
流山市　基本対策確認店一覧

（株）ウエスト　生そば　あずま　南柏店　

（株）サイゼリヤ　初石店　

ＡＬＴＥＲＮＡ　ＤＩＮＥＲ　

Ａｎｃｅｒ　

Ａｎｏ　Ａｎｏ　Ｃｏｆｆｅｅ

ＡＳＴＯＲＥ　ｗｉｎｅ＆ｃｒａｆｔ　ｂｅｅｒ　ＢＡＲ

ＡＺ　ＣＡＦＥ　

ＢＡＧＥＬ＆ＢＡＧＥＬ　流山おおたかの森Ｓ．Ｃ店

ＢＡＲＮ＆ＦＯＲＥＳＴ１４８　レストランキッチン

ＢＥＬＬ　ＲＩＣＯ　

Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　ｋｏｍｏｒｅｂｉ　

ＢＵＬＬＦＲＯＧ’Ｓ　

Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ　Ｂｌａｃｋｂｉｒｄ

ＣＡＦＥ　ＢＵＲＤＩＧＡＬＡ

ＣＡＦＥ　ＬＥＸＣＥＬ　流山おおたかの森店

ｃａｆｅ　ｍｅｒｃｉ　

café　okko　

Ｃａｆｅ　ＯＮＩＷＡ　

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　オリゾンテ　

ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ　Ａ－Ｕ－Ｎ　

ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ　ＣＯＮＣＥＲＴＯ　

ＣＬＯＶＥＲ　

ＣＯＯ　

ＣｏＴａｒｏ　

ＣＹＣＬＯ　

Daily　Table　KINOKUNIYA　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　ＦＬＡＰＳ店

ＤＥＥＰ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ディープ　キッチン



ＤＥＬＩＳＨ＆ＥＡＳＥ　

ＥＮＴＥＲ

Ｆｉｖｅ　Ｂｕｃｋｓ　Ｒ　

Ｆｌｏｗｅｒｓ　

ＦｏｒＳｔｙｌｅ

Ｆｏｒｔｅ　

ＧＬＰ流山Ⅷ　ＡＬＣＯテラスキッチン　

ＨＡＮＡＭＯＥＧＩ　おおたかの森Ｓ．Ｃ店

ｈｅｌｌｏ，ｈａｎｅｌｃａ　

Ｉ．Ｂ　　ＴＥＲＲＡＣＥ　

il fait beau aujourd'hui

ＩＳＳＡ　おおたかの森店　

ＩＴＯ　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

Ｋａｆｅ　Ｂｌａｎｋａ　

Ｋｉｒｉｙａ　

Ｌａｚｏｓ．Ｃａｆｅ

ＬＩＡＮＴＩＱＵＥ　

ＬＩＧＨＴ　ＵＰ　ｃａｆé＆ｄｉｎｉｎｇ　

ＬＯＣＡＬ　ＢＢＱ　流山　

ＬＯＵＮＧＥ　ＣＡＮＴＩＮＡ　

Ｌｕａｎａ

Ｍ’ｓ　ダイニング　

ＭＥＡＲＩ　

ｍｉｋｋｅ！　

ＭＯＯＢＵＵ　

ＭＵＳＩＣ　Ｂaｒ　ＣＯＢＡＬＴ

ＮＥＳＴ　

ＯＢ流山店　



ＯＴＡＫＡＮＯＭＯＲＩ　ＦＯＯＤ　ＨＡＬＬ

Patisserie　Constellas

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＬＥＳ　ＴＥＭＰＳ　ＰＬＵＳ

Ｐｉｃｃｏｌｏ　Ｌｕｓｓｏ　

ＰＯＲＴＡ－ａｌｂｅｒｏ　ｃｕｃｉｎａ－　

ＲＡＭＥＮ　ＹＡＭＡＤＡ　

Resort Dining Frangi pani otakanomori　

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｅｎｉｓｈｉ　

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　クルトワ　

Ｓ　ｏｏｔａｋａｎｏｍｏｒｉ　

ＳＡＬＡＤ　ｓｈｏｐ　゛ｔｈｅ　ＢｏＸ"　

