市本町20番地17

3099 寿し膳処　はな膳 松戸市高柳新田39番地1

3100 江城餃子館 我孫子市新木野1-1-57

3101 よしむら 流山市東初石2丁目201番地4号

3102 居酒屋＆軽食　より道 流山市東初石2-169-2

3103 備長炭火ホルモン焼しちりん松戸西口駅前店 松戸市本町20番地の8松戸本町第二ビル1階

3104 成都担担面 松戸市稔台8丁目40-19

3105 魚民 流山市東初石6丁目183番地の1ライフガーデン流山おおたかの森　2階



3106 クレープリー　ブルトン 松戸市松戸1278ワタナベビル2F

3107 カラオケ居酒屋　ドレミ 松戸市五香南2-31-5元山マーケット1階

3108 キタノイチバ 松戸市新松戸2丁目16番地ハクアイビル4階

3109 peace’s 松戸市根本466第2京葉ビル207

3110 せんげん家 我孫子市本町2-5-1-102号

3111 北小金しちりん 松戸市小金443番地北小金ビル1階

3112 新祭 我孫子市青山432-7

3113 Pub　RestaurantKingyo 松戸市日暮1-2-8雅裕ビルB1階

3114 寿松 松戸市根本76番地2

3115 中国料理　海華 松戸市松戸1329番地1F

3116 寿司　齊藤 流山市松ケ丘4-520-39

3117 呑みくい処　くえすちょん 流山市鰭ケ崎15番地13

3118 夢処 我孫子市布佐2902-2

3119 （株）金太楼鮨本店松戸駅前通り店 松戸市本町12-12中山ビル1F

3120 スナック喫茶　「小さな虹」 流山市江戸川台西2丁目188番地

3121 焼肉　あがり 松戸市本町20-1新角ビル7F

3122 江戸川台しちりん 流山市江戸川台東2丁目11ユニオンビル1F

3123 S　ootakanomori 流山市おおたかの森北1-5-8リアン1F

3124 アリラン 流山市南流山4-16-18

3125 クルアタイ 松戸市大橋64-3

3126 海鮮うまいもの屋　はな膳 流山市中野久木541番地

3127 時遊館 流山市美原4丁目1195番2号

3128 かかし 流山市美原4-1195-53

3129 カラオケ　Kei（ケイ） 流山市青田78番地1

3130 スナック　マロッカ 松戸市栄町6-447-4

3131 あみ焼元祖しちりん　新松戸本店 松戸市新松戸2-1-5

3132 鳥政 松戸市二十世紀が丘萩町204

3133 からから 流山市江戸川台西1丁目60番8号

3134 もんきー 流山市鰭ケ崎1765-1

3135 和洋cuisineBAR　一と九 松戸市西馬橋3丁目1番地1

3136 ちゃんす 松戸市日暮2-6-1清水ビル2F

3137 串焼き　バク 流山市南流山4-5-3南流山京葉ハイツB棟102

3138 アステシオメンバーズ 松戸市松戸1231番地

3139 スナック　AYA 松戸市小金原6丁目8番地9

3140 豊後高田どり酒場 我孫子市本町2丁目1番7号我孫子駅前サイコビル　5階

3141 萬来軒 流山市美原4丁目1195番66号

3142 cafe　de　inden 野田市尾崎848番地8

3143 関宿らーめん 野田市木間ケ瀬2640番地45

3144 酒処　じゅん子 野田市清水431-4

3145 イザック　直樹 野田市野田791番地7

3146 もちもちの木　野田店 野田市蕃昌287番地2

3147 備長炭火ホルモン焼　しちりん愛宕駅前店 野田市野田787番地11大橋ビル1階

3148 カラオケ居酒屋さのじ 野田市木野崎1341番地

3149 小林商店 野田市鶴奉84番地6

3150 台湾料理　香満園 野田市木間ケ瀬2702番地1

3151 日本料理　山市 野田市木野崎1638番地11

3152 ビストロ　マイド 野田市野田560番地1-101

3153 お好み焼き　神戸 野田市野田748番地102

3154 スナック　ドレミ 野田市中野台鹿島町33番地8

3155 居酒屋　刈羽 野田市木間ケ瀬1938番地38

3156 木の実 野田市山崎1427番地

3157 JAPANESE　DINING　ごえんや 野田市中里568番地

3158 さくら 野田市下三ケ尾339番地9

3159 VERY 野田市野田273番地

3160 普恋人 野田市柳沢206番地7

3161 ナイトスポット　ヘヴン 野田市野田667番地10

3162 寿し　十割そば　旬彩　はな膳　梅郷店 野田市山崎貝塚町11番地1

3163 スナック　るるべ 野田市山崎1848番地9

3164 いげた家 野田市中里407番地

3165 大松 野田市山崎1848番地8

3166 つかさ 野田市木間ケ瀬598番地6

3167 おふくろの味　まかないや　たろ吉 野田市山崎2464番地ジローパーシモン1F

3168 ふくまさ 野田市谷津872番地4

3169 らあめん　まるおう 野田市次木337番地

3170 わ乃風 野田市みずき1丁目16番地20

3171 スナック　景 野田市山崎1426番地

3172 酒処　たまご 野田市野田638番地

3173 一福 野田市山崎1644番地19

3174 居酒屋　まゆみ 野田市山崎1956番地6

3175 居酒屋　宮貴 野田市尾崎811番地46

3176 居酒屋　浜奨 野田市山崎2701番地27

3177 中華飯店　はすみ 野田市山崎1850番地1

3178 飲み処　エミ― 野田市木間ケ瀬2092番地3

3179 ニュー・オリーブ 柏市北柏1-5-2創進ビル

3180 山内農場 柏市若柴170番地2柏の葉キャンパス149街区10ノートル・レーヴ井上1階

3181 魚民 柏市若柴170番地2柏の葉キャンパス149街区10ノートル・レーヴ井上2階

3182 韓国居酒屋　たんぽぽ 柏市千代田2-2-9ホームガーデン101

3183 GLOBAR 柏市柏4-5-24京北第二ビルB1F

3184 居酒屋はじめ 柏市明原1-11-9

3185 寿し　やきとり　天ぷら　はな膳 柏市増尾6丁目2番1号グレースヴィラ1階

3186 そば処　多賀家 柏市柏3丁目6番13号白鳥ビル1F

3187 しちりん　柏西口店 柏市旭町1丁目4番16号前沢第2ビル1階

3188 レストラン＆喫茶　てらだ 柏市花野井720番地19

3189 つむぎや 柏市旭町1-3-20ハイツ松原101



3190 寿し・やきとり・天ぷら　はな膳 柏市高田字上102番地の1

3191 バー　パンテール 柏市東上町3番地3

3192 はな膳　花野井店 柏市花野井836-1

3193 中華蕎麦　みやま 柏市松ケ崎517-3山澤マンション101

3194 大衆割烹　山﨑 柏市根戸467番地43

3195 トサカモミジ　柏店 柏市柏2丁目2-5

3196 居酒屋　花いちもんめ 柏市増尾台3丁目6番40号

3197 くつろぎ処　なお 柏市西柏台1-21-21

3198 MENYA　食い味の道有楽 柏市松ヶ崎435-1

3199 しみず食堂 柏市中央町5番地9

3200 居酒屋　スーさん 柏市末広町2-16

3201 カラオケ　Happy　北柏店 柏市根戸483-182

3202 まどい 柏市松葉町2-15-8-D号

3203 居酒屋　きみ香 柏市豊四季117番地34

3204 居酒屋　一 柏市根戸480

3205 お食事処ごとう 柏市根戸483

3206 花形 柏市新柏4丁目10番5号

3207 炭火焼肉　太昌園 柏市北柏2丁目2番1号

3208 旨いもん屋　ごち 柏市南柏1-2-8テラスビル1F

3209 一献 柏市中央町7番地16号2F

3210 TORI扇 柏市東上町1-10柏ヒロタビル101

3211 有限会社　大和寿司 柏市若柴69番地1柏市卸売市場内

3212 神屋流　博多道場　柏店 柏市柏4-5-24京北第二ビル

3213 パブカラオケ　ベスタ 柏市東1-1-15ウィステリアビル1F

3214 手羽焼　いってんばり 柏市酒井根758-4

3215 丸昇 柏市中央町6番地20

3216 ジョッキー 柏市柏2-3-14

3217 ラ・シーン 柏市西柏台1-7-2杉山歯科医院ビル地下

3218 大衆酒処　達磨 柏市中央町7番地16

3219 ぶんけ 柏市末広町10-1

3220 道 柏市柏1丁目6番14号

3221 松竹の子 柏市豊四季126番地1

3222 和彩Dining風 柏市柏1-6-3細田ビル1階

3223 食事酒処　あがりね 柏市青葉台1丁目11番25号

3224 牛角　柏青葉台店 柏市青葉台1丁目27番13号

3225 アジア居酒屋　王虎 柏市南柏中央6-3S509king2F206

3226 しちりん　柏の葉キャンパス東口駅前店 柏市若柴164-4柏の葉キャンパス149-6　KADO102

3227 居酒屋　古都 柏市増尾台4丁目2番地9号

3228 いざかや　えがお 柏市中央2-4-13さつきハイツ3号

3229 やきとり　つくし 柏市高田1086

3230 Bar　BEG 柏市光ケ丘2-14-14

3231 うな幸 柏市花野井749番地17

3232 ダイニングバー　零 柏市南柏1丁目2番8号テラスビル1F

3233 しちりん　柏東口店 柏市柏3丁目2番7号

3234 やまん 柏市東上町2-3

3235 ゆきまさ 柏市東上町1番20号

3236 Bubby’s 柏市柏4-4-14太陽ビル2F

3237 鮨・十割そば・旬彩　はな膳 柏市豊四季1013番地

3238 まことや 柏市旭町3丁目3番16号

3239 スナック　ムークンハ 柏市旭町1丁目7番地11MYビル2-4階A

3240 Il　Giglio 柏市千代田1-1-12千代田ハイツ101

3241 カフェバーマリン 柏市南柏1-1-7グレース南柏102

3242 くじらや 柏市柏1-5-17-1F

3243 九州の旨かもん旨か酒　くすお　柏店 柏市柏1-6-10桜屋ビル2F

3244 和食　ののじ 柏市松葉町2-15-16松金コーポ103

3245 THE　LIFE 柏市柏1-1-8K18ビル2階

3246 はな膳　北柏店 柏市根戸473番地7

3247 魚問屋　魚一商店　南柏総本山 柏市南柏1丁目6番12号穂高第20ブラザーズビル1階

3248 日本　アゲアゲ亭 柏市若柴184-1中央311街区3　柏の葉かけだし横丁店舗6

3249 家庭料理　酒処　Ohana 柏市根戸215-1

3250 スパゲッティーのパンチョ　柏店 柏市柏1-7-1Dayoneタワー106A

3251 焼肉　牛車 柏市柏3-6-10後藤ビル1F

3252 寿司割烹酒場　ゐまる 柏市柏3-4-19木下ビル1F

3253 upup 柏市柏4-2-12関口ビル3階

3254 牛角　柏店 柏市柏2-8-15第2関口ビル1F

3255 肉酒場　肉馬る　柏店 /肉とチーズの専門店　ガブリミート 柏市柏3-10-29

3256 髙𣘺水産 柏市明原4-4-4インペリアルレジデンス1F

3257 Amuser 柏市旭町1-10-6道脇ビル1F

3258 並木 柏市つくしが丘4-1-7-1階

3259 ONE　STEP 柏市今谷上町37-2

3260 豊後高田どり酒場 柏市南柏1丁目5番2号MC南柏ビル地下1階・1階

3261 モモンガの森 柏市高柳123-2

3262 ケ・サラ 柏市柏3丁目2番14号洪ビル2階202号室

3263 あふろや 柏市東上町1-3

3264 髙𣘺水産　松葉町店 柏市松葉町2-28-15

3265 LADY　BOY 柏市旭町1-3-3マスダビル3F

3266 よし乃 柏市酒井根432-4

3267 赤べこ 柏市増尾3-17-23

3268 あみ焼元祖しちりん北柏北口駅前店 柏市根戸字花戸原264-4

3269 さかなの秀彩 柏市柏3-3-17

3270 中国料理　チャイナドール 柏市南増尾3丁目19番16号

3271 スナック　門 柏市根戸467-73

3272 やきとん　ぽるこ 柏市柏3-1-6

3273 三幸飯店 柏市南柏2-1-11



3274 ありすの食卓　Foret　de　fees 柏市東1-2-7

3275 目利きの銀次 柏市柏2丁目3番1号フーサワビル7階

3276 趣味の家　やさい畑 柏市松ケ崎404-11

3277 すし清 柏市青葉台1丁目3番40号

3278 サッポロ　狸小路ラーメン 柏市豊四季198番地38

3279 美とん 柏市柏4-9-10

3280 中華料理　福万来 柏市十余二337-353木下ビル1F

3281 マレア本店 柏市若葉町1-1

3282 コァーフォーラパー 柏市若柴1-25-105

3283 金のぶた 柏市柏4-5-24

3284 あ喜多 柏市末広町10番地23

3285 電気食堂　キッチン叶 柏市柏7-2-18

3286 韓国料理　皇帝 柏市東1-1-12

3287 韓国家庭料理　信 柏市豊四季167-41-2F

3288 まぐろ専門店　つなや　byゐまる 柏市柏3-6-3丸柏ビル1F

3289 居酒屋　ゆり 柏市亀甲台町1-6-2若葉ビル101号

3290 M 柏市東1-1-15

3291 炭火焼肉　ユウ太 柏市船戸1770番地3

3292 中国料理　蘭州 千葉市若葉区東寺山町934番地1

3293 居酒屋RYUO龍王 千葉市若葉区西都賀3丁目1番5号

3294 MEHMAN 千葉市中央区今井1丁目25番12号

3295 アジア食堂　末広店 千葉市中央区末広3丁目16番4号

3296 肉野菜工房うまいメシ 千葉市中央区松波2丁目18番8号新葉ビル1階

3297 田所商店　タンタンメン部 千葉市花見川区武石町1丁目213番地1

3298 ビストロ　BON2 千葉市若葉区みつわ台4丁目3番10号

3299 すしざむらい 千葉市中央区富士見1丁目2番7号千葉駅前みゆきビル1階

3300 カフェ　29 千葉市花見川区花園2丁目12番13-1号2階

3301 レストラン・バー　ゴールド・ラッシュ 千葉市中央区新宿2丁目12番1号新宿レジデンス105号

3302 炭火ホルモン焼　吉家 千葉市中央区南町2丁目24番10号034CHIBA　102号室

3303 オー・バン・キャトル 千葉市稲毛区稲毛東3丁目6番18号須藤ビル1F

3304 児雷也 千葉市若葉区千城台東4丁目13番4号

3305 鮨　いとう 千葉市中央区矢作町326番地3

3306 本格中華食堂　栄盛 千葉市緑区おゆみ野中央9丁目16番地8

3307 九州料理とっとっと 千葉市中央区院内1丁目2番15号

3308 牛まる 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号スバルビル7号室

3309 焼肉牡丹峰 千葉市稲毛区小仲台6丁目15番6号

3310 麺や陽空 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地136-1階

3311 ホルモン横丁・焼肉もとび 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張5階

3312 中華料理　六福苑 千葉市稲毛区緑町1丁目6番7号西郡ビル1F

3313 キャプテンズクック・アズーロ 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地156

3314 ラーメン　トウマ 千葉市花見川区幕張本郷6丁目25番18号

3315 一期邸 千葉市中央区富士見2丁目17番7号

3316 オモニキッチン 千葉市中央区亀井町1番12号

3317 有限会社　ミタカ寿司 千葉市中央区中央2丁目8番16号

3318 中華ラーメン　加曽利屋 千葉市若葉区加曽利町412番地24

3319 龍家 千葉市緑区古市場町474番地157サンフラワービル1階

3320 栄来軒 千葉市花見川区幕張本郷7丁目13番

3321 和食レストラン　とんでん　そが店 千葉市中央区南町1丁目5番1号

3322 ぎやまんてい 千葉市中央区松波2丁目19番5号

3323 中国料理　福星軒 千葉市花見川区畑町446番地69

3324 台湾料理　美食屋 千葉市中央区都町1252番地56

3325 らーめん　鷹の羽 千葉市中央区富士見2丁目9番13号WTC千葉富士見ビル1F

3326 焼肉ホルモン　小竹家 千葉市中央区富士見1丁目14番12号山雅ビル1F

3327 マクハリーナ 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張1F

3328 大雅 千葉市稲毛区小深町77番地

3329 天ちら、蕎麦　あ・まると 千葉市中央区新町15番5号JK大友ビル3F

3330 香港料理　濱龍 千葉市中央区登戸1丁目5番5号トーソンビル1階

3331 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区鶴沢町店 千葉市中央区鶴沢町20番23号BLDトータス1F

3332 小判 千葉市稲毛区山王町2番地42

3333 中華料理　一家人 千葉市美浜区高洲1丁目22番10号金谷ビル2F

3334 とん村 千葉市中央区中央4丁目2番4号

3335 玉家 千葉市中央区道場北町317番地1

3336 あじ　2 千葉市稲毛区長沼原町701番地5

3337 麺場田所商店　千葉北店 千葉市花見川区三角町528番地

3338 らーめん一家　麺小屋　長沼店 千葉市稲毛区長沼町94番地3

3339 ビッグテキサス　おゆみ野 千葉市緑区おゆみ野中央9丁目15番地5

3340 かわな 千葉市中央区栄町40番10号シェルム21

3341 焼肉　ZIPANG 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番7号

3342 大福来 千葉市花見川区幕張町5丁目148番地

3343 鮨割烹みどり　1F 千葉市中央区春日2丁目21番5号

3344 料理　嘉　yoshi 千葉市緑区おゆみ野6丁目27番地7

3345 食堂　楓月 千葉市中央区弁天2丁目1番13号

3346 そば処　越後 千葉市若葉区愛生町60番地4

3347 平和閣 千葉市中央区栄町23番1号

3348 タラート 千葉市中央区本千葉町1番11号千葉中央ビルディング1F-B

3349 山亀家　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1丁目6番21号

3350 都鮨 千葉市中央区富士見1丁目7番6号

3351 茶薫　小籠包　メッセアミューズモール海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

3352 ホルモン闇番長 千葉市中央区富士見2丁目18番2号

3353 極楽湯　千葉稲毛店 千葉市稲毛区園生町380番地1

3354 焼肉もとび 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地1エクセリオ幕張1F

3355 健康中華料理　餃子軒 千葉市稲毛区小仲台2丁目13番3号

3356 煮干　らー麺　カネショウ　新検見川 千葉市花見川区花園2丁目10番14号

3357 よかった 千葉市若葉区北谷津町88番地1



3358 懐石　斉藤 千葉市中央区登戸1丁目3番1号

3359 ナシーブ 千葉市中央区寒川町3丁目76番地

3360 muy　rico 千葉市中央区新町15番地1

3361 カラオケ　ソウル　居酒屋 千葉市若葉区千城台南4丁目5番3号

3362 焼肉飯店　大門 千葉市中央区南町3丁目16番30号

3363 かかや　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉5F

3364 和食・すし処　浜の味　のひら 千葉市花見川区南花園2丁目11番2号

3365 サッポロラーメン　くるまや　北谷津店 千葉市若葉区北谷津町90番地

3366 ラーメンHOT　めん花 千葉市美浜区幸町1丁目37番13号

3367 SALVATORE CUOMO ＆ BAR千葉 千葉市中央区富士見1丁目1番14号

3368 長崎ちゃんぽん　永楽亭　都町店 千葉市中央区都町1丁目9番2号植草ビル　101号

3369 楽一 千葉市中央区中央3丁目13番1号富士屋ビル1階A号室

3370 都賀乃寿し 千葉市若葉区都賀3丁目19番16号

3371 パスタハウス　プリモ 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番12号

3372 ラーメン　虎ノ穴 千葉市稲毛区小仲台7丁目16番6号サンライフ106

3373 中国料理　生味園 千葉市中央区中央3丁目4番11号千葉銀座第一ビル2F

3374 マボロシカレー　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目26番9号渡辺ビル1F

3375 茶居銘 千葉市若葉区西都賀3丁目17番1号

3376 光苑　都賀店 千葉市若葉区都賀3丁目21番9号BKハイツ都賀1FB

3377 シワニ 千葉市稲毛区園生町390番地134D

3378 焼肉レストラン赤門　末広町店 千葉市中央区末広4丁目14番12号

3379 ラーメン屋　楢蔵 千葉市稲毛区園生町406番地7石渡ビル1F

3380 Lv　1 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル4F-B

3381 エリ 千葉市中央区栄町27番30号

3382 居酒屋　おかえり。 千葉市中央区今井2丁目8番5号

3383 ふじの 千葉市中央区院内1丁目19番20号丸加ビル2F

3384 有限会社森川商店 千葉市緑区誉田町2丁目20番地149

3385 ROSE 千葉市中央区弁天2丁目19番38号

3386 なごみ 千葉市中央区南町3丁目17番1号ソシアルビルCUBE2号

3387 パブレストラン　ルパン 千葉市中央区富士見1丁目10番4号第1藤や観光ビル2階

3388 ことり 千葉市花見川区幕張町5丁目124番地MKビル102号

3389 GRANDEUR 千葉市中央区栄町27番27号ロイヤルコーポ八番館1階102号室

3390 湾岸ケータリングサービス 県内一円

3391 山内農場 千葉市中央区富士見1丁目2番7号千葉駅前みゆきビル地下1階

3392 串やき　とりこう 千葉市中央区塩田町367番地22

3393 韓国居酒屋　番長 千葉市中央区富士見2丁目9番15号長豊党ビル2階

3394 升や 千葉市中央区富士見2丁目16番19号

3395 酒処　かんたろう 千葉市中央区末広2丁目3番2号

3396 しばいぬ酒場 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番38号

3397 栄たこ 千葉市花見川区幕張町5丁目447番地

3398 山内農場 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番12号Sign稲毛駅前　4階

3399 スナック　城華 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号一松ビル202号

3400 小倉茶屋　一休 千葉市若葉区小倉台5丁目21番11号

3401 本田商店　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番6号LHビル1F

3402 割烹　武石 千葉市中央区院内1丁目8番1号

3403 カーネギー 千葉市中央区春日1丁目20番7号中野ビル1F

3404 BAR　PIBE 千葉市中央区今井2丁目5番23号1階

3405 魚七鮮魚店　稲毛直売所 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番11号川島東ビル　地下1階B01

3406 ジョーカー 千葉市中央区院内1丁目17番15号ビラ・アペックス千葉3階B

3407 スナック　來夢 千葉市中央区宮崎2丁目5番6号

3408 スナック　シュガー 千葉市中央区長洲2丁目9番7号

3409 やのまこと 千葉市中央区汐見丘町18番1号1階

3410 串屋　たん吉 千葉市若葉区千城台北1丁目29番9号みさきやプラスパビル1F

3411 牛バルこじまや　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル1階A号

3412 みのり 千葉市中央区栄町26番14号

3413 サッビアサーフ 千葉市中央区旭町2番2号グリーンコーポ旭1階B

3414 四季 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

3415 はと車 千葉市若葉区千城台東2丁目32番10号

3416 うまいもん　魔女吏花 千葉市中央区生実町2506番地10

3417 幸子の店 千葉市稲毛区小仲台5丁目4番10号

3418 居酒屋　勇介 千葉市中央区新宿2丁目12番7号

3419 スナック　キャプテン 千葉市中央区栄町41番11号河繁ビル2F-A

3420 PuB　ホワイティ 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル1階105号

3421 こだま 千葉市花見川区幕張町1丁目945番地

3422 ピロポ 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル5F

3423 進の介 千葉市中央区都町2丁目2番26号成和ビル1階

3424 Marine　Stone 千葉市中央区春日1丁目15番9号春日ファースト102号室

3425 市蔵 千葉市稲毛区緑町2丁目14番8号

3426 べに花 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

3427 カラオケルーム　Gabby 千葉市中央区春日2丁目23番6号和泉ビル3F

3428 いね 千葉市中央区長洲1丁目23番4号

3429 ミラクルス 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル2F

3430 源氏 千葉市若葉区千城台東3丁目26番12号

3431 丸十 千葉市中央区神明町2番地4

3432 ろばた焼　和処居 千葉市稲毛区緑町1丁目16番10号

3433 串焼きのやなぎ家 千葉市若葉区西都賀3丁目9番1号西都賀SSビル1F

3434 スナック　ちんちら 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

3435 お好み焼　味覚庵 千葉市中央区中央4丁目3番5号

3436 スナック　愛 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号エクセレンス稲毛1F

3437 喫茶　にれの木 千葉市花見川区畑町446番地69-4

3438 千房　そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地10F

3439 居楽屋　千年の宴 千葉市中央区富士見1丁目2番7号千葉駅前みゆきビル3階

3440 呑み食い処　ちゃんこ番　若三梅 千葉市若葉区千城台東2丁目36番7号福島アパート101

3441 ta　ma　me．商店街 千葉市中央区弁天2丁目20番10号



3442 SNACK　TAMA 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル3F

3443 酒と魚と　蛙人。 千葉市中央区今井2丁目9番12号吉賀ビル　1階

3444 もつ焼　浜田屋うさぎ 千葉市中央区都町1丁目43番19号

3445 ほがらか 千葉市花見川区花園1丁目10番1号岩井ビル2F

3446 月の坊 千葉市中央区富士見2丁目15番1号ワラビビルB1

3447 「もぢょい有限会社」蘇我駅西口店 千葉市中央区今井2丁目50番2号

3448 鶏バル　コケコッコ 千葉市中央区新千葉1丁目2番1号

3449 遊楽 千葉市中央区栄町36番7号FCビル　ANNEX2階

3450 マングローブ 千葉市中央区鶴沢町2番17号

3451 居酒屋　あきね 千葉市中央区栄町27番2号1階

3452 魚民 千葉市中央区富士見2丁目4番9号ラフィネビル2階

3453 リトルフェイバリット 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地29ひまわりマンション102

3454 ザ・バー 千葉市稲毛区小仲台6丁目17番2号信栄ビル105

3455 カラオケ居酒屋　ひまわり 千葉市緑区平山町457番地5-2階

3456 好再来 千葉市稲毛区長沼町239番地21

3457 鳥万 千葉市中央区新町15番地2大友ビル1F、2F

3458 友達 千葉市中央区院内1丁目5番15号

3459 いっぱい飲み屋　八蔵 千葉市若葉区都賀1丁目19番13号都賀グリーンハイツ106

3460 Lounge　R 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル4-E

3461 夕がお 千葉市中央区弁天2丁目23番1号弁天プラザ2階

3462 梅里 千葉市美浜区幸町2丁目19番26号飯尾ビル

3463 カウンターバー　ミナミ 千葉市中央区栄町9番15号

3464 New　Style　Bar　Since 千葉市中央区富士見1丁目13番3号進栄ビル2階

3465 居酒屋　漢江 千葉市若葉区西都賀3丁目6番33号

3466 目利きの銀次 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番12号Sign稲毛駅前　2階

3467 JACK　THE　ELEVEN 千葉市中央区本千葉町1番3号千葉プリマビル5F

3468 club　Lé　Pur 千葉市中央区富士見2丁目8番9号バーニングプラザ5階C号

3469 MEXICAN　BAR　sol　mariachi 千葉市中央区新宿2丁目2番1号MK店舗2階

3470 まめよし 千葉市中央区富士見2丁目7番11号NNR富士見ビル3F

3471 小さなスナック　月 千葉市稲毛区稲毛東2丁目15番13号

3472 和風居酒屋　土炉裏 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号

3473 フィリピニアナ 千葉市中央区院内2丁目12番11号

3474 ラウンジ　CASABLANCA 千葉市中央区栄町22番13号雅ビル7F

3475 鳥ふじ 千葉市稲毛区轟町4丁目1番13号サンアールコート102

3476 パブリックスタンド　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番5号LHビル2F

3477 魚民 千葉市中央区春日2丁目25番1号竹久ビル　2階

3478 かごんま 千葉市中央区富士見2丁目18番11号三広ビル1階

3479 網千 千葉市若葉区御成台1丁目1番地17

3480 スナックトンボ 千葉市中央区栄町16番6号1階

3481 伝助横丁 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆきナインビル1F

3482 ぎんなん 千葉市中央区院内1丁目19番6号

3483 鳥仙 千葉市中央区新町17番地21

3484 金角 千葉市中央区中央港1丁目2番29号

3485 ルーナ 千葉市中央区栄町10番7号102

3486 金角 千葉市中央区中央3丁目14番1号STビル1F

3487 club Arbre 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル5階A室

3488 Lounge　Albida 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル302号室

3489 華雪 千葉市花見川区花園1丁目6番7号原田ビル2F　203

3490 K-BOS 千葉市中央区栄町11番2号石川ビル1FC

3491 鶏晶 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第一ビル201

3492 ELF 千葉市中央区栄町9番4号米川ビル1階B号室

3493 串もん　利げん 千葉市中央区弁天2丁目22番3号

3494 37℃ 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル403

3495 さくら 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル4F-402

3496 ホルモン酒場　一献 千葉市中央区春日2丁目20番6号1F

3497 PRIVATE　DINING　魚民 千葉市中央区富士見1丁目2番7号千葉駅前みゆきビル2階

3498 とり鉄海浜幕張プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

3499 ライム 千葉市中央区栄町30番2号1

3500 Coco　Rose 千葉市中央区中央3丁目14番1号中央STビル4A

3501 味処　會津次男坊 千葉市稲毛区小仲台2丁目11番6号メゾン小仲台1階

3502 ゆったり処　味彩 千葉市中央区春日2丁目21番10号西千葉マンションB1

3503 mini　club　KOZAKURA 千葉市中央区富士見1丁目10番5号FTビル6F-B

3504 美味佳楽　花ゑ 千葉市花見川区花園2丁目14番18号

3505 えばと屋 千葉市中央区今井2丁目11番6号

3506 寄壱 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイヤビル1F　104

3507 垚 千葉市中央区富士見2丁目8番9号2階C号室

3508 卯彩木 千葉市花見川区検見川町3丁目301番地23ミツルハイツ1F

3509 hiPPoPotame 千葉市花見川区花園1丁目8番7号アステージビル2番館

3510 小料理　志のぶ 千葉市中央区院内1丁目11番9号

3511 居酒屋　こすもす 千葉市中央区都町2丁目1番6号

3512 スナック　楡 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル4階C号

3513 かみやかた 千葉市中央区仁戸名町357番地21

3514 海鮮楽屋　福福屋 千葉市若葉区都賀3丁目5番1号アーバンライフ都賀2F

3515 PRIVATE　DINING　魚民 千葉市緑区おゆみ野3丁目3番地1千代ビル2階

3516 鳥貴族ベイフロント蘇我店 千葉市中央区川崎町57番地5

3517 居楽屋　千年の宴 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張ビル　3F

3518 鳥美 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番12号

3519 ワガママ 千葉市中央区栄町27番11号栄町狸小路ビル2A号

3520 鶏和食ダイニング　鶏のGeorge 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号大岩ビル2階

3521 千葉葡萄酒食堂　Huitre 千葉市中央区新田町35番3号

3522 居酒屋　お多福 千葉市稲毛区轟町4丁目6番26号

3523 jazz　spot　CANDY 千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番12号

3524 SANGO-YA 千葉市中央区中央3丁目18番1号千葉中央ビル1，2F

3525 吉四六 千葉市中央区富士見2丁目22番12号アッシュビル1階



3526 スナック　牛牛 千葉市稲毛区稲毛3丁目5番12号ユニオンピア稲毛1階

3527 居酒屋　とまと 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

3528 そらのかけら 千葉市中央区中央1丁目1番8号中央28ビル　2F

3529 スナック親友 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館6階601号室

3530 九州の旨かもん旨か酒くすお千葉店 千葉市中央区富士見2丁目17番18号1階

3531 居酒屋　こはる 千葉市中央区南町3丁目9番

3532 ランチ＆居酒屋　かじや 千葉市若葉区みつわ台5丁目39番9号

3533 地酒屋　東右ヱ門 千葉市稲毛区轟町4丁目8番17号紅茂ビル1階

3534 元祖　もつ焼　せんとり 千葉市稲毛区天台5丁目8番5号

3535 魚民 千葉市中央区千葉港7番1号塚本千葉第五ビルディング地下1階

3536 鳥吉 千葉市中央区稲荷町2丁目11番15号

3537 ISARA 船橋市本町4丁目16番34号KAIVI　GARDEN　1F

3538 香港料理飲茶　珍味苑 船橋市高根台6丁目45番1号

3539 極味上海料理　食楽 船橋市習志野台3丁目2番2号

3540 ぎょうざんぽう 船橋市前原西2丁目1番2号

3541 Wine＆Tapas　Callejero 船橋市本町4丁目41番29号ライオンビル2F

3542 なな屋 船橋市本中山7丁目11番16号1F

3543 らあめん花月嵐　習志野店 船橋市習志野5丁目4番15号

3544 とんかつ　かつ膳 船橋市金杉9丁目3番35号

3545 葎 船橋市芝山4丁目3番1号

3546 中華ダイニング　Oto 船橋市宮本2丁目4番10号オネスティ船橋11番館

3547 パスタ・コッチョ 船橋市本町4丁目4番4号

3548 柳寿司 船橋市夏見台1丁目13番6号

3549 大森田 船橋市本町2丁目28番23号

3550 炭火焼肉　牙城苑 船橋市本郷町454番地1

3551 香港料理・飲茶　珍味苑　飯山満駅前店 船橋市芝山3丁目12番15号

3552 東大門 船橋市本町4丁目38番22号

3553 カフェイタリアーノ　ペコリーノ 船橋市前原西3丁目5番15号マルトBILG103

3554 SOBAYA　道らく 船橋市葛飾町2丁目377番地3

3555 田久保食堂 船橋市市場1丁目8番1号

3556 Natural　Kitchen　EN’S 船橋市大穴南5丁目24番8号

3557 麺屋あらき竈の番人外伝 船橋市西船5丁目3番10号

3558 ベトナムダイニング　ANH　EM 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ103号

3559 活魚貝料理日炉勢 船橋市本町4丁目44番17号

3560 ぢどり食堂 船橋市咲が丘3丁目27番1号

3561 遊煌 船橋市本町4丁目2番15号斉藤ビル2F

3562 中国料理酒家　中 船橋市本町2丁目2番13号

3563 麺屋　こころ 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル　1F

3564 DUKE’S 船橋市本町2丁目10番29号

3565 菜っぱ 船橋市前原西2丁目43番11号

3566 戯拉戯拉 船橋市本町4丁目41番29号

3567 喰べ処　なかしま 船橋市みやぎ台3丁目3番25号

3568 美福苑 船橋市習志野台2丁目14番19号

3569 中華ラーメンハウス　カド 船橋市みやぎ台3丁目1番3号

3570 大福元 船橋市上山町1丁目94番地1

3571 キタノイチバ 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　6階

3572 鶏和食ダイニング　鶏のGeorge 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　5階

3573 かまどの番人 船橋市本町4丁目41番31号

3574 鮨　十割そば　旬彩　はな膳 船橋市二和東4丁目6番1号

3575 ひつじや 船橋市本町4丁目30番13号サンローザヨシノ　1F

3576 ラ-メン魁力屋　船橋成田街道店 船橋市前原西1丁目38番6号

3577 丸源ラーメン　北習志野店 船橋市習志野台2丁目12番21号

3578 福満溢 船橋市薬円台5丁目32番1号

3579 パスタ屋あると 船橋市高根台6丁目40番12号ガレリア高根台101

3580 マッチョイ 船橋市本中山2丁目22番9号

3581 寿し・十割そば・旬彩　はな膳　夏見店 船橋市夏見3丁目561番地1

3582 山海らーめん 船橋市北本町1丁目4番5号

3583 津田沼　肉寿司 船橋市前原西2丁目21番6号

3584 割烹　伸幸 船橋市本町4丁目5番18号

3585 有限会社　藤乃 船橋市三山8丁目24番11号

3586 福満苑 船橋市夏見台5丁目11番3号

3587 中国料理　川菜味 船橋市本町2丁目10番29号

3588 粉や　津田沼店 船橋市前原西2丁目13番13号アロー津田沼駅前ビル3F

3589 ビストロ　デュラ 船橋市前原西2丁目1番5号

3590 黒毛和牛専門　本場盛岡冷麺　学一（船橋店） 船橋市本町1丁目4番8号駅前ビル2F

3591 タイ王国家庭料理　タンタワン 船橋市咲が丘1丁目2番3号

3592 金河楼　中華料理 船橋市高根台1丁目13番1号メゾン静102

3593 VOCE 船橋市本町4丁目42番8号

3594 じゃんじゃん 船橋市東船橋4丁目19番23号

3595 田所商店　船橋店 船橋市上山町1丁目162番地1

3596 インド料理　サンティ 船橋市習志野台2丁目72番17号

3597 寿司勝 船橋市海神4丁目13番6号

3598 津田沼　肉流通センター 船橋市前原西2丁目15番14号

3599 伊兵ェ衛門 船橋市薬円台5丁目1番7号

3600 中華上海料理　大龍 船橋市本町2丁目27番20号

3601 焼肉ここから西船橋店 船橋市西船4丁目17番1号SAP西船橋B．L．D　1階

3602 寿司　孝ふじ 船橋市海神6丁目22番14号

3603 焼肉前沢牛　本場盛岡冷麺　学一 船橋市前原西2丁目15番18号岩崎ビル2F

3604 焼肉　琉宮苑 船橋市本町7丁目10番2号ユニマットガーデンスクエア3F

3605 PIZZERIA　347 船橋市本町7丁目10番2号ユニマットガーデンスクエア2F

3606 晴る家 船橋市山野町58番地1ドリーム加藤101号

3607 魚民 船橋市習志野台2丁目1番1号イー・エム・シービル2階．3階

3608 SHOT＆HOUSE　3・2・0 船橋市習志野台2丁目45番21号

3609 地酒や　家族亭 船橋市習志野台2丁目48番20号



3610 ル・モンド 船橋市習志野台3丁目16番8号

3611 照家 船橋市習志野台4丁目13番9号

3612 忠左衛門 船橋市習志野台6丁目9番2号

3613 道とん堀　習志野台店 船橋市習志野台7丁目26番51号

3614 たなか 船橋市西習志野2丁目3番18号

3615 のみくい処　魚民 船橋市西船4丁目17番10号西船NEビル2階

3616 お好み焼き　みつえちゃん／居楽屋　笑笑 船橋市西船4丁目17番10号西船NEビル3階

3617 十八番 船橋市西船4丁目24番3号1F

3618 魚問屋　魚一商店　津田沼直売所 船橋市前原西2丁目15番19号三宝ビル1F

3619 おでん屋　祭茶屋 船橋市前原西2丁目4番10号Yビル2F

3620 居酒屋　とっぷ 船橋市二和東4丁目9番6号

3621 スナック　あゆみ 船橋市本中山2丁目13番10号小川ビル1F

3622 居酒屋　ぼちぼち 船橋市本中山2丁目8番18号桂コーポ101

3623 鳥春 船橋市本中山3丁目20番10号

3624 居酒屋　ぼちぼち 船橋市本中山7丁目6番7号ナスビル2F　A

3625 真心 船橋市本町1丁目11番30号細谷ビル3階

3626 天たき 船橋市本町2丁目11番20号

3627 F 船橋市本町3丁目1番2号

3628 スナック　レオ 船橋市本町3丁目31番15号

3629 れいこ 船橋市本町4丁目37番6号信太ビル

3630 韓国パブ　スナック　チング 船橋市本町4丁目37番6号

3631 ゴールデンウェーブ 船橋市本町4丁目37番9号

3632 mu-ku 船橋市本町4丁目38番1号松岡ビル　101

3633 Euro　House　（ユーロハウス） 船橋市本町4丁目40番3号神戸屋ビル3階

3634 美食厨房　白木屋 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　6階

3635 お好み焼き　みつえちゃん／居楽屋　笑笑 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　5階

3636 のみくい処　魚民 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　地下1階

3637 MOZZ 船橋市本町4丁目42番14号

3638 越後屋 船橋市本町7丁目14番8号

3639 番屋 船橋市本町7丁目4番22号

3640 ちひろ 船橋市湊町1丁目1番14号

3641 カラオケパブ　ポケット 船橋市湊町1丁目20番14号

3642 鳥照 船橋市薬円台4丁目14番8号田園ビル1F

3643 焼鳥　げんこつや 船橋市薬円台6丁目5番9号外山ビル101

3644 居酒屋　豊山 船橋市本中山6丁目4番7号

3645 カラオケ　純子 船橋市咲が丘1丁目2番4号

3646 こころ 船橋市西船4丁目20番13号シンエイ西船ビル101

3647 SHOVEL　HEAD 船橋市本町2丁目23番9号

3648 the　Drop 船橋市本町4丁目20番18号鈴木ビル　102号室

3649 八四伍郎 船橋市西船4丁目28番13号

3650 スナック　凛 船橋市本町4丁目37番9号2階

3651 山内農場 船橋市西船4丁目17番10号西船NEビル4階

3652 Belle　Amie 船橋市前原西2丁目21番18号

3653 山内農場 船橋市本町4丁目41番25号4．モンテローザ船橋ビル　4階

3654 鶏和食ダイニング　鶏のGeorge 船橋市東船橋2丁目10番20号メゾンダジュール15番館2階

3655 真意 船橋市本町1丁目12番24号マンション海老原第2

3656 串カツ田中　西船橋店 船橋市西船4丁目26番12号

3657 coco 船橋市本町1丁目15番3号2F

3658 SNACK HEART 船橋市薬円台5丁目6番地19号

3659 ニューフェアリー 船橋市本町1丁目13番1号1F-2

3660 湯葉豆富料理　魚民 船橋市本中山7丁目6番1号小川ビル　2階

3661 九州の旨かもんうまか酒　くすお　西船橋店 船橋市西船4丁目23番12号

3662 魚民 船橋市坪井東3丁目7番1号メゾングレイス1階

3663 スマイル 船橋市本中山2丁目13番8号

3664 カラオケ喫茶　あんず 船橋市高根台1丁目7番8号

3665 イーグル 船橋市海神2丁目8番22号

3666 鳥小屋 船橋市山野町86番地1

3667 呑処　なべ吉 船橋市印内町564番地1

3668 居酒屋　道草 船橋市三山2丁目44番21号

3669 満や 船橋市習志野台3丁目18番5号

3670 本田商店　津田沼店 船橋市前原西2丁目13番25号第1暁ビル1F

3671 居酒屋　みみ 船橋市海神3丁目27番1号新船橋ハイツ

3672 ウララ 船橋市本町2丁目23番5号1F

3673 二代目やっこ 船橋市本町2丁目8番2号

3674 オンリーワン 船橋市習志野5丁目1番9号

3675 肉ばる　がぶロック 船橋市本町4丁目4番6号1階

3676 すずらん 船橋市本町4丁目38番1号松岡ビル102

3677 大衆馬肉酒場　ジョッキー船橋店 船橋市本町1丁目11番23号

3678 パブ　微笑 船橋市前原西2丁目14番1号ダイヤパレス205号

3679 CAFE＆DELI　PLATINUM　VEGE 船橋市本町7丁目1番1号シャポー船橋南館1-1

3680 焼鳥酒場　本田商店　船橋店 船橋市本町4丁目16番29号三幸本町ビル1F

3681 居酒屋　ひまわり 船橋市前貝塚町565番地11塚田プラザ205

3682 居酒屋　和 船橋市高根台7丁目14番14号

3683 LASISA　DINING 船橋市本町2丁目3番31号松本ビル1F

3684 こんばん和 船橋市本町1丁目11番5号

3685 洋食酒場カンヌ 船橋市西船4丁目24番8号

3686 立ち飲み居酒屋ドラム缶 船橋市本町1丁目11番6号2階

3687 町井商店 船橋市湊町3丁目19番18号

3688 かんたろう 船橋市東船橋2丁目10番2号K’s東船橋

3689 日向 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル202号

3690 Cafe　Delizo 船橋市西習志野2丁目9番6号

3691 火の國 船橋市西船4丁目21番3号1F

3692 海くん 船橋市東船橋4丁目29番2号

3693 立ち飲み屋　Kurubushi 船橋市本町4丁目43番16号鈴木貸店舗D号室



3694 酒処　みね 船橋市藤原1丁目4番35号

3695 海鮮和食居酒屋　初垂れ 船橋市二和東6丁目17番17号2階

3696 歩花 船橋市本中山3丁目22番10号

3697 カラオケスナック　たんぽぽ 船橋市本町5丁目2番20号

3698 いざかや　久美 船橋市三山4丁目31番5号

3699 沖縄居酒屋　遊び庭 船橋市前原西2丁目21番3号ホーマスビル2F

3700 うまたつ 船橋市習志野台2丁目6番11号2階

3701 つなぎ 船橋市高根台7丁目30番17号

3702 から揚げの天才　原木中山店 船橋市本中山7丁目7番1号

3703 居酒や　わがまま夢美 船橋市二和東5丁目9番1号

3704 カラオケ　パブ　すだち 船橋市海神5丁目1番20号

3705 あぶたや 船橋市高根台6丁目33番20号

3706 ハッピー　ミチヨ 船橋市丸山2丁目3番14号

3707 げんべえ 船橋市宮本5丁目8番11号

3708 居酒屋　どんどん 船橋市宮本9丁目2番23号

3709 泰平門 鎌ケ谷市初富21番地168

3710 テキサス 八千代市八千代台東1丁目15番3号京成コーポ123

3711 スナック　珠ゆら 八千代市村上1643番地25

3712 スナックとコーヒー　みえ 八千代市八千代台西3丁目10番5号

3713 串特急　谷津店 習志野市谷津4丁目6番35号

3714 スターカフェ 習志野市大久保1丁目16番13号

3715 憩 八千代市勝田台1丁目5番27号

3716 スナック団 鎌ケ谷市富岡2丁目5番3号

3717 チューハイ　月ちゃん 鎌ケ谷市富岡1丁目8番56号

3718 カラオケ茶房　ゆう 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野　1F

3719 小栗家 八千代市勝田台1-38-4

3720 焼肉　大将軍八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-1

3721 OKAY　SHOT　BAR 八千代市八千代台南1-3-10LaLaビル201

3722 金の髭 八千代市勝田台1-36-1

3723 冨士寿司 習志野市大久保1丁目18番10号

3724 小料理　麻椰 鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目3番38号

3725 お食事処　一福 八千代市大和田新田446番地195

3726 くるまやラーメン　実籾店 習志野市実籾3丁目24番1号

3727 寿春 鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目6番1号

3728 ダンスカフェ　ゴードン 習志野市大久保3丁目11番19号

3729 遊酒処　しろひげ 習志野市実籾4丁目12番18号

3730 とうせん坊 八千代市八千代台南1丁目4番4号

3731 おふくろの味　絆 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目2番11号1F

3732 居酒屋　旬食　楽屋 八千代市八千代台東2丁目9番1号

3733 味香園 習志野市谷津3丁目12番36号2F

3734 酒処　千代 八千代市八千代台東1-22-7

3735 さかなや道場　勝田台駅前店 八千代市勝田台1丁目9番1号勝田台駅前ビル4F

3736 居酒屋　順子 八千代市八千代台東1丁目14番4号サンハイツ八千代103

3737 ひつじん 習志野市大久保3丁目15番1号

3738 ゴールドピザ 習志野市大久保1-25-12ファンタジアビル1F

3739 居酒屋　なでしこ 習志野市谷津5丁目5番3号ステージエイト地階北側

3740 炭火串焼　シロマル　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目6番3号小川ビル1F

3741 スナック　インバーハウス 八千代市勝田台1丁目4番22号

3742 紫陽花 八千代市八千代台東1丁目8番17号

3743 いかが家 習志野市大久保1-27-38

3744 スナック　きのこ 八千代市勝田台1丁目4番26号

3745 Cafe　Bar　湯～ねる 習志野市茜浜2-2-1

3746 BAR　SIRIUS 鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目1番1号Mビル2階

3747 カラオケハウス　きらら 鎌ケ谷市馬込沢2-16馬込西口店舗2階B-201

3748 bar たまい 八千代市勝田台1-39-21

3749 徳寿司旅館 鎌ケ谷市東初富5丁目20番83号

3750 らーめん松信　八千代台店 八千代市八千代台南2-10-38

3751 北海道酒場　はた瀬 八千代市八千代台東1-2-12第2イーストビル2階

3752 そば処　いっぴんさん 習志野市大久保1-27-3

3753 かをり本丸 習志野市大久保1-24-16ラ　カーサ　ピッコラ　1階

3754 縁 鎌ケ谷市東道野辺7丁目20番65号吉田店舗6号室

3755 スタジオ　マークⅡ 八千代市勝田台1丁目17番3号増谷ビル2F

3756 凱旋門奥の院　八千代緑が丘店 八千代市緑が丘西2-9-1

3757 韓国食堂なみ 八千代市八千代台東1-29-7

3758 南蛮亭 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番35号

3759 レブステーキ 習志野市実籾1丁目2番12号メディカルセンタービル2F

3760 居酒屋　すず音 八千代市勝田台1丁目4番21号

3761 スナック　夕奈 八千代市大和田536番地4

3762 喫茶　スナック　350 市川市南大野2丁目4番40号

3763 酒処　てまり 市川市市川1丁目14番8号

3764 C＆B　チャチャチャ 浦安市当代島1丁目3番23号リバティ浦安　B1

3765 花水木 市川市湊新田2丁目1番25号

3766 鞠子屋 浦安市猫実5丁目4番1号

3767 沖縄料理＆泡盛　なかゆくい 市川市行徳駅前2丁目8番15号

3768 NEXT「彩の部屋」 市川市八幡2丁目14番11号川上ビル2-D

3769 ほろよいダイニング　ちどりあし 市川市市川南1丁目4番21号市川DAIKICHIビル1F

3770 居酒屋　絆 市川市湊新田2丁目6番4号モロマンションB棟103

3771 いずみ 市川市東大和田1丁目10番12号

3772 Bar　It’to．．． 市川市八幡2丁目14番12号201

3773 浅草鮨 市川市八幡2丁目12番8号

3774 居酒屋　ちょいちょい茶みせ 市川市曽谷5丁目15番2号

3775 小料理　恵久保 市川市八幡2丁目12番8号

3776 なでしこ 市川市曽谷5丁目4番17号

3777 オモニキムチ 市川市高石神6番地3



3778 EXPOSE-ONE 市川市南八幡3丁目4番16号吉田ビル2階

3779 焼肉　いちり 浦安市入船4丁目1番4号-2F

3780 スナック　フラッター 市川市欠真間2丁目19番15号

3781 新助 浦安市入船1丁目1番1号

3782 EXPOSE-ONE 市川市南八幡3丁目4番16号吉田ビル3F

3783 New　かれん 浦安市当代島1丁目5番21号

3784 本八幡　お多幸 市川市南八幡3丁目3番14号

3785 おかいち 浦安市富士見2丁目14番41号

3786 ごせき 浦安市当代島1丁目6番17号

3787 秀寿司 浦安市猫実4丁目11番18号

3788 BIG　MAMA 浦安市北栄3丁目5番11号

3789 girasole 市川市妙典2丁目7番17号国一ビル103号

3790 心 浦安市猫実3丁目26番19号

3791 居酒屋　ほりけん 市川市新田4丁目18番22号

3792 居酒屋　にそじ 市川市東菅野2丁目14番6号

3793 らーめん　風凛 市川市大洲4丁目8番11号

3794 カラオケ　かれん 市川市八幡2丁目14番12号岩沢ビル　2階

3795 寄り道 市川市南行徳1丁目16番25号センチュリーヒルズビル1F

3796 味処　きまっし 市川市八幡2丁目14番15号

3797 炭火串焼厨房　くふ楽 市川市八幡2丁目13番17号

3798 焼肉　ソウル 市川市平田4丁目3番5号

3799 ぱろーる　くみ 市川市新田3丁目24番12号シオンヒロセ1階

3800 bar AO 市川市八幡2丁目13番16号

3801 韓国料理屋オアシス浦安 浦安市当代島1丁目14番23号パーク浦安1階

3802 BAR　TooL 市川市行徳駅前1丁目11番12号堀木店舗6号室

3803 お好焼　BRUNA 市川市富浜2丁目3番18号

3804 焼き鳥屋　心込 市川市市川南1丁目1番1号105ザ・タワーズ　イースト

3805 アウトバックステーキハウス舞浜店 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ3F

3806 串坊ず 市川市南八幡3丁目7番20号雫ビル1F

3807 有限会社　好美寿司 市川市市川3丁目7番5号

3808 本八幡　馬肉酒場　馬喰ろう 市川市南八幡4丁目5番2号朝日ビル1F

3809 酒亭　松ちゃん 市川市八幡2丁目14番11号川上ビル1FC号室

3810 Moon　Light　Cafe 市川市大野町2丁目176番地

3811 チキン・チーズドッグ 浦安市猫実5丁目11番15号

3812 テジテジ 市川市南八幡4丁目6番21号イーストケイビル1F

3813 たっちゃん家 市川市行徳駅前2丁目18番3号リムーブル堀木102

3814 創作豚肉ダイニング　sakura 市川市市川1丁目8番13号小高ビル2階

3815 BAR　CHOYZ 市川市高谷1丁目5番1号

3816 サイフォン2 市川市南行徳3丁目2番3号伊藤ビル2号

3817 鮨　旬菜　酒　いっきゅう 市川市南八幡4丁目2番2号木下ビル

3818 PALAVA　HUT 市川市湊15番地6

3819 伊勢ラーメン　喰うかい 市川市行徳駅前4丁目1番16号103ニュー行徳第1マンション

3820 居酒屋　日野 市川市平田3丁目6番7号

3821 横浜家系　壱角家　浦安店 浦安市北栄1丁目16番30号レドンドビル103

3822 GUMBO 市川市真間2丁目23番9号101

3823 李氏家 市川市市川1丁目8番10号

3824 King　Bias＆　Variety　Store 市川市平田2丁目7番1号

3825 鮨　すごう 市川市南八幡3丁目2番2号エクセル第一貴多川101

3826 炭火焼　鳥玄 市川市市川南1丁目1番2号山晃社ビル　1F

3827 MUSIC　PUB　Mai 市川市八幡2丁目14番14号伊澤ビル　2階

3828 炭火串焼シロマル本八幡店 市川市南八幡4丁目2番5号山喜ビル2F

3829 ひとみちゃん 浦安市北栄1丁目10番11号石信店舗102

3830 季節料理　庭 市川市相之川4丁目18番1号メトロ　C棟

3831 鳥正　1階 市川市南八幡4丁目1番1号

3832 WBAR　原木中山店 市川市高谷1-5-2

3833 凛花 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビルⅠ202号室

3834 スナックSALA 市川市南大野2丁目3番24号パークハイツショッピングセンター2F

3835 有限会社河原商店 市川市市川南2丁目1番1号

3836 道玄家　アトレ新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号アトレ新浦安ダイニングコート1

