
千葉市緑区　基本対策確認店一覧

店舗名

（株）せんどう　おゆみ野店　

(有)わかな造園　ぐりーんはうす　

Ｂａｒ　Ａｗｅｉｇｈ　

ＢＡＲ　ポート・ロイヤル　

Ｂａｕｌｅｔｔｏ８６４　

Ｂｅａｎｓ　工房　

ＢＭＸ　ＳＴＵＤＩＯ　

ｃａｆｅ　ｃｈｅｚ・ｍｏｉ　（シェ・モア）　

Ｃａｆｅ　Ｒｅｌａｘｉｎ’　

ｃａｆｅ　まめだん家

Ｃａｆｅ’Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｌｅ　Ｌｉｅｎ　

Ｃａｒｔ　ｓｔａｎｄ　ＰＯＮ　

ＣＨＡＮＤＲＡＭＡ　

coesphermit

Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｃａｆｅ ♭（ふらっと）　

DOG CAFE BAR CHAKKO 茶っこ

ｇｉｒｌ’ｓ　ｌｏｕｎｇｅ　ｂａｎｑｕｅｔｅ　

Ｇｌｙｃｉｎｅ　

Ｇｒａｆｔｏｎ　ｅｓｐｒｅｓｓｏ＋ｅａｔｅｒｙ　

Ｉｎｄｏ　Ａｓｉａｎ　Ｒｅｓｔｕａｒａｎｔ　ＮＩＭＴＡ　

ＪＵＮＫ　ＮＯＯＤＬＥ　ＦＡＣＴＲＹ　

ＫＩＴＣＨＩＮ＆ＢＡＲ　ｂｌａｃｋｃａｔ　

Ｌａ　ｍｉｃｈｅｌｌｅ　

ｍｉｙｕ－ｍｉｙｕ　

ＭＵＦＡ　ＦＯＯＤＳ　ａｎｄ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　

ＯＹＵＭＩＮＯ　ＫＡＰＰＯ　彩　



店舗名

Ｐａｔｔｙ　

ＰＥＡＣＥ　ＣＯＦＦＥＥ　

Platane

Ｐｌｅｕｒｏｔｅ　

ＰＲＩＶＡＴＥ　ＤＩＮＩＮＧ　魚民　

Ｒａｖｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ　

Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｌａ　ｐｅｓｃａ　

S－７　おゆみ野南５丁目店

ＳＡＴＯＲＩ　ＣＡＦＥ　

ｓｅａｓｏｎｓ　

ＴＨＥ　ＣＨＩＣＫＥＮＳ

Ｔｉｄｙ　ｒｏｏｍ　+　Ｃｏｆｆｅｅ　ｒｏａｓｔｅｒｙ　

ＶＩＮＯ ｄｕｅ

アリス＆ピーター　

アンカーダウン　

あんまぁ一家　　

イオン鎌取店　デリカ　コーヒー　

イタリアンｄｉｎｉｎｇ　ＦＵＴＡＢＡ

イロドリ

インド料理　ＤＩＷＡＬＩ　

インド料理　タージ・マハル　おゆみ野店　

インド料理タージパレス　

ヴェルデ　

エクラドールカフェ　

エンジェルキッチン

おとのや　

おゆみ野銀座惣菜店　



店舗名

お食事処　のんのん　

お富さん　

カジュアルダイニング　リーフ　

ガスト　千葉おゆみ野店　

ガスト　千葉土気店　

かつや千葉おゆみ野店　

かつわか　

かどや　

かまど　

かまとりダイニング轍　

カラオケ　アーサー　

カラオケスタジオ　とんぼ　

カラオケプラザ　遊楽館　土気店　

カラオケ喫茶　三愛　

カラオケ居酒屋　ひまわり　

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　千葉誉田店　

キッチン　いまい　

極みフーズ(テント運営)

