
船橋市　「ワクチン・検査パッケージ」制度　登録店一覧

店舗名

１８　Ｓｔｅａｋ　Ｄｉｎｅｒ　

２ＢＯＵＺＥ　　

ＢＡＮ－ＹＡ　

Ｂａｒ　Ｔｏｐ＆Ｓｋｙ　

Ｂｉｓｔｒｏ　Ｂａｒ　Ｌ’ｏｒａｎｇｅ　

Ｃｈａｍｐａｇｎｅ＆Ｇｌａｓｓｗｉｎｅ　Ｇａｒｄｅｎ

ＣＨＥＥＳＥ　ＳＱＵＡＲＥ　船橋店　

ＣＬＡＳＳＩＣ　ＫＩＴＣＨＥＮ＆ＢＡＲ　

ＣＬＵＢ　ＰＲＩＥＲ　－プリエ－　

COCCIO 831

ＣＯＣＯ　

ＣＯＮＡ－ＳＴＡＮＤ　船橋店　

Ｃｏｑｕｅｌｉｃｏｔ　

ＣＯＱＵＥＬＩＣＯＴ　f　

Ｃｒｏｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　ｂａｒ

Ｄｉｎｉｎｇ　暖区　　

ＨＵＢ　船橋店　

ｈｙｇｇｅ　　

ｉｌ　ｇｉｒａｓｏｌｅ

Ｉｎｄｉａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｂｈａｉｒａｂ　Ｓａｍｏｓａ　

Ｉｒｉｓｈ　Ｐｕｂ　Ｂｏｓｃａ　Ｂｅａｇａ　

ＫＥＢＡＢ　ＨＯＵＳＥ　ＹＡＳＨＡＲ　



店舗名

ｋｏｒｅａｎＤｉｎｉｎｇゆん

ＫＵＡ＇ＡＩＮＡ　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

Ｌａ　Ｂｏｎｔａ　

Ｌａ　Ｌｉｂｅｒｔａ　ラ・リベルタ　

ＬＡＴＩＮ　ＧＡＳＴＲＯ　ＢＡＲ　ＧＡＳＳＥ　

ｍａｅ　９６３

ＭＯＺＺ　　

ＰＩＺＺＡ　ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ　ＣＵＯＭＯ　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ　

ＰＩＺＺＡＤＩＮＩＮＧ　Ｒｉｃｈｗａｒｕ　

ＰＩＺＺＥＲＩＡ　３４７　

ＰＳ　マリノ　

Ｐｕｂ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

ＰＵＢ　ＨＯＵＳＥ　ポパイ　　

ＰＵＢ愛　

Ｒｉｃｈｗａｒｕ　

Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｄｕｅ　ｂｙ　２Ｌｅｏｎｉ　リストランテ　ドゥエ　バイ　ドゥエレオーニ　