3837 ステーキハンバーグ＆サラダバーけんショップス市川店 市川市鬼高3丁目28番16号ショップス市川2F

3838 中華バル昇龍 市川市行徳駅前3丁目8番22号誠和ハイツ102号室

3839 焼鳥　兼田 浦安市猫実4丁目20番11号

3840 村越屋 市川市宮久保3丁目35番9号

3841 日本料理　すずなり 市川市市川1丁目8番5号アドビル1階

3842 お好焼　コッチ 浦安市堀江6丁目4番37号

3843 昇龍 市川市行徳駅前3丁目8番22号

3844 華まる 市川市南八幡1丁目8番13号

3845 旬彩リビング　kyo-ya 市川市南八幡4丁目4番9号ダイヤマンション102

3846 焼肉　遊々亭 市川市湊5-2室橋マンション1階

3847 CASA　ORSETTO 浦安市富士見4-2-37

3848 肉と米　はじめ　行徳店 市川市行徳駅前2丁目22番13号

3849 韓国料理　はな 市川市香取2-6-2

3850 315café 市川市妙典3丁目17-16

3851 酒処　おたふく 市川市新井1丁目25番3号

3852 串揚げ割烹　今川 市川市高谷1丁目6番13号

3853 居酒屋　味政 市川市大町122番地142

3854 旬鮮料理　とみ山 市川市八幡2丁目16番7号三愛ビル地下1階B号室

3855 蒙古タンメン中本　市川店 市川市市川1-2-9S60ビル1F

3856 カラオケ居酒屋　TSUBOMI 市川市南八幡4-3-15-3F

3857 海図 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ117

3858 居酒屋　波波 市川市市川1丁目8番10号たつみビル2F

3859 城 流山市前ヶ崎411-1ケーズヒル前ヶ崎1F

3860 手打ち讃岐うどん源藤 松戸市五香1丁目33番地20

3861 TaMaRi　Bar 松戸市常盤平5丁目20-11和幸ビル2階



3862 おさかなや　和樽 松戸市本町2-4ハシヤマビルB1

3863 ホッペ 流山市加6丁目1253番地

3864 養老乃瀧　南流山店 流山市南流山1丁目7番2号サンハイツ南流山103号

3865 HANG　LOOSE 松戸市五香南1丁目7番地3

3866 田所商店　松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘萩町232

3867 秋田や 流山市南流山4-5-4A棟104号室

3868 三代目ちょうちん 我孫子市南新木3-10-1

3869 韓国料理　ととり 松戸市六高台4-208

3870 フルフル 松戸市三矢小台3丁目19番地2

3871 お好み焼き　とんぼ 流山市西初石4丁目111番地21

3872 金時 松戸市松戸1291番地4コスモ松戸ステーションビュー103

3873 コルコバード 松戸市松戸1281-12-2F

3874 ちゃあちゃん 松戸市稔台1丁目12番地4

3875 炭火焼鳥　あほうどり 松戸市小根本20番地39松戸カネカビル1F

3876 居酒屋　まもちゃん 松戸市常盤平5丁目11番地9今井ビル1F

3877 居酒屋　辰平 流山市鰭ケ崎11-9SKA南流山102

3878 やき鳥　とり美 松戸市小金原6丁目11番地5

3879 炭火串焼厨房　元屋　新松戸店 松戸市新松戸2丁目21番地大川コーポ101

3880 うな藤 我孫子市青山台3-6-7

3881 旬菜・旬魚介　魚藩 松戸市金ケ作408-144野口ビル1F

3882 パルフェ 松戸市常盤平5丁目28番地4

3883 友絆酒房　紙や 松戸市常盤平5-28-5ジュウエル常盤平1-3

3884 すし　みやび 流山市西初石4-112-21

3885 スナック　メルシー 流山市東深井319

3886 華記食府 松戸市新松戸2-121

3887 備長炭火ホルモン焼　しちりん 流山市南流山4丁目15番地13

3888 時の居酒屋　刻　松戸店 松戸市本町1番地1

3889 ブラッスリーしんかわ 県内一円

3890 Piccolo　Lusso 流山市前平井154-1フォリアステーションフロント1F

3891 タベルナ・ポルポーレ 松戸市常盤平5-16-1EC-7

3892 その子 我孫子市湖北台1-12-9

3893 たんぽぽ　蒲公英 松戸市新松戸2-108太陽新松戸ビル2F-A

3894 麺座　まねき 松戸市北松戸2丁目7番地3

3895 かねちゅう 松戸市根本461番地弁天会館201

3896 赤煉瓦　1F 松戸市新松戸1丁目415番の3-1F

3897 すなっく　幸 我孫子市本町1丁目1番11号青木ビル2階

3898 黒兵衛 流山市江戸川台西1-81

3899 和食レストラン　とんでん　松戸小根本店 松戸市小根本172番地1

3900 和食レストラン　とんでん馬橋店 松戸市西馬橋幸町158番地

3901 居酒屋　みらく 流山市駒木500-4

3902 美鈴 我孫子市本町1-1-7

3903 めしや　きく鱗 松戸市二十世紀が丘萩町157柏田ビル1階C号

3904 new　lounge　epi 松戸市日暮1丁目2番地の1違鷹ビル2階

3905 AB’s　Bar 松戸市新作384-2

3906 牛’S　倶楽部 松戸市上本郷3059番地遠山ビル102

3907 PORTA-albero　cucina- 流山市東初石6-181-34クロシェットおおたかの森2階

3908 kyon　kyon 松戸市西馬橋3-17-13

3909 酒BAR　Gino 松戸市栄町4-248-1嶋根マンション107

3910 FC合同会社 松戸市西馬橋幸町1番地伊藤ビル2A

3911 Asian　Restaurant＆BarAVASH 松戸市金ケ作408-188富澤ビル1F

3912 ナイトラウンジ　エテルナ 松戸市西馬橋幸町38ホワイトハウス102

3913 鉄板TACHIBANA 流山市西初石3丁目103-2

3914 いざっく　和歌 松戸市五香南1-11-7

3915 TRIPLE888 松戸市五香南1-7-5

3916 居酒屋　そのまんま 我孫子市湖北台9-6-4

3917 中華風家庭居酒屋　TOMO 松戸市東平賀246番地4-1階

3918 スナック　コスモス 我孫子市湖北台1丁目13番3号

3919 和処　魚禅 松戸市小金原6-11-19

3920 もつ焼　のんき 松戸市南花島1丁目7番地13

3921 カラオケ＆ダーツKEY’S 松戸市二十世紀が丘萩町17-3

3922 居酒屋やえちゃん 我孫子市新木野1-1-10

3923 四十五縁家 松戸市新松戸1丁目485番地本田ビル5階

3924 居酒屋　すえこ 流山市南流山4丁目2番1号

3925 歌謡スタジオ　さくら 松戸市日暮1丁目2番地3島本ビル2F

3926 酒どころ　姉妹 松戸市大橋413-1

3927 Club　BLENDA 我孫子市本町2丁目3番2号プラザビル3階

3928 龍騰 松戸市栄町3-174-30

3929 お好み焼き・もんじゃ焼き　愛 松戸市和名ケ谷1313-14

3930 ラウンジ　ラ・ブーム 松戸市常盤平5-12-15チェリービーンズ102号室

3931 田所商店　松戸六高台店 松戸市六高台1-84

3932 なごみ処　青梅 松戸市稔台1丁目13番地1第一山田ビル

3933 利兵衛 松戸市栄町3丁目140番地5

3934 柳家 流山市流山1-252

3935 串カツ田中　松戸店 松戸市松戸1292-1シティハイツ松戸107

3936 牛たん　凜 松戸市小金きよしケ丘2-2-2

3937 一休 松戸市東松戸2-3-1ウ゛ィクトワール東松戸1F

3938 和風ダイニング　膳 松戸市松戸新田15-17

3939 とんかつ　かつ花 松戸市松戸新田490番地120

3940 ぱーりぃえんじぇる 松戸市松戸1168-4

3941 海華我孫子店 我孫子市本町2-2-20

3942 NHA　QUE 松戸市新松戸1-450-1-1F

3943 たくみっちゃん 松戸市小金443北小金ビル101

3944 スナック　はな 流山市西初石3-12-6篠田ハイツ102号

3945 居酒屋　た古八 松戸市上本郷858番地2



3946 九州郷土料理　雄 松戸市新松戸3-40オーク新松戸1F

3947 中国料理　東明春 流山市西初石5丁目40番地1

3948 角松　本店 我孫子市本町3丁目4番25号

3949 星に願いを 松戸市常盤平3-9-7

3950 住吉 野田市上花輪1551番地

3951 しちりん川間店 野田市尾崎70番地6

3952 ○二 野田市上花輪1276番地

3953 ともよし 野田市岩名2014番地2

3954 中華　ゆう　居酒屋 野田市清水441番地

3955 TAMBAYAN　UMESATOタンバヤン 野田市二ツ塚430番地76

3956 有限会社　手打そば芝甲 野田市東宝珠花173番地

3957 CABIN 野田市野田524番地25

3958 Bar 918@ Dining Cafe 野田市尾崎846番地25

3959 来人喜人 野田市岩名2丁目8番地3

3960 韓国料理　南山 野田市目吹572番地16

3961 広島風お好み焼き　たまや 野田市中根38番地21

3962 居酒屋　ちゅんちゅん 野田市中根193番地20

3963 蚕多奈 野田市船形1119番地5

3964 旬の台所　美湖 野田市なみき4丁目23番地3

3965 台湾料理　唐龍 野田市目吹1574番地2

3966 寿し屋のきたじま 野田市なみき1丁目27番地14

3967 梅むら 野田市山崎1586番地

3968 神無月 野田市尾崎846番地25

3969 一松 野田市野田858番地

3970 居酒屋　花 野田市山崎1968番地4

3971 炭火焼居酒屋　八っちゃん　柏西口店 柏市旭町1丁目3番13号

3972 すし家ぶんご 柏市今谷上町69-7スイショウビル1B

3973 居酒屋　旅鴉 柏市大津ケ丘4-28-9

3974 みけねこや 柏市柏3-11-24

3975 SHOT　BAR　JACK　ROSE 柏市柏2丁目8番15号石戸第5ビル2F

3976 Darts　Bar　Stinger 柏市旭町1丁目10番6号道脇ビル3階

3977 カレーハウスCoCo壱番屋　JR柏駅西口店 柏市旭町1-1-8第一関口ビル1F

3978 センワ屋 柏市青葉台1-24-7

3979 和洋居酒屋　おいしげ 柏市西山1-22-9

3980 美味辛厨房　まるから柏店 柏市旭町1丁目10番14号

3981 手羽唐・旨もん　手羽市　柏店 柏市旭町1-10-14

3982 味の八里 柏市篠籠田1457番地18

3983 ホルモン焼肉　肉の大山 柏市柏3-9-3

3984 JAVIN 柏市柏3-4-8トキワ第2ビル301

3985 日本料理　子の刻 柏市根戸455-1

3986 rico 柏市柏4丁目9番10号

3987 四季料理　麗 柏市高田146番地4

3988 宝来館 柏市大津ケ丘1丁目49番2号

3989 蕎麦　おおつか 柏市豊四季354-34

3990 Takiko 柏市向原町1-27

3991 New　club　RED　DIAMOND 柏市旭町1丁目11番3号バロンビル3階

3992 紫光 柏市旭町1-3-14

3993 かしわ亭逆井店 柏市逆井13-9ユーカリビル1F

3994 アメリカンライブバー　キャンディポップ 柏市柏3-6-10第1後藤ビル地下1階

3995 銀の趣 柏市柏5丁目2番4号SSビル1F

3996 麺　AKIBA 柏市根戸216-1

3997 table　beet 柏市中央町7-26栄マンション1F

3998 アオの月 柏市南柏1-12-1

3999 株式会社　マリナコーポレーション　居酒屋八ちゃん柏東口サンサン通り店 柏市柏2丁目8番15号石戸第5ビル1F

4000 MEGA　Meat＆Wine　TONTOKOTON 柏市若柴184-1中央311街区3　柏の葉かけだし横丁店舗1

4001 もも焼き　あんどう 柏市柏4-4-16

4002 柏の葉　つむぎ 柏市若柴184-1中央311街区3　柏の葉かけだし横丁店舗2

4003 KHUCHAI 柏市若柴184-2中央311街区4　柏の葉かけだし横丁店舗8

4004 男味やな川 柏市明原4-5-25

4005 四季の味　たけもと 柏市南柏2丁目4番1号

4006 居酒屋　道ちゃん 柏市豊上町20-4

4007 ラウンジCOCO 柏市柏3-4-5IND・JAPANビル101

4008 興隆 柏市加賀3-3-2

4009 カラオケラウンジ　樹々 柏市南増尾4-4-5

4010 KITCHEN　STUDIO　GAZEBO 柏市中央町2丁目10番B1

4011 日本料理　風の音 柏市旭町3-3-27-1F

4012 ミスティー 柏市東上町1番地22第一喜久水ビル402

4013 上海亭 柏市南柏1-1-8和幸ビル1F

4014 信長 柏市柏2-5-19

4015 スペイン食堂　フェスタ　マリオ 柏市柏1丁目6番4号寿々喜庵ビル2F

4016 とらとら 柏市旭町1-14-8日の出ビル1F

4017 麺屋誠 柏市豊住1-1-14

4018 ニュークラブ　シルクロード 柏市旭町1-4-19AKビル4階

4019 オレンジカフェ 柏市南増尾7-13-15

4020 ほろよい処　はなみずき 柏市柏3丁目1番19号101

4021 みけねこや 柏市柏3-2-23長澤ビル204号

4022 居酒屋　やすこ 柏市酒井根7丁目3番18号

4023 居酒屋　翁 柏市柏3-1-19谷沢ビル1F

4024 ロクロク 柏市柏3-6-3丸柏ビル3F

4025 アイリ 柏市千代田2-2-10

4026 大衆酒場　あさひ通りのさかなのとも 柏市旭町1-4-16前澤ビルⅡ1階

4027 ビストロ　ドゥーズ 柏市東上町1-16AKBLD．XXⅠ1F

4028 スペイン料理レストラン＆BAR　SAN　RAZZO 柏市末広町9-1柏西口末広町ビル1階

4029 きそば　かねこ 柏市高柳新田5番地6



4030 煙　舞 柏市柏3-3-17

4031 松之寿司 柏市光ケ丘4丁目9番2号

4032 キッチン　パタータ 柏市新柏1丁目13番11号

4033 魚民 柏市柏2丁目3番1号フーサワビル5階

4034 Shot　bar　勝 柏市柏3-3-13ワールドスタービルディングカシワ201

4035 レストラン結 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目17番地16

4036 ラーメンめん丸仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町714番地2

4037 吟家 千葉市緑区古市場町404番地1

4038 鉄板焼ステーキ　井むら灯 千葉市中央区道場南2丁目5番10号

4039 らあめん花月嵐 千葉市中央区南町2丁目10番17号

4040 吟家　千城台店 千葉市若葉区谷当町1257番地3

4041 川の音 千葉市中央区富士見2丁目23番8号山野井ビルB1

4042 焼肉屋くいどん　若松店 千葉市若葉区若松町2157番地1

4043 和食レストラン　とんでん　千葉幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目20番29号

4044 美弥和（みみわ） 千葉市中央区中央2丁目2番8号秀和ビル7F

4045 屋台拉麺一’s 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地112

4046 つかさ 千葉市若葉区千城台西1丁目37番4号旭ビル106号

4047 おぼんdeごはん　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉5F

4048 吟家 千葉市花見川区犢橋町1512番地1

4049 焼肉ファミリーレストラン　赤門　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目37番地1

4050 くるまやラーメン　おゆみ店 千葉市中央区生実町2521番地1

4051 すし　ゆう 千葉市中央区院内1丁目14番7号KアンドIビル1F

4052 冨永 千葉市中央区長洲1丁目31番12号Y・カンフリエ1F

4053 吟家　蘇我店 千葉市中央区稲荷町2丁目1番39号

4054 来来亭　花見川店 千葉市花見川区さつきが丘1丁目46番地12-1階

4055 らーめん亭　よ志乃 千葉市中央区新町250番地京成千葉駅構内

4056 Vintage　with　Restaurant 千葉市中央区富士見2丁目22番6号富士ビルB1

4057 和食レストラン　とんでん　東寺山店 千葉市若葉区東寺山町422番地1

4058 江戸前　銀寿司 千葉市中央区白旗2丁目5番9号

4059 みさと 千葉市稲毛区山王町67番地2セルブ山王A棟2号室

4060 かぼちゃわいん美術館店 千葉市中央区中央3丁目10番8号千葉市美術館内11F

4061 みやこ屋　都町店 千葉市中央区都町5丁目36番3号

4062 大名寿司 千葉市中央区富士見2丁目14番7号

4063 寿々女寿司　中央店 千葉市中央区中央2丁目6番5号

4064 焼肉ファミリーレストラン赤門　東千葉店 千葉市若葉区東寺山町925番地3

4065 HEXAGON　BASE 千葉市中央区新宿2丁目2番5号藤ビル1F

4066 ラーメン　SUNQ 千葉市緑区平川町1622番地11

4067 カレーハウスCoCo壱番屋JR稲毛駅前店 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番11号朝日稲毛ビル1階

4068 Restaurant＆WineBar　Dimolto 千葉市中央区新町4番地1山本ビル1F

4069 （麺）並木商事 千葉市中央区要町5番1号1階2号室

4070 やまのい 千葉市中央区春日2丁目1番8号

4071 屋台拉麺一’s　轟町店 千葉市稲毛区轟町2丁目4番25号

4072 大長今 千葉市中央区栄町26番10号リプロビル1階

4073 登戸鉄板焼一 千葉市中央区登戸3丁目1番2号登戸ビル103

4074 お食事呑み処　ごっちゃん 千葉市若葉区小倉台6丁目1159番18号

4075 こなや　Salt 千葉市中央区今井2丁目11番27号ラペェーシュ蘇我1F

4076 中華料理　季季香 千葉市中央区栄町24番5号1階

4077 金安軒 千葉市若葉区桜木7丁目5番2号1階

4078 CPC オーシャンテーブル 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル1、2階

4079 和食レストラン　とんでん　若松店 千葉市若葉区若松町2128番地1

4080 焼肉ファミリーレストラン　（株）赤門穴川店 千葉市稲毛区穴川3丁目102番7号

4081 ステーキハウス　WEST　WOOD 千葉市中央区南町2丁目2番14号

4082 カラオケ居酒屋　友 千葉市稲毛区園生町1306番地22

4083 NOTe 千葉市稲毛区長沼町259番地105

4084 うさぎ 千葉市中央区本千葉町9番1号青山ビル2F

4085 club　Bong　Bong 千葉市中央区富士見2丁目19番4号パークスポット100　3階

4086 やすらぎ 千葉市中央区松波2丁目18番1号

4087 居酒屋　陵 千葉市中央区浜野町642番地

4088 タイビアー 千葉市若葉区桜木6丁目19番42号2F

4089 ラウンジとまと 千葉市中央区春日2丁目16番8号

4090 カラオケスタジオ　とんぼ 千葉市緑区高津戸町311番地

4091 NONH 千葉市中央区登戸1丁目19番6号サニーハイツ登戸106

4092 エミーミチ 千葉市中央区院内1丁目11番1号

4093 焼鳥　花子 千葉市中央区弁天2丁目22番9号

4094 シーホース 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ソシアルビル5階

4095 居酒屋　きらく 千葉市中央区宮崎2丁目5番1号金杉テンポ1F

4096 カラオケプラザ　遊楽館　浜野店 千葉市中央区浜野町138番地1-2F

4097 Bar　ペンギン村 千葉市中央区都町2丁目2番26号セイワビル2階202

4098 くい処　あい 千葉市中央区弁天2丁目22番1号2F

4099 ふじ 千葉市中央区栄町27番1号YK店舗1階

4100 居酒屋かれん 千葉市中央区登戸1丁目15番34号大場ビル1F

4101 美味辛厨房　まるから千葉中央店 千葉市中央区新宿2丁目11番1号藤や観光ビル1F

4102 焼とり　ぎんぱち 千葉市若葉区小倉台4丁目20番15号

4103 食彩酒房　とことんや 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目32番地3

4104 ロアンヌ 千葉市稲毛区稲毛東2丁目17番15号

4105 Mont　reve 千葉市中央区富士見1丁目10番3号

4106 和ダイニング　千代川 千葉市中央区富士見2丁目16番1号渡辺ビルB1F

4107 プレミアム 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル7F

4108 花の木 千葉市花見川区作新台6丁目19番1号ハイツ小山2号館101号

4109 ナイトパブ　スターダスト 千葉市中央区富士見2丁目8番9号バーニングプラザ3FA

4110 スナック　ひろこ 千葉市中央区松波2丁目18番1号

4111 エース 千葉市中央区栄町27番11号狸小路ビル4F

4112 わらやき三四郎　千葉店 千葉市中央区中央1丁目10番7号日進中央ビル1、2F

4113 お好み焼　もんじゃ焼　楓kaede 千葉市花見川区幕張町5丁目148番地



4114 SPORTS　BAR　MARINE　STAND 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番5号

4115 大衆酒場ちばチャン　総本店 千葉市中央区富士見2丁目21番3号中央興業ビル1階

4116 鳥伝 千葉市中央区栄町10番1号

4117 ガブ飲みビストロ酒場　ねぎらいや 千葉市中央区富士見2丁目4番16号金子ビル4F

4118 LA　Picasso 千葉市中央区富士見2丁目21番8号203

4119 とり寛 千葉市若葉区若松町2375番地

4120 Aki 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館4階

4121 絹 千葉市若葉区千城台西1丁目39番1号キューブ5　2-C

4122 優姫 千葉市中央区富士見2丁目17番10号A-1ビル4階B

4123 NATSUKI’S　PLACE 千葉市中央区都町2丁目2番26号成和ビル2F

4124 スナック　母（HAHA） 千葉市中央区新宿2丁目2番11号新宿ソシアルビル4F

4125 酒場　群青 千葉市中央区本千葉町4番11号久本ビル1階

4126 かのん　（花音） 千葉市中央区富士見1丁目10番5号FTビル5B

4127 ローヌ 千葉市中央区中央3丁目15番2号

4128 カラモンジョイ 千葉市花見川区幕張町5丁目481番地3

4129 美味ものづくし　古今東西 千葉市中央区中央3丁目5番7号千葉中央ハイツ2階

4130 うまい魚と旨い酒　うおはな 千葉市中央区富士見1丁目10番4号1F

4131 パブレストラン　トミー 千葉市美浜区幸町2丁目19番34号

4132 Ethnic Cafe＆Bar　AXELA 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1バーズモールC-6

4133 CLUB　Duo 千葉市中央区富士見2丁目23番6号KAN　BLDG3階A号室

4134 手羽唐　旨もん　手羽市本千葉店 千葉市中央区長洲1丁目23番6号

4135 Cafe’Restaurant　Le　Lien 千葉市緑区あすみが丘7丁目35番地10-1階

4136 スナック　ひまわり 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル3F

4137 ホルモン闇番長　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号

4138 カラオケスナック　花園 千葉市花見川区花園2丁目10番2号

4139 スナック　ディオール 千葉市緑区誉田町2丁目5番地

4140 CLUB　JIGEN 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆきナインビル5階501号

4141 Lounge　梅春 千葉市中央区富士見2丁目17番10号A-1ビル3FB店舗

4142 酒・お食事処　和食　和食や 千葉市中央区出洲港1番4号

4143 パブ　伊万里 千葉市若葉区千城台北1丁目25番8号

4144 ことこと 千葉市若葉区千城台南4丁目5番4号カトレヤハイツ業務棟1階101号室

4145 居酒屋　愛ちゃん 千葉市中央区新千葉3丁目7番20号

4146 居酒屋ユーワク 千葉市中央区松ケ丘町266番地

4147 居酒屋　たか 千葉市中央区院内1丁目17番2号斉藤第2ビル

4148 大衆酒場　ちばチャン 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンF棟1階

4149 居酒屋　レストラン　しゃひん 千葉市若葉区若松町432番地29

4150 しょんた高根 千葉市若葉区高根町980番地7

4151 居酒屋こころ 千葉市中央区東千葉3丁目1番12号

4152 花あかり 千葉市花見川区幕張本郷1丁目13番8号相栄プラザ101号

4153 すみ処　凛 千葉市中央区長洲1丁目25番6号

4154 お好み焼き　ぎおん 千葉市中央区中央1丁目2番3号1階

4155 スケアクロウ 千葉市中央区富士見2丁目12番5号富士見2丁目ビル2F

4156 カラオケ　茂枝 千葉市緑区誉田町2丁目20番地645

4157 紅愛 千葉市中央区道場北町316番地

4158 鳥繁 千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番9号

4159 海鮮居酒屋　ちむ 千葉市花見川区幕張町4丁目620番地

4160 膳や 千葉市中央区弁天4丁目10番9号

4161 オビターズ 千葉市中央区栄町29番5号FCビルANNEXⅡ3F

4162 手羽唐・旨もん　手羽市千葉中央店 千葉市中央区中央4丁目3番1号サガワビル1階

4163 カラオケ喫茶　わ 千葉市若葉区都賀5丁目2番11号102

4164 ラウンジ　ジョアン 千葉市中央区要町15番10号

4165 炙りや　笑多 千葉市若葉区西都賀3丁目9番3号

4166 ピロポⅡ 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル2F

4167 養老乃瀧　都賀店 千葉市若葉区都賀3丁目4番5号

4168 野菜巻き串　とことん 千葉市中央区新町19番地11Nビル1F

4169 のみ・くい処　さんきゅう 千葉市中央区道場北町316番地

4170 カラオケ　ききょう 千葉市中央区道場南2丁目15番8号伊東ビル1階

4171 みんなの居酒屋　ありがとう　西千葉店 千葉市稲毛区弥生町2番21号

4172 Scottish　BAR　Stray　Sheep 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第一213号

4173 ゆう 千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番11号アズール稲毛1階

4174 ニュー・ローク 千葉市中央区春日2丁目16番8号

4175 旬の酒肴　加門 千葉市中央区本千葉町8番2号

4176 小さなスナック 千葉市稲毛区六方町52番地1

4177 パラダイス 千葉市中央区栄町9番11号ゴールデンプラザ3F（301）

4178 居酒屋　磯舟 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番10号

4179 手羽唐　旨もん　手羽市西千葉店 千葉市中央区春日2丁目25番3号千寿ビル1階

4180 居酒屋　あいづ 千葉市中央区白旗2丁目20番5号

4181 焼鳥＆日本ワイン眞真 千葉市若葉区西都賀3丁目1番10号

4182 焼肉レストラン　フェニックス 船橋市海神町2丁目237番地

4183 シリザ南インド料理店 船橋市二和東6丁目32番13号

4184 総本家　元祖　炭火焼　ホルモン　いくどん 船橋市習志野台1丁目12番1号平田マンション　105

4185 海老そば　まるは 船橋市本町1丁目10番7号優芳舞ビル1F

4186 旬海酒豚　海老重 船橋市西船5丁目2番6号1F

4187 梅乃食堂 船橋市習志野4丁目2番6号

4188 韓美膳 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY南館3階

4189 大華 船橋市大穴南2丁目35番6号

4190 インド料理レストラン　ラジャン 船橋市夏見台1丁目19番10号103

4191 いちます 船橋市行田町49番地1

4192 カレーハウス　CoCo壱番屋　船橋湊町店 船橋市湊町2丁目1番22号ヤノビル1F

4193 有限会社　大黒商事 船橋市二和東6丁目16番11号

4194 金魚屋 船橋市本町5丁目1番5号

4195 anu 船橋市習志野台2丁目49番12号

4196 今日和　船橋店 船橋市本町2丁目1番1号

4197 香宴亭 船橋市湊町2丁目4番1号



4198 ワインと泡の店　33 船橋市本町4丁目41番29号ライオンビルB1

4199 エルヴの森 船橋市南三咲2丁目5番7号フォレスト御滝工　101

4200 田舎料理　さとう 船橋市夏見4丁目30番11号

4201 びすとろ 船橋市本町5丁目7番6号101

4202 香港料理飲茶　珍味苑 船橋市前原西8丁目2番3号

4203 ビッグテキサス　船橋 船橋市本町2丁目11番12号

4204 焼肉やまと　船橋本店 船橋市夏見1丁目8番28号

4205 山浦鮨 船橋市本町4丁目2番3号

4206 とんかつ　あられ　茶屋 船橋市本中山7丁目14番5号

4207 bar　de　España　ALETEO 船橋市習志野台2丁目49番18号マルトミ第11ビル　3F

4208 シタル 船橋市習志野台2丁目6番11号

4209 スタンド　バイ　ミート 船橋市本町4丁目45番15号

4210 みそ膳　原木中山店 船橋市本中山7丁目7番1号

4211 風音 船橋市本中山3丁目14番22号

4212 鉄板焼ステーキ　さくら亭 船橋市高根台1丁目8番1号高野内ビル2F

4213 Per　Ora 船橋市北本町2丁目44番12号第三金子ビルS1

4214 伊酒リア 船橋市習志野台3丁目2番2号棟105号

4215 吟家 船橋市咲が丘1丁目6番4号

4216 焼定　もとび 船橋市本町1丁目7番2号

4217 キッチン　おかもと 船橋市高根台7丁目13番6号

4218 ホテル　レモンツリー 船橋市東船橋4丁目40番7号

4219 酒唄スタジオ　亜美 船橋市三山4丁目31番5号

4220 酒処　かづ 船橋市三山4丁目31番5号

4221 居酒屋　紀之家 船橋市三山7丁目8番3号

4222 花ざわ 船橋市夏見台2丁目3番18号

4223 けん太 船橋市習志野5丁目1番9号

4224 つぼみ 船橋市習志野台6丁目4番18号

4225 居酒屋　小梅 船橋市松が丘3丁目4番23号

4226 DINING　BAR　IRIE 船橋市西習志野4丁目1番3号2階

4227 Dining　暖区 船橋市西船4丁目19番8号

4228 PUB・SNACK　スミレ 船橋市西船4丁目22番11号北川ビル2階202号

4229 庄や　西船橋北口店 船橋市西船4丁目28番1号

4230 グリーングラス 船橋市前貝塚町422番地6

4231 club　Emile 船橋市前原西2丁目12番11号ノバビル4階

4232 ソレイユ 船橋市前原西2丁目12番6号東横インホテルB1

4233 居酒屋　藤四六 船橋市前原西5丁目17番6号102

4234 酔ごころ 船橋市大穴南2丁目6番6号

4235 Snack　owl-あうる 船橋市南本町3番10号

4236 大衆料理　「あんこう」 船橋市浜町1丁目6番5号棟108号室

4237 スナック　葦 船橋市本中山2丁目23番10号

4238 さかな家 船橋市本町2丁目13番12号

4239 風の子 船橋市本町2丁目27番15号

4240 ユリシーズ 船橋市本町2丁目29番4号三嘉ビル2F-201

4241 コパン 船橋市本町4丁目16番31号

4242 エルバルコ 船橋市本町4丁目16番36号

4243 ARROWS 船橋市本町4丁目39番6号三光ビル　2F

4244 時の居酒屋　刻 船橋市本町4丁目3番21号

4245 エベレスト 船橋市本町6丁目2番10号ダイアパレスステーションプラザ船橋

4246 居酒屋　蛍 船橋市本町7丁目5番5号

4247 KIRA　KIRA 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル302号

4248 ビビアン 船橋市本町4丁目39番10-2階

4249 新助 船橋市本町4丁目40番3号

4250 爺 船橋市習志野台1丁目1番7号ユニゾンビル1F

4251 大とら 船橋市本町5丁目6番19号

4252 花 船橋市咲が丘4丁目3番6号

4253 パブ　ニューメロディー 船橋市本町4丁目42番4号

4254 鳥文 船橋市本町2丁目23番5号大塚ビル1F

4255 熊猫餃子商店 船橋市習志野台1丁目18番6号満ビル102号

4256 ふれあいゆき 船橋市新高根1丁目12番15号

4257 Final　Cross 船橋市宮本2丁目13番8号

4258 Caro　Dining 船橋市前原西2丁目5番4号

4259 串焼酒場　鳥汰 船橋市本町7丁目9番5号

4260 カラオケ喫茶　ベコチャ 船橋市大穴南5丁目24番17号

4261 武居 船橋市海神2丁目23番32号

4262 粉者 船橋市本町1丁目12番22号タカナミビル3・1F

4263 海亀 船橋市前原西2丁目32番10号2F

4264 居酒屋　ひでみ 船橋市三山8丁目25番5号

4265 居酒屋　小夜 船橋市本町7丁目4番13号アイケイビル1階

4266 居酒屋　圭ちゃん 船橋市西船3丁目4番5号

4267 Girl’s　Bar　ハイビスカス 船橋市本中山2丁目22番13号プラザレジデンス中山2階201号室

4268 居酒屋　たかはし 船橋市丸山3丁目3番1号

4269 B．B．Q　rave　kitchen　Mediterraneo　CASA　Tsudanuma 船橋市前原西2丁目1番5号

4270 居酒屋　章 船橋市咲が丘3丁目27番14号

4271 スナック蓮 船橋市湊町2丁目14番25号

4272 タイ屋台料理アジア食堂ジェーン 県内一円

4273 Beer　Pub　Anco 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ　101

4274 居酒屋　絆 船橋市二和西6丁目26番28号

4275 キッチン　なお 船橋市本町4丁目43番14号クロシェットビル103

4276 炭火串焼たまり　KEEMACURRYおさるのカリー 船橋市前原西2丁目15番21号あづまビル3F

4277 BAR　OWL 船橋市前原西2丁目12番11号ノバビル5F

4278 Karaoke　Bar　FJ 船橋市本町1丁目11番7号

4279 Zephyr 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル1階102号室

4280 ノーリンズ 船橋市本町1丁目15番3号

4281 club　make　merry 船橋市本町4丁目3番5号大西園ビル6階



4282 船橋市夏見台1丁目1番16号

4283 Mighty　Line 船橋市印内町564番地1島田ビル4F

4284 やきとり　ヤダちゃん 船橋市本中山2丁目15番11号

4285 MC’S 船橋市高根台7丁目14番1号アルテハイム高根台

4286 かっぽう　かとう 船橋市宮本5丁目13番19号

4287 Bar　神龍 船橋市咲が丘1丁目34番14号

4288 八起 船橋市咲が丘3丁目21番1号

4289 池　田　屋 習志野市谷津4丁目4番13号

4290 パブラウンジ　ちはる 習志野市津田沼4丁目9番16号3階

4291 葉菜 八千代市勝田台1丁目13番32号MTビル1F

4292 洋風居酒屋　シルクロード 習志野市東習志野1丁目5番13号

4293 エベレストカレーハウス1 八千代市八千代台南1-7-1尾崎ビル2F

4294 わかなカフェ 鎌ケ谷市中沢1021番地1

4295 居酒屋　暮六つ 習志野市実籾1丁目4番1号

4296 だるまさん 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目13番24号

4297 しずく 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目23番5号

4298 麺処力丸 習志野市実籾1丁目2番15号興和実籾ビル1階B号室

4299 居酒屋　もり 習志野市津田沼6丁目12番4号プレミールS

4300 Pizzeria　e　TrattoriaCaffe　Concerto 八千代市ゆりのき台5丁目1番4号アルバ八千代1F

4301 居酒屋　民榮 八千代市大和田新田113番地5号

4302 れのん 鎌ケ谷市東道野辺6丁目4番85号

4303 クゥンクワン 八千代市勝田台北1-2-1比良田店舗2FR

4304 彦一 八千代市勝田台北1丁目3番9号

4305 うなぎ割烹　宮川 八千代市八千代台北16丁目16番12号

4306 居酒屋けんちゃん 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-21

4307 横浜家系ラーメン　吟家　八千代店 八千代市村上1245

4308 居酒屋　カツヒコ 習志野市実籾5丁目24番3号

4309 養老乃瀧　新習志野 習志野市茜浜2丁目1番8号

4310 麺屋小鉄 八千代市米本1910番地18

4311 博多亭　司 習志野市津田沼6丁目14-28-103

4312 喫茶スナック　沙音留 鎌ケ谷市北中沢2丁目1番22号

4313 居酒屋　古都 習志野市谷津1丁目11番8号

4314 テキサス　津田沼 習志野市津田沼2丁目6番34号

4315 焼肉レストラン赤門　勝田台店 八千代市勝田台1丁目13番12号

4316 よこ田 八千代市保品1915番地116

4317 味ごころ　路 八千代市八千代台西1丁目6番6号ニューハウスビル1F　B号室

4318 居酒屋　つちの子 八千代市八千代台東1丁目10番12号竹内ビル1F

4319 旬彩居酒屋　おか田 八千代市勝田台1丁目4番16号

4320 和食レストラン　とんでん　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目7番33号

4321 居酒屋　あきちゃん 鎌ケ谷市南初富3丁目4番2号

4322 らーめん　パンケ 八千代市八千代台北1丁目9番3号

4323 チャーム 八千代市八千代台南1-4-10キューブ7-101

4324 焼肉レストラン赤門　八千代台店 習志野市東習志野5丁目16番16号

4325 ニュー　ひろ 八千代市八千代台東1-6-8渡辺ビル1-101

4326 心音 八千代市勝田台1丁目17番1号須田ビル4F-A

4327 旬菜処　たけ 習志野市大久保3丁目7番15号

4328 松利 習志野市実籾4丁目1番1号マカベビル1F

4329 大衆割烹　居酒屋　みつるゆりのき台店 八千代市萱田2255番地12

4330 ガガル八千代台南店 八千代市八千代台南1-5-14

4331 呑みくい処　琴豚 八千代市勝田台1-6-1太陽の森マンション103号

4332 清ちゃんらーめん 八千代市勝田台1丁目39番25号

4333 酒処　かぐら 八千代市勝田台1丁目5番12号

4334 季節料理　あきた 習志野市谷津5丁目5番15号

4335 炭火焼肉　一匠 八千代市島田台1188番地9

4336 OHANA 八千代市八千代台東1-17-7八千代シティプラザB-6

4337 ナイトスポット　COCO 八千代市勝田台1-5-25-2F

4338 居酒屋　三鶴 八千代市八千代台南1丁目6番石井ビル　1階

4339 ガガルスパイス 八千代市勝田台1-16京成サンコーポ勝田台E棟109号

4340 クニーズ 習志野市津田沼1丁目10番41号津田沼10番ビル2F　205号

4341 みんなの店　プラスワン 習志野市大久保3-9-12-1F

4342 鈴の玉 八千代市八千代台南1丁目4番10号キューブセブン401号

4343 秀　鮨 習志野市東習志野3丁目1番4号

4344 焼肉　凱旋門　村上駅前店 八千代市村上南5丁目1番5号

4345 暖 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-1-54

4346 居酒屋　ドン底 八千代市八千代台西1-1-12-1F

4347 マンドリン　ハンバーガーキッチン 習志野市大久保3-13-12-101

4348 有限会社　たから亭 鎌ケ谷市初富800番地634

4349 すし海鮮うまいもんやごかん磯貝　勝田台店 八千代市勝田台1丁目19番3号

4350 旬野菜　家庭料理エル 鎌ケ谷市くぬぎ山5-2-1伊藤ビル103号

4351 四季のすし　銀波 市川市新田5丁目18番11号双葉ビル　101

4352 クアアイナ　イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ　275

4353 中国ラーメン　華風伝 市川市妙典4丁目9番12号101

4354 鮨会館　林屋 市川市真間2丁目10番11号

4355 鳥山家 市川市富浜2丁目6番1号

4356 Ber’s　Bar 市川市八幡2丁目6番18号第3ダイヤモンドマンション地下1F

4357 和食たつろく 市川市新田5丁目7番13号秀栄ハイツ101

4358 まちのひ 市川市高石神36番5号竹中荘2号

4359 麺屋　よしすけ 市川市行徳駅前2丁目13番14号

4360 スナック　おにぎり 市川市市川南1丁目6番15号105

4361 おんごろ屋 浦安市猫実5丁目12番12号アーバンホーム吉茂102

4362 割烹　白浜 市川市欠真間2丁目19番25号

4363 どんぐり 市川市市川南1丁目5番13号

4364 China　Kitchen　楓 市川市市川南3丁目14番3号

4365 居酒屋　よっちゃん 市川市行徳駅前2丁目18番5号



4366 市川食堂 市川市市川南1丁目1番1号ザタワーズイースト207

4367 日本酒バル新家 市川市八幡2丁目13番16号しなだや2F

4368 焼肉レストラン　ソウル 浦安市弁天2丁目3番1号

4369 居酒屋　かすが 市川市欠真間2丁目19番18号

4370 漁火 市川市高石神36番地5

4371 La Picada de tres 浦安市当代島1丁目3番10号

4372 FLAT 市川市八幡2丁目15番17号菊地愛甲ビル4F（401）

4373 大衆酒場　大ちゃん 市川市行徳駅前2丁目12番15号

4374 川松　駅前店 市川市市川南1丁目10番1号ザ・タワーズウエスト105

4375 Chef's NaNa 市川市南八幡3丁目8番8号菅沢ビル1階

4376 江戸前イタリアン　粋 市川市八幡2丁目7番8号一番街田中ビル2階

4377 カラオケ＆居酒屋　Q-ZEN 市川市曽谷2丁目3番2号

4378 吉野鮨 市川市八幡2丁目13番8号

4379 油そば雷神 市川市市川1丁目9番17号

4380 マリノステリア　本八幡店 市川市八幡2丁目12番5号

4381 居酒屋　まゆみ 市川市南行徳4丁目1番6号第一ウスイコーポ　A号

4382 酒処　やっちゃん 浦安市北栄2丁目4番13号北栄ハイム

4383 道産子 市川市新田4丁目9番21号

4384 居酒屋　のぶし 浦安市富士見1丁目11番23号

4385 もつ焼かっぱ 市川市市川1丁目8番13号Y．H　Dreaming101号室

4386 素地屋 市川市新田4丁目17番14号

4387 鮨處　ふる谷 市川市市川1丁目8番10号たつみビル1F

4388 モア　純 浦安市北栄2丁目21番14号

4389 炭火焼肉　大昌苑 市川市市川南1丁目7番25号

4390 PASTA　303　NERO 市川市新田4丁目9番16号

4391 居酒屋　みなみ 市川市本塩21番2号

4392 INDIAN RESTAURANT SAMJANA 市川市南八幡5丁目17番10号

4393 麺場　田所商店 市川市関ケ島15番地11

4394 藤乃（小料理） 市川市大野町3丁目1697番

4395 K 市川市堀之内3丁目30番12号

4396 萬龍飯店 浦安市当代島1丁目1番4号

4397 お食事処　飲み処　ワンコイン500 市川市市川3丁目29番7号KSビル201

4398 居酒屋　真梨奈 市川市行徳駅前2丁目8番15号

4399 YAMA 市川市市川2丁目1番12号SAPイチカワ2-104号

4400 本八幡らーめん　輝宗 市川市南八幡4丁目4番22号グリーンターフ1F

4401 寿司処　和かな 市川市南八幡3丁目5番5号

4402 ラーメン専門店すずらんラーメンとみざわ 市川市行徳駅前2丁目8番16号

4403 クラブ　ルージュ 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ115

4404 鳥正 市川市市川南1丁目5番16号

4405 牛角　市川店 市川市市川1丁目4番17号アクティオーレ市川3F

4406 鈴源 市川市南大野2丁目2番36号

4407 からいや 市川市塩焼2丁目1番4号

4408 舞　千房　イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ　3F

4409 YY 市川市南八幡5丁目1番3号グリーンターフ駅前2F

4410 有限会社　とんかつ双葉 浦安市堀江1丁目34番38号

4411 炭火串焼　また吉 市川市真間2丁目19番1号

4412 淑女　ピュアハウス　OCEAN 市川市南八幡4丁目3番7号グリーンターフ南八幡第Ⅲ2階店舗E

4413 Cafe ＆ Dining　Kuriya 市川市行徳駅前1丁目9番5号ニュー行徳第4　1F-A

4414 カラオケハウス　ロイヤル 市川市伊勢宿9番地16号

4415 蕎麦ダイニング凛 市川市八幡3丁目7番2号moto．8　1階

4416 豊栄鮨 市川市北方3丁目11番1号

4417 うらやす　鮨　凛 浦安市当代島3丁目2番17号コープ新浦安1F101号

4418 喰い処　やま志な 市川市国分1丁目5番10号

4419 縄暖簾　行っ徳 市川市行徳駅前2丁目12番5号

4420 木戸番 市川市南八幡3丁目7番19号大和ビル1F

4421 鮨　柿ざき 市川市八幡2丁目14番11号

4422 AzitO 市川市原木1丁目1番20号

4423 今日海飯店 市川市福栄3丁目10番5号

4424 金京飯店 市川市南八幡4丁目6番18号クレストビル1階

4425 Asian　Heat 市川市八幡2丁目14番12号北口横丁ビル　1-A号

4426 ラウンジクラブ　シャイ 市川市八幡2丁目14番7号-201

4427 ホルモン豚屋 市川市行徳駅前2丁目25-15

4428 とりまさ 市川市南八幡4-6-13

4429 Italian　KitchenVANSAN　イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4F

4430 中華料理　ハルビン餃子　行っ徳 市川市行徳駅前2丁目8番17号

4431 ピッツァ　サルバトーレ　クオモ浦安店 浦安市北栄1丁目2番22号

4432 カレーハウスCoCo壱番屋東京メトロ行徳駅前店 市川市行徳駅前1丁目24番1号1

4433 居酒屋　てんてん 市川市宮久保4丁目1番20号

4434 香蘭 市川市東菅野5丁目13番15号

4435 花旬庵 浦安市入船1丁目1番1号アトレ新浦安　2F

4436 居酒屋ゆんたく 市川市湊新田1-6-18

4437 ラウンジ　re：Z 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136　4階403号室

4438 大戸屋　イオン市川妙典店 市川市妙典4丁目4番1号イオン市川妙典3番街　1F

4439 Arista 市川市市川南2丁目1番13号

4440 BAR748 市川市福栄1-17-8-102

4441 灑落 市川市南行徳1丁目19番2号サイラク　1F

4442 酒場　琴 浦安市猫実2-21-1リバーリッチ第一川富ビル1F

4443 Hanaの木 市川市大和田4丁目1番2号トーヨーマンション2号棟102号室

4444 味処　きまっし 市川市南八幡4-7-6本八幡ダイヤモンドマンション201

4445 呑み処　秀 市川市幸1-13-1

4446 Relaxing　Bar　HANABI 市川市南八幡4丁目4番7号プリンスビラ1F

4447 家庭料理と酒肴　ともちゃん 市川市北方1丁目9番11号

4448 焼肉ここから　本八幡店 市川市八幡2丁目4番11号シティパルもとやわた1階

4449 焼肉レストラン赤門　本八幡店 市川市北方2丁目28番20号



4450 ナナタイストアー＆タイレストラン 市川市湊新田2-6-4モロマンションB102

4451 海風 市川市南行徳1丁目22番8号東ビル15-3F-B

4452 吾作寿司 市川市鬼高1丁目7番7号

4453 PUB ＆　SNACK　JOY 市川市行徳駅前1丁目27番21号大日ビル3階

4454 スター 市川市南行徳1丁目16番18号

4455 サンライズ 市川市南八幡4丁目7番14号夕月ビル1F

4456 Seagull 浦安市当代島1-3-30ビッグウエスト浦安ビル602

4457 焼肉　赤煉瓦 松戸市小金きよしケ丘3丁目20番地2

4458 カラオケ喫茶　なごみ 流山市西初石3-100-21

4459 マジョリカ 松戸市大橋413-3

4460 龍鳳館 我孫子市湖北台1丁目12番18号

4461 居酒屋　ふじ 松戸市日暮1丁目5番地7飯島ビル1階

4462 若 我孫子市湖北台1丁目13番21号

4463 やよい 松戸市西馬橋蔵元町197-1

4464 桜寿し 流山市平和台4丁目1番23号

4465 あき 松戸市五香南2-31-8

4466 とらチャン 流山市加6-1580-1

4467 すづ嬉 松戸市常盤平5-24-18

4468 季 松戸市殿平賀82番地

4469 らーめん味咲 松戸市六実4-5-5

4470 Sama　Sama　Warung 松戸市常盤平5丁目17番地10シャルネ95　1F

4471 カラオケ喫茶＆スナック　K＆K 松戸市栄町6丁目448番地4

4472 鉄板ダイニング　きてや 松戸市新松戸1-216-1

4473 おとゝ屋 松戸市新松戸6丁目203番地

4474 Throbber 松戸市東平賀313-2松本ビル3階B

4475 彩貴食堂 松戸市殿平賀195

4476 だいにんぐ　どりんか 松戸市新松戸1丁目227番地

4477 三角屋 松戸市六実5丁目25番地7

4478 居酒屋　ゆり 流山市鰭ケ崎1485番地10

4479 ㈲華苑飯店 松戸市新松戸1丁目431番地

4480 根ぎし 松戸市上本郷859番地9

4481 居酒屋　じゅん 流山市鰭ケ崎1485番地8

4482 鉄板焼　小島 松戸市新松戸南1丁目296番地7

4483 しゃぶしゃぶ温野菜松戸北小金ボウル店 松戸市根木内249-7-1F

4484 らーめん．麺ズクラブ流山インター店 流山市中野久木428番地2

4485 らーめん居酒屋　たつみ 流山市西初石3丁目100-21

4486 永吉 松戸市仲井町3-1渡辺ビル103号

4487 し　の 松戸市緑ケ丘1丁目81番地3

4488 モリエール 松戸市上本郷4068宏和ハイフォーム1F

4489 居酒屋　さち子 流山市江戸川台東1-75-2

4490 レストラン　セリーヌ 松戸市栄町7丁目514番地

4491 大創苑 流山市南流山7-32-3

4492 居酒屋割烹　しずこ 松戸市栄町7丁目578番地

4493 妙子　TAEKO 松戸市樋野口564番地2

4494 食彩・酒処　和輪 流山市西初石4丁目110番地17

4495 韓楽亭 松戸市根本71-2

4496 夢花 流山市西初石3丁目103番地9

4497 居酒屋　綾 流山市東深井408番地2

4498 昇龍 松戸市新松戸2-21

4499 バラード 松戸市新松戸南2-350

4500 味処　ひかり亭 松戸市古ケ崎4-3480

4501 ディーハート 流山市南流山4-15-1アップル01号

4502 和楽 松戸市西馬橋1-7-3

4503 ホル元 松戸市二ツ木285番地

4504 ペパーミント 松戸市常盤平2丁目24番地2B-4

4505 居酒屋　美さと 松戸市本町14-9

4506 紫福坊 松戸市日暮1-1-1新京成電鉄八柱駅第二ビル3F　B号室

4507 やきとり京ちゃん 松戸市栄町西4-1218-3

4508 ニカ　カレーショプ 松戸市新作384番地

4509 樹々 松戸市八ケ崎3丁目1番5

4510 のみ処　かっぱ 松戸市高塚新田135-1

4511 13湯麺（カズサントンミン） 松戸市五香5丁目1-1

4512 しゃぶしゃぶ海鮮料理　志ぶや 我孫子市緑1-1-6

4513 炭火焼肉　しちりん五香西口店 松戸市常盤平5丁目11番地10本田ビル101

4514 フリーサンライト 流山市西深井653

4515 月の記憶 流山市美原4-1205

4516 未知 松戸市新松戸2丁目15番地2フリテンビル2F

4517 居酒屋　匠海 松戸市新松戸2-15-2フリテンビル1F

4518 ゆず 松戸市栄町8-696-1

4519 居酒屋　道子 松戸市中和倉131-3

4520 パブスナック　K 松戸市日暮2-2-8勝照ビル3-C

4521 凛 松戸市稔台1-15-19シャリム川上1F0001号

4522 百円酒場135（中華居酒屋） 松戸市新松戸2-31-2若柴ビル2F

4523 串焼家族　ちゃぶだい 松戸市松戸新田575-20須藤ビル1F

4524 かぶき屋 松戸市新松戸3-242-2

4525 CASA　ISHII 松戸市松飛台204-10

4526 酒のほそみち　稲穂 松戸市上本郷618-1松戸第八マンション112-B

4527 カラオケスナック　アマポーラ 松戸市上本郷900番地松丸ビル2F

4528 焼肉　三味園 松戸市根本89

4529 居酒屋ゆみ 松戸市本町15-13

4530 DINING　BAR　RUSH 松戸市西馬橋蔵元町153フジコーポ1F

4531 炭火焼　海鮮料理　ふらり 流山市南流山3-1-13ドミールタカハシ101

4532 香港料理　家 松戸市松戸新田557-11

4533 肉割烹加賀屋 松戸市横須賀2-20-4



4534 けまり 流山市江戸川台西2丁目146

4535 功 松戸市根本57-10

4536 立花 松戸市松戸1230ポンテビル1F

4537 じゅうにねん 松戸市本町1-12日発ビルB1F

4538 居酒屋　ひなげし 松戸市上本郷900松丸ビル1F

4539 スナック　耀　かがやき 松戸市日暮2-2-8勝照ビル3F-A

4540 串焼　ぼー屋 松戸市松戸新田582-1花日和みのり台店舗103号

4541 CLUB　Ryan 松戸市日暮2丁目2-10小田ハイツ1階B号室

4542 居酒屋　たまゆう 我孫子市中峠台4番地17岩井ビル102

4543 汐華 松戸市稔台1-14-3サテライトビル1F

4544 喫茶　ブーケ 松戸市高塚新田269

4545 パパラッチ 松戸市常盤平5-11-5

4546 備長炭火ホルモン焼しちりん初石駅前店 流山市西初石3丁目103-14-1F

4547 居酒屋　つか 松戸市松戸新田577-37

4548 居酒屋　はな 流山市江戸川台西2-111-2

4549 千廣 松戸市五香南1-13-8

4550 気楽家 松戸市松戸新田575-22第一水野ビル202号

4551 酉祐 松戸市稔台7-13-2第3山田ビル105

4552 居酒屋　秋乃葉 松戸市上本郷908-3コスモシティ北松戸1F

4553 スナック　橋 松戸市西馬橋蔵元町186

4554 大　福 松戸市日暮5-181

4555 焼肉ホルモン　ジャンジャン 松戸市三矢小台4-14-26

4556 居酒屋　こころ 松戸市栄町8-696-1

4557 有限会社　味好飯店 我孫子市湖北台10丁目15番26号

4558 ソナタ 松戸市小根本20番地の3井上ビル2階

4559 COFFEEPUB　ふれんど居酒屋　駒 松戸市西馬橋幸町35番地木村ビル2F

4560 鮨　藤 松戸市稔台7-62-1

4561 PETIT　プチ 松戸市大金平3丁目164番地10

4562 居酒屋　このた 流山市江戸川台東2-80-2

4563 家庭料理　みなみ 流山市南121-2

4564 一心水産 松戸市日暮1丁目1番2号八柱駅第1ビル　1F

4565 お食事処　味さわ 松戸市上本郷900番地松丸ビル1F

4566 らーめん大　我孫子店 我孫子市白山1-7-7

4567 津山 松戸市小金原2-14-5

4568 焼肉レストラン　安楽亭　南流山店 流山市南流山1丁目21番20号

4569 悠楽庵 我孫子市新木1549-4

4570 焼肉レストラン安楽亭　みのり台店 松戸市稔台8-1-2

4571 居酒屋　秀ちゃん 松戸市小金原6丁目12番地2

4572 和友 松戸市五香南2-18-4

4573 酒処　寿 流山市松ケ丘1丁目462番地108

4574 ローズジャンケンケバブ 松戸市新松戸1-482森谷ビル1階

4575 nice・・ 松戸市小根本20-6

4576 レインボー 松戸市西馬橋3-2-2田川ビル101

4577 スナック　泉 松戸市松飛台160番地19

4578 居酒屋　えつこ 流山市東深井23-3

4579 曙食堂 我孫子市つくし野7丁目16番地10号

4580 めだか 松戸市栄町3丁目193番地7

4581 小料理　ちょっと 松戸市根本62伊藤ビル1F

4582 中華料理　福新 松戸市紙敷1519番地24

4583 酒楽食場　だんらん 我孫子市布佐平和台1-1-101

4584 One　Table 松戸市常盤平陣屋前1-13第2高橋ハイツ101

4585 ムーンライト 松戸市根本461弁天会館2F

4586 韓国料理居酒屋　ニュー　バッカス 松戸市小金原1丁目4番地13

4587 寿し　魚料理　春駒 流山市南流山3丁目1番2号

4588 トラットリア　パーチェ 松戸市北松戸2-18-6オビビル102

4589 居酒屋しんでん 松戸市高塚新田135-6

4590 百里佳 松戸市五香西1丁目27番地6

4591 居酒屋　GUI呑 松戸市新松戸1丁目481番地ピアビル1F

4592 くつろぎ処　おもや 野田市木間ヶ瀬727番地7

4593 HoTPoT 野田市木間ケ瀬5423番地1

4594 ベイビーズ　ブレス 野田市岩名2丁目28番地26号

4595 ラーメン 紅葉 野田市岩名2丁目7番13号

4596 カラオケ　桜 野田市清水431番地4

4597 居酒屋　真心 野田市野田787番地10-103

4598 中華料理　久世亭 野田市古布内1493番地1

4599 スナック　しゃ蘭 野田市尾崎837番地9

4600 寿 野田市古布内990番地11

4601 定食・お弁当　ゆたか 野田市野田808番地

4602 酒処　まんさくの花 野田市木間ケ瀬4056番地

4603 のだ温泉　ほのか 野田市花井1丁目1番地2

4604 お食事処　宮 野田市清水607番地14

4605 カラオケ居酒屋　愛 野田市尾崎837番地9

4606 有限会社　泉亭 野田市中野台265番地

4607 居酒　ボン 野田市山崎1331番地74

4608 ニューエンゼル 野田市野田775番地

4609 やまふじ家 野田市中野台106番地1

4610 そば処　喜むら 野田市関宿台町2111番地

4611 末広 野田市木間ヶ瀬481番地1

4612 スナック檸檬 野田市古布内1763番地4

4613 Karaoke Bar Sakuya-咲夜- 野田市柳沢36番地5堀越コーポA-103

4614 ラーメン青木亭　野田店 野田市岩名1697番地6

4615 スタジオ　シャイン 野田市尾崎74番地

4616 株式会社大鵬　隆福中華料理店 野田市尾崎848番地の9

4617 円 野田市野田409番地



4618 居酒屋　心愛 野田市中野台791番地

4619 スナック　エンジョイ 野田市野田785番地

4620 焼肉レストラン安楽亭　野田店 野田市横内59番地2

4621 居酒屋　ひばり 柏市南柏1-11-8-102号

4622 SALVATORE　CUOMO＆BAR　柏の葉 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2　ショップ＆オフィスららぽーと柏の葉北館

4623 麺屋ひぶた 柏市篠籠田969-1今泉コーポ1F

4624 旬彩台所513 柏市旭町1-1-8第一関口ビル2F

4625 Trattoria　salta　EVVIVA！ 柏市明原2丁目3番20号廣田ビル1階B号

4626 松㐂寿し 柏市根戸474番地

4627 ホテル　ブルージュ 柏市大青田1555番地1

4628 健康カラオケみなと 柏市大井763番地

4629 タッツァ 柏市柏2-8-21小駒ビル2F

4630 天外天刀削麺 柏市末広町8-18田口ビル102号

4631 NEW　あるま 柏市南柏1-2-6

4632 柏の木 柏市あけぼの5-4-6メゾンポミエス101号室

4633 さか菜や　うみどり 柏市旭町7-3-5

4634 かがり火 柏市明原4丁目5番25号

4635 居酒屋　こぶた 柏市花野井750-18パークハイツ102号

4636 居酒屋　京ちゃん 柏市中央2丁目3番4号

4637 お食事処　いちろく亭 柏市十余二254番地25

4638 おでん・もつ焼　太助 柏市東1丁目1番1号

4639 ガールズダイニングバー　カリフォルニアドリーム 柏市柏2丁目8番16号レイヴェル31-6階

4640 天ぷら磯料理　はな乃 柏市花野井720番地150

4641 食事処・飲み処　のんちゃん 柏市大津ケ丘1丁目46番16号

4642 柏　甲羅本店 柏市旭町4-1-7

4643 タージ・マハル 柏市今谷上町37-1

4644 エビバルEBIZO　柏西口店 柏市旭町1-4-19吉野ビル2階

4645 鮨茶房　たるいち 柏市東逆井1丁目22番18号

4646 べこたん　柏店 柏市柏4-3-7第二常盤ビル

4647 Cottage　Dining　09stars 柏市中央町7-18太陽ビル3F

4648 二八そば　晃市 柏市若柴69番地1柏市卸売市場内

4649 ジャンジャーオ 柏市泉町6番地38

4650 日本料理　真砂家 柏市松葉町7-20-2

4651 竹林苑 柏市十余二249-312

4652 らーめん　ぎょうざ　麺王 柏市南柏1丁目2番3号

4653 竜馬 柏市中央2-4-13

4654 笑 柏市藤心3-3-8

4655 Bar　SunnySpot 柏市東上町7-13-2F

4656 エビス柏総本店 柏市柏3-6-16ワールドスタービルディング

4657 キネマ旬報シアター 柏市末広町1-1

4658 備長炭火ホルモン焼　しちりん増尾東口駅前店 柏市増尾1-2-3

4659 I．B　Diner 柏市若柴277-7中央163街区1

4660 ease 柏市高柳1-5-21

4661 LISA 柏市柏3-3-13ワールドスタービルディング柏3F

4662 カラオケ　ロハス　柏駅東口店 柏市柏3丁目6番30号山野辺ビル2階3階

4663 くつろ木 柏市向原町1-27

4664 Bar　Alpin 柏市柏4-4-16ロイヤルビル2F

4665 Dice 柏市柏4丁目6番3号21世紀第2ビル2F-B

4666 スナック　花梨 柏市中央1丁目5番4号

4667 原価ダイニング　cotoo 柏市柏3-1-9丹羽ビル2F

4668 向日葵 柏市高田1076番地1グリーンハイツマスダ101

4669 銀座ラムしゃぶ金の目柏西口店 柏市旭町1-10-18アサヒセンチュリー1階

4670 居酒屋　ほのか。 柏市豊上町10番地1

4671 焼き鳥　たけちゃん 柏市青葉台2-3-13

4672 寿司茶屋　彦太 柏市旭町1-7-12

4673 丸吉酒場 柏市旭町1-1-21安田ビル5F

4674 いろは下総店 柏市藤ケ谷1614-1

4675 福鮨 柏市柏1-1-10柏葉ビル1F

4676 BAR　M＆M 柏市柏3-3-13ワールドスタービル101

4677 焼肉レストラン　安楽亭　柏旭町店 柏市旭町5-3-43

4678 和さび 柏市千代田1-5-50サンハイムカズ101-1F

4679 熔岩焼肉　牛火 柏市新富町1-2-46魚瀧ビル

4680 スナック　香 柏市柏2丁目11番17号SNビル1階

4681 アダナ　ケバブ 柏市柏1-1-10

4682 ㈲染谷酒店 柏市根戸1827

4683 Boncafe 柏市柏3-3-17銀座会館1F

4684 KICHIRI 柏市柏2-9-17共栄ビル2階

4685 天津菜館 柏市柏3丁目2番12号

4686 道楽 柏市青葉台2-3-5

4687 川王府　餃子軒 千葉市中央区春日2丁目19番9号西千葉西口ビル4号室　1階2階

4688 Jam　Jam 千葉市稲毛区長沼原町585番地5

4689 豚骨ラーメンぜろや 千葉市中央区富士見1丁目8番5号いけざわビル1階

4690 七輪焼ホルモン道場牛坊 千葉市中央区中央3丁目15番6号美波屋ビル2F

4691 ラーメンとん太　浜野インター店 千葉市緑区古市場町415番地1

4692 鯛八鮨 千葉市中央区浜野町687番地

4693 鴻福居 千葉市若葉区都賀3丁目5番10号森田ビル1階

4694 焼肉　炭家 千葉市中央区宮崎町457番地1

4695 Italian Kitchen VANSAN ﾌﾟﾚﾅ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2階　D区画

4696 Bar　Aqui 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番32号

4697 クゥンクワン 千葉市中央区栄町22番13号MIYABIビル8F

4698 イタリア料理　イル　クオーレ 千葉市中央区登戸1丁目13番21号

4699 インド・ネパール・日本料理　スバカマナ 千葉市花見川区幕張本郷2丁目6番22号1F

4700 和食　四季彩 千葉市中央区中央2丁目6番1号鈴木ビル1F

4701 麺屋　よじむ 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号ファーストコーポ101



4702 プリミティヴォ 千葉市花見川区花園2丁目10番14号

4703 Kuhio　Lani 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番14号サンブールC．B小仲台4F

4704 焼肉　十々 千葉市中央区弁天2丁目20番19号

4705 大衆料理　和 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号

4706 イタリア食堂　ドルチェヴィータ 千葉市若葉区小倉町891番地7

4707 鹿鳴春 千葉市稲毛区稲毛東3丁目14番12号

4708 中国料理　味の北京亭 千葉市若葉区小倉台7丁目1番1号岩瀬ビル1F

4709 らいもん 千葉市中央区富士見2丁目24番1号C-One

4710 ダンディ　ライオン 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル2F

4711 レストラン＆バー　MAMMA 千葉市緑区おゆみ野南2丁目8番地1

4712 キャプテンズクック 千葉市花見川区幕張本郷7丁目41番25号

4713 レストラン　ゴブレット 千葉市花見川区幕張町1丁目1328番地5

4714 CONA千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目7番2号鹿島ビルB1F

4715 つた寿司 千葉市中央区大巌寺町278番地2

4716 清ずし 千葉市中央区南町3丁目8番16号

4717 魚道場　三国一 千葉市花見川区南花園2丁目5番18号パディントンハウス　1号室

4718 海鮮餃子　帆船 千葉市花見川区幕張町3丁目845番地5

4719 都庵 千葉市中央区都町1丁目9番2号植草ビル1F

4720 凱旋門　高品店 千葉市若葉区高品町1586番地3

4721 鮨　伊豆屋 千葉市中央区南町3丁目15番9号

4722 ゆで太郎　宮崎町店 千葉市中央区宮崎町700番地1

4723 環七らーめん一天 千葉市若葉区小倉町786番地1

4724 バルサ　東千葉店 千葉市中央区院内2丁目1番1号千内ビル1階

4725 やまや 千葉市稲毛区弥生町2番21号

4726 ナポリの漁師　ぷらっトリア 千葉市中央区新千葉1丁目7番3号CSB新千葉ビル101

4727 華葉軒 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号中央卸売市場C棟2階-148

4728 お食事　けん田 千葉市中央区院内2丁目2番2号

4729 インドレストラン　ガガル 千葉市稲毛区園生町235番地1

4730 刻しらず 千葉市緑区あすみが丘東2丁目1804番地16

4731 ビストロ　イヴローニュ 千葉市中央区中央2丁目2番5号タムタムスクエア3F

4732 鮨　虎 千葉市中央区登戸1丁目22番2号

4733 ともろうJr.幕張店 千葉市花見川区幕張町5丁目157番地4

4734 中華ガキ大将　高品店 千葉市若葉区高品町894番地1

4735 焼肉　東奨 千葉市花見川区畑町446番地69

4736 e’vita 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地2F

4737 仲家寿し 千葉市中央区栄町26番7号

4738 らーめん一家麺小屋 千葉市若葉区西都賀1丁目17番12号

4739 焼肉Dining　一’S　稲毛本店 千葉市稲毛区小仲台2丁目3番3号2F

4740 本場中華麺店　旨麺 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番7号富士ビル102号

4741 ステーキ共和国　幕張大使館　別館 千葉市中央区問屋町1番4号

4742 麺屋　てい司 千葉市中央区登戸2丁目3番15号川村ビル1階

4743 永祥生煎館 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地イオン鎌取店1F

4744 湯の郷　ほのか　蘇我店　ほのかレストラン 千葉市中央区川崎町51番地1スパ棟　1階

4745 湯の郷　ほのか　蘇我店　ほのかカフェ 千葉市中央区川崎町51番地1スパ棟　2階

4746 辰美鮨 千葉市中央区新千葉3丁目13番7号

4747 焼肉　いしび 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張2階

4748 お食事処　天風 千葉市美浜区美浜26番地

4749 凱旋門　武石店 千葉市花見川区武石町1丁目157番地1

4750 白頭山 千葉市花見川区花園1丁目6番5号尾関ビル

4751 （有）若松寿司 千葉市中央区本千葉町7番4号

4752 有限会社　ひょうたん丸中国 千葉市稲毛区稲毛台町34番6号北條店舗1階

4753 中華台湾料理　天天 千葉市中央区中央4丁目3番2号

4754 和食レストラン　とんでん幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目7686番地3

4755 焼肉レストラン　赤門　都賀店 千葉市若葉区都賀4丁目2番5号

4756 カレーハウスCoCo壱番屋　千葉誉田店 千葉市緑区誉田町1丁目139番地33

4757 MomRice（マムライス） 千葉市美浜区高洲1丁目16番58号

4758 （有）鮨仙 千葉市中央区南町2丁目2番9号

4759 ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ日本料理　ﾛｽﾆ　ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ　ｶﾚｰうどん 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号102

