
No 店舗名 住所

1 ウエスト千葉旭町店 千葉市中央区旭町16-17

2 サッビアサーフ 千葉市中央区旭町2番2号グリーンコーポ旭1階B

3 炭道楽 千葉市中央区旭町2番5号

4 カフェサイリュウ画廊 千葉市中央区亥鼻1-1-3

5 木栖飯店 千葉市中央区亥鼻1丁目7番7号

6 SAWANGSTORE 千葉市中央区亥鼻3-1-1-102

7 まごころ 千葉市中央区亥鼻3-4-3

8 インド料理RAHUL 千葉市中央区亥鼻三丁目1番17号1階

9 鳥吉 千葉市中央区稲荷町2丁目11番15号

10 吟家 蘇我店 千葉市中央区稲荷町2丁目1番39号

11 焼肉 樹苑 千葉市中央区稲荷町2丁目1番7号

12 喜多方ラーメン坂内蘇我店 千葉市中央区稲荷町3-1-10

13 みさと 千葉市中央区院内1-10-5

14 ナナトン 千葉市中央区院内1-11-4

15 BARMK 千葉市中央区院内1-17-15

16 BULL 千葉市中央区院内1-17-15ビラ・アペックス千葉2階B店舗

17 カラオケスナックIchigoIchie 千葉市中央区院内1-17-15ビラアペックス千葉3A

18 居酒屋たか 千葉市中央区院内1-17-2斉藤第2ビル

19 夢幻 千葉市中央区院内1-18-13コスモビル1FB

20 鮨岡田 千葉市中央区院内1-19-10バレンシア千葉

21 セブンカラー 千葉市中央区院内1-19-12

22 居酒屋ニュー純ちゃん 千葉市中央区院内1-19-12キクチビル1F

23 OHANADOYOO 千葉市中央区院内1-19-2ワタナベビル102

24 九州料理とっとっと 千葉市中央区院内1-2-15九州料理とっとっと

25 Serena 千葉市中央区院内1-5-9YK11ビル2F

26 TOYPLUS 千葉市中央区院内1-6-9

27 海鮮野郎 千葉市中央区院内1-6-9龍山店舗102

28 割烹武石 千葉市中央区院内1-8-1

29 まろん 千葉市中央区院内1丁目10番2号2F

30 居酒屋カラオケエミ＆ミチ 千葉市中央区院内1丁目11-1コーポ11

31 （有）美舟尾張屋 千葉市中央区院内1丁目11番2号

32 小料理志のぶ 千葉市中央区院内1丁目11番9号

33 居酒屋さくら 千葉市中央区院内1丁目11番地1コーポ111階

34 おく野 千葉市中央区院内1丁目13番5号

35 すし ゆう 千葉市中央区院内1丁目14番7号

36 ジョーカー 千葉市中央区院内1丁目17番15号

37 ラウンジ SHO 千葉市中央区院内1丁目17番15号

38 月 千葉市中央区院内1丁目17番15号ヴィラ・アペックス4F

39 ベビードール 千葉市中央区院内1丁目17番15号ビラ・アペックス1F

40 ラウンジ零 千葉市中央区院内1丁目17番8号ビラ・アペックス千葉地下1階店舗

41 ふじの 千葉市中央区院内1丁目19番20号

42 バーダックス 千葉市中央区院内1丁目19番20号丸加ビル1F

43 鮨 隆男 千葉市中央区院内1丁目19番2号

44 ぎんなん 千葉市中央区院内1丁目19番6号

45 ろびんそん 千葉市中央区院内1丁目19番7号

46 真満留 千葉市中央区院内1丁目19番7号視崇ビル1F

47 スナックエミ 千葉市中央区院内1丁目4番3号

48 友達 千葉市中央区院内1丁目5番15号

49 PhilippineKitchenYumi 千葉市中央区院内1丁目5番1号ミヤモトビルディング

50 居酒屋 エミ 千葉市中央区院内1丁目6番9号

51 Garula 千葉市中央区院内1丁目9番8号KSビル101

52 フィリピニアナ 千葉市中央区院内2-12-11

53 MONGOLIAN CHOP 千葉市中央区院内2丁目1番12号

54 バルサ 東千葉店 千葉市中央区院内2丁目1番1号

55 お食事 けん田 千葉市中央区院内2丁目2番2号

56 takeya 千葉市中央区院内2丁目6番1号

57 サイゼリヤ 千葉鵜の森店 千葉市中央区鵜の森町4番8号

58 からおけヘミちゃん 千葉市中央区栄町10-7

59 ヤンヤン 千葉市中央区栄町10番11号2階

60 鳥伝 千葉市中央区栄町10番1号

61 ルーナ 千葉市中央区栄町10番7号102

62 K-BOS 千葉市中央区栄町11-2石川ビル1FC

63 インダストリアルバル101号室 千葉市中央区栄町11番2号

64 カラオケタンポポ 千葉市中央区栄町12-2

65 レストランBARライン 千葉市中央区栄町12番2号栄町田中ビル2階

66 Queen Bee 千葉市中央区栄町12番4号

67 千寿惠 千葉市中央区栄町16-2

68 スパゲッティーのパンチョ 千葉市中央区栄町16-2エビスビル1階

69 カロリーキッチン 千葉市中央区栄町16-2エビスビル2階

70 焼酎Barcolors 千葉市中央区栄町16-2ターミナルビル3F

71 スナックトンボ 千葉市中央区栄町16番6号1階

72 日韓大衆居酒屋食堂サラン 千葉市中央区栄町17-6

73 スタジオ純 千葉市中央区栄町17-6サランビル2F

74 StudioJuN 千葉市中央区栄町17-6サランビル2F

75 HANA 千葉市中央区栄町20-12

76 ジュらイ 千葉市中央区栄町20-12

77 居酒屋路 千葉市中央区栄町20-12

78 カラオケ居酒屋ゆらり 千葉市中央区栄町20番12号

79 大阪たこ焼き 松っちゃん 千葉市中央区栄町20番12号

80 焼肉コリア 千葉市中央区栄町22-1

81 リアトリスラウンジ縁 千葉市中央区栄町22-13MIYABIビル5F

82 カウンターラウンジ縁 千葉市中央区栄町22-13miyabiビル6階

83 MIYABI 千葉市中央区栄町22-15

84 Snack-優美- 千葉市中央区栄町22-15第7YKビル

85 ラウンジ CASABLANCA 千葉市中央区栄町22番13号

86 クゥンクワン 千葉市中央区栄町22番13号

87 ノダジ 千葉市中央区栄町22番15号

88 姫 千葉市中央区栄町22番15号第7YK11ビル1階101号
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89 CLUB BRIGHT 千葉市中央区栄町22番16号

