
成田市　基本対策確認店一覧

（有）とみさわ 　

９秒カレー　成田店　

Ａｇｒｅｅ　

ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ　

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田　スカイバンケットキッチン（１７階）

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田　セレースキッチン（１階）

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田　バンケットホットキッチン（１階）

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田　ビアガーデン（屋外ガーデン広場）

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田　彩風キッチン（１７階）

ＡＮＤ…Ｙｏｕ　公津の杜　

ＡＲＣ

ａｔ　Ｂ　

ＡＵＢＥ　Ｄｉｎｎｉｎｇ　Ｗｉｎｅ＆Ｂａｒ

Ａｚｚｕｒｒｏ　５２０　成田店　

BAR  DE  NERO　

Ｂａｒ　ｃｈａｒｍａｎｔ　

Ｂａｒ　Ｌｅｐｉｎ　

ｂａｒ　ＮｏＮａｍｅ

ＢＡＲ　ＰＩＮＫ　ＰＡＮＴＨＥＲ

ＢＡＲ　ＲＯＡＤ　

ＢＡＲ　ＺＥＢＲＡ　

ＢＡＲ　はねあがり　

ＢＡＲＢＡ　

ＢＡＲＮＥＹＳ　

Be　Happy　

BISTORO  MOZU　

ＢＩＳＴＲＯ厨房　じゃんぐる　



Ｂｏｍｂｏｎｉｅｒａ　Ｐｉｕ　

Ｂｏｔａｎｉｃａｌ＆ＣＡＦＥ　Ｂｒｅｅｄ

Ｂｏｗｅｒｙ　

ＢＵＮＮＹ’Ｓ　ＢＡＲ　ＢＥＴＴＹ　

Ｂｕｓｃｈｅｎ　Ｓｃｈａｎｋ　

Cafe  Bar  １５１A　

cafe'  Vi-vo　

ｃａｆｅ　ａ　ｔｅｍｐｏ　

Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｌｕｃｋｙ１０

Ｃａｆé　Ｃｈｏｕｅｔｔｅ　

Ｃａｆｅ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｄａｎ－Ｒａｎ　ＪＲ成田西口店

ｃａｆｆｅ　ＬＡＴ．２５°　成田第三ターミナル２階店

ｃａｆｆｅ　ＬＡＴ．２５°　成田第三ターミナル３階店

Ｃａｌｍｅ　Ｃａｆｅ　

Ｃｈｉｌｌ　ｉｎ

Ｃｌｕｂ　Ｂ　ＡＮＤ　ＴＨＥ　Ｂ　

ＣＬＵＢ　ＥＬ－ＮＩＤＯ　

Ｃｌｕｂ　Ｉ’ｓ　

Ｃｌｕｂ　Ｊｏｋｅｒ　

ＣＬＵＢ　ダイヤモンド　

Ｄａｒｔｓ＆Ｓｐｏｒｔｓ　ＡＴＴＩＣ　

Ｄｅａｒ　Ｓｈｅｒｒｙ　

ＤＨＯＯＭ　

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＪＥＴ８　

Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　月華　

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　くにすけ

ＤＩＮＩＮＧ　ＰＯＲＴ　御料鶴　

ＤＭ２　ＨＡＮＧ　ＯＵＴ　



ＤＯＵＺＥ　ＣＯＦＦＥＥ　

D's Sweet Marche　

ＥＡＳＹ　ＬＩＦＥ　ＣＡＦＥ　

ｆａｒｍ　ｈｏｕｓｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　クレソン

ＦａＳｏＬａ　Ｃａｆｅ　ｃｏｆｆｅｅ＆ｂｅｅｒ　第４サテライト店

ＦａＳｏＬａ　Ｃａｆｅ　ｃｏｆｆｅｅ＆ｂｅｅｒ　第５サテライト店

ＦＯＯＤ　ＢＯＡＴ　Ｃａｆｅ　イオン成田

ＦＯＯＤＬＡＮＤ＆ＭＡＲＫＥＴ　

ＦＲＯＮＴＬＩＮＥ　

ＧＥＥＴＡ　

ＧＩＲＬ’Ｓ　ＢＡＲ　ＬＩＰＳ　

ＧＩＲＬＳ　ＢＡＲ　ＦＵＮ　

Ｇｉｒｌｓ　ｃａｆｅ　Ｄ　

