
浦安市　基本対策確認店一覧

（株）ドンク　新浦安アトレインストア店　

１００時間カレー　Ｂ＆Ｒ　浦安店　

２Ｆ宴会場　パントリー１　

２Ｆ宴会場　パントリー２　

３階　パントリー　

ａ　ｌｅ　Ｌｏｉｃ　

ＡＢＵＲＩ百貫　イオン新浦安店　

Ａｍｙｕ　

Ａｓｉａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＢＡＭＢＬＥＢＥＥイオンスタイル新浦安店

ＡＳＰＡＲＡＧＵＳ　

ＢＡＫＥＤ＆ＣＡＦＥ

BAR  INOHANA　

ＢＡＲ　Ａｎｃｈｏｒ　

ＢＡＲ　ＣＨＩＮＯＮ　

Ｂａｒ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ　

Ｂａｒ　Ｈｉｌｌｓ　

ＢＡＲ　ＨＯＮＭＡ

Ｂａｒ　Ｌ’ｅｓｃａｌｅ　

Ｂａｒ　Ｌｉｅｎ　

ＢＡＲ　Ｎ　

Ｂａｒ　Ｔｉｅｒｒａ　

ＢａｒＬｏｕｎｇｅ　Ａａｒｕ　

ＢＥＡＣＨ　

ＢＥＡＲＳ　ｋｉｔｃｈｅｎ　



ｂｅｌｉｅｖｅ　

ＢＩＧ　ＭＡＭＡ　

Ｂｉｇ　Ｓｍｉｌｅ　ＣＡＦＥ　

ＢＬＯＳＳＯＭ＆ＢＯＵＱＵＥＴ　アトレ新浦安店

ｂｏｏｋｃａｆｅ　Ｄａｎ　

Ｂｏｕｎｔｉｆｕｌ　ＣＯＦＦＥＥ　

Ｂｒａｎ樹　

Ｂ級グルメ食堂　浦安店　

Ｃ＆Ｂ　チャチャチャ　

ＣＡＦＥ　ＡＬＯＨＡ　ＧＡＲＤＥＮ　

café　CHEZ MADU　

Ｃａｆｅ＆ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ＡＬＯＨＡ　ＬＯＵＮＧＥ

ＣＡＳＡ　ＯＲＳＥＴＴＯ　

ｃｈａｗａｎ　舞浜駅前店　

Ｃｈｅｅｒｓ　

ＣＨＵＢＢＹ　ＡＩＲＬＩＮＥＳ　

ｃｌｕｂ　ｓｅｌｅｎｅ

CLUB TOP'S-VIN.　