90 平和閣 千葉市中央区栄町23番1号

91 居酒屋じゅり 千葉市中央区栄町23番1号

92 フードすみれ 千葉市中央区栄町23番1号

93 居酒屋 やっこ 千葉市中央区栄町23番1号

94 ピンクペイズリー 千葉市中央区栄町23番地1号

95 中華料理季季香 千葉市中央区栄町24-5

96 69 千葉市中央区栄町24番11号栄町ソシアルビル4階

97 居酒屋 ソウル 千葉市中央区栄町24番9号

98 居酒屋いなか 千葉市中央区栄町25-10林ビル1階

99 酒蔵寿々喜 千葉市中央区栄町25-13

100 味処福よし 千葉市中央区栄町25-7

101 RestaurantbarShahin 千葉市中央区栄町25-8CSKビルB1

102 ぼたん 千葉市中央区栄町25番7号福よしビル2F

103 大長今 千葉市中央区栄町26-10リプロビル1階

104 みのり 千葉市中央区栄町26-14

105 仲家寿し 千葉市中央区栄町26-7仲家寿し

106 紫陽花 千葉市中央区栄町26番11YK11ビル1階1-4

107 ラウンジⅧ 千葉市中央区栄町26番11号

108 居酒屋ゆみ 千葉市中央区栄町26番11号102YKビル

109 春 千葉市中央区栄町26番11号YK11ビル1階

110 美富士＆伊炉葉 千葉市中央区栄町26番12号

111 24時マート 千葉市中央区栄町26番14号

112 歌謡曲BARGoldenJuke～時間旅行～ 千葉市中央区栄町27-11栄町狸小路ビル2F

113 M'sBarJewel 千葉市中央区栄町27-11栄町狸小路ビル5A

114 わがまま 千葉市中央区栄町27-11狸小路ビル2A号

115 男区 千葉市中央区栄町27-11狸小路ビル3F-A

116 どんぐり 千葉市中央区栄町27-14

117 えびす 千葉市中央区栄町27-14

118 居酒屋小屋 千葉市中央区栄町27-15

119 みんく 千葉市中央区栄町27-15

120 パブカン 千葉市中央区栄町27-27ロイヤルコーポ八番館1F

121 KAGUYA姫 千葉市中央区栄町27-3

122 居酒屋港 千葉市中央区栄町27-35

123 サランバン 千葉市中央区栄町27-36

124 輝 千葉市中央区栄町27-4

125 居酒屋トンボ 千葉市中央区栄町27-5

126 居酒屋恵 千葉市中央区栄町27-7

127 居酒屋美子 千葉市中央区栄町27番10YK店舗1階

128 BarPolaris 千葉市中央区栄町27番11号栄町狸小路ビル1B

129 しずか 千葉市中央区栄町27番11号栄町狸小路ビル3FC

130 ふじ 千葉市中央区栄町27番1号

131 GRANDEUR 千葉市中央区栄町27番27号

132 ひまわり 千葉市中央区栄町27番2号

133 居酒屋あきね 千葉市中央区栄町27番2号1階

134 エリ 千葉市中央区栄町27番30号

135 居酒屋しおり 千葉市中央区栄町27番30号

136 愛 千葉市中央区栄町27番8号

137 Syuho’s Club 千葉市中央区栄町29番5号

138 オビターズ 千葉市中央区栄町29番5号アイリスビルⅡ3F

139 Pocha 千葉市中央区栄町30-10

140 ライム 千葉市中央区栄町30-2-1

141 エヌホテルカフェ 千葉市中央区栄町30-4Nホテル

142 ハルバン 千葉市中央区栄町30番13号

143 居酒や芳梅 千葉市中央区栄町3-10

144 ダイニングバーJEJU（チェジュ） 千葉市中央区栄町31-5

145 スナックなお 千葉市中央区栄町31-5

146 跡地 千葉市中央区栄町3-15

147 カラッシオピザ家 千葉市中央区栄町31-8

148 満多隣 千葉市中央区栄町32-1-1階

149 令和中華食堂 千葉市中央区栄町32番12号

150 オープンカフェ式居酒屋Bar 千葉市中央区栄町32番1号

151 焼肉ホルモン牛吉 千葉市中央区栄町32番1号田中店舗2F

152 BAMIEN 千葉市中央区栄町33-4中央Jsビル3F

153 ピザハウス土竜 千葉市中央区栄町34-5東光ビルB1

154 しーちゃんの台所 千葉市中央区栄町34-7

155 clubStella 千葉市中央区栄町34-7宮間ビル2F

156 MusicLoungeBahama 千葉市中央区栄町34-7宮間ビルB1

157 居酒屋柳 千葉市中央区栄町34-8宮間ビル1F

158 selosa 千葉市中央区栄町34番5号東光ビル1ーF

159 ダイニングバーマーテル 千葉市中央区栄町35-11日商ビル2階

160 erotikava 千葉市中央区栄町35-20ルミナス千葉1F

161 なんちゃってBAR庭 千葉市中央区栄町35番10号

162 なんちゃってBar油 千葉市中央区栄町35番10号

163 スナックPARTⅡ 千葉市中央区栄町36-7-5F

164 遊楽 千葉市中央区栄町36番7号FCビルANNEX2階

165 soundbarmui 千葉市中央区栄町37-11伊藤ビル2F

166 季節料理しげとみ 千葉市中央区栄町37-12

167 スキャンダル 千葉市中央区栄町37-1センターフジビル3F

168 居酒屋蛍 千葉市中央区栄町37-6

169 Dフロンティア 千葉市中央区栄町37番10号

170 遊膳 千葉市中央区栄町37番10号

171 隠れ家 ORCO 千葉市中央区栄町37番12号

172 中華料理金星 千葉市中央区栄町37番1号

173 焼鳥鳥とし 千葉市中央区栄町38-1

174 干物BAR ほしもん 炙り処 千葉市中央区栄町38番7号

175 TEPPAN筋クリート 千葉市中央区栄町39-13

176 味平作 千葉市中央区栄町39-3

177 天-2 千葉市中央区栄町39番13号イーストセブン千葉中央3階

178 かわな 千葉市中央区栄町40-10シェルム21

179 おいそ 千葉市中央区栄町40-12

180 鮨屋久拓 千葉市中央区栄町40-13



181 Inspiration 千葉市中央区栄町40-14ケイジビル102

182 とん家 千葉市中央区栄町40番14号恵慈1階

183 クイーンスター 千葉市中央区栄町41-10セントラルスクエアビル3F

184 Fu雷坊 千葉市中央区栄町41-11河繁ビル1F

185 Bar69ers 千葉市中央区栄町41-11河繁ビル1階102

186 ライブスペースライト 千葉市中央区栄町41-11河繁ビル2F

187 栄町0番地 千葉市中央区栄町41-13東山ビル101

188 PECO"PA！（ペゴパ） 千葉市中央区栄町41-13東山ビル201

189 OHAYO 千葉市中央区栄町4-1-1階

190 ペルファヴォーレ 千葉市中央区栄町41-6-1F

191 1．2．3 千葉市中央区栄町41番10号

192 味楽 千葉市中央区栄町41番10号

193 DOWN UNDER 千葉市中央区栄町41番10号

194 モン・アムール 千葉市中央区栄町41番10号セントラルスクエアービル2階A号室

195 スナック キャプテン 千葉市中央区栄町41番11号

196 すし 宮坂 千葉市中央区栄町41番13号

197 COPAMI 千葉市中央区栄町41番13号

198 エンジェル 千葉市中央区栄町41番8号

199 おでんでんでん千葉栄町店 千葉市中央区栄町42-6

200 おか田 千葉市中央区栄町42番6号

201 有限会社 生乃弥 千葉市中央区栄町4番14号

202 慶州 千葉市中央区栄町5-8ルエール中正101

203 おたぎり 千葉市中央区栄町6番1号

204 CLUBSHISHA 千葉市中央区栄町9-1

205 パラダイス 千葉市中央区栄町9-11ゴールデンプラザ3F

206 カウンターバーミナミ 千葉市中央区栄町9-15

207 cafe＆BarAppleHouse 千葉市中央区栄町9-15イズミヤビル2階

208 bror 千葉市中央区栄町9-15イズミヤビル5F

209 日本料理にし村 千葉市中央区栄町9-4米川ビル1F

210 BARELF 千葉市中央区栄町9-4米川ビル1階B

211 ペガサス 千葉市中央区栄町9番11号ゴールデンプラザビル2F

212 居酒屋テジョン 千葉市中央区栄町9番15号イズミヤビル1階

213 ぼん 千葉市中央区栄町9番15号イズミヤビル3F

214 真帆 千葉市中央区栄町9番15号イズミヤビル4階

215 花澤三友 千葉市中央区栄町9番6号

216 串やきとりこう 千葉市中央区塩田町367-22

217 大むら 千葉市中央区塩田町436-4

218 麺や美好 千葉市中央区寒川町1丁目80番地

219 笑がおの湯 千葉寒川店 千葉市中央区寒川町2丁目147番地1

220 麺場 喜久屋 千葉市中央区寒川町2丁目200番地1

221 洋風居酒屋山城 千葉市中央区寒川町3-109-2

222 ラーメンショップ 千葉市中央区寒川町3丁目105番地6

223 関西食堂 千葉市中央区寒川町3丁目49番地

224 ナシーブ 千葉市中央区寒川町3丁目76番地

225 餃子の王将 千葉寒川店 千葉市中央区寒川町3丁目90番地30

226 オモニキッチン 千葉市中央区亀井町1-12

227 長咲や 千葉市中央区亀井町1-15ヤトミビル1F

228 春木屋丸八支店 千葉市中央区亀井町5-2

229 光華園 千葉市中央区亀井町5番1号

230 とんぷら 千葉市中央区亀井町7番12号

231 カラダをはぐくむレストランコトコト 千葉市中央区宮崎1-22-14

232 みやざき倶楽部 洋厨房 千葉市中央区宮崎1丁目15番21号

233 長金委 千葉市中央区宮崎1丁目17番22号

234 亀の家 千葉市中央区宮崎1丁目18番47号

235 べに花 千葉市中央区宮崎2-5-38

236 四季 千葉市中央区宮崎2-5-38

237 スナックちんちら 千葉市中央区宮崎2-5-38

238 スナックアカシア 千葉市中央区宮崎2-5-38

239 彩菜 千葉市中央区宮崎2-5-38

240 ナン ハウス インド・ネパールレストラン ＆バー 千葉市中央区宮崎2丁目1番49号

241 居酒屋きらく 千葉市中央区宮崎2丁目5番1号金杉テンポ1F

242 ナイト イン ピーチ 千葉市中央区宮崎2丁目5番38号

243 スナック來夢 千葉市中央区宮崎2丁目5番6号

244 生そば 福亭 千葉市中央区宮崎町456番地5

245 焼肉炭家 千葉市中央区宮崎町457-1

246 居酒屋 和 千葉市中央区宮崎町530番地12

247 ゆで太郎宮崎町店 千葉市中央区宮崎町700-1

248 中国料理 宴 千葉市中央区宮崎町780番地24

249 レッドリバー 千葉市中央区港町3-3

250 パンダしょくどう 千葉市中央区港町3番1号

251 手作り居酒屋 民 千葉市中央区港町4番19号

252 廣寿司 千葉市中央区港町8-17

253 焼肉屋くいどん蘇我店 千葉市中央区今井1-10-23

254 やきとり酒場廻 千葉市中央区今井1-22-2晃栄ビル1階

255 SPOTLIGHT蘇我店 千葉市中央区今井1-23-10-102

256 すずき支店 千葉市中央区今井1丁目22番8号

257 鶏豚キッチンむしゃむしゃ 千葉市中央区今井1丁目23番10号

258 MEHMAN 千葉市中央区今井1丁目25番12号

259 麺屋ていじ 千葉市中央区今井1丁目25番13号

260 鉄板焼三代目 千葉市中央区今井1丁目5番2号

261 えばと屋 千葉市中央区今井2-11-6

262 海の幸華福 千葉市中央区今井2-12-13蘇我第二マンション1F

263 和洋創作料理Nishimuraya 千葉市中央区今井2-12-15蘇我第一マンション101

264 さかなや道場蘇我東口店 千葉市中央区今井2-15-17KS．HOYOビル1F

265 なかむら 千葉市中央区今井2-15-5

266 和風料理かめや 千葉市中央区今井2-5-21

267 BARPIBE 千葉市中央区今井2-5-23

268 SAKEスタンド小粋 千葉市中央区今井2-6-3

269 居酒屋おかえり。 千葉市中央区今井2-8-5

270 LoungeR 千葉市中央区今井2-8-6-1階

271 酒と魚と蛙人。 千葉市中央区今井2-9-12吉賀ビル1階

272 あごら・ばる 千葉市中央区今井2丁目10番1号



273 はなの舞 蘇我西口店 千葉市中央区今井2丁目10番2号

274 宇宙船 千葉市中央区今井2丁目11番27号

275 こなやSalt 千葉市中央区今井2丁目11番27号ラ・ペーシュ蘇我1F

276 Lounge Tiara 千葉市中央区今井2丁目12番15号

277 ぱぶ さてんどーる 千葉市中央区今井2丁目12番15号

278 大衆割烹 越山 千葉市中央区今井2丁目12番15号

279 一番軒 千葉市中央区今井2丁目12番1号

280 鮨酒処顕 千葉市中央区今井2丁目14番6号

281 松屋 蘇我店 千葉市中央区今井2丁目1番1号

282 中村焼肉 千葉市中央区今井2丁目1番7号

283 居酒屋 上総 千葉市中央区今井2丁目2番15号

284 焼肉とホルモン「もぢょい。」 千葉市中央区今井2丁目4番3号

285 魚河岸料理 芝浜 千葉市中央区今井2丁目4番8号

286 つけ麺 石ばし 千葉市中央区今井2丁目4番9号

287 もぢょい有限会社蘇我駅西口店 千葉市中央区今井2丁目50番2号

288 ベックスコーヒーショップ 蘇我店 千葉市中央区今井2丁目50番2号

289 いろり庵きらく蘇我店 千葉市中央区今井2丁目50番2号

290 とんとん亭 千葉市中央区今井2丁目5番17号

291 天使担々麺 千葉市中央区今井2丁目5番25号

292 はやと 千葉市中央区今井2丁目9番11号

293 はな 千葉市中央区今井3-20-14

294 えくらん漁三郎 千葉市中央区今井3-25-8

295 たぬき 千葉市中央区今井3丁目19番13号

296 六甲 千葉市中央区今井3丁目5番6号

297 コーヒーマイルド 千葉市中央区今井町1494-3

298 アートサロン 千葉市中央区市場町2-6

299 鳥悦 千葉市中央区市場町2-6

300 MUSICIANSPARADISEJAM 千葉市中央区市場町9-19

301 パウナキッチン 千葉市中央区市場町9番21号

302 BBQFactory汐見丘店 千葉市中央区汐見丘町10-1

303 Bistro Takeru 千葉市中央区汐見丘町10番1号

304 かぼちゃわいん 千葉市中央区汐見丘町13-16

305 季節料理 四季野 千葉市中央区汐見丘町14番14号

306 やのまこと 千葉市中央区汐見丘町18番1号

307 玉勝 千葉市中央区汐見丘町24-6

308 INDIAN NEPALI RESTRUENT and BAR DIYO 千葉市中央区若草1丁目1番7号

309 満亭 千葉市中央区出洲港13番15号

310 一蘭 出洲港店 千葉市中央区出洲港1番3号

311 酒・お食事処和食和食や 千葉市中央区出洲港1番4号

312 バーミヤン 千葉出洲港店 千葉市中央区出洲港1番7号

313 BAR風雅 千葉市中央区春日1-20-6-202第一中野ビル

314 くいどころバー団居 千葉市中央区春日1-20-7第一中野ビル二階

315 MarineStone 千葉市中央区春日1丁目15番9号春日ファースト102号室

316 都久志 千葉市中央区春日1丁目19番10号

317 カーネギー 千葉市中央区春日1丁目20番7号中野ビル1F

318 小料理潮 千葉市中央区春日1丁目20番地7号

319 カフェ・ル・グレ 千葉市中央区春日2-10-8ラ・ペール春日1F

320 ニュー・ローク 千葉市中央区春日2-16-8

321 フラットダイニング 千葉市中央区春日2-1-8西千葉フラット102

322 やまのい 千葉市中央区春日2-1-8西千葉フラット1階

323 トラットリア&バールジジーノ 千葉市中央区春日2-19-4鈴木ビル1階

324 武蔵家西千葉店 千葉市中央区春日2-19-9

325 川王府餃子軒 千葉市中央区春日2-19-9西千葉西口ビル4号室

326 鉄板ダイニングそら 千葉市中央区春日2-1-9テラス椿1F

327 ホルモン酒場一献 千葉市中央区春日2-20-6

328 大衆焼き鳥酒場やきとりさんきゅう西千葉店 千葉市中央区春日2-21-10西千葉マンションB1階C号室

329 ドラム缶西千葉店 千葉市中央区春日2-21-10西千葉マンションBF1E

330 HAGE 千葉市中央区春日2-21-10西千葉マンション地下1FB号室

331 Birch 千葉市中央区春日2-21-10西千葉マンション地下1階A号室

332 さくら 千葉市中央区春日2-21-10西千葉マンション地下1階D号室

333 炭火串焼ねぎま家 千葉市中央区春日2-21-11

334 スウェル 千葉市中央区春日2-21-11

335 soramame 千葉市中央区春日2-21-11遠藤ビル1階

336 麺屋総信 千葉市中央区春日2-21-14第1野田マンション101

337 寿司割烹みどり 千葉市中央区春日2-21-5

338 鳥貴族西千葉店 千葉市中央区春日2-23-11

339 登戸の滝 千葉市中央区春日2-23-11-103