4760 鍋ダイニング　ちゃんこ 千葉市中央区新田町11番14号Uビル2F

4761 居酒屋　あや 千葉市中央区南町3丁目1番2号

4762 CLUB　MILANO 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビル3階A号室

4763 はなの舞　鎌取駅前店 千葉市緑区鎌取町787番地3

4764 居酒屋　蘭 千葉市中央区南町3丁目1番13号1階

4765 農家の慶　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目1番地14aune幕張3F

4766 居酒屋　かおる 千葉市中央区南町3丁目1番9号

4767 晴れ晴れ 千葉市中央区富士見2丁目4番5号ピーアーク千葉デジタルタウン4F

4768 とと幸 千葉市中央区富士見2丁目5番15号

4769 BONANZA 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル103

4770 レストランバー　ブリック 千葉市中央区新田町11番15号稲葉ビル1F

4771 串かつでんがな千葉西口店　鉄板酒場鐵一千葉西口店 千葉市中央区新千葉1丁目4番1号ウェストリオ1　1F

4772 ここちカフェ 千葉市美浜区美浜26番地

4773 隠れ家個室　はかた庵　千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目14番6号LHビル千葉中央4F

4774 北海 千葉市中央区仁戸名町535番地8

4775 はなの舞　蘇我西口店 千葉市中央区今井2丁目10番2号第二山一ビル1階

4776 長咲や 千葉市中央区亀井町1番15号ヤトミビル1F

4777 鶏三 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番28号

4778 ろばた焼　ひろし 千葉市中央区浜野町751番地

4779 居酒屋　おいらせ 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地

4780 ガストロパブ　オフィスアワー 千葉市中央区新宿2丁目8番3号トレド新宿101

4781 居酒屋あれこれ 千葉市花見川区千種町329番地5

4782 もつ鍋博多屋　龍のねぐら　葵 千葉市中央区富士見2丁目4番15号第一東和ビル6F

4783 クラブ　琴 千葉市中央区富士見2丁目8番9号バーニングプラザ3階　C室

4784 菜の花 千葉市中央区村田町440番地

4785 ルーナ 千葉市若葉区千城台西1丁目39番1号キューブ5　1-B号室



4786 ラウンジ夢子 千葉市中央区中央3丁目4番13号第16CIビル5階

4787 パブクラブ　薫風 千葉市中央区富士見2丁目19番4号パークスポット100-6F

4788 美娜都 千葉市若葉区多部田町57番地1

4789 粋活酒場　千葉人 千葉市中央区新千葉1丁目6番7号サンハイツ新千葉1階

4790 Club　ensemble 千葉市中央区南町2丁目9番4号マルエイ第6ビル5階

4791 Gyo雷や 千葉市中央区本千葉町4番13号

4792 J-spirits 千葉市若葉区千城台西1丁目38番3号1F

4793 ラウンジ栞 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル5F

4794 酒処　あわ野 千葉市若葉区千城台東2丁目28番1号

4795 のみどころ　恋絆　koiki 千葉市中央区千葉寺町1220番地1

4796 定食＆居酒屋　うさぎ 千葉市緑区あすみが丘1丁目36番地4

4797 MOMOCAFE　東京ベイ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地アパホテル＆リゾート　1F

4798 ラウンジ　グラシア 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ライン中央ソシアルビル4FB

4799 じゃんけん 千葉市若葉区坂月町213番地7

4800 アリエス 千葉市若葉区千城台北1丁目23番16号

4801 NICE 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル101

4802 花の屋 千葉市花見川区花園1丁目8番7号アステージ2番館3号室

4803 MUSIC　BAR　room　gg 千葉市中央区長洲1丁目23番1号エスカイア本千葉2-202

4804 居酒屋　柳 千葉市中央区栄町34番8号宮間ビル1F

4805 Second　Love 千葉市中央区富士見1丁目13番3号進栄ビル6階

4806 スナック　メッセ 千葉市緑区土気町1582番地

4807 寅さん 千葉市若葉区千城台西1丁目38番4号

4808 cafe　STAND 千葉市中央区松波2丁目5番6号いずみビル2F

4809 居酒屋　奈緒紀 千葉市緑区古市場町474番地157

4810 スナック　ココム 千葉市中央区末広2丁目2番17号

4811 ラウンジ零 千葉市中央区院内1丁目17番8号ビラ・アペックス千葉地下1階店舗

4812 RED　ROSE 千葉市中央区富士見2丁目8番6号アイケイビル2F

4813 香蝶 千葉市中央区富士見2丁目17番10号A1ビル3階

4814 Bacchus 千葉市中央区中央3丁目17番1号セントラルタワー1階

4815 アクティバ　笑 千葉市中央区登戸1丁目1番1号K-ワン・登戸ビル2F

4816 和食　鰆 千葉市稲毛区山王町340番地3-1階

4817 Queen　Star 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエアービル3階B号室

4818 とり味遊　本店 千葉市中央区新田町34番20号

4819 金辰 千葉市中央区都町3丁目6番8号植草ビル1階

4820 カラオケ居酒屋「海」 千葉市花見川区幕張町5丁目157番地4

4821 とり遊 千葉市中央区新千葉1丁目6番1号千葉駅ビル第2別館B1

4822 モリンガ 千葉市中央区長洲2丁目9番7号元旦吉日店舗102

4823 CLUB　riche 千葉市中央区富士見1丁目13番8号TSKビル2階201号室

4824 居酒屋　まめや 千葉市中央区院内1丁目5番9号YK11ビル4F

4825 COLORS 千葉市中央区富士見1丁目7番4号富士見ビル3階

4826 小料理　すぎの葉 千葉市稲毛区緑町1丁目20番7号

4827 居酒屋「COCO」 千葉市中央区祐光2丁目11番7号

4828 マチルダ 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル2階2-E号室

4829 ラウンジ　さくら 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号稲毛第1パレス1F

4830 スナック　アカシヤ 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

4831 らんぶる＠TIME 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル6F

4832 居酒屋　のんたん 千葉市中央区仁戸名町712番地13

4833 peach　and　peach 千葉市中央区富士見2丁目21番10号シャインビルⅢ5階B室

4834 スナック　ゆりかご 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第1ビル　209

4835 家庭料理居酒屋しいちゃんの台所 千葉市中央区栄町34番7号

4836 屋根裏処　かま鶏 千葉市緑区おゆみ野4丁目2番地17-2F

4837 やきとり家　すみれ　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

4838 CLUB　CRYSTAL 千葉市中央区富士見2丁目19番4号パークスポット100　8階

4839 手羽亭　遊楽 千葉市中央区富士見2丁目17番4号

4840 スナック　藤 千葉市中央区大巌寺町278番地2

4841 八代 千葉市美浜区幸町1丁目18番5号

4842 天一2 千葉市中央区栄町39番13号イーストセブン千葉中央3階

4843 やきとり　大吉 千葉市花見川区こてはし台1丁目16番6号

4844 Hage 千葉市中央区春日2丁目21番10号西千葉マンションB1FB号

4845 BAR　-0025 千葉市花見川区花園1丁目6番7号原田ビル2F10号室

4846 セピアローズ 千葉市中央区富士見2丁目15番9号A＆FLビル303号

4847 スナック　美美 千葉市中央区登戸1丁目12番6号

4848 cafe　＆　bar　Wing 千葉市中央区富士見2丁目17番11号シャインビルⅡ-1　1F

4849 月 千葉市中央区院内1丁目17番15号ヴィラ・アペックス4F

4850 炭火焼鳥　ていじ 千葉市中央区今井1丁目25番13号

4851 大衆肉酒場　天草や　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張3F

4852 アワーズ 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイヤ本千葉第一203

4853 しちりん 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号エジリビル2F

4854 焼とり　鳥一 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉1F　115号

4855 Marty’s　205 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉第一205

4856 ぽっぽ 千葉市稲毛区長沼町259番地16

4857 Restaurant　bar　Shahin 千葉市中央区栄町25番8号ケイナンビル地下1階

4858 Lounge　Dahlia 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館8階

4859 PECO”PA！ 千葉市中央区栄町41番13号2階201号

4860 日高 千葉市中央区富士見2丁目12番8号さくら井屋ビル1階A室

4861 Connie 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル6階A号室

4862 スナック　隆 千葉市中央区都町1丁目56番8号

4863 小粋処　家族 千葉市若葉区西都賀3丁目20番6号

4864 喫茶スナック　夢 千葉市稲毛区天台5丁目8番18号

4865 きみや 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番16号

4866 千葉LOOK 千葉市中央区富士見1丁目6番2号富士見第2ビル1F

4867 手羽唐・旨もん　手羽市　幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷6丁目24番28号栗林幕張本郷ビル1F

4868 グロウ 船橋市坪井東1丁目14番22号

4869 焼肉　香林 船橋市みやぎ台3丁目4番24号



4870 繁 船橋市本町4丁目43番20号みよしビル1階

4871 串かつでんがな　船橋店 船橋市本町4丁目43番20号nanoビル102号室

4872 龍鳳 船橋市本町7丁目14番11号

4873 三国RYU　四川火鍋 船橋市本町2丁目5番19号

4874 竹亭 船橋市海神6丁目20番23号

4875 トレビ船橋店 船橋市本町1丁目3番1号フェイスビルB1F

4876 慶州 船橋市本町2丁目26番19号

4877 ラーメン　好 船橋市前原西2丁目25番7号アニットビル　1F

4878 トラットリア　カズ 船橋市高根台7丁目18番2号-2

4879 かまくら 船橋市夏見台5丁目13番24号

4880 牛角　西船橋店 船橋市西船4丁目14番12号木村建設工業ビル2F

4881 Ikuko 船橋市高根台6丁目1番6号

4882 寿し処　米善 船橋市本町5丁目8番1号

4883 アジアンキッチンアンドバーヒムツリ 船橋市東船橋4丁目19番26号

4884 どてちん　習志野店 船橋市習志野5丁目6番38号土橋コーポ1F

4885 回し寿司 活 船橋市本町7丁目1番1号シャポー船橋南館4F

4886 ハンバーグ逸品堂 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル102

4887 赤ひょうたん 船橋市習志野台3丁目2番119号

4888 すし旬鮮料理　しゃり膳 船橋市本町4丁目43番5号

4889 マイウー 船橋市高根台7丁目18番2号

4890 和食レストラン　とんでん習志野店 船橋市習志野5丁目2番1号

4891 魚　unLOC 船橋市北本町1丁目4番4号丸伸ビル101

4892 La　Liberta　ラ・リベルタ 船橋市習志野台2丁目9番9号

4893 津田沼　おはこ 船橋市前原西2丁目4番14号2F

4894 活魚　じゃがいも 船橋市本中山3丁目22番10号タツオカビル　103号

4895 クントゥアン 船橋市本町4丁目43番14号202

4896 船橋ガーデン 船橋市本町4丁目44番25号2F

4897 Italian　Kitchen　VANSAN　津田沼店 船橋市前原西2丁目33番7号都築貸店舗

4898 ハヴェリ 船橋市三咲3丁目1番14号

4899 雪ん子 船橋市西船4丁目25番3号

4900 味香園（2号店） 船橋市高根台6丁目2番24号

4901 すし処　向日葵 船橋市本町4丁目39番10号興和第三ビル102号室

4902 カジュアルレストラン　セルクル 船橋市東船橋5丁目16番9号

4903 焼肉　嶋 船橋市三咲3丁目1番14号

4904 美食坊 船橋市海神1丁目28番7号

4905 中華料理　酒家力 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ102

4906 はる花 船橋市習志野台2丁目13番25号

4907 居酒屋味処　今川 船橋市松が丘1丁目27番1号

4908 酒房　仁 船橋市西船4丁目22番3号

4909 鶏弘 船橋市前原西2丁目13番24号SKDビル1階

4910 歌の広場T＆S 船橋市前原西2丁目15番11号佐川ビル　1F

4911 神月 船橋市前原西2丁目17番10号

4912 コーヒーハウス　サンヨー 船橋市前原西2丁目18番1号津田沼パルコ　2F

4913 レオ 船橋市二和東4丁目9番3号

4914 すずらん 船橋市飯山満町2丁目548番地3

4915 KUA＇AINA　ららぽーと　TOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号3階4955

4916 居酒屋　じゃがいも 船橋市本中山3丁目22番10号タツオカビル　105号

4917 居酒屋　しゅがー 船橋市本町1丁目15番8号

4918 きらり 船橋市本町2丁目25番17号201

4919 チャールストンクラブ 船橋市本町4丁目1番16号

4920 地酒百選　おだか 船橋市本町4丁目43番16号

4921 ダイニングバー　JOY（ジョイ） 船橋市薬円台4丁目1番24号

4922 ネプチューン 船橋市海神1丁目27番10号

4923 おばさんのお店 船橋市本中山6丁目1番2号

4924 遊味三昧　一心　娑婆詞 船橋市東船橋4丁目29番2号

4925 Bar　Dio 船橋市西船4丁目21番3号

4926 COCO 船橋市本町4丁目42番5号1階

4927 カラオケ　山浦 船橋市本町4丁目2番3号

4928 はせがわ 船橋市本中山4丁目22番8号石井新川ビル106

4929 カフェ　クラモチ 船橋市二和東5丁目25番20号

4930 パブスナック　愛とうた茶屋 船橋市前原西2丁目14番1号

4931 憩の店　小路 船橋市本町4丁目37番6号

4932 串焼　Bar　Po-Foresta 船橋市本中山3丁目21番17号中山ビル2F

4933 居酒屋　美の家 船橋市高根台7丁目13番16号

4934 リップスター 船橋市本町4丁目42番14号

4935 喜洋洋 船橋市宮本4丁目19番6号

4936 吉鳥○ 船橋市夏見1丁目4番24号

4937 ブルーベリー 船橋市高根台7丁目13番15号

4938 麦の仔 船橋市高根台1丁目8番2号

4939 船橋　沖本 船橋市本町1丁目4番18号TKビル4F

4940 牛者 船橋市本町4丁目40番23号サドヤサザンテラス2F

4941 お食事処　ドリアン 船橋市本中山3丁目1番1号1階

4942 美月 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル地下1階001号室

4943 4B 船橋市本町7丁目14番8号

4944 おはこ 船橋市本町1丁目11番19号

4945 たまちゃん 船橋市宮本1丁目10番5号プチビル地下1階

4946 ハピネス 船橋市本町1丁目13番2号本町1丁目高村店舗2F

4947 豆の木 船橋市二和東5丁目13番2号2F

4948 銀色カフェ 船橋市坪井町744番地8

4949 カラオケ　喫茶 船橋市松が丘1丁目49番4号

4950 ワラカルネ 船橋市前原西2丁目13番24号SKDビル2階

4951 PARADISE 船橋市本町4丁目41番19号本町セントラルビル地下1階114号室

4952 桜 船橋市本町7丁目14番8号

4953 海神コロニー 船橋市海神6丁目8番11号堀内ビル3F



4954 武 船橋市本町2丁目27番17号

4955 もんろー 船橋市前原西2丁目13番15号津田沼ニイクラビル3階

4956 ハルジオン 船橋市高根台7丁目13番17号

4957 ミートマフィア 船橋市本町4丁目3番19号錦屋ビル7階

4958 コロール 船橋市高根台6丁目1番5号

4959 夕貴 船橋市高根台6丁目1番9号

4960 有限会社　東城商会 船橋市宮本1丁目19番7号

4961 居酒屋　八榮 船橋市高根台7丁目16番6号高根ハウス101号

4962 居酒屋　みこし 船橋市高根台7丁目6番4号

4963 ピザハウス　ビバ 船橋市宮本8丁目42番3号

4964 居酒屋　ゆう 船橋市咲が丘3丁目11番4号

4965 津軽 松戸市新作384の2

4966 はいさい！ 習志野市津田沼1丁目2番12号三山ビル3F

4967 吉田ヤ 八千代市高津850番地7南タカツショッピングセンター内　1F

4968 大衆料理　陣屋 習志野市谷津5丁目5番2号1F

4969 鮨・十割そば・旬彩　はな膳 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目9番4号ライフマンション1F

4970 居酒屋　スキャット 習志野市大久保4-3-17

4971 イザック　ひろ 鎌ケ谷市南初富5丁目10番61号

4972 炭火焼しちりん　鎌ヶ谷駅前店 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目6番1号

4973 居酒屋ゆりか 鎌ケ谷市東道野辺7丁目17番43号

4974 小料理　ゆう子 八千代市八千代台西1丁目6番5号

4975 スナック　ニューレスト 習志野市実籾5丁目8番8号

4976 江戸寿司 八千代市八千代台西8丁目11番8号

4977 ピンキースター 八千代市勝田台1丁目17番1号須田ビル4F-B号室

4978 ロイヤルベンガル 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目12番1号アクロスモール新鎌ケ谷2F

