
習志野市　基本対策確認店一覧

（株）カスミ　東習志野店　イートインコーヒー

５１０すいさん

ａｎｄＲ”　ＫＩＴＣＨＥＮ

Ａ‐ｔａｎ　Ｓｅｇｕｎｄａ　

ＢＡＲ　ＣＨＡＲＵＴＡ　

ＢＡＲ　ＣＯＬＯＲＦＵＬ

Ｂａｒ　Ｃｏｐｉｎｅ　

Ｂａｒ　Ｍ’ｓ　

bb.q OLIVE CHICKEN cafe　ミスターマックス新習志野店

ＢＥＬＩＥＶＥＲ　ＩＮ　ＢＵＲＧＥＲ　

ＢＬＵＥ　ＦＩＥＬＤ

ＢＲＯＷＮ　ＳＯＵＮＤ　ＣＯＦＦＥＥ　

ＢＵＧｓ　ＴＥＮＴ

Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ　

Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　湯～ねる　

Ｃａｆｅ　ＣＯＣＯＮＥ　

Ｃａｆｅ　Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　

ｃａｆｅ’螢明舎　

ＣＡＭＢＬＥＭグリーン珈琲焙煎所　モリシア店

Ｃｈａｔｉｍｅ　 津田沼店　

ＣＲＡＣＣＡ　ＩＴＡＬＩＡＮ　クラッカ　イタリアン

Ｄａ　Ａｌｆｒｅｄｏ　

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｆｙ’ｓ　Ｌｉｍｉｔ

Ｄｉｖｅ　Ａｗａｒｄ株式会社　



Ｅ＋ＰＬＡＣＥ　ＥＮＧＬＩＳＨ＆ＣＡＦＥ　

ＥＮＩＳＨＩ　

ＥＶＥＲＹＤＡＹ　ＢＵＲＧ　

ＧＡＢＵ　ＲＩＣＨ　

ＧＯＲＫＨＡ　ＤＩＮＩＮＧ　

ｇｒａｎＭａｓｈ　

ＧＲＥＥＮ　ＲＩＳＥ　

ＨＡＮＡ－ＹＡ　ＭＥＩＳＡＩ　津田沼店　

Ｈｅａｒｔ　Ｂｒｅａｄ　ＡＮＴＩＱＵＥ　

ＩＫＵＫＯ　

Ｉｎｄｏ　ｒｙｏｒｉ　ＮＩＳＨＡＮ　

ＫＡＲＡＯＫＥ＆ＢＡＲ　ＭＵＳＥ　

ｋｏｔｉ　

Ｌｏｎｇｈｏｒｎ　

ＭＡＭＡ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ

ＭＡＲＵＫＡ　

ＭＩＣＨＩＹＡ　

ｍｉｚｏｒｅｙａ　

ＭＮＳ　ＫＥＢＡＢ　

ＭＯＡｃａｆｅ　

ＭＯＣＫＴＡＩＬ　ＳＴＯＲＹ　

Ｍｒ．＆フライパン　

ｎｏｍａ　ｂｏｏｋｓ

ＯＮＥ　ＭＯＲＥ　

Ｐｅｎｎｅｎ　ｎｅｎｅｍＵ　



Ｐｈｉｌｏｃｏｆｆｅａ　プラッツ習志野店　

ＰＯＫＨＡＲＡ　

ｒａｍｅｎ　ｃａｓｅ－Ｋ　

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＣＯＣＯＮＥ　

ＳＭＡＣＫコーヒーロースターズ　

Ｓｍａｌｌ　Ａｘｅ　

Ｓｐａ　Ｒｅｓｏｒｔ　菜々の湯　１Ｆ　

Ｓｐａ　Ｒｅｓｏｒｔ　菜々の湯　２Ｆ　

ｔｈｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｍｏｎｓｔｅｒ　ｃｏｆｆｅｅ

ＴＩＭＥＳ　ＢＡＲ　ａｎｇｅ　

Ｔｒｅｓ　Ｃａｆｅ　

ＶＩＴＡ　ＣＡＦＥ　

アートスペース　カフェパパ　

アーベント　

アヴェニュウ　

アジアンダイニング＆バー　グレートアジア　

アジアン料理　ＳＡＨＡＲＡ

あじさい　

あじさい茶屋　新習志野店　

アリス　

イオン津田沼店　イオンエクスプレスドリップカフェ

いきなりステーキ　イオンモール津田沼店　

イタリアンレストラン Ｒｉｋｕ Ｃｈｉｋａ　

イトーヨーカ堂　セブンカフェ　津田沼店　銘店コーナー

いろり庵　きらく　ペリエ津田沼店　



いわ鬼　

インド＆アジア料理レストラン　サンティ　