Coco Bongo　

ｃｏｋｉａ　

ＣＲＯＳＳ　ＢＯＲＤＥＲ　

Dining Bar Lighthouse　

Dining　Bar　ミラコロ　

Ｄｏｇ　Ｃａｆé　Ｈａｐｙ－Ｈａｐｉ

ＤＯＮ　ＤＯＮ　



Ｅｇｇｓ’ｎ　Ｔｈｉｎｇｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　アトレ新浦安店

Ｆｏｒｔｕｎａ　

ＧｉｒｌｓＢａｒ　１ｓｔ　

ＧｉｒｌｓＢａｒ　ＶＵＳＥＮＡ　

Ｇｕｚｍａｎ　ｙ　Ｇｏｍｅｚ　イクスピアリ店

Ｈａｍｂｕｒｇ　Ｋｉｄ＇ｓ　

Ｈｅａｌｔｈｙ　Ｂｏｙ　

Ｈｏｔ　ｐｌａｔｅ　ｄｉｎｉｎｇ　もんＪａじゃ

Ｉｓｌａｎｄ　ｂａｒ　ＩＢＩＺＡ　

Ｉｔａｌｉａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＶＡＮＳＡＮ　イオン新浦安店

Ｊｅｗｅｌｒｙ　Ｇｉｒｌｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

ＪＵＮＧＬＥ　

ＪＵＮＧＬＥ　２ｎｄ　

ＫＡＴＨＭＡＮＤＵ　ＫＩＴＣＨＥＮ　

Ｋｅｉ　

ＫＦＣ　イオン新浦安店　

ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ　ｄｅ　ｎｏｎｏ　

Ｌａ　Ｏｈａｎａ　

Ｌａ　Ｐｉｃａｄａ　ｄｅ　ｔｒｅｓ　

ｌａ　ｐｌａｇｅ

ＬＡ　ＴＩＧＲＥ

ＬＡＵＭＥＬＩＡ　

ＬＡＶＥＮＤＥＲ　

ＬＩＮＯＰＡＡＮＩ

ＬＩＴＴＬＥ　ＢＹ　ＬＩＴＴＬＥ　



ＬＯＣＯ　ＤＩＮＥＲ　

ＬＵＣＹ　ＣＲＥＰＥ　

ＭＡＨＡ　ＣＵＲＲＹ　

ＭＥＨＭＡＮ　

ｍｉｘｏｌｏｇｙ　Ｂａｒ　ａｃｏｔｔｏ　

Ｍｕｓｉｃ＆Ｄａｒｔｓ　Ｊａｓｍｉｎｅｚ

Ｍｕｔｅ

ｎａｎａ’ｓ　ｇｒｅｅｎ　ｔｅａ　

ＮＢＤ　ＢＡＲ　ＰＰ　－フィロソフィア－　

ＮＥＮＥ　ＣＨＩＣＫＥＮ　＆　ＪＩＪＩＭＩ ＧＯ ニューコースト新浦安店

Ｎｅｗ　かれん　

ｏｎ　ａｎｄ　ｏｎ　

Oobanburumai　

OYSTER ＆ DINING BAR IBIZA １４３　

Ｐａｙａｓｏ　

Ｐｉｒａｔｅ

ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＩＣＨＩＲＯＴＥＩ　

Ｐｏｒｋｙ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　浦安店

ｑｕｉ

ｒＢＡＲ　

Ｒｅｇｉｎａ　

RIO　GRANDE　GRILL　イクスピアリ　

ＲＵＢＡＮ　

ｓａｃｒｉ　ｓｔａｔｉｏｎ　

ＳＡＨＩＬ　ＣＡＦＥ　



Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｓｗｅｅｔｓ　

SALVATORE CUOMO & BAR 浦安　

Ｓｅａｇｕｌｌ　

Ｓｅａｎ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　

ＳＥＩＪＯ　ＩＳＨＩＩ　ＳＴＹＬＥ　アトレ新浦安店

ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　ＢＬＡＣＫ　ＤＩＡＭＯＮＤ

ｓｏｒａ－ｃａｆｅ　

Ｓｏｕｌ　Ｆｏｏｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　

ＳＰＡ＆ＨＯＴＥＬ舞浜ユーラシア　オアシス

SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア　オーキッド

SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア　カスケード

ＳＰＡ＆ＨＯＴＥＬ舞浜ユーラシア　プリューム／エトワール