4979 レイ＆REI 八千代市八千代台東2丁目13番2号

4980 なのはな亭 八千代市八千代台東2-8-31、2F

4981 えんでん 鎌ケ谷市南初富5丁目2番60号

4982 天婦羅　丸花 八千代市大和田294番地3

4983 居酒屋　富 八千代市八千代台西1丁目3番8号

4984 麺屋雷神 鎌ケ谷市南初富4-1-34-1F

4985 ラーメンばんだい新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目5番6号

4986 居酒屋　欒 八千代市勝田台1-21-14

4987 Bar　M’s 習志野市津田沼2-6-34白鳥ビル205

4988 飲み食い酒場　飯場 習志野市津田沼5-11-14コラム21-1階

4989 らーめん　パンケ 習志野市大久保2丁目1番1号

4990 香港ダイニング　昇龍苑 八千代市勝田台1丁目7番1号京成サンコーポD棟107

4991 串カツ田中　京成大久保店 習志野市大久保1-21-12ニューTKビル1F

4992 旬彩　みず野 鎌ケ谷市富岡2丁目8番7号

4993 スナックジュエル 八千代市大和田新田298番地11

4994 YAKINIKU＆BAR　O．U．T． 八千代市八千代台南1-3-15手塚ビル1F

4995 居酒屋あや 八千代市勝田台1-6-18

4996 スナック　チェリー 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野

4997 居酒屋　やすこ 鎌ケ谷市南初富4丁目16番31号

4998 てんとう虫 八千代市勝田台1-17-3

4999 プラネット　2 八千代市勝田台1丁目17番地1須田ビル1FーB号室

5000 幸杏 習志野市実籾3-1-1

5001 麺や食堂　虎太郎 八千代市勝田台1-12-1-B103

5002 居酒屋　浜ちゃん 八千代市八千代台西1丁目1番7号

5003 花邑 八千代市大和田258番地5

5004 愛太郎 八千代市吉橋665番地2

5005 パブレストラン　シルクロード 八千代市大和田新田63番地6

5006 TIMES　BAR　ange 習志野市津田沼5丁目9-6津田沼ビル101

5007 一ツ喜 習志野市大久保3-15-19

5008 A-tan　Segunda 習志野市谷津5丁目5番10号

5009 スナック　シューティングスター 習志野市大久保3丁目7番18号

5010 レストラン　そらまめ 八千代市ゆりのき台2丁目3番2号

5011 酒処　きた 習志野市津田沼6丁目2番2号

5012 沖縄料理　そてつ 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

5013 OH 八千代市勝田台1-6-12

5014 home　bar　Mint 八千代市大和田新田355番地19

5015 大衆割烹　あきら 八千代市勝田台1丁目28番20号

5016 スナック　美香 八千代市八千代台北16丁目6番24号

5017 豚骨ラーメン専門店　とんちゃん 鎌ケ谷市南初富4丁目18番45号

5018 創作DiningBartocotoco 八千代市八千代台南1-3-3やままんビル3F

5019 大衆酒場　虎太郎 八千代市勝田台1-13-37K・Kビル1F

5020 居酒屋　四郎兵 八千代市平戸36番地

5021 パブ　ドルフィン 八千代市八千代台西1丁目1番28号1F

5022 居酒屋　おかめ 習志野市大久保3丁目15番9号

5023 三代目　鳥メロ　津田沼北口店 習志野市津田沼1丁目2番1号十三ビル4F

5024 津田沼　Cafe＆DiningPecori 習志野市谷津7-7-1

5025 炭火焼鳥　大福 習志野市実籾4丁目12番22号

5026 えんむすび 八千代市勝田台1丁目6番18号

5027 まる八 八千代市八千代台南1-1-4曽根ビル2F

5028 優 習志野市谷津3丁目1番7号

5029 コンフィ 習志野市大久保1丁目24番17号

5030 すなっく　花紋 習志野市大久保2丁目1番15号丸山ビル203

5031 居酒屋　ニューたんぽぽ 八千代市勝田台1丁目17番1号須田ビル7-1F

5032 万華鏡 八千代市勝田台1-17-6

5033 和楽 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビルT3号

5034 寄り処　あんじゅ 習志野市実籾5-1-14

5035 カラオケ広場　風恋人 鎌ケ谷市東道野辺6丁目1番55号

5036 BAR　Bruja 八千代市勝田台1-13-5-301

5037 月 習志野市藤崎2-19-15



5038 カラオケ喫茶　初音 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-48-1F

5039 居酒屋　とみ 鎌ケ谷市南初富3丁目4番29号

5040 どんぐり 八千代市勝田台1丁目4番18号蛭間ビル1階

5041 さかえや 八千代市村上1579番地2

5042 鳥貴族　千葉大久保店 習志野市大久保1丁目22番13号ミニヨン石橋1階

5043 鳥貴族　八千代台店 八千代市八千代台南1丁目1番4号曽根ビル102号室

5044 鳥貴族　勝田台店 八千代市勝田台1丁目7番地2勝田台プライム4階

5045 花客 八千代市勝田台1丁目5番11号

5046 NEWペペルモコ 八千代市八千代台東1丁目17番8号シティープラザB-7

5047 カウンターバー　下町 八千代市八千代台西1丁目6番6号

5048 サンズ・ダイナー 習志野市津田沼1丁目2番12号三山ビル1F

5049 海鮮居酒屋　みやけ島 八千代市大和田新田1149番地7

5050 無国籍居酒屋　瑶酔 習志野市大久保1丁目24番7号

5051 居酒屋みよちゃん 八千代市八千代台南1-3-12

5052 ひみつきち 八千代市勝田台北1丁目3番1号ヴェリテ勝田台1F

5053 居酒屋　フィリピーナ　マリ 鎌ケ谷市東道野辺6-4-85

5054 ヤキトリ　鳥せん 八千代市八千代台西1丁目3番10号

5055 Indo　ryori　NISHAN 習志野市谷津1-17-9SAKビルB　101

5056 居酒屋　長門 習志野市実籾4-4-15第2白鳥ビルC

5057 ONE　MORE 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ　習志野　B1-14

5058 QUAN　THANG　BAN 八千代市八千代台東1-2-17エコービル3F

5059 だるま 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム2F

5060 クール　101 習志野市東習志野5丁目1番25号

5061 スナック風居酒屋　ぶーちゃん 八千代市八千代台南1-4-3

5062 居酒屋　のみ助 鎌ケ谷市東道野辺7丁目22番84号

5063 Golf＆Caffe　BarAlbatross 八千代市八千代台東1-2-12第2イーストビル3F

5064 MINE´z 八千代市勝田台1丁目17番2号福島ビル1F

5065 居酒屋　さくら 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野1F

5066 コーラスライン 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-48

5067 居酒屋　ひとやすみ 習志野市実籾4丁目1番1-107号

5068 夢ランド 八千代市八千代台西1-1-7-201

5069 ゴリ兄酒場 習志野市大久保1丁目29番3号

5070 桔梗 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目23番6号

5071 たこ焼きや　八徳 八千代市勝田台1丁目36番1号八木澤ビル1F

5072 MasaTora 八千代市八千代台南1丁目6番10号英ビル1階

5073 レストラン　ココス　鎌ケ谷中央店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目5番30号

5074 食彩厨房いちげん新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5

5075 ハイボールバー　シルナージュ 習志野市実籾3-1-2伊原店舗1階102号室

5076 granMash 習志野市実籾3丁目3番1号アルポルト1F

5077 ブルームーン 八千代市八千代台南1丁目3番17号花園ビル2F

5078 ココス　習志野大久保店 習志野市大久保4丁目11番23号

5079 居酒屋　光左衛門 鎌ケ谷市丸山3丁目5番25号

5080 MT　Milly’s 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目16番1号2F

5081 La　Vie　En　RoseVer．2．0 八千代市八千代台東1-45-25ナガヤマビルⅠ　2階

5082 NGON　QUAN 八千代市八千代台南1-1-7

5083 備長炭火ホルモン焼しちりん八千代緑が丘北口駅前店 八千代市緑が丘1丁目1番1号公園都市プラザ1F

5084 ゆき 習志野市津田沼6丁目4番10号

5085 イタリア食堂　Tutti 八千代市八千代台西5丁目2番1号1F

5086 居酒屋　さんぽ 八千代市八千代台西1丁目1番28号八千代台ウエストワン103号室

5087 うた媛 八千代市大和田新田1063-5

5088 iS夢 八千代市勝田台北1丁目2番11号山万勝田台ビル102号室

5089 スナック　芳恵 習志野市実籾5丁目28番24号

5090 カラオケ　ポンポコ 八千代市八千代台東1丁目17番8号八千代シティB-12-1

5091 酒食　ゆりのき 八千代市ゆりのき台4丁目9番1号TKビル10-101

5092 家庭酒屋　満都吉 市川市本北方1丁目44番20号三協マンション1F

5093 洋膳酒房　ビストロ　サンタ 市川市行徳駅前2丁目13番15号エスビル弐番館B1

5094 ASPARAGUS 浦安市猫実4丁目6番43号ハミルトンテラス1F

5095 華連河 市川市市川南1丁目1番1号117

5096 TI-DA 浦安市富士見1丁目15番14号105

5097 ポポラマーマ　妙典駅前店 市川市妙典4丁目2番12号マーヴみょうでん内

5098 どんきさろく 市川市欠真間2丁目19番20号

5099 じゅじゅ 浦安市当代島1丁目1番4号メトロセンター　A6号

5100 本八幡　健勝軒 市川市南八幡4丁目3番15号

5101 やきとり　とり一 市川市行徳駅前2丁目26番18号

5102 だんだん 市川市市川南3丁目3番25号

5103 日本酒　よつば 浦安市当代島1丁目17番18号

5104 中国料理　桂林 市川市南行徳4丁目1番6号

5105 鳥せん 市川市欠真間1丁目1番13号

5106 寿司義 浦安市北栄2丁目29番37号

5107 焼鳥　かみなり 市川市相之川4丁目13番1号

5108 しば 市川市市川南1丁目5番13号

5109 Marc 市川市南行徳1丁目16番8号アーネスト88-103

5110 カラオケダイニング　かくれ家 浦安市北栄1丁目11番5号エンゼルビル2F・3F

5111 太田屋 市川市新浜1丁目2番1号サンコウハイム1階

5112 上海居酒屋（桃） 市川市市川南1丁目1番2号山晃社ビル102

5113 Chame 市川市行徳駅前2丁目14番5号

5114 G1-seventeen 市川市行徳駅前1丁目17番18号

5115 珈琲商店　ハト 市川市新田5丁目4番21号

5116 味噌王　仲間 市川市新浜1丁目2番23号

5117 ナイトサパー　ブルージュ 市川市湊新田1丁目6番12号第3吉ビル103

5118 ミー太郎 浦安市猫実5丁目12番5号

5119 スナック　こころ 市川市北方1丁目8番13号

5120 Bar　SPEAKEASY-K 市川市八幡2丁目15番16号川上ビル1F

5121 菜福楼 市川市八幡2丁目15番10号パティオビル604



5122 ナイトサパ-NOUS（ヌウ） 市川市相之川3丁目15番10号ダンディエイト　1F

5123 cool　jojo 市川市八幡2丁目16番16号B1F

5124 お好み焼き　ちろりん村 市川市南八幡4丁目5番2号朝日ビル102

5125 あきべぇ 市川市行徳駅前2丁目9番20号

5126 やきとり　串花 市川市新田2丁目31番27号

5127 イタリアンバル　タヴェルナ　フラビア 浦安市当代島1丁目18番24号

5128 磯むら 市川市鬼高2丁目24番7号

5129 鳥よし 市川市福栄4丁目7番13号

5130 大衆割烹　橋 市川市新浜1丁目10番16号

5131 小料理　ありんこ 浦安市当代島1丁目17番8号

5132 聚京縁 浦安市当代島2丁目5番1号メゾンサンライズ102号室

5133 居酒屋　ベースボール 市川市末広1丁目9番14号中村店舗B号

5134 みきの家 浦安市当代島1丁目5番21号

5135 居酒屋　ふくろう 市川市行徳駅前2丁目12番15号

5136 中華料理　三龍亭 市川市相之川3丁目15番15号ファンテラスミナミギョウトク1階

5137 鳥長 市川市行徳駅前2丁目25番1号

5138 なか川　東風庵 市川市八幡3丁目7番18号

5139 Girls bar Rouge　ルージュ 市川市南行徳1丁目16番25号

5140 O．F．F 市川市原木1丁目8番5号ニュー原木マンション101

5141 馳走　ふくしま 浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビルディング

5142 CLUB　和 市川市南行徳1丁目16番20号ウィスティーソシアル南行徳401

5143 市川ワイン食堂　Dish　cussu 市川市市川南3丁目1番1-112号アプロード市川

5144 Daisy 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビルⅡ301

5145 イスマイル　インド　レストラン 市川市市川3丁目26番1号

5146 味処　ういすてりあ 市川市塩焼3丁目2番9号

5147 洋風居酒屋　りんどう 市川市市川1丁目9番6号

5148 三之助 浦安市堀江2丁目19番21号

5149 中国家郷料理　莫家菜 市川市真間1丁目15番22号保立ビル1F

5150 ボンベイパレス 市川市湊新田2丁目1番18号

5151 旬鮮酒房　呑平 浦安市猫実2丁目31番10号アドラブール101

5152 由 市川市北方2丁目7番10号

5153 手作り料理　むつ子 市川市湊新田2丁目2番2号

5154 浦安kitchenあそび 浦安市北栄1丁目15番27号熊川ビル202

5155 千寿司　浦安店 浦安市北栄1丁目1番15号金佳ビル1F

5156 音楽酒場　陽菜 市川市南八幡4丁目3番15号鈴木ビル2F

5157 Healthy　Boy 浦安市当代島1丁目5番40号当代島ビル201

5158 KATE 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美204号

5159 船宿　西栄（第七西栄丸） 浦安市猫実5丁目6番9号

5160 船宿　西栄（第八西栄丸） 浦安市猫実5丁目6番9号

5161 ニューパブ　馬 市川市八幡2丁目13番16号大村ビル　1F

5162 春香 市川市福栄2丁目9番5号

5163 カラオケ喫茶　ひばり 市川市相之川4丁目4番14号飯田ビルB1

5164 かずみ寿司 市川市市川南3丁目1番1号アプロード市川111号

5165 ナイト・サパー　貴婦人 市川市新井3丁目4番12号

5166 陸奥寿し 市川市柏井町1丁目1276番地

5167 スナック　橘 市川市市川南1丁目6番15号いずみハイツ1F

5168 ポポラマーマ　イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号イオン新浦安2F

5169 瑞穂 市川市富浜2丁目16番1号

5170 栃木家 市川市市川1丁目24番5号

5171 富来家 浦安市当代島1丁目3番8号1F

5172 和syoku　歩歩 市川市八幡3丁目7番15号エスディービル101号

5173 カレーハウスCoCo壱番屋東京メトロ南行徳駅北口店 市川市相之川4丁目6番3号シェルビーチハイツ104号室

5174 Amyu 浦安市当代島1丁目1番25号板徳ビル2F

5175 CAFE　ALOHA　GARDEN 浦安市当代島2丁目13番5号U-BIG　HILLS　1F

5176 たけい 市川市相之川4丁目13番10号

5177 Amour 市川市田尻3丁目11番15号

5178 和彩　こうめ 市川市南八幡4丁目16番2号ユーディ市川1F

5179 えぷろん 市川市真間1丁目10番13号

5180 いさみ寿し 市川市南八幡4丁目6番15号

5181 和食レストラン　とんでん　本八幡店 市川市南八幡1丁目5番4号

5182 居酒屋　春菜 市川市行徳駅前1丁目11番11号

5183 くれよん 市川市湊新田2丁目6番10号101

5184 海潮 市川市東菅野3丁目19番12号

5185 居酒屋　大きち 市川市湊新田2丁目5番2号

5186 市政家 市川市市川南1丁目3番1号ファミール富士　一階

5187 サンズ・ダイナー本八幡店 市川市八幡2丁目16番22号小宮ビル2F

5188 居酒屋　いずみ日和 市川市八幡2丁目11番3号-1F

5189 日本料理　ふじまつ 浦安市猫実5丁目12番1号

5190 どら 市川市市川南1丁目6番21号

5191 炭火やきとり　大好き　行徳店 市川市行徳駅前2丁目9番13号

5192 ステーキ屋　たかはし 市川市行徳駅前2丁目9番7号

5193 ワイン食堂コンクラーベ 浦安市明海4丁目2番4号

5194 平乃家 浦安市堀江1丁目16番19号

5195 Club　Rouge 市川市行徳駅前1丁目17番9号ステップワンビル1階A号室

5196 RUBAN 浦安市入船4丁目6番20号

5197 ラ・マルジュ 市川市市川南1丁目6番21号

5198 フェリア 市川市市川1丁目12番11号

5199 旨いもん処　淀 浦安市当代島2丁目3番5号

5200 あんなちゃん 市川市新井2丁目17番11号まりこ店舗101

5201 ふぐ大衆割烹　しま田 市川市相之川4丁目17番

5202 焼肉韓海 市川市八幡2丁目15番2号

5203 くぶき 市川市行徳駅前2丁目17番12号堀木D-1

5204 宝寿司 市川市八幡2丁目16番20号

5205 おしお 市川市湊新田2丁目6番6号モロマンションA棟103



5206 燈籠 浦安市猫実2丁目16番8号エメラルハイム102号

5207 馳走　天乃 浦安市当代島1丁目1番11号1F

5208 あびぃろぅど 市川市相之川3丁目8番20号カーサコモダ　1F

5209 浪花屋　鳥造　行徳店 市川市行徳駅前2丁目18番3号-103リムーブル堀木

5210 家庭料理　和子 市川市南八幡3丁目5番1号

5211 一寿し 市川市福栄1丁目8番13号

5212 CafeDining　MARCH． 浦安市北栄1丁目2番3号

5213 韓国野菜料理　JUN 浦安市堀江1丁目33番6号堀江新井ビル103

5214 じゃじゃさん 市川市新田5丁目5番22号

5215 小料理　真幸 市川市市川1丁目16番12号

5216 青山餃子房　浦安店 浦安市猫実3丁目16番48号

5217 とんかつ　きむら 浦安市猫実3丁目15番18号

5218 焼肉ガーデン　森林 市川市新田4丁目13番10号里見リビング

5219 笑 浦安市当代島1丁目19番45号

5220 小味庵　萌寿 浦安市入船4丁目22番3号

5221 t-en 浦安市入船4丁目9番8号グリーンランドビル302

5222 居酒屋　ゆり 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136　203号

5223 手打ち蕎麦　ちんねん 浦安市猫実5丁目13番10号

5224 ポポラマーマ　市川店 市川市市川南1丁目1番2号1F

5225 天ぷら・うなぎ　みちお亭 市川市行徳駅前1丁目6番17号

5226 つけ麺　中華そば　節 市川市南八幡3丁目5番14号藤山ビル　1F

5227 ダイニング　せっちゃん 市川市新井3丁目4番11号後藤ビル201室

5228 中華居酒屋　恋心 市川市南八幡4丁目5番4号FUJIビル　1F

5229 すいせん 市川市下貝塚2丁目33番10号

5230 あなたのスナック　ゆり 市川市南八幡3丁目4番15号

5231 つり舟 浦安市当代島1丁目1番5号浦安メトロセンター

5232 郷土料理　うらさん 浦安市北栄4-20-7

5233 次朗 市川市南八幡3丁目7番11号

5234 キッチンあまみ 市川市市川南1-7-8宝ビル1F、B

5235 カラオケパブ　華夜 市川市南八幡4-6-18クレストビル2階　202号室

5236 すし匠 浦安市堀江1丁目33番6号堀江新井ビル1F

5237 フレンチ大衆食堂　ボッチ 市川市真間1-15-23みまつビル203

5238 一天張 浦安市北栄1丁目17番15号

5239 長太郎ビリヤード　行徳バイパス店 市川市湊15番地8号1棟1階A号室

5240 まるのひと 市川市行徳駅前4-6-9エーテルハイム155-102

5241 スナック　みさお 市川市南八幡3丁目23番30号

5242 和食酒処　汐彩 市川市塩焼2-14-3

5243 ナイトスポット　シルクロード 市川市福栄1丁目17番8号

5244 torico 市川市市川1丁目25番2号1F

5245 喫茶　エスワン 市川市幸1丁目16番27号

5246 アレやコレ屋　ORIGAMI 市川市行徳駅前2丁目17番12

5247 新浦安　麺屋土竜 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4階

5248 カルパッチョ 浦安市堀江2丁目5番20号

5249 インドアジアンダイニング＆バー　ルナ（LUNA） 市川市新田4-9-19大信ビルNo．2-1階店舗

5250 サッポロラーメンどさん子 市川市国分2丁目2番20号

5251 すし処　咲真 浦安市今川1丁目13番27号

5252 パブスナック　碧い城 市川市大野町3丁目127番2号

5253 Bar　La　Mer 市川市行徳駅前1-27-2加瀬ビル136　401号

5254 パブリックアローズ 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ113

5255 ステーキハウス　TODAY 市川市大野町3丁目1810番6号

5256 山びこ 市川市南八幡3-23-1

5257 ココス　市川国分店 市川市堀之内3丁目31番10号

5258 レストランココスイオン市川妙典店 市川市妙典5丁目3番1号

5259 シャイニング 市川市新田4丁目17番22号ジュネス新田1-E

5260 焼とり　朝日屋 市川市市川1丁目2番1号

5261 美美 浦安市海楽1丁目29番14号

5262 結家 市川市富浜2丁目8番3号

5263 ラーメンフランキー 市川市八幡2-7-21

5264 炭火焼肉　きっちょう 市川市八幡5丁目1番4号2田中ビル1階

5265 PARADISE　KEBAB 市川市八幡2-5-1

5266 レストラン　サン 浦安市海楽2丁目1番27号

5267 カラオケ　山 浦安市堀江6丁目4番37号

5268 ブルース 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビルⅡ302号室

5269 ナイトスポット　ありばば 市川市相之川4丁目13番3号さがらビル2F

5270 WOW 市川市南八幡4丁目2番15号

5271 まぐろや　富士見店 浦安市富士見2丁目8番2号

5272 PUB　恋心Ⅱ 市川市八幡2丁目12番8号上杉ビル2-A2号室

5273 支那ソバ　小むろ 市川市末広1丁目18番13号SATOMI4番館102号室

5274 スナック　エイト 浦安市当代島1丁目9番27号

5275 ごん助 浦安市堀江1丁目3番8号

5276 花まる 市川市市川南3丁目14番4号

5277 㐂左衛門 市川市相之川4丁目13番16号

5278 ごはんや　元 市川市新田2丁目28番9号

5279 スナック　るんるん 市川市曽谷8丁目8番4号

5280 らーめん　木尾田 市川市八幡2丁目12番8号

5281 串あげ光輝 市川市行徳駅前3-8-22誠和ハイツ105号

5282 わがまま 松戸市松戸13951階右側

5283 すなっく　さくせす 松戸市根本461番地弁天会館2F

5284 SHAMA　MAHALASIAN　DINING 松戸市稔台1丁目1番地21

5285 のみくい処　あじ清 松戸市松戸新田579-28

5286 とうがらし2 松戸市新松戸1-414大清堂ビル102

5287 レストラン　セラヴィ 松戸市小金原7-34-26

5288 居食家　響 松戸市牧の原1丁目1番地3

5289 和牛焼肉　琉 松戸市新松戸北2-2-13



5290 居酒屋＆スナック　射手座 松戸市栄町8丁目724番地

5291 Bar＆Diner　毘 松戸市松戸1330-6NK松戸駅前ビル102

5292 ラーメン　現代 松戸市新松戸東8番地1

5293 カラオケ　らん 松戸市六高台9-69-8

5294 居酒屋　ほたる 松戸市秋山345

5295 osteria　cicci　coco 松戸市松飛台204-15

5296 龍 松戸市小根本20番地28-1階

5297 ごほうび 流山市駒木356LYSE　BLA　1F

5298 綱長井 松戸市新松戸2丁目32番地幸谷コーポ101

5299 JAZZ　IN　Teagarden 松戸市常盤平5-24-18（木原店舗A号室）

5300 居酒屋　元気玉 松戸市西馬橋蔵元町155あいちビル103

5301 美沙欧 松戸市稔台1丁目1番地20

5302 どさん子大将　小金店 松戸市小金323番地

5303 歌謡スタジオ　歌練 松戸市西馬橋蔵元町104番地2

5304 居酒屋　大樹 流山市南流山4丁目2番13号ベルーガMKマンション101号

5305 なごみ屋 松戸市五香西2-50-2

5306 ノグチ屋 松戸市本町15番地11

5307 美春 松戸市上本郷3丁目4079番地1

5308 パスタマーレ 我孫子市柴崎台4丁目5番22号

5309 香 松戸市常盤平6丁目3番地14

5310 居酒屋　のんべえ 流山市南流山1丁目14番1号

5311 焼肉　東京苑 松戸市常盤平5丁目20番地の1常盤平マンション

5312 サンマルク　松戸常盤平店 松戸市常盤平3-13-1

5313 ふたたび 松戸市六実3-23-3

5314 串かつ　でんがな　松戸店 松戸市本町19-13第一中島ビル1階

5315 狸休 松戸市幸谷585番地

5316 ナイトハウス　サファイア 松戸市上本郷907番地1北松戸ビル2F

5317 かさや 松戸市殿平賀195番地13号オオツカカシヤ102号

5318 居酒屋　かけだし。 松戸市馬橋96

5319 えん 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ102

5320 HIRAMOTIAsian　dining　cafe 松戸市小金43-8カサ小金101

5321 小料理わかさ 松戸市新松戸3-349-2花島マンション1F

5322 きまぐれ 松戸市五香南1-6-11

5323 食彩　花菖蒲 松戸市東平賀42-2

5324 喫茶　泉 松戸市下矢切50-12

5325 シェリー（Sherry） 松戸市日暮1丁目6番地5第3YOSHIYA八柱ビル4F

5326 焼鳥　串焼　五六 松戸市金ケ作420-5沢田ちか店舗B号

5327 安良居 我孫子市湖北台1丁目15番地6号

5328 串焼き旬菜　えんむすび 松戸市上本郷3324

5329 しちりん東松戸駅前店 松戸市東松戸3丁目1-12

5330 中華喫茶　なかむら 我孫子市天王台1丁目20番地9号

5331 ミニサロン　J 松戸市稔台1-2-11メゾン旭101

5332 炭火焼居酒屋　八っちゃん我孫子北口店 我孫子市我孫子1-11-1宮澤ビル　2F

5333 来夢 流山市平和台4丁目300番4号

5334 大衆割烹　「盛」 我孫子市我孫子1丁目6-2

5335 大衆料理　ゆき 松戸市古ケ崎4丁目3461番地7

5336 居酒屋まいう亭 松戸市日暮1-2-8雅裕ビルB-102

5337 有限会社　ナウコーポレーション 松戸市古ケ崎108番地

5338 えもん 松戸市金ケ作408番地601

5339 甲子屋 流山市流山2丁目298番地

5340 じとっこ組合　松戸店 松戸市本町21-1第2中島ビル2F

5341 Lounge　Eve 我孫子市天王台1-24-9松崎ビル4F

5342 居酒屋　陣太鼓 松戸市根本6番地3

5343 文良 松戸市新松戸6丁目32番地サンライトハイツⅡ　1F

5344 将門 松戸市新松戸3-141

5345 株式会社　桜井電気商会　おでん気家 松戸市根本464

5346 オアシス 松戸市常盤平5丁目20番地4

5347 はなの舞　流山おおたかの森店 流山市西初石6-182-3TXグランドアベニューおおたかの森2F

5348 MONKEY 松戸市根本3-1サンアーチビル1F

5349 小料理バー　宵のま 松戸市西馬橋蔵元町8西馬橋マンション1F

5350 居酒屋わさび 松戸市松戸新田582-1-1

5351 炭火焼　しちりん北松戸店 松戸市上本郷904番地藤井ビル1階

5352 不知火 松戸市殿平賀199番地24

5353 花車別館 松戸市常盤平5丁目13番地の9

5354 ロードランナー 松戸市稔台1-12-11

5355 COCKNEY　CAFE 松戸市上本郷901-3-2F

5356 大衆割烹　大黒八柱店 松戸市金ケ作17番地1ロイヤルシティ松戸八柱1階店舗E号

5357 南海 松戸市日暮1-3-9スペース八柱5F

5358 ふく味亭 松戸市常盤平3-20

5359 のら 松戸市松戸新田577

5360 KHAJA　GHAR　SANSAR 松戸市新松戸1-201大勘ビル102

5361 ポポラマーマ新八柱店 松戸市日暮1-16-1RG八柱ビル2F

5362 エベレスト村 松戸市新松戸1-486栄場ビル1F

5363 スナック　恋さん 松戸市殿平賀195-13

5364 ラーメンばんだい　我孫子店 我孫子市我孫子新田22-27

5365 居楽屋　千年の宴 流山市南流山2丁目4番地の2エムヨン　1階

5366 どん　きさろく 松戸市日暮1-17-10

5367 清か 松戸市六実2-12-2

5368 ハイウェー 松戸市稔台1丁目9番地6

5369 おーちゃん 松戸市小金280-2

5370 SON　SEN 松戸市新松戸1丁目217番地

5371 香香ラーメン 松戸市小金きよしケ丘2-1飯田店舗1階1号

5372 お好み焼き　玉や 我孫子市天王台1-24-9第二松崎ビル3階

5373 ゆで太郎馬橋店 松戸市西馬橋蔵元町173



5374 ひろ美 松戸市三矢小台4丁目14-2サンハイツ川甚102

5375 おんま 松戸市松飛台112-25

5376 食事処みやま 流山市南流山6-17-14-1A

5377 DiningK 松戸市小金原6丁目5-10小金原商店街福岡店舗1F

5378 DECEM 松戸市五香南2-24-10

5379 ソウルキッチン 松戸市常盤平5-18-13

5380 楽飲舞館 松戸市日暮1-13-3

5381 韓国家庭料理（豚）どんまる 松戸市新松戸1-229-3

5382 トンボ 松戸市松戸新田488-1

5383 やきとり　栄 松戸市常盤平5丁目11番地13石井ビル　1F

5384 居酒屋つづく 松戸市松戸1330-6NK駅前ビル2F

5385 アポニー 松戸市西馬橋幸町163-4

5386 日昇 松戸市日暮1丁目3番地9スペース八柱1F

5387 江戸ッ子寿司 松戸市松戸新田30南部市場V棟1号

5388 カラオケ居酒屋かっぱ天国 我孫子市本町1-2-1第2吉田ビル2F

5389 アムール 松戸市本町20-1新角ビル3F

5390 カラオケ　ホワイト 流山市向小金1-445-19

5391 ルウァンタイ 松戸市松戸1111-9

5392 風味宴 松戸市仲井町3-3染谷ビル　102号

5393 魚一八 我孫子市湖北台1-12-5

5394 ドラム缶　松戸店 松戸市根本452篠崎建物102号

5395 魚河岸　あみ清 我孫子市天王台1-23-22

5396 インターナショナルスカイブルー 松戸市本町20-17新角ビル4F

5397 カラオケ-スナック　プラージュ 我孫子市天王台1-13-7-2F

5398 FIRE　BIRD 松戸市新松戸2-118新松戸ビル　501

5399 大かまど飯　寅福　アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸7階

5400 仙臺たんや利久アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸7階

5401 Grandirふれ愛 松戸市上本郷907番地2北松戸駅前ビル2F

5402 ビストロ　アンシャンテ 松戸市本町25-5第8玉屋ビル2F

5403 あちゅ庵 我孫子市本町3-9-7スプリングハウス102

5404 スナック　アルル 流山市江戸川台東2-15鴻野屋ビル1F

5405 株式会社富吉 松戸市松戸1757

5406 e．t．c．エトセトラ 松戸市新松戸1丁目442番地2

5407 えびす顔 松戸市新松戸2-108太陽新松戸ビル地下1階

5408 居酒屋　みどり 流山市向小金1丁目455番62号

5409 Ami counter bar 松戸市根本452篠崎建物101号

5410 居酒屋　旬 松戸市栄町4-248-1

5411 スタジオ　山河 松戸市小金原8丁目3番地18

5412 みつ 松戸市六実7-5-10

5413 ダーツバーリット（DARTBAR　Lit） 松戸市栄町西1丁目798番地7

5414 駅前居酒屋　かっぱ 我孫子市本町1-1-6-1F

5415 居酒屋　椿 松戸市常盤平3-21寿々喜荘101号

5416 hot　and　hot 松戸市新松戸3丁目292あけぼのマンション1階2号室

5417 らあめん花月嵐　南流山駅前店 流山市南流山1-25

5418 花車 松戸市常盤平5丁目18-11

5419 香港家庭料理　天津 松戸市栄町2-110-2

5420 花とら 松戸市南花島2-22-3

5421 R-key 松戸市日暮1-6-5第3YOSHIYA八柱ビル2F

5422 まいど居酒屋 松戸市稔台2丁目21-1

5423 スタジオ　来夢来人 松戸市上本郷617-1

5424 鮨　神谷 松戸市横須賀2-20-5

5425 割烹　びわ亭 松戸市新松戸1-367-3浅野ビル2階

5426 わたしの厨房　香香 松戸市日暮1-2-3島本ビル1F

5427 ハートリブカフェ 松戸市松戸新田579番地9浮ヶ谷ビル1F

5428 スタンド　バイ　ミー 松戸市新松戸1丁目218番地

5429 ym． 松戸市本町5-3buildingC　2B

5430 ショットバー　フラパーム 我孫子市天王台1-23-21佐野ビル1F

5431 COCONUT　DINING　BAR 松戸市新松戸北1-12-3ニュー松戸コーポA棟102

5432 のるさ 松戸市馬橋494番地5

5433 夢街道 松戸市松飛台267-1

5434 笑　福 我孫子市青山台4丁目21番12号

5435 大和家 流山市西初石3丁目100番地

5436 オアシス・とも 松戸市本町1番地9第2日発ビル6F

5437 季節料理　吉太 松戸市常盤平5丁目17番地6

5438 アゲノ　AGENO 松戸市東松戸3-6-9-102

5439 有限会社　割烹　新川 流山市西深井805

5440 居酒屋いみちゃん 我孫子市湖北台1-13-3-101

5441 二代目　田舎屋 松戸市松戸新田577-28

5442 味噌らーめん莢 松戸市松戸1150ニューハイム松戸101

5443 居酒屋　途中 松戸市新松戸2-29三井ビル1F

5444 酒処石もり 松戸市小金原8丁目3番地18

5445 サウザンシーズン 松戸市本町6番地8ライムハイツ　1F

5446 居酒屋さとちゃん 我孫子市布佐2781番地2

5447 時のアトリエ 松戸市松飛台548番地4

5448 居酒屋　かっぱ 流山市美原1丁目1234-9

5449 勘久狼 松戸市西馬橋幸町15東風ビル2F

5450 居酒屋すすき 我孫子市本町3-4-35

5451 縁宴 松戸市本町20-10ル・シーナビル　3階

5452 はなもも 松戸市根本461番地弁天会館209

5453 のぶさん 松戸市稔台7-2-7

5454 福宝苑 松戸市根本451-1ジュネパレス2階

5455 とんがらし 松戸市三矢小台4丁目3番地7

5456 インドカレー　ハリオン 我孫子市若松141-4

5457 あずま 松戸市松飛台204番地12



5458 福照飯店 我孫子市本町2丁目5-15サンライズN1

5459 らぁめん一撃 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル1F102

5460 BAR　ヴェロニカ 我孫子市我孫子1-11-9金井ビル2F

5461 中国菜　戸芽主 松戸市本町23-3アーク松戸ビル1階

5462 みさと 松戸市二十世紀が丘萩町229

5463 でしべる 松戸市常盤平5-7-7斉藤ビル106

5464 KISS　dB 松戸市本町17-26-2F

5465 カラオケハウス　泉 松戸市常盤平6-22-4

5466 イタリアンバル　Bambino 流山市東深井408-2福田店舗1階

5467 ココス　松戸六高台店 松戸市六高台2丁目47番地3

5468 ココス　松戸馬橋店 松戸市西馬橋2丁目1番地1

5469 ココス　常盤平店 松戸市常盤平3丁目12番地1

5470 レストラン　ココス　我孫子店 我孫子市若松20番地3

5471 うまいもの処　あべお 流山市向小金1-451-30-102

5472 麺家　がむしゃら 松戸市新松戸北1丁目5番地5

5473 いろは鮨 流山市鰭ケ崎1651番地の1

5474 スナック　小魔神 松戸市五香南1丁目7番地5

5475 食彩厨房　いちげん　新松戸店 松戸市新松戸1丁目493番地

5476 食彩厨房　いちげん　東松戸店 松戸市東松戸1-142

5477 寿 我孫子市湖北台1-12-5

5478 COLOR 松戸市新松戸1-486栄場ビル3F

5479 カラオケカフェラウンジOHANA 松戸市松飛台204-14GE松飛台1階

5480 スナック　アヒル 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ201

5481 パブレストラン　歩笑夢 松戸市松戸新田566番地12

5482 キッチン・ワチ 流山市向小金2-222-8ハイム若葉B-102

5483 パナシェ 松戸市小根本20番地46第3共栄ビル　1F

5484 CAGO　SHOW　BAR 松戸市本町14-20第2ビューハイツ2F-B

5485 ビジネス旅館　布佐 我孫子市布佐2281番地1

5486 スナック　とも 流山市流山5丁目3番6号

5487 吉泉 松戸市本町21番地17

5488 インドカレー　ハリオン我孫子駅北口店 我孫子市我孫子1-1-24

5489 ㈲せきや 流山市市野谷436番地

5490 ビストロ　ジャルダン　セゾニエ 松戸市新松戸3-292曙マンション104

5491 グネスカレーケバブ 松戸市日暮1丁目1-6湯浅ビル1F

5492 香々菜 松戸市松戸新田579-8

5493 喜多方ラーメン坂内南流山店 流山市南流山7-34-5

5494 BELL　RICO 流山市向小金3-179オーチャードⅠ　2F-B

5495 GOP　柳笑店 松戸市常盤平5-23-2

5496 麗香餃子坊 松戸市大谷口530-3

5497 スナック．コーヒー　潤 流山市南流山4丁目6番11号

5498 百香亭 野田市山崎2638番地68

5499 竈ダイニング　たまのや 野田市尾崎815番地93-1階

5500 ミュージィク・クラブ　ファイン 野田市尾崎815番地93-2階

5501 炭火焼肉えんや　野田店 野田市中野台822番地3

5502 花いちもんめ 野田市目吹176番地1

5503 お富さん 野田市大殿井83番地159

5504 ミュージック　スタジオ　パンチョス 野田市柳沢23番地

5505 居酒屋　おばあちゃんち 野田市岩名1丁目27番地29

5506 居酒屋　のんのん 野田市なみき1丁目28番地8

5507 カラオケ　メイ 野田市中根225番地

5508 たか寿司 野田市五木新町8番地33

5509 有限会社　竹寿司 野田市尾崎189番地5

5510 百花 野田市船形1597番地

5511 パブスナック　亜夢留 野田市花井248番地

5512 北浜 野田市木間ケ瀬1547番地6

5513 カラオケ＆居酒屋　花 野田市中根193番地20

5514 串焼一 野田市花井201番地

5515 ラーメン居酒屋　ぼーよし 野田市中野台鹿島町23番地4

5516 台湾料理　香満園 野田市春日町4番地8

5517 日本料理　しみずや 野田市七光台128番地1

5518 居酒屋　蔵 野田市山崎1289番地

5519 立呑み　とりきん 野田市野田779番地1イーサークルビル1A

5520 カラオケ喫茶　ロード 野田市木間ケ瀬2377番地10

5521 葵 野田市中野台262番地坂本ビル104

5522 幸楽　愛宕店レストラン　華 野田市野田758番地

5523 天ぷら　季節料理　天　晴 野田市蕃昌216番地18

5524 カラオケ　初 野田市中野台825番地7

5525 大衆酒場　みや田 野田市野田667番地

5526 道とん堀野田店 野田市七光台4番地2イオンタウン野田七光台

5527 マーメイド 野田市岩名2023番地18

5528 中華　樹浬庵 野田市野田787番地10

5529 COCO’S　野田愛宕店 野田市清水51番地1

5530 ココス野田みずきSC店 野田市みずき3丁目1番地

5531 居酒屋　ちーちゃん 野田市柳沢36番地5アパートA102

5532 桜カラオケスタジオ 野田市中里545番地

5533 炭火焼肉　満良 野田市野田791番地

5534 焼肉酒家　牛角イオンタウン野田七光台店 野田市七光台4番地2イオンタウン野田七光台M棟

5535 ヒガシノホウ 野田市光葉町1丁目49番地2

5536 福八食堂 野田市木野崎1640番地

5537 イザックさくら 野田市尾崎840番地24

5538 優勝軒 柏市十余二254番地823

5539 中華料理　蘭　柏店 柏市柏3-6-24丸福ビル1F

5540 蕎麦真 柏市南柏1-4-15ドエル南柏1F

5541 KATEcafe 柏市あけぼの1-6-19リバティさらきく柏102



5542 スナック　佐渡 柏市豊四季678番地

5543 カウンターバー　ひろ 柏市東上町3番地2第3とらまいビル2階C号

5544 陣 柏市向原町1-25小池ビルB1号室

5545 FILTER 柏市柏3-5-7

5546 なかなかや 柏市柏の葉2丁目12番3号

5547 Mar’s　BAR 柏市旭町1丁目3-14第3東和ビル2F

5548 串焼スナック　ふじ 柏市十余二297

5549 エルズ 柏市柏3丁目3番17号柏銀座会館3F

5550 Shrimp　Dining　EBIZO　柏 柏市中央町7-18太陽ビル1F

5551 中華菜館　光ヶ丘店 柏市光ケ丘2-3-7

5552 パブ　クリリア 柏市柏3丁目7番17号トーカン柏キャステールビル1階

5553 BISTRO　GAVROCHE 柏市明原3-1-20

5554 鮒忠　南柏店 柏市南柏1丁目4番17号

5555 ひとり屋「鉄ぺい」 柏市南柏2-4-5

5556 Plusfaim 柏市柏3-4-21コーマス柏1階

5557 定食　田なか 柏市高田1331番地8

5558 居酒屋　つるちゃん 柏市南柏中央5-3ヴェセル南柏

5559 KIKKAKE 柏市柏3-3-17サザナミビル2階

5560 カラオケの館　ふれあい 柏市塚崎1311番地19

5561 PEC 柏市旭町2-1-4

5562 ココス　柏豊四季店 柏市旭町4丁目5番5号

5563 食事処ゆふき 柏市酒井根5丁目1番31号

5564 居酒屋　ひで 柏市根戸213番地1

5565 大衆酒蔵　宝船 柏市旭町1-4-17前澤ビル2F

5566 ナミフジⅡ 柏市南柏1丁目1番地8号

5567 やたいち 柏市旭町1丁目4番11号クリエイティブⅡ1階

5568 コージーバー　トリアス 柏市旭町1丁目4番11号2階

5569 Snack　Shi-n 柏市柏3-3-11坂ビル301号

5570 MOBARAK 柏市柏1-1-10柏葉ビル2F

5571 スイート 柏市東1丁目1番12号2階

5572 BAR　Girly　Shot 柏市柏3-3-13ワールドスタービルディング202

5573 スナック　天馬 柏市南柏1-11-9

5574 Riz　ou　Raisin？ 柏市柏6-7-8オーキスビル1F-B

5575 スナック圓 柏市柏3-2-14

5576 ガッチキ 柏市柏1-6-5吉田ビル2F

5577 食鮮酒房　和み家 柏市東上町3-3

5578 幸 柏市柏3丁目2番14号洪ビル2階201号室

5579 ビストロ　ペイザンヌ 柏市旭町2丁目5番1号リッツヴィラ柏B1階

5580 オステリア　カーロ　パパ 柏市あけぼの1-1-3パサニア101

5581 カラオケスナック　NATSUMi 柏市加賀3-27-3

5582 Osteria　le　Terre 柏市旭町2-5-6G-クレスト1F

5583 Hiro-no-ya　料理店 柏市柏5-3-24宝ビル1F

5584 四川料理　龍晶飯店 柏市柏3-4-25

5585 居酒や　誠 柏市加賀3丁目25番10号

5586 いけす料理　柏 柏市名戸ケ谷1-6-18

5587 いこい　東口店 柏市柏3丁目4番20号

5588 コスモス 柏市藤心2-14-21

5589 中國料理　熊福 柏市花野井620-5

5590 居酒屋　ともだち 柏市豊四季167-41

5591 Bar　案山子 柏市根戸467-30広瀬ビル1-1

5592 スナック　KIKU 柏市南柏1丁目11番8号

5593 大吉南柏店 柏市今谷上町69-7スイショウビル1A

5594 笑　タイム 柏市今谷上町35-24

5595 食楽酒房　DEN 柏市西原4丁目2番18号

5596 株式会社　一魂 柏市名戸ケ谷1-7-41

5597 お刺身居酒屋　かな川 柏市篠籠田1489番地33

5598 焼きの地鶏屋 柏市柏3-6-9第二後藤ビル2階

5599 柏サンブアップ 柏市泉町17番25号イシドビル1階

5600 笹 柏市ひばりが丘5番地11

5601 インディー28 柏市豊四季492-18

5602 livehouse　DOMe　kashiwa 柏市東上町2-2石井ビル

5603 カウンター　ブルームーン 柏市中央2-4-13さつきハイツ1階

5604 癒し茶屋　とちっこ 柏市高田1331番地6

5605 家庭料理　かずちゃん 柏市若柴162番地32

5606 鮨　鶴 柏市松葉町1-15-1

5607 鶏そばひでよし 柏市泉町6-56

5608 Bar　Plat 柏市柏2丁目8番5号やまもとビル2階

5609 ひまわり 柏市根戸1863番地

5610 焼肉　ARATA 柏市末広町4-5

5611 韓味家 柏市若柴185-6中央311街区5柏の葉かけだし横丁店舗15

5612 anny＆joe 柏市豊四季190番地増田ビル1FB号

5613 柏市南増尾5丁目22番26号

5614 萬味 柏市旭町1-10-4

5615 SALVATORE　CUOMO　＆　BAR　柏 柏市柏2-10-2ザ・柏タワー101-C

5616 BAR　IN　THE　MIRROR 柏市中央2-4-14

5617 スナック　熟りんご 柏市中央2-10-5

5618 パブ虎伯 柏市柏3丁目4番5号佐藤ビル2F

5619 串焼　市 柏市南逆井2-25-7

5620 肉バル　Guchee’s 柏市末広町4-51番ビル3F

5621 お料理　なかき 柏市東上町1-17KⅡビル1F

5622 ココス　柏布施店 柏市布施810番地8

5623 Keep 柏市柏4-6-321世紀第2ビル3階

5624 焼肉　田園 柏市宿連寺443番地37

5625 大衆ビストロ　Buddy’s 柏市柏3-1-21



5626 くいものや　チャカ　柏店 柏市旭町1-5-4プラザパスカ5F

5627 焼き鳥　いっしん 柏市旭町1-3-14

5628 居酒屋　千　穂 柏市高柳1478番地

5629 割烹　いっか 柏市柏4丁目11番16号サンリープ柏

5630 Bar　la　rondine 柏市明原1-1-5明原第2ビル2F

5631 居酒屋ミライ 柏市東上町3-3

5632 源寿司 柏市みどり台3-26-7

5633 江戸一　すたみな太郎　16号沼南店 柏市藤ケ谷新田17番地

5634 Cuffy 柏市柏3-7-21椎名ビル103

5635 美味しんぼ　みっちゃん 柏市豊四季127番地1

5636 まる酒 柏市柏4-4-5メープル柏101

5637 クラブ　悠久 柏市柏3丁目6番9号後藤ビル2-3F

5638 割烹ふぐ　なか田 柏市東上町1-13

5639 中華料理おぎわら 柏市柏3-3-18AKBLD．Ⅶ201

5640 SAKEBAR　サカナノトモ 柏市末広町4-5金子ビル1F

5641 魚処つがる 柏市柏3-6-16高野山ビル2F

5642 アーユーボーワン　（スリランカレストラン） 柏市東上町2-24-1F

5643 まんたろー　柏店 柏市柏1-5-12エクセルエイトビル3階

5644 大衆割烹　岩亀 柏市藤心3丁目2番7号

5645 有限会社　臣　大衆割烹　岩亀 柏市南増尾2丁目7番30号

5646 島酒場　かでなす 柏市旭町1-1-19ヤブキビル3F

5647 GAIA 柏市旭町1-7-11MYBL2-3階B

5648 麒麟亭 柏市柏3-6-21柏ビル101号室

5649 居酒屋　里 柏市ひばりが丘4番地1ふる里ビル1階

5650 Dining　Bar　ここ 柏市柏1-1-10柏葉ビルB1

5651 Goro’s 柏市明原1-9-13

5652 青とんがらし 柏市末広町10-24

5653 La　STAN 柏市旭町1-11-3-1F

5654 文寿司 柏市大津ケ丘4丁目24番8号

5655 カラオケ　エスカルゴ 柏市柏1丁目2番35号

5656 股旅ちょーだいな 柏市柏3-2-18マリエールビル1-A

5657 晩酌や　うさぎ 柏市豊四季245番地6

5658 日本料理　丸山 柏市旭町1-2-13深野マンション103号

5659 ひるふぁーむ 柏市伊勢原1-1-1

5660 聚香閣 千葉市稲毛区小深町589番地9

5661 キッチン　あをば 千葉市美浜区稲毛海岸1丁目1番30号

5662 美味 千葉市中央区登戸1丁目1番17号201

5663 武蔵家　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目19番9号

5664 肉バルYAMATO 千葉市中央区富士見2丁目18番4号大樹ビル1F

5665 吟家 千葉市緑区誉田町2丁目2302番地

5666 すし処　やなぎ家 千葉市中央区生実町771番地1

5667 割烹　をざわ 千葉市中央区中央1丁目2番12号B1

5668 一風堂　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目9番15号1階

5669 金峰 千葉市中央区南町2丁目22番19号

5670 VANSAN　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目2番18号エヌズビル1F

5671 インド・ネパールレストラン　マンジュキッチン 千葉市中央区登戸1丁目15番13号TKビル1F

5672 焼肉DINING　大和　鎌取店 千葉市緑区おゆみ野4丁目17番地2

5673 上海軒 千葉市緑区おゆみ野南2丁目16番地1

5674 長金委 千葉市中央区宮崎1丁目17番22号1階

5675 炭火焼肉　花備 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目4番地5

5676 ザ　ナン　マスター 千葉市中央区春日2丁目23番4号時田ビル1F

5677 すたみな太郎　千葉北店 千葉市花見川区宇那谷町352番地6

5678 炭火焼とおばんざい　朴の木 千葉市中央区富士見1丁目13番11号

5679 Hanako食堂 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番28号1F

5680 韓国食彩　にっこりマッコリ　そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

5681 キッチンバー　BONOBO 千葉市中央区弁天2丁目22番3号

5682 福来軒 千葉市中央区道場北2丁目2番8号

5683 麺屋　一男 千葉市中央区富士見2丁目16番26号マルエイ第16ビル1F

5684 La　Capital 千葉市中央区新町22番地6

5685 らーめん一家　麺小屋　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目1番地6

5686 ラーメン　つち家 千葉市稲毛区園生町569番地1

5687 日韓大衆居酒屋食堂　サラン 千葉市中央区栄町17番6号1F

5688 天府記　唐居 千葉市中央区蘇我2丁目30番28号

5689 天使担々麺 千葉市中央区今井2丁目5番25号

5690 陳麻家　千葉C･one店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号C-13

5691 中華蕎麦　ごとう 千葉市中央区富士見2丁目9番14号松井ビル1F

5692 すし処　真 千葉市中央区南生実町55番地3

5693 麺屋　ことぶき 千葉市中央区中央1丁目2番11号ニュー千葉ビル3号館1F

5694 しゃぶしゃぶ温野菜　宮野木店 千葉市稲毛区園生町237番地7

5695 ゆで太郎花見川三角町店 千葉市花見川区三角町657番地13

5696 仙台焼肉ホルモン独眼牛　千葉店 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル3階

5697 台湾料理　八福 千葉市花見川区大日町1320番地2

5698 中華料理　金華 千葉市花見川区千種町205番地3

5699 四川料理　醉廬 千葉市中央区中央3丁目3番9号MF9ビル1F

5700 ココス千葉末広店 千葉市中央区末広3丁目16番1号

5701 ラーメンショップみつわ台店 千葉市若葉区殿台町397番地7

5702 中華　松園 千葉市美浜区高洲1丁目1番10号

5703 ココス　あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地10

5704 喜多方ラーメン坂内蘇我店 千葉市中央区稲荷町3丁目1番10号

5705 ココス　千葉青葉の森公園店 千葉市中央区青葉町1259番地

5706 ココス　海浜幕張駅前店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

5707 東昇餃子宴 千葉市中央区東千葉2丁目32番8号

5708 カマル 千葉市美浜区幸町1丁目18番1号2F

5709 武田 千葉市中央区富士見2丁目9番13号



5710 美食中華　天府記 千葉市中央区南町2丁目10番1号ワカナビル1F

5711 中華ガキ大将 千葉市中央区弁天2丁目20番22号セフティビル1F

5712 かつうら 千葉市中央区本千葉町9番2号

5713 しゃぶしゃぶ温野菜　稲毛山王店 千葉市稲毛区山王町307番地1

5714 焼肉飯店大門　浜野店 千葉市中央区浜野町751番地

5715 寿ししゃぶしゃぶすき焼き個室で食べ放題モ～TON！千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目9番2号プライム8　7F

5716 上海小籠館 千葉市若葉区西都賀3丁目6番3号

5717 インド料理レストラン　アダルサ 千葉市中央区中央3丁目15番15号ケイテイ第二ビル1階

5718 中華料理　味の北京亭 千葉市中央区富士見2丁目22番8号東方ビル1階101

5719 DEAR　FROM 千葉市中央区春日2丁目10番8号ラペール春日1F

5720 焼肉・居酒屋りしん 千葉市中央区南町2丁目24番8号ブランドール金剛1F

5721 中国料理　万寿苑 千葉市中央区本千葉町5番8号

5722 炭焼きビストロ　プルミエ 千葉市中央区東本町6番9号

5723 東昇酒家 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル1F

5724 つかさ 千葉市花見川区千種町241番地9

5725 手打そば・和食　吉輝 千葉市中央区松波2丁目19番5号

5726 ばんから角煮屋武石IC店 千葉市花見川区武石町1丁目508番地4

5727 川波 千葉市中央区弁天2丁目19番20号ロイアルビル101

5728 ステーキ＆ベジタブル　ホンキートンク 千葉市中央区長洲2丁目7番19号三藤第3ビル101

5729 インド・ネパール料理　シリザナ 千葉市中央区末広4丁目14番8号

5730 蓮池金寿司 千葉市中央区中央3丁目5番8号

5731 中華ダイニング桂彩魚 千葉市中央区松ケ丘町1番地16

5732 ハイドアンドシーク 千葉市花見川区幕張本郷6丁目25番4号マリオット本郷103

5733 台湾料理　八福 千葉市花見川区長作町1267番地9

5734 BISTRO　RECOLTE 千葉市中央区富士見2丁目13番1号第2山崎ビル1階

5735 杉の子 千葉市緑区平山町1926番地

5736 創作焼肉　樹 千葉市中央区富士見1丁目10番6号カネナカ第三ビル1F

5737 FRIED　CHICKEN　Tiger 千葉市中央区新田町6番2号サンセイハイム千葉104

5738 北海道ラーメン　温　～haru～ 千葉市中央区新千葉2丁目8番10号103

5739 肉焼　加トちゃん家 千葉市緑区高津戸町126番地

5740 ステーキ共和国　こてはし大使館 千葉市花見川区大日町1379番地1

5741 幸 千葉市中央区中央3丁目6番5号2F

5742 La　casa　di　tutti 千葉市中央区新宿2丁目3番9号イズミビル105

5743 牛角プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張　4F

5744 INDIAN　RESTAURANT　RANIMAHAL 千葉市中央区都町1285番地38

5745 樹の枝 千葉市花見川区天戸町1471番地

5746 ラーメンばんだい 千葉市美浜区新港32番地6-9

5747 かっぽう　せん吉 千葉市中央区道場南2丁目15番4号

5748 だるま寿司 千葉市稲毛区穴川2丁目9番14号

5749 鶏豚キッチンむしゃむしゃ 千葉市中央区今井1丁目23番10号シティコスモ15-101

5750 ふぐ料理　とら福 千葉市中央区中央1丁目8番6号千葉房総ビル1F

5751 東昇酒家中央店 千葉市中央区中央1丁目1番11号

5752 長寿庵 千葉市若葉区小倉台1丁目3番7号

5753 Berry’s　Cafe．em 千葉市美浜区高浜4丁目12番2号稲浜ショップ20号店

5754 きそば　たつみ 千葉市中央区登戸1丁目24番2号

5755 Cafe　dining　オレンジ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティ5　A棟102

5756 はなかご 千葉市中央区新町4番地1山本ビル2F

5757 wine&ｶｸﾃﾙｱｲｽｸﾘｰﾑ☆Dining Bar　我家我屋 千葉市中央区富士見2丁目7番16号亀屋ビルB1F

5758 インド・ネパールレストラン　シリザナ 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号103

5759 ラ、コリーナ 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1

5760 牛角　千葉プライム8店 千葉市中央区富士見2丁目9番2号千葉プライム8　6階

5761 博多もつ鍋龍千葉 千葉市中央区中央3丁目4番8号コーノスビル　1F

5762 鉄板焼大和屋　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目8番11号藤間ビル3F

5763 レストラン　大和久 千葉市若葉区坂月町14番地1

5764 DINING RESTAURANT&BAR　TAM　TORNADO　1F 千葉市中央区富士見1丁目9番12号

5765 鮨　たかはし 千葉市緑区土気町1591番地

5766 インド・ネパール料理　ナンハウス 千葉市中央区新町15番地5JK大友ビル2F

5767 ANGA 千葉市中央区富士見2丁目16番4号三社会館ビルB1F

5768 まごころ 千葉市中央区亥鼻3丁目4番3号

5769 中国料理　永興 千葉市中央区中央3丁目15番3号朝日プラザ千葉中央2階

5770 鮨・和食・徳次郎 千葉市中央区長洲1丁目4番10号

5771 春日寿司 千葉市中央区弁天3丁目13番1号

5772 ねこ　manma 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル107

5773 レストラン　ココス千葉小倉町店 千葉市若葉区小倉町531番地1

5774 焼肉レストラン赤門　小倉台店 千葉市若葉区小倉台3丁目4番1号

5775 そば・天丼　トキ松 千葉市中央区長洲1丁目1番10号並木店舗1F

5776 まつ井 千葉市緑区あすみが丘東2丁目1804番地16

5777 dining＆bar　Lantern 千葉市中央区新田町11番12号松長ビル1階

5778 喫茶　道 千葉市中央区弁天1丁目1番1号アートライブステージ1F

5779 どんぐり 千葉市中央区栄町27番14号

5780 HOTEL　LiVEMAX　千葉美浜 千葉市美浜区幸町2丁目3番地

5781 ファミーINN幕張 千葉市花見川区幕張本郷1丁目33番3号

5782 炭　串焼き　壱 千葉市中央区中央2丁目8番14号

5783 洒落者 千葉市花見川区幕張本郷2丁目7番8号メゾンドヒル黒部1階101号室

5784 ASOBI　BAR 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル103号室

5785 居酒屋　亀千 千葉市中央区南町2丁目21番14号

5786 居酒屋　美子　よし子 千葉市中央区栄町27番10号

5787 スナック　順 千葉市中央区登戸1丁目12番6号ヒルビリービル2F

5788 どん底 千葉市中央区要町15番13号M＆R　1F

5789 やぐら 千葉市中央区富士見1丁目15番2号クラマンビル3F

5790 りんりん 千葉市中央区生実町2513番地1

5791 コーヒー＆パブ　ロッヂ　パープル 千葉市中央区村田町893番地664

5792 炉端幸房　炙りや　楽蔵 千葉市中央区新町15番地13丸三新町ビル　1F

5793 鉄板酒房　角の花 千葉市緑区おゆみ野3丁目13番地9アプロード101



5794 大金星 千葉市中央区登戸1丁目19番6号サニーハイツ登戸105

5795 喫茶スナック　春 千葉市中央区長洲1丁目23番1号エスカイヤ本千葉第2ビル201号

5796 エタニティ 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル3階303

5797 鳥悦 千葉市中央区市場町2番6号

5798 Amour 千葉市中央区本千葉町4番3号アンプルールフェールアイ1F

5799 亀の家 千葉市中央区宮崎1丁目18番47号

5800 都久志 千葉市中央区春日1丁目19番10号

5801 Club　美香 千葉市中央区富士見2丁目22番4号UHビル2階　1号店舗

5802 クラブ　ころん 千葉市中央区富士見2丁目22番4号UHビル3階1号店舗

5803 浜旨☆韓旨 千葉市中央区富士見2丁目5番3号ラ・ピエール富士見4階

5804 DAKOTA 千葉市花見川区幕張本郷2丁目38番16号

5805 跡地 千葉市中央区栄町3番15号

5806 BEONE 千葉市中央区富士見2丁目4番13号大昌ビル2階A・B室

5807 喜美鶏 千葉市中央区南町2丁目17番13号南町コーポビアネーズ102号

5808 居酒屋　遊家 千葉市中央区長洲1丁目29番7号長洲店舗2F

5809 居酒屋いなか 千葉市中央区栄町25番10号1階

5810 uni　snack　＆　bar 千葉市中央区富士見2丁目16番26号マルエイビル3F

5811 酒詩 千葉市中央区本町2丁目5番3号

5812 いつもんとこ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5F

5813 チドリ 千葉市花見川区南花園2丁目6番9号

5814 いずみ 千葉市中央区富士見1丁目1番1号千葉駅前ビル地下1階

5815 大心 千葉市若葉区都賀3丁目13番13号

5816 酒肴旬菜　くるみ　-胡桃- 千葉市中央区本町1丁目3番4号

5817 処　ちくりん 千葉市中央区長洲1丁目24番9号

5818 Memphis 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号エクセレンス稲毛2F

5819 TIARA 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館3階301号室

5820 くらのあかり　千葉店 千葉市中央区富士見1丁目8番6号

5821 居酒屋　ラウンジ　江口 千葉市花見川区さつきが丘2丁目12番地2

5822 茶つみ 千葉市稲毛区長沼原町588番地4

5823 居酒屋　路 千葉市中央区栄町20番12号

5824 居酒屋　ジュらイ 千葉市中央区栄町20番12号

5825 杉玉　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地アウネ幕張1階

5826 Boa 千葉市中央区千葉寺町973番地22

5827 mr．kanso　千葉駅前店 千葉市中央区新千葉3丁目2番1号新千葉プラザマンション103

5828 すし居酒屋　みやうち 千葉市中央区長洲1丁目25番6号

5829 手羽美　富士見店 千葉市中央区富士見2丁目17番4号1階

5830 楽食美酒　弥助 千葉市中央区弁天1丁目24番2号

5831 さくら 千葉市若葉区千城台東3丁目7番9号

5832 螢 千葉市中央区栄町37番6号1階

5833 Plaisir 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル6階

5834 舞king 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル8F

5835 くつろぎ酒場　花祭 千葉市花見川区柏井1丁目1番35号

5836 カラオケ＆スナック　エスカルゴ 千葉市稲毛区緑町1丁目27番13号102

5837 唱和 千葉市中央区南町2丁目17番9号2コーポビアネーズ104

5838 やきとり　韋駄天 千葉市緑区おゆみ野6丁目27番地4おゆみ野プラザF棟1階

5839 DUZETA 千葉市中央区富士見2丁目21番1号第二東和商事ビル4階5階

5840 PINK　SODA 千葉市中央区富士見2丁目23番6号カンビルディング2F

5841 BLUE　SODA 千葉市中央区富士見2丁目14番8号エヌズビル3　B1F

5842 居酒屋　おはな 千葉市若葉区高品町1586番地8金子ハイツ101

5843 もつ焼　八角支店 千葉市若葉区千城台東2丁目2番9号

5844 有限会社　Jam’s 千葉市美浜区高洲3丁目2番16号

5845 夢幻 千葉市中央区院内1丁目18番13号コスモビル1FB

5846 銀シャリ家御飯炊ける　千葉中央店 千葉市中央区中央2丁目7番10号シャンボール千葉中央104号室

5847 ふるさとの味　ぼん 千葉市中央区仁戸名町554番地

5848 BAR M.stora 千葉市稲毛区緑町1丁目8番16号緑町中央ビル202

5849 Music　Lounge　Grace 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル5F

5850 カフェ　サイリュウ画廊 千葉市中央区亥鼻1丁目1番3号

5851 スナック　エンゼル 千葉市稲毛区長沼町332番地

5852 CLUB　Grace 千葉市中央区富士見2丁目16番12号北斗会館ビル地下1階

5853 うきち 千葉市花見川区幕張町5丁目471番地

5854 萠友 千葉市中央区中央1丁目8番5号総武リージェントビル3F

5855 藍 千葉市中央区松波4丁目5番9号浦山ビル103

5856 串焼　玉ちゃん 千葉市稲毛区稲毛3丁目6番28号1階

5857 花林冬 千葉市中央区富士見2丁目22番1号UHビル1F

5858 串屋　一鐵 千葉市中央区南町2丁目19番8号蕪村ビル1F

5859 日本橋　かなえや 千葉市中央区富士見2丁目9番28号山崎ビルB1F

5860 PICKUP　MOON 千葉市花見川区花園1丁目8番6号ライフビル3階

5861 CLOVER　HEART 千葉市中央区富士見2丁目13番3号アステージ7番館2階

5862 sai 千葉市中央区富士見2丁目8番6号アイケイビル5階

5863 ニューセ・シ・ボン 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビルB1

5864 DINING/BAR/DARTS　SPROUT 千葉市中央区春日2丁目21番7号日東不動産ビルB1

5865 居酒屋やきとり　みのる 千葉市花見川区南花園2丁目6番9号

5866 カラオケラウンジ　DOLCE 千葉市若葉区西都賀1丁目2番17号

5867 Vv 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地18スマイルビル一階

5868 SAKEBA　GEN 千葉市中央区中央3丁目15番14号三好野ビル3F

5869 club　Color 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5階A号室

5870 Venus 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル5階A号室

5871 ラウンジ　シオン 千葉市中央区新町15番地5JK大友ビル7階

5872 K　ダイニング 千葉市稲毛区小仲台7丁目27番2号富澤ビル102号室

5873 さかなや直営店　キッチン酒場　肴　～sakana～ 千葉市美浜区高洲3丁目14番3号園田ビル地下1階

5874 夜来香 千葉市中央区富士見2丁目21番10号シャインビルⅢ7F

5875 girl’s　bar　ACE 千葉市中央区富士見2丁目19番4号パークスポット100　2階

5876 バー　ダックス 千葉市中央区院内1丁目19番20号丸加ビル1F

5877 Blue　Splash 千葉市花見川区花園1丁目14番2号



5878 牛豚鳥　本店 千葉市稲毛区園生町1306番地18

5879 おばんざい倶楽部Dashi 千葉市中央区新田町15番1号ダイアパレス102

5880 瀬戸 千葉市稲毛区園生町849番地10-13

5881 としちゃん 千葉市中央区生実町1664番地

5882 居酒屋　味彩 千葉市若葉区西都賀3丁目3番20号食いしんぼうビルB1F101

5883 わかば 千葉市稲毛区天台4丁目2番20号

5884 みや古 千葉市中央区富士見2丁目13番5号須田ビル3F

5885 相席屋　千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目23番8号山野井ビル5階

5886 APOLLO（アポロ） 千葉市稲毛区稲毛東3丁目20番8号丸吉ビル4F

5887 パブ　ヴィーナス 千葉市花見川区南花園2丁目7番3号富商第三ビル2階

5888 家庭料理　ちぃーちゃん 千葉市中央区要町2番2号

5889 club　ティアラ 千葉市花見川区幕張本郷1丁目13番2号ニューよろづや第2ビル地下1階

5890 隠れ家　ORCO 千葉市中央区栄町37番12号伊藤ビル1F

5891 若潮 千葉市花見川区幕張町5丁目477番地20

5892 季節料理　鮮 千葉市花見川区幕張本郷2丁目2番20号富澤ビル1F

5893 登戸の滝 千葉市中央区春日2丁目23番11号103

5894 sports　cafe　MJ 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番9号

5895 居酒屋　アゲーン 千葉市花見川区天戸町1472番地7

5896 やきとりや　仁郎 千葉市若葉区西都賀2丁目1番19号

5897 浜田屋商店 千葉市中央区富士見2丁目21番7号都市綜研千葉駅前ビル1階

5898 はやと 千葉市中央区今井2丁目9番11号

5899 TOY　PLUS 千葉市中央区院内1丁目6番9号1階

5900 縁や 千葉市緑区おゆみ野南2丁目13番地2レジデンスおゆみ野1階

5901 ラウンジ　HANA 千葉市中央区富士見1丁目10番3号SC若松ビル6階601室

5902 博多串焼き　将門 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番1号川村ビル1F

5903 Beer　O'clock 千葉市中央区新田町1番4号江沢ビル1F

5904 DINING RESTAURANT&BAR　TAM　TORNADO　2F 千葉市中央区富士見1丁目9番12号

5905 なべ忠 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号エクセレンス稲毛　2F

5906 食遊人てけてけ 千葉市中央区本千葉町9番13号

5907 グラン・か・らん 千葉市中央区富士見2丁目14番6号LHビル千葉中央2階2FA号室

5908 居酒屋　かぼちゃ一番 千葉市中央区富士見2丁目12番8号田中ビル1F

5909 ラウンジ　シンセゲ 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル4階401号室

5910 炙りや　幸蔵 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号大岩ビル1F

5911 Serena 千葉市中央区院内1丁目5番9号YK11ビル2階

5912 食事処　四季 千葉市花見川区幕張町5丁目481番地3

5913 串カツ田中　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番8号1F

5914 しょうちゃん 千葉市緑区誉田町2丁目5番地

5915 レストランバー　MAMMA 千葉市緑区おゆみ野4丁目2番地17

5916 虹 千葉市中央区富士見1丁目10番5号FTビル4階A店舗

5917 焼き鳥　鳥ふく 千葉市中央区松波2丁目20番1号

5918 花みつ 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆきナインビル301号

5919 ダイニングバー　らくだ 千葉市若葉区都賀3丁目1番9号

5920 さとしの台所　わがや 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番4号102号室

5921 カラオケ　喜楽 千葉市花見川区作新台6丁目19番1号

5922 炭火炙り焼と地酒　いぶしぎん　千葉店 千葉市中央区新町17番地16新町芳野ビル1F

5923 日本料理　丸新 千葉市稲毛区園生町235番地1

5924 四季彩・ABURI 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張6F

5925 炭火焼き樹樹 千葉市花見川区千種町220番地3

5926 居酒屋　「一」 千葉市中央区今井2丁目11番27号

5927 居酒屋　くれせんと 千葉市中央区中央2丁目8番14号黒木店舗2F

5928 炭火串焼　ねぎま家 千葉市中央区春日2丁目21番11号コンド千葉WEST101

5929 花美月 千葉市中央区長洲1丁目24番1号109号室

5930 Grand　Line 千葉市稲毛区小仲台7丁目9番2号

5931 日本紅茶協会認定店　紅茶専門店DADA 千葉市美浜区真砂2丁目24番10号アンシャンテ21

5932 スナック　平 千葉市緑区あすみが丘1丁目44番地11

5933 鳥貴族　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地1エクセリオ幕張1階

5934 PIGEON 千葉市中央区富士見1丁目13番3号進栄ビルB1

5935 串いち 千葉市花見川区幕張本郷2丁目2番20号富澤ビル102

5936 京酒膳　雅 千葉市若葉区西都賀3丁目1番11号

5937 トゥルース海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張　4-02

5938 酒肴　ちが﨑 千葉市中央区都町2丁目2番27号

5939 Lounge　グラビティ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル6階B号室

5940 ろばた焼　あかちょうちん　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

5941 Moon　Bow 千葉市中央区富士見2丁目19番11号1F

5942 Queen　Bee 千葉市中央区栄町12番4号

5943 忠助 千葉市稲毛区稲毛東3丁目14番7号

5944 太道橋 千葉市緑区土気町1630番地

5945 大吉　あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘8丁目1番地8

5946 魚利 千葉市花見川区花園5丁目1番12号

5947 LIP 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル5階C室

5948 珈琲ニュー　ペンギン 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル201

5949 串焼　友 千葉市中央区今井1丁目5番2号

5950 ホっこり亭　モモタロウ 千葉市中央区長洲1丁目5番4号美鈴荘102号

5951 ニュー　シャインブルー 千葉市稲毛区天台5丁目13番5号

5952 千草茶房 千葉市稲毛区千草台1丁目1番24棟103号

5953 平八 千葉市美浜区高洲1丁目22番11号ニューよろずやビル3F

5954 BAR　LAGOON 千葉市中央区道場北2丁目18番40号

5955 ナイトパブ　リバージュ 千葉市中央区南町3丁目17番1号2F

5956 喫茶・味処　メルシー 千葉市中央区白旗2丁目19番2号

5957 炭火焼鳥　とりまる 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号エクセレンス稲毛1F

5958 桃の木亭 千葉市中央区中央1丁目10番1号トミオビル1F

5959 串いち 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番3号相葉ビル1F

5960 寿し道楽 船橋市本町4丁目3番21号モリウチビル1F

5961 INDIAN　RESTAURANT　BINITA 船橋市前原西2丁目18番1号津田沼パルコ6F



5962 CHEESE　SQUARE　船橋店 船橋市本町4丁目5番24号アロー船橋駅前ビル4F

5963 中華家　多楽 船橋市山野町41番地4

5964 美福苑 船橋市中野木1丁目5番1号

5965 とりまここから 船橋市芝山6丁目62番9号

5966 菜福楼 船橋市本町3丁目33番2号西栄ビル2F

5967 吉祥庵 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーと東京ベイ南館3階

5968 福満溢 船橋市前貝塚町564番地2

5969 伊勢元 船橋市西船4丁目24番25号

5970 La　Bonta 船橋市本町1丁目23番20号立山ビル　1F

5971 豚骨ラーメン専門店　とんちゃん 船橋市藤原3丁目27番23号

5972 割烹　いしい 船橋市三咲町143番地15

5973 焼肉　焼々 船橋市本町4丁目45番13号

5974 ちょい呑　きや 船橋市浜町1丁目36番1号

5975 貴族 船橋市前原西4丁目30番1号

5976 拉麺　いさりび 船橋市本町7丁目5番4号ワールドビル102

5977 入船鮨 船橋市三咲2丁目13番8号

5978 モー・TON 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビルB1

5979 ベトナム食堂　フォーホア　PHO　HOA 船橋市本町1丁目5番1号ネクスト船橋

5980 ココス芝山店 船橋市新高根1丁目1番

5981 寿司割烹　御旦孤　船橋店 船橋市本町7丁目5番4号ユニマット駅前ビル2F

5982 丸吉 船橋市本中山3丁目21番19号

5983 創作割烹　武田101 船橋市東中山1丁目24番6号メゾンルミエール101

5984 味よし 船橋市湊町2丁目1番5号MⅡビル　1F

5985 まとい寿し 船橋市咲が丘4丁目23番10号

5986 魚骨らーめん　鈴木さん 船橋市前原西2丁目32番10号

5987 寿司義 船橋市本町2丁目29番11号

5988 ラーメン　963 船橋市本町2丁目27番20号

5989 大戸屋ごはん処　船橋フェイスビル店 船橋市本町1丁目3番1号3F

5990 インドレストラン　S・ターラ 船橋市三山6丁目46番3号

5991 ロイヤルキッチン 船橋市習志野台3丁目2番2号104

5992 博多天ぷら　やまみ　シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号シャポー船橋南館3F

5993 Grand-PaPa 船橋市薬円台4丁目8番6号

5994 粋な料理と厳選地酒　こみや 船橋市本町4丁目4番1号喜久水ビル5階

5995 喜多方ラーメン坂内船橋店 船橋市本町1丁目8番13号

5996 焼肉レスト　バンバン 船橋市宮本1丁目11番6号

5997 大上海 船橋市本中山3丁目21番2号COOP　M5　1階D号

5998 そばやの髙さわ 船橋市本町2丁目29番4号三嘉ビル　1階

5999 スペイン料理　タベルナ・カディス 船橋市本町4丁目4番7号船橋NTビル2F

6000 Chinese　Kitchen　琉月 船橋市二和東5丁目22番1号

6001 らーめん房　やぶれかぶれ 船橋市前原西8丁目3番2号

6002 愛　チェンマイ 船橋市本町2丁目15番24号

6003 とんかつ　いっとん 船橋市本町6丁目2番10号ダイアパレス船橋　105

6004 レストランバー　エムエム 船橋市前原西2丁目2番1号

6005 有限会社　味のまる藤 船橋市本町7丁目24番5号

6006 味の豊 船橋市湊町2丁目1番22号2F

6007 焼ジビエ　罠　一目 船橋市本町2丁目26番28号中田ビル1F

6008 ビストロ　ル・セーフ 船橋市習志野台2丁目6番13号

6009 メソン　バスカ 船橋市本町4丁目4番7号船橋NTビル1F

6010 マシソヨ 船橋市本町2丁目3番16号

6011 台湾料理　八福 船橋市駿河台2丁目8番8号

6012 ココス　夏見台店 船橋市夏見台4丁目1番1号

6013 らーめん居酒屋　金華 船橋市藤原2丁目17番17号

6014 老渝城 船橋市夏見3丁目20番16号

6015 CLASSIC　KITCHEN＆BAR 船橋市高根台7丁目13番21号

6016 七輪焼肉　安安　船橋店 船橋市本町1丁目32番15号アロー京成船橋駅前ビル2F

6017 謝謝 船橋市本町1丁目4番8号1F

6018 牛徳 船橋市本中山2丁目18番1号2F

6019 船橋市高根台7丁目10番11号石井店舗（中）

6020 ラフィングブッダ　ネパール＆インドレストラン　ハラルフード 船橋市上山町1丁目226番地1

6021 魚がし寿司 船橋市本中山2丁目17番34号

6022 ラーメン道場 船橋市本中山3丁目23番24号

6023 松びし　ドゥエ 船橋市二和東5丁目25番19号

6024 お好み焼ダイニング　向日葵 船橋市三山8丁目1番3号

6025 その 船橋市古作2丁目1番18号

6026 スナック　トゥナイト 船橋市習志野台1丁目15番3号ダイヤハイツ　102号

6027 ニューシルクロード 船橋市習志野台1丁目39番6号習志野興産ビル3F

6028 13　PALMS 船橋市習志野台2丁目2番15号

6029 喫茶　かりん 船橋市習志野台2丁目6番17号

6030 炊屋 船橋市習志野台4丁目23番13号

6031 Mama家 船橋市習志野台4丁目51番3号

6032 呑み喰い処　やすらぎ 船橋市松が丘1丁目4番1号ハッピーハイツ店舗A号

6033 居酒屋「ひばりの里」 船橋市松が丘4丁目13番5号1F

6034 やきとり地酒の店　藤勝 船橋市新高根2丁目13番3号

6035 食彩厨房　いちげん　西船橋店 船橋市西船4丁目11番11号

6036 スナック　四季 船橋市西船4丁目18番14-103号

6037 松よし 船橋市西船4丁目25番8号

6038 やどかり　西船店 船橋市西船4丁目26番2号

6039 パブ　クラブ　KEI 船橋市前原西2丁目12番6号東横インB1

6040 クラブ　パルティ 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル（東横イン津田沼）地下1階006号室

6041 BAR　D．D．ISLAND 船橋市前原西2丁目13番24号SKDビル4F

6042 紅葉 船橋市前原西2丁目17番7号

6043 沖縄料理　きらく 船橋市前原西8丁目2番3号

6044 網焼元祖　しちりん　東船橋店 船橋市東船橋4丁目29番2号ハイツセブン　103号

6045 ワーゲン 船橋市南三咲2丁目5番18号



6046 大吉 船橋市二和西6丁目26番28号

6047 スナック　ゆうこ 船橋市二和東4丁目9番4号

6048 もんじゃ　月島 船橋市夏見台4丁目7番11号竹之内ビル-A

6049 鳥ます 船橋市本中山1丁目15番22号

6050 スナック　メロディー 船橋市本中山2丁目23番13号

6051 たてやま 船橋市本町1丁目11番1号

6052 シルバーポット 船橋市本町2丁目17番28号

6053 食彩酒豪　じん 船橋市本町2丁目24番4号エミエール船橋101

6054 沖縄料理　かじまやー 船橋市本町2丁目29番6-301号

6055 TOMORI　船橋店 船橋市本町4丁目2番9号菅野屋ビル5F

6056 エーワン 船橋市本町4丁目37番6号宮下ビル1F

6057 酔族館　倶楽部 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル5F

6058 パブ　舞 船橋市本町4丁目42番14号

6059 3rd　（サード） 船橋市本町4丁目42番9号

6060 居酒屋カラオケ　ff 船橋市本町4丁目43番20号1F

6061 串いち 船橋市本町4丁目4番1号喜久水ビル　1F

6062 西洋居酒屋　その 船橋市本町4丁目4番38号2F

6063 居酒屋　京和 船橋市本町5丁目6番15号コミヤ店舗1階

6064 小料理　とき 船橋市本町6丁目2番10号ダイアパレス　101号

6065 居酒屋　みくら 船橋市薬円台4丁目8番6号

6066 ラウンジ　セレナーデ 船橋市薬円台5丁目6番20号

6067 Sweet　Kava　Kava 船橋市前原西2丁目1番1号2階

6068 カラオケ　がこちゃん 船橋市習志野台4丁目8番7号1

6069 LA-LA 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス津田沼201

6070 Garage　Kitchen　あそび 船橋市西船4丁目29番13号ルネスgen　1階

6071 Frontline　FORCES 船橋市本町2丁目29番4号三嘉ビル202

6072 酒楽場　ごうにい 船橋市本町4丁目39番2号グレイスコートアサヒ1F

6073 船橋市本郷町421番地2

6074 馳走處 ん 船橋市本町4丁目42番5号

6075 OWL’s　BASE 船橋市西船4丁目20番2号ハクシュウビル2F

6076 肉バル　パドレ 船橋市本中山7丁目21番2号

6077 俺の隠れ家 船橋市西船4丁目20番3号

6078 Urban　breeze 船橋市坪井東1丁目2番31号

6079 居酒屋　永ちゃん 船橋市薬円台4丁目8番6号101

6080 うーたこ 船橋市馬込西1丁目2番10号

6081 屋台屋九ちゃん船橋店 船橋市本町4丁目42番4号1F

6082 華栄 船橋市本町4丁目42番6号

6083 居酒屋　おみちゃん 船橋市習志野台1丁目15番3号ダイアハイツ104

6084 パブスナック　ハニー 船橋市本町4丁目42番6号2F

6085 統鳥 船橋市本中山7丁目21番1号

6086 お食事処　旬の酒肴　麻耶 船橋市宮本4丁目2番14号

6087 パブスナック　ユニーク 船橋市本町1丁目15番5号花秀ビル　2F

6088 Ann’s　Cafe　＋　Bar 船橋市西習志野3丁目26番8号ファインコート北習志野1F

6089 船橋まぐろLABO 船橋市本町2丁目29番11号

6090 カラオケスナック　京ちゃん 船橋市本中山3丁目7番1号英和ハウス1F

6091 焼鳥　大富 船橋市本町2丁目11番25号

6092 下町大衆酒場　太郎 船橋市飯山満町2丁目548番地3-103

6093 カラオケ　スナック　LEE 船橋市本町2丁目13番5号101

6094 CANCION 船橋市習志野台3丁目17番21号1階

6095 ANT 船橋市本町4丁目5番21号市原ビル1F

6096 さとう 船橋市西習志野1丁目9番16号

6097 うーたこ　分店 船橋市宮本3丁目10番1号

6098 船橋　馬喰ろう 船橋市本町4丁目40番35号

6099 Xanadu 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル6F

6100 旬彩酒房　成る 船橋市山野町58番地1-103

6101 塚田の焼き鳥酒場　有頂天 船橋市北本町2丁目44番12号

6102 居酒屋　みっちゃん 船橋市金杉4丁目9番13号

6103 船橋港　つり滝 県内一円

6104 串焼き　小野田 船橋市本中山3丁目11番2号

6105 焼きの肉問屋 船橋市本町4丁目40番12号インペリアルビル1階

6106 かつぎや　西船橋店 船橋市西船4丁目27番2号西船橋駅前プラザ3階

6107 カラオケ　江莉佳 船橋市宮本4丁目2番13号

6108 路地ノ裏　灯篭 船橋市西船4丁目28番11号

6109 もんじゃかん太　裏通り店 船橋市本町4丁目44番3号

6110 立呑み　ぴっぽっぱ 船橋市三咲2丁目2番3号武藤ビル1-B

6111 カラオケ　美夢 船橋市本町2丁目6番1号Kモール二番館3階

6112 PUB　インフィニティー 船橋市本町1丁目13番2号

6113 スナック咲 船橋市本町1丁目12番22号タカナミビルⅢ302号室

6114 Asterisk零 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ204号室

6115 ツークール 船橋市本町1丁目11番19号2F

6116 海鮮地鶏　うまいもん 船橋市前原西2丁目15番12号第2三商ビル2F

6117 炭火焼鳥　雅 船橋市二和東6丁目11番21号

6118 KEI 船橋市前原西2丁目13番24号SKDビル4階B号室

6119 Virgin 船橋市本町4丁目3番3号船橋駅前ビル地下1階

6120 MIU 船橋市習志野台4丁目10番10号

6121 黒豚しゃぶしゃぶ　ぐるなべ 船橋市本町4丁目5番26号船福ビル2階

6122 居酒屋　まあさ 船橋市高根台7丁目13番4号

6123 New　Lounge　ひとみ 船橋市本町1丁目11番地細谷ビル2F

6124 御食事処軽食＆喫茶　あーと 船橋市高根台1丁目7番8号

6125 寄り所　しん和 船橋市高根台1丁目7番9号

6126 串市 船橋市葛飾町2丁目403番2号

6127 ぽっぽ 船橋市宮本2丁目13番6号浜島ビル　1階

6128 みのり 船橋市高根台7丁目7番14号

6129 カラオケ喫茶　ジュリアン 船橋市高根台7丁目9番13号



6130 季節料理　かっぱ 船橋市宮本3丁目5番3号

6131 チェリオ 船橋市宮本3丁目9番19号

6132 ふくふく 船橋市咲が丘4丁目3番5号

6133 サンティ　八千代店 八千代市ゆりのき台1-2-5セントラルビル1F

6134 おあしす 鎌ケ谷市丸山3丁目6番2号

6135 酒のデパート　ワイン館 八千代市勝田台北1-2-8いなほビル1階

6136 肴　鹿しま 習志野市本大久保5丁目6番28号

6137 ノック　イム　アロイ 八千代市勝田台1-6-11

6138 アミーゴ 八千代市勝田台1-5-3

6139 居酒屋　千SEN 習志野市大久保2丁目1番12号押野ビル2階

6140 かくれ蔵　しんのすけ 習志野市本大久保3丁目11番22号

6141 だしダレ焼鳥・てっぱん　うっとり 八千代市ゆりのき台4丁目1番2号クレール25　1F　1号室

6142 大衆酒蔵　くら田 八千代市八千代台東1丁目15番119号

6143 中国料理　桃春 八千代市吉橋1070番地7

6144 割烹居酒屋　深雪 習志野市津田沼5丁目11番14号コラム21　2階

6145 居酒屋スナック　千秋 八千代市八千代台西1丁目1番28号ウエストワン101

6146 旨いもん酒場　菜ッ八 八千代市八千代台東1-17-7八千代シティプラザB棟2

6147 やきとり　MAJO 習志野市津田沼2丁目6番34号白鳥ビル

6148 海月 習志野市谷津5丁目5番16号102

6149 生パスタ　手づくりピザ　Coca 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目2番30号