ＳＡＨＡＲＡ　　

ＳＨＯＶＥＬ　ＨＥＡＤ　

ＳＮＡＣＫ　遊美　　

Ｓｗｅｅｔ　Ｋａｖａ　Ｋａｖａ　

Ｗｉｎｅ　＆　Ｇｒｉｌｌ　Ｃｉ　ｓｏｎｏ！

ｙｕｋｉ　

アオザイレストラン　



店舗名

あけの　　

アティティ　インド・ネパール＆タイ料理　

あぼかど　

アルテミス

いろり庵きらく　シャポー船橋店

いろり庵きらく　下総中山店　　

いろり庵きらくペリエ西船橋店　

いろり庵きらく南船橋店　

インド料理　ＴＩＲＡＮＧＡ　ＳＰＩＣＥ

えびす　

おすすめ屋　船橋店　

おでん屋　祭茶屋　　

おばさんのお店　

オレンジ　

お好み焼き　みつえちゃん／居楽屋　笑笑　　

お好み焼居酒屋　にゃがにゃが屋　　

お酒の美術館　船橋塚田店　

がってん寿司　船橋夏見台店　　

かつ波奈　二和向台店

かつ波奈　北習志野店　　

かの川

カフェイタリアーノ　ペコリーノ　　

カフェレストラン　Ｇａｓｓｅ　



店舗名

かまくら屋　

かまどか　船橋店　　

カラオケ　バンバン　津田沼店　　

カラオケ　ひまわり　　

カラオケＢａｎＢａｎ　西船橋店　　

カラオケＢａｎＢａｎ　船橋藤原店　

カラオケスタジオ　Ｎｅｗ　Ｒｏａｄ　

カラオケスナック　たんぽぽ　

カラオケスナック　京ちゃん　

カラオケの鉄人　船橋店　

カラオケバー　ターボン　　

カラオケルーム歌広場　京成船橋駅前店　　

カラオケ館　西船橋駅前店　　

カラオケ館　西船橋店　

カラオケ館　船橋店　　

カラオケ館　船橋北習志野店　

カラオケ館船橋咲が丘店　

カラオケ倶楽部　メルシー

からやま　船橋市場通り　

からやま　船橋薬円台店　

から揚げの天才　原木中山店

かりん

カレーうどん千吉　津田沼店　　



店舗名

かんたろう　

キタノイチバ　

キッチン　おかもと

キッチン　カンパーニュ　

キッチン　なり　

キなり。　

キャロルのしっぽ

キューピット　

クーパレッジ　　

クラブ　ウエル　　

クラブ　パルティ　　

くら寿司　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店　

グリーングラス　　

けん太　　

こい歌酒場　きよちゃん　

こばやし　

こま

コミュニティレストラン結

コメダ珈琲店　船橋芝山店

サイゼリヤ北習志野駅前店　　

さかな家　　

さくら

サッポロビール千葉ビール園　　



店舗名

さとう　

サブウェイ　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店　

サンプラッツ　エポカ　高根台店　

サンマルクカフェ　シャポー船橋店　

しちりん高根木戸駅前店　

しゃぶしゃぶどん亭　津田沼店　　

しゃり膳　宴　

じゅうじゅう亭

じろう　

スコッチハウス　バードランド　　

すし　藤兵衛　　

すし藤乃　津田沼店

スシロー　夏見台店　

スシロー　船橋高根木戸店　

スシロー　船橋店　　

すし屋　しゃり膳　　

すし旬鮮料理　しゃり膳　　

すし処　わたなべ　

すし銚子丸　雅　習志野店

すし銚子丸　西船橋店

すし銚子丸　南船橋店　

すし銚子丸　北習志野店　　

すし銚子丸　薬円台店　



店舗名

スナック　アミーゴ　

スナック　あゆみ　　

スナック　アリス

スナック　さくら　

スナック　フェニックス　　

すなっく　美穂

スナック＆喫茶　優里　　

スナック咲　

スナック天使（Ａｎｇｅｌ）　

世界の山ちゃん　船橋店

ぞうさんカレー　

その　　

そば処　重弘　　

ダイニング　Ａ＆ａ　

ダイニング　みどりかわ　　

ダイニングバー　ＪＯＹ（ジョイ）　　

タイランドフード　メーサイストア　　

だんだん　

ツークール

つぼみ　　

つるぎ　　

てしごとや　ふくろう　　

デニーズ　千葉ニュータウン店　　



店舗名

デニーズ　船橋二和店