340 リビングバーノクターン(LivingBarNocturne 千葉市中央区春日2-23-4時田ビル2階

341 カラオケルームGabby 千葉市中央区春日2-23-6NCビル

342 居酒屋世炉思食 千葉市中央区春日2-25-16

343 魚民西千葉南口駅前店 千葉市中央区春日2-25-1竹久ビル2階

344 BeerandAleLatta 千葉市中央区春日2-25-2ポスト西浦ビル1F

345 手羽唐・旨もん手羽市西千葉店 千葉市中央区春日2-25-3千寿ビル1階

346 自家製手打ち麵粋や 千葉市中央区春日2-26-9

347 マボロシカレー西千葉店 千葉市中央区春日2-26-9渡辺ビル1F

348 DEAR FROM 千葉市中央区春日2丁目10番8号

349 ラウンジとまと 千葉市中央区春日2丁目16番8号

350 Cafe Dining 彩雲 saiun 千葉市中央区春日2丁目19番1号

351 日高屋 西千葉南口店 千葉市中央区春日2丁目19番9号

352 松屋西千葉店 千葉市中央区春日2丁目19番9号

353 シェ・レザンジュ 千葉市中央区春日2丁目1番9号

354 肴亭杉家 千葉市中央区春日2丁目22番11号

355 山亀家 千葉市中央区春日2丁目23番11号

356 カフェレストランハマユウ 千葉市中央区春日2丁目23番11号105

357 ザナンマスター 千葉市中央区春日2丁目23番4号時田ビル1F

358 庄や 西千葉店 千葉市中央区春日2丁目23番5号

359 SAKE-FISH SAWASUKE 千葉市中央区春日2丁目23番6号

360 土間土間 西千葉店 千葉市中央区春日2丁目23番6号

361 ガスト 西千葉駅ビル店 千葉市中央区春日2丁目24番4号

362 コンニチワ ペリエ西千葉店 千葉市中央区春日2丁目24番4号

363 昌慶苑 千葉市中央区春日2丁目25番14号

364 百福 千葉市中央区春日2丁目25番17号友成ビルB1



365 炭炭 千葉市中央区春日2丁目25番1号

366 牛角 西千葉店 千葉市中央区春日2丁目25番4号

367 ライブハウスZX西千葉店 千葉市中央区春日2丁目25番4号三央第一ビルB1

368 すき家西千葉駅前店 千葉市中央区春日2丁目37番1号

369 スナックメイツ 千葉市中央区松ケ丘町145

370 居酒屋よってらっしゃい 千葉市中央区松ケ丘町145番地

371 まつの 千葉市中央区松ケ丘町164番地

372 此々来屋 千葉市中央区松ケ丘町170番地

373 中華ダイニング桂彩魚 千葉市中央区松ケ丘町1番地16

374 居酒屋ユーワク 千葉市中央区松ケ丘町266番地

375 うめちゃん 千葉市中央区松ヶ丘町404

376 花いちりん 千葉市中央区松ケ丘町444番地

377 駄猫の聖地 千葉市中央区松ケ丘町51-3

378 よ志乃寿司 千葉市中央区松ケ丘町82番地1

379 ベンガル タイガー 千葉市中央区松波1丁目14番11号

380 （有）長寿庵 千葉市中央区松波1丁目18番10号

381 ビリーズバー 千葉市中央区松波2-17-11

382 スナックひろこ 千葉市中央区松波2-18-1

383 立ち呑みした心 千葉市中央区松波2-18-1

384 やすらぎ 千葉市中央区松波2-18-1

385 万平 千葉市中央区松波2-18-4

386 西千葉のチャーハン屋さん幸せのれんげ 千葉市中央区松波2-19-11

387 ホテルいこい 千葉市中央区松波2-19-13

388 歌丸 千葉市中央区松波2-20-1

389 ラーメン無限大 千葉市中央区松波2-5-6いずみビル

390 肉野菜工房うまいメシ 千葉市中央区松波2丁目18番8号新葉ビル1階

391 手打そば・和食 吉輝 千葉市中央区松波2丁目19番5号

392 壁の穴 スパゲティー 西千葉店 千葉市中央区松波2丁目19番5号

393 ぎやまんてい 千葉市中央区松波2丁目19番5号鎌滝ビル102

394 紅灯万来 千葉市中央区松波2丁目19番5号鎌滝ビル103

395 焼き鳥 鳥ふく 千葉市中央区松波2丁目20番1号

396 WieseL 千葉市中央区松波2丁目20番1号

397 Happy goo 千葉市中央区松波2丁目20番1号

398 篠原旅館 千葉市中央区松波2丁目2番8号

399 cafe STAND 千葉市中央区松波2丁目5番6号

400 cafe STAND 千葉市中央区松波2丁目5番6号

401 居酒屋和いち 千葉市中央区松波2丁目5番9号小幡ビル1F

402 京華楼 千葉市中央区松波2丁目7番2号小関ビル1階

403 柔 千葉市中央区松波3-1-15

404 巻葉亭 千葉市中央区松波3-3-6

405 MatsunamiCafeCachett 千葉市中央区松波3丁目5番5号ウィンドコート1階

406 えいとのパパ 千葉市中央区松波4-5-7浦山ビル102

407 楽空天 千葉市中央区松波4-8-7しのはらビル

408 天使の隠れ家 千葉市中央区松波4丁目13番16号

409 藍 千葉市中央区松波4丁目5番9号浦山ビル103

410 天ぷら松川 千葉市中央区新宿1-1-3

411 MOTOWNCLUB 千葉市中央区新宿1-14-11

412 BISTROFUKUMOTO 千葉市中央区新宿1-2-10IMIビル1F

413 鮨光 千葉市中央区新宿1-2-6-101

414 珈琲羅坊 千葉市中央区新宿1-4-13シャンテ千葉中央ビル

415 バーアンドレストランゴッサム 千葉市中央区新宿1-8-5サンハイツ千葉101号

416 有限会社 柵柵 千葉市中央区新宿1丁目10番12号

417 崑崙山飯店コンロンサンハンテン 千葉市中央区新宿1丁目18番4号

418 みくに 千葉市中央区新宿1丁目18番5号

419 POP BAR IMAGINE 千葉市中央区新宿1丁目8番5号

420 ミュージックラウンジエイトビート 千葉市中央区新宿2-10-2MF10ビル103

421 美味辛厨房まるから千葉中央店 千葉市中央区新宿2-11-1藤や観光ビル1階

422 レストランバーゴールドラッシュ 千葉市中央区新宿2-12-1-105

423 CAFEBARFROG 千葉市中央区新宿2-12-1新宿レジデンス1階

424 marble 千葉市中央区新宿2-2-11ソシアルビル

425 つくだ 千葉市中央区新宿2-2-11ソシアルビル1F

426 ALLURE 千葉市中央区新宿2-2-11宿ソシアルビル2階B

427 Peace5（PeaceFive） 千葉市中央区新宿2-2-11新宿ソシアルビル3F

428 ラウンジグラシア 千葉市中央区新宿2-2-11新宿ソシアルビル4階B室

429 Barif 千葉市中央区新宿2-2-11新宿ソシアルビル6階

430 鳥貴族京成千葉中央店 千葉市中央区新宿2-2-2-4F

431 HawaiianDiningPUROA 千葉市中央区新宿2-2-2第三プレシードビルB1F

432 HEXAGONBASE 千葉市中央区新宿2-2-5藤ビル1F

433 Lacasaditutti 千葉市中央区新宿2-3-9イズミビル105

434 西竹 千葉市中央区新宿2-5-1ホテルモンセラトン1F

435 NATURALNINEAROM 千葉市中央区新宿2-5-1モンセラトンホテル2階

436 ガストロパブオフィスアワー 千葉市中央区新宿2-8-3トレド新宿101

437 居酒屋 勇介 千葉市中央区新宿2丁目12番7号

438 手打そば たかはし 千葉市中央区新宿2丁目13番9号

439 シーホース 千葉市中央区新宿2丁目2番11号ソシアルビル5階

440 スナック母（HAHA） 千葉市中央区新宿2丁目2番11号新宿ソシアルビル4F

441 広八 千葉市中央区新宿2丁目2番1号

442 MEXICANBARsolmariachi 千葉市中央区新宿2丁目2番1号MK店舗2階

443 築地日本海 千葉中央店 千葉市中央区新宿2丁目2番2号

444 季節料理 まさむね 千葉市中央区新宿2丁目2番2号

445 牡蠣と牛たん 仙台や 匠 千葉市中央区新宿2丁目6番18号

446 Commoncafe千葉駅店 千葉市中央区新千葉1-1-1

447 星乃珈琲店ﾍﾟﾘｴ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1

448 凜や千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1

449 タリーズコーヒーペリエ千葉ストリート2 千葉市中央区新千葉1-1-1

450 unaucafe&kitchenペリエ千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉1-1-1JR千葉駅構内

451 一得餃子房ペリエ千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉1-1-1JR千葉駅構内ペリエ千葉エキナカ3階

452 こめらくニッポンのお茶漬け日和。ペリエ千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉1-1-1JR千葉駅内

453 イーエーグラン 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉4F

454 JINNANCAFEペリエ千葉 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉5F

455 おだしうどんかかやペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉5F

456 おぼんdeごはんペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉5F



457 神田グリルペリエ千葉 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉5階

458 PORCELLINO 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉5階

459 京都勝牛ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉B1F

460 東京麻辣湯ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉B1Fペリチカ

461 EVERYONE'SCAFEペリエ千葉 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉エキナカ4F

462 マクドナルドペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉フードコート

463 築地食堂源ちゃん千葉ペリエ店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉ペリチカバル

464 パパイヤリーフペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉店5F

465 BAGEL&BAGELペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉本館4F

466 1分おむすびペリチカ店 千葉市中央区新千葉1-1-1ペリチカ

467 日本酒プレミアムラウンジ『一献風月』 千葉市中央区新千葉1-1-1千葉ペリエ3F

468 くいもの倶楽部スタンド遊 千葉市中央区新千葉1-2-1107

469 百花亭千葉西口店 千葉市中央区新千葉1-4-2ウエストリオ1階1-3区画

470 ZIZI 千葉市中央区新千葉1-4-2ウエストリオ21-2

471 ラーメンよ志乃 千葉市中央区新千葉1-4-2ウエストリオ22F

472 北海道魚鮮水産千葉駅西口店 千葉市中央区新千葉1-4ウェストリオ1、1F

473 とり遊 千葉市中央区新千葉1-6-1千葉駅ビル第2別館B1

474 粋活酒場千葉人 千葉市中央区新千葉1-6-7サンハイツ新千葉1階

475 BISTROEBISUYA 千葉市中央区新千葉1-7-13

476 ミスタードーナツモノレール千葉駅ショップ 千葉市中央区新千葉1丁目1-1地先市道路

477 鎌倉パスタペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

478 吉野家ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

479 そばいちペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

480 菜の花そば千葉西口店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

481 ゴンチャ ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

482 海鮮魚力ペリエ千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

483 だん家 ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

484 鶏三和 ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

485 どうとんぼり神座ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

486 キハチ カフェ ペリエ千葉 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

487 スターバックスコーヒー ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

488 果汁工房果琳ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

489 京都宇治茶 錦一葉 ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

490 GARDEN CAFE 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

491 焼肉トラジ ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

492 鯛塩そば灯花 ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

493 ヴィレッジヴァンガードダイナー 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

494 今日和 ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

495 Café Rin 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

496 リンガーハットペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

497 Bull Pulu 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

498 カワシマパン 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

499 サンルヴァン 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

500 韓美膳DELI ペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

501 World Wine Bar by Pieroth 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

502 ゴーゴーカレーペリエ千葉パーク 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

503 ALOHA TABLE 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

504 Bull Pulu TAIWAN CAFE 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

505 ドトールコーヒーショップ 千葉駅東口店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号

506 とんかつ新宿さぼてんペリエ千葉店 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉5階

507 スターバックス　コーヒージャパン　株式会社　ペリエ千葉5階店っぽロ市 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉5階