6150 酒のデパート　ワイン館　2号店 八千代市勝田台北3-2-1福一ビル1階

6151 光々亭 八千代市大和田新田109番地9

6152 トゥモロー 八千代市勝田台1丁目14番71号

6153 カレーハウス　CoCo壱番屋八千代八千代台店 八千代市高津東1丁目6番6号

6154 お好み焼　祭 鎌ケ谷市道野辺中央5丁目3番33号

6155 菊富士2号店 八千代市勝田台1丁目12番6号

6156 カラオケサロン　エリーゼ 八千代市勝田台1丁目5番18号

6157 ふる里 習志野市谷津5-6-1

6158 大喜 八千代市八千代台南1-5-6メゾン井上103

6159 プティ・ラ・シェット 習志野市谷津1-13-10ヤマワロイヤルパレス102

6160 鮨五とう 八千代市勝田台北1丁目2番11号

6161 茶房　古久 八千代市村上1533番地

6162 居酒屋　せき 八千代市高津850番地136

6163 カンパイ 鎌ケ谷市東中沢4丁目4番20号

6164 上州 習志野市本大久保3丁目8番11号

6165 利香 習志野市東習志野3丁目13番23号

6166 酒菜屋さん 八千代市勝田台北1-2-1

6167 怪人23面相 習志野市大久保1丁目29番1号

6168 温野菜津田沼駅前店 習志野市津田沼1-2-1十三ビル4F

6169 呑み食い処　吉安 八千代市勝田台1丁目14番2号

6170 鳥勝 習志野市大久保3丁目15番2号1階

6171 時代屋 鎌ケ谷市南初富4丁目16番31号

6172 中華　ゆり 習志野市津田沼6丁目3番10号

6173 PUB　MARIA 八千代市勝田台1-17-3

6174 小料理　かづみ 鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目3番30号

6175 居酒屋　あづさ 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野

6176 本家絶品煮込みカツカレーの店 八千代市八千代台南1丁目4番2号大友ビル1F

6177 居酒屋ぷーさん 八千代市勝田台1-17-3出口ビル

6178 Pub　Desire 八千代市八千代台南1-4-4水越テンポ101号

6179 楽楽屋 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼B1-104

6180 KALASH（カラス） 八千代市八千代台西9-18-1

6181 炭火のうっとり 八千代市緑が丘1丁目2番22号緑が丘ビルこがね101

6182 大吉　大和田店 八千代市大和田298番地29-102

6183 極上唐揚げ　こっこ 鎌ケ谷市道野辺中央2-8-40

6184 居酒屋　やまと 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

6185 ラ・シェット 習志野市谷津7丁目8番7号

6186 伝説のすた丼屋　津田沼店 習志野市津田沼1丁目3番1号

6187 千成 八千代市大和田新田423番地

6188 Bar　Bond 八千代市八千代台東1丁目15番3号京成サンコーポE棟124号

6189 ロス・アンジェルス 八千代市勝田台南3丁目1番11号

6190 炭火焼　李 八千代市八千代台東1-22-1

6191 LOHAS　KITCHEN 八千代市勝田台1-21-9

6192 すたみな太郎　八千代緑が丘店 八千代市大和田新田1088番地6

6193 ガスト　八千代村上店 八千代市勝田台北2丁目3番1号

6194 小料理　焼きとり伸 習志野市谷津1丁目11番8号坂東ビル1F

6195 鳥文 八千代市高津850番地15

6196 スナック　みなみかぜⅡ 八千代市勝田台1-5-19宝生エスパス2F

6197 グラッチェガーデンズ　習志野大久保店 習志野市大久保1丁目15番11号

6198 萩 鎌ケ谷市東中沢1丁目13番24号

6199 とと 八千代市勝田台1-13-5小泉ビル1F

6200 食事処　うさぎや 八千代市吉橋1191番地

6201 八海山DINING 八千代市勝田台1-13-10-1F

6202 鎌ケ谷　製麺堂てつ 鎌ケ谷市東道野辺3-3-16

6203 居酒屋　つくし 習志野市谷津5丁目4番16号

6204 秋田屋 鎌ケ谷市東道野辺4丁目16番38号

6205 Club　Z 八千代市八千代台南1丁目7番1号シャイニービル6階

6206 居酒屋　蔵 習志野市谷津5丁目6番1号

6207 ジリオーラ 習志野市谷津1丁目10番9号エビ屋ビル1F

6208 和食居酒屋　蓮 八千代市勝田台1-17-6

6209 居酒屋　あぜ道 習志野市実籾1丁目4番1号ゴールドショップ習志野

6210 和食さと　東習志野店 習志野市東習志野5丁目30番5号

6211 居酒屋　美豚 習志野市大久保3丁目15番8号

6212 SUN　FLOWER　ヒマワリ 八千代市勝田台1丁目5番25号1F

6213 郷 習志野市津田沼3-20-17三田ビル1F



6214 居酒屋　緑川 八千代市島田台834番地5

6215 養老乃滝　八千代台東口店 八千代市八千代台南1丁目5番1号

6216 レストラン　ヒロ 八千代市緑が丘1丁目4番1号カムザ・スクエア緑が丘エスタシオン

6217 レストラン　ココス八千代店 八千代市大和田新田334番地1

6218 スナック慶 習志野市藤崎1丁目17番7号

6219 レストラン　リナモナ 八千代市大和田新田758-43

6220 酒処　きみ 習志野市津田沼3丁目1番6号

6221 ダリー 習志野市本大久保2丁目10番24号えどやビル3F

6222 アヴェニュウ 習志野市実籾4丁目3番9号

6223 伊酒屋食堂　KenKen． 市川市南八幡4丁目15番17号

6224 焼肉　八功 市川市南大野2丁目3番1号

6225 花かんざし 市川市南八幡3丁目3番14号ハイツ　サウスエイト　101

6226 わだちや 市川市高石神2番地13

6227 はなの舞　本八幡南口店 市川市南八幡4丁目1番7号本八幡駅南ビルB1

6228 Fujita倶楽部 市川市八幡2丁目7番8号八幡一番街田中ビル3F

6229 Haunt　Bar　Wish 市川市八幡2丁目14番11号川上ビル　1F　A号室

6230 洋食　yabu　kara　bou 市川市妙典3丁目22番11号1F

6231 DRAGON　GATE 市川市南八幡3丁目4番15号

6232 中華料理　味味 市川市南行徳3丁目13番1号樹マンション105

6233 牧和すし 浦安市当代島1丁目1番4号

6234 Siam　Cuisine 市川市行徳駅前3丁目7番15号

6235 焼き味座 市川市相之川4丁目15番6号

6236 ショットバー　グランドル 浦安市猫実5丁目12番8号DMビル102

6237 和食ごはん　nicori 浦安市高洲1丁目22番5号西金ビル1F

6238 IZAKAYA　眞　-Shin- 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル2F209

6239 三洲苑 市川市市川南1丁目1番1号121ザタワーズイースト1F

6240 GRAND　BLEU 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136　302号室

6241 文殊　市川店 市川市新田5丁目18番8号JR総武線高架下

6242 まぐろや 浦安市当代島1丁目5番40号

6243 季節料理　安曇野 市川市湊新田2丁目1番2号ハイムルポゼ

6244 和心　ふる川 市川市市川2丁目29番18号

6245 四季よし 市川市八幡2丁目14番16号

6246 洋膳酒房　ひげ 市川市行徳駅前1丁目11番11号

6247 異人舘 市川市湊新田1丁目6番12号丸英行徳コーポ店舗1F

6248 ポポラマーマ　本八幡店 市川市八幡2丁目5番20号

6249 てまり 市川市市川南1丁目6番22号福田ビル1F

6250 バーン　クン　ポー 市川市行徳駅前2丁目9番1号ダウンタウンソーホー1階

6251 バターカレー 市川市南行徳1丁目16番20号

6252 やま伏 市川市市川1丁目2番16号

6253 なか家 市川市行徳駅前3丁目15番12号

6254 インドレストラン　さくらダイニング＆バー 市川市行徳駅前2丁目22番2号

6255 鮨　神田 市川市東菅野1丁目3番23号エスパシオ市川1F

6256 チキン　チャップス 市川市南八幡3丁目6番17号

6257 GARAGE・K 市川市八幡1丁目11番13号

6258 NomiDokoro　おん。 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136-402

6259 食事処　ちば 市川市幸2丁目8番10号

6260 紫野 市川市市川1丁目17番3号

6261 レストラン　停車場 市川市八幡2丁目7番11号

6262 焼肉　十がらし 浦安市富士見1丁目10番23号

6263 牛角　妙典店 市川市富浜2丁目6番1号

6264 千成鮨 市川市八幡6丁目3番24号

6265 慶鳥 浦安市日の出5丁目5番1号COCO街区E

6266 ビーフラット 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美2F

6267 まがり屋 浦安市堀江1丁目33番6号堀江新井ビル102

6268 桝田屋 浦安市北栄1丁目2番28号新定マンション1F

6269 飲み処　永遠 市川市曽谷4丁目34番6号

6270 たんや　十兵衛 市川市市川1丁目1番1号シャポー市川1F

6271 お好焼・もんじゃ　若菜 浦安市猫実3丁目16番41号マンションハイブリッチ1F

6272 焼肉　城 市川市妙典3丁目22番11号ネオ・パサージュ1階101

6273 Lake Store 市川市行徳駅前2丁目12番15号

6274 SMOKY　MONKEY＜燻猿＞ 市川市市川2丁目1番12号SAP市川Ⅱ　2a

6275 はい、串揚げです。 浦安市北栄2丁目19番24号ダジュール浦安101

6276 Cozy Crib 市川市行徳駅前1丁目6番13号森田店舗

6277 PORK＆WINE　PORCO 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル103

6278 和盛居 市川市湊15番6-102号カサグランデ88

6279 築地日本海　南行徳店 市川市南行徳1丁目18番1号レジデンスダイキ1階

6280 中国小皿料理　富祥 市川市南八幡4丁目4番20号ルーフガーデンハイツ1F

6281 焼肉　本陣 市川市南八幡4丁目4番14号東洋マンション2F

6282 PUB　CATWALK 市川市湊新田1丁目6番12号105

6283 蛇の目寿司 市川市市川1丁目17番10号

6284 山咲き 市川市南八幡4丁目5番20号クローバービル1F

6285 MARSANBAR 市川市妙典5丁目5番23号シャーメゾンshimura102号

6286 DANPHE　Restaurant 市川市行徳駅前2丁目21番22号

6287 はす池 市川市湊新田2丁目3番11号飛鳥ビル1F

6288 RUDRAWATI 市川市曽谷1丁目12番1号

6289 和syoku　穂々 市川市南八幡3丁目7番5号山喜マンション1F・2F

6290 レストラン　コデアク 浦安市当代島1丁目2番10号クリスタルKビル　1F

6291 すし処　はせがわ 市川市市川1丁目17番3号マキノマンション1F

6292 オールド・パル 市川市南八幡3丁目7番11号

6293 太月そば店 浦安市猫実3丁目15番5号

6294 和食ふじ 浦安市今川1丁目4番3号

6295 時遊人 市川市行徳駅前1丁目6番11号

6296 FOODICAL　HEROES 市川市南八幡3丁目23番1号吉田マンション1F

6297 第八　相馬屋 浦安市当代島1丁目30番11号



6298 酒処　純 市川市行徳駅前2丁目21番9号

6299 インド料理　アティティ 市川市南八幡3丁目7番7号

6300 遊菜亭　志摩家 浦安市入船4丁目6番8号

6301 長福たち呑み中華居酒屋 市川市南八幡4丁目3番15号鈴木ビル1・2F

6302 オンリーワン 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビル2F202号室

6303 行徳ビリヤーニーハウス 市川市行徳駅前3丁目7番12号荒井店舗D

6304 カラオケ楽楽 市川市南八幡4丁目3番15号鈴木ビル4F

6305 市川唐苑酒楼 市川市新田2丁目31番22号

6306 龍月 市川市南八幡3丁目5番7号

6307 とり亀（とりき） 市川市南八幡4丁目8番16号石井ビル

6308 花あかり 市川市真間1丁目10番13号プラザ真間101号

6309 ガスト　浦安店 浦安市北栄1丁目1番9号

6310 バーミヤン市川下貝塚店 市川市下貝塚3丁目19番16号

6311 夢庵　市川大野店 市川市北方町4丁目1463番地1

6312 ガスト　市川国分店 市川市国分1丁目4番10号

6313 ガスト　行徳店 市川市行徳駅前2丁目3番ショッピングセンター　ポニービル2F

6314 株式会社すかいらーくレストランツバーミヤン浦安今川店 浦安市今川4丁目13番2号

6315 chawan　舞浜駅前店 浦安市舞浜26番地5ドリームゲートアネックス2F

6316 ガスト　本八幡店 市川市南八幡4丁目2番3号丸玉第一ビル　2F

6317 美～はる～ 市川市南八幡3丁目7番16号

6318 個室居酒屋　和 市川市八幡2丁目16番6号内田ビル地下1階

6319 カレー＆スパイス　レストランエレファントハウス 市川市南八幡3丁目8番9号

6320 BARちゃん 市川市南行徳1丁目22番8号東ビル15　5階B号室

6321 リークスⅡ 市川市市川1丁目3番8号

6322 スナック　CoCo 市川市行徳駅前1丁目11番13号

6323 四季の食彩　さとう 市川市東菅野1丁目2番8号ユノビル1階

6324 ガスト京成八幡店 市川市八幡3丁目3番1号京成八幡ビル

6325 焼肉　栄 市川市行徳駅前1丁目27番15号アイビル　2F

6326 新鮮や　たく 浦安市猫実4丁目18番27号サンライズビルⅡ　2F

6327 日本酒とりまる　浦安店 浦安市北栄1丁目16番18号浦安ケルンビル302

6328 茶曜日 市川市市川3丁目29番7号KSビル1F

6329 風龍 市川市市川1丁目1番1号

6330 弘 市川市八幡2丁目14番14号土谷ビル2F

6331 夢庵　市川福栄店 市川市福栄1丁目23番

6332 おこのみ亭 県内一円

6333 とさか 浦安市北栄1丁目15番13号

6334 はなの舞　新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4F

6335 中国ラーメン揚州商人イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4F

6336 肉バル　スノーキー　行徳店 市川市行徳駅前2丁目25番25号

6337 千寿司　行徳店 市川市行徳駅前1丁目24番1号東西線メトロセンターニュー行徳B

6338 うまいや　石田 市川市行徳駅前2-9-2薮崎ビル105号室

6339 ジョナサン　本八幡店 市川市東大和田2丁目4番10号昭和産業本八幡ビル2F

6340 小料理Bar　月乃 市川市南行徳1丁目16番24号フェニックスビル2F

6341 Goo 市川市南行徳1丁目16番8号アーネスト88ビル2F

6342 プサンヤ 市川市南行徳1-13-1メゾン3006　1F

6343 花凛 市川市高谷1-4-6

6344 はま寿司　行徳店 市川市湊新田1丁目2番10号

6345 しんさだ 浦安市当代島1丁目1番5号浦安第1メトロセンターB2号

6346 うどん酒場京屋 市川市行徳駅前1-11-11堀木店舗2号

6347 居酒屋　幸ちゃん 市川市大和田4丁目1番2号

6348 やんばる 市川市行徳駅前2丁目21番9号

6349 スナック　ボンボン 浦安市猫実4丁目20番11号

6350 ジョナサン浦安店 浦安市東野1-3-12ナツミ・ガーデン1階

6351 和食さと　市川菅野店 市川市平田1丁目9番7号

6352 凛 市川市富浜2丁目3番21号

6353 レストラン　Matsuo 市川市市川1丁目6番15号103

6354 鮨・酒・肴　杉玉　浦安 浦安市当代島1-1-25板徳ビル1F

6355 T-Style 浦安市当代島1丁目17番3号

6356 ドュセニ村-8 市川市新田4丁目8番17号土屋ビル2F

6357 メインバー　マートレット 浦安市美浜1丁目9番1号浦安ブライトンホテル　22階

6358 バル　デ　エスパーニャ　グランビア新浦安店 浦安市入船1丁目4-1イオン新浦安4F

6359 朝びき焼鳥・野菜豚巻・塩おでん麦味噌煮込み　うっとり 浦安市北栄1丁目15番25号エミネンスZEN102

6360 居酒屋　小川家 市川市行徳駅前2丁目21番9号

6361 ガスト中山店 市川市北方町4丁目1838番地1

6362 レストラン＆バーマキ 市川市湊新田2丁目6番3号モロマンションB棟1F105号

6363 和食　さと浦安店 浦安市猫実2丁目13番23号

6364 クール　ペッパーズ 市川市市川1丁目7番1号コスモ市川102

6365 バーミヤン　市川真間店 市川市真間1丁目12番4号

6366 タイレストラン　トールン 市川市行徳駅前2-21-22行徳マンション1020

6367 だんちょうてー 市川市南八幡4丁目7番12号

6368 有限会社　功徳林 浦安市猫実4丁目2番16号

6369 スナック　KUMI 市川市南八幡3丁目1番1号ユタカビル2F

6370 酒と肴〆はうどん　博多UDONだいにんぐながやま亭。 浦安市北栄1-11-1醍醐ビル1F

6371 スナック39（スリーナイン） 市川市南八幡4丁目1番13号森ビル2階

6372 Soul　Food　Kitchen 浦安市当代島1丁目5番33号

6373 シニアクラブ　ミタ 市川市南八幡4丁目5番20号クローバービル2F

6374 居酒屋　豊見城 松戸市西馬橋幸町92番地清光マンション102

6375 酒房　はなや 松戸市六実3丁目14番地13

6376 デンスケ 我孫子市湖北台1丁目12番14号

6377 タベルナ　デル　ヴィットリオ（凱旋） 松戸市本町20番地20田村ビル　2F

6378 家庭料理飲み食い処　はせべ 松戸市大橋413

6379 カラオケ響 我孫子市新木3055-1

6380 スナック真shin 松戸市西馬橋蔵元町154

6381 カレーハウスココ壱番屋JR我孫子駅南口店 我孫子市本町2丁目3番21号田中ビル1階



6382 ダイニングバー　桃太郎 流山市江戸川台東2-62

6383 有限会社　味の東山 松戸市松戸1291-4コスモ松戸ステーションビュー102

6384 スナック　ニュー未来 松戸市新松戸2-114-2プラザニュー松戸ビル　3階

6385 麺屋　空 流山市南流山6丁目28番10号

6386 魚家族 松戸市仲井町3-71第3アンビルマンション店舗5号室

6387 カラオケ　居酒屋　さっちゃんの店 松戸市五香6-17-14-1階

6388 R-S 松戸市小金原6-2-6

6389 炉端　浜 我孫子市中峠3043番地

6390 花の舞　八柱駅ビル店 松戸市日暮1丁目1番地1八柱駅第2ビル　4F

6391 MEKENI 松戸市稔台1-10-18第2水野ビル106

6392 味のれん　菜の花 松戸市新松戸1-375中山第2ビル102

6393 ファウンテンヒルカフェ＆カクテル 松戸市日暮1丁目3番地5

6394 炭火やき鳥　樂（らく） 松戸市平賀11-1

6395 Ros　Siam　ロッサイアム 松戸市日暮3-12-1矢野マンション　101号室

6396 小柳亭 松戸市本町21-3TYビル2F

6397 酔仙 松戸市六実4丁目2番地19

6398 木の実 流山市南流山6丁目23番4号

6399 すし　和食処　ひら河 松戸市小金きよしケ丘1丁目1番地の4

6400 海洋Ⅱ 松戸市小金原6-12-5

6401 居酒屋　あんちゃん 松戸市松戸新田577番地50

6402 鳥新 松戸市六高台3丁目84番地

6403 ままや 我孫子市湖北台1丁目14番7号

6404 赤とんぼ 松戸市日暮399-27カーサ八柱101

6405 ベッラ　ビスタ 松戸市日暮1-7-2コーヨービル1F　101

6406 ベトナム料理　TRA　MY　QUAN 松戸市新松戸2-31-2若しばビル1F

6407 スナック　ピリカ　マリ 松戸市小金13番地

6408 月丸 松戸市五香西1-33-1

6409 居酒屋　流 流山市富士見台2-5-101

6410 台湾料理　味鮮 流山市駒木台216-4

6411 Over　Take 松戸市二十世紀が丘萩町157-1階D

6412 Aria 松戸市日暮1-3-6第3飯島ビル401

6413 居酒屋　春ちゃん 流山市向小金1-455-31

6414 備前 我孫子市我孫子1-9-6ペルレシュロスパート8　1F

6415 レストパブ　トット 我孫子市中里6番地1

6416 totochee 松戸市新松戸2-30-1F

6417 居酒屋　ゆめか 松戸市金ケ作422植竹ビル1F

6418 パブスナック　ミナミ 松戸市根本447-1-1F

6419 カラオケステージ　グランプリ 松戸市仲井町3-4第二稲川ビル2F

6420 うな亭 松戸市小金原7-17

6421 菜酒三昧　寿波 松戸市稔台1059番地1コーポすずきA号

6422 プラッツ 松戸市常盤平4-3-1

6423 瀬がわ 我孫子市湖北台8-3-7

6424 季節料理　旬 我孫子市天王台1-24-9第二松崎ビル2階

6425 串揚げ　DINING　縁 流山市江戸川台西1-81

6426 レッド・ポニー 松戸市新松戸3-133

6427 らーめん大　松戸店 松戸市本町25-5松戸本町ビル1F

6428 スナック　さくら 松戸市常盤平5-11-19秋吉ビル2F

6429 囲炉裏場　焚き火 流山市西初石3丁目100-2ピュア店舗No1号

6430 ベトナム料理　TRA　MY　QUAN 松戸市新松戸2丁目31番地2若しばビル3F

6431 旬香 松戸市上本郷4073-1

6432 吉吉 松戸市上本郷908-3コスモシティ北松戸2ーA

6433 アカネ 松戸市小金原8丁目20番地10

6434 横浜家系ラーメン壱角家　松戸店 松戸市本町1番地9第2日発ビル1F

6435 桜花 松戸市金ケ作408-601山倉ビル1階B号

6436 レストラン　FUTURO 松戸市久保平賀396

6437 花の小径 松戸市六高台7-133

6438 焼肉　肉の大山　流山おおたかの森 流山市東初石6-181-34-102

6439 笑がおの湯　松戸矢切店 松戸市下矢切115番地

6440 麺屋あじくま　初石店 流山市西初石3-98-22

6441 アブリール 松戸市稔台1-11-1原田ビル1F

6442 Night　and　Day 松戸市新松戸4-150-4

6443 ふじ野 我孫子市柴崎台1-6-6

6444 御食事処　とらい 我孫子市東我孫子2-33-21

6445 乙姫 松戸市金ケ作408-381中澤ビル1F

6446 占い喫茶＆BAR　開運の扉 松戸市金ケ作412-1

6447 五香　やたい村 松戸市常盤平5丁目28番地4小川ビル　B1

6448 おでん新松戸 松戸市新松戸2丁目31番地4

6449 おすし家のいらぶ 松戸市上本郷904-7竹内ビル1F

6450 ドルチェ 松戸市二十世紀が丘萩町264

6451 リストランテ　ミオ 松戸市松戸1230-1ピアザビル7F

6452 欧風バルBON 松戸市新松戸1-186第2ロイヤルマンション105

6453 らぱぱら 松戸市五香6-17-17

6454 桜田 我孫子市我孫子1-1-24境野ビル4F

6455 鳥おやじ 流山市市野谷784

6456 カウンターバー　DOLCE 松戸市常盤平5丁目20番地4五香駅西口 斉藤貸店舗1階

6457 ピーチ 我孫子市天王台4丁目3番地10号

6458 天王龍 我孫子市天王台2丁目2番22号コーポタナアミ105号

6459 花鳥風月 松戸市新松戸1-214第6大熊荘104

6460 ブルー　トレイン 松戸市稔台2丁目30番地1KYビル1階

6461 串むら 松戸市本町20-3姫作ビル2F

6462 千弦 流山市流山1丁目154番

6463 PUB　ROSE 我孫子市天王台1-23-22シャルマンビル2F

6464 大衆ダイニング　縁 松戸市小金原5-29-9

6465 UP1 松戸市日暮2-2-8勝照ビル4-C



6466 すみれ88 我孫子市本町2-5-1

6467 うえ村 松戸市日暮3丁目12番地1矢野マンション103

6468 か志わ熟成鶏十八番　おおたかの森店 流山市おおたかの森西1-9-7アカリビ1F

6469 喫茶ワタリ 我孫子市新々田53-4

6470 ふらっと 流山市南流山1-18-4

6471 家庭料理　花うさぎ 我孫子市湖北台1丁目13番21号

6472 Lounge　snack　Soma 松戸市日暮1丁目6番地5第3YOSHIYA八柱ビル3F

6473 鳥まつ 松戸市小山25

6474 ベトナム料理研究所 松戸市新松戸3-124-2-1F

6475 ハミングバード 我孫子市東我孫子1-3-3

6476 旬菜 松戸市稔台1-1-15

6477 バーミヤン流山青田店 流山市青田18-1

6478 はなの舞　馬橋東口店 松戸市馬橋117番1田口ビル2階

6479 カラオケ喫茶　多美 流山市東深井406番地2階

6480 愛ちゃん 松戸市殿平賀195-13

6481 夢庵　松戸和名ケ谷店 松戸市和名ケ谷1430番地1

6482 カラオケ　静 松戸市日暮5-133

6483 摩天楼 松戸市根本12-9丸商第2ビル201

6484 夢庵　松戸栗山店 松戸市栗山11-1

6485 駅横びすとろ備前 我孫子市我孫子1-1-24境野ビル2F、3F

6486 フィールドサービス流山売店 流山市平方字下中谷807

6487 中華料理　創味苑 松戸市高塚新田436

6488 ガスト流山駒木台店 流山市駒木台108番地5

6489 ポトス 我孫子市東我孫子2丁目34番地5号

6490 鳥孝元山店 松戸市五香南1丁目12番地1

6491 ジョナサン　松戸八ケ崎店 松戸市八ケ崎1-31-9

6492 MARIA 松戸市小金原2-14-5

6493 カウンターバー　カトレア 松戸市松戸字中通1230-1

6494 ととり 松戸市新松戸2丁目31-1

6495 Mix　Soba　hiro 松戸市栄町西2-921-2

6496 Forte 流山市鰭ケ崎1582-3

6497 インドネパールレストラン　Lotus 流山市西初石3-14東海林ビル1F

6498 久兵衛屋　松戸五香店 松戸市五香7-65-1

6499 久兵衛屋　流山平和台店 流山市流山9-500-38

6500 中國ラーメン　揚州商人 松戸市新松戸南1丁目356番地2ジュネパレス新松戸第18

6501 居酒屋しんちゃん 松戸市六高台3-101-1

6502 夢庵　南流山店 流山市木231

6503 Patchwork（パッチワーク） 松戸市新松戸1-486栄場ビルB1

6504 レンガ 松戸市栄町6丁目386番地9

6505 大黒寿司 松戸市常盤平7-30-14

6506 ビストロ　ヴァン-ダンジュ 我孫子市我孫子1丁目8番18号ラ・セーヌ2F

6507 夢庵　松戸串崎店 松戸市串崎新田218-1

6508 美・彩・食　田　辺 我孫子市柴崎台5丁目6番38号コルディアーレ田辺

6509 スナック　恋のエサ。 松戸市根本9番地の1

6510 麺屋　丸勝 流山市南流山4-15-2

6511 ジィール 松戸市稔台1-32-16

6512 串揚げ工房　穂　SUI 松戸市小金原5丁目29番地13

6513 酒と食事と歌処　さくら 松戸市五香南2丁目17番地1

6514 bar　trevi 我孫子市我孫子1丁目9番9セルリア2階

6515 息庵 松戸市東平賀5番地

6516 スナック　竹の子 流山市江戸川台西1丁目36番2号

6517 金利来 松戸市常盤平5-21-5

6518 とん太郎 松戸市西馬橋蔵元町165ダイ2ミノリコーポ102

6519 ポピー 野田市尾崎846番地29

6520 大樽 野田市野田791番地

6521 アリス 野田市東高野94番地

6522 かんざ 野田市目吹658番地

6523 やまだ家 野田市尾崎846番地22

6524 お食事　いしか和 野田市古布内1492番地11

6525 一心 野田市山崎2702番地132

6526 いざかや　ROUND1 野田市尾崎254番地石山ビル内1階

6527 酒処高橋 野田市中野台346

6528 太助 野田市上花輪633番地

6529 居酒屋　マーちゃん 野田市野田757番地6

6530 Asian Ethnic Dining GooD FRIEND 野田市横内55番地2

6531 屋台らーめん山崎店 野田市山崎2626番地3

6532 株式会社　千歳家 野田市中野台346番地

6533 まこちゃんラーメン道楽 野田市目吹1686番地

6534 寿司長 野田市清水419番地24

6535 Flat 9 Cafe 野田市野田428番地37

6536 からやま野田店 野田市堤根18番地2

6537 ガスト　野田梅郷店 野田市山崎貝塚町11番地5

6538 マブハイ　レストバー 野田市尾崎902番地56

6539 台湾料理　鴻鑫 野田市なみき1丁目1番地14

6540 SEAHORSE（シーホース） 野田市尾崎848番地9

6541 居酒屋　二郎 野田市尾崎902番地55

6542 美酒酔家　まつ葉 野田市野田478番地

6543 とんかつ　かねしん 野田市中野台440番地

6544 おにてい 野田市山崎1968番地5

6545 おでん屋　てきとう 野田市野田672番地

6546 久兵衛屋　野田七光台店 野田市七光台441番地12

6547 久兵衛屋　野田みずき店 野田市みずき1丁目15番地1-1

6548 ㈲井坂屋 野田市清水1095番地

6549 和田商店 野田市木間ヶ瀬9351番地



6550 利根　菜の花 野田市木間ケ瀬365番地1

6551 ひょうたん島 野田市宮崎53番地11

6552 Sereno　Osteria 柏市中央町6-20

6553 柏　PALOOZA 柏市柏3丁目2番22号林ビル南館2階（中3階含む）

6554 ガスト　柏店 柏市柏1丁目6番10号さくらやビル1F

6555 魚火 柏市柏1-6-4

6556 ビストロ酒場　GABU2 柏市柏3-6-16高野山ビル地下1階

6557 とり京 柏市名戸ケ谷1175番地

6558 ふか川 柏市柏3-4-5ハマダビル1階

6559 焼肉　ふうふう亭 柏市柏1丁目5-20成嶋ビル2F

6560 日本料理　ふじ波 柏市豊四季135番地6

6561 福来麺菜館 柏市中央2-2-32

6562 柏酒処　寿々喜 柏市柏1-6-4寿々㐂庵ビル1F

6563 Spanish　Italian　Azzurro520　柏店 柏市旭町1-4-16カネマツビル1F

6564 武士 柏市柏3-2-15

6565 小春 柏市逆井4丁目25番64号

6566 匠神　角ふじ 柏市柏4丁目9番11号澤辺ビル1F

6567 鮨　さくら 柏市旭町1-3-3SKヴィラⅡ1階

6568 おにぎり　藤 柏市根戸467番地35

6569 The　big　Winner 柏市泉町1番地33

6570 和味屋　もくべ 柏市船戸996-6

6571 和料理＆バー　聖-MASA- 柏市柏4-4-7佐藤ビル2F

6572 Clover　cafe 柏市高柳1113-10

6573 京駒 柏市柏2丁目8番21号

6574 和扇　よもぎ 柏市東1丁目1番11号

6575 創作中華　福福 柏市豊四季204-22

6576 THE　MEAT＆DUTCH 柏市若柴227-7柏の葉T-SITEC棟

6577 居酒屋　いわ松 柏市布施147-7-102

6578 居酒屋　丸一 柏市明原4丁目5番2号

6579 和びすけ 柏市加賀3-24-5

6580 柏616 柏市中央町7番地26栄ビルB1F

6581 COCO　club 柏市柏3丁目3番11号第2プリンスレジャービル2階

6582 お好み焼　じゅうじゅ 柏市あけぼの4丁目3番21号柏あけぼのビル1階

6583 しゃぶしゃぶ　どん亭　南柏店 柏市豊町1丁目2番23号

6584 旬菜ビュッフェ　waisai 柏市大島田1-6-1

6585 立呑み　もつ焼処　柏二丁目酒場 柏市柏2丁目11番14号

6586 お好み焼　とんぼ 柏市南増尾6-2-20

6587 SALONE 柏市旭町1-4-7タクビル1階

6588 居酒屋むっく 柏市南柏1-6-12-1-1F

6589 魚浜 柏市柏3-4-8トキワ第2ビル1F

6590 三つ星南柏店 柏市南柏2-4-22-2F

6591 やきとり居酒屋　武蔵 柏市松葉町2-14-4根本アパート101

6592 シロうさ研究所 柏市若柴184-2中央311街区4　柏の葉かけだし横丁店舗7

6593 栖 柏市旭町1丁目12番13号三晃第5ビル1F

6594 大衆酒場りぶら 柏市豊四季508-16ルレーブ南柏1号室

6595 小籠包　真 柏市中原1-7-2

6596 柏薬酒BAR　ROUTE333 柏市旭町1-7-16柏中央第2ビル2F

6597 ナーディス 柏市柏3丁目2番6号KSビル101

6598 Oscar　Queen 柏市旭町1丁目4番19号AKビルⅠ

6599 大勝軒　てつ 柏市藤ケ谷新田21-1

6600 唐　子　炉 柏市若柴184-1中央311街区3　柏の葉かけだし横丁14店舗

6601 寿し　遠藤 柏市あけぼの1-6-19サラキクビル1F

6602 薄利多賣半兵ヱ柏店 柏市柏2-4-1富士屋ビル1F

6603 羽田市場柏直売店 柏市柏3-6-30

6604 清香閣 柏市あけぼの3-1-21

6605 居酒屋　角八 柏市南柏1-5-11内海ビル

6606 NewClub　輝夜 柏市旭町1-7-11MYBL2-2F-B

6607 串むら 柏市柏3-5-7オークビル1F

6608 麺屋こうじ 柏市旭町1丁目4番15号前澤ビル1F

6609 クラブ　ぼたん 柏市東上町3番地3川長ビル1F

6610 ジンギスカン　織姫 柏市旭町1-7-11神田ビル1F

6611 おばんざい酒場　かしわ三丁目 柏市柏3-4-5

6612 薫風家 柏市旭町1-4-1柏プラザホテルB1F

6613 カラオケルーム　阿蘇 柏市明原4-5-25

6614 吉里・かに福・鮨一 柏市中央町4-28カーサーイノウエ1F

6615 中華　悠楽 柏市かやの町2番地10

6616 雅 柏市船戸1771番地

6617 カラオケ広場　美樹 柏市新逆井2丁目11番53号

6618 ちどりあし 柏市増尾8-8-6

6619 麻婆豆腐　辛坊 柏市若柴184-2中央311街区5柏の葉かけだし横丁店舗17

6620 季節料理　松和 柏市増尾6-26-11

6621 大鵬中央店 柏市中央2丁目15番8号

6622 喫茶　モア 柏市東1丁目2番7号

6623 銘酒処　かりん 柏市豊四季198番地38

6624 CASA　PASCALE 柏市藤心3-3-8アップルハウス101

6625 愛ランド 柏市旭町1-3-7

6626 肉ジュン 柏市東上町3-2

6627 Gracias 柏市旭町1-7-11-2F-A

6628 ガスト柏豊四季店 柏市豊四季303番地10

6629 さかなや道場柏西口店 柏市旭町1丁目1番2号YK-7ビルB1F

6630 CLUB　熟女 柏市旭町1-4-19AKビル5階

6631 Asian　Dining　New　Delhi 柏市小青田1-1-22ジョイア1階

6632 Teppan　ひので屋 柏市泉町6-38サポーレ柏102

6633 蕎麦　一玄 柏市柏2-4-5



6634 VIBES 柏市中央町6-2VIBESBLDG3F

6635 お好み焼　勝和 柏市旭町1丁目3番6号

6636 婆沙羅 柏市豊四季72番地

6637 久兵衛屋　南柏店 柏市豊四季971-7

6638 ら～めん　真真 柏市大津ケ丘2丁目22番22号

6639 bamboo 柏市中央町2-10KSSビル4F

6640 麺屋　どんぶら来 柏市柏3-5-10長田ビル1F

6641 寿し　美幸 柏市根戸469番地7

6642 カラオケ酒場　ヴァルゴ 柏市南柏1-1-8MOMOビル3F

6643 麒麟さん 柏市末広町10番地24

6644 スープ春雨四川麻辛湯 柏市旭町1-3-14東和ビル1F

6645 揚州商人　アクロスプラザ柏大山台店 柏市大山台1-25アクロスプラザ柏大山台D棟

6646 浜寿司 柏市今谷上町35番地23

6647 カメレオン 柏市柏3-3-11第2プリンスレジャービル4階C号室

6648 吉福 柏市旭町1-10-1

6649 ガスト　沼南町店 柏市塚崎1324-2

6650 鳥真 柏市東1丁目2番3号

6651 喜久水 柏市東上町1番地22第一喜久水ビル1F

6652 中国ラーメン　揚州商人　千葉都町店 千葉市中央区都町1249番地5

6653 長寿庵 千葉市若葉区千城台東3丁目15番13号

6654 伝説のすた丼屋　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目7番11号

6655 和加奈寿し 千葉市若葉区小倉台4丁目20番24号

6656 中華料理　康楽 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地7曾根商店1階

6657 ジョナサン千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目1番1号千葉駅前ビル2階

6658 楽ちゃ 千葉市花見川区宮野木台1丁目10番8号

6659 エヌホテルカフェ 千葉市中央区栄町30番4号

6660 七輪焼肉安安　加曽利店 千葉市若葉区加曽利町1772番地1

6661 L’ORCA 千葉市中央区村田町716番地3

6662 アンティコ　ジェノベーゼ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティーファイブA棟101号

6663 牛村 千葉市中央区本町3丁目1番5号1階

6664 BBQFactory　汐見丘店 千葉市中央区汐見丘町10番1号

6665 ガスト　千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目1番地3

6666 ガスト　幕張西店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番7号

6667 令和中華食堂 千葉市中央区栄町32番12号1F

6668 和幸 千葉市中央区浜野町901番地

6669 らぁめん花月・嵐　浜野店 千葉市中央区浜野町145番地3

6670 MAXCAFE　千葉中央駅前 千葉市中央区富士見2丁目17番1号

6671 韓国家庭料理　キムちゃん 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル1階

6672 六甲 千葉市中央区今井3丁目5番6号

6673 ゆで太郎　古市場店 千葉市緑区古市場町621番地6

6674 蒙古タンメン中本　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号千葉EXビル1階

6675 らーめん琉神 千葉市緑区おゆみ野南6丁目15番地9

6676 蓮池　まつ永 千葉市中央区中央3丁目7番11号小川ビル　1F

6677 中華料理　生香園 千葉市中央区新千葉2丁目3番6号

6678 麺場　田所商店　本店 千葉市花見川区武石町1丁目227番地1

6679 夢庵稲毛海岸 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目3番9号

6680 とろんしゃん 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張1階テナント

6681 焼肉　樹苑 千葉市中央区稲荷町2丁目1番7号

6682 Brasserie　Bleu 千葉市中央区新田町11番21号浅井ビル1F

6683 バーミヤン　海浜幕張店 千葉市美浜区打瀬1丁目2番地

6684 創作和食　青木 千葉市中央区新田町11番14号

6685 焼肉レストラン　まつもと 千葉市中央区仁戸名町681番地

6686 七厘焼肉　超力 千葉市中央区富士見2丁目17番6号

6687 寿司割烹　花光 千葉市花見川区畑町436番地

6688 レストラン　えびすや 千葉市美浜区幸町1丁目18番1号

6689 中国料理　珍宴 千葉市中央区新田町11番17号

6690 カントリーレストラン　スワン 千葉市中央区蘇我1丁目8番6号

6691 ゆで太郎　小倉町店 千葉市若葉区小倉町463番地15

6692 ガスト　仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町480番地5

6693 CHANDRAMA 千葉市緑区あすみが丘2丁目4番地2

6694 しゃぶしゃぶどん亭幕張店 千葉市花見川区幕張町5丁目544番地45

6695 すし孝 千葉市中央区新町19番地12

6696 すし処　一修 千葉市花見川区南花園2丁目9番18号ストーク花園101

6697 回頭 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地144雄和ビル101

6698 鮨　五ッ浦 千葉市中央区本町1丁目5番3号

6699 家庭懐石料理　うぶすな 千葉市花見川区畑町1269番地

6700 薬膳火鍋　九里香 千葉市中央区富士見2丁目12番1号虎屋ビル2F

6701 夢庵　千葉宮野木店 千葉市稲毛区宮野木町1650番地1

6702 焼肉じゅん 千葉市緑区おゆみ野中央9丁目15番地3

6703 ガスト　千葉土気店 千葉市緑区あすみが丘1丁目48番地1

6704 かに道楽　千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目3番1号

6705 雷神角ふじ 千葉市中央区蘇我3丁目1番10号蘇我ビル1F

6706 和牛焼肉　龍園 千葉市若葉区都賀5丁目20番33号

6707 季楽亭 千葉市若葉区金親町129番地5

6708 やぶ久 千葉市若葉区桜木1丁目5番12号

6709 Hawaiian　Dining　Lino 千葉市緑区おゆみ野南2丁目8番地1モデルノ204

6710 すし膳 千葉市花見川区天戸町1471番地27

6711 本家絶品煮込みカツカレーの店 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地112ミノサビル2E

6712 夢庵　千葉高品町店 千葉市若葉区高品町1587番地4

6713 海鮮餃子　帆船 千葉市稲毛区稲毛3丁目6番15号リアルト稲毛　1F

6714 FARMER’S BURGER GREEN　TIME 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張セントラルタワー1階

6715 インド料理　タージパレス 千葉市中央区中央3丁目14番6号ハミングビル1，2階

6716 季節料理しげとみ 千葉市中央区栄町37番12号伊藤ビル1階

6717 ガスト　こてはし台店 千葉市花見川区大日町1379番地1



6718 家庭料理　花ちゃん 千葉市中央区長洲1丁目5番4号

6719 夢庵　千葉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地4

6720 京華楼 千葉市中央区松波2丁目7番2号小関ビル1階

6721 屋台拉麺　一’s 千葉市稲毛区小仲台2丁目3番3号

6722 ジョナサン　千葉さつきが丘店 千葉市花見川区さつきが丘1丁目45番地1

6723 Spanish Italian Azzurro520+caffe -costa de terraza- 千葉市美浜区ひび野1丁目7番地ROOMDECO1F

6724 ステーキガスト　千葉末広店 千葉市中央区末広5丁目2番7号

6725 甘太郎 千葉市稲毛区緑町1丁目16番15号

6726 満福宴 千葉市花見川区花園町44番地38-301号

6727 ガスト　穴川インター店 千葉市稲毛区園生町449番地3

6728 しゃぶしゃぶ　どん亭　千葉北インター店 千葉市花見川区三角町529番地1

6729 肉バル＆クラフトビール○5千葉本店 千葉市中央区富士見2丁目16番4号三社ビル1階

6730 創味苑館 千葉市花見川区南花園2丁目2番13号アーバンヴィラそうみえん1F

6731 MID　TREE 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2F

6732 アジア創作料理 千葉市美浜区高洲2丁目3番14号高洲第一ショッピングセンター

6733 にんにくに4 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンD24

6734 すし　宮坂 千葉市中央区栄町41番13号東山ビル103

6735 笑和 千葉市中央区新町18番地10第一生命ビル1F

6736 喃風あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1バーズモールH-3

6737 我流らあめん　風神 千葉市中央区問屋町11番4号中村ビル1階

6738 土佐寿司 千葉市若葉区千城台西2丁目13番3号

6739 ゆで太郎　美浜新港店 千葉市美浜区新港45番地4

6740 酔え門　ワイン＆肉バー 千葉市花見川区花園1丁目6番7号原田ビル2F204号

6741 ATITHI　INDIAN　RESTAURANT 千葉市花見川区作新台5丁目28番8号

6742 有限会社　生乃弥 千葉市中央区栄町4番14号

6743 ガスト　千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目13番1号第2山崎ビル1F

6744 すし幸 千葉市緑区越智町748番地5

6745 ガスト　検見川浜駅前店 千葉市美浜区真砂4丁目2番セザール検見川浜1F

6746 レストランバー　ムーンブロッサム 千葉市中央区新千葉2丁目16番11号鈴木ビル1F

6747 お台所　あさひや 千葉市稲毛区稲毛1丁目16番18号

6748 「ステーキのどん」幕張店 千葉市美浜区浜田2丁目43番地6

6749 しゃぶしゃぶどん亭　千葉中央店 千葉市中央区都町2丁目4番16号

6750 だるま家 千葉市中央区中央1丁目8番6号第12CIビル2F

6751 すずき支店 千葉市中央区今井1丁目22番8号

6752 焼肉レストラン　一龍 千葉市若葉区都賀の台4丁目1番7号

6753 CASTLE　CHINESE　DINING 千葉市花見川区幕張町4丁目601番地4シシクラコーポ102

6754 今日和　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカバル

6755 バーミヤン　千葉千城台店 千葉市若葉区千城台南4丁目2番1号

6756 味　平作 千葉市中央区栄町39番3号

6757 美幸 千葉市中央区新千葉2丁目17番6号

6758 ペーパームーン 千葉市美浜区高洲1丁目1番1号1階

6759 焼き鳥　大 千葉市若葉区みつわ台2丁目4番14号

6760 スナック　AMOR 千葉市若葉区貝塚町1132番地5東和林産貝塚ビル1-A

6761 Club　54 千葉市中央区富士見1丁目10番2号第3藤や観光ビル2階

6762 居酒屋　上総 千葉市中央区今井2丁目2番15号

6763 麻雀　ザビエール 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル3階

6764 かもめの樹 千葉市中央区登戸1丁目9番14号190番ハウス104号

6765 BAR　DT 千葉市中央区本千葉町1番3号千葉プリマビル7階A

6766 BAR　ポート・ロイヤル 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11ラインビル2F

6767 HAPPY　BAR 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル地下1階B号室

6768 居酒屋　一寸法師 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番地5ジュネス・グランドール1F

6769 Salon　de　J’s 千葉市稲毛区小仲台6丁目14番3号太田店舗202号

6770 レディーバード 千葉市中央区富士見2丁目16番12号北斗会館3階

6771 たもん 千葉市若葉区千城台西1丁目4番5号

6772 せんとり 千葉市稲毛区天台5丁目24番15号

6773 スナック　おとずれ 千葉市稲毛区長沼町167番地82-101

6774 WieseL 千葉市中央区松波2丁目20番1号

6775 笑がおの湯　千葉寒川店 千葉市中央区寒川町2丁目147番地1

6776 パブ　蝶々 千葉市中央区富士見2丁目18番10号MF8ビル　6階602

6777 楽八 千葉市中央区都町3丁目25番29号おおいビル2F

6778 GIFT 千葉市中央区富士見2丁目14番6号LHビル3F

6779 Bull’s　Eye　Chiba 千葉市中央区富士見1丁目14番7号SAKURAビル　3F

6780 エルメス 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル3階3C号室

6781 カウンターラウンジ　縁 千葉市中央区栄町22番13号MIYABIビル6階

6782 HANA 千葉市中央区栄町20番12号

6783 コーヒースナック　あかり 千葉市中央区弁天2丁目13番22号

6784 マゼンタカフェ 千葉市緑区鎌取町113番地6サンハイツ鎌取103

6785 さくら 千葉市花見川区南花園2丁目7番9号小林ビル1FC号

6786 グレ-グレ 千葉市中央区栄町22番15号第7YK11ビル1階101号

6787 スナック　北方 千葉市若葉区千城台西2丁目8番7号

6788 東北人家 千葉市美浜区高浜1丁目10番1号-1高浜ショッピングセンター内

6789 呑み処　ひとときの隠家 千葉市若葉区都賀4丁目9番8号都賀4丁目ビル201号室

6790 みさお 千葉市若葉区西都賀3丁目1番10号布施ビル1階1C号室

6791 四苦八苦 千葉市稲毛区園生町1107番地

6792 ブッペ 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル2C

6793 彩華 千葉市中央区富士見2丁目18番2号

6794 Lounge　Sail 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル4階B室

6795 サウンドスペース　庵談亭 千葉市若葉区都賀2丁目22番8号壹鵠館1F

6796 スナック　ゴールド 千葉市中央区南町3丁目17番1号ソシアルビルCUBE-1F

6797 スナック　アゲイン 千葉市中央区長洲1丁目4番10号

6798 パブスナック　パピヨン 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号

6799 SAKE-FISH　SAWASUKE 千葉市中央区春日2丁目23番6号NCビル2階

6800 Bar SAUCEorSALT North Entrance Bace 千葉市中央区弁天1丁目2番4号横山ビル201

6801 スナックロサリ 千葉市若葉区中野町809番地2



6802 西竹　Casual　Kitchen＆Wine 千葉市中央区新宿2丁目5番1号モンセラトンホテル1F

6803 1．2．3 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエア3F

6804 洋食酒場　Cannes 県内一円

6805 GODDESS 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館5階

6806 空海 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンD棟24階2408

6807 はん歩 千葉市稲毛区緑町1丁目21番2号IMI西千葉ビル101

6808 彩菜美酒　だい吉 千葉市花見川区花園1丁目7番15号SS小川ビル1F

6809 club　TWICE 千葉市中央区富士見1丁目13番3号進栄ビル3階

6810 居酒屋　きんちゃん 千葉市若葉区みつわ台2丁目4番11号

6811 鶏焼　おでん　旬鮮料理　楽座 千葉市若葉区小倉台5丁目21番1号

6812 麻雀　ダントツくん 千葉市中央区中央3丁目17番2号ライオンビル3階305号室

6813 プロント　京成幕張本郷駅店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目1番3号

6814 CLUB　向日葵 千葉市中央区富士見2丁目18番10号正輝ビル4階

6815 Yukai　Dining　Bar　篤　～Atsu～ 千葉市中央区登戸1丁目16番1号潮ビル2F-A

6816 イエローぽっけ 千葉市中央区千葉寺町1196番地7

6817 さかなや道場　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張4階

6818 和ひろ 千葉市中央区富士見2丁目18番10号MF8ビル1F

6819 碧～Blue～ 千葉市中央区本千葉町7番11号三恵9ビル102

6820 居酒屋　友愛 千葉市中央区祐光2丁目11番9号シンセイビル1F

6821 居酒屋　なかなか 千葉市中央区長洲1丁目32番4号

6822 カラオケ　トロロ 千葉市花見川区検見川町3丁目316番地1秋元ビル2階

6823 OHAYO 千葉市中央区栄町4番1号1階

6824 旬鮮居酒屋やわら 千葉市緑区おゆみ野6丁目27番地4おゆみ野プラザD棟

6825 まる。 千葉市花見川区幕張町5丁目124番地MKビル1F

6826 築地銀だこハイボール酒場　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番11号川島ビル1F

6827 24ページ 千葉市中央区中央3丁目14番1号STビル8階

6828 浜焼太郎　都賀店 千葉市若葉区西都賀3丁目2番9号

6829 お好み焼・もんじゃ焼　ともちゃん 千葉市中央区南町2丁目21番14号

6830 Izakaya　銘酒の里 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番2号リカープラザ地下1階

6831 カラオケ居酒屋　ゆらり 千葉市中央区栄町20番12号

6832 winestand　pedro 千葉市稲毛区緑町1丁目22番11号

6833 ねぎねぎ 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番15号mfビル105号室

6834 ジョイント酒場　のんのん 千葉市花見川区作新台6丁目18番35号

6835 アンカーダウン 千葉市緑区おゆみ野3丁目21番地7

6836 居酒屋　らん子の店 千葉市中央区要町14番7号

6837 ワインスタンド　アクセラ 千葉市中央区富士見2丁目17番6号TAKASUⅡビル1階

6838 辰巳 千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番4号3

6839 Lounge　AKa-Tombo 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番2号リカ-プラザ本店ビル3階

6840 万力屋 千葉市緑区あすみが丘4丁目2番地7

6841 Dining　葡萄 千葉市中央区富士見2丁目21番7号都市綜研千葉駅前ビル2F-A室

6842 養老乃瀧　蘇我駅西口店 千葉市中央区今井2丁目4番7号新月ビル2階

6843 本町厨房　Tetsu流 千葉市中央区本町2丁目5番5号プライムスクエア野村1F

6844 apartment．m　cafe 千葉市中央区弁天2丁目23番1号弁天プラザ1F

6845 旨焼　まる好 千葉市緑区古市場町474番地157サンフラワービル1F

6846 三よ志 千葉市花見川区南花園2丁目1番7号第2金田ビル1F

6847 とりとん 千葉市花見川区幕張町5丁目148番地

6848 いろり 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号稲毛第一パレス1F

6849 草an 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番13号2F

6850 居酒屋　魚菜蔵 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号スプリングスクエア2F

6851 丼と炭火串焼き・酒菜　和味庵 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地ワールドビジネスガーデンマリブダイニング2F

6852 串や　幸のとり 千葉市稲毛区園生町390番地134松戸様店舗A号室

6853 桜 千葉市中央区中央1丁目8番7号リージェントビル3C

6854 居酒屋　こもれび 千葉市中央区本町2丁目7番7号

6855 料理　蔵波 千葉市若葉区桜木5丁目15番8号

6856 なんちゃってBar油 千葉市中央区栄町35番10号1F

6857 居酒屋　ふれんず 千葉市緑区誉田町2丁目20番地586

6858 居酒屋　海月 千葉市中央区村田町43番地山崎ハイツ1階101

6859 花笠 千葉市稲毛区六方町35番地4

6860 東薫酒場　薩摩鶏まる　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張3階

6861 MAXCAFE　千葉みなと駅前 千葉市中央区中央港1丁目23番4号

6862 野茶坊 千葉市稲毛区轟町5丁目7番28号102

6863 広島　お好み焼　来んさいや 千葉市中央区末広1丁目16番24号

6864 スナック　麗 千葉市中央区南町3丁目9番7号

6865 酒肆　イノウエ 千葉市中央区弁天2丁目22番3号1階

6866 大衆酒場　ちばチャン　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番8号ザレジデンス阿部1階

6867 ル、キャトルセゾン 千葉市中央区新田町12番25号AFビル1階

6868 遊や 千葉市緑区あすみが丘2丁目3番地12トークプラザ2F

6869 カラオケステージ　愛歌 千葉市中央区祐光3丁目6番18号佐々木ビル1階

6870 ヤン　ヤン 千葉市中央区栄町10番11号2階

6871 飲み処　食べ処　やすかわ 千葉市中央区富士見2丁目18番11号2F

6872 百花亭　千葉西口店 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウエストリオ1階1-3区画

6873 居酒屋ニュー純ちゃん 千葉市中央区院内1丁目19番12号キクチビル1階

6874 大阪たこ焼き　松っちゃん 千葉市中央区栄町20番12号

6875 Dining　BAR　ROOKIE 千葉市中央区新町19番地5

6876 スナック　ひろこ 千葉市中央区中央3丁目15番3号1階

6877 希まぐれ 千葉市若葉区都賀の台4丁目11番3号A-101

6878 旬彩酒房　和 千葉市中央区中央3丁目9番10号グリーンランド千葉中央ビル1F

6879 ぱぶ　さてんどーる 千葉市中央区今井2丁目12番15号ソガ第一マンション102

6880 サランバン 千葉市中央区栄町27番36号

6881 はなの舞　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張オペレーションセンター1F

6882 やんちゃ 千葉市稲毛区緑町2丁目14番4号逸見ビル1階

6883 ベビードール 千葉市中央区院内1丁目17番15号ビラ・アペックス1F

6884 忠助 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地アウネ幕張　4階

6885 ホルモン佐々木家　母屋 千葉市稲毛区緑町1丁目24番10号母屋



6886 炭火焼　鶏Hiro 千葉市中央区新町25番地5K-1新町ビル1F

6887 九州料理　官兵衛 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エアカイア　ホンチバダイイチ108

6888 おんじゅく丸 千葉市中央区新千葉1丁目2番1号駅ビル第一別館1F104号室

6889 鳥焼　Gregory 千葉市若葉区西都賀3丁目3番20号都賀ビルB102

6890 （有）喜久屋酒店 千葉市中央区仁戸名町601番地16

6891 とみ本 千葉市中央区本町2丁目3番16号

6892 あじ芳 千葉市花見川区千種町74番地2

6893 萩 千葉市中央区富士見2丁目16番16号

6894 喫茶スナック　凡華 千葉市稲毛区小仲台2丁目2番20号エヌズビル3F

6895 屋台dining　BAN’S★KITCHEN 県内一円

6896 美魔女CLUB響 千葉市中央区富士見1丁目10番2号第3藤や観光ビル地下1階

6897 ナナトン 千葉市中央区院内1丁目11番4号小山ビル1F

6898 しま川 千葉市中央区本千葉町4番11号久本ビル2F

6899 お好み焼き　ぎおん 千葉市中央区富士見2丁目16番16号2階

6900 居酒屋　くいーん 千葉市中央区南町3丁目9番1号ロイヤルコーポ伍番館1F　

6901 やきとり　積木 千葉市若葉区都賀3丁目10番2号

6902 華（はな） 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番1号

6903 幻想即興酒場　草の戸 千葉市中央区中央4丁目13番32号

6904 居酒屋　エミ 千葉市中央区院内1丁目6番9号

6905 ガスト　西船橋店 船橋市山野町160番地1

6906 バーミヤン　船橋本町店 船橋市本町4丁目40番21号

6907 座、焼肉屋 船橋市丸山1丁目17番10号

6908 バーミヤン　船橋本中山店 船橋市本中山4丁目10番3号

6909 夢庵　西船橋店 船橋市山野町113番地1

6910 ラーメン無限大船橋店 船橋市本町4丁目42番2号

6911 ガスト習志野台店 船橋市習志野台4丁目46番14号

6912 おおすぎ 船橋市習志野台2丁目7番9号

6913 日本料理　天匠 船橋市西船4丁目18番4号プリマヴィラ0001号室

6914 4代目　松屋食堂 船橋市本中山2丁目18番5号

6915 築地 船橋市三山6丁目42番1号

6916 無限大 船橋市前原西2丁目4番10号Yビル1F

6917 すし処　心和 船橋市本町2丁目25番16YKビル1F

6918 中華　しみずや 船橋市習志野台6丁目25番23号

6919 PIZZA　SALVATORE　CUOMO　ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY南館3F

6920 竹寿司 船橋市松が丘3丁目5番13号

6921 肉バルYAMATO船橋店 船橋市本町2丁目24番4号エミエール船橋1F

6922 マダム　スミコ 船橋市西船4丁目28番12号

6923 四川麻辣湯　東翔 船橋市本町1丁目15番5号

6924 中華料理　忠実堂 船橋市本中山1丁目15番23号

6925 麺屋ふく 船橋市二和東2丁目3番17号

6926 寿司割烹　隆 船橋市本町1丁目3番1号フェイスビルB1F

6927 株式会社　栄華光 船橋市本町4丁目2番21号

6928 車鮨 船橋市習志野台2丁目4番10号

6929 一聲寿司 船橋市東中山1丁目16番18号

6930 中華料理　聚楽 船橋市藤原7丁目2番2号

6931 ネパール・インドの本場の料理　ルンビニ　ブッダ　ダイニングバー　LUMBINI　BUDDHA　DINING　BAR 船橋市本町2丁目29番15号富乃家ビル1F