Ｓｐｉｃｅ　Ｉｎｄｉａ　

Ｓｐｉｃｅ　Ｉｎｄｉａ　

ＳＰＯＲＴＳ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　たまりば　

Ｓｕｇａｒ　

ｔ－ｅｎ　

ＴＧＩ　ＦＲＩＤＡＹＳ　イクスピアリ店

ＴＩ－ＤＡ　

ＴＯＭＩＳＵＩ　

ｔｒｉｇｇｅｒ

Ｔ－Ｓｔｙｌｅ　

ＵＮＣＬＥ　

URAYASUmarkets　

Ｙｏｕ　＆　Ｍｅ．ｃｏ　



あぁ、ハンバーグ　

アイランドクラブ　アンド　レストラン　パームツリー

アウトバックステーキハウス舞浜店　

アクアテラス　

あさひ食堂　

アジアンレストラン　マウンテン　

アゼリヤ　

アドルーク　

アリラン　

イオンスタイル新浦安　イートイン　

イオンスタイル新浦安ＭＯＮＡ　（ピザ・パスタ）

イオンスタイル新浦安ＭＯＮＡ　（リワード）

イオン新浦安　彦酉　

いきなり！ステーキイオン新浦安店　

イクスピアリ・キッチン　Ａ区画　

イクスピアリ・キッチン　Ｂ区画　

イクスピアリ・キッチン　Ｅ区画　

いざかや　慶　

イタリアンバル　タヴェルナ　フラビア　

イタリアンレストラン　テラコッタ　

イタリア食堂　デコボッコ　

イビススタイルズ東京ベイ　

イマチル

いもっこかふぇ　

いろり庵きらく　新浦安店　



いわい　たけし丼　

インド料理　ゴングル　

インド料理　スーリア　

ヴィンセント　浦安店　

ウェンディーズ・ファーストキッチン　浦安西友店

うさぎティーガーデン

うなぎ　朝川　

オールド・オウル　

おかいち　

おむすび権米衛　舞浜イクスピアリ店

オリエンタルホテル東京ベイ１Ｆ宴会場厨房　

おんごろや　

お好み焼　小ばなし　

お好焼　コッチ　

お好焼・もんじゃ　若菜　

ガスト　浦安店　

かつや千葉浦安店

かね政　

カフェ　グリーン　

カフェ・カイラ　

カフェ・デ・あいらんど　

カフェトレイル＆トラック　

カフェレストラン　すてんぱれ

からあげの鉄人／カミナリステーキ

カラオケ　サン



カラオケ　山　

カラオケ・パブ　Ｒｉ　

カラオケBanBan　浦安やなぎ通り店　

カラオケＢａｎＢａｎ　浦安店　

カラオケＢａｎＢａｎ　新浦安駅前店　

カラオケステージ　あかり　

カラオケダイニング　かくれ家　

カラオケまねきねこ　浦安北口店　

カラオケ館浦安店　

カルパッチョ　

カレーハウス　ゴリラ亭　

ガレリアカフェ・ルームサービスキッチン　

カンテラーノ　

キッチン　クリボー！　

キッチンカフェ　ほっぷ　

クア・アイナ　イクスピアリ店　

クィーン・オブ・ハートのバンケットホール　

くいもんや　惣兵衛　

クエスト　

クオリティー

グランカフェ オープンキッチン　

グランカフェ　キッチン　

グランカフェ バーカウンター　

グランカフェ ビュッフェキッチン　

グランサンク　



グランドニッコー東京ベイ 舞浜 ジャルダン　エントランス側オープンキッチン

グランドニッコー東京ベイ 舞浜 ジャルダン　キッチン側オープンキッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　ジャルダン　コールドエリアキッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　ジャルダン　ホットエリアキッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　ジャルダン　ラウンジキッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　テラス　キッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　メインキッチン