インド・ネパール料理　Ａｔｉｔｈｉ　

インド料理　ＪＨＡＲＡＮＡ　

インド料理＆バー　ハヴェリ　

う゜

う゜

う゜

う゜

うすかわ五右衛門　

エクセルシオールカフェ　津田沼北口店　

おかぼん　

おはなちゃん　

おひつごはん　四六時中　津田沼店　

おふくろ料理　ゆき　

お好み焼　おさ村　

お食事処　轍　

かいざん　

かくれ蔵　しんのすけ　

ガジュ　カフェ　

ガスト　新習志野店

ガスト　実籾店　

カットバック　

カフェ・ベローチェ新津田沼店　

カフェブリッコ　幕張店　



カフェレストラン　スターカフェ　

カラオケ　ＢａｎＢａｎ　実籾駅前店　

カラオケパブ　フランク　

カラオケまねきねこ津田沼北口店　

カラオケレインボー津田沼駅前店　

カラオケ館　津田沼店　

カラオケ居酒屋　風歌　

カラオケ茶房　ゆう

かりん　

カルディコーヒーファーム　

カルビハウス　はし野　

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　ミスターマックス新習志野店

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　京成津田沼駅前店

かをり本丸　

きっちょう庵　

キッチンオリジン　京成大久保店

キッチンぽん太　

キャラバンサライ

ギャラリー＆レンタルスペース　林檎の木　ｍｕｓｕｂｉ

ギャラリー林檎の木ａｎｄＲ

くいもの屋　わん　津田沼店　

クール　１０１　

くしきゅう京成津田沼店　

クニーズ　

くにじ　



くら寿司　津田沼駅前店

くり　

くるまやラーメン　実籾店　

くわのみ書房　

ケンタッキーフライドチキン津田沼店　

コーヒー＆スナック　クレヨン（ＣＲＡＹＯＮ）

コーヒーハウス　チャオ　

ゴールドピザ　

ココス　習志野大久保店　

コナズ珈琲幕張店　

ごはん処　大戸屋　イオン津田沼店　

コメダ珈琲　津田沼店　

コンフィ　

サーティワンアイスクリーム　イオンタウン東習志野店

サーティワンアイスクリーム　イオン津田沼店

サイゼリヤ　イトーヨーカドー津田沼店　

サイゼリヤ　ベルク津田沼　

サイゼリヤ　新習志野店　

サイゼリヤ　津田沼イオン前店　

サイゼリヤ京成大久保駅前店　

さかい鮨　

さかなや道場　実籾店　

さくら　

サブウェイ　イオン津田沼店　

サン・ロード　



サンエトワール　新習志野店

サンエトワール谷津パーク店　

サンズ・ダイナー　

サンマルクカフェ　モリシア津田沼店　

しゃぶ葉　津田沼駅前店　

シューティングスター　

ジョナサン　谷津店　

ジョナサン津田沼駅前店　

ジリオーラ　

すい～と　

スイーツｄｅバザール　

すき家　１４号習志野谷津店　

すき家　モリシア津田沼店　

すき家　京成津田沼駅北店　

すき家　新習志野店　

すき家イオンモール津田沼店

すき家京成大久保駅前店　

スシローロハル津田沼店　

すし栄　

スターバックスコーヒー　ｍｉｎａ津田沼店

スターバックスコーヒー　ＴＳＵＴＡＹＡ　モリシア　津田沼店

ステーキ共和国大久保大使館　

スナック　かりん　

スナック　かりん　本店 　

スナック　ニューレスト　



スナック　パール　

すなっく　花紋　

スナック　芳恵　

スナック＆パブ　善ｓｕｎ　

スナックわんｄｅぶ～　

ソウサクビストロ＆カフェ　ｍａｉ　９２１　

奏の杜　ピーターパン

そば屋　なかや　

そば処　いっぴんさん　

そば処　おさもり屋　