Ｓｃｒｏｐ ＣＯＦＦＥＥ ＲＯＡＳＴＥＲＳ　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

ＳｅａＫｅｎＳ　

ＳｈｒｉｍｐＤｉｎｉｎｇ　ＥＢＩＴＡ　南国風酒場　パニパニ

ＳＰＩＣＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ　

ＳＴＵＤＩＯ　２９Ｑ　

ＴＡＣＨＩＢＡＮＡⅡ　

ＴＥＲＡＪＩ　

ＴＯＨＯシネマズ流山おおたかの森　

ｔｒｏｎｃ　

ＶＡＮＳＡＮ　コトエ流山おおたかの森

ＶＩＧＯ－Ｂａｌ　ｄｅ　ｐｕｅｒｔｏ－　

Ｗｏｎｄｅｒ　ｆｒｕｉｔ　流山おおたかの森

あおい　

アジアンキッチン　イニサジャ　

アジアンダイニング　ルンビニ　おおたかの森店

アジアンフード＆バー「ＴＡＳＴＹ」　

あずみ野　



アミカの郷　流山おおたかの森

アモール　

アリラン　

イタリアンバール　アッカ　

イタリアンバル　Ｂａｍｂｉｎｏ　

いのしし　

いろは鮨　

インド・ネパール料理　タアバン　

インドネパールレストラン　Ｌｏｔｕｓ　

ヴィ・ド・フランス　

ヴィドフランス　江戸川台店　

ヴィノスやまざき　流山おおたかの森店

うぉーくいん

うどんのう　

うどん市　南柏店　

うなぎ　長谷川　

うまいものや　八十五（やっとこ）　

うまいもの処　あべお　

エスプレッソ　ディー　ワークス　流山おおたかの森店

エビス　江戸川台店　

エフェクター　

おーるうぇいず８　

オステリア　シャ－ラ　

おふくろ　

おまかせ料理　守門　

かおる　

かかし　

ガスト　江戸川台店　



ガスト　南流山駅前店　

ガスト流山おおたかの森駅前　

ガスト流山駒木台店　

かっちゃんらーめん　

かっぱ寿司　流山店　

かつや南流山店　

かつ太郎本店　流山店　

カナーレ　

カフェ　アンド　ギャラリー　アンティグア　

カフェ　ドイル　

カフェ　ルアナ　

カフェ　南天　

カフェ＆ダイニング　Ｐａｌｅｔｔｅ

カフェ・ド・クリエ流山アルコテラス店　

かまくらスタジオカフェ

カラオケ　Ｋｅｉ（ケイ）　

カラオケ　ホワイト　

カラオケＢａｎＢａｎ流山江戸川台店　

カラオケスタジオ　ダイアナ　

カラオケスタジオ　ふみお　

カラオケパブＮＯＮ－ＮＯＮ　

カラオケまねきねこ流山おおたかの森店　

カラオケルーム　阿蘇　

カラオケ館　南流山店　

カラオケ館　流山東深井店　

カラオケ喫茶　なごみ　

カラオケ喫茶　多美　

からから　



からやま千葉流山店　

カルビ屋　大福　柏の葉店　

か志わ熟成鶏十八番　おおたかの森店　

キジカフェ　

キッチン　よつば　

キッチン・ワチ

キャピタルコーヒー　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

餃子の王将　コトエ流山おおたかの森店

くじら屋　大樹

くら寿司　流山青田店　

くるまやラーメン南流山店　

けまり　

ケンタッキーフライドチキン　イトーヨーカドー　流山店

ケンタッキーフライドチキン　流山おおたかの森店

ケンラボ　

コーヒー・スナック　Ｋ　

ココス　南流山店　

古舎カフェ　灯環

ごはんｃａｆｅ　Ｍｏｉ　

ごはんとわたし　

ごはん処　咲盛　

ごほうび　

コマ食堂　

コメ・スタ　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

コメダ珈琲　流山おおたかの森店　

こもれび　

こやなぎ　

ゴンチャ流山おおたかの森店　



サーティーワンアイスクリーム　流山おおたかの森ショッピングセンター

サーティワンアイスクリーム　流山イトーヨーカドー店

サイゼリヤ　南流山店　

サイゼリヤ　流山おおたかの森駅前店　

サイゼリヤ　流山青田店　

さかなめし　

さくら　

サブウェイ　流山おおたかの森ショッピングセンター店

サフラン　おおたかの森店

サフランズカフェ　

サンジェルマン