6932 Soup　Stock　Tokyo　ペリエ西船橋店 船橋市西船4丁目27番7号JR西船橋駅構内　「ペリエ西船橋」2F

6933 株式会社　彩福 船橋市本中山6丁目10番7号

6934 アティティ　インド・ネパール＆タイ料理 船橋市本町2丁目14番10号

6935 mae　963 船橋市本町1丁目8番29号FSビル4F

6936 栄華光（車や） 船橋市本町4丁目2番22号

6937 上海料理　海の灯 船橋市夏見台3丁目4番5号

6938 鈴蘭苑 船橋市二和西5丁目1番24号

6939 中華料理　常亭 船橋市新高根5丁目3番3号

6940 BISTRO　LAMPE 船橋市本町4丁目19番6号船橋サンプラザ105号

6941 PIZZADINING　Richwaru 船橋市二和東5丁目22番1号第1ワーゲンビル1F

6942 三松庵 船橋市西船4丁目20番2号

6943 山東料理手作り焼き餃子店 船橋市高根台1丁目2番地第P号棟第208号室

6944 鶏白湯専門店　つけ麺　まる家　下総中山店 船橋市本中山2丁目16番9号八蔵ビル1F

6945 ナンハウス 船橋市本中山2丁目16番9号八蔵ビル2F

6946 青山餃子房　船橋店 船橋市本町2丁目26番1号

6947 江戸前　鮨文 船橋市二宮1丁目5番1号

6948 中華　上海 船橋市高根台1丁目7番8号

6949 ボッカ　フェリーチェ 船橋市本町1丁目7番24号2F

6950 えび船 船橋市本町4丁目20番1号

6951 中華　しばさき 船橋市咲が丘1丁目34番12号

6952 しゃぶしゃぶどん亭　津田沼店 船橋市前原西5丁目4番3号

6953 寿し処　七五三 船橋市大穴北5丁目7番10号

6954 ジョナサン　習志野台店 船橋市習志野台1丁目22番10号

6955 大衆あさひ 船橋市本町1丁目13番1号

6956 零　ZERO 船橋市高根台1丁目7番2号

6957 STEAK＆COFFEE　TEXAS 船橋市宮本4丁目19番8号

6958 NOBU　船橋 船橋市本町4丁目38番22号102

6959 ほかけ寿司 船橋市山野町58番地1

6960 カレーハウス　CoCo壱番屋　北習志野駅前店 船橋市習志野台2丁目5番18号

6961 鮨　しばかつ 船橋市本町1丁目26番14号1F

6962 中華料理　閩融飯店 船橋市本町2丁目25番17号高橋ビル103

6963 有限会社　照月苑 船橋市西船4丁目16番1号

6964 夢庵　船橋前原店 船橋市前原東4丁目17番4号

6965 URA　963 船橋市本町2丁目6番24号

6966 カフェ・ギャルリ・ソルシエール 船橋市三山7丁目12番8号

6967 スナック　シャルマン 船橋市習志野台4丁目1番3号

6968 スナック　レ・ト・ロ 船橋市習志野台4丁目7番8号

6969 スナック　サルビア 船橋市習志野台4丁目9番3号



6970 BAR　710 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビル　2F

6971 菊 船橋市西習志野4丁目1番2-102号

6972 酒坊　成きん 船橋市西船4丁目21番6号

6973 バー　キャンディセブンパートⅡ 船橋市西船4丁目24番10号第一浜田ビル2F

6974 Club　Shine 船橋市前原西2丁目12番13号第2豊栄ビル2F

6975 キューティーリップ 船橋市前原西2丁目14番1号

6976 ろばた焼　あかちょうちん津田沼店 船橋市前原西2丁目15番20号

6977 鳥福 船橋市前原西2丁目17番10号

6978 世海 船橋市前原西2丁目21番3号ホーマスビル4F

6979 酒彩ヨーク 船橋市前原西2丁目22番17号スクエアビル　1F

6980 HINANO 船橋市前原西8丁目23番3号

6981 有限会社　菜 船橋市前原東1丁目4番24号

6982 居酒屋　こけし 船橋市二和西6丁目17番5号

6983 居酒屋　まつり 船橋市飯山満町2丁目548番地4

6984 飲み喰い処　かのえ 船橋市浜町1丁目43番12号朝日ビル101

6985 お福 船橋市本中山2丁目13番10号

6986 戸ミ銀 船橋市本中山2丁目15番14号

6987 スナック　おばた 船橋市本中山2丁目23番9号

6988 旬彩酒肴　いわき 船橋市本中山3丁目22番6号

6989 小料理　白浜 船橋市本中山4丁目7番5号

6990 みどり 船橋市本町1丁目11番21号

6991 ゆみ 船橋市本町1丁目13番1号孫ビル1FB号

6992 なみき 船橋市本町4丁目18番33号

6993 みなと　帰港 船橋市本町4丁目37番6号

6994 PUB　HOUSE　ポパイ 船橋市本町4丁目41番19号本町セントラルビル　B1

6995 大衆酒場　一平 船橋市本町4丁目42番4号

6996 Shot　Bar　Wel 船橋市本町5丁目11番5号

6997 飛鳥 船橋市湊町3丁目6番24号

6998 カラオケ・居酒屋　風悠来 船橋市本町4丁目4番3号2F

6999 美路 船橋市本町2丁目13番5号サンシャイン船橋2F

7000 薄利多賣半兵ヱ　船橋店 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル7F

7001 BAR　710 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビルB1

7002 パブ　オレンジ 船橋市本町4丁目40番2号第3矢野ビル3F

7003 山本炭焼店 船橋市習志野台3丁目1番1号エキタきたなら1階1-2

7004 薄利多賣半兵ヱ　津田沼店 船橋市前原西2丁目15番13号曽我第2ビル2F

7005 スナック天使（Angel） 船橋市前原西2丁目15番1号ファミー第一ビル4階　402号室

7006 Dining　bar　agito 船橋市本郷町609番地3K2ハウス　2F

7007 やきとり　大松 船橋市本町1丁目11番21号

7008 キッチン　カンパーニュ 船橋市二和東6丁目17番40号202

7009 ニュー優 船橋市本町4丁目43番20号芳村ビル2F

7010 洋風居酒屋　美桜 船橋市馬込町824番地3渡辺ビル1F103

7011 串焼・旬菜食堂　うっとり 船橋市習志野台2丁目4番5号ヨエムビル201

7012 潮風 船橋市本町1丁目13番1号

7013 スナック　プリティ 船橋市宮本1丁目18番8号

7014 海炎亭 船橋市習志野台2丁目2番15号

7015 グランレーヴ 船橋市前原西2丁目12番6号10

7016 TIMES　BAR 船橋市西船4丁目24番10号第1浜田ビル3階

7017 カラオケバー　ベネ 船橋市本町4丁目37番3号船橋エクセルビル101号

7018 樹の上の秘密基地　ついてる 船橋市西船4丁目24番3号小河原ビル2J202

7019 バイエルンストゥーベ 船橋市本町4丁目43番21号1F

7020 彩加 船橋市本中山2丁目23番10号

7021 ゆかり 船橋市本中山4丁目25番17号

7022 はなの舞　西船橋南口店 船橋市印内町603番地1田中ビル1F

7023 居酒屋　かほる 船橋市湊町2丁目15番1号

7024 cafe処　海神○ 船橋市海神5丁目3番21号

7025 カントリー 船橋市高根台1丁目2番2号117

7026 なぎの木　ダイニング 船橋市西習志野3丁目25番1号

7027 スナックドルチェ 船橋市宮本4丁目19番12号ヨモギダビル1階

7028 居酒屋　世知子 船橋市宮本6丁目12番15号

7029 ユーベル 船橋市本町4丁目42番11号川井店舗101号

7030 きまっぴー組 船橋市新高根5丁目4番8号

7031 ファイブ 船橋市習志野台4丁目1番3号2F

7032 ハッピー 船橋市本町1丁目15番3号小松貸店舗A-2号室

7033 C．Y．　ちあき 船橋市高根台7丁目9番17号

7034 焼鳥　みのる 船橋市本中山2丁目15番15号

7035 ビクトリー 船橋市高根台7丁目16番7号

7036 はなの舞　北習志野駅前店 船橋市習志野台2丁目6番1号小林ビル1F

7037 WA 船橋市本町5丁目1番9号田久保ビル101号

7038 心空　（ここから） 船橋市南三咲4丁目4番15号

7039 結　musubi 船橋市上山町1丁目128番地

7040 三ノ汁 船橋市習志野台2丁目4番4号J．S北習志野ビル1F

7041 居食屋　炭旬　船橋仲通り店 船橋市本町4丁目43番19号福の家ビル1F

7042 スナック　めぐみ 船橋市本町1丁目15番3号A1号

7043 Porky’s　kitchen tsudanuma 船橋市前原西2丁目12番13号第2豊栄ビル　1F

7044 かぶら屋船橋店 船橋市本町5丁目2番1号

7045 Shooting　bar　AJITO 船橋市本町1丁目8番28号宮平ビル2F

7046 食事とお酒　とっぺ 船橋市本町4丁目43番14号クロシェットビル102

7047 唐揚げ　だるま 船橋市宮本6丁目2番27号

7048 粉処だいにんぐ　潮風 船橋市東船橋1丁目15番9号

7049 スナック　さくら 船橋市金杉5丁目1番10号

7050 燈 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ201

7051 カフェ　リュッカ 船橋市飯山満町2丁目515番地42

7052 ティップカフェ 船橋市西習志野2丁目2番12号

7053 大衆酒場　竹うち　船橋店 船橋市本町4丁目39番5号三光4丁目ビルA室



7054 つくし 船橋市本町2丁目18番21号

7055 ごご-チキンハウス 船橋市本町2丁目29番17号

7056 Girl’s　Bar　HappinessⅡ 船橋市本町4丁目5番28号正栄ビル6階

7057 船橋市本町2丁目11番22号

7058 有限会社　百花亭 船橋市葛飾町2丁目403番地5第3小森ビル　101号

7059 居酒屋　ゆき 船橋市丸山1丁目57番3号

7060 やきとり　あやちゃん 船橋市高根台6丁目46番3号

7061 居酒屋　たかゆう 船橋市宮本4丁目19番6号

7062 やきとりのさとう 船橋市金杉8丁目6番9号

7063 かかし 八千代市平戸5番地3

7064 ふたば食堂 習志野市藤崎5丁目2番19号

7065 音波　勝田台店 八千代市勝田台北1丁目2番11号

7066 牛角　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町2丁目10番18号

7067 鮨善 習志野市谷津5丁目4番15号

7068 中国料理　香満楼 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目17番2号

7069 焼肉レストラン　赤坂 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目21番6号

7070 ちいさなスナック 八千代市八千代台西1-6-6

7071 華松 八千代市ゆりのき台7-23-5

7072 もんじゃバー 八千代市八千代台西1-1-50

7073 ゆで太郎八千代工業団地店 八千代市大和田新田686-3

7074 湘南パンケーキ　Loharu津田沼店 習志野市谷津7丁目7番地1号

7075 まる八 八千代市八千代台北1-2-1

7076 （有）INDIA　FOODS　RAJA 鎌ケ谷市丸山1丁目2番8号

7077 おふくろの味　居酒屋のりちゃん 八千代市八千代台北1-4-8

7078 らーめん　柊-しゅう- 習志野市実籾4-5-14

7079 くり 習志野市津田沼1-10-41

7080 ワンコインの店　オレンジ 習志野市実籾1丁目4番1号

7081 バーミヤン鎌ケ谷大仏駅前店 鎌ケ谷市鎌ケ谷4丁目1番3号

7082 凪 習志野市谷津5-4-8

7083 ラーメン　大虎　京成大久保店 習志野市大久保1丁目18番12号

7084 晴の厨　Hal-Noz 習志野市大久保1丁目16番7号

7085 菊富士本店 八千代市勝田台1丁目12番8号

7086 居酒屋　羽黒 習志野市鷺沼台3-13-6

7087 花金 八千代市八千代台南1丁目12番3号

7088 とんぼ 八千代市勝田台1丁目27番17号

7089 di Formaggio KURA6330 八千代市ゆりのき台4丁目1番15号

7090 洋風居酒屋　宝石 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-26

7091 牛角　京成大久保店 習志野市大久保1丁目23番17号

7092 間居土 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目8番2号

7093 スナック楓 八千代市勝田台1-4-8

7094 スナック　Voyage 八千代市八千代台東1丁目6番8号

7095 まる太食堂 習志野市鷺沼2丁目5番29号

7096 ビストロ　ミモザ 八千代市勝田台北1丁目3番13号

7097 富代里 八千代市八千代台南1-12-7

7098 韓国家庭料理　韓国村 八千代市八千代台南1-4-10

7099 池の家 鎌ケ谷市くぬぎ山2丁目14番26号

7100 上海飯店 市川市香取1丁目4番5号

7101 焼肉　天神 市川市行徳駅前4丁目1番4号

7102 ごちそう亭　てんま 市川市湊新田2丁目1番2号

7103 自家製太打麺　勢拉　行徳駅前店 市川市行徳駅前2丁目13番15号

7104 分田上 浦安市当代島1丁目19番38号

7105 寿司　七兵衛 市川市柏井町1丁目1461番地8

7106 手作りカレー　家庭料理　フジ 市川市相之川4丁目17番2号

7107 Sausalito 市川市南行徳4丁目1番8号

7108 三ぶちゃん 浦安市北栄1丁目15番10号

7109 ふりあい 市川市曽谷1丁目22番20号

7110 季節料理　たくみ 浦安市堀江6丁目7番13号

7111 笑福 市川市南行徳1丁目16番18号

7112 酒処　みっちゃん 市川市南大野1丁目38番18号

7113 焼鳥　市ばん 市川市市川2丁目29番26号

7114 はなの舞　市川北口店 市川市市川1丁目6番14号

7115 大阪王将　本八幡店 市川市南八幡3丁目6番18号

7116 BAR　S　St．Shamrock 市川市新田4丁目5番14号

7117 韓流居酒屋食堂　おんどる 浦安市北栄3丁目1番18号

7118 居酒屋　それゆけ！鶏ヤロー 市川市行徳駅前2丁目13番17号

7119 俺のお好み焼き 県内一円

7120 アジアン料理　ちゃとりかとり 市川市南八幡3丁目1番1号

7121 中国ラーメン　揚州商人 市川市二俣1丁目4番17号

7122 串屋横丁本八幡南口店 市川市南八幡3丁目7番3号

7123 きそば　ふじや 市川市平田1丁目19番14号

7124 堀江バル 浦安市堀江2丁目28番10号

7125 J．J 浦安市今川4丁目7番1号

7126 Pure　cafe 浦安市北栄1丁目17番16号

7127 Pizzeria　Due　Lampioni 市川市末広1丁目7番21号

7128 バル　スノーキー　クレッシェレ 市川市湊新田2丁目3番10号

7129 マルキ食堂 浦安市北栄1丁目15番24号

7130 古式　手打ちうどん　藏 浦安市今川4丁目2番8号

7131 たんぽぽ 市川市市川1丁目24番8号

7132 おばさんの居酒屋　かとう 浦安市北栄1丁目10番11号

7133 焼肉レストラン紋次郎 市川市市川1丁目9番1号

7134 居酒屋　美よし 市川市南八幡3丁目12番6号

7135 Porky’s　kitchen浦安店 浦安市北栄1丁目1番12号

7136 手打蕎麦　一松 市川市市川1丁目19番6号

7137 ジョナサン　行徳新浜店 市川市新浜1丁目20番20号



7138 パブ　JOY 市川市南八幡3丁目7番20号

7139 ジョリーパスタ　ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

7140 いざかや　慶 浦安市当代島1丁目19番45号

7141 やきとり　富吉 市川市八幡2丁目13番19号

7142 SHOT　BARBLACK　DIAMOND 浦安市当代島1丁目16番19号

7143 炭火焼ステーキ　黒牛 市川市行徳駅前2丁目13番13号

7144 ちよだ鮨 市川市市川1丁目1番1号

7145 バーミヤン南行徳駅前店 市川市南行徳1丁目9番18号

7146 ダイニング　BAR　アリーナ 市川市真間1丁目10番13号

7147 INDIAN　KITCHEN 市川市行徳駅前2丁目9番1号

7148 大陽 市川市北方2丁目5番9号

7149 ダイニングバー　バラキ銀座 市川市高谷1丁目6番13号

7150 ふじ川 浦安市当代島1丁目17番23号

7151 はま寿司　ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

7152 Tanzanite　Bar 市川市南行徳1丁目22番8号

7153 肴菜 市川市幸2丁目8番11号

7154 はま寿司　市川菅野店 市川市菅野6丁目15番5号

7155 フレンズバー　桜 市川市南八幡4丁目6番18号

7156 ほのか×ポン〇　本八幡店 市川市南八幡4-7-14

7157 はる 市川市宮久保6-2-1

7158 CASUAL　BAR　151A 市川市新井3-4-11

7159 誠 市川市香取2-8-22

7160 ももさく 浦安市堀江1-35-20

7161 樫の木 浦安市北栄1-13-7

7162 居酒屋　味益 浦安市堀江5丁目1番26号

7163 まるちゃん 市川市曽谷4丁目34番6号

7164 MTM姫作 松戸市松戸1231番地

7165 パブ　カポタスト 松戸市根本5番地9

7166 ぱぷりか 松戸市西馬橋3丁目8番地26

7167 味処　むさし野 松戸市松戸新田133番地4

7168 TAPA’S　BAR 松戸市本町1-9

7169 飲み食い処　よっけ 松戸市小金原8丁目28番地1

7170 BLUSH 松戸市日暮2-2-8

7171 きみ 松戸市栄町3丁目140番地38

7172 四季亭 松戸市常盤平4丁目13番地41

7173 もつ焼　一休 松戸市根本217番地

7174 かおる 流山市東深井72番地4

7175 酒蔵　日本海 松戸市本町4番地12-4

7176 割烹着バル 松戸市松戸1228番地の1

7177 新華 松戸市三矢小台2丁目12番地16

7178 百楽門　元山店 松戸市五香南1-15-6

7179 炉端・串焼き　DANRANだんらん 松戸市金ケ作24-1第五泉ビル101

7180 牛角　松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町84

7181 牛角　北小金店 松戸市東平賀381番地1

7182 吉翆亭 松戸市栄町1丁目11番地1

7183 牛角　八柱店 松戸市日暮2丁目6番地1

7184 ボア 流山市江戸川台東2-22

7185 グレードワン 松戸市稔台2-1-21

7186 丸昇 松戸市常盤平5-17-3

7187 麺屋　ひなた 松戸市上本郷905-5

7188 おでん家 松戸市稔台7丁目2-17

7189 ICHIGOICHIE 松戸市下矢切144-1

7190 スナック　トゥモロー 松戸市中和倉137-1

7191 DEEP　KITCHENディープ　キッチン 流山市江戸川台西1-107

7192 魚介　まとい食堂 流山市美原3-74-38

7193 STANDING　BAR　こと屋 松戸市松戸1230

7194 ピッツェリア　カヴァッロ 松戸市古ケ崎2丁目3243-21

7195 京料理　かねき 流山市流山5-19-4

7196 彩仙龍 我孫子市湖北台1-1-16

7197 有限会社　焼肉藤苑 松戸市稔台7-15-11

7198 兎に角 松戸市根本462番地比嘉ビル1階

7199 かたしな 松戸市殿平賀195番地21

7200 アジアンキッチン　イニサジャ 流山市東深井409-5

7201 洋風居酒屋　EL・TIGRE 松戸市本町17-15

7202 アドニス 松戸市日暮1-5-16

7203 マカロニ市場　松戸店 松戸市松戸新田67-1

7204 バーミヤン松戸二十世紀ケ丘店 松戸市二十世紀が丘萩町253-1

7205 味遊 松戸市小山92-1

7206 からやま　松戸古ケ崎店 松戸市古ケ崎763-1

7207 からやま千葉流山店 流山市流山6-702-1

7208 はなの舞　我孫子南口店 我孫子市本町2丁目2番26号

7209 焼肉トラジ　アトレ松戸店 松戸市松戸1181

7210 スナック館 我孫子市布佐1-18-4

7211 居酒屋　こぶた 松戸市新松戸1丁目240-1

7212 みちる屋　南流山 流山市鰭ケ崎11-12

7213 はま寿司　松戸高塚新田店 松戸市高塚新田335-1

7214 ラーメン　みちる屋 松戸市稔台7-7-13

7215 居酒屋　黄色いハンカチ 松戸市松戸1776-2

7216 亀壱 松戸市稔台1-14-2

7217 すうぷや 流山市三輪野山4-3-49

7218 ゆずの小町　我孫子店 我孫子市本町2-2-7

7219 しゃぶ葉　流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北2丁目50-9

7220 ガスト　江戸川台店 流山市富士見台2-2-1

7221 バーミヤン新松戸店 松戸市新松戸5-126



7222 呑み処　かのや 松戸市稔台1-3-18コーポ石原101

7223 VIGO-Bal　de　puerto- 流山市おおたかの森西1-9-7-2F

7224 ひら乃 松戸市西馬橋3丁目4番地8

7225 大衆串焼酒場　我家　天王台店 我孫子市柴崎台2-6-3

7226 ダッカ　ダイニング　アンド　カフェ 松戸市二十世紀が丘萩町206番地

7227 むさしの森珈琲　流山おおたかの森店 流山市おおたかの森東2丁目4番地の2

7228 はま寿司　我孫子若松店 我孫子市若松101

7229 はま寿司　松戸新田駅北店 松戸市松戸新田293-5

7230 むさしの森珈琲　松戸新田店 松戸市松戸新田291-1

7231 ありんこ 松戸市三矢小台2丁目6番地5

7232 しゃぶ葉　松戸五香店 松戸市五香8-3-2

7233 大衆串焼酒場　我家　我孫子店 我孫子市本町2-1-5第一宇田川ビル1F

7234 やきとり　悠 松戸市小金原7-17-35

7235 中国ラーメン揚州商人　流山店 流山市流山8丁目800番7号

7236 中国ラーメン揚州商人 松戸市二十世紀が丘萩町15-1

7237 CLUB　BULAKLAK 松戸市常盤平5丁目11番地の13

7238 麺屋　勝天 我孫子市並木5-10-6

7239 バーミヤン　我孫子湖北台店 我孫子市湖北台8丁目7番14号

7240 順興園 流山市向小金1丁目453-13

7241 串平 松戸市五香南2丁目24番地10

7242 HEAVEN 野田市野田757番地6

7243 居酒屋　幸 野田市上花輪新町31番地1

7244 小料理　かをり 野田市中野台178番地10

7245 TAJ HALAL FOOD CAFE RESTAURANT 野田市平井237番地6

7246 十八番 野田市中根69番地

7247 居酒屋　鳥善 野田市野田329番地16

7248 居食屋　十八番　炭火ダイニング光秀 野田市岩名1丁目27番16

7249 ALI　INDIAN　RESTURANT 野田市木間ケ瀬4700番地1

7250 居酒屋　まさ香 野田市春日町1番地1

7251 たむろうPADIS 野田市尾崎846番地13

7252 料理処　いなほ 野田市柳沢75番地22

7253 ちゃ家 野田市親野井140番地2

7254 やきとり　大ちゃん 野田市野田815番地

7255 やきとり　かっぱ 野田市尾崎846番地30

7256 きん太郎 野田市尾崎840番地16

7257 Air　そら 野田市吉春1272番地

7258 しょう平 野田市木間ヶ瀬5301番地4

7259 ピッコロ 柏市今谷上町42番地7

7260 BAR　TEZUKA 柏市旭町1-4-7タクビル1階

7261 はま寿司　柏十余二店 柏市十余二175-61

7262 Trattoria　Chicco 柏市柏3-3-18AKBLD．Ⅶ1F

7263 めん王　若柴本店 柏市若柴218番地2

7264 Selene 柏市東上町1-22第一喜久水ビル301

7265 カラオケ　スタジオ　加奈 柏市西原1-4-31

7266 KARAOKE　BAR　KⅡ 柏市柏3-2-23

7267 スナック　ヨンヨン 柏市柏3丁目3番17号柏銀座会館BF-A

7268 鮨処　和かな 柏市高田1009番地33

7269 しゃぶ葉　柏呼塚店 柏市柏6-10-15

7270 Minion　Labo 県内一円

7271 HAKUNA　MATATA 柏市南柏1-8-10TSビル地下1階

7272 洋風酒場CENTRAL　PARK 柏市東上町1-21

7273 ルンバ 柏市根戸474番地

7274 炭火串焼　とりっこ 柏市柏3-1-9森山ビル

7275 バーミヤン柏増尾台店 柏市増尾台1丁目3番6号

7276 中国家庭料理-凛RIN 柏市小青田257-1

7277 CoCoLabo 柏市中央町6-18

7278 きよの 柏市東1丁目1番9号

7279 インド・ネパール料理　ラージャ 柏市豊四季508番地99

7280 金隆宴 柏市十余二249-5

7281 あみ焼　元祖しちりん南柏西口駅前店 柏市南柏1-2-1

7282 居酒屋　たんけ 柏市柏4-9-11澤辺ビル2F

7283 ラージャ 柏市旭町1-7-11MYビル1F

7284 夢館　和風らーめん専門店 県内一円

7285 花みずき 柏市豊四季141-44パレロワイヤルA102号

7286 か志わ熟成鶏十八番 柏市中央町4-31

7287 それゆけ鶏ヤロー柏店 柏市柏3-7-21椎名ビル1F

7288 ゆで太郎　柏大井店 柏市大井1900-1

7289 ラジェスタリー 柏市柏4丁目11番17号

7290 シィング 柏市東上町2番地28第一水戸屋ビル2階

7291 中国料理　芳蘭 柏市松葉町7-20-10

7292 とんき 柏市柏3-10-18

7293 ゆで太郎　柏豊四季店 柏市豊四季269-59

7294 しゃぶ葉　柏駅南口 柏市柏1-2-7

7295 TRATTORIA　K　ITALIANO 柏市中央町3番地38

7296 ゑびす寿し 柏市大塚町6-11

7297 大衆酒蔵　日本海 柏市末広町12-2

7298 pub　Camellia　椿 柏市柏3-3-12喜久水第2ビル2階

7299 たごさく 柏市大津ケ丘1丁目57番4号

7300 旬菜海鮮　日本海　柏東口店 柏市柏2丁目7番21号セナリオプレイス柏

7301 こだわりラーメン　千夜都 柏市柏4-9-11

7302 あみ焼　元祖　しちりん　南柏東口駅前店　しちりん倶楽部にくまる 柏市南柏中央2-4

7303 Casual　Bar　Seven 柏市中央1-2-3

7304 大衆串焼酒場　我家　南柏店 柏市南柏中央1-7大嶋ビルディング1F

7305 ANGULA　KASHIWA 柏市柏4-6-3B1F



7306 フレンズ 柏市柏4丁目4番12号柏光第三ビル1F

7307 めん王　沼南店 柏市藤ケ谷1785-6

7308 InternationalClub　MIX 柏市柏2-11-17SNビル2F

7309 鳩ぽっぽ 柏市柏5-3-24

7310 ボシャレ 柏市柏4丁目2番12号

7311 バーミヤン　千葉長沼原店 千葉市稲毛区長沼原町795番地

7312 ラーメンガキ大将　穴川店 千葉市稲毛区穴川3丁目11番18号

7313 麺屋　侍 千葉市緑区おゆみ野南2丁目16番地4

7314 おか田 千葉市中央区栄町42番6号

7315 天使の隠れ家 千葉市中央区松波4丁目13番16号

7316 バーミヤン　千葉幕張店 千葉市花見川区幕張町2丁目7701番地

7317 ガスト　宮野木店 千葉市花見川区畑町469番地1

7318 カルネーズ 千葉市中央区本千葉町5番7号

7319 Apian 千葉市中央区川崎町51番地1

7320 牛角　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目25番4号

7321 百福 千葉市中央区春日2丁目25番17号

7322 はま寿司　千葉末広店 千葉市中央区末広4丁目24番12号

7323 ガスト　西千葉駅ビル店 千葉市中央区春日2丁目24番4号

7324 おんじゅく丸（弁天店） 千葉市中央区弁天2丁目22番2号

7325 夢庵　千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目22番地7

7326 大阪王将　千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目13番3号

7327 沖縄食堂-すまゆくい（島憩） 千葉市美浜区真砂3丁目15番8号

7328 らーめん　ガッツ 千葉市稲毛区小仲台6丁目14番3号

7329 らーめん盛ト家　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番2号

7330 MUFA　FOODS　and　Restaurant 千葉市緑区平山町128番地3

7331 喜八寿し 千葉市若葉区千城台東4丁目2番9号

7332 はま寿司　千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地

7333 タンメン　照 千葉市稲毛区小仲台7丁目26番1号

7334 はま寿司　千葉小倉町店 千葉市若葉区小倉町867番地3

7335 カプリチョーザ　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

7336 自家製太打麺　勢拉　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番1号

7337 パスタ専門店　パンコントマテ 千葉市中央区富士見2丁目14番8号

7338 有限会社高山登商店 千葉市中央区椿森1丁目10番7号

7339 ガスト　プレナ幕張 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

7340 しゃぶ葉　花見川店 千葉市花見川区柏井1丁目4番34号

7341 ラーメン神月小倉町店 千葉市若葉区小倉町882番地8

7342 自家製麺　勢拉　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目16番6号

7343 天ぷら　小料理　ひとな 千葉市花見川区千種町295番地2

7344 喜美寿司 千葉市緑区おゆみ野5丁目7番地6

7345 中国ラーメン　揚州商人 千葉市美浜区高洲1丁目12番13号

7346 炭一ラーメン 千葉市緑区おゆみ野6丁目27番地4

7347 バーミヤン　千葉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地6

7348 鮨平 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

7349 しゃぶ葉　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

7350 満楽点心店 千葉市花見川区さつきが丘2丁目1番地4

7351 「大阪王将」　穴川インター店 千葉市稲毛区園生町448番地3

7352 バーベキューファクトリー都賀店 千葉市若葉区西都賀3丁目2番10号

7353 福醉 千葉市中央区中央3丁目13番11号

7354 しゃぶ葉　フレスポ稲毛 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

7355 暖和　千城台店 千葉市若葉区千城台東3丁目2番6号

7356 エベレスト　カフェ　レストラン　バー 千葉市花見川区幕張町5丁目125番地

7357 牛角　宮野木店 千葉市稲毛区園生町237番地7

7358 株式会社美濃吉　そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地

7359 平打ちつけ麺　結まーる 千葉市若葉区都賀3丁目30番7号

7360 喜楽 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号

7361 赤身　にくがとう　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番16号

7362 台湾料理　聚福順 千葉市中央区都町2丁目22番12号

7363 しゃぶ葉　千葉加曽利店 千葉市若葉区加曽利町70番地1

7364 ガスト蘇我店 千葉市中央区川崎町1番地16

7365 バーミヤン　千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目19番地5

7366 ゆで太郎　若松町店 千葉市若葉区若松町951番地3

7367 牛角　花見川店 千葉市花見川区花島町481番地3

7368 ダイニング響き／旬や 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

7369 はま寿司　千葉山王町店 千葉市稲毛区山王町292番地4

7370 はま寿司　千葉畑町店 千葉市花見川区畑町1314番地1

7371 おたぎり 千葉市中央区栄町6番1号

7372 グランビア　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

7373 Veicolo 千葉市美浜区新港70番地1

7374 駒鼠亭 千葉市稲毛区小仲台2丁目10番19号

7375 トニーローマ幕張WBG店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

7376 中華ダイニング　TAKE 千葉市中央区長洲1丁目22番2号

7377 はま寿司千葉土気店 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地5

7378 バーミヤン　千葉出洲港店 千葉市中央区出洲港1番7号

7379 旨みこってりらーめん　鐵　-Tetsu- 千葉市中央区南町2丁目6番1号

7380 うお処　兆一 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

7381 第一パーティーサービス　株式会社 千葉市中央区矢作町404番地1

7382 富士見横丁レトロ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

7383 倶楽部　BIRDIE　2号店 千葉市中央区富士見2丁目21番3号

7384 bror 千葉市中央区栄町9番15号

7385 GRAY　Area 千葉市中央区本千葉町16番4号

7386 BAN’S★KITCHEN 県内一円

7387 居酒屋　きよちゃん 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

7388 炭焼串料理　翼 千葉市中央区春日2丁目26番9号

7389 キーレスト　プチ 千葉市中央区中央3丁目17番2号



7390 セラヴィ 千葉市中央区新田町11番21号

7391 つどい処　むっちゃん 千葉市花見川区西小中台2番40号

7392 おく野 千葉市中央区院内1丁目13番5号

7393 むさしの森珈琲　フレスポ稲毛店 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

7394 寄り道 千葉市稲毛区長沼町336番地7

7395 ラウンジ　帝 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

7396 原価酒場はかた商店　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号

7397 REGENT　STYLE 千葉市中央区中央1丁目8番5号

7398 Snack　Lounge　Kei 千葉市中央区富士見2丁目22番18号

7399 CAFE＆BAR　BSK 千葉市花見川区南花園2丁目7番10号

7400 バー　リバティ 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

7401 club　萌 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

7402 カラオケ春　みつわ台店 千葉市若葉区みつわ台5丁目37番1号

7403 カラオケ　さわやか 千葉市中央区仁戸名町357番地24

7404 すずよし 千葉市中央区登戸2丁目6番3号

7405 なかい 千葉市中央区中央2丁目8番17号

7406 居酒屋　家楽 千葉市中央区道場南1丁目18番12号

7407 城（ぐすく） 千葉市若葉区千城台東3丁目2番6号

7408 音波 千葉市中央区富士見2丁目9番2号

7409 鳥昇 千葉市中央区長洲2丁目12番4号

7410 空 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

7411 日本再生酒場　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目17番5号

7412 Bistro　吉吾郎 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

7413 居酒屋　春 千葉市稲毛区園生町846番地1

7414 居酒屋　よってらっしゃい 千葉市中央区松ケ丘町145番地

7415 バタフライ 千葉市花見川区南花園2丁目5番23号

7416 黒田ぶし 千葉市中央区新千葉1丁目2番1号

7417 呑み処　典 千葉市緑区誉田町3丁目61番地5

7418 オリーブ 千葉市若葉区桜木北1丁目17番46号

7419 あく庵 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

7420 居酒屋　桜や 千葉市緑区おゆみ野5丁目7番地7

7421 てば亭　やまこし 千葉市若葉区都賀3丁目2番10号

7422 prove　LiFE　Shop 千葉市中央区登戸1丁目10番12号

7423 旨いもん食堂　かどや 千葉市中央区中央4丁目2番

7424 ひまわり 千葉市中央区栄町27番2号

7425 はまや 千葉市中央区南町2丁目24番10号

7426 輝～ひかり～ 千葉市中央区栄町27番4号

7427 麻雀　ZENTSU 千葉市中央区富士見2丁目23番10号

7428 CLUB　VENETIAN 千葉市中央区富士見2丁目21番9号

7429 マゼンタース 千葉市稲毛区園生町420番1

7430 miyu-miyu 千葉市緑区誉田町2丁目23番地64

7431 特選和房煮りん 千葉市中央区富士見2丁目18番4号

7432 I‘s　Bar＆Lounge 千葉市中央区中央1丁目8番5号

7433 喜楽屋　蓮華 千葉市若葉区西都賀3丁目10番20号

7434 陽月 千葉市花見川区花園1丁目6番5号

7435 金銀彩 千葉市中央区富士見2丁目22番4号

7436 えくらん漁三郎 千葉市中央区今井3丁目25番8号

7437 居酒屋　木の実 千葉市稲毛区山王町98番地6

7438 美富士＆伊炉葉 千葉市中央区栄町26番12号

7439 食事処「めぐみ」 千葉市花見川区花園1丁目6番7号

7440 Birch 千葉市中央区春日2丁目21番10号

7441 居酒屋　なの花 千葉市若葉区桜木6丁目19番42号

7442 都賀西口の串屋横丁 千葉市若葉区西都賀3丁目9番4号

7443 蓮華 千葉市中央区富士見2丁目22番4号

7444 Pool＆Darts　Beep 千葉市稲毛区作草部町592番地2

7445 日々人　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

7446 カフェ　ヴァーナル 千葉市花見川区花園1丁目8番12号

7447 コルトレーン 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番15号

7448 うおよし 千葉市花見川区検見川町5丁目202番地1

7449 なお 千葉市中央区登戸1丁目1番10号

7450 ラウンジⅧ 千葉市中央区栄町26番11号

7451 OLIVE　Cafe　Dinning 千葉市若葉区若松町2170番地4

7452 焼鳥　あらち 千葉市中央区都町5丁目26番46号

7453 御嘉家　稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号

7454 モンパヴェ 千葉市稲毛区小仲台6丁目17番2号

7455 中華　春日 船橋市西船4丁目12番25号

7456 ゆで太郎　船橋北口店 船橋市本町6丁目3番9号

7457 中華料理　五十番 船橋市習志野台2丁目73番11号

7458 串天と手創りダイニング　えびす倶楽部 船橋市本町4丁目16番31号

7459 横浜家系らーめん　北習家 船橋市習志野台2丁目73番11号

7460 ゆで太郎船橋南口店 船橋市本町1丁目10番11号

7461 ちゃんこ　巴泻 船橋市金杉8丁目13番16号

7462 インド料理　ラージャ津田沼店 船橋市前原西2丁目14番6号

7463 はま寿司　船橋海神店 船橋市海神町西1丁目1206番地1

7464 しゃぶ葉　西船橋　店 船橋市山野町160番地1

7465 アジアンダイニングシヴァ 船橋市三山7丁目12番7号

7466 焼肉　宴山 船橋市飯山満町1丁目223番地

7467 はま寿司　船橋咲が丘店 船橋市咲が丘2丁目19番10号

7468 居酒屋割烹　まつ田 船橋市宮本4丁目1番2号

7469 つきじ千鮨　ペリエ西船橋店 船橋市西船4丁目27番7号

7470 焼肉ホルモン　そらかぜ 船橋市三山7丁目12番4号

7471 紀州清流　担々麺　produce　by　Keisuke 船橋市本町7丁目1番1号

7472 和食レストラン　とんでん　北習志野店 船橋市習志野台5丁目21番11号

7473 ラケルダイニング津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号



7474 活魚料理　なべしま 船橋市本町6丁目8番6号

7475 四川料理　順興園 船橋市薬円台5丁目21番20号

7476 菜厨瑠 船橋市本町4丁目40番2号

7477 季節料理　すず半 船橋市本町4丁目43番14号

7478 美優亭 船橋市新高根4丁目21番7号

7479 はま寿司　船橋習志野台店 船橋市習志野台4丁目74番13号

7480 しゃぶ葉　船橋夏見台店 船橋市夏見台3丁目18番1号

7481 居酒屋　田なべ 船橋市三咲3丁目1番14号

7482 木集 船橋市夏見4丁目22番8号

7483 さえ美 船橋市古作町2丁目1番18号

7484 酒食処　くんち 船橋市西習志野2丁目3番4号

7485 お茶漬　みえ 船橋市西船5丁目17番26号

7486 LINK 船橋市前原西2丁目13番23号

7487 たこ忠 船橋市大穴南1丁目41番7号

7488 居酒屋　華 船橋市豊富町707番地

7489 居酒屋　おすみ 船橋市本町2丁目13番5号

7490 炭焼Kitchen　ばんから 船橋市本町2丁目2番7号

7491 スナック　エミ 船橋市本町2丁目6番13号

7492 居酒屋　お多美 船橋市薬円台5丁目6番16号

7493 スナック　茶茶 船橋市薬円台5丁目6番19号

7494 バー　ダイニング　ステラ 船橋市本町4丁目3番7号

7495 一りょう 船橋市丸山5丁目32番1号

7496 77 船橋市本中山2丁目23番4号

7497 長与千種の体育会系酒場　Ring　Side 船橋市本町7丁目4番20号

7498 呑み処　ゆうか 船橋市習志野台1丁目15番3号

7499 SKY　BAR　INTERNATIONAL 船橋市前原西2丁目15番13号

7500 SKY　BAR 船橋市本町4丁目4番7号

7501 美酒美燗　煮りん 船橋市本町1丁目14番9号

7502 mr．kanso　下総中山駅前店 船橋市本中山2丁目23番12号

7503 とりQ 船橋市海神4丁目14番11号

7504 音波　船橋店 船橋市本町2丁目2番7号

7505 石の花 船橋市本町1丁目11番20号

7506 居酒屋　すずめ 船橋市丸山5丁目4番36号

7507 ハッピーハウス 船橋市本町4丁目42番14号

7508 炭焼屋　鶏ちゅん 船橋市新高根5丁目4番8号

7509 FES　by　asobi　肉丼専門店どんぶらこ！！　満腹肉太郎君の進め！唐揚げ道！　牛タン専門店伊達や 船橋市本町4丁目40番1号

7510 天てこ舞 船橋市二和東5丁目21番31号

7511 なななな 船橋市本町2丁目29番15号

7512 lover’s　day 船橋市本町5丁目15番3号

7513 心や 船橋市本町1丁目11番19号

7514 Etoupe 船橋市本町4丁目43番20号

7515 ミルキーウェイ 船橋市本町2丁目15番19号

7516 それ行け！鶏ヤロー津田沼店 船橋市前原西2丁目12番9号

7517 Yuya 船橋市西習志野3丁目27番11号

7518 粉と水 船橋市前原西2丁目13番15号

7519 256モーブ 船橋市本中山1丁目16番7号

7520 和来 船橋市本中山2丁目12番7号

7521 ソウル　ソウル 船橋市新高根1丁目22番11号

7522 スナック＆喫茶　優里 船橋市高根台1丁目7番8号

7523 パブスナック　イヴ 船橋市高根台4丁目31番7号

7524 花束（ブーケ） 船橋市丸山1丁目18番15号

7525 蔵　6330 船橋市高根町1781番地2

7526 小料理　みかめ 船橋市咲が丘4丁目6番27号

7527 Live　Cafe　凡 八千代市八千代台東1丁目10番13号エポラビル2階

7528 小料理　まり子 八千代市八千代台東1丁目17番8号シティプラザB棟1F

7529 スナック　朋 鎌ケ谷市南初富3丁目4番10号

7530 八千代台東口の串屋横丁 八千代市八千代台南1丁目1番4号曽根ビル1F

7531 長寿庵 八千代市勝田台4丁目13番1号

7532 ピコット 八千代市勝田台1-17-6

7533 洋風居酒屋　エンジョイ 鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目3番30号

7534 イマナカ 八千代市島田176番地

7535 すい～と 習志野市大久保3-7-16清和ビル1．B

7536 焼鳥　おたふく 八千代市八千代台北17丁目16番11号

7537 旬 習志野市谷津2丁目4番30号

7538 徳川 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-11-13

7539 どんぐり 八千代市大和田新田514番地7

7540 居酒屋　さっちゃん 習志野市大久保3丁目11番14号

7541 手羽先番長　八千代台店 八千代市八千代台東1-14-4サンハイツ八千代台102

7542 へちもん 習志野市津田沼6丁目5番1号

7543 万屋 鎌ケ谷市東道野辺7-22-85平原店舗102

7544 小料理　さくら 八千代市勝田台1丁目31番2号

7545 宏寿し 八千代市八千代台東1丁目10番6号

7546 洋風居酒屋　イヴ　Eve 習志野市東習志野3-11-11

7547 ねぎお寿司 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-2-21

7548 日だまり 習志野市実籾5丁目23番24号

7549 とまり木 八千代市大和田新田59-33外山ビル1FB

7550 焼肉黒べこや 習志野市実籾6-28-1

7551 土間土間　八千代台店 八千代市八千代台南1丁目1番4号曽根ビル2F

7552 スナック　かわ 鎌ケ谷市初富本町1丁目5番1号

7553 ピザ工房馬車道　東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目20番8号

7554 酒楽 習志野市谷津5-5-3ステージエイトB1

7555 炭火やきとり鳥火 八千代市八千代台南1-5-4京田ビル1F

7556 いし川 八千代市勝田台7丁目15番3号

7557 スナック　影 八千代市八千代台西1丁目1番7号青木ビル1F



7558 やきとり　絶好調 鎌ケ谷市道野辺本町1-1-8

7559 あじさい 習志野市大久保3-15-8

7560 Pub　Rose 八千代市八千代台南1丁目4番10号キューブ7　301

7561 麺や田中 八千代市勝田台1丁目26番8号

7562 タンドリー　実籾店 習志野市実籾3丁目1番2号

7563 大衆酒場　竹うち 八千代市勝田台1-26-25-1F

7564 じょっぱり 八千代市島田台734番地6

7565 酔唄 鎌ケ谷市東中沢4丁目13番44号

7566 一聚丸 習志野市実籾3-1-2伊原店舗-103

7567 炭火焼　串文 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目23番4号

7568 くいもの屋わん　イオン八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号イオン八千代緑が丘ショッピングセンター内101区画

7569 ポプリ 八千代市八千代台南1-4-10キューブ7ビル4F

7570 Night　Lounge　百合 八千代市勝田台1丁目4番21号

7571 紋蔵 八千代市大和田1010番地2

7572 カフェ　イルチェッロ 八千代市緑が丘3丁目2番1号アピオン緑が丘102号

7573 くいもの屋　わん　津田沼店 習志野市津田沼1丁目2番1号十三ビル4階

7574 京和居酒屋 八千代市八千代台東1-21-2

7575 フィリピン居酒屋　En　JOYエンジョイ 八千代市八千代台南1丁目4番10号グレイス八千代103

7576 もつ焼き　まるきん 八千代市ゆりのき台3-1-2澤田ビル2F

7577 中華食酒館　嵐 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番44号玄蕃第2ビル1F

7578 レストラン　ヴィーニュ 習志野市津田沼5丁目4番30号第2伊藤ビル1F

7579 大衆酒場　竹うち　弐号店 八千代市勝田台1-38-19

7580 三才坊 習志野市谷津1丁目16番1号モリシア津田沼レストラン棟　9F

7581 エンジェルシェアー 鎌ケ谷市東道野辺7-22-85-202

7582 居酒屋　咲 八千代市八千代台北1丁目1番アピアビル1F

7583 酔天 鎌ケ谷市東道野辺7丁目21番45号

7584 ANPERSAND 八千代市勝田台1-36-3米倉ビル1F

7585 和菜　越川 八千代市勝田台1-35-24-2F

7586 多国籍料理　バンブーホットランド　カフェ　タンドリ 八千代市八千代台南1丁目3番3号イマス山京ビル1階

7587 つきじ　寿司岩 八千代市八千代台東1丁目1番10号ユアエルム2F

7588 ピッツェリアバッジョ 八千代市八千代台南1-6-8細谷ビル1F

7589 松葉寿し 習志野市本大久保3丁目9番1号

7590 バレルカフェ　Aims 習志野市大久保1丁目16番18号プラザグレミオ2E

7591 ジョリ-パスタ　八千代店 八千代市大和田新田997番地

7592 大阪王将　津田沼北口店 習志野市津田沼1-2-7ウェルズ21津田沼ビル1階

7593 ジョリーパスタ　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市丸山1丁目18番16号

7594 食彩浪漫　狐里庵 八千代市緑が丘3丁目2番4号

7595 バーミヤン　八千代中央店 八千代市ゆりのき台3丁目1番6号

7596 アジアンダイニング＆バー　グレートアジア 習志野市実籾5-8-8

7597 炭焼家　串じまん 習志野市大久保1丁目18番12号鈴木ビル2F

7598 パブ　マリーン 習志野市実籾1丁目2番15号興和実籾ビル2F

7599 らーめん太一 習志野市東習志野2丁目20番1号

7600 KYOKO　今日子 八千代市勝田台1丁目6番22号

7601 ＆ 八千代市勝田台1丁目17番地12階A号室

7602 温野菜　鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町2丁目10番15号

7603 Club　Crimson 八千代市八千代台南1-7-1シャイニービル5階

7604 魚菜　清 鎌ケ谷市くぬぎ山5-2-1

7605 ソウル屋台 八千代市勝田台1丁目12番1号A104号

7606 シュクリヤ 八千代市八千代台西1丁目1番2号STビル2F

7607 ゆで太郎東鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目3番8号

7608 銀のひつじ 習志野市谷津4-5-20

7609 ゆずの小町 八千代市八千代台東1-2-14-2F

7610 台湾料理　天和 習志野市東習志野8-27-30

7611 Mo　Mo　House 習志野市東習志野2丁目1番14号

7612 カラオケルーム歌広場Loharu津田沼店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼B1階

7613 中華料理　福順閣 八千代市八千代台西1-6-2梅翁ビル1F

7614 ちゃんこらーめん 八千代市勝田台4丁目13番10号

7615 パルス　ケバブ 鎌ケ谷市右京塚1-14

7616 作兵衛 八千代市村上南1丁目13番1号

7617 パッソ　ノｳﾞｨータ 八千代市緑が丘1丁目1番1号公園都市プラザ1F

7618 はま寿司幕張IC店 習志野市鷺沼5丁目6番5号

7619 Longhorn 習志野市津田沼4丁目1番24号石橋店舗1F

7620 鍛冶屋文蔵　ユアエルム八千代台店 八千代市八千代台東1丁目1番10号ユアエルム3F

7621 Kuu 習志野市実籾5-23-25

7622 ちょっと一杯　舞 八千代市大和田新田63番地6飯田ビル第7ビル1F2号

7623 串カツ田中　勝田台店 八千代市勝田台1-16

7624 韓国食堂　おんにね 八千代市八千代台東1-15-3-120

7625 健勝軒 習志野市津田沼1丁目2番11号

7626 紅　鶴　楼 習志野市実籾4丁目4番6号

7627 ばんからラーメン 八千代市島田台997番地2

7628 伊藤家の食卓 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-15-11

7629 中華料理　華香楼 八千代市勝田台1丁目14番8号須田ビル1F

7630 味処　かわしろ 八千代市大和田新田69番地1

7631 インド料理＆バー　ハｳﾞｪリ 習志野市谷津5-5-16-101

7632 居酒屋　たぬき 鎌ケ谷市東中沢2丁目24番27号

7633 昇龍苑（らぁめん中華龍昇） 八千代市高津東2丁目12番3号

7634 サオウィエット　カラオケ　レストラン 八千代市勝田台1-14-71-2F

7635 新橋やきとん　新習志野店 習志野市茜浜2丁目1番1号JR新習志野駅内

7636 とれぴち漁幸 習志野市実籾4丁目1番9号垣野コーポ1F

7637 ちょっとバーM 八千代市八千代台東1-2-17エコービル2F

7638 インド＆アジア料理レストラン　サンティ 習志野市大久保3-12-5-103

7639 ビッグボーイ　鎌ケ谷道野辺店 鎌ケ谷市東道野辺5丁目22番10号

7640 ビッグボーイ八千代店 八千代市大和田新田1062番地4

7641 アジアンパレス 八千代市八千代台南1-12-2フジハイツ101号室



7642 くつろぎ居酒屋　優音 鎌ケ谷市北初富4番地5トミエイビル1F

7643 ニューガウレレストラン＆セクワガル 八千代市八千代台北1-10-18

7644 焼鳥　房州 八千代市八千代台東1丁目21番16号

7645 まんぷく食堂 習志野市大久保2-5-3

7646 洋食や　カネルZ 八千代市勝田台7丁目14番1号

7647 インド　ネパール　レストラン　アグニ 八千代市八千代台南1-9-15江口荘103

7648 TOKIZUSHI 八千代市勝田台1丁目3番13号

7649 XUXU　MART 八千代市八千代台南1-3-10LALAビル1階

7650 やきとり　珍来 習志野市実籾4-1-13

7651 焼肉家族　市川店 市川市市川1丁目9番8号上原ビル201

7652 大阪王将　南行徳店 市川市相之川4丁目14番4号関根ビル1F

7653 るふらん 市川市市川南3丁目1番1号アプロード市川117号

7654 鳥吉 市川市大野町2丁目233番

7655 台湾料理　聚宝園 市川市大和田4丁目19番3号安岡ビル1F

7656 鎌倉ハンバーグ　LaNai3／9 浦安市明海6丁目1番10号パークシティグランデ新浦安トレードポート1A

7657 デュセニ村722 市川市市川1丁目2番7号2F

7658 とちぎや 市川市八幡2丁目13番19号

7659 南大門 浦安市北栄1丁目17番14号ブランノワールビル1，2F

7660 なんだいもん 市川市行徳駅前2丁目1番2号

7661 市川市行徳駅前2丁目9番13号

7662 中国料理　ろぉしゃん 市川市堀之内3丁目17番16号

7663 居酒屋　よりみち 市川市行徳駅前1丁目16番3号

7664 番屋 浦安市当代島1丁目11番28号

7665 PIZZERIA ICHIROTEI caverna 市川市新浜1丁目2番20号

7666 芙蓉亭 市川市真間4丁目5番2号

7667 くるまや 浦安市北栄3丁目26番6号

7668 スエヒロ館市川中山店 市川市北方町4丁目1828番地3

7669 お好み焼き　春ちゃん 市川市相之川4丁目10番15号

7670 とり吉 市川市市川南1丁目1番1-110号タワーズイースト

7671 鳥喜 市川市市川南1丁目1番1号タワーズイースト209-4

7672 小料理　ひさよ 市川市欠真間2丁目26番3号

7673 牛角・温野菜　市川鬼高店 市川市鬼高3丁目28番16号ショップス市川2F

7674 牛角ビュッフェ市川コルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号ニッケコルトンプラザ内

7675 風雷 市川市南八幡1丁目9番地15号

7676 くいもの屋　わん　市川北口店 市川市市川1丁目4番17号アクティオーレ市川6F

7677 居酒屋　喜八 市川市南行徳3丁目18番7号101

7678 みどり寿司 市川市鬼越1丁目24番2号

7679 らあめん花月　嵐 浦安市入船1丁目5番1号MONA新浦安4F

7680 小料理　きらく 市川市湊新田1丁目6番12号第三吉ビル　107号

7681 札幌ラーメン　どさん子娘 市川市湊15番地5号

7682 カラオケ居酒屋　パンダ 市川市宮久保1丁目8番15号

7683 スナック　レオ 市川市鬼高2丁目14番25号

7684 New　CLUB　D 浦安市北栄1丁目16番14号U-BIGステーション　5F

7685 ナイトパブ　くろちゃん 市川市行徳駅前2丁目17番12号堀木店舗1階E

7686 牛角　本八幡店 市川市南八幡4丁目5番20号エムワイビル1F

7687 ぐりる嘉野 市川市八幡3丁目11番23号

7688 福満溢 市川市相之川4丁目6番3号

7689 竹千代 市川市八幡3丁目26番3号

7690 リンク 市川市南八幡3丁目4番12号セントラル本八幡2F

7691 club　Queen 市川市南行徳1丁目16番25号センチュリーヒルズ南行徳2階201号室

7692 しゃぶしゃぶ温野菜　新浦安駅前店 浦安市入船1丁目6番1号新浦安TKビルディング

7693 旬菜鮮魚　えびす 市川市行徳駅前1丁目20番12号スカラベマンション店舗1階101号室

7694 マインズ 浦安市北栄1丁目1番6号TRTビル2F

7695 手児奈 市川市市川3丁目1番1号

7696 金家 市川市東菅野1丁目6番3号ピュアハウス東菅野101

7697 レストラン　ルパン 市川市南八幡3丁目8番13号シャトーデザールクボタ101

7698 居酒屋　かぎの花 市川市市川南1丁目3番2号加藤コーポ1階

7699 洋風居酒屋　バロン 市川市市川3丁目29番11号

7700 居酒屋　道 市川市市川南3丁目8番14号

7701 四季菜々　新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号アトレ新浦安グルメウエスト2F

7702 OYSTER ＆ DINING BAR IBIZA 143 浦安市北栄1丁目11番45号

7703 BARBA 市川市南行徳1丁目16番8号アーネスト88　1階

7704 第17吉久丸 浦安市猫実5丁目7番12号

7705 屋形船　浦安サマヨ（第三サマヨ） 浦安市堀江3丁目32番3号

7706 喫茶オルゴール 市川市新田3丁目27番11号

7707 大衆酒場　馬越 市川市南八幡3丁目2番7号グリーンターフセゾン1F

7708 CRYSTAL＋ 市川市行徳駅前1丁目27番2号303

7709 CRYSTAL 市川市広尾1丁目6番6号リバーサイドマンション1F

7710 『肉山　本八幡』 市川市南八幡3丁目8番13号シャトーデザールクボタ105

7711 パブスナック　ツインズ 市川市行徳駅前1丁目27番21号大日ビル6F

7712 焼肉　牛太郎 市川市行徳駅前2丁目8番20サントスビル203号

7713 鍛冶屋文蔵　本八幡店 市川市八幡2丁目16番7号三愛ビルB1

7714 甘味喫茶　ドル 市川市新井3丁目12番12号

7715 Bran樹 浦安市猫実1丁目17番16号

7716 中華料理　泰興 浦安市北栄1丁目11番7号

7717 中国料理　英弘 市川市行徳駅前2丁目18番3号リムブール堀木106

7718 ゆう　AWAT 市川市欠真間2丁目19番18号

7719 居酒屋　みい 浦安市北栄1丁目10番11号石信荘108号

7720 フィリピンパブ　アンサヤサヤ 市川市行徳駅前1丁目27番21号大日ビル4F

7721 真間寿司 市川市市川1丁目6番14号カネコビル3階

7722 家庭料理　絆 市川市新浜1丁目10番16号

7723 母ちゃんの店　あられ 市川市相之川4丁目3番16号宇田川店舗1

7724 しまやカフェ 市川市国府台5丁目9番7号

7725 ZAZOU 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ117号



7726 龍と虎 市川市南八幡3丁目4番15号

7727 東京肉イタリアン　Ricco 市川市相之川4丁目11番13号リバーランド南行徳A101

7728 Bar　Hills 浦安市当代島1丁目3番30号ビッグウエスト浦安608

7729 居酒屋　小雪 市川市曽谷2丁目3番2号

7730 ひもの屋　市川総本店 市川市市川1丁目8番13号

7731 居酒屋　貴世 市川市南行徳3丁目13番1号106号

7732 もんきち　市川店 市川市市川1丁目7番1号コスモ市川203

7733 もんじゃ　小麦屋 浦安市北栄4丁目22番18号

7734 居酒屋　家庭料理　りん 市川市行徳駅前3丁目8番22号106

7735 Hot　plate　diningもんJaじゃ 浦安市北栄1丁目11番1号1F

7736 上海軒 市川市行徳駅前2丁目1番19号服部ビル1階

7737 中華居酒屋　楽楽酒坊 市川市富浜1丁目2番17号フィオMY1階

7738 スナック　すず 浦安市堀江6丁目4番37号

7739 エルム 市川市南八幡4丁目7番8号大伸ビル5階

7740 Jewelry　Girlscollection 浦安市当代島1丁目3番30号ビッグウエスト浦安ビル2階201号室

7741 やきとり　福茂 市川市南八幡3丁目5番16号

7742 鴻運餃子館 市川市相之川2丁目16番15号かきのビル1階

7743 中華食堂　かしわ 市川市湊新田2丁目1番25号三東第3マンション　1F　B号室

7744 鉄板焼き　韋駄天 市川市南八幡4丁目16番3号

7745 とり吉 市川市八幡2丁目15番18号

7746 家庭料理の店　ゆう 市川市福栄1丁目19番10号KMT　1F

7747 STOP　BY　MY　BESTALOHA 市川市市川1丁目5番6号第79東京ビル地下1階

7748 ナイトスポットan 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美3階303

7749 アドルーク 浦安市北栄3丁目3番14号103

7750 light　dining　Marchen 市川市南八幡2丁目4番10号

7751 クラブ　彩 市川市市川1丁目3番8号東ビル2F

7752 香華 市川市南八幡1丁目23番3号オークラコーポ

7753 PRINCE 市川市塩焼2丁目2番80号KE1番館1F

7754 Pariwar　Spice　Cafe 市川市大洲1丁目12番18号

7755 サプナ 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル2F

7756 より道　𣘺 市川市市川1丁目14番8号

7757 居酒屋　ちあき 市川市大和田4丁目1番2号トーヨマンション2号棟107号

7758 築地　玉寿司 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ4F

7759 居酒屋やかた 市川市行徳駅前2丁目21番22号行徳マンション1003号

7760 珍來　浦安店 浦安市北栄1丁目16番24号

7761 インド料理　サプナ 市川市新田5丁目18番10号

7762 備長扇屋　市川本八幡店 市川市八幡3丁目1番7号

7763 炭火焼　しちりん 市川市南八幡3丁目4番12号セントラル本八幡ビル101

7764 Petie’s　cafe 市川市南行徳1丁目22番7号

7765 Lounge　Liberty 市川市南八幡4丁目3番7号1F

7766 居酒屋　数納 浦安市入船4丁目9番8号TMビル1F

7767 ラムカーナ 市川市市川1丁目26番23号

7768 酒とお食事処　かよちゃん 市川市鬼高2丁目12番38号

7769 中華　大雅 市川市曽谷8丁目8番2号

7770 絣 市川市相之川4丁目2番1号前島コーポ101

7771 すし三崎丸　市川店 市川市市川1丁目1番1号シャポー市川

7772 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートオールデイダイニング　カリフォルニア 浦安市舞浜1番地6A棟1F