グランドニッコー東京ベイ　舞浜　中華調理　

クリスピー・クリーム・ドーナツ　舞浜イクスピアリ店

くるまやラーメン　浦安店

コイケグループ　ＫＡＲＩＳＭＡ　

コーヒーラウンジパントリー　

ゴールドジム浦安千葉　

ゴクゴク　

ココス　浦安店　

ごせき　

こだわりらーめん孫悟空　

ゴブリン　

コメダ珈琲　新浦安店　

こめらく　

ゴンチャ　イクスピアリ店

ごん助　

ザ・ガーデンレストラン　プラナスタイル

ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ　マンション内カフェ

サーティワンアイスクリーム　



サーティワンアイスクリーム新浦安アトレ店　

サイゼリヤ　アクロスプラザ浦安東野店　

サイゼリヤ　アトレ新浦安店

サイゼリヤ　ニューコースト新浦安店　

サイゼリヤ　浦安駅前店　

サイゼリヤ　舞浜駅前店　

サイゼリヤ舞浜イクスピアリ店　

さくら水産　イオン新浦安店　

サブウェイイオン新浦安店　

シェラトン・グランデ・トーキョー　ベイホテル別棟１階パントリー

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル　12F小宴会場キッチン　

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル　ジョージアンテラス　

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル　ベイラウンジ　

シェラトン・グランデ・トーキョベイホテル　別棟３階パントリー

シネマイクスピアリ　１階売店　

シネマイクスピアリ　３階売店　

シャトールージュ　

しゃぶしゃぶ温野菜　浦安店　

しゃぶしゃぶ温野菜　新浦安駅前店　

しゃぶしゃぶ但馬屋　イクスピアリ店　

しゃぶ葉　浦安東野店　

じゅじゅ　

ショットバー　グランドル　

ジョナサン浦安店　

ジョリーパスタ　ライフガーデン新浦安店　



じろう　

しんさだ　

すい。　

スカイヘブン　

すき家　ライフガーデン新浦安店　

すき家　浦安駅前店　

すき家　浦安堀江店　

スシロー　フォルテ新浦安店

すし屋の弥助　

すし処　咲真　

すし処　善　

すし匠　

すし銚子丸　浦安店　

スターズ　

スターバックスコーヒー　ＭＯＮＡ 新浦安店

スターバックスコーヒー　アトレ新浦安店

スターバックスコーヒー　浦安店　

スターバックスコーヒー舞浜イクスピアリ店　

ステーキハウス　Ｒｉｂ（リブ）　

ステーキハウス　マエダ　

スナック　ＳＡＭＡＹＯ　

スナック　すず　

スナック　ボンボン　

ｾｶﾞﾌﾚｰﾄﾞ･ｻﾞﾈｯﾃｨ･ｴｽﾌﾟﾚｯｿ ﾋﾙﾄﾝ東京ﾍﾞｲ店　

セレナヴィータ新浦安　カフェ・ラ・ヴィータ



そば処　いづよし　

そば処　吉平　

そば処　二葉支店　

ダイナスティ　（王朝）　

ダイニング　夢　

ダイニングバーＢＲＡＶＯ　

たから亭　

タリーズコーヒー　イクスピアリ店　

タリーズコーヒー　ニューコースト新浦安店　

ダンダダン酒場　浦安店　

チキン・チーズドッグ　

チャイナ厨房　頂湯譚　

チャイニーズテーブル　

つり舟　

ティアレ

ディズニー　アンバサダー　ホテル　エンパイア・グリル

ディズニー　アンバサダー　ホテル　シェフ・ミッキー

ディズニー　アンバサダー　ホテル　チックタック・ダイナー

ディズニー　アンバサダー　ホテル　ハイピリオン・ラウンジ

ディズニー　アンバサダー　ホテル　ベーカリー

ディズニー　アンバサダー　ホテル　ペストリー

ディズニー　アンバサダー　ホテル　宴会厨房

ディズニー　アンバサダー　ホテル　主厨房

ディッパーダン　イオン新浦安店　

てけてけ　浦安店　



てしごと家　新浦安店　

デリス　タルト＆カフェ　イクスピアリ店

デリフランス　新浦安店　

ドクターフィッシュ＆カフェ　水景庵　

とさか　

トスティーナ　

ドトールコーヒーショップ　アトレ新浦安店　

ドトールコーヒーショップ　浦安南口店　

ドトールコーヒーショップ　順天堂大学医学部附属浦安病院店

ドトールコーヒーショップ新浦安モナ店　

ドラム缶浦安店　地上の星　

トルセドール　

とんかつ　きむら　

とんかつ　やまだ　

とんかつ　新宿さぼてん　

とんかつ屋　かつ甚　

とんかつ田　浦安舞浜店　

ナカセンナリ　豆花　

なにげ　

ニューラーメン　ショップ　

ネクスト　

バーガーキング　ニューコースト新浦安店　

はい、串揚げです。　

ハイアットリージェンシー東京ベイ　ザ　ガーデン　ブラッスリー＆バー（バー）

ハイアットリージェンシー東京ベイ　ザ　ガーデン　ブラッスリー＆バー(ﾚｽﾄﾗﾝ)