508 松戸富田麺業 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉エキナカ3F

509 餃子の王様　龍吟 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉ペリチカバル

510 JEANFRANCOISペリエ千葉 千葉市中央区新千葉1丁目1番1号ペリエ千葉本館1F

511 串かつでんがな千葉西口店 鉄板酒場鐵一千葉西口店 千葉市中央区新千葉1丁目4番1号

512 アルポンテ・ドウエ 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号

513 COFFEE RIN 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号

514 バブルス hanare 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号

515 バブルス 千葉市中央区新千葉1丁目4番2号

516 浜庖丁 千葉市中央区新千葉1丁目6番1号

517 牡蠣と牛たん 仙台や 千葉市中央区新千葉1丁目6番1号

518 ナポリの漁師 ぷらっトリア 千葉市中央区新千葉1丁目7番3号

519 炭火串処すたーきっちん 千葉市中央区新千葉2-1-5小川第一ビル101

520 亀八庵 千葉市中央区新千葉2-17-6-101

521 鳥貴族千葉駅西口店 千葉市中央区新千葉2-3-2

522 中華料理生香園 千葉市中央区新千葉2-3-6

523 ムッシュゴルジェ 千葉市中央区新千葉2-8-10第3雄秀ビル102

524 炭火焼肉ホルモン酒場すたーきっちん 千葉市中央区新千葉2-8-10第三雄秀ビル101

525 美幸 千葉市中央区新千葉2丁目17番6号

526 オーシャンディープ 千葉市中央区新千葉2丁目1番5号

527 手料理 氣楽 千葉市中央区新千葉2丁目3番8号

528 瑞庵2 千葉市中央区新千葉2丁目5番14号

529 頑々坊子 千葉市中央区新千葉2丁目5番14号

530 北海道ラーメン 温 ～haru～ 千葉市中央区新千葉2丁目8番10号

531 アヤットインド・ネパールレストラン 千葉市中央区新千葉2丁目8番8号

532 mr.kanso千葉駅前店 千葉市中央区新千葉3-2-1新千葉プラザマンション103

533 カフェ ケルン 千葉市中央区新千葉3丁目13番14号

534 居酒屋レストランはましゅく 千葉市中央区新千葉3丁目13番15号

535 辰美鮨 千葉市中央区新千葉3丁目13番7号

536 居酒屋愛ちゃん 千葉市中央区新千葉3丁目7番20号

537 タリーズコーヒーペリエ千葉 千葉市中央区新千葉一丁目1番1号ペリエ千葉6F

538 千房そごう千葉店 千葉市中央区新町1000 そごう千葉10階

539 オークラレストラン千葉桃源 千葉市中央区新町1000そごう千葉10階

540 ジャスミンパレスベトナムレストラン 千葉市中央区新町1000そごう千葉店10F

541 丸の内ディンドンそごう千葉店 千葉市中央区新町1000そごう千葉店10F

542 美濃吉そごう千葉店 千葉市中央区新町1000そごう千葉店10階

543 京鼎樓 千葉市中央区新町1000そごう千葉店10階

544 千葉スカイウインドウズ東天紅 千葉市中央区新町1000千葉センシティタワー23階

545 椿屋茶房そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番そごう千葉10階

546 ILPINOLOLevita千葉 千葉市中央区新町1000番そごう千葉店10F

547 甘太郎千葉センシティ店ラパウザ千葉センシティ店 千葉市中央区新町1000番地

548 スターバックス コーヒー 千葉センシティタワー店 千葉市中央区新町1000番地



549 中華料理ぷんぷくまる 千葉市中央区新町1000番地

550 Hawaiian Food & Kona Beer Kau Kau 千葉市中央区新町1000番地

551 千房 そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地

552 伊勢定 千葉市中央区新町1000番地

553 牛たんと和牛焼き 青葉 千葉市中央区新町1000番地

554 拉麺いさりび＆覓茶 そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地

555 ガンボ＆オイスターバー 千葉そごう店 千葉市中央区新町1000番地

556 天一 千葉市中央区新町1000番地

557 壁の穴 千葉市中央区新町1000番地

558 ナパトレインそごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉10階

559 永坂更科布屋太兵衛 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10F

560 牛兵衛草庵 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

561 かつ波奈そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

562 築地寿司清そごう千葉店 千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店10階

563 プロント千葉そごう前店 千葉市中央区新町1000番地千葉そごう京成千葉駅構内

564 スターバックスコーヒー そごう千葉ジュンヌ店 千葉市中央区新町1001番地

565 EST！BAMBINO（エスト！バンビーノ） 千葉市中央区新町1001番地

566 夢咲 千葉市中央区新町1-11

567 割烹駿河 千葉市中央区新町1-12

568 一龍新町店 千葉市中央区新町15-1

569 鳥万 千葉市中央区新町15-2大友ビル1階2階

570 ラウンジTALENT 千葉市中央区新町15-5JK大友ビル4階

571 BarAlba 千葉市中央区新町15-5JK大友ビル5階

572 ラウンジシオン 千葉市中央区新町15-5JK大友ビル7F

573 天ちら蕎麦あ・まると 千葉市中央区新町15番5号JK大友ビル3F

574 muy rico 千葉市中央区新町15番地1

575 Restaurant estY 千葉市中央区新町15番地13

576 炉端幸房 炙りや 楽蔵 千葉市中央区新町15番地13

577 ラ・セーヌブランシュ 千葉市中央区新町15番地16

578 ナンハウス千葉店 千葉市中央区新町15番地5JK大友ビル2F

579 三好屋 千葉市中央区新町17-12

580 炭火炙り焼と地酒いぶしぎん千葉店 千葉市中央区新町17-16新町芳野ビル1F

581 うまいもの工房流庵 千葉市中央区新町17-4宍倉ビル3F

582 Cafe Pieces 千葉市中央区新町17番地4

583 笑和 千葉市中央区新町18番地10

584 虎視眈々 千葉市中央区新町19-10フクロウビルB-1

585 トラント．トロワ 千葉市中央区新町19番地10

586 野菜巻き串 とことん 千葉市中央区新町19番地11

587 すし孝 千葉市中央区新町19番地12

588 Dining BAR ROOKIE 千葉市中央区新町19番地5

589 蕎麦処こだか 千葉市中央区新町21番地1ベラージオⅡ1F-B

590 EST!PROSSIMO 千葉市中央区新町22-3

591 うなぎ天ぷらお料理大内 千葉市中央区新町22-4

592 LaCapital 千葉市中央区新町22-6-1F

593 SENBA PART-Ⅱ 千葉市中央区新町22番18号

594 焼くどーん 千葉市中央区新町22番地5

595 ChineseRestaurantよ志乃 千葉市中央区新町250京成千葉駅構内

596 カフェミラノ京成千葉駅前店 千葉市中央区新町250番地3

597 株式会社万龍軒 千葉市中央区新町25-12

598 炭火焼鶏Hiro 千葉市中央区新町25-5K-1新町ビル1F

599 鳥仙 千葉市中央区新町27-21

600 カクテルカフェバッカス 千葉市中央区新町3番地3辰巳ビル2F

601 Restaurant&WineBarDimolto 千葉市中央区新町4-1

602 ロゼッタ千葉 千葉市中央区新町4-2

603 はなかご 千葉市中央区新町4番地1

604 韓国食彩にっこりマッコリそごう千葉店 千葉市中央区新田町1000番地そごう千葉店10F

605 裏千葉シュリンプ 千葉市中央区新田町11-12

606 創作和食青木 千葉市中央区新田町11-14uビル

607 鍋ダイニングちゃんこ 千葉市中央区新田町11-14Uビル2F

608 レストランバーブリック 千葉市中央区新田町11-15稲葉ビル1F

609 和のか 千葉市中央区新田町11-21浅井ビル4階

610 dining＆bar Lantern 千葉市中央区新田町11番12号

611 中国料理珍宴 千葉市中央区新田町11番17号

612 パブはみんぐ 千葉市中央区新田町11番21号

613 セラヴィ 千葉市中央区新田町11番21号

614 キャトルセゾン 千葉市中央区新田町12-25AFビル1階

615 牛達家 千葉市中央区新田町14-2プラチナステージ1F

616 BeerO'clock 千葉市中央区新田町1-4江沢ビル1F

617 かみや 千葉市中央区新田町1-4江沢ビル2F

618 インディアンキッチンラソイ 千葉市中央区新田町15-1

619 おばんざい倶楽部Dashi 千葉市中央区新田町15番1号

620 フランス料理ル・クール 千葉市中央区新田町23-17

621 浜寿司 千葉市中央区新田町25-1パークハイツ1F

622 Epicer 千葉市中央区新田町3-13

623 とり味遊本店 千葉市中央区新田町34-20

624 cacciaaltesoro 千葉市中央区新田町34-3Iビル1F

625 千葉葡萄酒食堂ユイットル 千葉市中央区新田町35-3

626 中華料理高福楼 千葉市中央区新田町35-8101

627 イタリアンパスタマリーン 千葉市中央区新田町35番8号山本ビル1F

628 レストランシルバースプーン 千葉市中央区新田町35番地8号山本ビル102

629 クリスタ千葉 千葉市中央区新田町3番2号

630 好寿司 千葉市中央区新田町6番2号

631 FRIED CHICKEN Tiger 千葉市中央区新田町6番2号

632 福縁 千葉市中央区神明町204番地15

633 幸楽苑千葉中央店 千葉市中央区神明町21-9

634 丸十 千葉市中央区神明町2番地4

635 キムチ専科 千葉市中央区神明町3番地30

636 焼鳥ひで 千葉市中央区仁戸名町197番地3グリーンマンション102

637 韓国家庭料理 とわよ 千葉市中央区仁戸名町357番地

638 かみやかた 千葉市中央区仁戸名町357番地21

639 カラオケ さわやか 千葉市中央区仁戸名町357番地24

640 我が家 千葉市中央区仁戸名町372番地6



641 スナックゆう月 千葉市中央区仁戸名町410-8

642 庄助仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町480-255

643 ガスト 仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町480番地5

644 スナック セリカ 千葉市中央区仁戸名町516番地

645 北海 千葉市中央区仁戸名町535-8フローレンスビラ1階

646 ふるさとの味ぼん 千葉市中央区仁戸名町554

647 有限会社喜久屋酒店 千葉市中央区仁戸名町601-16

648 やよい軒ライフガーデン仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町698番地11

649 居酒屋のんたん 千葉市中央区仁戸名町712-13

650 スナック＆喫茶みちこ 千葉市中央区仁戸名町712番地13

651 ラーメンめん丸仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町714番地2

652 ペットイットメゾン 千葉市中央区仁戸名町720-56

653 有限会社 東寿司 千葉市中央区仁戸名町726番地1

654 ロイヤルインドレストラン仁戸名店 千葉市中央区仁戸名町727番地1

655 松葉寿し 千葉市中央区星久喜町1162番地69

656 正華飯店 千葉市中央区星久喜町1221

657 としちゃん 千葉市中央区生実町1664番地

658 炭火焼肉モーモー亭 千葉市中央区生実町2504-1

659 うまいもん 魔女吏花 千葉市中央区生実町2506番地10

660 りんりん 千葉市中央区生実町2513番地1

661 くるまやラーメンおゆみ店 千葉市中央区生実町2521番地1

662 こだわり拉麺一恭 千葉市中央区生実町2524-1-101藤間ビル

663 すし処やなぎ家 千葉市中央区生実町771番地1

664 焼肉（貴州）黒べこや生実店 千葉市中央区生実町927番地1

665 LaniGrinds 千葉市中央区青葉町1255-5

666 ココス千葉青葉の森公園店 千葉市中央区青葉町1259

667 MASSACAFE 千葉市中央区青葉町1265-1

668 くら寿司 千葉中央店 千葉市中央区青葉町1265番地2

669 生そばあずま鎌取店 千葉市中央区赤井町741-13

670 マクドナルド 大網街道赤井店 千葉市中央区赤井町741番地

671 ブロンコビリー鎌取インター店 千葉市中央区赤井町741番地13

672 ラーメン神月 赤井町店 千葉市中央区赤井町745番地3

673 空海 千葉市中央区赤井町917番地29

674 インド料理BHINDI 千葉市中央区千葉港1-1-8

675 カフェテラスKUNI 千葉市中央区千葉港2番1号

676 炭火焼寿 千葉市中央区千葉港7-1

677 イタリアンレストランオリゾンテ 千葉市中央区千葉港7-1

678 魚民千葉みなと駅前店 千葉市中央区千葉港7-1塚本千葉第五ビルディング地下1階

679 居酒屋 千菜 千葉市中央区千葉港8番5号

680 2Fパントリー 千葉市中央区千葉港8番5号

681 3Fパントリー 千葉市中央区千葉港8番5号

682 4Fパントリー 千葉市中央区千葉港8番5号

683 ホテルポートプラザちば 主厨房 千葉市中央区千葉港8番5号

684 お好み焼 紅葉 千葉市中央区千葉寺町117番地11

685 もてなしや 千葉市中央区千葉寺町1193-6

686 Link 千葉市中央区千葉寺町1194-2

687 イエローぽっけ 千葉市中央区千葉寺町1196-7

688 炙り焼炎や 千葉市中央区千葉寺町1210-8

689 ビストロプチブラン 千葉市中央区千葉寺町1210番地11

690 飲み処恋絆 千葉市中央区千葉寺町1220-1

691 丸源ラーメン千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町1220-5

692 楽一 千葉市中央区千葉寺町1220番地1

693 ジョリーパスタ千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町1222番地7

694 CAFE&BARFELICE 千葉市中央区千葉寺町207-10旺宮ビル1階

695 花月庵れん月 千葉市中央区千葉寺町207-11

696 サイゼリヤ千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町522番地4

697 マクドナルド千葉寺リブレ京成店 千葉市中央区千葉寺町917番地

698 スシロー千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町971番地7

699 しげのぶ 千葉市中央区千葉寺町973-2

700 Boa 千葉市中央区千葉寺町973番地22

701 居酒屋わ 千葉市中央区川戸町360-31

702 カレーハウスCoCo壱番屋グローボ蘇我店 千葉市中央区川崎町1-34

703 ガスト蘇我店 千葉市中央区川崎町1番地16

704 湾岸ケータリングサービス 千葉市中央区川崎町1番地20

705 joy 千葉市中央区川崎町1番地20

706 KEL 千葉市中央区川崎町1番地34

707 デンバープレミアム＆伝説のすた丼屋 蘇我店 千葉市中央区川崎町1番地34

708 天丼てんやハーバーシティ蘇我店 千葉市中央区川崎町1番地35

709 ロッテリア蘇我フェスティバルウォーク店 千葉市中央区川崎町51-1蘇我フェスティバルウォーク

710 麺屋小六 千葉市中央区川崎町51番地1

711 湯の郷 ほのか 蘇我店 ほのかレストラン 千葉市中央区川崎町51番地1

712 湯の郷 ほのか 蘇我店 ほのかカフェ 千葉市中央区川崎町51番地1

713 T・ジョイ蘇我 千葉市中央区川崎町51番地1

714 Apian 千葉市中央区川崎町51番地1

715 T・ジョイ蘇我 千葉市中央区川崎町51番地1

716 モスバーガーアリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52-7

717 千葉らぁ麺 千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我

718 丸亀製麺アリオ蘇我1Fフードコート 千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我

719 麻布十番モンタボーアリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我1F

720 七輪焼肉安安アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2F

721 楽膳蘇我店 千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2階

722 ブレッドガーデンアリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

723 サーティワンアイスクリームアリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

724 中華料理 華龍 千葉市中央区川崎町52番地7

725 アンジェ アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

726 スターバックスコーヒー アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

727 築地銀だこ 千葉市中央区川崎町52番地7

728 リンガーハット アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

729 豚屋とん一 千葉市中央区川崎町52番地7

730 東京餃子軒 千葉市中央区川崎町52番地7

731 海鮮三崎港 アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7

732 ドトールコーヒーショップ アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7



733 tutuBANANAアリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52番地7アリオ蘇我1F