デニーズ　船橋馬込沢店

デニーズ西船橋

てんや　下総中山店　　

ときわ亭　船橋駅前店　

ドトールコーヒーショップ　ビビット南船橋店　

とん八　

なみき　　

にぎり屋　大膳

ねぎしシャポー船橋店

ネプチューン　　

ノーリンズ　

のみくい処　魚民

のみくい処　魚民　　

のみくい処　魚民

のんびり屋　串八丁　　

バー　イズム

ハッピー　

はな膳　夏見店　

はな膳　三咲店

パブ　プロスパー　　

パブスナック　ハニー　

パルメナーラ　



店舗名

ビッグテキサス　船橋　

ピッツェリア馬車道　津田沼店　　

ひよこ屋

ヒルトップレイチェルカフェ　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店　　

ぴろ吉ダイニング

フォルクス　船橋店

ブルーカナリヤ　セカンド　　

ブルーベリー　

フルサークル　　

フルバックブルシューター　

フレッシュネスバーガー　ららぽーとTOKYO-BAY店

ほかけ寿司　　

ほていちゃん　船橋店　

ポポラマーマ　西船橋店

ポポラマーマ　船橋店　　

ホルモン焼肉　はやぶさ　

ポント　デ　エンコントロ　

まる大　東船橋南口店

マンナム　

みどり鮨　　

メキシカンバル　ＲＩＣＯ　

メグスパ軽食コーナー　



店舗名

もつ焼　坊っちゃん　

もんじゃかん太　裏通り店　

やきとり　あやちゃん　　

やきとり　ゆたか　　

やきとりの扇屋　西船橋店　

やまちゃん　

やよい軒　西船橋店

やよい軒　船橋店　　

ラーメン横綱　千葉ニュータウン店　　

らあめん花月嵐　習志野店

らーめん寺子屋　伍陣　

ラ－メン魁力屋　船橋成田街道店　

らん　

れいこ

ロッテリア　北習志野店　

ろばた焼　村の里

愛　チェンマイ　

安楽亭　船橋法典店

安楽亭　薬円台店　　

安食亭　料理屋　弥助　　

磯丸水産西船橋店　

壱岐家　



店舗名

唄える　居酒屋　さと　　

沖縄料理　かじまやー　　

屋台屋九ちゃん船橋店　

俺の隠れ家　

佳佳苑中華料理　

佳佳苑中華料理

夏見屋　

火の國　

花束（ブーケ）　　

華栄　

華栄

華勝園

海くん　

海炎亭　

海亀　

海鮮居酒屋　浜一　　

海鮮味処　大将

海賊の台所　

活魚　じゃがいも　　

活魚なべしま　

株式会社　彩福

韓豚屋　

丸源ラーメン　北習志野店　



店舗名

菊　　

喫茶スナック　翼　

宮崎県日南市　塚田農場　船橋店　

宮武讃岐うどん

牛カツと和定食　京都勝牛　

牛角　西船橋店

牛角　北習志野店　

居酒屋　さざなみ　　

居酒屋　じゃがいも　　

居酒屋　まあさ　

居酒屋　みこし　　

居酒屋　みっちゃん　

居酒屋　みみ　　

居酒屋　わたしの店　

居酒屋　紀之家　　

居酒屋　勝駒　元祖２９９円酒場

居酒屋　勝駒　元祖２９９円酒場

居酒屋　土方　

居酒屋　藤四六　　

居酒屋　美の家　

居酒屋・食事処　伊達　

居酒屋あき　

居酒屋いくなら俺んち来い。西船橋店



店舗名

居酒屋いくなら俺んち来る？～宴会部～　津田沼店　

居酒屋まさみ　　

居酒屋まつり　

居食屋　炭旬　船橋仲通り店　

魚善　　

魚民　　

魚問屋　魚一商店　津田沼直売所　　

京まる　西船橋店　

蕎や本田

銀だこ酒場船橋店　

九　ＮＩＮＥ

九州の旨かもん旨か酒　くすお西船橋店

九州魂　京成船橋店　

串かつでんがな　西船橋店

串かつでんがな　船橋店　

桂　　

鶏古家　津田沼店　

鶏白湯専門店　つけ麺　まる家　下総中山店　

鶏和食ダイニング　鶏のＧｅｏｒｇｅ　　

結鶏　

月虹　　

元氣七輪焼肉　牛繁　船橋店

元氣七輪焼肉牛繁　下総中山店　



店舗名

元氣七輪焼肉牛繁　北習志野店　

御食事処軽食＆喫茶カラオケあ～と　

光洋

広東料理　勝記　

更科　丸屋

紅虎餃子房　　