ハイアットリージェンシー東京ベイ　すし　絵馬

ハイアットリージェンシー東京ベイ　ルーフトップバー

ハイアットリージェンシー東京ベイ　鉄板焼　富貴亭

バス停そば　すどう　

はなの舞　新浦安店　

はなまるうどん　イオン新浦安店　

はなまるうどん　ニューコースト新浦安店　

はなまるうどん　浦安メトロピア店　

ハブ　

パブ　フェイス　

はま寿司　ライフガーデン新浦安店　

バル　デ　エスパーニャ　グランビア　新浦安店

バル･リカ･セルヴェッサ　

ハンバーグ・ステーキ＆ケーキ　Ａｍｏｕｒ　

はんぶん堂　

ビースティーレ　

ビーパス浦安店　

ひさご　

ビッグボーイ　ライフガーデン新浦安店　

ピッタ・ゼロゼロ　

ピッツェリア　テルメ　

ひとみちゃん　

ヒマラヤ食堂　

ひまわり食堂　

ビリヤード　パルコ　



ヒルトン東京ベイ１Ｆ　ザ・スクエア　アチェンド

ヒルトン東京ベイ１Ｆ　ザ・スクエア　シルバ

ヒルトン東京ベイ１Ｆ　ザ・スクエア　フォレストガーデン

ブーランジェリー　ロシェル　浦安店　

ふじ川　

フツウニフルウツ舞浜出張所　

プリマルーチェ　厨房　

フレッシュ・コネクション　

ブローニュの森　

ベッカーズ舞浜店　

ベックスコーヒーショップ舞浜店　

ホテルエミオン東京ベイ　パームガーデン

ホテルエミオン東京ベイ　パームスクエア　

ホテルエミオン東京ベイ　ララ・イタリアーナ

ホテルエミオン東京ベイ　日本料理＆バー　カイ

ホテルオークラ東京ベイ　「羽衣」　

ホテルオークラ東京ベイ　カフェレストラン　テラス

ホテルオークラ東京ベイ　ファンクションルーム

ホテルオークラ東京ベイ　メインキッチン　

ホテルオークラ東京ベイ　宴会厨房　

ホテルオークラ東京ベイ　桃花林

ホテルショコラ　新浦安店　

ほのか　浦安店　

ポポラマーマ　イオン新浦安店　

ポポラマーマ　ニューコースト新浦安店　



ポポラマーマ浦安店　

マーレクッチーナ　

舞浜オリーブの庭

マインズ　

まがり屋　

マクドナルド　浦安店　

マクドナルド　浦安東野ヤオコー店　

マクドナルド　浦安富士見店　

マクドナルド　新浦安駅前店　

マクドナルド　舞浜イクスピアリ店

まぐろや　

まぐろや　富士見店　

まごころ　

マネケンイクスピアリ店　

マルキ食堂　

マルヤス酒場　

まんぷく食堂　

ミー太郎　

みきの家　

ミスタードーナツ新浦安ショップ　

メインキッチン　　（ルームサービス・　サービスバーアイスクリーム）

メインバー　マートレット　

モア　純　

モスバーガー　イオン新浦安店　

ももさく　



もんじゃ　小麦屋　

モンスーン・カフェ舞浜　イクスピアリ店　

やきとり　大好き　

やきとり家すみれ浦安店　

やぶ富　

やるき茶屋　新浦安店　

四十八漁場　新浦安店

ラーメン　たかし屋　

ラーメン　永興　

ラーメン　五衛門　

らあめん花月　嵐　

らあめん花月　嵐　浦安店　

らーめん北斗　

ラウンジ・オー　

らんせる亭　

リンガーハット　イオン新浦安店　

リンガーハット　ニューコースト新浦安店　

レインフォレストカフェ　

レインボーハット　新浦安店　

レストラン　カシュカシュ　

レストラン　コデアク　

レストランニューマリンズ　

レストランファインテラス主厨房　

レッドロブスター舞浜イクスピアリ店　

ロイヤルホスト　浦安店　



ロッツォ・ガーデンカフェ　

ロティズ・ハウス　

ロティズ・ハウス　クックチル

ロビーラウンジ　シルフ　

ワイン食堂コンクラーベ　

わくわくはっぴー本棚　

安楽亭　浦安北栄店　

一心・ハオ　

一天張　

隠れ家　

浦安　幸来　

浦安ｋｉｔｃｈｅｎあそび　

浦安のひもの屋　

浦安ビューフォートホテル　

浦安ブライトンホテル　宴会厨房　