ＧＯＬＤ　

Ｇｒｉｌｌｅｄ　ｍｅａｔ　玄　

ｈａｌ　

ＨＡＬＡＬ　ＤＯＳＡ　ＢＩＲＹＡＮＩ　

ＨＡＮＡＩＣＨＩ　８７１　

HANG　OUT　RESTOBAR　NARITA　

Ｈｏｎｅｙ＆Ｂｅ　

ＨＯＵＥＩ　ＣＯＦＦＥＥ　

Ｈｕｂ　Ｈｏｕｓｅ　

Ｉｎｓｏｍｎｉａ　

Italian　Restaurant　Luce

Ｊａｌａｎ　ｂａｒｕ　

Ｊｅｔ　Ｌａｇ　Ｃｌｕｂ　

Ｊカフェ　

Ｋ．Ｋ．　名取亭　



ＫａｎＰａｉ　

Ｋａｒａｏｋｅ　ＪＵＮ　

ＫＥＹＡＫＩ　Ｃａｆｅ＋うすかわ五右衛門　ボンベルタ成田店

ｋｉｎａｒｉ　ｃａｆ’ｅ　

Ｋｉｔｃｈｅｎｅｔｔｅ　ぶぅ

Ｌａ・銀兆　

ＬＥＭＯＮＡＤＥ　ｂｙ　Ｌｅｍｏｎｉｃａ　イオン成田店

ＬＥＹＯＮ　

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｉｔａｌｙ　

Ｌｏｖｅｒｓ　

ｍ　ｃａｆｅ　公津店　

ｍａｒｉｐｏｓａ　ｃａｆｅ　

ＭＡＸＩ　ＣＡＦＥ　成田店　

ＭＡＸＩＭＯ　ＤＩＮＥＲ　ＮＡＲＩＴＡ　

ＭＥＥ　ＭＯＯ　ＢＯＯ　

MISO　KITCHEN

Ｍｏｆｆ　ａｎｉｍａｌ　ｃａｆｅ　イオンモール成田店

Ｍｒｓ　Ｃｌｕｂ　ＣＯＲＥ　

ＭＵＡＮＧ　ＫＡＮ　ＳＴＯＲＥ

Ｍｕｓｉｃ　Ｌａｂｏ　ＢＡＣＫ　ＤＲＯＰ　

Ｎａｎａ　

Ｎａｒｉｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｔａｐｓ　

Ｎａｒｉｔａ　ＴｒａｖｅＬｏｕｎｇｅ　

ＮＥＯ　

ＮＩＧＨＴ　ＦＡＩＲ　Ｌａｓｔ　Ｂｌｕｅ　

Ｏｃｈａｎｅｒｙ　

Ｏｌｉｖｅ　Ｈｏｕｓｅ

ＰＧＭ総成ゴルフクラブ　２Ｆレストラン



ＰＨＯ７７

ＰＩＡＧＥＴ　

ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＡＮＩＭＡ　

Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｅ　ｂａｒ　ＬＥＧＡＭＥ

ｐｌａｙｅｒ’ｓ   ｃａｆｅ 　ＳＴＹＬＥ　

Ｐｏｃｏ・ａ・Ｐｏｃｏ　

ＰＵＢ　ＩＲＥＮＥ　

ＰＵＢ　ＭＡＲＱＵＥＺ　

QUE　HUONG　

ｒａｐｐｏｒｔｉ　

Ｒｅａｄｙ　ｔｏ　Ｆｌｉｇｈｔ！　ＮＡＲＩＴＡ

Ｒｉｃｃｏ　

ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥ＆ＢＡＲ　ＳＯＬＡ　

ＲＯＡＤ　ＳＨＯＷ　

ＳＡＫＥ　ＢＡＲ　ＦＵＪＩＹＡ

ｓｅｅｄｓ　

ＳＫＩＮ　ＰＲＡＹ　

ＳＮＡＣＫ　ＢＡＲ　愛夢　

Ｓｐａｎｉｓｈ　Ｉｔａｌｉａｎ　ＨＡＮＡ　

SPIRAL　STAIRCASE　

Ｓｔｅａｋ　Ｈｏｕｓｅ　ＮＡＲＩＴＡ　

Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　珈琲や　

Ｔｈｅ　Ｓｅｎｎｙ’ｓ　

ＴＪＫ成田ビューゴルフコース　クラブハウス

ＴＯＡＳＴ　ＡＮＤ　ＨＯＮＥＹ　

ＴＯＫＹＯ豚骨ＢＡＳＥＭＡＤＥｂｙ一風堂　成田空港第２ターミナル店

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　寿々喜　

Ｕｍｂｒｅｌｌａ　



ｕｍｉ建築設計＋杜のギャラリー海　

ＵＲＩＤＵＲＩ（ウリドゥリ）　

USHIBIYORI.g

ＷＨＯ’Ｓ　ＴＥＡ　

ＷＩＬＤ　ＳＩＴＥ

Ｗｉｎｅ　ｂａｒ　Ｈｅａｌ

Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｒｕｉｔｓ　

ＹＡＳＡＩ　ＳＴＹＬＥ　

アートホテル成田（レストラン）１Ｆ 　

アートホテル成田（主厨房）１Ｆ　

あいのて　成田カフェ

アジアホテル成田駅前　

アジアンダイニング縁　