香港料理　萬来

菜の花そば　ペリエ　西船橋店　

三代目鳥メロ　西船橋南口店

山田うどん　船橋米ケ崎店　　

山内農場

山内農場

四季邸　

四川麻辣湯　東翔　

四六時中　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ　　

志源商塾

七輪房　船橋駅前店　　

酒菜　光　

酒処　ねね　

酒蔵北乃宿

寿司処　香　　

秋枝のだいどころ　

旬味　たちばな　



店舗名

庄や　西船橋北口店　　

庄や　馬込沢店

庄や　北習志野店　　

松びし　ドゥエ　

焼肉　美福苑

焼肉きのした　　

焼肉きんぐ　みやぎ台店　　

焼肉きんぐ船橋宮本店　

焼肉くいどん　船橋宮本店

焼肉とんちゃん　

焼肉やまと　船橋本店　　

焼肉屋　くいどん　飯山満店　

焼肉牛星　新船橋店　

焼肉酒場　ともさんかく　船橋店

上海麻辣湯　

食彩厨房　いちげん　西船橋店　

食堂　でこ屋敷　　

真心　　

神月　　

世海　　

生そば　あずま　船橋店　

石焼料理　みのる

赤ひょうたん　



店舗名

雪ん子

千成寿司

扇　

船橋　四川火鍋専門店　みやま　

船橋応援酒場　

船橋競馬場　東西売店

船橋魂心家　

村さ来　船橋競馬場前店　　

村さ来　津田沼駅前店　

鯛塩そば 灯花 シャポー船橋店

大漁船　　

大戸屋ごはん処　イトーヨーカドー船橋店　　

大戸屋ごはん処　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

大戸屋ごはん処　船橋フェイスビル店　　

大阪串揚げ　菊井

大衆ホルモンタツ屋船橋店　

大衆個室酒場 だるま～daruma～津田沼店

大衆酒場　ちばチャン船橋店　

大衆酒場　藤兵衛　

大衆料理「あんこう」

大絶賛美食居酒屋

炭火ホルモン焼　しちりん　　

炭火焼しちりん　西船橋南口店



店舗名

炭火焼肉酒房　仁　

馳走處 ん　

築地　玉寿司　　

中華上海料理　大龍

中華福味亭　

中華料理　桃　

中華料理　聚楽

中国料理　旬輝　

中国料理　川菜味　

鳥貴族　京成船橋店　

鳥貴族　西船橋店　

鳥貴族　船橋本町店　

鳥貴族　津田沼店

鳥元　西船橋店　　

鳥元　船橋店　　

鳥春　　

鼎泰豊　シャポー船橋店　

鉄板焼　九九

天婦羅　天良　　

天丼てんや　ペリエ西船橋店　

土間土間　船橋店　

東魁楼　本館　　

湯葉豆富料理　魚民



店舗名

特選和牛大将軍　京成船橋駅前店　

特選和牛大将軍　東船橋店　

寅屋　本町店　

呑み処　久保田　

呑処　とき和　

南風堂　珈琲店　　

南翔饅頭店　東武百貨店船橋　

肉バルヤマト　船橋店　

日高屋　京成船橋店　　

日高屋　西船橋南口店

日高屋　西船橋北口店　

日高屋　船橋本町４丁目店　

日高屋　津田沼駅北口店　　

日高屋　北習志野駅前店　

日本海庄や　船橋南口店

日本海庄や　津田沼パルコ店

博多　一風堂　

八起

八剣伝　原木中山店　

飛鳥

美食厨房　白木屋　　

百味園

不二家レストラン　船橋東武店　



店舗名

風の子　　

粉もんや　うどん粉　

北の味紀行と地酒　北海道　津田沼駅前店　

北海道はでっかい道　西船橋店　　

無限大　　

無限大　　

網焼元祖　しちりん　東船橋店　　

目利きの銀次 西船橋北口駅前店

野州　　

唯　

有限会社　幸鮨

有限会社　藤乃　　

遊味三昧　一心　娑婆詞　

夕貴　　

遥　ＨＡＲＵＫＡ　

立ち飲み日本酒「２。２坪」　

龍華楼　　

炉ばたと和食　土風炉　

和光鮨

和食処　絆　

餃子の王将　ビビット南船橋店

餃子の王将　下総中山駅前店　　

餃子酒場　



店舗名

鮨・酒・肴　杉玉　西船橋　

𠮷野家　西船橋店　

𠮷野家　船橋市場町店

𠮷野家京成船橋店　

𠮷野家習志野台店　

𠮷野家船橋二和東店