734 鳥貴族ベイフロント蘇我店 千葉市中央区川崎町57-5

735 びっくりドンキー千葉蘇我店 千葉市中央区川崎町57-5ベイフロント蘇我

736 ゆで太郎BAYFRONTSOGA店 千葉市中央区川崎町57番地5

737 元町珈琲 ベイフロント蘇我の離れ 千葉市中央区川崎町57番地5

738 くら寿司 千葉蘇我店 千葉市中央区川崎町57番地5

739 牛角ビュッフェ蘇我店 千葉市中央区川崎町57番地5

740 小六茶屋 ベイフロント蘇我店 千葉市中央区川崎町57番地5

741 サイゼリヤ ハーバーシティ蘇我店 千葉市中央区川崎町7番地21

742 カントリーレストラン スワン 千葉市中央区蘇我1丁目8番6号

743 裕寿司 千葉市中央区蘇我2-2-3

744 天府記 唐居 千葉市中央区蘇我2丁目30番28号

745 雷神角ふじ 千葉市中央区蘇我3丁目1番10号

746 でんでん 千葉市中央区蘇我5丁目7番6号

747 居酒屋 海月 千葉市中央区村田町43番地

748 居酒屋昌藤 千葉市中央区村田町711番地6

749 PIZZERIAL'ORCA 千葉市中央区村田町716-3

750 KEBAB CENTER 千葉市中央区村田町893

751 家系ラーメン 王道 いしい 千葉市中央区村田町893番地116

752 食事処 がっつり食堂 千葉市中央区村田町893番地196

753 ラーメン 山岡家 千葉市中央区村田町893番地210

754 コーヒー&パブロッヂパープル 千葉市中央区村田町893番地664

755 スナック藤 千葉市中央区大巌寺町278-2

756 つた寿司 千葉市中央区大巌寺町278番地2

757 大巌寺やぶ久 千葉市中央区大巌寺町279-3

758 カラオケスタジオ HANA 千葉市中央区大森町248番地2

759 居酒屋小料理 豊秀 千葉市中央区大森町260番地70

760 スナック&喫茶ミキ 千葉市中央区大森町260番地71

761 わらやき三四郎 千葉市中央区中央1-10-7日進中央ビル1、2階

762 東昇酒家中央店 千葉市中央区中央1-1-11

763 シーサイドクラブ 千葉市中央区中央1-1-11

764 ラウレア 千葉市中央区中央1-12

765 そらのかけら 千葉市中央区中央1-1-8-2F中央28ビル

766 イナノテ 千葉市中央区中央1-1-8中央28ビル1F

767 麺屋ことぶき 千葉市中央区中央1-2-11

768 ヴィリア 千葉市中央区中央1-8-5リージェントビル4階B号

769 calm 千葉市中央区中央1-8-5リージョントビル4-D

770 クラブゴールド 千葉市中央区中央1-8-5リーゼントビル6階

771 桜 千葉市中央区中央1-8-7リージェントビル3C

772 もつ焼き八角 中央店 千葉市中央区中央1丁目10番1号

773 桃の木亭 千葉市中央区中央1丁目10番1号トミオビル1F

774 汐菜 千葉市中央区中央1丁目11番地1号千葉ツインビル1号館2F

775 八重 千葉市中央区中央1丁目1番11号

776 割烹 をざわ 千葉市中央区中央1丁目2番12号

777 BAR ONES 千葉市中央区中央1丁目7番8号

778 ラーメン二郎千葉店 千葉市中央区中央1丁目7番8号シグマビル1F

779 舞king 千葉市中央区中央1丁目8番5号

780 REGENT STYLE 千葉市中央区中央1丁目8番5号

781 I‘s Bar＆Lounge 千葉市中央区中央1丁目8番5号

782 ピロポⅡ 千葉市中央区中央1丁目8番5号

783 SelfSnackM's 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル6階B号室

784 ロマンス 千葉市中央区中央1丁目8番5号リージェントビル8-C

785 萠友 千葉市中央区中央1丁目8番5号総武リージェントビル3F

786 ふぐ料理 とら福 千葉市中央区中央1丁目8番6号

787 あいどるかふぇ 2ねん8くみ 千葉店 千葉市中央区中央1丁目8番7号

788 T'sLink 千葉市中央区中央1丁目8番7号リージェントビル6F

789 おでんでんでん千葉中央店 千葉市中央区中央2-2-5

790 ビストロイヴローニュ 千葉市中央区中央2-2-5

791 赤から千葉中央店 千葉市中央区中央2-2-8秀和ビル2F

792 居酒屋いくなら俺んち来る？~宴会部~千葉店 千葉市中央区中央2-2-8秀和ビル3F

793 居心家千葉店 千葉市中央区中央2-2-8秀和ビル4F

794 千葉銀座カントリークラブ 千葉市中央区中央2-2-8秀和ビル5F

795 和食四季彩 千葉市中央区中央2-6-1鈴木ビル1階

796 MusicLoungeGrace 千葉市中央区中央2-6-3

797 焼肉　もろっこ 千葉市中央区中央2-6-3YUSAビル

798 大衆居酒屋ナカムラヤ 千葉市中央区中央2-7-10シャンボール千葉103

799 銀シャリ家御飯炊ける千葉中央店 千葉市中央区中央2-7-10シャンボール千葉中央104

800 焼肉Yaホ!中央店 千葉市中央区中央2-7-10シャンボール千葉中央105

801 炭串焼き壱 千葉市中央区中央2-8-14

802 大衆鶏焼肉鶏とし 千葉市中央区中央2-8-14

803 MARUYOSHI酒場 千葉市中央区中央2-8-14

804 中井 千葉市中央区中央2-8-17

805 セレナーデ 千葉市中央区中央2-8-17千葉中央第2ビル四階C号

806 フレッシュネスバーガー千葉中央店 千葉市中央区中央2丁目2番5号タムタムスクエア1F

807 温野菜 千葉中央店 千葉市中央区中央2丁目2番8号

808 美弥和（みみわ） 千葉市中央区中央2丁目2番8号秀和ビル7F

809 ラーメンあや 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル1階

810 レストランバーソピアー 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル2F

811 SNACKTAMA 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル3F

812 Plaisir 千葉市中央区中央2丁目6番3号FCビル6階

813 寿々女寿司 中央店 千葉市中央区中央2丁目6番5号

814 鉄板焼きグリル美彩や 千葉市中央区中央2丁目7番2号

815 ラタベルネッタアッラチヴィテッリーナ 千葉市中央区中央2丁目8番14号

816 二丁目食堂 千葉市中央区中央2丁目8番14号

817 居酒屋くれせんと 千葉市中央区中央2丁目8番14号黒木店舗2F

818 有限会社 ミタカ寿司 千葉市中央区中央2丁目8番16号

819 アレック 千葉市中央区中央2丁目8番17号

820 かつうら 久七丸 千葉市中央区中央2丁目8番17号

821 コミヤ バー 千葉市中央区中央2丁目8番17号

822 酒彩亭盛 千葉市中央区中央3-10-8千葉市美術館地下1階

823 楽一 千葉市中央区中央3-13-1-1A富士屋ビル

824 幸福軒 千葉市中央区中央3-13-15



825 もりした 千葉市中央区中央3-13-7コスモ千葉中央ビル103

826 フランス割烹和牛ステーキ竹田屋千葉店 千葉市中央区中央3-13-7コスモ千葉中央ビル1階

827 月 千葉市中央区中央3-14-1

828 CocoRose 千葉市中央区中央3-14-1-4A中央STビル

829 24ページ 千葉市中央区中央3-14-1STビル8階

830 カラオケBanBan千葉中央店 千葉市中央区中央3-15-1

831 串膳 千葉市中央区中央3-15-14アソルティ千葉中央ビル2F

832 串焼き雅千葉中央店 千葉市中央区中央3-15-14三好野ビル1F

833 DiningDai 千葉市中央区中央3-15-14三好野ビル3B

834 ジンギスカン羊BEEE 千葉市中央区中央3-15-15KT第2ビル2階

835 らーめん鐵TETSU 千葉市中央区中央3-15-15三好野ビル1F

836 ローヌ 千葉市中央区中央3-15-2

837 五花里 千葉市中央区中央3-15-3

838 すっぽん家ともゑ 千葉市中央区中央3-15-3

839 スナックひろこ 千葉市中央区中央3-15-3朝日プラザ1階

840 シーギリスリランカ 千葉市中央区中央3-15-3朝日プラザ千葉中央1階-C

841 Kitchen&WineBacchus 千葉市中央区中央3-17-1セントラルタワー1F

842 starnite 千葉市中央区中央3-17-2ライオンビル地下1階

843 ゴールデン酒場SANGO-YA 千葉市中央区中央3-18-1千葉中央ビル

844 大衆バルHAUNT 千葉市中央区中央3-18-7

845 湯葉と豆腐・日本料理つれづれ千葉店 千葉市中央区中央3-2-5

846 蟹と肉の鉄板焼き蟹遊亭千葉店 千葉市中央区中央3-2-5つれづれビル地の階

847 ぱぶ林檎 千葉市中央区中央3-3-9MF9ビル2階

848 四川料理醉廬 千葉市中央区中央3-3-9MFビル101

849 グラビティ 千葉市中央区中央3-4-10-6F千葉銀座ビル

850 咲耶姫 千葉市中央区中央3-4-10千葉銀座ビル

851 Cheese　Cheese　Worker 千葉市中央区中央3-4-10千葉銀座ビル4F

852 ビーチバータヒチ 千葉市中央区中央3-4-10千葉銀座ビル5F

853 橙橙オレンジ 千葉市中央区中央3-4-10千葉銀座ビル5階

854 食福酒楽KOKORO 千葉市中央区中央3-4-10千葉銀座ビルB1F

855 中国料理生味園 千葉市中央区中央3-4-11千葉銀座第一ビル2F

856 あなたに会いにゆきます。千葉店 千葉市中央区中央3-4-13第16CIビル2F

857 和肉酒場わとん 千葉市中央区中央3-5-2

858 玄品千葉 千葉市中央区中央3-5-7-1階千葉中央ハイツ

859 蓮池金寿司 千葉市中央区中央3-5-8

860 幸 千葉市中央区中央3-6-5-2階土屋店舗

861 蓮池まつ永 千葉市中央区中央3-7-11小川ビル1階

862 ライブキッチンちゃ太郎 千葉市中央区中央3-7-11小川ビル2階

863 焼肉レストラン新羅 千葉市中央区中央3-8-13

864 旬彩酒房和 千葉市中央区中央3-9-10

865 パントリー・コヨーテ 千葉市中央区中央3丁目11番11号

866 マダム・ボンボニエール本店 千葉市中央区中央3丁目12番9号

867 詩音 千葉市中央区中央3丁目13番11号

868 えんまん 千葉市中央区中央3丁目13番2号

869 金角 千葉市中央区中央3丁目14番1号STビル1F

870 インド料理 タージパレス 千葉市中央区中央3丁目14番6号

871 SAKEBA GEN 千葉市中央区中央3丁目15番14号

872 インド料理レストラン アダルサ 千葉市中央区中央3丁目15番15号

873 Copain 千葉市中央区中央3丁目15番15号ケイティ第2ビル4階

874 Club 飛鳥 千葉市中央区中央3丁目15番1号

875 中国料理 永興 千葉市中央区中央3丁目15番3号

876 ザ ハイド アウト 千葉市中央区中央3丁目15番3号

877 チッテラファリーヌ 千葉市中央区中央3丁目15番3号朝日プラザ1F

878 （有）吉田商事 阿づ満庵支店 千葉市中央区中央3丁目15番4号

879 PinchofSpice 千葉市中央区中央3丁目15番6号美波屋ビル1F

880 七輪焼ホルモン道場牛坊 千葉市中央区中央3丁目15番6号美波屋ビル2F

881 キーレストプチ 千葉市中央区中央3丁目17-2ライオンビル202A号室

882 ダントツくん 千葉市中央区中央3丁目17番2号3F

883 SUZUNE 千葉市中央区中央3丁目17番2号ライオンビル102

884 KARADENIZ 61 千葉市中央区中央3丁目18番8号

885 サイゼリヤ 千葉中央店 千葉市中央区中央3丁目3番1号

886 LoungeRODAN 千葉市中央区中央3丁目4-10千葉銀座ビル2階B号室

887 彩花パート2 千葉市中央区中央3丁目4番10号

888 佳耀亭 千葉市中央区中央3丁目4番10号

889 仙台焼肉ホルモン独眼牛 千葉店 千葉市中央区中央3丁目4番10号

890 Lounge 彩花 千葉市中央区中央3丁目4番10号

891 いつもんとこ 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5F

892 clubColor 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル5階A号室

893 Connie 千葉市中央区中央3丁目4番10号千葉銀座ビル6階A号室

894 株式会社 阿づ満庵 千葉市中央区中央3丁目4番11号

895 地酒専門よつめや酒店 千葉市中央区中央3丁目4番13号

896 や台ずし 千葉中央町 千葉市中央区中央3丁目4番13号

897 ラウンジ夢子 千葉市中央区中央3丁目4番13号

898 亜土 千葉市中央区中央3丁目4番8号

899 博多もつ鍋龍千葉 千葉市中央区中央3丁目4番8号

900 和食中華ダイニングシルクロード 千葉市中央区中央3丁目4番8号コーノスビル2階

901 美味ものづくし 古今東西 千葉市中央区中央3丁目5番7号

902 丸万寿司 千葉市中央区中央3丁目7番11号

903 株式会社SCLabo 千葉市中央区中央3丁目9番14号MaisondeI1F店舗

904 inizio 千葉市中央区中央4-13-13なのはなビル1階

905 幻想即興酒場草の戸 千葉市中央区中央4-13-32

906 手羽唐・旨もん手羽市千葉中央店 千葉市中央区中央4-3-1

907 台湾料理天天 千葉市中央区中央4-3-2

908 味覚庵 千葉市中央区中央4-3-5

909 patetotsuka 千葉市中央区中央4-3-5カンガルービル1階

910 ポルトアーレアベニュー 千葉市中央区中央4-5-1きぼーる1階

911 ラーメン Boo Boo 太郎。 千葉市中央区中央4丁目13番21号

912 喫茶ブラジル 千葉市中央区中央4丁目15番1号読売千葉ビル1F

913 旨いもん食堂 かどや 千葉市中央区中央4丁目2番

914 ゆずの小町 千葉中央店 千葉市中央区中央4丁目2番1号

915 None State 千葉市中央区中央4丁目2番1号

916 とん村 千葉市中央区中央4丁目2番4号



917 ゆで太郎 千葉中央店 千葉市中央区中央4丁目3番5号

918 旬彩料理しん 千葉市中央区中央港1-1-8

919 RUBBERstand 千葉市中央区中央港1-20-1KSハーバー2F

920 Landscapevains 千葉市中央区中央港1-20-1ケーズハーバー1F

921 MAXCAFE千葉みなと駅前 千葉市中央区中央港1-23-4ホテルリブマックス千葉みなと駅前1F

922 Jazz&Barclipper 千葉市中央区中央港1-24-14シースケープ千葉みなと1F

923 アマンダンセイル 千葉市中央区中央港1-28-2

924 レストランセブンシーズ 千葉市中央区中央港1丁目13番3号

925 PIER01 千葉市中央区中央港1丁目20番1号

926 CPCオーシャンテーブル 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル1、2階

927 まぁーなべや港店 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル3階

928 CPCペントハウス 千葉市中央区中央港1丁目28番6号ケーズリゾートビル5階

929 金角 千葉市中央区中央港1丁目2番29号

930 そば天丼トキ松 千葉市中央区長洲1-1-10並木店舗1F

931 津軽 千葉市中央区長洲1-12-20

932 ラリグラス本千葉 千葉市中央区長洲1-20-7

933 もんたま本千葉店 千葉市中央区長洲1-22-2マルセイビル2F

934 羽田ホテル 千葉市中央区長洲1-22-3羽田ビル

935 喫茶スナック春 千葉市中央区長洲1-23-1

936 MUSICBARroomgg 千葉市中央区長洲1-23-1エスカイア本千葉2-202

937 はまごや5523 千葉市中央区長洲1-23-1エスカイア本千葉第21階

938 創作家庭料理バンバン 千葉市中央区長洲1-23-1エスカイア本千葉第二104号

939 いね 千葉市中央区長洲1-23-4

940 手羽唐・旨もん手羽市本千葉店 千葉市中央区長洲1-23-6

941 長洲屋 千葉市中央区長洲1-24-1-103エスカイア本千葉第一

942 おいで屋 千葉市中央区長洲1-24-1-105エスカイア本千葉

943 焼とり鳥一 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア本千葉1F115号

944 きぃ～あ～い 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア本千葉第1-113

945 スナックゆりかご 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア本千葉第1ビル209号

946 ScottishBARStraySheep 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア本千葉第一213

947 鶏晶 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイア本千葉第一ビル201号

948 wine厨房TerasuVie 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイヤ本千葉第一110