グリルキッチン　ブレスト　

くるまやラーメン　土気店　

ケンタッキー・フライド・チキン　ミスターマックスおゆみ野店　

ケンタッキーフライドチキン　

コーヒーレストラン　びーんず　

ココス　あすみが丘店　

ごはん　ｃａｆｅ　ぷくぷく　

コミュニティサロンそら　

コメダ珈琲店　ミスターマックスおゆみ野店　



店舗名

ザ・チェルシーコート　おゆみ野ガーデン　テラスキッチン　

ザ・チェルシ－コ－ト　おゆみ野ガ－デン　バンケット・キッチン　

サーティワンアイスクリーム　イオンタウンおゆみ野店　

サイゼリヤ　おゆみ野店　

サイゼリヤ　千葉あすみが丘店　

サムギョプサルのお店　はじめ　

さんく食堂

サンマルクカフェイオンタウンおゆみ野店　

サンマルクカフェゆみ～る鎌取店　

ジェラフル　おゆみ野　

しゃぶ葉　おゆみ野店　

しょうちゃん　

すき家　おゆみ野店　

すしめん処　大京　おゆみ野店　

すしめん処　大京　土気店　

スシロー　おゆみ野店　

スシローあすみが丘店　

すし幸　

スターバックスコーヒー千葉おゆみ野店　

スナック　ディオール　

スナック　メッセ　

スナック　平　

そば処　中村　

大椎亭

たい夢　

匠フードサービス

タケエイ　エコパークゴルフ大木戸　



店舗名

たこ焼き　番長　

たつき　

てづくりのみせ　

デリバリー&テイクアウト　遊や

トケバル

ドッグランカフェ　加恋ちゃん家　

トレ・スクエア　おゆみ野　

長岡中華そば　将庵

ナジャ　

なのはな　カフェ　

なみ木道　

ニオカワ　

バーガーキング　

バーガーキング　ブランニューモールあすみが丘店

バーミヤン　千葉あすみが丘店　

バーミヤン　千葉おゆみ野店　

パティスリー　治兵衛

パティスリー・クリシュナ　

はなう　

はなの舞　鎌取駅前店　

はなまるうどん　イオン鎌取店　

はま寿司　千葉おゆみ野店　

はま寿司千葉土気店　

ばんから中華　

ビッグテキサス　おゆみ野　

プチ　ラパン　

プリモピアット　



店舗名

ペイズリーインド料理　

ベーカリーカフェ　ファースト　

ホキ美術館内「カフェ」　

マクドナルド　イオン鎌取店　

マクドナルド　おゆみ野ミスターマックス店　

マクドナルド　おゆみ野店　

まこと屋　

マゼンタカフェ　

まつ井　

マルサカバ土気駅前　

マロンド鎌取店　

まんぷく亭　誉田スパジオ　

ミスタードーナツイオン鎌取ショップ　

モスバーガー　土気駅前店　

ヤオコー　学園前店　（ベーカリー）　

やきとり　韋駄天　

やきとりの扇屋　千葉緑区役所前店

ゆで太郎　古市場店　

よこやま美術館　

よりみち　

ラ、コリーナ　

ら～めん　十　勝　

ラーメン　ＳＵＮＱ　

ラーメン　めん丸　おゆみ野店　

ラーメンとん太　浜野インター店　

らーめん旭郎山　

らーめん一家　麺小屋　おゆみ野店　



店舗名

らーめん琉神　

らー麺　にしかわ　

ライフケア　みどり会堂　

ライフケア　鎌取会堂　

リヨン　ｓｕｄａ　トロワ　

リンガーハット　イオンおゆみ野店　

ル・ブルー　

ルマーズコーヒー

レストラン＆バー　ＭＡＭＭＡ　

レストランバー　ＭＡＭＭＡ　

レストラン結　

ロイヤルインドレストラン　

わっふる日和　

阿部家餃子

安楽亭　古市場店　

夷盧里　

一代　

栄清軒　

縁や　

屋根裏処　かま鶏　

歌謡スタジオ　峰　

華屋与兵衛　千葉誉田店　

華々　

回転寿司　居魚屋　やまと　おゆみ野店　

懐石　古都　

株式会社　サイゼリヤ　

株式会社　貴匠庵　　



店舗名

株式会社　東急セブンハンドレッドクラブ(ラウンジ)　

株式会社　東急セブンハンドレッドクラブ（レストラン）　

株式会社ジョイフル千葉おゆみの店　

韓国鍋市場　オモニのひと味　

丸鶏がら味噌ラーメン　藏民　

喜美カフェ　

喜美寿司　

喜良素多　

居酒屋　かよちゃん　

居酒屋　けいちゃん　

居酒屋　こいち　

居酒屋　こはる　

居酒屋　ふれんず　

居酒屋　一寸法師　

居酒屋　鯉のぼり　

居酒屋　桜や　

居酒屋　纏(まとい)　