そば処　二葉　

大衆酒場本田商店　京成津田沼店　

たこやきはなちゃん　

たこ焼　全回転　

たばこの店　吉野　

タピオカミルクティー専門店　一茶　

たまごや　とよまる　イオンモール津田沼店　

ダリー　

タリーズコーヒー　モリシア津田沼店　

タリーズコーヒーイオンモール津田沼店　

ダンスカフェ　ゴードン　

ダンススタジオ　舞夢　

タンドリー　実籾店　

ディッパーダン　ミーナ津田沼店　

テキサス　津田沼　



デニーズ津田沼駅前店　

デニーズ東習志野店　

デリフランス　津田沼店　

てんや　新津田沼店　

ドトールコーヒーショップ　津田沼南口店　

とりのぜん　一鳥　

とれぴち漁幸　

どろそば屋　ひろし　

とろにく　津田沼店　

とんかつ　まる藤　新習志野店　

とんかつ貫吉

とんかつ大和楽　黒豚そば　

ナマステ　ネパール・インド　

ならしのクラフトビール　むぎのいえ　

ニュー金さん　

ノースファーム　

バーガーキング　津田沼駅南口店　

バーミヤン　習志野鷺沼店　

バーミヤン　東習志野店　

はいさい！　

ハイボールバー　シルナージュ　

はせ家　

パティオ　

はなまるうどん　イオンモール津田沼店　

はなまるうどん　ミスターマックス新習志野店



はなまるうどん　モリシア津田沼店　

パブ　ヴィーナス　

パブ　マリーン　

パブスナック　華

パブラウンジ　ちはる　

ぱぶ茶屋　祭　

はま寿司幕張ＩＣ店　

バレルカフェ　Ａｉｍｓ　

ばんから奏の杜フォルテ店　

ビストロ　ポトフ　

ビッグエコー　京成大久保駅前店　

ひつじん　

ヒマラヤ　

フード　ショップ　グランマ・マリリン　

フードボートカフェイオン津田沼店　

フォーゴン

ふたば食堂　

プティ・ラ・シェット　

ブラック・セイント　

フレッシュネスバーガーモリシア津田沼店　

フロプレステージュ津田沼イオン店　

へちもん　

ベッセルイン京成津田沼駅前　

ペッパーランチミスターマックス新習志野店　

ペペルモコ　



ベル　

ヘルスケアカフェ　レヴェンテ　

ペンギン　

ポックン　

ポッポラーメン　

ポポラマーマ・焼鳥をどり　新習志野店　

マクドナルド　イオンモール津田沼店　

マクドナルド　新習志野　ミスターマックス店

マクドナルド京成大久保店　

マクドナルド京成津田沼店　

マクドナルド津田沼イトーヨーカドー店　

マクドナルド津田沼モリシア店　

マクドナルド東習志野店　

マックスバリュ東習志野店　（カフェ）

まほろば

マルエツ　大久保駅前店　

まる太食堂　

マンドリン　ハンバーガーキッチン　

まんぷく食堂　

ミスタードーナツ　イオンモール津田沼ショップ

ミスタードーナツ　京成大久保駅前ショップ

みんなの居酒屋ありがとう　津田沼店　

みんなの店　プラスワン　

ムーン・サイダー　

めし処　美熊屋　東習志野店　



めっちゃバナナ　

めんどいねん屋　

めん坊華乃屋　

モスバーガーフォルテ津田沼店　

もつ焼　坊っちゃん　新津田沼店　

もつ焼　坊っちゃん　津田沼店　

やきとり　ＭＡＪＯ　

やきとり　珍来　

ヤツカフェ　

やぶ大町　

や台ずし京成大久保町　

や台ずし実籾駅前町　

ユトリシアカフェ　

ラ・シェット　

らーめん　パンケ　

ラーメン　大虎　京成大久保店　

らーめん　天雅　

らーめん　柊－しゅう－　

ラーメンハウス　Ｔｏｎ　Ｔｏｎ　

らーめん太一　

ライフケア津田沼　１Ｆ　

ライフケア津田沼　２Ｆ　