しず　

しゃぶ葉　流山おおたかの森店　

ジョリーパスタ南流山店　

しんか

スープストックトーキョー流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

すうぷや　

すき家　南流山店　

すき家　柏篠籠田店　

すき家　流山江戸川台店　

すし　みやび　

すし 季節料理 ふぐ おが和　

すし・アラカルト・名登利　

すし銚子丸　コトエ流山おおたかの森店

すしの磯一　

スシロー南流山店　

スターバックスコーヒー　南流山店　

スターバックスコーヒー　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店



スターバックスコーヒー　流山おおたかの森運動公園店

ステーキのあさくま　南柏店　

スナック　ＡＹＡ

スナック　ありす　

スナック　アルル　

スナック　かぐや姫　

スナック　こんぺいとう

スナック　とも　

スナック　はな　

スナック　マウス　

スナック　メルシー　

スナツク　志帆　

スナック．コーヒー　潤　

スナック喫茶　「小さな虹」　

スモール・マノ　

セントラルパークカフェ　

そば・うどん　寿　

そば・丼　笹陣　

そば処　味の里　南流山店　

大輝

ダイニングカフェ　から風流　

ダイニングバー　桃太郎　

たいの家　

チョロン　

つづく　

ディーハート　

テイスティ　

デニーズ　初石店　



とき寿し　

ドトールキッチン　エネジェット柏の葉店

ドトールコーヒーショップ　ＥｎｅＪｅｔ流山店

ととや　

トミーマート　

とらチャン　

トラットリア・ピッツェリア　サレルノ　

とんかつ　美里　

とんかつ　良　

ナチュラルクレープ　

ねこもの＆Ｃｏｆｆｅｅ　ねこちる　

ねぶた寿司　

ノラ　

バーガーキングコトエ流山おおたかの森店

バーミヤン　流山加店　

バーミヤン流山青田店　

はかた商店　流山青田店　

ハカラメディコ　

バケット　

はなぜん　おおたかの森店　

はなの舞　流山おおたかの森店　

はなまるうどん　ＴＸアベニュー流山おおたかの森店

はな膳　江戸川台店　

パブレストラン　サリオ　

バル　二代目よかよか　

ビストロ　ミナミンカゼ　

びっくりドンキー　南柏店　

ピッツェリア・ニコ　



ピノキオ

ひろしまや　

フォション　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

ふくろうや　おおたかの森店

フライングガーデン流山前ケ崎店　

ブラッスリー　しんかわ　

ブラッスリーしんかわ

ブラッスリータケ　

ふらっと　

フリーサンライト　

ふりこ珈琲店　

フルーツカフェ　オレンジ　

フレッシュネスバーガー　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

ブロンコビリー　おおたかの森店　

ブロンコビリー　柏の葉店　

ぷんぷくまる　

ペッパーランチ　ＴＸ流山おおたかの森店　

ボア　

ボスコ　ロッソ　

ホッペ　

ポッポ流山店　

ホテルショコラ　流山おおたかの森店　

ポムの樹　

ホルモン三丁目　

ボンベイ　

まあちゃん　

マクドナルド　流山おおたかの森店　

マクドナルド流山街道木店　



マザーリーフティースタイル　

まさご鮨　

ミスタードーナツ　ＴＸ流山おおたかの森ショップ

ミュージックレストラン＆パブ　多来人

むさしの森珈琲　流山おおたかの森店　

ムルデルカフェ　つむぎ　

めしｃａｆｅ　Ｃｅｒｃｌｅ　

めん処　麒麟児　

モスバーガー　ＴＸ流山おおたかの森店

モスバーガー南流山店　

もんきー　

モンキーバー／マツコ　

もんじゃ　ラブリー　

ヤオコー　流山おおたかの森店　（ベーカリー）

やきとり　与作　

やきとりの扇屋　流山おおたかの森駅前店　

やきとり居酒屋　どん　

や台ずし初石駅前町　

ユアキッチン 流山富士見台店/配食のふれ愛　流山野田店/楽らく弁当 流山野田店