アトリエ　コリジェ　

ありが豚　

アルボル

あんこのやまか

イオンリテール（株）イオン成田店　カフェランテ

いきなり！ステーキ　成田飯仲店　

いこいの森　

いしかわ　

いちえ

いなせ庵　イオン成田店　

いろり庵きらくそば　成田店

いわいたけし食堂　

インストアベーカリー　パン工場

インターナショナル　ガーデンホテル成田　レストラン　アヴァンティ

い津美や　



ヴィドフランス成田店　

ヴィネリア　

ウィリアムズ　

ウエスト成田店　

うしびより　

うっとり成田店　

うなぎ処　星山

うなぎ成田新川　

うな滋

うまいもん酒場　宗　成田店　

エクセルシオールカフェ　成田空港第２ターミナル店

エヌズコート　

おいでやす　膳　

大戸屋ごはん処　ヒューマックス成田店

おか天　

オステリア ダ ナルサワ

おだしらーめん　おだに

オツル　

おむらいす亭　成田ユアエルム店　

オリベートＮＡＲＩＴＡ　

お好み焼き　玉菜家　

お食事処　たばたや　

お食事処いとう　

お茶漬け・やきとり　味佳　

カサ・デ・ナラ　

カザグルマ　

かじや飲食店　

ガスト　ウニクス成田店　



ガスト成田店　

かっぱ　

かつや　成田東町店　

かどかわ　

カナディアンコーヒーハウスメープル　

かに・海鮮和食　大和　

かねまつ　

カフェ　和蘭豆　

カフェ＆バー　アビオン　

カフェ＆バー　アビオン　

カフェアンドレストラン　飛行船　

カフェテラス　シンフォニー　

カフェレストラン　ナチュール　

カプリチョーザ　トマト＆ガーリック　

唐揚専門　やまだ商店

カラオケ　アイリス　

カラオケ　アリス　

カラオケ　スナック　有　

カラオケ　なつみ　

カラオケ　パール

カラオケ　ピアス　

カラオケ　まねきねこ　成田土屋店　

カラオケ　愛　

カラオケ　安　

カラオケ　恋歌　

カラオケ＆バー　Ｍａｊｏ

カラオケの李美　

カラオケばー庵　



カラオケハウス　ゆきちゃん　Ａｖａｌｏｎ　

カラオケホール　成木屋　

カラオケマック　成田店　

カラオケ酒場　じゅん婆　

からやま　成田店　

から好し　成田並木町店　

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　

かんばらや　

キャスコ花葉ＣＬＵＢ　クラブハウス　レストラン

キャスコ花葉ＣＬＵB　ハーフウェイハウス　レストラン

ギャラリー　赤い屋根　

くし平　

クラウドナイン　

クラブ　Ｄｉｏｒａ　

クラブ　雅　

クラブ　瑠璃　

クラブ貴子　

くら寿司　成田土屋店　

グリッサンドゴルフクラブ　レストラン

くるまやラーメン　成田西三里塚店　

くるまやラーメン成田公津店　

クローバーフードコート　

くろ助　

けっきょく　アヒージョ　

ケンタッキーフライドチキン　イオン成田店

ケンタッキーフライドチキン　成田ニュータウン店

コーヒーハウス　モック　

ゴールドジム成田千葉　



ココス　成田店　

ココス　成田飯田町店　

こづち　

ことのは

ごはんや弘　

ごはん処　とらきち　

コミュニティカフェＢＩＯＮ　

古民家ダイニング和香

小麦の杜　リヨン

コメダ珈琲店　成田ニュータウン店　

コロッケのころっ家　

ザ・ヴァージン　

サーティワンアイスクリーム　イオンモール成田店

サーティワンアイスクリーム　成田ユアエルム店

サイゼリヤ　イオンモール成田店　

サイゼリヤ　成田ユアエルム店　

サイゼリヤ　成田郷部店　

さくら寿し　

さざんか　

ささ木　

サッポロラーメンあさひや　

サブウェイ成田空港第１ターミナル　南ウイング店

さわらや　

サンエトワール京成成田店　（５番線ホーム）

サンマルクカフェ　イオンモール成田店　

じなん坊　

ジャイタイ　成田国際空港店　