ラウンドワン習志野店　１階厨房

ラウンドワン習志野店　２階フードカウンター

ラウンドワン習志野店　３階フードカウンター



リバティーハウス　ガロ　

リバティーパブ　ガロ　

リンガーハット　イオンモール津田沼店

リンガーハットモリシア津田沼店　

レストラン　あけぼの

レストラン　ヴィーニュ　

レストラン　バロック　

レストランアンドバー　エルコラソン　

レブステーキ　

ロイヤルホスト　津田沼駅前店　

ロッテリア　ＪＲ津田沼ペリエ店　

ロッテリア　新津田沼店　

ロティスリー　ア　ターブル　

ワルツ　

ワンコインの店　オレンジ　

旭寿司　

安安食堂　

安楽亭　幕張インター店　

伊太そば　

一ツ喜　

一聚丸　

飲み食い酒場　飯場　

栄昇らーめん　

栄昇らーめん　匠　

永吉　



横浜家系ラーメン　蓮　

欧風食堂　タブリエ　

温野菜津田沼駅前店　

加　　　奈　

菓匠　ささや　

回転寿司　みさきイオンモール津田沼ＳＣ店　

怪人２３面相　

海　神　亭　

海と大地と炙り焼き　海炎　

海月　

海鮮　たか丸　

海鮮旬菜Ｏｊｉｍａ　

楽楽屋　

割烹居酒屋　深雪　

株式会社西原屋　千葉県済生会習志野病院内　スカイレストラン

鎌倉パスタ　モリシア津田沼店　

鎌倉パスタダイニング　イオンモール津田沼店

韓国屋台村　

韓国料理　ソウル　

丸光商事　ラーメンほうらい　

寄り処　あんじゅ　

季節料理　あきた　

季節料理　ふじ　

季節料理とちょっとすし　麻　

戯拉戯拉　京成大久保店



菊粋　

菊富士　ならしの　

喫茶　木　馬　

牛角　京成大久保店　

牛角　津田沼店　

居酒屋　　蔵　

居酒屋　ＪＩＰＡＮＧ　

居酒屋　あぜ道　

居酒屋　おかめ　

居酒屋　カツヒコ　

居酒屋　かぶちゃん　

居酒屋　さくら　

居酒屋　さっちゃん　

居酒屋　スキャット　

居酒屋　つくし　

居酒屋　なでしこ　

居酒屋　にしぐち　

居酒屋　ひとやすみ　

居酒屋　みき　

居酒屋　もり　

居酒屋　羽黒　

居酒屋　古都　

居酒屋　志水　

居酒屋　千ＳＥＮ　

居酒屋　凧　



居酒屋　長門　

居酒屋　美豚

居酒屋　歩　

居酒屋　暮六つ　

居酒屋　鈴之助　

居酒屋しいな＠　

居酒屋のんちゃん　

魚べい　東習志野店　

京樽󠄀・スシロー　津田沼イオンＳＣ店　

郷　

玉屋食堂（たまや）　

金のうさぎ　

金のポテト共和国　イオンモール津田沼店　

吟家　実籾店　

銀だこ酒場Ｌｏｈａｒｕ津田沼店　

銀のひつじ　

銀座アスター津田沼賓館　

串カツ田中　京成大久保店　

串特急　谷津店　

桂香　

桂林餃子　満足　

桂林餃子　満足　幕張本郷店　

結う家　

月　

健勝軒　



元氣七輪焼肉牛繁ロハル津田沼店　

源七　

五輪食堂　

口福堂　

幸杏　

幸楽苑　イオンモール津田沼店

幸楽苑　モリシア津田沼店　

幸楽苑幕張インター店　

更　科　

更科　京屋　

更科京屋　

紅　鶴　楼　

肴　鹿しま　

三才坊　

三代目　鳥メロ　津田沼北口店　

山勝角ふじ　

山本　お好み焼　

四季の旬彩　なつみ　

四六時中　東習志野店　

市場食堂　八　

志福楼　

自遊空間　津田沼北口店　

酒　肴　すし　旬菜わさび　

酒楽　

酒処　きた　



酒処　きみ　

酒処僾　

寿司ふじ　

樹邸夢　

秀　鮨　

習志野庵　

春一番　

旬　

旬菜処　たけ　

旬鮮酒場　天狗　津田沼店　

小いで　