ゆず庵　流山西平井店　

よしむら　

ヨミ・アソビ・カフェ

らーく　

らーめん．麺ズクラブ　流山インター店

ラーメンショップ　前ヶ崎店　

ラーメンショップ流山店　

ラーメンハウス　中島　

らあめん壱　



らあめん花月嵐　南流山駅前店　

らあめん花月嵐　流山おおたかの森店　

らーめん居酒屋　たつみ　

らぁめん居酒屋　和　

ライフケア流山会堂　

らべんだー　

リンガーハット　イトーヨーカドー流山店　

ロイヤルガーデンパレス柏日本閣　

ワインショップ　エノテカ　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

わさび　

囲炉裏場　焚き火　

一茶双樹記念館　

壱角家　流山店　

稲　

印度レストラン　ＤＳ　Ｄｉｎｉｎｇ

隠れ庵　忍家　南流山駅前店

越後そば　

横浜家系ラーメン壱角家　運河駅前店　

王記酒家　

沖縄そばー　ちゅらさん。２　

家庭料理　みなみ　

花菜　

我が家　

楽膳　

割烹　日本　

株式会社サイゼリヤ　ヤオコー南流山店　

株式会社東武ストア　初石店

鎌倉パスタ　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店　



管理栄養士のビストロ　ＥＩＺＥＮ　

韓国家庭料理  チェゴヤ

丸亀製麺　流山店　

丸源ラーメン　南流山店　

喜多方ラーメン坂内南流山店　

喫茶・スナック 　Ｖｅｎｕｓ

喫茶グティ　

喫茶スナック　ほの香　

丘の上のサフラン

久兵衛屋　流山平和台店　

牛たん焼きと伊達ごはん　だてなり屋　

牛角食べ放題専門店　流山おおたかの森店

居楽屋　千年の宴　

居魚屋　

居酒屋　１９　

居酒屋　ＹＯＬＯ

居酒屋　えつこ　

居酒屋　お福ろ　

居酒屋　かっぱ　

居酒屋　かね重　

居酒屋　このた　

居酒屋　さち子　

居酒屋　じゅん　

居酒屋　じんじん亭　

居酒屋　すえこ　

居酒屋　チョッパー　

居酒屋　ともろう　

居酒屋　のんべえ　



居酒屋　はな　

居酒屋　ひよこ　

居酒屋　ひろ　

居酒屋　ひろみ　

居酒屋　まき　

居酒屋　みづき　

居酒屋　みどり　

居酒屋　みらく　

居酒屋　ゆり　

居酒屋　亜都夢　

居酒屋　綾　

居酒屋　椛舞　

居酒屋　最上　

居酒屋　春ちゃん　

居酒屋　辰平　

居酒屋　暖　

居酒屋　呑　

居酒屋　板さん

居酒屋　遊海　

居酒屋　流　

居酒屋＆軽食　より道　

魚　民　

魚べい　流山おおたかの森店　

魚介　まとい食堂　

魚菜処　かんだ　

魚道楽　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

魚民　

京料理　かねき　



琴　

金寿司　

串かつ居酒屋　南風　

串カツ田中　南流山店　

串カツ田中　流山おおたかの森店　

串焼き　バク　

串揚げ　ＤＩＮＩＮＧ　縁　

熊龍酒家

月の記憶　

源介庵　

五丁目キッチンみよし　

五福そば　

幸

更科　昇山　

江戸屋うなぎ店　

江戸川台しちりん　

甲子屋　

香妃園　

高倉町珈琲　柏の葉店

黒兵衛　

黒澤惣三商店　

菜の花　

桜寿し　

三ツ矢堂製麺　流山おおたかの森Ｓ.Ｃ　

山形牛焼肉　仁　

山勝軒　

四季　

四季彩　



四六時中　

時遊館　

七輪焼肉　安安　豊四季店　

七輪焼肉　平城苑　流山店　

七輪焼肉安安　流山青田店　

舎鈴　おおたかの森店

手ＤＥ作り屋　

手打ラーメン　長八　

酒と肴　泰山　

酒の食卓　けい　

酒処　寿　

酒処　奈々　

酒処　和実　

酒処　皓太　

酒席　さくら　

寿し　魚料理　春駒　

寿司　齊藤　

秋田や　

住友生命保険　相互会社　自勝寮　

順興園　

小西屋　

小満堂　中華レストラン　

庄や　流山おおたかの森店　

松屋　初石店　

沼津魚がし鮨　流山おおたかの森店　

焼肉　くいどん　南流山店　

焼肉　牛車　