浦安マルシェ　えんじん　

浦安卓球ＰＡＲＫ　

宴会パントリー　

宴会主厨房　

宴会場　パントリー　

宴会厨房　

横浜家系　壱角家　浦安店　

屋久島　

屋形船　浦安サマヨ（第三サマヨ）　

屋形船　川口丸　



屋台屋博多劇場　浦安店　

花茶８３０６　

廻鮮寿司　𠮷恒　

海人酒房　イクスピアリ店　

海酔　

海賊の台所　アトレ新浦安　

楽（たのし）　

樫の木　

樫の木　

割烹くるまや　

株式会社すかいらーくレストランツ　バーミヤン浦安今川店

鎌倉パスタ　イオン新浦安店　

鎌倉ハンバーグ　ＬａＮａｉ３／９　

韓国野菜料理　JUN　

韓国料理屋オアシス浦安　

韓流居酒屋食堂　おんどる　

丸とし　

丸屋

丸志げ　

岩田屋本店（第十八岩田屋）　

寄り処　らん

季節料理　たくみ　

鬼平　

菊水亭　

鞠子屋　



喫茶　カフェ・ド・モン　

喫茶　さくら　

久仁寿司　

牛たん焼き　仙台　辺見　新浦安店　

牛角　イオン新浦安店　

居酒や　えふぉーと　

居酒屋　あけちゃん　

居酒屋　あみんこ

居酒屋　からふる　

居酒屋　コニー　

居酒屋　のぶし　

居酒屋　みい　

居酒屋　よりみち　

居酒屋　若竹　

居酒屋　数納　

居酒屋　味益　

居酒屋くいくい　

漁師料理うらやす　

魚民　

京懐石　螢　

蕎麦　うらやす　信や　

郷土料理　うらさん　

極濃つけ麺　プルプル５５　

金寿司　

串カツ田中　浦安店　



串カツ田中　新浦安店　

串と水炊　旬や　

慶鳥　

元氣七輪焼肉牛繁　浦安万華郷店　

玄品　浦安　

古式　手打ちうどん　藏　

幸楽苑　浦安店　

広島風　お好み焼　じゅん平　

砂場　

祭醸造　

三ぶちゃん　

三幸　

三之助　

山田屋　

山内農場　

四季菜々　新浦安店　

四季旬菜　つくし　

旨いもん処　淀　

自家焙煎椿屋珈琲　イオン新浦安店　

自然派ビュッフェ饗の詩　

自転車処風輪　

鹿児島県霧島市塚田農場　新浦安店　

手打そば　栄ごん　

手打ち蕎麦　ちんねん　

酒と肴〆はうどん　博多ＵＤＯＮだいにんぐ　ながやま亭。



酒楽屋　すずや　

酒処　やっちゃん　

酒場　琴　

寿司義　

寿司清　

秀寿司　

旬彩ダイニング　四季菜　

旬鮮酒房　呑平　

旬味　新浦安店　

勝花　

小味庵　萌寿　

小料理　ありんこ　

松屋　浦安駅前店　

松屋　浦安店　

松屋　浦安富士見店　

焼鳥　兼田　

焼鳥　青葉　

焼肉　いちり　

焼肉　コリアハウス　

焼肉　ソウル　

焼肉　十がらし　

焼肉　新羅　ＭＯＮＡ新浦安店　

焼肉　新羅　浦安駅前店　

焼肉　新羅　新浦安本店　

焼肉トラジ　イクスピアリ店　



焼肉屋　くいどん　浦安店　

笑　

場留　K's　

食酒屋　やまさき　

信州そば処　そじ坊　

心　

新浦安　アートグレイス・　ウエディングコースト　１階厨房

新浦安　アートグレイス・　ウエディングコースト　３階厨房

新浦安　麺屋土竜　

新浦安アートグレイスウェディングコースト　Ｅバンケット

新助　

新鮮や　たく　

神戸インドカレー　

神戸屋ブレッズカフェ　メトロピア浦安店

人形町今半　舞浜イクスピアリ店　

酔いどれ　浦安店　

西安餃子　新浦安店　

青山餃子房　浦安店　

青龍門　

折鶴

千家　

千寿司　浦安店　

千寿司　新浦安店　

千寿楼、桜花楼　

千倉庵　



船宿　西栄（第七西栄丸）　

船宿　西栄（第八西栄丸）　

倉一廊　

多七　

太月そば店　

泰平鮨　

代官山　Ｃａｎｄｙ　ａｐｐｌｅイクスピアリ店

大宴会場　パントリー　

大苑　

大江戸温泉物語　浦安万華郷　ひなた茶屋　

大黒屋　

大衆割烹　丸正　

大衆酒場ＢＥＥＴＬＥ浦安店　

大同苑　