小料理　よってけ　

小料理　らんまる　習志野店　

小料理　わかい　

小料理　焼きとり伸　

庄や　京成津田沼店　

松のや　津田沼南口店　

松屋　京成大久保店　

松屋　津田沼南口店　

松屋　幕張インター店　

松屋津田沼店　

松葉寿し　

松利　

湘南パンケーキ　Ｌｏｈａｒｕ津田沼店　

焼肉ライク　津田沼店　



焼肉レストラン赤門　八千代台店　

焼肉黒べこや　

焼肉弁当　まるはん　

笑心わらころ

上州　

食彩工房　ぽんぽこりん　

食処　酒処　くれよん　

信州手打そば処　くるみ庵　

新橋やきとん　新習志野店　

神楽坂　つくし　

厨’Ｓ　～ｃｈｉｙｕｚｕ　ＫＩＴＣＨＥＮ　

晴の厨　Ｈａｌ－Ｎｏｚ　

西や　

赤から　津田沼店　

千秋　

蘇洲　

太郎厨房　

台湾料理　天和　

大久保長寿庵　

大阪王将　津田沼北口店　

大衆酒場　ＹＯ－ＨＥＹ　

大衆酒場　たまり

大衆酒場　西もり

谷津干潟自然観察センター　Ｃａｆé　Ｏａｓｉｓ

炭火焼鳥　大福　



炭火焼肉　牛角　

炭焼家　串じまん　

池田屋　

築地銀だこ　イオンモール津田沼店　

茶茶　谷津本店　

中華　ゆり　

中華１０１　

中華レストラン　かなざわ　

中華料理　一番　

中華料理　来々軒　

中国料理　タケちゃん　

猪・鹿　

朝寝坊　

長江飯店　

鳥貴族　新津田沼店　

鳥貴族　千葉大久保店　

鳥貴族　津田沼南口店　

鳥勝　

鳥昭　

鳥料理　味味　

陳家黄金チャーハン宴工房　

津田沼っ子居酒屋　とりとんくん　

津田沼囲碁クラブ　

津田沼千串屋本舗　

津田沼必勝軒　



鉄ちゃん　

天久　

伝説のすた丼屋　津田沼店　

田舎料理きのこ　

田所商店　津田沼店　

東海苑　

東京油組総本店　津田沼組　

藤　

凪　

肉と日本酒バル　ワラカド津田沼店　

肉の店　鳥吉　

肉の万世　津田沼店　

肉乃本気丼　

日だまり　

日高屋　京成大久保店　

日高屋　京成津田沼店　

日高屋　新津田沼店　

日高屋　津田沼駅南口店　

日乃屋カレー　京成津田沼店

日本一　イオンモール津田沼１Ｆ　

猫カフェ十にゃん十色　

巴屋　

馬肉キッチン　ＵＭＡＲＵ　

博多亭　司　

八光　



八助　

八幡家　

飛鳥らーめん

瓢たん　

富　寿司　

冨士寿司　

普段着ワイン酒場　ワイガヤ　

福よし習志野店　

房総式ラーメン　人力船

味香園　

味四川　四川ダイニング　

湊　寿　し　

夢を語れ 千葉　

無国籍居酒屋　瑶酔　

名代　富士そば　津田沼店

麺屋　宜候　

麺屋時茂　京成大久保店　

麺家　西陣　

麺処力丸

麺乃Ｈｏｕ～鳳翔～Ｓｈｏ　

優　

有限会社　マルハチ商事　

有限会社　寿々本　

有限会社　長寿庵　

有限会社　東京だんご　大久保店　



有限会社　浜田山やぶ　

遊酒処　しろひげ　

洋風居酒屋　イヴ　Ｅｖｅ　

洋風居酒屋　シルクロード　

洋風居酒屋　純　

洋麺屋　五右衛門　

養老乃瀧　新習志野　

利香　

龍翔堂千葉大久保店　

鈴蘭苑　

炉ばた焼　なか川　

老上海点心　

和みダイニング　胡桃　

和楽　

和幸　イオンモール津田沼店　

和食　瀧もと　

和食さと　東習志野店　

和食堂　大久保店　

和風レストラン　彩茶房　

和料理　蜻蛉　

珈琲屋からす　

珈琲館　しらとり　

珈琲館イオンモール津田沼店　

聚楽太閤　

鮨善　



鮹八

鮹八　

𠮷野家　ミーナ津田沼店

𠮷野家習志野藤崎店　