しゃぶしゃぶどん亭成田店　



しゃぶ葉　公津の杜　

しゃぶ葉　成田店　

シャルル フレンチ　ル・タンドール

熟成焼肉いちばん　成田店

ジュン（２階）　

しんゆうＧＵＳＵＫＵ　

ス　イ　ヤ　

スガＣＯＦＦＥＥ　

スカイウェイカントリークラブ　レストラン　

すき家　成田江弁須店　

すき家　成田取香店　

すき家成田東店　

寿司魚がし日本一

スシロー成田店　

すし佐七　

すし勝　

すし銚子丸　成田店　

すし處　辰巳　

スターバックスコーヒー　イオン成田ショピングセンター店

スターバックスコーヒー　成田空港第１ターミナル店

スターバックスコーヒー　成田空港第２ターミナル　サテライト出発

スターバックスコーヒー　成田空港第２ターミナル店

スターバックスコーヒー成田空港　第１ターミナル　第２サテライト店

スターバックスコーヒー成田空港店　

スターバックスコーヒー成田美郷台店　

すたみな太郎　成田店　

ステーキハウスモウモウ　成田ニュータウン店

ステージ　フィフティ・ワン　



スナック  ライズ　

スナック　ｍｉｄｄｌｅ

スナック　エミ　

スナック　レモン　

スナック＆喫茶　杏花村　

スマイル珈琲成田店　

スローダウン　

セグズ　カフェ　アンド　ダイナー　

そば酒房ひぐらし　

そば処　新兵衛　

そば処居酒屋　奈美喜　

そば処居酒屋みゆき　

そば店　亀や　

そば處　とろじ　

タイシティ　

ダイニングバー　ピクシィ　

タイレストラン　ひめちゃん　

タイレストラン　ラープコンケーン　

タイ国惣菜屋台料理　ゲウチャイ　

タイ料理　バーン・プータイ　Ｂａａｎ　Ｐｈｕ－Ｔｈａｉ

たのしや　

タリーズコーヒー　ｗｉｔｈ　Ｕ　イオンモール成田店

タリーズコーヒー　成田空港第１ターミナル北ウイング店

タリーズコーヒー　成田空港第一ターミナル南ウイング店

タリーズコーヒー成田空港第２ターミナル店　

だん　

だんご榎屋　

チェンライ　



千葉うまかっ部屋　BOーSOスイーツ

千葉うまかっ部屋　千葉うまかっぺ茶屋

チャイナー　

ちゃんと家ダイニング成田西口店　

チルチル　

ツイン　

つくり菓子　麦の薫り　

つけ麺　秋山　

つけ麺　天道　成田店　

つぼ八京成成田駅前店　

ティーナー　

ディッパーダン成田店　

ディライト　

テキサスキングステーキ　

デニーズ成田店　

てまり

デリシュー　成田店　

ドトールコーヒーショップ　エネジェット公津の杜店

ドトールコーヒーショップ　ボンベルタ成田店

ドトールコーヒーショップ　成田空港第２ターミナルビル店

ドトールコーヒーショップ京成成田店　

ドミノ・ピザ　成田ニュータウン店

トムヤンクン　

とり鉄　成田店　

とんＱ　成田ニュータウン店　

とんかついなば　和幸　

とんじん

とん膳　成田店　



なごみの米屋　總本店　

なりた大鮨　

のり武　

バー　ラボ　

バーガーキング　イオンモール成田　

ハート　ビート　

バーミヤン　成田三里塚店　

バーン　グラーン　パー　

バイトーン　タイ料理

はしら　

ハシラロール

パットゴルフタニ㈲　

はなまるうどん　イオンタウン成田富里店　

はなまるうどんイオンモール成田店　

パブ　ラ　マンチャ　

はま寿司　成田飯仲店　

ひがし屋食堂　

ひかたや第二支店　

ひかたや本店　

ひかり食堂　

ピザ工房馬車道成田店

ひさ霧　

ビストロ　コパン　

ビストロ　サリュー　

ひだまり　

ビッグエコー京成成田駅前店　

ビッグエコー成田駅前店　

ビッグボーイ　成田ウイング店　



びっくりドンキー　成田店　

ひつじや　

ピッツェリア　ポジターノ　

ひっぱりだこ　成田駅前店　

ひばり　

ひまつぶしの店　ダイニング浪漫　

ヒルトン成田　

ヒルトン成田　ガーデンレストラン