大八ぼっちゃん　新浦安店　

大分からあげ柊　

第１７吉久丸　

第二十七　吉野屋　

第八　相馬屋　

卓味　

炭火焼元ちゃん　

炭火焼肉　悠雅亭　

炭火焼肉酒家　牛角　浦安店　

炭焼きハンバーグ　和　イオン新浦安店

馳走　ふくしま　



馳走　天乃　

築地　玉寿司　

築地　銀だこ　

築地銀だこ　イクスピアリ店

築地銀だこ　西友浦安店　１Ｆ　

茶筅　浦安店　

中宴会場　パントリー　

中華・ラーメン　春香　

中華料理　泰興　

中国ラーメン揚州商人　イオン新浦安店

中国料理　一發　

中国料理　花閒　

長寿韓酒房　新浦安店　

鳥起　

鳥勝　

鳥繁　

珍來　浦安店　

鉄板焼　燔　

鉄板焼もん　

天悟　

土間土間　イオン新浦安店　

土間土間　浦安店　

東京ディズニーシー　Ｓ．Ｓ．コロンビア・ダイニングルーム

東京ディズニーシー　ヴォルケイニア・レストラン

東京ディズニーシー　オープン　セサミ



東京ディズニーシー　カスバ・フードコート

東京ディズニーシー　カフェ・ポルトフィーノ

東京ディズニーシー　ケープコッド・クックオフ

東京ディズニーシー　ゴンドリエ・スナック

東京ディズニーシー　サルタンズ・オアシス

東京ディズニーシー　ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

東京ディズニーシー　シーサイドスナック

東京ディズニーシー　セバスチャンのカリプソキッチン

東京ディズニーシー　テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

東京ディズニーシー　ドックサイドダイナー

東京ディズニーシー　トロピック・アルズ

東京ディズニーシー　ニューヨーク・デリ

東京ディズニーシー　ノーチラスギャレー

東京ディズニーシー　バーナクル・ビルズ

東京ディズニーシー　ハドソンリバー・ハーベスト

東京ディズニーシー　ブリーズウェイ・バイツ

東京ディズニーシー　ベイサイド・テイクアウト

東京ディズニーシー　ホライズンベイ・レストラン

東京ディズニーシー　マゼランズ

東京ディズニーシー　マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー

東京ディズニーシー　ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ

東京ディズニーシー　ユカタン・ベースキャンプ・グリル

東京ディズニーシー　リストランテ・ディ・カナレット

東京ディズニーシー　リフレスコス

東京ディズニーシー　リフレッシュメント・ステーション



東京ディズニーシー　レストラン　櫻

東京ディズニーシー　レストラン櫻　テラス席

東京ディズニーシー　ロストリバークックハウス

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　オチェーアノ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　コールドキッチン

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　シルクロードガーデン

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　ブッチャー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　ペストリー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　ベッラヴィスタ・ラウンジ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　宴会キッチン