949 アワーズ 千葉市中央区長洲1-24-1エスカイヤ本千葉第一203

950 処ちくりん 千葉市中央区長洲1-24-9竹島店舗1階

951 食工房元介mosuke 千葉市中央区長洲1-28-3

952 旬彩と地酒かくれんぼ 千葉市中央区長洲1-28-32階

953 和冨永 千葉市中央区長洲1-31-12Y・カンフリエ1F

954 居酒屋なかなか 千葉市中央区長洲1-32-4

955 鮨・和食徳次郎 千葉市中央区長洲1-4-10

956 スナックアゲイン 千葉市中央区長洲1-4-10

957 ホっこり亭モモタロウ 千葉市中央区長洲1-5-4美鈴荘102号

958 とんかつ・居酒屋喜八 千葉市中央区長洲1丁目16番6号

959 中華ダイニングTAKE 千葉市中央区長洲1丁目22番2号プラーズ長洲101号室

960 おさけとごはんmasumi'n' 千葉市中央区長洲1丁目23番1号エスカイア本千葉第二

961 本千葉駅前の串屋横丁 千葉市中央区長洲1丁目23番4号長谷川ビル1階

962 ありがとう 本千葉店 千葉市中央区長洲1丁目23番5号

963 あぶくま 千葉市中央区長洲1丁目23番8号

964 Affinity 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

965 Marty’s 205 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

966 花美月 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

967 中国料理 泉華 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

968 九州料理 官兵衛 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

969 寄壱 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

970 ちば屋 丼丸 千葉市中央区長洲1丁目24番1号

971 カラオケあいちゃん 千葉市中央区長洲1丁目24番1号211号室エスカイア本千葉第一

972 Grotto 千葉市中央区長洲1丁目24番1号エスカイア本千葉1F112号

973 生ラムジンギスカンなんまん本千葉店 幸羊 千葉市中央区長洲1丁目24番9号

974 すみ処凛 千葉市中央区長洲1丁目25番6号

975 すし居酒屋 みやうち 千葉市中央区長洲1丁目25番6号

976 本千葉グリル 千葉市中央区長洲1丁目26番3号KSプラージュ1F

977 居酒屋 遊家 千葉市中央区長洲1丁目29番7号

978 酒と旬肴 のがみ 千葉市中央区長洲1丁目29番7号

979 ステーキ＆ベジタブルホンキートンク 千葉市中央区長洲2-7-19

980 旬彩和膳奈桜 千葉市中央区長洲2-8-6

981 旨い酒とアテモリンガ 千葉市中央区長洲2-9-7元旦吉日店舗102

982 鳥昇 千葉市中央区長洲2丁目12番4号

983 河岸料理夕渚 千葉市中央区長洲2丁目7番13号

984 カレー専門店 ラジャ 千葉店 千葉市中央区長洲2丁目7番16号

985 オタ異世！！ 千葉市中央区長洲2丁目7番19号

986 中華四川料理御縁 千葉市中央区長洲2丁目7番21号

987 やきや 千葉市中央区長洲2丁目7番2号

988 椿森KOMUNA 千葉市中央区椿森1-21-23

989 有限会社高山登商店 千葉市中央区椿森1丁目10番7号

990 はる美 千葉市中央区椿森2丁目1番14号

991 居酒屋とも 千葉市中央区椿森2丁目1番14号

992 道しるべ 千葉市中央区椿森3-2-14

993 インド レストラン ガザル 千葉市中央区椿森3丁目3番12号

994 居酒屋 安兵衛 千葉市中央区鶴沢町18番5号

995 八角 鶴沢店 千葉市中央区鶴沢町1番9号

996 マンマパスタバオバブ千葉都町 千葉市中央区鶴沢町20-18

997 カレーハウスCoCo壱番屋中央区鶴沢町店 千葉市中央区鶴沢町20-23BLDトータス1F

998 マングローブ 千葉市中央区鶴沢町2番17号

999 Beach&CafePROVE(proveLiFEShop) 千葉市中央区登戸1-10-12

1000 RUBBERTRAMP 千葉市中央区登戸1-10-12

1001 RUBBERTRAMP2 千葉市中央区登戸1-10-12

1002 Hey！ Riccio 千葉市中央区登戸1-10-12

1003 なお 千葉市中央区登戸1-1-10

1004 美味 千葉市中央区登戸1-1-17-201ARTSPACE2

1005 G'sKitchen 千葉市中央区登戸1-1-1K-1登戸ビル1階

1006 スナック順 千葉市中央区登戸1-12-6

1007 イタリア料理イルクオーレ 千葉市中央区登戸1-13-21シティ5B棟104

1008 創作料理ほの香 千葉市中央区登戸1-13-21シティファイブB棟105



1009 JAMTREE 千葉市中央区登戸1-13-22

1010 UMIラボ千葉店 千葉市中央区登戸1-13-22CITY5A棟1F

1011 旬菜鮮肴彩季 千葉市中央区登戸1-13-22city5ビルA205

1012 Cafediningオレンジ 千葉市中央区登戸1-13-22シティ5A棟102

1013 和処平塚 千葉市中央区登戸1-13-22シティ5ビルA棟201

1014 FarmersChicken 千葉市中央区登戸1-13-7小沢ビル1階

1015 YukaiDiningBar篤～Atsu～ 千葉市中央区登戸1-16-1IKビル登戸2F-A

1016 鮨みうら亭 千葉市中央区登戸1-17-1

1017 福真楼 千葉市中央区登戸1-17-12

1018 wine&foodStyle 千葉市中央区登戸1-1-9YK．BLD1F

1019 ロシアレストランマトリョーシカ 千葉市中央区登戸1-22-1千葉ビル2階

1020 鮨虎 千葉市中央区登戸1-22-2

1021 鳥しん 千葉市中央区登戸1-24-24

1022 musicbareschiba 千葉市中央区登戸1-26-15伸光第一ビル401

1023 濱龍 千葉市中央区登戸1-5-5トーソンビル1F

1024 香港料理濱龍 千葉市中央区登戸1-5-5トーソンビル1F

1025 濱龍 千葉市中央区登戸1-5-5トーソンビル1F

1026 手打ち蕎麦あおき 千葉市中央区登戸1-9-14-101

1027 TREASURE RIVER BOOK CAFE 千葉市中央区登戸1丁目11番18号

1028 スナック美美 千葉市中央区登戸1丁目12番6号

1029 豊源台湾料理 千葉市中央区登戸1丁目13-22

1030 肉バッカ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号

1031 アンティコジェノベーゼ 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティーファイブA棟101号