ヒルトン成田　テラスレストラン　

ヒルトン成田　中国料理　梅園

ビンディ　

ファミリーレストラン　松原　

ファンタジー　

プーウエスト　

ブーランジェリー　カフェ　プチメゾン　

フォルクス　成田店　

フォレスタ

ブラジル　レストラン　テコテコ　

ふる里　

ふる里　

フレッシュネスバーガー　成田空港第３ターミナル店

フレンズ　お菓子の部屋　

フレンチカフェ　ＮＯＥＬ　

ブロンコビリー成田店　

ベーカリーレストランサンマルク　イオンモール成田店

べんけい　

弁当屋ヴィレッジ　成田店

ほかけ鮨　



ほかけ鮨　ホテル日航成田店　

ぼてぢゅう屋台成田国際空港店　

ポテテット　成田店　

ホテルウェルコ成田　セイシェル　本館１Ｆ

ホテルウェルコ成田　ハーフタイム　本館１Ｆ

ホテルショコラ　

ホテルマイステイズプレミア成田　１１Ｆ　バー　ペガサス

ホテルマイステイズプレミア成田　１１Ｆ　中華料理　蓬莱

ホテルマイステイズプレミア成田　１１Ｆ　日本料理　あづま

ホテルマイステイズプレミア成田　１Ｆ　レストラン　ガーデニア

ホテルマイステイズプレミア成田　Ｂ１　ＦＬＹＥＲＳ　ＬＯＵＮＧＥ

ホテルマイステイズプレミア成田　Ｂ１　主厨房

ホテル日航成田　カジュアルリゾートダイニング　セリーナ

ホテル日航成田　コーヒーラウンジ　

ホテル日航成田　ジャルダンセリーナ

ホテル日航成田　スカイラウンジ

ホテル日航成田　レストラン　SAKURA　

ホテル日航成田　宴会キッチン

ホテル日航成田　中華レストラン　桃李

ホルモン焼肉　牛〇食堂　

ホルモン亭　

ポローニア　

まきばの浜ちゃん　

マクドナルド　イオンモール成田店　

マクドナルド　成田駅前店　

マクドナルド　成田空港第１中央ゲートエリア店

マクドナルド　成田空港第２ターミナル店　

マクドナルド　成田空港第一ターミナル店　



マクドナルド４０８成田美郷台店　

マクドナルド成田ニュータウン店　

マクドナルド成田ユアエルム店　

まぐろや食堂　

まごころ庵　

ますだ　

まちのや　

マメココロ　スタンド　

マルチョウ　長谷川　

まるのや　

マロンドカフェ　

マンマパスタ成田店　

ミートスタンド　グリル＆バー　

ミスタードーナツ　イオン成田ショップ

ミスタードーナツ公津の杜ショップ　

みちふじ　

みづほ食堂　

みはし亭　

むげんどり

めし屋　　一早　

もくもく　

モスバーガー　イオン成田店　

モスバーガー成田ニュータウン店　

モッツバー　福の家　

モツ煮専門店　わんや　

もつ焼　寅屋　京成店　

モルバン成田赤坂店　

もんぶらん　



やきとり　鷹正　

やきとりと地酒処　ききょう　

ヤキトリ大吉成田店　

やよい軒　成田美郷台店　

有限会社　ヴィルゴビール(フランク)

よろずや成田　

らあめん　ｃｌｏｖｅｒ　

ラーメン　かけ屋　

ラーメン　どてちん　

ラーメン　真ちゃん　

ラーメンショップ宝田　

ラーメンとらじ食堂　

ラーメンと中国料理　你好　

ラーメンばやし　

ラーメンボーイズ　

らーめん一代　

ラーメン山岡家　成田店　

ラーメン山岡家　成田飯仲店　

らぁ麺　はやし田　成田店

ライオンズ・デン　

ライトハウス　

ラウンジ　和光　

ラムじいさんのインドカレー　

ランチハウス　ピノキオ　

リジョイシングインターナショナル

リストランテ　アントン　

リンガーハット　成田ユアエルム店

リンガーハットイオンタウン成田富里店　



リンガーハット成田空港第３旅客ビル店　

ル・クレール　

レストラン　ＦＬＹＩＮＧ　ＨＯＮＵ　

レストラン　ＦＬＹＩＮＧ　ＨＯＮＵ　

レストラン　タスキ

レストラン　高芝　

レストラン　司　

レストラン　味楽亭　

レストランFLYING HONU 3号機（橙　JA383A)