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　宴会サービスバー

東京ディズニーセレブレーションホテル　：ウィッシュ　ウィッシュ・カフェ

東京ディズニーセレブレーションホテル　：ディスカバー　ディスカバー・カフェ

東京ディズニーランド　イーストサイド・カフェ

東京ディズニーランド　カウボーイ・クックハウス

東京ディズニーランド　カフェ・オーリンズ

東京ディズニーランド　キャプテンフックス　・ギャレー　トルバドールタバン

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ ｷｬﾘｯｼﾞﾊｳｽ・ﾘﾌﾚｯｼｭﾒﾝﾄ　

東京ディズニーランド　キャンプ・ウッドチャック・キッチン

東京ディズニーランド　クラブ３３

東京ディズニーランド　グランマ・サラのキッチン

東京ディズニーランド　クリスタルパレス・レストラン

東京ディズニーランド　グレートアメリカン・ワッフルカンパニー

東京ディズニーランド　ザ・ガゼーボ

東京ディズニーランド　ｽｸｳｨｰｻﾞｰｽﾞ・ﾄﾛﾋﾟｶﾙ・ｼﾞｭｰｽﾊﾞｰ



東京ディズニーランド　センターストリート・コーヒーハウス

東京ディズニーランド　チャイナボイジャー　ボイラールーム・バイツ

東京ディズニーランド　トゥモローランド・テラス

東京ディズニーランド　パン・ギャラクティック・ピザ・ポート

東京ディズニーランド　ハングリーベア・レストラン

東京ディズニーランド　ヒューイ・　デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ

東京ディズニーランド　プラザパビリオン・　レストラン／ザ・ダイヤモンドホースシュー

東京ディズニーランド　プラズマ・レイズ・ダイナー

東京ディズニーランド　ブルーバイユー・レストラン

東京ディズニーランド　ペコスビル・カフェ

東京ディズニーランド　ポリネシアンテラス・レストラン

東京ディズニーランド　ラ・タベルヌ・ド・ガストン／ル・フウズ

東京ディズニーランド　ラケッティのラクーンサルーン

東京ディズニーランド　れすとらん北齋　

東京ディズニーランド　ロイヤルストリート・ベランダ

東京ディズニーランドスウィートハート・　カフェ，アイスクリームコーン

東京ディズニーランドホテル　カンナ

東京ディズニーランドホテル　シャーウッドガーデンレストラン

東京ディズニーランドホテル　ドリーマーズ・ラウンジ

東京ディズニーランドホテル　バンケットキッチン

東京ディズニーランドホテル　ペストリー／ベーカリー

東京ディズニーランドホテル　メインキッチン　コールド

東京ディズニーランドホテル　メインキッチン　ホット

東京ベイ東急ホテル レストランコーラルテーブル

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　「サンセット」「カーニバル」



東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　１階アクアラウンジ

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　ANEEXダイニング「ガーデン・キッチン」

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　オールデイダイニング　カリフォルニア

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　ｵｰﾙﾃﾞｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾘﾌｫﾙﾆｱ  ｶｳﾝﾀｰ

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　主厨房

東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート　日本料理「浜風」

燈籠　

道玄家　アトレ新浦安店　

独一処餃子　新浦安店　

南大門　

二十四節や　

肉処　もりや　

日高屋　浦安店　

日本ケンタッキーフライドチキン　浦安店

日本橋　多門　

日本酒　よつば　

日本酒とりまる　浦安店　

日本料理　ふじまつ　

日本料理　飛鳥　

日本料理　飛鳥（寿司）　

日和ホテル舞浜　

猫実珈琲店　

博多　一風堂　

番屋　

美富・ハイカロリーで何が悪い！！！！　・ＬＡＢＯ事業



富安茶樓

富士そば　浦安店　

富来家　

舞　千房　イクスピアリ店　

舞浜　

舞浜イクスピアリ　２Ｆトレイダーズ・パッセージ店

分田上　

平乃家　

豊楽　

北海道生まれ　和食処　とんでん　浦安店　

牧和すし　

堀江バル　

本気の焼豚　プルプル食堂　

桝田屋　

味わい食堂　ひねもすのたり　

味処　季布や　

味道　

麺屋　真星　

麺屋　龍　～継～

麺酒場　凜々亭　

目利きの銀次

薬膳カフェＫｏＫｏ 　

有限会社　ステーキハウス　リブ　

有限会社　とんかつ双葉　

有限会社　吉野屋　第２２吉野屋丸



有限会社　吉野屋　第２３吉野屋丸

有限会社　吉野屋　第２５吉野屋丸

有限会社　吉野屋　第２６吉野屋丸

有限会社　美加和屋　

有限会社　鳳龍　

有限会社仲寿司　

遊菜亭　志摩家　

遊山　

遊食屋　楽

洋麺屋五右衛門　新浦安店　

雷鳥　

老上海　

和のうだがわ　

和幸　アトレ新浦安店　

和幸　イクスピアリ舞浜店　

和食　さと浦安店　

和食ごはん　ｎｉｃｏｒｉ　

和食ふじ　

和道酒家　らく　

凛や　

琥珀

聚京縁　

萬龍飯店　

鮨・酒・肴　杉玉　浦安　

𠮷野家　浦安駅前店　