7773 大衆つぐつぐキッチン 市川市行徳駅前1丁目20番12号スカラベマンション102号

7774 酔いどれ　本八幡店 市川市八幡2丁目13番11号

7775 海酔 浦安市富士見4丁目1番15号サンライズ富士見103

7776 タンク 市川市日之出18-18

7777 ジュラール　ウッドストック 市川市行徳駅前3丁目7番12号

7778 橙子家 市川市八幡3-1-1プレスデント1F

7779 カラオケ喫茶　蕾 市川市行徳駅前2丁目18番3号

7780 仲寿司 浦安市当代島1丁目6番29号

7781 土間土間　イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号イオン新浦安店4F

7782 ニューラーメンショップ 市川市南大野2丁目2番2号

7783 中国料理　一發 浦安市猫実2丁目30番9号

7784 プチカフェ　バッカス 市川市行徳駅前1丁目17番18号

7785 居酒屋　コニー 浦安市当代島1丁目9番12号

7786 牛角　市川大野店 市川市下貝塚3丁目8番18号

7787 Island　bar　IBIZA 浦安市北栄1丁目1番15号金佳ビル1F

7788 みやげや 市川市湊新田2丁目2番2号嶋田ハイツ1　1号室

7789 みやげや　2号 市川市湊新田2丁目2番2号嶋田ハイツ2号

7790 水炊き　焼き鳥　とりいちず酒場市川北口店 市川市市川1丁目4番17号アクティオーレ市川B1

7791 わさび 市川市南八幡3丁目5番5号1F

7792 ゆで太郎　行徳駅前店 市川市行徳駅前1丁目24番1号

7793 せかんど 市川市鬼高2丁目10番7号

7794 中華・ラーメン　春香 浦安市猫実4丁目20番15号近藤ビル1F

7795 横丁の花 市川市鬼高2丁目10番7号

7796 カンテラーノ 浦安市当代島1丁目19番2号1F

7797 PORTO　VENERE 浦安市堀江2丁目26番32号

7798 mixology　Bar　acotto 浦安市当代島1丁目14番30号

7799 焼肉　ソウル 市川市大野町2丁目216番

7800 大衆割烹　よし乃 市川市市川南3丁目14番8号

7801 とんかつハンバーグ　香 市川市大洲2丁目1番12号

7802 大進飯店 市川市高谷2-3-4

7803 中華料理　松楽 市川市新田3丁目17番11号

7804 ラーメンショップ　さつまっ子 市川市南八幡1丁目22番8号

7805 ANTIQUE　members　bar 市川市南八幡4丁目8番9号ニューグリーンビル　102号

7806 ヨガカフェ　ブレス 市川市相之川4丁目10番8号

7807 M’s 市川市市川南1丁目3番2号シャイレンドラ・パレス102

7808 ビッグボーイ　ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

7809 居酒屋　魚啓 市川市鬼高3丁目1番22号



7810 銀杏の樹 市川市八幡2丁目12番6号

7811 スナック　SAMAYO 浦安市堀江3丁目32番12号

7812 モッパンキッチン 市川市東菅野1-3-23岡崎マンション1F

7813 肉バル556 市川市八幡3丁目7番2号moto．8　1階テナント4

7814 プリンス 市川市行徳駅前2-13-15エスビル弐番館103

7815 BAR　Arrows 市川市八幡2-7-11岡ビル2階

7816 BAR　A＆B 市川市南行徳1-16-18-1F-102

7817 よいどれ　BAR　五十鈴 市川市南八幡4丁目6番4号YMK本八幡ビル6F

7818 ぶらんこ 市川市中山4丁目7番19号

7819 S．O．S 市川市八幡3丁目9番14号

7820 パブ　クラブ　ロマンス 市川市市川1丁目3番8号東ビル4F

7821 大衆酒場　頂 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ111号

7822 Casual　bar　West　Blue 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136　103号室

7823 アイランドクラブ　アンド　レストランパームツリー 浦安市北栄1丁目16-14U-BIGステーション8階

7824 Benny 浦安市北栄1-16-16トレンディ168　4階C号室

7825 ジョリーパスタ　市川店 市川市市川1丁目9番1号AKIOビル1F

7826 Bar　L’escale 浦安市北栄1丁目15番13号菊地ビル2階

7827 うまいものや　八十五（やっとこ） 流山市南流山4丁目6番1号

7828 三和園 松戸市上本郷893-4

7829 スナック喫茶　その 松戸市五香南2丁目15番地15

7830 トマトアンドオニオン　我孫子店 我孫子市中峠台11番地5

7831 ふるさとの味　ひさご 松戸市日暮2丁目1番地4

7832 ホルモン焼八 松戸市栗山36-4

7833 カレーハウスココ壱番屋JR松戸駅西口店 松戸市根本5番地1根本グリーンコーポ1階

7834 炭火ホルモン焼　しちりん稔台店 松戸市松戸新田573番地

7835 Asian　Palace 松戸市松飛台259-2

7836 アジアンキッチン　テルテルテイ 松戸市新松戸1丁目367番地の1依田ビル1F

7837 子組 松戸市松戸1240-3エクセル松戸102

7838 スナック　千恵 松戸市金ケ作412番地栗原ビル

7839 中華料理　長江 松戸市松戸1740番地

7840 ピッツェリア　バフェット 松戸市松戸1278ワタナベビル1F

7841 カウンターバー　和美 松戸市根本461弁天会館207

7842 リーベ 松戸市栄町西2丁目920番地

7843 ダイニングバー　Ahya 松戸市新松戸5丁目150番地

7844 旬菜　わさび 松戸市常盤平1-16-1

7845 里 松戸市八ケ崎3丁目77番地1

7846 ほっとたいむ 松戸市新松戸2丁目35番地コーポコーエイ1-105

7847 くるまやラーメン南流山店 流山市南流山1-15-9

7848 バカみたいに愛してた 松戸市八ケ崎1-1-1

7849 居食屋ダイニング　「パストール」 松戸市本町12-5石井ビル1F

7850 やきとり大八 松戸市西馬橋1丁目9番地12

7851 インド・ネパール料理　タァバン 松戸市稔台7-13-2第三山田マンション103

7852 居酒屋　亜都夢 流山市流山4-517-2高堂ビル2F

7853 スナック　プリーズ 松戸市松飛台160番地32

7854 お食事処　舞 松戸市常盤平5-8-1サンウ゛ィラ常盤平101

7855 大幸 我孫子市湖北台1丁目15番8号

7856 スナック　こころ 松戸市小金原2丁目12番地2

7857 串焼びすとろ　晴れるや　我孫子店 我孫子市本町2-4-20ヒルトップ我孫子2F

7858 本格釜焼料理　かまど 松戸市六実4丁目2番地19

7859 ぽあん 松戸市六実3-8-10渋谷ビル201

7860 有限会社　紅龍 松戸市金ケ作27番地27第6泉ビル1F

7861 金と銀　北小金店 松戸市東平賀244-5石井ビル　3F

7862 ベル　BELL 松戸市秋山389番地16

7863 まごころの店　ふくどり 我孫子市布佐2605番地9

7864 ぽ庵 松戸市下矢切85

7865 居酒屋　力 松戸市松飛台160番地21

7866 台所カラオケ　ねもと 松戸市根本12番地9号丸商第2ビル202

7867 牛角　松戸アネックス店 松戸市本町20-13東進ビル2F

7868 カラオケスポット　えんじぇる 我孫子市湖北台8丁目18番8号

7869 かまどか　松戸店 松戸市本町20-13東進ビル2F

7870 つづく 流山市南流山4-1-6MO第2ビル101

7871 CLOVER 流山市平和台3-4-13

7872 矢切の渡し（カラオケ広場　みんみん） 松戸市稔台1丁目1番地1-3F

7873 和食　おけさ 我孫子市湖北台1-13-19第一大塚ビル1F

7874 Bar　Dio　bestia 松戸市本町19-14平野第二ビルB1F

7875 居酒屋　ちと 松戸市五香西2丁目50-26

7876 食　吉野 松戸市二十世紀が丘萩町264

7877 すしや 松戸市大金平5-356番地

7878 スイートピィー 松戸市仲井町3丁目71番地アンビル第3マンション101

7879 竹泉　1F 流山市東深井405番地

7880 伊呂波 松戸市松戸2026番地1-1F

7881 スナック　こんぺいとう 流山市江戸川台西2丁目296番1号

7882 福助 流山市向小金1丁目445番地13号

7883 土間土間　松戸西口店 松戸市本町20-13東進ビル3F

7884 かがやす 松戸市本町17-20

7885 楽夢 松戸市金ケ作419-48

7886 一般社団法人渡辺グループ 県内一円

7887 Funky　Buddha 我孫子市湖北台1丁目13番4号

7888 インペル 松戸市栄町7丁目582番地14

7889 栗駒 松戸市稔台1-11-20アラキビル102

7890 土間土間　新松戸店 松戸市新松戸2丁目122番地

7891 ぱぶ　金太郎 松戸市常盤平5-11-10本田ビル202号

7892 マルシェ 松戸市西馬橋3-51-11

7893 鳥利 松戸市馬橋307



7894 千草 松戸市上本郷434-1

7895 魚夢　ととゆめ 松戸市日暮1-5-13中川ビル1F

7896 とんかつ　峰 松戸市常盤平7丁目18番地

7897 鳥さわ 我孫子市南新木4-21-1

7898 スナック　ぼへみあん 松戸市上本郷434-13

7899 季節料理　ちゃん 松戸市馬橋1905

7900 居酒屋すな川 松戸市新松戸2丁目33番地スズカメビル102

7901 祥 松戸市常盤平3-16-4

7902 Pub　Snack　ANABA 松戸市本町20番地8本町第二ビル地下1階

7903 桝本 松戸市五香南1-7-3

7904 インド・ネパール料理　タアバン 流山市流山4-478-2コーポSAKURA

7905 ベルモア 松戸市日暮1丁目5番地16アベビル2F

7906 百楽門　松飛台店 松戸市松飛台335-1

7907 中華料理　いしぐろ 松戸市六実5丁目22番地7

7908 まな 松戸市六実2-10-1

7909 秀丸亭 松戸市西馬橋1丁目5番地11山崎ビル1F

7910 CLUB　ANE-JU 松戸市金ケ作27番地の2ガクエン八柱ビル1階

7911 まるぜん 松戸市五香6-1-8

7912 小満堂　中華レストラン 流山市青田22-3

7913 和　実花 松戸市根本6-4根本ビル1F

7914 土間土間　新八柱店 松戸市日暮1-16-16アミューズプラザ8　2階

7915 とり竹 松戸市小金原2-14-11

7916 カラオケパブ　NON-NON 流山市江戸川台東2丁目10番地岩井ビル2階

7917 エフェクター 流山市南流山4-1-4KSビル6F

7918 INDIAN　RESTAURANTSHUBHA　KAMANA 我孫子市天王台1-13-7大井ビル1F

7919 とまと 松戸市西馬橋3-27-4

7920 焼肉　松林苑 松戸市松戸新田109番地

7921 炭火焼肉　松林苑 松戸市上本郷2648番地6

7922 あら川 松戸市馬橋106

7923 呑み処　たかはし 松戸市馬橋117-1タグチビル103号

7924 ひろ場 我孫子市天王台1-15-3

7925 喫茶スナック　ハピネス 松戸市稔台1-21-1あかぎハイツ1F

7926 ひとやすみ 松戸市馬橋1890

7927 インド・ネパール料理タァバン 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル3F

7928 小樽らーめん豆の木 我孫子市つくし野1-1-2

7929 タイレストラン　コンカノック 松戸市松戸新田577-57

7930 小春 松戸市馬橋1890-2松伝荘1F3号室

7931 鳥ェ門 松戸市稔台1-13-1第一山田ビル107

7932 夢叶 松戸市五香南2-24-12

7933 越後そば 流山市西初石3-99-3

7934 琴 流山市松ケ丘1-475-34サンサンプラザ1

7935 山田 松戸市根本13-1中銀松戸マンション104号

7936 北京菜館 松戸市西馬橋幸町80番

7937 HANA 松戸市常盤平5-11-13石井ビル5階

7938 居酒屋　ここ憩 松戸市新松戸1-415-3

7939 BULLFROG’S 流山市鰭ケ崎1435の2コーポ田原102

7940 ジョリーパスタ　我孫子店 我孫子市台田4-1-38

7941 香港料理　勝 松戸市小金原6-5-17

7942 まる　友 松戸市五香西1-32-1

7943 居酒屋こしごえ 松戸市新松戸3丁目174-2

7944 居酒屋かづ 松戸市小金原7-9-3

7945 酒席　さくら 流山市江戸川台東2-24正木ビル2F

7946 酔処　絆 流山市南流山4-1-4KSビル5階

7947 ジョリーパスタ八柱店 松戸市日暮3丁目10番地12

7948 居酒屋　いなかっぺ大将 松戸市常盤平5丁目11番地本田ビル1F

7949 スナック　あゆみ 松戸市小山35-2-1松戸パレス108

7950 ねんごろ屋 松戸市松戸1231アステシオビル6階

7951 インドレストラン　テイスティ 流山市江戸川台東3-158-19

7952 東京ガパオ　アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸店7階

7953 SPICE　KITCHEN 流山市南流山4-12-9

7954 やきとりセンター松戸西口店 松戸市本町20番地17新角ビル6F

7955 松竹園 松戸市根本10番地9

7956 黒澤惣三商店 流山市おおたかの森西1丁目1番地の1こかげテラス

7957 OTAKANOMORIFOOD　HALL 流山市おおたかの森北1丁目2番地の2ホテルルミエールグランデ流山おおたかの森1F

7958 孝作 松戸市小金原6-8-9ブルームハナノイ101

7959 焼麦大郎 松戸市新松戸1-414大清堂ビル101

7960 う奈ぎ道場 松戸市栄町4丁目242番地

7961 ニューレイコ 我孫子市湖北台8-4-9豊興店舗103号

7962 くいもの屋わん　新八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16アミューズプラザ8　3階

7963 居酒屋　板さん 我孫子市布佐1丁目18番12

7964 ビザヤ　インドカレーレストラン 松戸市二十世紀が丘柿の木町18

7965 居酒屋　とんぼ 我孫子市中峠1212番地2

7966 みの太　湖北店 我孫子市湖北台1丁目13番8号

7967 らあめん花月　嵐　馬橋店 松戸市馬橋2276番地3

7968 矢切の渡し 松戸市稔台1-1-1-1F

7969 カラオケひろば　ドレミ 我孫子市湖北台9丁目6番9号

7970 ぶりっこ 流山市鰭ケ崎951

7971 はま寿司　松戸六高台店 松戸市六高台1丁目79番

7972 Club　Seno 松戸市金ケ作27番地2第12シントウキョウビル5階

7973 居酒屋　呑 流山市平和台4丁目1-24

7974 食事処　松まる 流山市東深井368-1

7975 はま寿司　松戸小金原店 松戸市小金原3-6-17

7976 アジアンフード＆バー「TASTY」 流山市東深井319

7977 インド　ネパール　レストランUNIQUE 我孫子市我孫子4-2-1榎本ビル1F



7978 ジョリーパスタ南流山店 流山市南流山6-28-23

7979 中國料理　鳳蘭 流山市南流山4-1-7-1F

7980 waRAu 松戸市六高台6-6-11

7981 スナック　ありす 流山市江戸川台西2丁目146

7982 中国料理　小満堂（江戸川台西店） 流山市江戸川台西1-24-1

7983 割烹　しの田 松戸市田中新田55番地5

7984 徳樹庵　流山おおたかの森店 流山市おおたかの森南1丁目20番地の1

7985 ふるさと 松戸市新松戸6-21-2

7986 中国料理　福源楼 松戸市東平賀245番地7

7987 ピザ工房馬車道　松戸六高台店 松戸市六高台1-78

7988 菊よし 松戸市仲井町2丁目69番地3

7989 居酒屋　美也子 松戸市六実4丁目3番地7

7990 ミュージックレストラン＆パブ多来人 流山市東初石4丁目245番地24号

7991 宝島我孫子店 我孫子市台田3-1-40

7992 オリーブの丘　新松戸店 松戸市新松戸南1丁目369

7993 のみや　舞姫 松戸市本町21-15

7994 居酒屋　ナナ 松戸市栄町3丁目148番地13

7995 つる家 松戸市六実3丁目16番地1

7996 キャンドル新館 松戸市常盤平5-11-9今井ビル1F

7997 ゆで太郎松戸本町店 松戸市本町23-1佐幸ビル1F

7998 しゃぶしゃぶ　どん亭　手賀沼店 我孫子市若松94-2

7999 アイリーンフィリピンストア＆レストラン 松戸市常盤平5-11-10本田ビル201

8000 徳樹庵　柏の葉公園店 流山市駒木台390-1

8001 ビリー・ザ・キッド 松戸市八ケ崎1丁目1-1

8002 太郎坊 流山市富士見台2-5-4小田急ハイツ7-106

8003 居酒屋　ふれんど 松戸市中和倉138番地2

8004 ペッパーランチ　松戸店 松戸市本町4-20長谷川ビル1F

8005 AUTOBOY 松戸市新松戸1-160

8006 金寿司 流山市南流山6丁目4番地3号

8007 焼肉さくら亭 松戸市本町20-10

8008 エメラルド 松戸市根本461弁天会館2F

8009 ミルキーウェイ　松戸五香店 松戸市五香2-13-8

8010 串かつ居酒屋　南風 流山市南流山4-5-3-B-103

8011 中華料理　元　祥 野田市山崎1372番地1

8012 馬車道　野田店 野田市横内16番地1

8013 稲豊 野田市東宝珠花275番地3

8014 シャレード 野田市中野台1番地3

8015 とき和 野田市野田767-21

8016 酒処　平吉 野田市桐ケ作757番地

8017 天国 野田市尾崎902番地52

8018 中国料理　チャオチャオ 野田市尾崎73番地7

8019 寿司常 野田市関宿台町290番地

8020 大野屋ドライブイン 野田市東高野78番地2

8021 かくれん房 野田市清水466番地22

8022 ティアラ 野田市上花輪1541番地ハイツ趙102号

8023 大衆小料理　ゆき 野田市桜台195番地34

8024 アスカ 野田市尾崎849番地12

8025 福富飯店 野田市関宿台町2583番地

8026 HANDI 野田市目吹1508番地1

8027 琥珀茶寮　あずき 野田市上花輪1265番地2

8028 すたみな太郎　野田桜の里店 野田市桜の里2丁目2番地1

8029 たるふじ 野田市上花輪611番地

8030 野天風呂　湯の郷 野田市山崎貝塚町5番地2

8031 和多家 野田市清水1111番地

8032 中華料理　元祥 野田市中野台125番地1

8033 うなぎ　山口 野田市清水44番地1

8034 あじ平　野田店 野田市中野台1085番地8

8035 カラオケ　CLUB　DAM　野田店 野田市吉春776番地1

8036 株式会社グローバルガレージ 野田市尾崎850番地10

8037 熟成焼肉いちばん野田店 野田市横内1番地1

8038 はま寿司　野田堤台店 野田市堤台125番地1

8039 cafe & lounge FORTUNE 野田市野田787番地10-105号

8040 ラーメン　七福 野田市蕃昌57番地

8041 居酒屋　川間らー麺 野田市岩名2023番地42

8042 ふじや 野田市柳沢49番地2

8043 melody 野田市七光台440番地16

8044 しゃぶしゃぶどん亭野田店 野田市中根新田6番地4

8045 P．trip 野田市中根47番地3

8046 駒鮨 野田市新田戸669番地4

8047 赤ちょうちん 野田市山崎2638番地66

8048 中華海鮮料理　櫻 野田市柳沢53

8049 ビッグボーイ野田つつみ野店 野田市つつみ野1-2-4

8050 インドレストラン　ロシニ 野田市七光台428-90

8051 田舎料理　とくべえ 野田市古布内295番地3

8052 草原の羊 柏市東上町1-14君村ビル

8053 馬車道　柏豊四季店 柏市篠籠田1462番地3

8054 いこいの店　故郷 柏市ひばりヶ丘7番地14小林マンション102

8055 パブ　ホース 柏市柏1丁目2番35号共同ビルサンシャ6F

8056 Meet　Meat 柏市あけぼの4-3-27ハイム・デンマー0102号

8057 パブラウンジ　MS’Y 柏市東上町1-22第一喜久水ビル2階201号

8058 磯潮 柏市柏3丁目6番5号

8059 毬真工房 柏市松ケ崎797

8060 カラオケスナック　こすもす 柏市亀甲台町1-6-2

8061 横浜家系ラーメン　宗八 柏市柏3-1-6



8062 美食中華　泰山　柏店 柏市末広町10-20鈴木ビル101

8063 侍　銀座通り店 柏市柏3-6-5石井ビル1階

8064 すし処　大野家 柏市高柳新田1番地8

8065 かんな 柏市根戸471番地46

8066 マルシェ 柏市豊四季250-18-1F

8067 居酒屋　つがる 柏市大津ケ丘2丁目22番21号

8068 お料理　あじだらけ 柏市大井1849-6

8069 柏つむぎ 柏市柏3-2-13

8070 そば処　なかむら 柏市明原2-2-13

8071 Salute！　da　Endo 柏市松葉町1丁目1番4号

8072 炭火焼鳥　マルチョー 柏市東上町2番地3

8073 パブ　山崎 柏市柏3丁目3番12号第2喜久水ビル3F

8074 三つ星 柏市泉町6-60

8075 One　Style 柏市柏1丁目6-15AYビル2階

8076 ファーマーズ　グリル 柏市柏3-2-6KSビル2F

8077 珍來　柏東口店 柏市柏1-7-1-104号

8078 インド・ネパール料理　タァバン 柏市松葉町2-14-4-102

8079 居酒屋　さくら 柏市旭町3丁目3番16号旭町ビル101

8080 ニューギターラ 柏市ひばりヶ丘7番地14

8081 さんぼん亭 柏市中央2-9-13ニュー小川ビル1階3番

8082 かまどか柏店 柏市柏2-9-17共栄ビル4階

8083 まこどり 柏市柏3-6-3丸柏ビル2F

8084 珍來　柏日立台店 柏市日立台1丁目2番55号

8085 トミー 柏市末広町12番地1

8086 海月 柏市新柏3-16-8コーポカトレア103

8087 母-母 柏市光ケ丘4丁目2番1号

8088 WARMTH 柏市柏2-7-10-2F

8089 CHINESE　DINING　心樹 柏市高田89-1

8090 アジアンダイニング　ニューエベレストパラダイス 柏市光ケ丘2-19-10

8091 牛角　柏若柴店 柏市松葉町7-37-6

8092 喫茶　まーち 柏市大津ケ丘4丁目25番20号

8093 志奈乃 柏市中央町7番地16

8094 炭焼　サムライ 柏市東上町3番地11

8095 元祥 柏市根戸467-151

8096 割烹BAR　まつり 柏市旭町1-7-16

8097 chinese　bar　＆　restaurant　漸 柏市柏6-7-8オーキスビル1F-D店舗

8098 お好み焼レストラン　樹辺里 柏市松葉町3丁目2番1号

8099 スタジオ　WUU 柏市柏1丁目5番20号プールドゥ5階

8100 焼肉　牛ヒレ　柏店 柏市旭町1-10-2深澤ビル3F

8101 ささ川 柏市酒井根7丁目1番29号

8102 舛田 柏市増尾1丁目5番1号いとうアパート101号室

8103 カフェ・デ・ネージュ 柏市松葉町3-2-4

8104 中華料理アジア料理　味中味 柏市豊四季712-4-1F

8105 イタリ庵 柏市柏3-1-7

8106 彩食幸時　きわた 柏市中央1-4-28セントラルオーク105

8107 FARMERS　TABLE 柏市旭町1-11-1アサヒスクエア1F

8108 天八 柏市柏3丁目3番3号

8109 天和 柏市柏6丁目8番42号アクステージビル1F

8110 中国料理　元祥 柏市花野井101-7

8111 柏ビール 柏市柏5-8-15

8112 炭火焼肉　泉樹 柏市柏4丁目4番7号

8113 たかはし 柏市柏4丁目7番1号1階

8114 麺屋　音 柏市旭町2-1-5金子ビル1F

8115 ビッグボーイ　柏増尾台店 柏市増尾台4丁目13番2号

8116 BOTA　Asian　Dining　and　Bar 柏市東上町1-11

8117 焼肉　極 柏市柏3-4-2K・BLDG

8118 正宝 柏市大津ケ丘1-47-5

8119 京まる　柏店 柏市末広町4番地16小田山第2ビルB1F

8120 ファーマーズテーブル　柏の葉 柏市若柴184-1柏の葉キャンパス149街区-1

8121 サカナバル　コラーレ　柏の葉 柏市若柴184-1柏の葉キャンパス149-1

8122 グランパークホテル　ザ・ルクソー南柏 柏市南柏中央8-8

8123 鳥元　柏店 柏市中央町2番地8小菅ビル1F

8124 Bar　Calma 柏市柏3-4-5浜田ビル2階

8125 INDIAN　KITCHEN 柏市東逆井1-1-3

8126 たかはし 柏市中央2丁目4番17号

8127 La　NuEva　Mabuhay 柏市豊四季158-15

8128 カフェバー　アンナベルズ 柏市柏3-3-19かざりやビル1F

8129 喰い処・歌い処　居酒屋ぶんぶん 柏市藤ケ谷新田23番地

8130 インド・ネパール料理　タァバン 柏市南増尾2丁目4番14号

8131 カフェ　ライン 柏市末広町2番地2

8132 ふく嶋 柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区D-102

8133 味すゞ亭　和香 柏市柏4丁目5番24号京北第二ビル3F

8134 en 柏市中央2-3-6浜田第1マンション103

8135 和風ダイニング　わっ嘉 柏市西原2-1-3

8136 小樽食堂　柏西口店 柏市末広町4-1地下1階

8137 味すゞ亭　穏香 柏市旭町1丁目11番17号パン・スターチス1F

8138 ひさご亭 柏市船戸1755番地3

8139 蔵出し味噌　麺場　龍吟 柏市花野井896-3

8140 珍來　柏西口店 柏市旭町1丁目10番3号

8141 ドン・ファン 柏市柏3-4-19-2F

8142 バルノノス 柏市若柴184-2かけだし横丁B棟店舗12

8143 ごはんや　輔 柏市花野井415

8144 feel 柏市中央町6-2VIBES　BLDG　1F

8145 パブ・スナック　有田 柏市柏1-1-10柏葉ビル2F



8146 マダム．ド．ポンパードル 柏市東柏1丁目21番15号

8147 Kick　it 柏市柏2-7-21SPビル5F

8148 スナック　マーレ 柏市旭町4丁目5番11号

8149 Lounge　藤 柏市柏4-9-10木村ビル2階

8150 金沢炉端　魚界人　柏駅前店 柏市柏2-11-14-2F

8151 ジョリーパスタ　柏店 柏市十余二297番地5

8152 来い来い 柏市中央2丁目4番14号

8153 大衆割烹　葵 柏市東3丁目1番22号

8154 みすず 柏市豊平町6-47

8155 唐揚げ・焼鳥・鶏餃子　とりいちず食堂　柏店 柏市旭町1-10-17レウ゛ェンテ1F

8156 ばんや 柏市逆井13番地9ユーカリビル102

8157 福鮨 柏市松ヶ崎748-2

8158 麹蔵極　kouji-kura-kiwami 柏市旭町1-11-1-2F

8159 ゆで太郎　柏の葉キャンパス店 柏市十余二380-25

8160 INDO　CURRY　GUMADEVI 柏市柏3-8-10AKBLD101A

8161 尾張屋 柏市南増尾7丁目3番2号

8162 ゆで太郎名戸ケ谷店 柏市名戸ケ谷961-1

8163 手打ちそば　玉川 柏市北柏1丁目7番11号

8164 和風レストラン　みの太 柏市箕輪444

8165 Cluster 柏市柏1-1-11

8166 夢館　Powered　by　Labo 柏市若柴69-1柏公設市場内

8167 四季 柏市根戸467番地129

8168 はまゆう 柏市大島田134番地1

8169 輪くら 柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区D-101

8170 郷里料理　鹿児島 柏市東上町3番地1

8171 Monkee　Bar 柏市柏3-2-18マリエール2F-B

8172 居酒屋　蘭 柏市千代田1-1-2ワタナベビル2F

8173 魚久商店 柏市柏3-1-21水野ビル2F

8174 TRATTORIA　COLORE 柏市柏1-6-10根戸屋ビル1F

8175 太平楽 柏市柏1丁目1番10号柏葉ビル1F

8176 THE　GREAT　DINER 柏市旭町1-5-4プラザパスカ7F

8177 旬食酒　手打蕎麦　玉川 柏市柏2-11-16芳野ビル1F

8178 ねんごろ屋　柏店 柏市旭町1-1-16中崎ビル3F

8179 夢庵　柏増尾台店 柏市増尾台4丁目12番15号

8180 Light　pub　キャバーンハウス 柏市柏3丁目4番1号石井ビル内

8181 中国料理　小満堂 柏市大青田809-1

8182 カントンの思い出　ペダルチキン 柏市明原4-5-6

8183 Bottega　柏店 柏市末広町4-16オダヤマ第2ビル

8184 じろう庵 柏市旭町1-10-2

8185 飲食楽部　けや木 柏市今谷上町65-7

8186 台湾料理　真味 柏市大津ケ丘4-17-3

8187 かげ新 柏市大津ケ丘1丁目37番18号

8188 寿恵広 柏市青葉台1丁目24番5号

8189 笑美 柏市南高柳1番地28

8190 仲屋 柏市末広町12番地1

8191 香味屋 千葉市中央区祐光2丁目11番8号

8192 エクラドールカフェ 千葉市緑区あすみが丘1丁目23番地9エクラドールビル1F

8193 ジョリーパスタ千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町1222番地7

8194 鮨　岡田 千葉市中央区院内1丁目19番10号バレンシア千葉

8195 チャイナ厨房　チンタンタン 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地アウネ幕張4F

8196 ダ・カーポ　オレアジ 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地18ハイツウェーブ101

8197 牛角　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目30番地7

8198 ガスト　千葉貝塚店 千葉市若葉区貝塚2丁目10番4号

8199 手打そば　刀屋 千葉市花見川区横戸町1031番地4

8200 麺処直久　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2階

8201 おつな寿司 千葉市中央区浜野町888番地

8202 韓国食堂　明 千葉市稲毛区弥生町4番1号清水ビル2階

8203 浜庖丁 千葉市中央区新千葉1丁目6番1号千葉駅ビル第2別館1F

8204 とんとん亭 千葉市中央区今井2丁目5番17号

8205 中華料理　金星 千葉市中央区栄町37番1号

8206 ル・ブルー 千葉市緑区おゆみ野南3丁目6番地38

8207 多謝 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

8208 自家製手打ち麺　粋や 千葉市中央区春日2丁目26番9号

8209 ヴェルデ 千葉市緑区あすみが丘1丁目19番地1土気ステーションホテル1階

8210 カレーハウスCoCo壱番屋　若葉区若松町店 千葉市若葉区若松町2094番地4

8211 オステリア　ラ・バイア　イタリアーノ 千葉市花見川区幕張本郷1丁目2番1号202

8212 牡蠣と牛たん　仙台や 千葉市中央区新千葉1丁目6番1号104

8213 Bistro　Takeru 千葉市中央区汐見丘町10番1号2F

8214 二葉 千葉市花見川区幕張本郷6丁目18番4号

8215 和食天ぷらのお店　ぼうず 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地29ひまわりマンション101

8216 ResortCafe　Fa-Bene 千葉市若葉区殿台町419番地1

8217 芳香園 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目8番1号ナキスカビル1F

8218 紫藤園 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番11号朝日ビル2F

8219 味市場　よ志乃 千葉市美浜区幸町1丁目18番2号

8220 ホルモン　焼肉　せなや 千葉市中央区新宿2丁目11番1号藤や観光ビル2F

8221 インド・ネパール　レストラン　さくら 千葉市中央区祐光2丁目16番4号

8222 すし屋の中川 千葉市若葉区御成台3丁目1168番地13三樹園ビル1F

8223 松葉寿し 千葉市中央区星久喜町1162番地69

8224 ジョナサン　西千葉店 千葉市稲毛区作草部町855番地2

8225 Vener 千葉市若葉区都賀3丁目22番5号

8226 鮨処　まなぶ 千葉市緑区おゆみ野3丁目33番地7

8227 百姓家郷菜 千葉市美浜区高洲2丁目3番15号ROCKY高洲1F-A

8228 かつ波奈　みつわ台店 千葉市若葉区殿台町375番地1

8229 レストラン　シルバースプーン 千葉市中央区新田町35番8号山本ビル102



8230 お富さん 千葉市緑区富岡町129番地2

8231 汐菜 千葉市中央区中央1丁目11番地1号千葉ツインビル1号館2F

8232 大福記 千葉市中央区富士見2丁目16番12号北斗会館2F

8233 グリル＆キッチン　TANTO 千葉市若葉区桜木4丁目16番46号

8234 信州そば　信濃 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号スプリングスクェア1F

8235 そば　花八 千葉市花見川区こてはし台1丁目16番13号

8236 らーめん　福たけ 千葉市若葉区桜木6丁目24番1号山通ビル1F

8237 信州そば　あづみ野 千葉市若葉区西都賀3丁目1番8号ハックベリー都賀1F

8238 岡本庵 千葉市中央区富士見2丁目11番1号日土地千葉ビル2F

8239 Restaurant　estY 千葉市中央区新町15番地13丸3新町ビル2F

8240 ジョリーパスタ　稲毛海岸店 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目2番38号

8241 エルビス 千葉市若葉区若松町2375番地

8242 MY　YAKINIKU　STYLE　将泰庵 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2F　2-20

8243 NTT幕張ビル25F特別社員食堂　山櫻桃 千葉市美浜区中瀬1丁目6番地NTT幕張ビル25F

8244 松葉寿司 千葉市花見川区幕張町1丁目7805番地5

8245 MUSICIANS　PARADISE　JAM 千葉市中央区市場町9番19号一色ビル1F

8246 家系ラーメン　王道　いしい 千葉市中央区村田町893番地116

8247 福縁 千葉市中央区神明町204番地15

8248 魚河岸料理　芝浜 千葉市中央区今井2丁目4番8号

8249 ワインとグルメ　えびすや 千葉市中央区登戸1丁目3番1号高橋ビル1階

8250 ラーメンとん太　山王町店 千葉市稲毛区山王町144番地1

8251 威吹 千葉市花見川区千種町223番地1

8252 炭火焼　寿 千葉市中央区千葉港7番1号ホテルニューツカモトB1

8253 煉瓦屋 千葉市若葉区千城台東4丁目13番4号

8254 かつ波奈　花見川店 千葉市花見川区天戸町1459番地3

8255 浜寿司 千葉市中央区新田町25番1号パークハイツ1F

8256 Ciro 千葉市花見川区幕張町4丁目619番地24千協伸ビル1階

8257 ジョリーパスタ　若松店 千葉市若葉区若松町2094番地4

8258 とんちんかん 千葉市中央区星久喜町853番地

8259 チャイグール 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号イオンマリンピア4F

8260 温野菜　千葉中央店 千葉市中央区中央2丁目2番8号秀和ビル6F

8261 福笑亭 千葉市稲毛区稲毛東3丁目9番12号1階2号室

8262 牛達家 千葉市中央区新田町14番2号プラチナステージ1F

8263 タイレストランバンコク 千葉市稲毛区長沼原町258番地

8264 焼肉　牛の華 千葉市美浜区真砂3丁目4番4号マリーナstビル2F

8265 ジョリーパスタ　千葉登戸店 千葉市中央区登戸4丁目13番10号

8266 めん処　時代屋 千葉市若葉区千城台東1丁目4番6号

8267 中華料理　一品香 千葉市中央区祐光1丁目25番16号

8268 アジアン料理　Sajilo　Dining　＆　BAR　山王 千葉市稲毛区山王町370番地

8269 中華蕎麦　ます嶋 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

8270 中国料理　福龍飯店 千葉市若葉区若松町359番地8

8271 リストランテ　カフェ　アンリエチェリー 千葉市美浜区磯辺4丁目2番2号1F

8272 春木屋祐光支店 千葉市中央区祐光4丁目4番11号

8273 印度料理　BHINDI 千葉市中央区中央港1丁目1番8号

8274 鮨　隆男 千葉市中央区院内1丁目19番2号

8275 海鮮餃子　帆船 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

8276 SENBA　PART-Ⅱ 千葉市中央区新町22番18号イトイビル1F

8277 横浜家系ラーメン希家　稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号マリンピア4F

8278 かつ波奈　そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

8279 台湾料理　王府 千葉市緑区誉田町1丁目788番地1

8280 タージ・マハル 千葉市花見川区花園2丁目10番19号1階

8281 カレーハウスCoCo壱番屋　フレスポ稲毛店 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

8282 らあめん花月嵐　稲毛山王町店 千葉市稲毛区山王町312番地3

8283 牛角　東千葉店 千葉市中央区祐光4丁目18番

8284 札幌弥助　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地アウネ3階4

8285 雷千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目5番18号宮間ビル1F

8286 しげのぶ 千葉市中央区千葉寺町973番地2

8287 チャイナ厨房 千葉市稲毛区作草部町1265番地

8288 満亭 千葉市中央区出洲港13番15号みなと住宅第6棟

8289 焼肉　百母灯 千葉市中央区登戸1丁目22番22号

8290 パンダしょくどう 千葉市中央区港町3番1号第25大協ビル103号室

8291 海鮮食堂　かいじ 千葉市中央区道場南2丁目5番9号

8292 お食事処　しのぶ 千葉市中央区都町1丁目9番2号第一植草ビル1階105号

8293 グランサウスオーシャンズ 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張二階

8294 馬車道　千葉幸町店 千葉市美浜区幸町1丁目26番3号

8295 すし波奈 千葉市中央区富士見1丁目7番4号富士見ビル1F

8296 中国料理　大連アカシア 千葉市美浜区中瀬1丁目7番地1住友ケミカルエンジニアリングセンタービル1階

8297 海鮮の國　波奈本店 千葉市中央区弁天1丁目34番1号

8298 インド・ネパール料理　キルパ 千葉市稲毛区小仲台6丁目19番23号

8299 焼肉　マルキ 千葉市中央区富士見1丁目7番7号ベルビルⅢ1F

8300 昌慶苑 千葉市中央区春日2丁目25番14号西浦ビル1階

8301 壁の穴　スパゲティー　西千葉店 千葉市中央区松波2丁目19番5号鎌滝ビル101号

8302 野 千葉市若葉区野呂町1583番地187

8303 赤とうがらし 千葉市中央区道場北1丁目6番4号

8304 インド料理タージパレス 千葉市緑区誉田町2丁目2307番地208

8305 中華料理　金蘭 千葉市中央区本町3丁目1番5号

8306 江戸っ子 千葉市中央区要町1番4号

8307 有限会社　東寿司 千葉市中央区仁戸名町726番地1

8308 （有）浜寿司 千葉市若葉区大宮台1丁目12番9号

8309 ビッグボーイ　千葉畑町店 千葉市花見川区畑町913番地7

8310 株式会社ビッグボーイジャパン　道場北店 千葉市中央区道場北2丁目19番12号

8311 お食事処　のんのん 千葉市緑区東山科町1番地9

8312 VINO　due 千葉市緑区おゆみ野3丁目17番地1山善ビル101

8313 手打そば　たかはし 千葉市中央区新宿2丁目13番9号



8314 餃子の王様　龍吟 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカバル

8315 空海 千葉市中央区赤井町917番地29

8316 （有）さかえ寿司 千葉市美浜区高洲1丁目16番25号

8317 ホテル　ラモード 千葉市稲毛区園生町488番地3

8318 カラオケオンステージ　土佐屋 千葉市若葉区都賀4丁目9番23号ワタナベビル2F

8319 Syuho’s　Club 千葉市中央区栄町29番5号アイルスビルⅡ201

8320 BAR　BEAGLA 千葉市稲毛区緑町1丁目26番3号1階B号

8321 居酒屋　まるし　スーク海浜幕張北口店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

8322 Moulin　rouge 千葉市中央区富士見2丁目18番10号富士見センタービルⅡ　2FB

8323 Snack-優美- 千葉市中央区栄町22番15号第7YK11ビル4階402号

8324 インダストリアルバル101号室 千葉市中央区栄町11番2号石川ビル1階D号室

8325 COFFEE　RIN 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウエストリオ2　3階-2

8326 ゴールドスター 千葉市中央区栄町30番13号YK11ビル1-3号

8327 Shungorou　SAUSAGE 県内一円

8328 Lounge　Tiara 千葉市中央区今井2丁目12番15号蘇我第一マンション104号

8329 有限会社　日東計装　COFFEE　RIN 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番10号ピアテンビル1F

8330 ぶたいち 千葉市中央区道場北2丁目18番5号山葉マンション1F

8331 居酒屋　ゆっとん 千葉市中央区生実町931番地1

8332 あぶくま 千葉市花見川区作新台2丁目18番8号

8333 仲よし 千葉市中央区本町1丁目5番5号

8334 居酒屋　しちりん 千葉市若葉区大宮台7丁目13番4号

8335 楽空天 千葉市中央区松波4丁目8番7号しのはらビル1F

8336 Sake　Base 県内一円

8337 土間土間　西千葉店 千葉市中央区春日2丁目23番6号NCビル4F

8338 居酒屋　あすか 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目2番30号

8339 （コンビニぱぶ）あっと　ランダム 千葉市花見川区幕張本郷2丁目8番15号

8340 香港Club 千葉市中央区富士見2丁目8番6号アイケイビル3階

8341 めら 千葉市中央区富士見1丁目7番8号1階

8342 鳥よし　チーズキッチン 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張3F

8343 手作り居酒屋　甘太郎 千葉市中央区富士見2丁目5番1号富士見江澤ビル

8344 club　WILL 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル2階B室

8345 Cafe　Pieces 千葉市中央区新町17番地4

8346 わん　九州自慢　千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目5番3号ラ・ピエール富士見3F

8347 みち 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル2A

8348 居酒屋　なごみ 千葉市稲毛区六方町48番地4-1階

8349 旬肴　分千歳 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目5番8号

8350 まるたや 千葉市稲毛区緑町1丁目27番9号

8351 Common　cafe　千葉駅店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉エキナカ3F

8352 樹庭夢 千葉市稲毛区穴川3丁目1番1号1階

8353 くいもの屋　わん　蘇我東口駅前店 千葉市中央区南町2丁目15番19号MTKビル2F

8354 BAR　ONES 千葉市中央区中央1丁目7番8号シグマビル2階ーB

8355 愛 千葉市中央区富士見2丁目18番10号MF8ビル302号室

8356 風楽 千葉市中央区富士見2丁目5番2号1F．2F

8357 呑み処　ひと笑 千葉市花見川区さつきが丘2丁目11番地13

8358 aile 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエアービル2階B号室

8359 夜桜 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル2階205号

8360 海鮮・旬菜料理　奏 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

8361 club　CLAN 千葉市中央区栄町19番6号小沼ビル2階

8362 ニューラジスタ 県内一円

8363 ジュアール 千葉市稲毛区園生町406番地28

8364 Lover’s 千葉市中央区富士見1丁目10番8号旭ビル　地下1階

8365 STARNITE 千葉市中央区中央3丁目17番2号ライオンビル地下1F

8366 野本 千葉市中央区富士見1丁目7番8号

8367 ライトピア 千葉市美浜区幸町2丁目23番1号三桜ビル2F

8368 居酒屋　ぢゃんぢゃん 千葉市中央区南町3丁目3番19号加瀬ビル　201

8369 くいどころバー　団居 千葉市中央区春日1丁目20番7号第一中野ビル2F

8370 D’sky 千葉市花見川区千種町205番地3内藤店舗1階

8371 しゅがー＆そると 千葉市中央区栄町27番11号栄町狸小路ビル4B

8372 遊や　バル　2．5号店 千葉市緑区あすみが丘1丁目21番地2

8373 屋台dining　BAN’S★KITCHEN 県内一円

8374 amuse 千葉市中央区富士見2丁目17番6号TAKASUⅡビル3階

8375 Jun 千葉市中央区富士見2丁目21番12号408

8376 アレック 千葉市中央区中央2丁目8番17号千葉中央第2ビル　1-B

8377 横浜天下鳥　千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目16番15号ホームズキューブ1F

8378 旨いもん屋　MARUYOSHI酒場 千葉市中央区中央2丁目8番14号

8379 o-van・e・taju 千葉市中央区登戸1丁目1番18号2F

8380 河岸料理　夕渚 千葉市中央区長洲2丁目7番13号

8381 BAR　Julian 千葉市中央区富士見2丁目17番5号西山ビル2F

8382 DOWN　UNDER 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエアビルB1

8383 NATURAL　NINE　AROMA 千葉市中央区新宿2丁目5番1号ホテルモンセラトン2階

8384 Ann Karaoke Ayu Matabungkay 千葉市若葉区千城台南4丁目5番7号

8385 泌（たぎり） 千葉市稲毛区園生町390番地24

8386 RE・BIRTH…氣楽家 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル206号室

8387 歌謡スタジオ　峰 千葉市緑区大金沢町379番地1

8388 カフェ　マリスタ 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号コーポキタハラ107

8389 やきとり　なかなか 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番2号

8390 やきとりの扇屋 千葉市中央区本千葉町16番7号ブラジルビル1F

8391 居酒屋　和 千葉市中央区宮崎町530番地12

8392 越中大将 千葉市花見川区花園2丁目9番22号

8393 居酒屋　香代 千葉市中央区南町3丁目3番19号

8394 石井の屋台食堂 県内一円

8395 Bar＆Grill じゃむ 千葉市稲毛区緑町1丁目21番5号

8396 アルポンテ・ドウエ 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号ウエストリオ2-2F

8397 きまぐれ屋 千葉市花見川区幕張町5丁目124番地



8398 居酒屋　今 千葉市中央区浜野町971番地1

8399 大衆割烹　越山 千葉市中央区今井2丁目12番15号

8400 焼鳥　仲ちゃん 千葉市花見川区宮野木台2丁目6番24号

8401 3・6・5酒場　千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目5番1号江沢ビル6F

8402 カラオケ　どーも 千葉市稲毛区小仲台8丁目16番2号

8403 カフェ　ケルン 千葉市中央区新千葉3丁目13番14号

8404 駒よし 千葉市花見川区こてはし台5丁目17番7号

8405 つくだ 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ソシアルビル1階

8406 スナック　リベロ 千葉市花見川区花園1丁目20番13号

8407 ライブハウス　詩音 千葉市中央区中央3丁目13番11号第2TKビル1F

8408 BAR　セナ 千葉市中央区栄町27番5号YK店舗

8409 熟女倶楽部S離 千葉市中央区富士見1丁目10番5号FTビル5階A室

8410 アゲイン 千葉市中央区富士見2丁目8番9号バーニングプラザ3階B号

8411 酒場　うさぎ 千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番1号1F

8412 八重 千葉市中央区中央1丁目1番11号

8413 Shiokaze　BrewStand　Soga 千葉市中央区南町2丁目6番10号初芝ビル101

8414 志むら 千葉市花見川区幕張町4丁目820番地4

8415 POP BAR　IMAGINE 千葉市中央区新宿1丁目8番5号サンハイツ千葉1階

8416 Club　Blue 千葉市中央区富士見2丁目18番8号MF8ビル5階501号室

8417 弁天流 県内一円

8418 Bar　荘 千葉市中央区弁天1丁目20番5号山崎ビル105

8419 million 千葉市中央区富士見2丁目21番18号リプロビルディング2nd　1階

8420 花蓮 千葉市中央区富士見2丁目21番10号シャインビルⅢ5階A号室

8421 小料理　潮 千葉市中央区春日1丁目20番7号

8422 new　club　FUJIMI　CLUB 千葉市中央区富士見2丁目21番9号しんなかビル3階

8423 Club　飛鳥 千葉市中央区中央3丁目15番1号三好野ビル2階

8424 256　nicom 千葉市花見川区さつきが丘2丁目40番地16

8425 かつうら　久七丸 千葉市中央区中央2丁目8番17号中央ビルディングⅡ2F

8426 千葉銀座カントリークラブ 千葉市中央区中央2丁目2番8号秀和ビル5階

8427 ぱぶ　林檎 千葉市中央区中央3丁目3番9号MF9ビル2F

8428 カラオケルーム　歌広場千葉店 千葉市中央区本千葉町2番10号今関ビル4階

8429 土間土間　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番5号ピーアーク千葉デジタルタウン4F

8430 櫻家 千葉市中央区富士見2丁目17番10号AIビル2階　B室

8431 MUSIC　BAR　Mode 千葉市中央区富士見2丁目22番4号UHビル5F

8432 オーシャンディープ 千葉市中央区新千葉2丁目1番5号小川第一ビル1F102

8433 パブクラブ　ミュージックぽすと 千葉市稲毛区小仲台6丁目17番2号信栄ビル　2F

8434 Lounge　R 千葉市中央区今井2丁目8番6号

8435 居酒屋　ひらき 千葉市花見川区作新台6丁目19番3号

8436 カクテルカフェ　バッカス 千葉市中央区新町3番地3辰巳ビル2F

8437 くいもの倶楽部　スタンド遊 千葉市中央区新千葉1丁目2番1号千葉駅ビル第一別館107号

8438 PUB　NOSTALGIA 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビル2階B室

8439 松膳 千葉市中央区南町3丁目1番20号

8440 とりや 千葉市若葉区都賀3丁目10番3号

8441 club　stella 千葉市中央区栄町34番7号宮間ビル2階

8442 BULLS 千葉市中央区富士見2丁目12番6号1階

8443 旬 千葉市花見川区幕張町5丁目447番地67

8444 喫茶スナック　みその 千葉市若葉区愛生町60番地3

8445 ラウンジ　SHO 千葉市中央区院内1丁目17番15号ビラ・アペックス千葉2F

8446 コーヒー＆スナック　幸 千葉市花見川区長作台1丁目2番5号

8447 ゆずの小町　千葉中央店 千葉市中央区中央4丁目2番1号森下千葉中央ビル3F

8448 CLUB　ディーズ 千葉市中央区富士見2丁目18番8号MF8ビル5階503号室

8449 クラフトマーケット・茜音 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地aune幕張3階

8450 スナック海岸 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目4番13号

8451 沖縄居酒屋　礼千 千葉市花見川区幕張町5丁目124番地大村ビル1階

8452 かあちゃん 千葉市中央区都町3丁目25番28号おおいビル1階

8453 PENNY　LANE 千葉市中央区富士見2丁目16番18号マルエイビル2F

8454 焼くどーん 千葉市中央区新町22番地5

8455 手羽矢　本店 千葉市若葉区みつわ台2丁目10番15号

8456 居酒屋　北海 千葉市中央区院内1丁目6番9号

8457 スナック　嬉来々 千葉市稲毛区長沼町93番地1

8458 居酒屋　とんちゃん 千葉市若葉区都賀3丁目19番1号パープルビレッジ102

8459 とり屋一億　稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番2号大越ビル地下1階

8460 鐵板バル　とも屋 千葉市緑区古市場町692番地1C号

8461 居酒屋　順 千葉市緑区あすみが丘1丁目21番地2

8462 mr．kanso　東京ベイ幕張 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞1階

8463 BAR　PURU 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

8464 BAR　RUSH 千葉市中央区富士見2丁目18番1号初富ビル1階

8465 CLUB　BRIGHT 千葉市中央区栄町22番16号MIYABIビル4階

8466 かかし 千葉市花見川区犢橋町504番地

8467 Iris（イリス） 千葉市中央区富士見2丁目21番18号メイフェアビル3F

8468 ゆずの小町　稲わら家　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地1エクセリオ幕張1F

8469 かまどか　プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

8470 鍛治屋文蔵　千葉中央店 千葉市中央区本千葉町15番1号ミーオ2階

8471 香港Club 千葉市中央区富士見2丁目8番6号アイケイビル4階

8472 Bish 千葉市中央区富士見2丁目21番9号しんなかビル4階

8473 CLUB　SENKA 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビル2階205号室

8474 かまどか千葉店 千葉市中央区富士見2丁目13番4号さかいビル2F

8475 TOPPERS 千葉市中央区富士見2丁目17番27号朝日ビル3F

8476 スナック喫茶　こぬか 千葉市花見川区南花園2丁目5番18号パディントンハウス1F

8477 M　PRODUCE 千葉市中央区本千葉町5番7号本千葉ビル3階

8478 手作り居酒屋　甘太郎 千葉市中央区新町1000番地千葉センシティ22F

8479 土風炉　海浜幕張店 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンD棟24階

8480 なみ 千葉市中央区浜野町891番地1石橋ビル　1F

8481 おとのや 千葉市緑区あすみが丘1丁目46番地14



8482 居酒屋　こいち 千葉市緑区古市場町682番地1

8483 夢を叶えるバー　コットンクラブ 千葉市中央区本千葉町4番10号サンライズビル3F

8484 FooDy’s 県内一円

8485 玉勝 千葉市中央区汐見丘町24番6号

8486 彩菜 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

8487 やまちゃん 千葉市中央区南町2丁目13番6号

8488 bar　AJITO 千葉市中央区富士見2丁目21番10号第21CIビル4階

8489 酒場　スタミナ呑 千葉市中央区登戸1丁目7番14号

8490 月 千葉市中央区中央3丁目14番1号中央STビル3F

8491 レストラン　クエバ 千葉市中央区本千葉町7番11号三恵9ビル101

8492 居酒屋　安兵衛 千葉市中央区鶴沢町18番5号

8493 大衆割烹　橘 千葉市若葉区桜木4丁目11番1号

8494 居酒屋　バッファロー 千葉市中央区弁天3丁目2番2号

8495 居酒屋それゆけ！鮭ヤロー！西千葉店 千葉市稲毛区弥生町2番15号高田ビル1階

8496 利助 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビルB1

8497 居酒屋小料理　豊秀 千葉市中央区大森町260番地70グリーンモア103号

8498 えもや 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番2号川村ビルB棟101

8499 関西風　お好み焼もんじゃ焼き　よしこ 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番21号エンジョイ36ビル2階