レストランＭｏＭｏ空港店　

レストランSTELLA　

レストランバー　テッパツヤ　

レストラン水産センター　

レトロ　ＢＡＲ　ポパイ　

ロイヤルホスト成田店　

ローズヒップ　

ロード　

わイルドチキン　

ワンズランド　

ワンディー　

愛花夢

茜家　

安　

伊佐美座　

磯丸水産　ＪＲ成田駅東口駅前店

一ふじ　

一幸　成田店　

一寸坊　



一天門成田空港　ＬＣＣターミナル店　

一風堂　成田空港店　

一平　

壱角家　成田空港店

稲の穂　

隠れ家　個室ダイニング　黒子　

鰻　こなや　

鰻処　さかた　

鰻福亭　

衛正　

駅そば成田店　

王様のまぐろ食堂　

翁　

岡田家　

沖縄創作ダイニングビリーヴなんくるないさ　成田駅表参道店

沖縄料理　にらいかない　

沖縄料理　琉球村　

屋台屋　博多劇場　成田店　

屋台風／居酒屋　鳥よし　

下田康生堂　ぱん茶屋　

加藤商店　

花づくし　

花崎家　

花壇　

花牧　

花輪ドライブイン　

華や　

華舞花　



廻る元祖寿司　成田空港第２ターミナル店　

海幸　しのぶ　

海鮮・炭焼き　あきら　

海鮮屋　鳥𠀋　

海鮮三崎港　イオンモール成田店　

海鮮三崎港　成田空港第１ビル店　

海豚亭　

海老屋　

割烹　関源　

株式会社　花むら　

株式会社　佐野屋　

株式会社サイゼリヤ　京成成田駅前店　

株式会社江戸ッ子寿司　

株式会社世話インターナショナル　

株式会社成毛家　

株式会社大黒屋　

株式会社乃どり　

㈱ティエフケー成田エアポートレストハウス　グリル・レインボー

㈱ティエフケー成田エアポートレストハウス　宴会場　オリオン

甘味処　更紗　

関西居酒屋　四季　

韓国食堂　チヂミ　

丸亀製麺　成田店　

丸源ラーメン成田店　

季節料理　青山　

亀鰻　

菊屋　

喫茶　コパン　



喫茶スナック　パール　

丘の上カフェ　

久呂麦　

宮　

宮武讃岐うどん　

宮本旅館　

弓田食堂　

牛たんと海鮮魚介　陸奥国　彦左衛門

牛角ヒューマックス成田店　

牛参道　

居酒屋　Ａｍａｋｉ　

居酒屋　あかり　

居酒屋　あぶちゃん　

居酒屋　いずみ　

居酒屋　イテウォン　

居酒屋　くみ　

居酒屋　こころ　

居酒屋　さかえ　

居酒屋　としちゃん　

居酒屋　はなみずき　

居酒屋　わらべ　

居酒屋　希花束　

居酒屋　金龍　

居酒屋　空海　

居酒屋　五月　

居酒屋　小百合　

居酒屋　信長　

居酒屋　途中駅　



居酒屋　毘酒門天　

居酒屋　里　

居酒屋　和　

居酒屋　澤よし

居酒食堂　わ楽　

居炉鳥　

魚べい　成田美郷台店　

魚幸　

京花　

京成　友膳　

京成成田ホルモン　おいで屋／魚民　

京都　銀ゆば　京成成田駅前店　

京都ラーメン森井　

蕎や　向後　

蕎麦　いちふく　

蕎麦なめ木　

郷味食堂　

桐之家　

近江屋旅館　

金星（きんぼし）　

金兵衛　

銀座惣菜店　

銀泉　

九州創作料理と厳選肉　結　成田駅前店　

九州博多らーめん　ぽんこつ亭　

駒寿し　

串あげ　串ノ丈　

串かつでんがな　スカイタウン成田店



串焼うまかっぺ屋　

串焼き、野菜巻き専門店　九四八　成田店

串焼屋　鶏ごっち　

串本　

熊のや

栗原軒　

軽食・喫茶　ゆう　

鶏ＳＯＢＡ　春夏冬　

鶏が先か卵が先か　

月の家　

古民家カフェ　きのこくらぶ　

古民家カフェ　トゥッカーノ　

五味酉　

後藤屋　

御食事処　わたなべ　

幸むら　

幸楽苑　成田店　

康　

更科　

更科　

紅虎小吃店　

紅虎餃子房　

荒磯　

高橋亭　

高砂家　

高倉町珈琲成田店　

高津原　

鴻福居　成田店　



国際医療福祉大学成田病院フードコート　

今宵、成田で世界の肉料理と　ごほうびワインを