居酒屋　奈緒紀　

居酒屋　姫　

居酒屋ランラン　

居酒屋一八　

魚民　

蕎麦　おゝ葉　

蕎麦　わび介　

琴　

吟家　

吟家　



店舗名

九重　

串焼　一膳

串焼のの　

月見草　

幸楽苑　イオンおゆみ野店　

幸楽苑　千葉おゆみ野店　

広島　お好み焼き　おのみち（尾道）　

江戸ふじ　

刻しらず　

今日和　おゆみ野店　

菜果茶酒　むすび　

讃岐うどん　あじな味　

旨焼　まる好　

自家焙煎　香珈　

社会福祉法人　千葉明徳会　認定こども園　明徳土気こども園

旬鮮居酒屋やわら　

旬洋膳　椿　

昭和の森フォレストビレッジ　

焼肉　飛苑　

焼肉DINING　大和　鎌取店　

焼肉きんぐ　おゆみ野店　

焼肉じゅん　

焼肉ダイニング　あみ吉　

焼肉ファミリーレストラン　赤門　おゆみ野店　

上海軒　

常勝軒千葉本店　

食彩酒房　とことんや　



店舗名

食彩房　ふたば　

食彩浪漫　ほたる　

食事処　赤とんぼ　

食匠なる花　３号

食堂　スピン　

新笑和食堂　

森のくまさん　

杉の子　

瀬戸うどん　イオンタウンおゆみ野店　

星乃珈琲店　おゆみ野店　

生そば　世渡　

生蕎麦・割烹　塩田屋　

石窯パン工房　リヨンひまわり　

石窯パン工房　ル・マタンおゆみ野店　

千葉県こども病院　レストラン　ビアンモール　

袖ケ浦カンツリークラブ　レストラン　

太道橋　

台湾料理　王府　

台湾料理　三合餃子　

大吉　あすみが丘店　

大宮パン・カフェ　

大戸屋　イオン鎌取店　

大友食堂　

炭一ラーメン　

炭火焼肉　花備　

築地銀だこ　イオンおゆみ野店　

茶の湯の里　



店舗名

中華レストラン　龍園　

中華厨房　龍家

中華料理　春満楼　

中華料理　大観園　

中国酒家　成　

中島亭　

鳥廣　

珍来　鎌取店　

珍來　土気店　

定食＆居酒屋　うさぎ　

徹

鉄板酒房　角の花　

天天餃子

天麩羅屋　

田中ぶどう園　

呑み処　典　

肉匠坂井　おゆみ野店　

肉焼　加トちゃん家　

日本ケンタッキーフライドチキン（株）土気あすみが丘店　

福祉ショップ　ふくろう屋　２号店　

福祥　台湾料理　

福星飯店　

平川カントリークラブ　Ｎｏ１５　

平川カントリークラブ内　レストラン

米細工うのまる　

本格中華食堂　栄盛　

本千葉カントリークラブ　レストラン　



店舗名

万力屋　

満秋飯店　

湊寿司　

夢庵　千葉あすみが丘店　

夢庵　千葉おゆみ野店　

麺屋　侍　

麺屋ことぶき　イオンゆみ～る鎌取店　

目利きの銀次　

有限会社グリーンマート　

有限会社ナサ　マクドナルドあすみが丘店　

有限会社ナサ　マクドナルド茂原街道古市場店　

有限会社森川商店　

遊や　

遊や　２号店　

遊膳　

誉膳　ＨＯＮＺＥＮ　

洋麺屋　五右衛門おゆみ野店　

陽を輝らす　

料理　嘉　ｙｏｓｈｉ　

和ふれんち　そられ　ＮＡＮＡＤＡＩＭＥＫＯＵＪＩＹＡ

和幸イオンタウンおゆみ野店　

和食ダイニング　大誠

和食－なるみ　

丼丸やまと　

喃風あすみが丘店　

鐵板バル　とも屋　

鮨　たかはし　



店舗名

鮨・創作料理　一幸　

鮨処　まなぶ　

𠮷野家　古市場店　