1032 Zoom 千葉市中央区登戸1丁目13番22号シティファイブビル2F

1033 インド・ネパールレストラン マンジュキッチン 千葉市中央区登戸1丁目15番13号

1034 居酒屋かれん 千葉市中央区登戸1丁目15番34号大場ビル1F

1035 信濃庵 千葉市中央区登戸1丁目19番6号

1036 大金星 千葉市中央区登戸1丁目19番6号

1037 NONH 千葉市中央区登戸1丁目19番6号サニーハイツ登戸106

1038 AmiLi coffee brewers 千葉市中央区登戸1丁目1番14号

1039 味処加賀味 千葉市中央区登戸1丁目1番15号1階

1040 o-van・e・taju 千葉市中央区登戸1丁目1番18号

1041 アクティバ 笑 千葉市中央区登戸1丁目1番1号

1042 焼肉 百母灯 千葉市中央区登戸1丁目22番22号

1043 CAF'E＆MUSICSALONJURIAN 千葉市中央区登戸1丁目23番18号

1044 きそばたつみ 千葉市中央区登戸1丁目24番2号

1045 ワインとグルメ えびすや 千葉市中央区登戸1丁目3番1号

1046 餃子房じらい屋 千葉市中央区登戸1丁目4番14号

1047 妙の浦 千葉市中央区登戸1丁目5番25号

1048 喜久 千葉市中央区登戸1丁目5番3号つばさビル1階

1049 かもめの樹 千葉市中央区登戸1丁目9番14号

1050 中国遊膳匠 千葉市中央区登戸2-1-26那須ビル1階

1051 すずよし 千葉市中央区登戸2-6-3

1052 麺屋 てい司 千葉市中央区登戸2丁目3番15号

1053 吉野家14号線登戸店 千葉市中央区登戸2丁目3番8号

1054 和や家 千葉市中央区登戸3-1-2登戸あすかビル102

1055 登戸鉄板焼一 千葉市中央区登戸3-1-2登戸ビル103

1056 ジョリーパスタ 千葉登戸店 千葉市中央区登戸4丁目13番10号

1057 サイゼリヤ 登戸店 千葉市中央区登戸5丁目4番8号

1058 懐石斉藤 千葉市中央区登戸一丁目3番地1

1059 松のや 千葉都町店 千葉市中央区都町1227番地1

1060 揚州商人千葉都町店 千葉市中央区都町1249-5

1061 台湾料理美食屋 千葉市中央区都町1252番地56

1062 ネイル＆カフェ LUAU 千葉市中央区都町1252番地88

1063 つぎちゃん 千葉市中央区都町1-56-8シャトルミヤコ102

1064 長崎ちゃんぽん永楽亭都町店 千葉市中央区都町1-9-2植草第1ビル101号

1065 都庵 千葉市中央区都町1-9-2第一植草ビル

1066 割烹寿しおざき 千葉市中央区都町1丁目16番19号

1067 Halloween CAFE Oct．31 千葉市中央区都町1丁目23番41号

1068 花月庵 千葉市中央区都町1丁目38番8号

1069 スナック隆 千葉市中央区都町1丁目56番8号

1070 すまいる 千葉市中央区都町1丁目56番8号

1071 魚繁 千葉市中央区都町1丁目56番8号シャトルミヤコ101

1072 お食事処しのぶ 千葉市中央区都町1丁目9番2号第一植草ビル1階105号

1073 鉄子 千葉市中央区都町1丁目9番47号

1074 台湾料理聚福順 千葉市中央区都町2-22-12

1075 居酒屋進の介 千葉市中央区都町2-2-26成和ビル1階

1076 紅梅軒 千葉市中央区都町2-27-4

1077 焼肉大将軍本店 千葉市中央区都町2-33-1

1078 しゃぶしゃぶどん亭千葉中央店 千葉市中央区都町2-4-16

1079 まんまる食堂 千葉市中央区都町2丁目1番5号

1080 居酒屋 こすもす 千葉市中央区都町2丁目1番6号

1081 ラーメン 三矢小 千葉市中央区都町2丁目24番11号

1082 房州園 千葉市中央区都町2丁目26番1号

1083 喫茶セリーヌ 千葉市中央区都町2丁目27番17号

1084 Bar ペンギン村 千葉市中央区都町2丁目2番26号

1085 NATSUKI’S PLACE 千葉市中央区都町2丁目2番26号

1086 酒肴ちが﨑 千葉市中央区都町2丁目2番27号

1087 吉野家 都町店 千葉市中央区都町2丁目2番5号

1088 マクドナルド千葉都町店 千葉市中央区都町2丁目33番10号

1089 ドトールコーヒーショップ EneJet千葉都町 千葉市中央区都町2丁目6番28号

1090 LoungeHangOver 千葉市中央区都町3-10-3

1091 かあちゃん 千葉市中央区都町3-25-28おおいビル1F

1092 星乃珈琲店千葉都町店 千葉市中央区都町3-25-6

1093 Foodysカジュアルバー 千葉市中央区都町3-25-8大井ビル103

1094 中華ときわ苑 千葉市中央区都町3丁目11番1号

1095 楽八 千葉市中央区都町3丁目25番29号

1096 和・寿しすの宮 千葉市中央区都町3丁目6番8号

1097 千葉都町食堂 千葉市中央区都町5丁目25番13号

1098 焼鳥 あらち 千葉市中央区都町5丁目26番46号

1099 みやこ屋 都町店 千葉市中央区都町5丁目36番3号

1100 INDIAN RESTAURANT RANIMAHAL 千葉市中央区都町8丁目4番3号



1101 金辰 千葉市中央区都町三丁目6の8

1102 コーヒーハウスローマン 千葉市中央区東千葉1丁目13番4号

1103 華屋与兵衛東千葉店 千葉市中央区東千葉2-32-10

1104 焼肉屋くいどん東千葉店 千葉市中央区東千葉2-32-5

1105 東昇餃子宴 千葉市中央区東千葉2-32-8

1106 ゆず庵 東千葉店 千葉市中央区東千葉2丁目31番17号

1107 焼鳥 鳥嘉 千葉市中央区東千葉2丁目5番1号

1108 マクドナルド千葉東寺山店 千葉市中央区東千葉3-14-20

1109 居酒屋とまと 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

1110 居酒屋美花 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

1111 居酒屋 きよちゃん 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号

1112 牛まる 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号スバルビル7号室

1113 鮨平 千葉市中央区東千葉3丁目10番5号久古ビル

1114 ラーメン山岡家東千葉店 千葉市中央区東千葉3丁目14番25号

1115 ブロンコビリー 東千葉店 千葉市中央区東千葉3丁目15番24号

1116 居酒屋こころ 千葉市中央区東千葉3丁目1番12号

1117 華 千葉市中央区東本町4番10号

1118 居酒屋家楽 千葉市中央区道場南1-18-12

1119 せん吉 千葉市中央区道場南2-15-4

1120 カラオケききょう 千葉市中央区道場南2丁目15番8号伊東ビル1階

1121 鉄板焼ステーキ井むら灯 千葉市中央区道場南2丁目5番10号

1122 海鮮食堂 かいじ 千葉市中央区道場南2丁目5番9号

1123 BARLAGOON 千葉市中央区道場北2-18-40

1124 寿司栄 千葉市中央区道場北2-3-8

1125 ぶたいち 千葉市中央区道場北2丁目18番5号

1126 株式会社ビッグボーイジャパン　道場北店 千葉市中央区道場北2丁目19番12号

1127 焼肉 赫夜姫 千葉市中央区道場北2丁目19番7号

1128 サイゼリヤ 千葉道場店 千葉市中央区道場北2丁目20番11号

1129 福来軒 千葉市中央区道場北2丁目2番8号

1130 紅愛 千葉市中央区道場北町316

1131 のみくい処さんきゅう 千葉市中央区道場北町316番地

1132 焼肉商事 千葉市中央区道場北町317-1

1133 居酒屋酔いどれ 千葉市中央区道場北町317番地

1134 武蔵家 千葉市中央区道場北町317番地

1135 玉家 千葉市中央区道場北町317番地1

1136 Bar LANI 千葉市中央区南生実町1865番地13

1137 あっとほーむ 千葉市中央区南生実町1865番地13

1138 すし処真 千葉市中央区南生実町55-3

1139 北海道生まれ和食処とんでんそが店 千葉市中央区南町1-5-1

1140 ピザハット 蘇我店 千葉市中央区南町1丁目2番12号

1141 ケンタッキーフライドチキン 蘇我店 千葉市中央区南町1丁目2番12号

1142 らあめん花月嵐蘇我駅前店 千葉市中央区南町2-10-17

1143 ファースト・キッチン蘇我駅前店 千葉市中央区南町2-10-17

1144 魚民蘇我東口駅前店 千葉市中央区南町2-10-17STCビル3階

1145 勝手にサワー笑笑蘇我東口駅前店 千葉市中央区南町2-10-17STCビル4階

1146 居酒屋「一」 千葉市中央区南町2-11-27

1147 やまちゃん 千葉市中央区南町2-13-16

1148 居酒屋まさ来 千葉市中央区南町2-13-7

1149 秀来軒 千葉市中央区南町2-13-7

1150 くいもの屋わん蘇我東口駅前店 千葉市中央区南町2-15-19MTKビル2F

1151 居酒家花火 千葉市中央区南町2-17-13南町コーポビアネーズ106

1152 串屋一鐵 千葉市中央区南町2-19-8蕪村ビル1F

1153 居酒屋亀千 千葉市中央区南町220

1154 酒膳とう七 千葉市中央区南町2-21-16

1155 ステーキハウスWESTWOOD 千葉市中央区南町2-2-14

1156 はまや 千葉市中央区南町2-24-10034CHIBA101

1157 焼肉居酒屋りしん 千葉市中央区南町2-24-8ブランドール金剛1階

1158 ShiokazeBrewStandSoga 千葉市中央区南町2-6-10初芝ビル101

1159 旨みこってりらーめん鐵 千葉市中央区南町2-6-1松山ビル1F

1160 一期一会 千葉市中央区南町2-9-10第二京葉ビル1階

1161 ファンタジー 蘇我店 千葉市中央区南町2丁目10番17号

1162 なか卯 蘇我店 千葉市中央区南町2丁目10番17号

1163 美食中華 天府記 千葉市中央区南町2丁目10番1号

1164 MA-なべや蘇我店 千葉市中央区南町2丁目11番15号

1165 マロンド 蘇我店 千葉市中央区南町2丁目15番19号

1166 カラオケBanBan蘇我駅前店 千葉市中央区南町2丁目15番19号

1167 隠れ庵忍家蘇我駅前店 千葉市中央区南町2丁目15番19号MTKビル2階

1168 喜美鶏 千葉市中央区南町2丁目17番13号

1169 唱和 千葉市中央区南町2丁目17番9号

1170 大庄水産 蘇我東口店 千葉市中央区南町2丁目18番16号

1171 中国料理 来来 千葉市中央区南町2丁目21番10号

1172 そば処空 千葉市中央区南町2丁目21番12号

1173 お好み焼・もんじゃ焼ともちゃん 千葉市中央区南町2丁目21番14号

1174 お好み焼お恵 千葉市中央区南町2丁目21番7号

1175 金峰 千葉市中央区南町2丁目22番19号

1176 （有）鮨仙 千葉市中央区南町2丁目2番9号

1177 東北麻辣燙 千葉市中央区南町2丁目9番10号

1178 Club ensemble 千葉市中央区南町2丁目9番4号

1179 旬の肴と炭火焼がぜん 蘇我店 千葉市中央区南町2丁目9番4号

1180 日高屋 蘇我東口店 千葉市中央区南町2丁目9番4号

1181 居酒屋蘭 千葉市中央区南町3-1-13-1F

1182 しのしの 千葉市中央区南町3-1-14

1183 居酒屋もぅりもぅり 千葉市中央区南町3-1-20

1184 ナイトスペースペガサス 千葉市中央区南町3-1-20

1185 松膳 千葉市中央区南町3-1-20

1186 焼肉飯店大門 千葉市中央区南町3-16-30

1187 スナックゴールド 千葉市中央区南町3-17-1

1188 ナイトパブリバージュ 千葉市中央区南町3-17-12F

1189 カラオケラウンジ花 千葉市中央区南町3-17-1キューブビル2F

1190 居酒屋かおる 千葉市中央区南町3-1-9

1191 べるでゅーら 千葉市中央区南町3-3-19

1192 鮨伊豆屋 千葉市中央区南町3丁目15番9号



1193 なごみ 千葉市中央区南町3丁目17番1号ソシアルビルCUBE2号

1194 居酒屋SUNNY 千葉市中央区南町3丁目1番15号

1195 ダイニングバー SHO 千葉市中央区南町3丁目1番15号

1196 居酒屋あや 千葉市中央区南町3丁目1番2号

1197 おにぎりお茶漬け千春 千葉市中央区南町3丁目1番3号

1198 居酒屋 香代 千葉市中央区南町3丁目3番19号

1199 居酒屋 ぢゃんぢゃん 千葉市中央区南町3丁目3番19号

1200 有限会社勇寿し 千葉市中央区南町3丁目4番8号

1201 清ずし 千葉市中央区南町3丁目8番16号

1202 居酒屋こはる 千葉市中央区南町3丁目9番2号

1203 スナック麗 千葉市中央区南町3丁目9番7号

1204 居酒屋くいーん 千葉市中央区南町3丁目9番地1号ロイヤルコーポ伍番館1F

1205 蕎麦酒楽おおすや 千葉市中央区白旗2-3-10

1206 江戸前銀寿司 千葉市中央区白旗2-5-9

1207 香味屋 千葉市中央区白旗2丁目11番9号

1208 喫茶・味処 メルシー 千葉市中央区白旗2丁目19番2号

1209 Greeeen 千葉市中央区白旗2丁目1番7号

1210 居酒屋あいづ 千葉市中央区白旗2丁目20番5号

1211 Cafe＆BarEbonyIvory 千葉市中央区白旗3-11-19

1212 彩蓮 千葉市中央区白旗3丁目11番10号

1213 和み 千葉市中央区浜野町1025-110

1214 スポーツウェーブ鉄腕24浜野店ハニークレープ 千葉市中央区浜野町1025-59

1215 すき家 浜野店 千葉市中央区浜野町1025番地

1216 CROSPO 千葉浜野店 千葉市中央区浜野町1025番地240

1217 はま寿し 千葉市中央区浜野町1206番地

1218 ドトールコーヒーショップ EneJet浜野インター店 千葉市中央区浜野町135番地1

1219 ザ焼肉樹ドコロ武内 千葉市中央区浜野町137

1220 カラオケプラザ遊楽館浜野店 千葉市中央区浜野町138-1

1221 すしめん処大京浜野店 千葉市中央区浜野町138-1

1222 らぁめん花月・嵐 浜野店 千葉市中央区浜野町145番地3

1223 RistoranteCornetto 千葉市中央区浜野町194-1

1224 居酒屋陵 千葉市中央区浜野町642番地

1225 鯛八鮨 千葉市中央区浜野町687番地

1226 小料理としこ 千葉市中央区浜野町703番地5

1227 居酒屋ひろし 千葉市中央区浜野町751

1228 カラオケスタジオフーガ 千葉市中央区浜野町751-2F

1229 焼肉飯店大門浜野店 千葉市中央区浜野町751番地

1230 居酒屋歌仙 千葉市中央区浜野町888

1231 なみ 千葉市中央区浜野町891番地1

1232 和幸 千葉市中央区浜野町901番地

1233 MAMALISA'SCAFE 千葉市中央区浜野町971-1B-2

1234 居酒屋今 千葉市中央区浜野町971番地1

1235 Newlounge粋美Suibi 千葉市中央区富士見1-10-2第3藤や観光ビル2階

1236 カフェデ・グレコ 千葉市中央区富士見1-10-2第三藤や観光ビル1F

1237 NABI 千葉市中央区富士見1-10-3

1238 （有）生そば若松 千葉市中央区富士見1-10-3SC若松ビル1F

1239 虹 千葉市中央区富士見1-10-5FTビル4FA店舗

1240 miniclubKOZAKURA 千葉市中央区富士見1-10-5FTビル6F-B

1241 Lover's 千葉市中央区富士見1-10-8旭ビル地下1階

1242 いずみ 千葉市中央区富士見1-1-1千葉駅前ビル地下1階

1243 てけてけJR千葉駅前店 千葉市中央区富士見1-1-1千葉駅前ビル地下1階

1244 CLUBG 千葉市中央区富士見1-13-11紅谷ビル2階201

1245 NewStyleBarSince 千葉市中央区富士見1-13-3進栄ビル2F

1246 SecondLove 千葉市中央区富士見1-13-3進栄ビル6F

1247 CLUBriche 千葉市中央区富士見1-13-8TSKビル2階

1248 クラブクオーレ 千葉市中央区富士見1-13-8TSKビル3F

1249 ガールズ酒場スマイル 千葉市中央区富士見1-14-11山雅ビル3階

1250 焼肉ホルモン小竹家 千葉市中央区富士見1-14-12山雅ビル1F

1251 PrincessCheersCafe千葉店 千葉市中央区富士見1-14-7千葉SAKURAビル1F

1252 ムーランルージュ 千葉市中央区富士見1-15-21富士見センタービル2F

1253 個室酒場まるは 千葉市中央区富士見1-15-2クラマンビル3階

1254 屋台屋博多劇場 千葉市中央区富士見1-2-7千葉駅前みゆきビル102

1255 すしざむらいJR千葉駅前店 千葉市中央区富士見1-2-7千葉駅前みゆきビル1階

1256 山内農場JR千葉駅前店 千葉市中央区富士見1-2-7千葉駅前みゆきビル地下1階

1257 ちゃんす 千葉市中央区富士見1-7-1

1258 竹里館 千葉市中央区富士見1-7-1

1259 COLORS 千葉市中央区富士見1-7-4富士見ビル3F

1260 スナックジョイ 千葉市中央区富士見1-7-4富士見ビル5階A

1261 都鮨 千葉市中央区富士見1-7-6

1262 焼肉マルキ 千葉市中央区富士見1-7-7ベルビルⅢ1F

1263 みそ街道炎 千葉市中央区富士見1-7-7九鬼ビル1F

1264 和洋味処高 千葉市中央区富士見1-7-7広田ビル1F

1265 モツ親分千葉駅前店 千葉市中央区富士見1-8-5いけざわビル2階

1266 伝助横丁 千葉市中央区富士見1-9-1

1267 鳥貴族千葉駅前店 千葉市中央区富士見1-9-14F

1268 美魔女CLUB響 千葉市中央区富士見1丁目10番2号

1269 ラウンジ HANA 千葉市中央区富士見1丁目10番3号