8500 よりみち　桜 千葉市若葉区みつわ台3丁目20番10号

8501 栄町チェリーボーイ　1173 千葉市中央区栄町24番6号

8502 居酒屋　さと志 千葉市若葉区西都賀3丁目21番15号

8503 居酒屋　海 千葉市若葉区西都賀3丁目1番10号

8504 ふうらい坊 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル102

8505 むらさき野 千葉市若葉区都賀4丁目9番2号

8506 たべのみ処　与っ太 千葉市若葉区桜木7丁目3番12号サンパレス榎本　102号

8507 和佳奈 千葉市若葉区みつわ台3丁目20番5号1階

8508 やきとり　山久 千葉市稲毛区穴川3丁目1番2号ローレンス1　1F

8509 SHO 千葉市中央区南町3丁目1番15号

8510 居酒屋ランラン 千葉市緑区高津戸町311番地

8511 食彩浪漫　ほたる 千葉市緑区大木戸町396番地1

8512 CLUB　Shisha 千葉市中央区栄町9番1号

8513 もつ焼き　八角 千葉市中央区中央1丁目10番1号

8514 乙浜 千葉市中央区富士見2丁目4番13号

8515 だん家　ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカバル

8516 エロチカヴァ 千葉市中央区栄町35番20号ルミナス千葉1F

8517 宝島　船橋店 船橋市米ケ崎町43番地1

8518 中華福味亭 船橋市本町5丁目1番8号

8519 6sense　resort 船橋市本町1丁目32番3号4F

8520 将泰庵　総本店 船橋市本町3丁目5番31号

8521 らーめん　ばっ玉 船橋市本中山5丁目10番20号村松ハイツ102号

8522 焼肉　ほるまさ　船橋店 船橋市本町1丁目12番22号タカナミビル3　301

8523 遊食倶楽部　葉 船橋市夏見2丁目23番12号グリーンヒル夏見V102号

8524 INDIAN　RESTAURANT　SAKURA 船橋市本中山4丁目25番16号

8525 九十九ラーメン 船橋市前原西2丁目21番6号東関東ビル1階

8526 Quan　Thao　Tit 船橋市本町2丁目16番25-2号

8527 オリーブの丘　船橋夏見台店 船橋市夏見台3丁目8番5号

8528 インド・ネパール　レストラン　ヒマラヤダイニング 船橋市西船4丁目20番7号

8529 夏見屋 船橋市本中山1丁目8番15号

8530 ビッグボーイ　船橋習志野店 船橋市習志野4丁目5番5号

8531 古民家　さんかい亭 船橋市丸山4丁目8番1号

8532 東京純豆腐　船橋店 船橋市本町1丁目5番1号

8533 海鮮三崎港　京成船橋ネクスト店 船橋市本町1丁目5番1号ネクスト船橋

8534 伝説のすた丼屋　京成船橋店 船橋市本町1丁目8番29号FSビル1階

8535 Richwaru 船橋市前原西2丁目13番2号パークヒルズ4F

8536 タイランドフード　メーサイストア 船橋市習志野台2丁目48番17号

8537 台湾料理　百楽門 船橋市前原西2丁目21番6号

8538 タイ食堂チャンカーオ 船橋市本町7丁目9番6号

8539 フォンド　Boo 船橋市本中山2丁目22番7号中山コーポ103

8540 ピッツェリア馬車道　津田沼店 船橋市前原西5丁目7番14号

8541 寿し鉄 船橋市金杉8丁目6番11号

8542 Indian　Restaurant　Bhairab　Samosa 船橋市薬円台5丁目32番9号1F

8543 じゃじゃ牛 船橋市本中山7丁目11番14号

8544 寿し幸 船橋市大穴南2丁目40番16号

8545 INDIAN　RESTAURANT　BINITA 船橋市本中山5丁目10番20号村松ハイツ101

8546 （有）丸惣　（丸よし） 船橋市夏見台4丁目7番11号

8547 スエヒロ館　新高根店 船橋市新高根6丁目9番16号

8548 インド料理＆バー　NAN　Kitchen 船橋市本中山7丁目22番5号BONドリームパレス104

8549 ベトナム家庭料理　マンダリン　カフェ 船橋市湊町2丁目4番5号第五白川ビル　102号

8550 沖縄屋台村　めんそーれ 船橋市本町4丁目5番16号

8551 みどりの湯田喜野井店 船橋市田喜野井6丁目24番10号

8552 中国食菜　華南 船橋市丸山5丁目30番1号

8553 熟成寿司専門店　優雅 船橋市本町1丁目11番21号

8554 ステーキビッグボーイ　中山競馬場前店 船橋市古作3丁目10番27号

8555 札幌ラーメン　えぞふじ 船橋市三咲3丁目1番14号

8556 家庭料理　いまい 船橋市三咲2丁目2番3号ムトウビル地下1階

8557 すし　大和 船橋市薬円台6丁目2番7号

8558 そば処　志な乃 船橋市前原西2丁目14番6号

8559 かつ波奈　二和向台店 船橋市二和東6丁目19番22号

8560 台北茶屋 船橋市新高根6丁目22番3号

8561 彦寿し 船橋市行田1丁目48番12号

8562 肉の匠　将泰庵 船橋市本町3丁目5番1号

8563 かつ波奈　北習志野店 船橋市習志野台1丁目18番8号

8564 肉の匠　将泰庵　～HANARE～ 船橋市本町4丁目3番5号大西園ビル2F

8565 有限会社　幸鮨 船橋市新高根6丁目1番10号



8566 光洋 船橋市二和東6丁目16番7号

8567 ビストロ　コマ 船橋市西船4丁目23番11号

8568 割烹　源 船橋市本町1丁目12番22号タカナミビル3-102

8569 岡本庵　シャポ-船橋店 船橋市本町7丁目1番1号シャポ-船橋南館4F

8570 将泰庵　DINER 船橋市本町7丁目1番1号シャポー船橋南館3F

8571 はま寿司　南船橋店 船橋市若松1丁目2番10号

8572 熟成焼肉いちばん　南船橋店 船橋市若松1丁目2番10号

8573 宗庵 船橋市本町3丁目33番11号

8574 Indian　Restaurant　Agni 船橋市宮本8丁目31番14号桑田ビル1F

8575 ECURIE 船橋市本町4丁目37番19号ツガマンション102

8576 ジョティ　キラン 船橋市咲が丘3丁目27番5号

8577 おかめ寿司 船橋市本町4丁目37番1号

8578 タイ料理レストラン　キンメダイ 船橋市山野町68番地5パストラル弐番館1階部分

8579 ド豚骨　貫 船橋市浜町1丁目43番12号104

8580 チャイナ食堂 船橋市南本町1番16号

8581 蔵出し味噌　麺場　芝山商店 船橋市芝山6丁目60番3号

8582 金楽 船橋市習志野2丁目11番12号

8583 すぎん家 船橋市南本町8丁目25番101

8584 韓国本場焼肉　ソウル 船橋市二和東5丁目25番20号サクラハイツ1階103号室

8585 カレーハウスCoCo壱番屋JR西船橋駅北口店 船橋市西船4丁目21番16号オオツカビル1階

8586 まんてん食堂 船橋市本町4丁目3番5号

8587 ログハウス 船橋市西船4丁目24番10号

8588 ガンディ 船橋市本町4丁目42番4号

8589 中国料理　鴻昌 船橋市前原東3丁目34番12号

8590 アグニ　インドネパール　レストラン 船橋市薬円台5丁目6番19号

8591 ビッグボーイ　船橋夏見台店 船橋市夏見台4丁目3番1号

8592 手打らーめん　福一 船橋市馬込町1171番地

8593 ホテル　純 船橋市古和釜町159番地

8594 スナック　なつこ 船橋市三山2丁目44番21号

8595 唄える　居酒屋　さと 船橋市三山4丁目31番5号

8596 じむしょ 船橋市夏見4丁目30番31号

8597 みんと 船橋市習志野台1丁目6番7号

8598 カラオケ　スナック　あい 船橋市習志野台4丁目5番1号斉藤ハウス102

8599 すなっく　みらい 船橋市習志野台4丁目68番20号

8600 もつやき　一休 船橋市習志野台4丁目76番19号

8601 スナック　愛愛 船橋市新高根2丁目14番2号

8602 ニュー　えびす 船橋市西船4丁目18番14号

8603 旬彩　栄久保 船橋市西船4丁目20番13号シンエイビル102

8604 鳥元　西船橋店 船橋市西船4丁目27番2号西船橋駅前ビルB1

8605 韓豚屋 船橋市西船4丁目27番2号西船橋駅前プラザビル3F

8606 北海道はでっかい道　西船橋店 船橋市西船4丁目27番2号西船橋駅前プラザ5階

8607 アルテミス 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル（東横イン津田沼）地下1階

8608 ダイニングバー　アジアンシーズン 船橋市前原西2丁目12番9号

8609 ラファエル 船橋市前原西2丁目21番9号津田沼第1ビル4F

8610 家庭料理　章　AYA 船橋市前原西2丁目24番5号

8611 浜なす 船橋市前原西2丁目3番12号

8612 ダイアナ 船橋市大穴南1丁目41番6号

8613 酒処　やまおか 船橋市藤原1丁目5番1号

8614 旬 船橋市二和西4丁目36番21号

8615 アミーゴ 船橋市二和西6丁目27番3号

8616 風林火山 船橋市二和東5丁目25番20号

8617 スナック　みるく 船橋市二和東5丁目64番1号

8618 鳥照 船橋市二和東6丁目17番40号

8619 お好み焼　五色 船橋市本中山1丁目16番7号

8620 㐂代の家 船橋市本中山2丁目15番14号

8621 大衆割烹　秋田屋 船橋市本中山3丁目13番1号タウンハイツ101

8622 スナック　静香 船橋市本中山3丁目21番2号コープM5-1F-B

8623 盛満 船橋市本中山3丁目21番2号COOPM5A号

8624 スナック　愛菜 船橋市夏見台4丁目7番9号

8625 ときた 船橋市本町1丁目13番1号

8626 鳥元　船橋店 船橋市本町1丁目3番1号船橋FACE　B1F

8627 静 船橋市本町2丁目13番19号

8628 大鳥一 船橋市本町2丁目26番28号

8629 エルメス 船橋市本町2丁目26番28号

8630 バレンチノ 船橋市本町2丁目29番17号

8631 SEASONS 船橋市本町4丁目1番15号

8632 SMART 船橋市本町4丁目37番12号

8633 株式会社　鮒忠　船橋店 船橋市本町4丁目40番11号

8634 九州魂　京成船橋店 船橋市本町4丁目42番15号

8635 鳥新 船橋市本町4丁目4番4号

8636 四季の味　樽本 船橋市湊町1丁目20番18号

8637 甚家 船橋市湊町2丁目7番3号

8638 酔いどれ　原木中山店 船橋市本中山7丁目8番3号ハイツ中山105

8639 味よし 船橋市三山8丁目25番5号

8640 北の味紀行と地酒　北海道　津田沼駅前店 船橋市前原西2丁目14番8号津田沼パスタビル7F

8641 夜上海 船橋市西船4丁目26番2号西船サウンドビル平田3階301号室

8642 京まる　西船橋店 船橋市西船4丁目27番2号

8643 居酒や　紀の美 船橋市習志野台4丁目6番14号

8644 スナック　ダリア 船橋市宮本2丁目14番8号

8645 けっぱれ 船橋市本町4丁目42番8号

8646 あぼかど 船橋市本町4丁目3番7号

8647 酒処　ねね 船橋市本町2丁目16番19号

8648 アンジュ 船橋市本町4丁目37番3号

8649 一軒家　日本酒ダイニング　みをつくし 船橋市西習志野3丁目25番1号西習志野踏切前店舗



8650 Bar　Ribbon 船橋市西船4丁目22番11号北川ビル3F

8651 居酒屋　静 船橋市本町4丁目37番10号三橋ビル101

8652 大衆ホルモンタツ屋 船橋市本町7丁目5番1号STビル103号

8653 8days　Cereal 船橋市海神5丁目1番20号

8654 ホルモン道場　金楽 船橋市本中山2丁目22番13号101

8655 ききょう 船橋市薬円台5丁目4番2号

8656 月灯り 船橋市高根台7丁目13番5号

8657 炉ばたと和食　土風炉 船橋市本町5丁目1番

8658 友達 船橋市本町4丁目43番15号

8659 田 船橋市海神2丁目23番30号

8660 スナック　ロマン 船橋市高根台7丁目14番3号高根台7丁目ビル105

8661 カラオケスタジオ　New　Road 船橋市馬込西1丁目3番1号

8662 焼鳥専門　ぐるっぺ 船橋市習志野台2丁目3番4号

8663 もつ焼　本ちゃん 船橋市薬円台5丁目33番5号1F

8664 Rubia 船橋市西船4丁目18番14号101

8665 クラップ 船橋市高根台7丁目18番2号

8666 アローマリンクラブ 船橋市日の出2丁目8番12号

8667 大金星　船橋店 船橋市本町4丁目43番10号

8668 スナック　綾 船橋市宮本4丁目18番10号

8669 PUB　フォーエバー 船橋市本町7丁目4番20号神田ビル1階

8670 新鮮ヤキトン酒場　トントンびょうし　船橋店 船橋市本町4丁目2番5号白馬車ビル1階

8671 カラオケ喫茶　ViVi 船橋市習志野台2丁目49番16号房州屋ビル2F

8672 Fu～ 船橋市宮本4丁目19番8号

8673 キッチン　すみれ 船橋市高根台6丁目1番6号コーポ大栄　101

8674 大衆酒場　増やま 船橋市本町4丁目5番18号

8675 ライスタ 船橋市高根台1丁目7番8号

8676 歌声ライブハウス　ゴリ 船橋市本町3丁目1番1号柏屋ビル2F

8677 居酒屋　みさき 船橋市三咲2丁目13番9号

8678 鳥よし 船橋市本中山2丁目22番9号

8679 赤から　京成船橋店 船橋市本町1丁目4番23号船橋本町1丁目ビル3F

8680 鳥二郎　京成船橋店 船橋市本町1丁目4番23号船橋本町1丁目ビル2F

8681 きさらぎ　京成船橋店 船橋市本町1丁目4番23号船橋本町1丁目ビル2F

8682 とりいちず　津田沼店 船橋市前原西2丁目15番16号2F

8683 GOSSIP　GIRL 船橋市本町1丁目11番4号船橋駅前店舗2階2F号室

8684 Okan 船橋市本町4丁目43番15号

8685 囲い 船橋市前原西2丁目13番23号フラッピ津田沼5F

8686 雅 船橋市本町4丁目43番21号要山堂貸店舗2階

8687 大衆酒場　増やま　本店 船橋市本町5丁目6番20号北口斉藤ビル1F

8688 炭焼屋　鶏’s串 船橋市前原西2丁目2番2号バージニアシティ1階店舗

8689 肉バル　Carne 船橋市西船4丁目21番15号大塚ビル4F

8690 COQUELICOT　f 船橋市本町4丁目39番8号興和第5ビル1F

8691 BAR　Room 船橋市前原西2丁目15番12号

8692 壱岐家 船橋市西船4丁目27番2号西船駅前プラザビル3F

8693 中国物産　福源 船橋市高根台3丁目7番11号

8694 友 船橋市習志野5丁目6番42号

8695 ひまわり 船橋市夏見4丁目5番18号

8696 大衆酒場　若林 船橋市本町5丁目3番2号

8697 Coquelicot 船橋市本町4丁目39番10号興和第3ビル101

8698 山本　お好み焼 県内一円

8699 Seven　two 県内一円

8700 ジャンボ 船橋市習志野台1丁目12番1号

8701 居酒屋　RRR 船橋市高根台7丁目13番5号

8702 DartsBar　Laboon 船橋市宮本8丁目42番1号鳥光ビル3F

8703 土間土間　船橋店 船橋市本町4丁目3番19号錦屋ビル5F

8704 シーガルダイニング 船橋市本町4丁目4番38号

8705 Girls　Bar　HANABI 船橋市本町4丁目42番8号

8706 やなぎ 船橋市海神5丁目1番21号海神ビル1階

8707 居酒屋　加賀 船橋市高根台1丁目7番8号

8708 焼鳥　福だるま 船橋市高根台1丁目7番8号

8709 居酒屋　妙 船橋市丸山2丁目3番14号

8710 SNACK　遊美 船橋市高根台7丁目9番12号

8711 御代川 船橋市咲が丘2丁目27番18号

8712 居酒屋スナック　あっぱれ 船橋市咲が丘2丁目42番6号

8713 cafe’螢明舎 習志野市谷津4丁目6番34号

8714 千秋 習志野市東習志野4丁目7番10号

8715 焼肉　天龍 八千代市勝田台北1丁目6番1号

8716 菜 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-1-8

8717 おりぃぶ 鎌ケ谷市道野辺中央3-2-23小川ビル

8718 TAKOTACOISLAND 八千代市八千代台北1丁目11番3号丸豊ビルB1F

8719 居酒屋　みき 習志野市実籾5丁目23番25号

8720 居酒屋　松前 鎌ケ谷市東道野辺6丁目3番58号

8721 しゃぶ葉　津田沼駅前店 習志野市津田沼1-11-4JPT津田沼ビル5F

8722 ジョナサン　谷津店 習志野市谷津2丁目2番22号

8723 ガスト　実籾店 習志野市実籾2丁目4番10号

8724 バーミヤン　東習志野店 習志野市東習志野8丁目1番13号

8725 ガスト　八千代大和田店 八千代市大和田新田410番地1

8726 バーミヤン　習志野鷺沼店 習志野市鷺沼4丁目1番3号

8727 夢庵　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市丸山1丁目18番1号

8728 ジョナサン津田沼駅前店 習志野市津田沼1丁目11番4号JPTビル2階

8729 ガスト　鎌ヶ谷初富店 鎌ケ谷市南初富1丁目2番19号

8730 鳥料理　味味 習志野市谷津1丁目19番23号

8731 海女 八千代市勝田台1丁目5番地25号

8732 焼肉　不知火 八千代市大和田787番地

8733 魂麺 市川市南八幡3丁目6番17号



8734 TOMISUI 浦安市富士見3丁目16番43号

8735 カフェ　ケイメイシャ　ドゥジェーム 市川市八幡2丁目4番9号かんていビル2F

8736 居酒屋　かのん 市川市行徳駅前1丁目5番6号

8737 スエヒロ館　南行徳店 市川市相之川4丁目13番14号

8738 PUBダイヤモンド 市川市南八幡4丁目6番4号大庄本八幡4丁目ビル5階

8739 レストランファインテラス主厨房 浦安市舞浜1番地34

8740 コーヒーラウンジパントリー 浦安市舞浜1番地34

8741 2F宴会場　パントリー1 浦安市舞浜1番地34

8742 2F宴会場　パントリー2 浦安市舞浜1番地34

8743 ブルーハウス 市川市鬼越1丁目16番19号

8744 立呑　わたらい 市川市南八幡3丁目4番16号吉田ビル1F

8745 WiRE：D（ワイアード） 市川市南八幡5丁目21番9号

8746 もとやおや 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル2F

8747 中華料理家園 市川市八幡4丁目5番11号東和マンション108

8748 居酒屋　たる八 市川市八幡2丁目14番8号サニーハイツ103号

8749 ガスト　市川駅北口店 市川市市川1丁目4番17号

8750 しゃぶ葉　浦安東野店 浦安市東野3丁目4番1号アクロスプラザ浦安東野1階

8751 原木中山　ラウンジれいわ 市川市高谷1丁目5番7号

8752 サンクチュアリ 市川市相之川4丁目6番17号TOWN愛美104号室

8753 ことや 市川市北方町4丁目1873番

8754 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート主厨房 浦安市舞浜1番地6A棟2F

8755 スナック　木馬館 市川市行徳駅前2丁目18番5号

8756 牡蠣小屋　海賊船　煙 松戸市常盤平柳町27-24

8757 居酒屋　能代浜 松戸市栄町2丁目90番地中村マンション102号

8758 季節料理　すヾき 我孫子市寿2丁目9番26号

8759 釜めし　みの多 松戸市金ケ作422番地

8760 鍛冶屋文蔵　松戸店 松戸市本町21-16第二都市綜合開発ビル2F

8761 スエヒロ館　二十世紀が丘丸山店 松戸市二十世紀が丘丸山町131

8762 上州屋 松戸市本町15番地17

8763 酒処一心 我孫子市本町1-6-12

8764 金曜日の朝 松戸市新松戸4丁目26番地2

8765 カルビ屋　大福　柏の葉店 流山市青田140番地4

8766 DiningBar　grassroots 松戸市五香南1-14-1ハイツ幸福　右号室

8767 づぼら苑 松戸市六実3-18-1

8768 ひろしまや 流山市鰭ケ崎951-4

8769 居酒屋　みほちゃん 松戸市金ケ作408-601山倉ビル1FC号

8770 藍屋　松戸八柱店 松戸市牧の原1丁目111番地

8771 ガスト　松戸五香六実店 松戸市五香2丁目16番地1

8772 夢庵　我孫子若松店 我孫子市寿2丁目24番9号

8773 ガスト　南流山駅前店 流山市南流山1丁目8番7号

8774 夢庵　江戸川台店 流山市富士見台2丁目1番2号

8775 バーミヤン　松戸五香店 松戸市五香8丁目3番地3

8776 バーミヤン　流山加店 流山市加1丁目6番地4

8777 夢庵　我孫子北店 我孫子市我孫子4丁目38番23号

8778 ガスト　我孫子店 我孫子市高野山295番地1

8779 ジョナサン松戸駅西口店 松戸市松戸1287番1サントロペ松戸ビル2F

8780 ガスト新八柱駅前店 松戸市日暮5-194M-PARTⅣ日暮ビル

8781 ステーキガスト　松戸梨香台店 松戸市高塚新田301-1

8782 ガスト松戸駅東口店 松戸市松戸1230-1ピアザ松戸7F

8783 ガスト松戸古ヶ崎店 松戸市古ケ崎750番地1

8784 ガスト北小金店 松戸市小金きよしケ丘4-11-1

8785 夢庵　松戸小金原店 松戸市小金原8丁目3番地4

8786 昼カラオケ喫茶 松戸市秋山48-3

8787 居酒屋ぱーぷる 松戸市南花島3-45-9

8788 網焼亭 県内一円

8789 寿司虎 野田市清水266番地

8790 ON DRAFT-ATAGO- 野田市野田787番地10あたごビル

8791 ガスト　野田店 野田市鶴奉1番地1

8792 ガスト野田七光台店 野田市七光台424番地28

8793 バーミヤン野田七光台店 野田市七光台4番地2

8794 晴晴飯店　イオンノア店 野田市中根36番地1

8795 義鮨 柏市西柏台1丁目21番15号

8796 夢庵　柏駅東口 柏市柏1-4-5-B1

8797 レストラン．パブ　よぼせよ 柏市東上町1番地22喜久水ビル4F

8798 ジョナサン　柏光ケ丘店 柏市光ヶ丘2丁目21番12号

8799 ステーキガスト　柏呼塚 柏市柏6-10-15-2F

8800 魚の蔵 柏市柏3-1-9森山ビル1F

8801 たつみ 柏市柏3-3-4

8802 鮨　一崇 柏市千代田1-1-8AKX101

8803 ジョナサン　柏駅前店 柏市柏2丁目9番15号リンクスビル2階

8804 登代喜 柏市南柏1丁目11番11号

8805 居酒屋おかん 柏市西原2-2-11

8806 いぶき 柏市南増尾2丁目7番25号

8807 CocoLabo 県内一円

8808 海賊船 柏市柏6-7-8

8809 パブスナツク　鴾 柏市柏1丁目1番10号

8810 カフェ・ド・ロワジール 柏市末広町4番地4

8811 スエヒロ館　稲毛山王店 千葉市稲毛区山王町291番地9

8812 スエヒロ館　花見川店 千葉市花見川区作新台4丁目5番

8813 三淑園 千葉市花見川区花島町479番地8

8814 一品香 千葉市中央区生実町1937番地

8815 川王府 千葉市稲毛区園生町956番地4

8816 スエヒロ館　小倉台店 千葉市若葉区小倉町762番地

8817 崑崙山飯店 千葉市中央区新宿1丁目18番4号



8818 藍屋　幕張店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番6号

8819 昇龍 千葉市若葉区都賀1丁目19番13号

8820 ラーメン神月 千葉市若葉区坂月町287番地

8821 晴晴飯店　イオンスタイル検見川浜店 千葉市美浜区真砂4丁目2番6号

8822 米細工うのまる 千葉市緑区あすみが丘1丁目44番地9

8823 RESTAURANT Hale Ku Lani 千葉市若葉区殿台町123番地4

8824 はな 千葉市中央区今井3丁目20番14号

8825 食楽菜彩　遊や　2号店 千葉市緑区あすみが丘1丁目39番地9

8826 Cafe　Rin 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

8827 ぐるめや 千葉市花見川区三角町257番地62

8828 七輪酒場　だんぼ 千葉市稲毛区緑町1丁目8番1号

8829 ジローやきとり店 千葉市稲毛区緑町1丁目25番1号

8830 ダイニング　BAGOOS 千葉市稲毛区穴川2丁目4番4号

8831 焼や上総 千葉市若葉区小倉町1806番地9

8832 居酒屋　ソウル 千葉市中央区栄町24番9号

8833 鶏家　ばんざい 千葉市花見川区幕張町6丁目114番地12

8834 ホテルフランクス　ロビー 千葉市美浜区ひび野2丁目10番地2

8835 宏美 千葉市中央区弁天2丁目23番1号

8836 くつろぎ処　旬菜　ちよ 千葉市中央区富士見2丁目12番8号

8837 CLUB　SENKA 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

8838 あぶくま 千葉市中央区長洲1丁目23番8号

8839 CLUB　SENKA 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

8840 居酒屋　よいしょ 千葉市花見川区花園1丁目8番7号

8841 一の酉 千葉市若葉区西都賀3丁目9番3号

8842 おにぎりお茶漬け　千春 千葉市中央区南町3丁目1番3号

8843 SUZUNE 千葉市中央区中央3丁目17番2号

8844 麺屋　翼 船橋市本郷町421番地2

8845 ガスト　下総中山店 船橋市本中山2丁目17番37号

8846 ガスト　船橋日大前店 船橋市坪井東3丁目6番1号

8847 バーミヤン　船橋藤原店 船橋市藤原3丁目36番40号

8848 chawan　ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号

8849 めし処　りぜん 船橋市小野田町1482番地1

8850 ジョナサン船橋市場店 船橋市市場2丁目1番30号

8851 ステーキガスト　ゆめまち習志野台モール 船橋市習志野台8丁目58番1号

8852 ガスト京成船橋駅前 船橋市本町4丁目45番30号

8853 晴晴飯店　イオン高根木戸店 船橋市習志野台1丁目1番3号

8854 ガスト　船橋二和店 船橋市咲が丘2丁目19番13号

8855 dining　speranza 船橋市前原西2丁目13番2号

8856 ガスト　船橋宮本店 船橋市宮本7丁目1番5号

8857 バーミヤン船橋松が丘店 船橋市松が丘3丁目71番17号

8858 夢庵　高根台プラザ店 船橋市高根台1丁目2番2号

8859 chawan　シャポー船橋 船橋市本町7丁目1番1号

8860 スナック　一富士 船橋市上山町1丁目193番地9

8861 居酒屋　喜作 船橋市上山町3丁目615番地

8862 焼鳥　鳥栄 船橋市新高根6丁目21番9号

8863 やどかり 船橋市本町4丁目16番35号

8864 88 船橋市本町4丁目40番2号

8865 スナック　ルージュ 船橋市本町4丁目42番5号

8866 Pub　Happiness 船橋市前原西2丁目12番6号

8867 パブ　マシュー 船橋市金杉4丁目5番16

8868 一串 船橋市高野台3丁目4番31号

8869 太閤 松戸市南花島1丁目1番地4

8870 アジアンダイニング　ルンビニおおたかの森店 流山市おおたかの森西1-2-5

8871 恩　中華料理 松戸市金ヶ作415-10

8872 COVO ステーキ 八千代市八千代台西8-13-5スカイハイツ103号

8873 居酒屋　こい 市川市南八幡3-7-1

8874 Kafe Blanka 流山市おおたかの森西1-10-6

8875 MONKEY HOUSE 松戸市小根本20-49

8876 ISSA おおたかの森店 流山市おおたかの森北1-9-2

8877 バー 立屋 松戸市本町6-13第3大洋マンション102

8878 山勝角ふじ 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ2F

8879 コーヒー＆スナック　CRAYON 習志野市東習志野2丁目3番14号

8880 やきとりの扇屋　八千代緑が丘店 八千代市大和田新田1095-14

8881 RIO　FOODS株式会社いこいの店　喫茶　Rio 八千代市八千代台南1丁目1番10号

8882 中国料理　聚福栄 鎌ケ谷市丸山3-17-20

8883 GABU　RICH 習志野市津田沼1-2-7ウェルズ21　5F

8884 本陣串や　八千代勝田台店 八千代市勝田台1丁目37番9号

8885 ドライブイン　いちろく 八千代市村上686

8886 すし晴 八千代市八千代台東1丁目21番25号

8887 つがる屋 八千代市勝田台1丁目5番18号

8888 備長扇屋　新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5

8889 麺場　五代目 八千代市勝田台北2-1-17

8890 メルカート 市川市八幡2丁目16番15号西口ビル1F

8891 Bar　梅村 市川市真間1丁目10番13号プラザ市川真間102

8892 独一処餃子　行徳店 市川市湊新田1丁目15番1号

8893 麺酒場　まがり 市川市南行徳1丁目14番10号コーポ山崎102

8894 Plumeria　cafe 浦安市北栄3丁目25番28号ウスタロス　T．K102

8895 弁天 市川市行徳駅前2丁目18番5号

8896 蔵元　市川真間店 市川市真間1丁目15番23号

8897 LOOP 市川市八幡2丁目16番21号ウエストビル401

8898 やきとりの扇屋　南行徳店 市川市相之川4丁目16番1号

8899 居酒や兼子 市川市福栄1丁目17番12号

8900 うさぎちゃん 市川市国府台2丁目8番22号

8901 串カツ田中／中華そば田中　本八幡店 市川市南八幡3丁目3番13号



8902 串カツ田中／中華そば田中　新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号TKビル2F

8903 ラッキー 松戸市北松戸1-2-6

8904 すし処　たかの 松戸市野菊野1番地104

8905 稔台苑 松戸市稔台1-13-2第1林ビル102

8906 炭火焼　焼肉　清香苑　2号店 流山市美原4丁目1207番7号

8907 バル　二代目よかよか 流山市西初石3-100森田ビル1F

8908 LicoDogcafe　＆　Dining 松戸市六高台4丁目134-3グレース六実103

8909 喜多桝 松戸市牧の原1丁目12番地

8910 株式会社　丸吉 松戸市松戸1292-1シティハイツ松戸102

8911 本陣串や　松戸五香駅前店 松戸市常盤平5丁目18番地3政和ビル1F

8912 居酒屋　よしば 松戸市根本466番地第二京葉ビル2F

8913 しっぽ 流山市江戸川台西1-156-2

8914 コーヒールーム 松戸市中和倉168番地

8915 孫悟空 松戸市六高台2-147

8916 秋田亭 松戸市松戸新田24京葉流通センター1-8

8917 居酒屋　ふじ 松戸市新松戸6丁目88番地8

8918 肴・魚・酒菜　MEARI 流山市東初石6-181-34クロシェットおおたかの森101

8919 和創ダイニングバー　遊 松戸市金ケ作408-182田村ビル1F

8920 串カツ田中　新松戸店 松戸市新松戸2-118

8921 スナック　マキ 松戸市日暮1-3-9

8922 大衆酒場　まるみ 我孫子市柴崎台1-7-1

8923 ガスト流山おおたかの森駅前 流山市おおたかの森西1丁目1番地の1こかげテラス

8924 串カツ田中　南流山店 流山市南流山8-1-1

8925 おいしいごはんとおやつとガーデンhanaラボ 松戸市松戸新田17-89

8926 居酒屋きょうこ 松戸市古ケ崎78番地

8927 うまかいちば 松戸市仲井町3丁目111番地

8928 えぞふじ 松戸市常盤平柳町27番地24

8929 やきとりの扇屋　八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16アミューズプラザ1F

8930 やきとりの扇屋 流山市おおたかの森東1丁目4番地の1

8931 居酒屋　ちよこ 野田市野田562番地

8932 居酒屋　悠香（ユウカ） 野田市柏寺612番地

8933 カラオケスナック　ACCESS 柏市柏3丁目1番19号やざわビル2階右側

8934 Cucina　Italiana　zinnia 柏市柏5丁目2番4号

8935 韓食酒房　ぶぶちゃん 柏市中原1-15-1

8936 串あげ処　しの 柏市柏4丁目4番8号SKビル2F

8937 串カツ田中　柏西口店 柏市旭町1-1-19ヤブキビル1階

8938 とり八 柏市柏2丁目3番地16号

8939 美浜儀式殿 千葉市美浜区高洲4丁目7番7号

8940 都賀儀式殿 千葉市若葉区都賀3丁目23番7号

8941 クリスタ千葉 千葉市中央区新田町3番2号3階

8942 福招門 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号イオン稲毛B1F

8943 株式会社　博全社　セントラルキッチン 千葉市美浜区新港32番地1-1階

8944 つくしんぼー 千葉市花見川区作新台4丁目6番10号パレドール八千代台102号

8945 やきとりの扇屋　千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443番地20

8946 総本家扇屋　緑区役所前店 千葉市緑区おゆみ野3丁目41番地9

8947 スナック紅いばら 千葉市稲毛区小仲台2丁目13番21号

8948 やきとりの扇屋　千葉小深町店 千葉市稲毛区小深町115番地2

8949 咲耶姫 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル2F　C号

8950 菜の花 千葉市中央区祐光1丁目12番2号1F

8951 TORIGEN 千葉市若葉区桜木7丁目14番13号1階

8952 Greeeen 千葉市中央区白旗2丁目1番7号

8953 みさと 千葉市中央区院内1丁目10番5号

8954 Bar　Lemon　Grass 千葉市稲毛区小仲台2丁目10番19号メゾンドリーフ1階102号

8955 ジョアン 千葉市若葉区西都賀3丁目2番13号

8956 スナック　きなこ 千葉市若葉区西都賀3丁目10番20号

8957 SPORTS　BAR　Emirates 千葉市若葉区西都賀3丁目5番21号2F

8958 インド料理　ビニタ 船橋市山野町40番地3シャトルOMI1F

8959 永楽 船橋市前原東5丁目33番3号

8960 和食処　絆 船橋市大穴南1丁目40番19号

8961 居酒屋　郷 船橋市習志野台4丁目8番6-1号

8962 鳥秀 船橋市新高根2丁目16番12号

8963 キッチン　菜香美　居酒屋 船橋市西習志野2丁目1番1号

8964 鳥喜 船橋市本中山7丁目8番3号ハイツ中山107号室

8965 たつきち 船橋市本中山1丁目9番2号

8966 居酒屋　わたしの店 船橋市滝台2丁目1番24号

8967 やきとりの扇屋　西船橋店 船橋市西船4丁目11番11号

8968 ペコ 船橋市高根台1丁目7番8号

8969 寿司天／橋蔵 船橋市本町4丁目5番26号船福ビル3F

8970 串カツ田中　船橋店 船橋市本町5丁目1番5号

8971 スナック　巴梨 船橋市金杉2丁目6番5号

8972 いちや 松戸市松戸1176-13秀姫ビル2階

8973 香鼎泰 我孫子市東我孫子2-19-24バールサー天王ビル1階

8974 レッド30 市川市福栄1丁目17番12号

8975 角一 八千代市勝田台1丁目14番2号

8976 居酒屋　ソレイユ 八千代市勝田台1丁目4番5号1F-2

8977 目黒屋 鎌ケ谷市馬込沢3番22

8978 居酒屋　あやか 市川市南八幡3丁目2番6号

8979 串カツ田中／中華そば田中　浦安店 浦安市北栄1丁目11番7号

8980 おまかせ料理　守門 流山市野々下6ー1028番2-3

8981 飲み処、食い処、甚 野田市目吹1439番地8

8982 M’s 柏市旭町1-3-12ST店舗

8983 ゆで太郎　千葉中央店 千葉市中央区中央4丁目3番5号カンガルー堂ビル1F

8984 ラウンジ　bon 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号

8985 居酒屋　こはる 千葉市緑区平山町1926番地



8986 喫茶＆パブ　大友 船橋市湊町2丁目14番25号

8987 焼鳥　となりのみよちゃん 船橋市薬円台5丁目35番7号

8988 居酒屋　恵美 船橋市松が丘1丁目49番9号

8989 はないち 船橋市西船4丁目20番13号シンエイ西船ビル201

8990 ゆめ 船橋市高根台7丁目14番3号高根台7丁目JSK103号

8991 洋風居酒屋　かおる 船橋市高根台7丁目14番3号102

8992 芳春 野田市谷津744番地

8993 ばんから奏の杜フォルテ店 習志野市奏の杜2丁目1番1号

8994 天然温泉　八千代　ほっこり湯 八千代市八千代台南1丁目8番1号

8995 居酒屋　あけちゃん 浦安市北栄3丁目7番14号第二新定マンション1階

8996 鳥ふじ 市川市北方1丁目13番14号

8997 (飲茶)縁 市川市宮久保5丁目11番13号

8998 居酒屋　友 市川市東大和田1丁目23番13号

8999 rBAR 浦安市当代島1丁目1番11号フォーレストビルB1F

9000 酒処　甲州 市川市湊新田2丁目6番10号川畑店舗102

9001 長寿庵 市川市宮久保1丁目7番17号

9002 やぶ久 松戸市松飛台151番地9

9003 うなぎ　長谷川 流山市江戸川台西1丁目24番3号

9004 成忠 松戸市東平賀486

9005 すし処　やまき 我孫子市柴崎台4丁目4番地35号

9006 PAO　八珍 野田市木間ケ瀬3815番地10

9007 金子寿司 野田市野田574番地

9008 無心庵 柏市逆井3丁目20番3号

9009 美味工房　羅生門 柏市明原4丁目5番5号

9010 Sunny　Diner 柏市若柴227-1柏の葉T-site106区画

9011 和食きそば　末広 千葉市若葉区千城台東1丁目20番2号

9012 中国料理　泉華 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイアビル1F

9013 白い道 千葉市若葉区みつわ台3丁目20番9号

9014 ギャラリー＆カフェ　まどか 千葉市花見川区朝日ケ丘5丁目11番2号

9015 そば処　重弘 船橋市海神4丁目29番13号

9016 酒肴　小川 船橋市本中山2丁目12番7号

9017 CLUB　CARINA 船橋市前原西2丁目12番12号第3三商ビル　2階　3階

9018 居酒屋清ちゃん 船橋市夏見台1丁目15番7号ハイツフミ101

9019 カラオケ　ひまわり 船橋市高根台6丁目41番16-103号

9020 Bar spice2 船橋市本町4-45-11-2F

9021 横浜ラーメン　壱鉄家 市川市市川2丁目1番12号

9022 常盤平　更科 松戸市常盤平7丁目4番地21

9023 麺屋　翔稀 柏市花野井738-2

9024 ガガル.中央店 千葉市中央区中央3丁目15番6号美波屋ビル1F

9025 食堂　林檎 千葉市稲毛区緑町2丁目14番7号

9026 餃子の並商 千葉市若葉区若松町531番地200

9027 Club　Pablo 千葉市中央区富士見1丁目10番6号カネナカ第3ビル5階

9028 ナイト　イン　ピーチ 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

9029 星乃珈琲店　船橋咲が丘店 船橋市咲が丘3丁目29番1号

9030 ダイニング　みどりかわ 船橋市東船橋2丁目9番9号

9031 熱烈中華　味一番 船橋市本町1丁目5番1号ネクスト船橋1階

9032 バー　イズム 船橋市本町4丁目38番1号松岡ビル2F　C号

9033 たんぽぽ 松戸市栄町7丁目550-1

9034 筑前屋 行徳店 市川市行徳駅前2丁目13番17号

9035 折鶴 浦安市富士見1丁目15番5号マルグリット1F

9036 髙乃屋 市川市原木3丁目13番10号

9037 スナック　アスカ 市川市新田2丁目31番19号

9038 蕎麦　本八幡　松栄庵 市川市南八幡1丁目24番9号

9039 高むら 市川市福栄1丁目17番7号

9040 いざかや炎丸　本八幡店 市川市八幡2丁目13番19号

9041 海鮮居酒屋　浜一 市川市行徳駅前2丁目8番15号

9042 しぐれ 松戸市根本224

9043 あかし鮨 松戸市上本郷301番地96

9044 カウンターシャララ 松戸市本町14-20

9045 すなっく　ちょっと 松戸市松戸1330番地6

9046 オニヘイ 我孫子市湖北台1-12-23

9047 SOMAIYA  KEBAB  and 松戸市松戸新田270-16

9048 炭火やきとり　順風萬亭 松戸市根本488

9049 居酒屋　纏(まとい) 千葉市緑区越智町1765番地3

9050 居酒屋　酒楽 千葉市若葉区小倉台7丁目3番7号

9051 かまとりダイニング轍 千葉市緑区おゆみ野3丁目7番地1

9052 Ｈｅａｒｔ 千葉市中央区富士見2丁目21番18号

9053 宝楽 千葉市美浜区幸町1丁目16番2号

9054 EST!BAMBINO 千葉市中央区新町1001番地

9055 スナック　みわ 千葉市中央区弁天2丁目20番16号

9056 バル　縁 千葉市中央区本町3丁目7番7号

9057 EST!PROSSIMO 千葉市中央区新町22番地3

9058 広島　お好み焼き　おのみち（尾道） 千葉市緑区あすみが丘4丁目17番地6

9059 二番 千葉市中央区富士見1丁目16番3号

9060 あずま　 船橋市東船橋3丁目3番11号

9061 海鮮居酒屋　浜一　 船橋市本町1丁目12番11号

9062 ホルモンじん 船橋市宮本2丁目14番8号

9063 びんび屋　懐郷 船橋市本町4丁目16番35号

9064 居酒屋　よし乃　 船橋市習志野台2丁目49番11号

9065 串家物語 船橋市浜町2丁目1番1号

9066 よへどん 柏市柏1-5-17

9067 二丁目のかき小屋 柏市柏2-4-4

9068 うに小屋 柏市柏2-5-19岩田ビル1F

9069 そば秋 市川市欠真間1丁目14番5号



9070 インド料理ゴングル 浦安市入船1丁目1番1号

9071 丸とし 浦安市当代島1丁目1番5号

9072 スヌーカー　カフェ 八千代市大和田290-10大和田ビル2F

9073 Ｓｎａｃｋ　ＹＵＲＩ 松戸市小根本20番地の3

9074 呑み処　虎鉄 松戸市中和倉161-1

9075 味香供食堂 千葉市中央区富士見2丁目5番17号

9076 居酒屋　久一 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉中央駅前ビル101室

9077 ＰＡＮＱＲＯ 千葉市中央区本千葉町5番1号

9078 はつこい 千葉市花見川区こてはし台2丁目23番15号

9079 Ｚｏｏｍ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティファイブビル2F

9080 ＤＥＢＵＴ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市総研ビル9F-C号室

9081 駅前ラーメン 千葉市中央区富士見1丁目16番3号

9082 楽一 千葉市中央区千葉寺町1220番地1アレックス千葉寺103

9083 スナック　ココ 千葉市花見川区花園町39番地1中村ビル1階

9084 Ｂｉｇ　Ｌｕｃｋ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市総研ビル9F-C号室

9085 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＲＥＤ　ＣＨＩＬＬＩ　ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ 船橋市本町2丁目29番9号ナカトミビル2F

9086 居酒や　東豊 柏市豊住5-11-1

9087 居酒屋　こらしょ 野田市中野台443番地

9088 オリエンタルホテル東京ベイ1F宴会場厨房 浦安市美浜1丁目8番2号

9089 MI　KI　居酒屋 市川市南行徳3丁目18番17号

9090 CLUB TOP'S-VIN. 浦安市北栄1丁目17番15号

9091 パピヨン 市川市市川南1丁目6番16号

9092 居酒屋　場留 市川市行徳駅前1丁目17番18号

9093 Hanacafe 市川市南大野1丁目43番30号

9094 アローズ 市川市市川南1丁目1番8号

9095 おかん 市川市新田4丁目18番24号

9096 居酒屋　錦 市川市南行徳3丁目13番1号

9097 歌謡スタジオ　さとみ 市川市大洲1丁目12番20号

9098 リバーサイドレストラン　BIBI 市川市大和田2丁目19番6号-3F

9099 インドヤレストラン 市川市行徳駅前1丁目27-5上野ビル1階

9100 Gastro　Pub　ARROWS 市川市八幡2丁目7番11号

9101 中華厨房　kaｎame 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目6番22号1F

9102 居酒屋　ナミ 鎌ケ谷市右京塚12番地42

9103 Graenma CHIYO 鎌ケ谷市東初富6丁目3番20号

9104 ＮO　IDEA 八千代市八千代台東1丁目17-12

9105 香港庭 八千代市緑が丘1-1-1公園都市プラザ1F

9106 HOTEL　SUZUKA 松戸市小根本20番地の15

9107 酒処　小雪 松戸市常盤平5丁目3番地19

9108 ひだまり家KITCHEＮ 松戸市小根本51-6

9109 Masahiro 松戸市松戸1393番地ベルハイツ1F

9110 GOBAＮGAI 松戸市常盤平5丁目12番地の3

9111 ベトナム料理　フォーラン 松戸市小金きよしケ丘2-5-26

9112 やきとり福ちゃん 松戸市松戸新田577-41

9113 居酒屋　ドリーム 松戸市六実4-3-2

9114 中華居酒屋テレサ 松戸市上本郷618番1-110号

9115 ババァーズバー 松戸市本町15-26

9116 カジュアルバー・ネオ 松戸市上本郷2234-1

9117 なごみ 千葉市稲毛区長沼町259番地16

9118 はや川 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル5F

9119 トクニネ 千葉市若葉区西都賀4丁目16番12号

9120 すまいる 千葉市中央区都町1丁目56番8号

9121 歌丸 千葉市中央区松波2-20-1

9122 なんちゃってバー庭 千葉市中央区栄町35番10号

9123 WYＮＮ 千葉市中央区富士見2丁目22番8号東方ビル203号

9124 梨の花 千葉市若葉区高品町1586番地5エール高品101

9125 ニュー　フェイム 千葉市緑区誉田町2丁目24番地

9126 千寿惠 千葉市中央区栄町16番2号

9127 Bar　shudo 千葉市中央区富士見1丁目13番3号進栄ビル1階

9128 TREASURE RIVER BOOK CAFE 千葉市中央区登戸1丁目11番18号

9129 居酒屋　福々 千葉市若葉区みつわ台4丁目5番1号ローズコートD号

9130 エリーノキッチン 千葉市花見川区花見川2番42号109

9131 奴さん 千葉市稲毛区園生町959番地11

9132 馨香源 千葉市美浜区幸町2丁目19番26号

9133 セロサ 千葉市中央区栄町34番5号

9134 wyｎｎ　津田沼店 船橋市前原西2丁目12番11号

9135 軽食スナック　花音　 船橋市南本町26番24号

9136 girl's　bar　haｎa 船橋市前原西2丁目10番2号605

9137 勇屋熟成鶏十八番 船橋市本町4丁目19番6号

9138 Aphrodite 船橋市前原西2丁目21番18号

9139 大松食堂　 船橋市三山6丁目42番3号

9140 ラーメン　北平 柏市明原4-5-2

9141 お好み焼　よこちゃん 柏市中央2丁目4番20号田口ビル1F

9142 M's　BAR 柏市南柏2-3-9誠厚ビル1F

9143 YabFarm 柏市新柏2-11-1

9144 焼肉　べこ壱 柏市旭町4-5-3

9145 お好み焼 トンボ 柏市布施810番地14

9146 台湾料理　好味来 柏市布施827-2

9147 居酒屋　お福ちゃん 野田市木間ケ瀬2444番地5

9148 アジア料理ヒマラヤキッチン 野田市山崎1848番地6

9149 ニュー梅よし 野田市山崎1840番地1

9150 カラオケスタジオ　遊人 野田市東金野井949番地1

9151 グリル　グリンピース 市川市鬼高2丁目9番9号

9152 ASIAN KITCHEN 市川市行徳駅前2-21-22-1009

9153 鳥一 市川市南八幡3丁目4番14号



9154 麺屋　金獅子 市川市湊5番地2ムロハシマンション1-B

9155 ポポラマーマ浦安店 浦安市北栄1丁目13番7号

9156 ｄａａｓｓｙ'ｓ 市川市福栄3丁目22番8号

9157 さくら亭 市川市東大和田1丁目10番10号

9158 燈　あかり 市川市行徳駅前2丁目18番5号

9159 お座敷バル　まるっと 市川市南八幡4丁目4番13号平野ビル2F

9160 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　JR市川駅南口店 市川市市川南1丁目8番30号セレストビル1F

9161 洋食屋　ポパイ 市川市南八幡4丁目4番13号平野ビル1F

9162 クローバー 市川市南八幡4丁目6番18号

9163 ビースティーレ 浦安市舞浜2丁目46番6号

9164 餃子市場　市川店 市川市市川2丁目32番3号

9165 居酒屋　なかむら 市川市大洲1丁目2番3号

9166 有限会社　成和 鎌ケ谷市東初富4丁目29番14号

9167 萬華郷 鎌ケ谷市野辺本町2-7-5リブリクレヨン2F

9168 八光 習志野市東習志野5丁目18番14号

9169 ラーメン　ヨシベー 八千代市大和田新田138番地74

9170 和我家 鎌ケ谷市東初富4-2-19

9171 ＪＵＮＯ 八千代市八千代台東1-45-25ナガヤマビルB1F

9172 ミュージックハウス＆カフェ・フェンディ 鎌ケ谷市南初富3-11-44

9173 スワンナプーム 八千代市八千代台西1-2-5

9174 俺たちの博多めし　将門　八千代台店 八千代市八千代台北1丁目11番5号フジタカビル1F

9175 ラーメンハウス　Ｔｏｎ　Ｔｏｎ 習志野市津田沼6丁目2番2号

9176 ｓａｃｋｏ 松戸市日暮6丁目84番地

9177 ますみ 我孫子市湖北台1-13-21坂巻ビル1階

9178 豆のり亭 松戸市六高台3-81-8

9179 あおい 流山市向小金1-455-24-101号

9180 居酒屋　歩 松戸市五香南2-17-1

9181 ベトナム料理店　オーセンティック 松戸市松戸新田24-3-2京葉流通センター内

9182 有限会社　シャトレ 松戸市根木内249番地7

9183 鉄板焼　旬 松戸市松戸1281番地

9184 ばか酒場 松戸市松戸1150東信ビル1F

9185 中国料理　格林豐 松戸市小金原7丁目18-13

9186 有限会社ヴィルゴビール 千葉市美浜区中瀬2-1幕張メッセ内

9187 カフェ　裕 我孫子市新木野1-16-2

9188 花の詩 松戸市六実4丁目3番地4

9189 スバル 松戸市殿平賀80番地2

9190 ピッコロ 松戸市金ケ作255番地10

9191 ＬＯＵＮＧＥ　ＣＡＮＴＩＮＡ 流山市江戸川台西1-86-1-B1

9192 有限会社ヴィルゴビール 県内一円

9193 KENちゃん食堂 我孫子市柴崎台5-3-18-101

9194 ＲＢ'ｓ　ひつじ屋 松戸市新松戸1-186ロイヤルマンション1F

9195 常勝軒千葉本店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

9196 club　R 千葉市中央区富士見1丁目13番8号TSKビル6階

9197 キッチン　柿華 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号

9198 孫家大鍋 千葉市美浜区高浜1丁目1番4号105

9199 炭火屋ともろうＪｒ 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号103

9200 居酒屋和いち 千葉市中央区松波2丁目5番9号小幡ビル1F

9201 居酒屋　しおり 千葉市中央区栄町27番30号

9202 Ｇｉｒｌ'ｓ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＦＬＯＷＥＲ 千葉市中央区富士見2丁目21番1号第二東和商事ビル1階

9203 串やきBIG 千葉市緑区おゆみ野2丁目17番地3レジデンスJOKO

9204 リストランテ　サルーテ 千葉市若葉区千城台西1丁目39番6号

9205 ダシだれ焼鳥おでん渡邉十八番 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号一松ビル102

9206 ｃｈｉｋｕｒｉｎ 千葉市美浜区美浜1番地ZOZOマリンスタジアム2F

9207 居酒屋ダイニング　竹りん 千葉市美浜区美浜1番地ZOZOマリンスタジアム内3階3塁側

9208 炭火焼　つくね 千葉市中央区弁天2丁目19番20号ロイアルビル1F

9209 GLACIA 千葉市中央区富士見2丁目18番10号富士見センタービル5F

9210 ダイニング　桃源房 千葉市稲毛区稲毛台町24番11号ビビットビル101

9211 ｃａｆｅ　ｔｅｎｔｏ 千葉市花見川区花園1丁目7番15号SS小川ビル2階202号室

9212 コーヒースナック　スウェータ 千葉市若葉区千城台南1丁目1番11号三光ビル1F

9213 Ｏｒｇａｎｉｃ　ｆａｒｍ　キアロ 千葉市稲毛区小仲台2丁目9番1号川村ビルA棟1階101号室

9214 玖苑 千葉市中央区中央港1丁目20番1号ケーズハーバー2F

9215 ティーヌン海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク幕張3F

9216 酒処　いちかわ 千葉市中央区浜野町877番地

9217 南土酒彩　ばかいき 千葉市中央区富士見2丁目16番15号ホームズキューブ2F

9218 さむらい 千葉市花見川区三角町785番地3

9219 竹りん 県内一円

9220 竹りん 県内一円

9221 ＣＡＦ'Ｅ＆ＭＵＳＩＣ　ＳＡＬＯＮ　ＪＵＲＩＡＮ 千葉市中央区登戸1丁目23番18号

9222 居酒屋　らすかる 千葉市若葉区みつわ台2丁目10番15号

9223 極みフーズ 県内一円

9224 びすとろＫＡＺＵ 千葉市中央区富士見2丁目23番10号

9225 ｄａ．ｂ（ダ．ベー） 千葉市中央区弁天1丁目1番2号be-place1F

9226 ロイヤル・フラッシュ・ダイナー 千葉市稲毛区弥生町4番3号GRAＮDPALACE西千葉101号

9227 篠原旅館 千葉市中央区松波2丁目2番8号

9228 パブはみんぐ 千葉市中央区新田町11番21号浅井ビル2F

9229 らーめん庵　 船橋市小野田町1408番地2

9230 Ｂｉｇ　ＭａｇＮｕｍ 船橋市本町4丁目39番10号興和第3ビル201号室

9231 沙羅双樹 船橋市習志野台2丁目1番1号

9232 ベトナム料理SEN 船橋市本町2丁目26番25号

9233 居酒屋タイランド・チョークディ 船橋市高根台1丁目11番3号ダイキョウホテンビル2F

9234 ふくたね　 船橋市西船4丁目20番10号

9235 Ｒａｄｉａｎｔ 船橋市咲が丘1丁目33番43号

9236 ＢＯＭ　ＱＵＡＮ 船橋市本町2丁目5番10号

9237 らーめん門井 柏市東中新宿3-2-1



9238 季膳房　手賀沼店 柏市箕輪新田68-1

9239 居酒屋　信濃路 柏市若葉町3-28ニュー千代田ハイツ1F

9240 アゼリア 柏市つくしが丘1丁目4番3号

9241 鮨処　扇 柏市南柏1丁目5番18号染谷ビル102

9242 木村屋本店柏東口 柏市柏3-3-4小倉ビル1F

9243 ゆりね 柏市藤ケ谷547

9244 Lotus 柏市花野井766-1

9245 炎麻堂　中国四川料理 野田市山崎1968番3

9246 和風料理　千代田 野田市清水173番地

9247 カラオケスタジオチェリー 野田市柳沢247番地

9248 よさこい 市川市相之川3丁目8番23号

9249 南行酒家　ＧＡＲＤＥＮ 市川市新井3丁目3番10号

9250 ＰＡＲＡＤＩＳＥ　ＫＥＢＡＢ 市川市八幡2丁目5番1号

9251 ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＵＴＡＵＲＡＮＴ　ＳＡＩＮＯ 市川市妙典3丁目15番19号

9252 Ｇｉｒｌ'ｓ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＫＡＲＡ 市川市市川1丁目5番6号

9253 ハイアットリージェンシー東京ベイ　ザ　ガーデン　ブラッスリー＆バー（レストラン） 浦安市明海5丁目8番23号

9254 ハイアットリージェンシー東京ベイ　ザ　ガーデン　ブラッスリー＆バー（バー） 浦安市明海5丁目8番23号

9255 ハイアットリージェンシー東京ベイ　すし　絵馬 浦安市明海5丁目8番23号

9256 ハイアットリージェンシー東京ベイ　鉄板焼　富貴亭 浦安市明海5丁目8番23号

9257 久蔵 市川市行徳駅前2丁目1番15号

9258 Ｃｏｎｃｅｐｔ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＶＩＴＡ 市川市市川1丁目5番6号

9259 旭寿司 習志野市東習志野6丁目17番3号

9260 インドレストラン　スーリヤ　チャンドラ 鎌ケ谷市東道野辺2-7-35-1F

9261 一休分店 鎌ケ谷市富岡2丁目5番20号

9262 ソウル 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-1-3

9263 自遊空間BREAKERＳ 我孫子市並木6丁目13番8号

9264 手作りの店　鶴 松戸市馬橋1893-1

9265 Ｈｏｓｈｉｎｏｂａｒ 松戸市稔台1-3-31

9266 Ｋｅｂａｂ　＆　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｂａｒ　ARIA 松戸市新松戸6丁目51スズヨシハイツ

9267 三代目　月見軒 松戸市六実4-3-2岡田ビル1階

9268 小料理　吉竹 松戸市松戸1339番地

9269 居酒屋　さわ 松戸市上本郷901番地

9270 KOHINOOR　INDIAN　NEPALI　RESTAUTANT 松戸市六高台9-166

9271 有限会社ヴィルゴビール 県内一円

9272 くしせん 松戸市金ケ作408番地182

9273 THE VOICE RESKARA 松戸市新松戸3丁目283ゆりのきセンタービル2F

9274 スナック　終着駅 千葉市稲毛区長沼原町784番地ビラ池ノ辺1号館115号室

9275 アートサロン 千葉市中央区市場町2番6号

9276 アロハ- 県内一円

9277 ヤーマン 県内一円

9278 我が家 千葉市中央区仁戸名町372-6-103号

9279 CATMANDO 千葉市若葉区桜木6-19-40

9280 安 千葉市稲毛区園生町849番地10-101

9281 海鮮　居食酒屋　よおろお 千葉市稲毛区緑町1丁目9番16号

9282 IMADEYA　千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉エキナカ3F

9283 モン・アムール 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエアービル2階A号室

9284 ＣＥＮＴＲＡＬ ＬＯＵＮＧＥ ２０ 県内一円

9285 BENCH coffee 千葉市若葉区高品町1591番地6

9286 寿鮨 千葉市花見川区こてはし台5丁目17番7号

9287 魚屋　浜寅　 船橋市西船4丁目25番11号

9288 サヤリルＤＩＮＩＮＧ 船橋市浜町1丁目5番3号ファミリータウン3棟112

9289 天てこ舞 船橋市夏見台1丁目15番7号

9290 一歩 船橋市習志野台1丁目15番3号

9291 よっちゃん 船橋市印内町599番地3

9292 船橋ビール 県内一円

9293 いーちゃー村 船橋市北本町2丁目44番12号第三金子ビルB-2

9294 レーベン 船橋市咲が丘4丁目2番10号

9295 N&N 柏市柏3-2-23長澤ビル2F201

9296 聚仙閣 柏市大津ヶ丘4-3-2

9297 やなぎ屋 柏市増尾1-2-2

9298 有限会社　利根鮨 柏市増尾台2丁目29番地3号

9299 食堂　がく 柏市明原4-5-1

9300 ふく鳥 野田市山崎1956番地2

9301 らあめん花月嵐　野田七光台店 野田市蕃昌216番地16

9302 中華料理　よりみち 野田市尾崎811番地39

9303 台楽茶フードトラック 県内一円

9304 SPA&HOTEL舞浜ユーラシア　オーキッド 浦安市千鳥13番地20

9305 チャイニーズテーブル 浦安市美浜1丁目8番2号オリエンタルホテル東京ベイ2F

9306 炭焼き本舗　さばちゃん 八千代市八千代台西5-1-1サンライズマンション103

9307 津田沼のお弁当千串屋本舗 習志野市袖ケ浦1丁目4番1号1F

9308 藤 習志野市実籾1丁目4番5号ゴールドショップ2F

9309 鉄ちゃん 習志野市谷津4丁目5番25号

9310 韓国料理　ソウル 習志野市東習志野3-13-23

9311 ラリグラス 松戸市八ケ崎5-2-4

9312 源 松戸市新松戸東4-3-101

9313 宝石 松戸市常盤平5丁目21番地7

9314 居酒屋　京 松戸市常盤平3-21-1

9315 Ｋｅｒｏ 県内一円

9316 餃子酒家まる獅子 松戸市東平賀244-5石井ビル1F

9317 飲み食い処　わっと 松戸市小金原9-36-17

9318 いのしし 流山市向小金1-455-30

9319 五色亭 松戸市樋野口613番地

9320 ＮＡＰ　ＪＡＰＡＮ 県内一円

9321 しろねこＸ 県内一円



9322 しろねこＹ 県内一円

9323 しろねこＺ 県内一円

9324 しろねこユイ 県内一円

9325 串焼　のの 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11ラインビル1F

9326 遊膳 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11ラインビル鎌取1F

9327 蕎麦御休憩処しらい庵 千葉市若葉区川井町238番地

9328 ミクル　カレーハウス 千葉市中央区道場北町317番地2-1F

9329 ラーメンショップ　穴川 千葉市稲毛区園生町889番地4

9330 ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ 千葉市美浜区打瀬2丁目10番地パティオス15番街1階

9331 Boulangerie Le Port 千葉市中央区問屋町13番4号

9332 CLUB Z 千葉市中央区富士見2丁目18番8号MF8ビル202

9333 ザ　ハイド　アウト 千葉市中央区中央3丁目15番3号朝日プラザ千葉中央1階C号

9334 なんこつ屋 千葉市中央区要町2番1号

9335 麺匠　風流 千葉市花見川区柏井町1595番地58

9336 Ｇｉｒｌｓ　Ｂａｒ　Ｏｂｒｉｇａｄｏ 船橋市本中山2丁目23番6号ジュネパレス船橋第33-31号室

9337 るーじゅっ　 船橋市前原西2丁目12番12号

9338 炎蔵 船橋市本町4丁目40番23号サドヤサザンテラス2階202号室

9339 ＬＩＧＨＴ　ＨＯＵＳＥ（ライト　ハウス） 船橋市本町2丁目29番6号401号室

9340 アンダーバー 船橋市前原西2丁目15番14号

9341 Cafe・Dining  COLOR 柏市柏2-4-4-2F

9342 ㈲米寿司 柏市松葉町7丁目20番7号

9343 ｃｌｕｂ　Ｒｏｙ 柏市柏3-3-17柏銀座会館4F

9344 ビィーンズ 柏市南柏1丁目1番6号

9345 インド・ネパール料理　カレーハウス 野田市尾崎837-12

9346 麺乃Ｈｏｕ～鳳翔～Ｓｈｏ 習志野市東習志野5-19-15FM102

9347 南国風酒場　パニパニ 流山市南流山4丁目10番5号三枝ビル1F

9348 ｈ.ｓ.ｔrash 市川市市川1-3-20小島ビル3F

9349 ナイトスポット　リバティー 八千代市勝田台1丁目13番32号YNビル2F

9350 やき鳥　ととや 松戸市新松戸1-430

9351 日暮キッチン 県内一円

9352 とっぱずれ 千葉市若葉区大宮町2129番地13

9353 炭火焼鳥　串いち 千葉市花見川区幕張本郷1-3-3相葉ビル44F

9354 ふくどり 我孫子市布佐2573番地1

9355 蘇洲 習志野市東習志野2丁目18番14号 

9356 唄える酒場　ナポリ 柏市豊上町16番地32 

9357 沢 柏市豊四季126-7 

9358 自然六法 柏市南柏2-4-22森田ビルB1

9359 沖縄ダイニング　琉歌　千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番9号ラフィネビル5階

9360 バーレスク 千葉市中央区富士見2丁目21番3号 富士見STビル地下1階

9361 ＡＳＩＡＮ　ＧＲＯＣＥＲＹ　REATAURANT 市川市行徳駅前1-5-6-102 

9362 D-SMILE 市川市福栄4丁目7番13号 