彩食酒楽　和’ｓ　

三はし　

三久　

三姉妹　

三代目鳥メロ　成田駅前店　

三芳家　

三本亭　

参道ダイナー　

山茶花　

山田屋　

山内農場　

山乃家　

四季彩　れんま　

四六時中　イオン成田店　

四六時中　ボンベルタ成田店　

旨いもん処　大和　

旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　成田駅前店

獅子舞　

時代おくれ　

自家製麺　杵屋麦丸　

自家製麺麺や　勝鶏　

謝朋殿　成田国際空港店　

酌場　飄々

若松本店　

手羽唐・旨もん　手羽市成田店　

手仕事膳所　いち川　



手打そば　伝心庵

酒らん童　

酒処　あや　

酒場　夢　

酒粋処　まっすぐ　

寿し処　瓢箪　

寿司処　飯田　

宗教法人成田山新勝寺　

秀月食堂　

春夏秋冬　わき田　

駿河屋

旬の味覚　ふく　

旬の味覚　ふく。　

旬彩　じらいや　

旬彩創作　才蔵　

所ちぃん　

小料理　華道　

松屋　成田空港第３ターミナル店　

松屋５１号線成田店　

松鮨　

焼き鳥Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＴＡＲ　ＬＯＲＤ　

焼肉　ＨＡＰＰＹ　

焼肉　祇園　

焼肉　友苑　

焼肉きんぐ成田店

焼肉とハンバーグ専門　神戸牛衛門　

焼肉ホルモン　亀仙　

焼肉屋　むさし　



焼肉屋　田中商店　

焼肉屋　田中商店　開運橋店

焼肉屋さかい　成田店　

上町　菊屋

食事処　居酒や　瀬お　

食事処　酒処　陽（ＨＡＲＵ）　

食事処　小料理　こくぶ　

食堂　ユリ　

信州そば処　そじ坊　

信水　

新宿とんかつ　さぼてん　

新川　

新中華　中国四川料理　

新富寿司　

薪と炭焼き　いと半　

辛い屋　

仁康　

甚兵衛茶屋　

水産酒場　徳三丸　食の饗宴　拉薩・東の匠　ＳＰＦ豚

杉のや　

杉養蜂園　成田山店　

成田　バンチャガール

成田　牛武　

成田ＡＩＣエアポートホテル　

成田Ｕ－シティホテル　エピナール

成田アニメデッキ　

成田エアポートレストハウス　セントラルキッチン

成田ゴルフ倶楽部　



成田サンバカレー　

成田とんとん亭　

成田の命泉　大和の湯　２Ｆドリンクコーナー

成田パン　

成田ビューホテル（トップレストラン）　１１Ｆ

成田ビューホテル（和食堂）１Ｆ　

成田ヒューマックスシネマズ８　

成田ファームランド　

成田フェアフィールドゴルフクラブ　

成田ゆめ牧場　チーズフォレスト

成田ゆめ牧場　バーベキューハウス

成田ゆめ牧場　ファームカフェ　

成田ゆめ牧場　門前店　

成田ゆめ牧場　薬師堂前店　

成田ゆめ牧場ガラスハウス　

成田ゆめ牧場ピザタイム　

成田虎智庵　

成田江戸ッ子寿司　市場店

成田江戸ッ子寿司　本店

成田参道房の駅　

成田茶和々　

成田東武ホテルエアポート　１階ティーラウンジ　コンパスローズ

成田東武ホテルエアポート　９階ウインドウズレストラン

成田東武ホテルエアポート　オアシス

成田表参道マルシェ　ｂｙＳＨＡＲＥ'ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

成葉軒　

星乃珈琲店　成田店　

正五九だんご



生搾りモンブラン専門店　

西洋料理とスパゲッティーの店　チャップリン

仙臺たんや利久　成田空港第３ターミナル店　

千寛　

千葉うまかっぺ屋　６０６

千葉うまかっぺ屋　６６

千葉うまかっぺ屋　６６００

千葉うまかっぺ屋　６６６

千葉うまかっぺ屋６

千葉うまかっぺ屋６６６６

川の音　成田店　

川波　

川豊　

川豊西口館　

川豊総門前店

川豊別館　

創造中華　華星　

蔵元直売店「長命泉」　

蔵馬　