焼肉　肉の大山　流山おおたかの森　



焼肉きんぐ江戸川台店　

焼肉レストラン　安楽亭　南流山店　

焼肉平城苑　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店　

城　

食彩・酒処　和輪　

食事処　松まる　

食事処みやま　

新華楼　

森のカフェ　

森のじかん　

真澄屋　

厨華　じへどん　

酔処　絆　

生そば　あずま　宮園店　

生そば　あずま　流山青田　店　

斉心庵

石焼炒飯店　流山おおたかの森Ｓ．Ｃ店　

千弦　

創作ダイニング集　

創作厨房　わいだ　

太郎坊　

台湾料理　味鮮　

大戸屋　ごはん処ヤオコー南流山店　

大阪新世界　串かつ　さじろう　

大衆ジンギスカン酒場　ラムちゃん　おおたかの森店

大衆酒場　森のＢＥＥＴＬＥ　

大創苑　

大村庵　



大和家　

炭火焼　海鮮料理　ふらり　

炭火焼鳥　おぎ八　

炭火焼鳥　竹蔵　

炭火焼肉　清香苑　２号店　

炭火焼肉　但馬屋　初石店　

談笑カフェ　喜一　

築地銀だこ柏の葉公園ドライブイン店　

竹盛軒　

竹泉　１Ｆ　

茶豆蘭　

茶鍋カフェ　kagurazaka　saryo　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

茶房　山茶花　

中華　福　

中華そば　のざき軒　

中華料理　幸楽　

中華料理　十八番　

中華料理　星華　

中国ラーメン　揚州商人　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　ＦＬＡＰＳ店

中国ラーメン揚州商人　流山店　

中国料理　健昌　

中国料理　小満堂（江戸川台西店）　

中国料理　東明春　

中国料理大福元　流山店　

中島水産（惣菜）　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

中國料理　鳳蘭　

鳥おやじ　

鳥一　



鳥貴族　江戸川台店　

鳥貴族　流山おおたかの森北口店　

鳥芳　タカシマヤフードメゾン　おおたかの森店

鼎泰豊　流山おおたかの森店　

鉄板ＴＡＣＨＩＢＡＮＡ　

鉄板式料理　えん　

杜のアトリエ　黎明　

東京豚骨拉麺　ばんから柏豊四季店　

東吾　

湯あがりキッチン　一休　流山店　

豆太　珈琲　

道とん堀　流山青田店　

徳樹庵　柏の葉公園店　

徳樹庵　流山おおたかの森店　

呑みくい処　くえすちょん　

南流山ホルモン　おいで屋／魚民　

肉の万世　流山店　

日高屋　南流山店　

日本マクドナルド　東深井店　

日本マクドナルド　南流山店　

梅の花　おおたかの森店　

博多劇場　おおたかの森店　

柏龍　

飯炊き処　ひかり　

備長炭火ホルモン焼　しちりん　

備長炭火ホルモン焼　しちりん運河駅前店　

備長炭火ホルモン焼しちりん初石駅前店　

美こま　



美味苑　

福助　

福徳焼本舗　

福満苑　

文左亭　南流山店　

米むら　

宝物とリボン　

豊　後　

味の民芸　流山店　

味噌ラーメン専門店　日月堂　南流山店　

民芸風らーめん　いなほ　

夢庵　江戸川台店　

夢庵　南流山店　

夢花　

夢々　

麺屋　丸勝　

麺屋　空　

麺屋あじくま　初石店　

麺場　田所商店　流山店　

木の実　

目利きの銀次　

柳家　

有限会社　マロン　

有限会社　割烹　新川　

㈲せきや　

㈲砂場　

遊庵　

洋食の店　ふらいぱん　



洋食亭　Ｌａ　ｐｏｍｍｅ　

洋麺屋　五右衛門　流山青田店　

葉茶屋　寺田園

養老乃瀧　南流山店　

来夢　

理彦　

立喰そば、うどん　萩　

流山　すず季　

流山　薮蕎麦　

竜泉寺の湯　スパメッツァ　オオタカ　内　潤美茶房

六花　

和幸流山店　

和食　すずき　

和食料理　ゆかり　

汕幸苑　

珈琲屋　シエスタ　

聚　

萬来軒　

藏の家　

鮨ＤＩＮＩＮＧ岡平　

鮨処　こだか　

𠮷野家　ＴＸ流山おおたかの森店　

𠮷野家　流山店　