多耕焼　ＧＯＮ蔵

多津美　

太平洋クラブ成田コース　クラブハウス２階レストラン

台所　まるみ　

台方ラーメン　

台方ラーメン　

台湾スイーツ　月花　

台湾料理　烏來　

台湾料理　味や　



大ちゃん　

大栄カントリークラブ内レストラン

大雅飯店　

大橋食堂　

大衆酒場　シバケン

大衆酒場　豚に真珠　

大衆焼肉　モーちゃん

大衆肉焼　だるま　

大衆馬肉料理　跳ね馬　

大和寿司　

醍醐　

担々麺　一龍　成田店

談話室　

築地すし好　成田空港第二ターミナル店　

築地銀だこ　イオンモール成田店　

築地寿司岩　成田空港店　

茶花　

中華　えんちゃん　

中華　東魁

中華そば　麦家　

中華麺琢　

中華料理　酔仙閣　

中華料理　鉄馬　

中華料理　東京餃子軒　

中華料理　福縁　

中華料理店　開進　

中国料理　伯竜　

長太郎カントリークラブ　



鳥伊勢　

鳥玄　成田店　

鳥正　

鳥半魚半　

鳥𠀋　成田店　

直売所しもふさ　

椎名食堂　

塚田農場　成田店　

辻　売店　

鶴亀洞　

鼎　

鉄板　やきそば　

鉄板焼　菜里多　

天たこ・あんたろう公津店　

天勇　

天丼の店　アラジン　

田川家　

唐朝刀削麺　

湯の川　

道とん堀　成田店　

徳樹庵成田美郷台店　

寅屋　

寅屋本店　

呑み喰い処　和雅家　

呑み処食い処　つうちゃん　

奈々雪茶屋　

南洋飯店　

二八そば　りゅう



日の江　居酒屋　

日高屋　成田東口店　

日進庵　

日本橋からり　イオンモール成田店　

日野屋　

農家の野菜×創作料理１０１

芭蕉庵　

背脂らーめん宮本　本店　

博千　

柏家　

白鳳カントリー倶楽部　レストラン　

八　

比内地鶏・天ぷら　秋風　

備長炭焼　七左衛門　

美菜ダイニングＮＩＣＯ　

美味辛厨房　まるから成田店　

百香亭　

浜屋旅館　

不動　

不二家レストラン　成田国際空港店　

富婦㐂　

風庵

風楽　

福仙　

福泰厨房　

米倉食堂　

豊美食堂　

北海　



北海道生まれ　和食処　とんでん成田店　

北陸富山の美味　とやまや　

本格中華料理　八福　

本場のインド料理　ギータ　

麻希　

又兵衛　船形店　

味の民芸　成田ニュータウン店　

味道園　

夢庵　成田中央通り店　

名鳥　

麺たま　

麺や福一　

麺屋　千葉六右エ衛門

麺処　うまかっぺ食堂

麺処つるはん　

麺場　田所商店　イオンモール成田店

麺場　田所商店　成田店　

木更津タンメン　キサタン　成田店　

目利きの銀次 京成成田駅前店

野沢羊肉店　

油屋うまかっぺ屋

油屋うまかっぺ屋

有限会社　香車　

有限会社　扇　

有限会社　童夢　

有限会社い志ばし　

有限会社うお藤　

有限会社たちばな　



有限会社成田ひがし屋ホテル　

有限会社旅館田中屋本店　

㈲ふじや　

㈲渡屋甚兵衛　

㈲東洋　

由亀　

洋食屋モリキチ３０１　

洋麺屋五右衛門　成田空港店　

羊と鹿とときどき猪

来て烈　

龍ちゃん　

蓮　

路地裏バル　Ｃｏｙｏｔｅ

六九

六調子　

和空成田山門前　嘉肴

和幸　イオンモール成田店

和幸ボンベルタ成田店　

和食・川魚　錦谷　

和食手打めん処　三久楽　

和食処　寛吉　

和食処　若木　

和食料理　髙はし　

和装ＰＵＢ　ＬＵＮＡ

和風スナック　あいちゃん　

和風スナック　てまり　

和風バー　みかづき　

和風れすとらん　オリーブ　



丼なもん家　

國之家　

崋の湯　

珈琲　楓　

珈琲庵　

珈琲豆舎　

餃子の王将京成成田駅前店　

鮨　やまと　

鮨割烹　はる美　

鮨割烹お好み焼　弥しろ　

鮨処　いしい　

鮨処　つち弥　

𠮷野家　成田国際空港第２ターミナル本館店

𠮷野家パビリオン成田店　