1270 Montreve 千葉市中央区富士見1丁目10番3号S・Cビル5階501号

1271 パブレストラン ルパン 千葉市中央区富士見1丁目10番4号

1272 うまい魚と旨い酒 うおはな 千葉市中央区富士見1丁目10番4号

1273 スナック STEP 千葉市中央区富士見1丁目10番5号

1274 創作焼肉 樹 千葉市中央区富士見1丁目10番6号

1275 長崎亭 千葉市中央区富士見1丁目10番9号

1276 炭火焼とおばんざい朴の木 千葉市中央区富士見1丁目13番11号紅谷ビル1階

1277 club TWICE 千葉市中央区富士見1丁目13番3号

1278 Bar shudo 千葉市中央区富士見1丁目13番3号

1279 Club CORE 千葉市中央区富士見1丁目13番8号

1280 りおの店 千葉市中央区富士見1丁目13番8号

1281 club R 千葉市中央区富士見1丁目13番8号

1282 ナイトラウンジ槙 千葉市中央区富士見1丁目13番地8号TSKビル4階

1283 Bull'sEyeChiba 千葉市中央区富士見1丁目14番7号SAKURAビル3F

1284 いち凛 千葉本店 千葉市中央区富士見1丁目15番2号



1285 駅前ラーメン 千葉市中央区富士見1丁目16番3号A1

1286 二番 千葉市中央区富士見1丁目16番3号A2

1287 SALVATORE CUOMO ＆ BAR 千葉 千葉市中央区富士見1丁目1番14号

1288 ジョナサン千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目1番1号

1289 築地日本海 千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目1番1号

1290 大衆酒場 ちばチャン 千葉駅前店 千葉市中央区富士見1丁目2番3号

1291 千葉LOOK 千葉市中央区富士見1丁目6番2号

1292 花蜜花 千葉市中央区富士見1丁目7番1号1階

1293 すし波奈 千葉市中央区富士見1丁目7番4号

1294 𡌛本 千葉市中央区富士見1丁目7番8号

1295 めら 千葉市中央区富士見1丁目7番8号

1296 豚骨ラーメンぜろや 千葉市中央区富士見1丁目8番5号

1297 くらのあかり 千葉店 千葉市中央区富士見1丁目8番6号

1298 DININGRESTAURANT＆BARTAMTORNADO2F 千葉市中央区富士見1丁目9番12号TAM2F

1299 バンキッシュ 千葉市中央区富士見1丁目9番1号

1300 CLUB JIGEN 千葉市中央区富士見1丁目9番1号

1301 個室居酒屋 もみじ郷/千葉屋 千葉市中央区富士見1丁目9番1号

1302 花みつ 千葉市中央区富士見1丁目9番1号みゆきナインビル301号

1303 七輪焼肉安安千葉中央店 千葉市中央区富士見2-10-11

1304 ありがとうっ手羽千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-11-1

1305 串カツ田中千葉店 千葉市中央区富士見2-12-2金杉歯科ビル1階

1306 Tomo’s Cafe 千葉市中央区富士見2-12-4富士見2-12-4　まる空間

1307 スケアクロウ 千葉市中央区富士見2-12-52F富士見二丁目ビル

1308 BARHIDEOUT 千葉市中央区富士見2-12-5富士見二丁目ビル

1309 THEMADHATTER 千葉市中央区富士見2-12-5富士見二丁目ビル

1310 日高 千葉市中央区富士見2-12-8-1階A

1311 パブスナック日高 千葉市中央区富士見2-12-8-2F

1312 くつろぎ処旬菜ちよ 千葉市中央区富士見2‐12‐8さくら井屋ビル3階

1313 肉汁地獄肉汁餃子研究所千葉店 千葉市中央区富士見2-12-8サンライトビル

1314 ぼちぼち千葉中央店 千葉市中央区富士見2-13-1

1315 BistroRecolte 千葉市中央区富士見2-13-1第2山崎ビル1F

1316 Aki 千葉市中央区富士見2-13-2

1317 千葉市中央区富士見2-13-2アステージ7番館8階

1318 みや古 千葉市中央区富士見2-13-5須田ビル3F

1319 浪花屋鳥造千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-13-5南総ビル2F

1320 6Sense千葉店 千葉市中央区富士見2-14-4バーニングビル2A

1321 龍馬 千葉市中央区富士見2-14-4バーニングビル2F

1322 利助 千葉市中央区富士見2-14-4バーニングビルB1

1323 CULEN 千葉市中央区富士見2-14-4バーニングビル地下1階D号室

1324 本田商店千葉店 千葉市中央区富士見2-14-6LHビル1F

1325 囲 千葉市中央区富士見2-14-6LHビル千葉中央4F

1326 ブルーソーダ 千葉市中央区富士見2-14-8

1327 シルクロード 千葉市中央区富士見2-14-8

1328 月の坊 千葉市中央区富士見2-15-1-B1F

1329 double cheese 千葉店 千葉市中央区富士見2-15-9

1330 さくら 千葉市中央区富士見2-15-9-402A＆FLビル

1331 NICE 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル101

1332 はづき 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル301号室

1333 ぱれっと@time 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル401

1334 37°C 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル403号

1335 LoungeMOE 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル5階

1336 らんぶる＠TIME 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル6F

1337 NEST 千葉市中央区富士見2-15-9A＆FLビル7F

1338 中華料理大福記 千葉市中央区富士見2-16-12北斗会館2F

1339 萩 千葉市中央区富士見2-16-16

1340 麺屋一男 千葉市中央区富士見2-16-26マルエイ第16ビル1F

1341 香蝶 千葉市中央区富士見2-17-10A1ビル3階A

1342 九州の旨かもん旨か酒くすお千葉店 千葉市中央区富士見2-17-18

1343 BARB.Fleet 千葉市中央区富士見2-17-18朝日ビル2階

1344 MAXCAFE千葉中央駅前 千葉市中央区富士見2-17-1ホテルリブマックス千葉中央駅前1F

1345 ホルモンズ 千葉市中央区富士見2-17-27

1346 手羽亭遊楽 千葉市中央区富士見2-17-4

1347 手羽美 千葉市中央区富士見2-17-4藤井ビル

1348 日本再生酒場千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-17-5第2西山ビル1F

1349 ワインスタンドアクセラ 千葉市中央区富士見2-17-6TAKASUⅡビル1階

1350 一期邸 千葉市中央区富士見2-17-7

1351 CLUB向日葵 千葉市中央区富士見2-18-10

1352 しゃり膳千葉店 千葉市中央区富士見2-18-10

1353 ClubNIKITA 千葉市中央区富士見2-18-10

1354 boilerroom 千葉市中央区富士見2-18-10

1355 和ひろ 千葉市中央区富士見2-18-10MF8ビル1F

1356 BartsHAT 千葉市中央区富士見2-18-10MF8ビル201

1357 授殿 千葉市中央区富士見2-18-10MF8ビル4F

1358 愛 千葉市中央区富士見2-18-10MFビル302

1359 パブ蝶々 千葉市中央区富士見2-18-10MFビル6階602号

1360 グラシア 千葉市中央区富士見2-18-10富士見センタービル5F

1361 かごんま 千葉市中央区富士見2-18-11

1362 タイ国料理店ラカン 千葉市中央区富士見2-18-1初富ビル3階

1363 Gop 千葉市中央区富士見2-18-21階

1364 Foodysabu 千葉市中央区富士見2-18-4

1365 鳥の宴 千葉市中央区富士見2-18-4江口ビル1階

1366 肉バルYAMATO 千葉市中央区富士見2-18-4大樹ビル1F

1367 GirlsClubSINBA 千葉市中央区富士見2-18-4大樹ビル2F

1368 PUNKBEER 千葉市中央区富士見2-19-11-2FKISビル

1369 パブクラブ薫風 千葉市中央区富士見2-19-4パークスポット1006F

1370 大衆居酒屋いけ屋千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-21-10

1371 クラブペドロサ 千葉市中央区富士見2-21-10B1シャインビルⅢ

1372 夜来香 千葉市中央区富士見2-21-10シャインビルⅢ7F

1373 シンセゲ 千葉市中央区富士見2-21-12

1374 RE・BIRTH…氣楽家 千葉市中央区富士見2-21-12-206アッシュビル

1375 エタニティ 千葉市中央区富士見2-21-12-303アッシュビル

1376 BARPURU 千葉市中央区富士見2-21-12アッシュビル102



1377 おしゃれ鮮魚かめや 千葉市中央区富士見2-21-12アッシュビル2F202

1378 スナックルナ 千葉市中央区富士見2-21-12アッシュビル307

1379 club萌 千葉市中央区富士見2-21-12アッシュビル403号

1380 Docchi 千葉市中央区富士見2-21-12アッシュビル407

1381 ミックスバーころん 千葉市中央区富士見2-21-18-8F

1382 Heart 千葉市中央区富士見2-21-18REPROBUILDING2階

1383 GirlsLoungeFLOWER 千葉市中央区富士見2-21-1第二東和商事ビル1F

1384 スナキャバSPICA 千葉市中央区富士見2-21-1第二東和商事ビル2階

1385 DUZETA 千葉市中央区富士見2-21-1第二東和商事ビル4階

1386 CLUBNINE 千葉市中央区富士見2-21-1第二東和商事ビル5階

1387 CLUBKING 千葉市中央区富士見2-21-3

1388 バーレスク 千葉市中央区富士見2-21-3

1389 スナック碧 千葉市中央区富士見2-21-3STビル2FA室

1390 ClubWILL 千葉市中央区富士見2-21-3STビル2階B室

1391 はちみつ 千葉市中央区富士見2-21-3STビル3階B室

1392 BARGIN-JOINTS 千葉市中央区富士見2-21-3STビル6-A

1393 LouungeSail 千葉市中央区富士見2-21-3富士見STビル4FB室

1394 もつ焼き浜田屋 千葉市中央区富士見2-21-7

1395 Dining葡萄 千葉市中央区富士見2-21-7都市綜研千葉駅前ビル2F-A室

1396 LAPicasso 千葉市中央区富士見2-21-8-203都市綜研ビル千葉駅前ビル

1397 Bar&LoungeNUTS 千葉市中央区富士見2-21-8都市総研千葉駅前ビル地下二階

1398 まなこ 千葉市中央区富士見2-21-8都市綜研千葉駅前ビルB1-10

1399 CLUBZEN 千葉市中央区富士見2-21-9しんなかビル6階

1400 吉野家千葉中央店 千葉市中央区富士見2‐22-15星野ビル

1401 千葉っ子居酒屋燻し家もっくん 千葉市中央区富士見2-22-17星野ビル地下1階

1402 DANDYLIONBAR 千葉市中央区富士見2-22-17富士見センタービル2階

1403 RE 千葉市中央区富士見2-22-18

1404 SIENA 千葉市中央区富士見2-22-18-6FA富士見センタービル

1405 はや川 千葉市中央区富士見2-22-18富士見センタービル5階C号室

1406 スナックラウンジKei 千葉市中央区富士見2-22-18富士見センタービル6F-C号

1407 CLUB美香 千葉市中央区富士見2-22-4UHビル2F

1408 VintagewithRestaurant 千葉市中央区富士見2-22-6富士ビルB1

1409 鉄板焼梵.s 千葉市中央区富士見2-22-8東方ビル103

1410 北京亭 千葉市中央区富士見2-22-8東方ビル1F

1411 カレーハウスCoCo壱番屋千葉中央駅東口店 千葉市中央区富士見2-23-10松岡ビル1階松岡ビル

1412 44BLACK 千葉市中央区富士見2-23-10松岡ビル3階

1413 焼肉極 千葉市中央区富士見2-23-6KANビル1F

1414 PINKSODA 千葉市中央区富士見2-23-6カンビルディング2F

1415 CLUBDuo 千葉市中央区富士見2-23-6カンビルディング3階A号

1416 HIBIKY 千葉市中央区富士見2-23-7

1417 川の音千葉 千葉市中央区富士見2-23-8

1418 相席屋千葉中央店 千葉市中央区富士見2-23-8山野井ビル5階

1419 ニュークラブセレブリティークラブ 千葉市中央区富士見2-23-9千葉中央プリマビル8階

1420 くいどん食堂C-ONE店 千葉市中央区富士見2-24-1

1421 らいもん千葉店 千葉市中央区富士見2-24-1-c-6

1422 丸亀製麺千葉C-ONE 千葉市中央区富士見2-24-1千葉C-ONE内

1423 鉄板牧場千葉店 千葉市中央区富士見2-24-1千葉ショッピングセンター1F

1424 ビッグエコー千葉駅前本店 千葉市中央区富士見2-25-12F千葉ショッピングセンタービル

1425 長州ラーメン万龍軒 千葉市中央区富士見2-4-13大昌ビル2階

1426 千葉っ子居酒屋旨串とりとん 千葉市中央区富士見2-4-13大昌ビル3F

1427 おすすめ屋千葉店 千葉市中央区富士見2-4-15第一東和ビル6F

1428 ガブ飲みビストロ酒場ねぎらいや 千葉市中央区富士見2-4-16金子ビル4階

1429 ビッグエコー千葉駅前店 千葉市中央区富士見2-4-33F喜楽ビル

1430 七輪焼肉安安千葉店 千葉市中央区富士見2-4-3喜楽ビル2F

1431 NewStyleGirlsBarNKNine 千葉市中央区富士見2-4-3喜楽ビル2F

1432 千葉日和 千葉市中央区富士見2-4-3喜楽ビル5F

1433 cafeYummyWaffle 千葉市中央区富士見2-4-3喜楽観光ビル4F

1434 魚民千葉富士見2丁目店 千葉市中央区富士見2-4-9ラフィネビル2階

1435 HUB千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-4-9ラフィネビルB1F

1436 とと幸 千葉市中央区富士見2-5-15

1437 写楽 千葉市中央区富士見2-5-15塚本第3ビルb1写楽

1438 味香供食堂 千葉市中央区富士見2-5-17

1439 雷千葉駅前店 千葉市中央区富士見2-5-18

1440 風楽 千葉市中央区富士見2-5-2

1441 焼肉大将軍千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-5-5

1442 伝説のすた丼屋千葉富士見店 千葉市中央区富士見2-7-11NNR富士見ビル1階

1443 まめよし 千葉市中央区富士見2-7-11NNR富士見ビル3F

1444 wine＆カクテルアイスクリーム☆DiningBar我家我屋 千葉市中央区富士見2-7-16亀屋ビルB1

1445 かに将軍千葉店 千葉市中央区富士見2-7-3

1446 KOREANDININGHoneyBeast 千葉市中央区富士見2-8-11

1447 飲み処食べ処やすかわ 千葉市中央区富士見2-8-112F

1448 まるは 千葉市中央区富士見2-8-12オークラビル千葉

1449 レッドローズ 千葉市中央区富士見2-8-6

1450 NEOJAPANESESTANDARD 千葉市中央区富士見2-8-8橘ビル1階

1451 アゲイン 千葉市中央区富士見2-8-9バーニングプラザ3階B号

1452 NewPlatinum 千葉市中央区富士見2-8-9バーニングプラザ4B

1453 ナイトパブスターダスト 千葉市中央区富士見2-8-9バーニングプラザビル3階

1454 一風堂千葉店 千葉市中央区富士見2-9-15

1455 株式会社千里 千葉市中央区富士見2-9-15

1456 韓国居酒屋番長 千葉市中央区富士見2-9-15-2F

1457 音波 千葉市中央区富士見2-9-2プライム84F

1458 游の字 千葉市中央区富士見2-9-2プライム8ビル5階

1459 千葉っ子ダイニングペコリ 千葉市中央区富士見2-9-2プライム8ビル8F

1460 らーめん鷹の羽 千葉市中央区富士見2-9-3

1461 スシロー千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目11番1号

1462 岡本庵 千葉市中央区富士見2丁目11番1号

1463 薬膳火鍋 九里香 千葉市中央区富士見2丁目12番1号

1464 なか卯　千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目12番2号柳田ビル1F

1465 BULLS 千葉市中央区富士見2丁目12番6号

1466 居酒屋かぼちゃ一番 千葉市中央区富士見2丁目12番8号

1467 ガスト 千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目13番1号

1468 GODDESS 千葉市中央区富士見2丁目13番2号



1469 TIARA 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館

1470 クラブもも 千葉市中央区富士見2丁目13番2号アステージ7番館7階

1471 CLOVER HEART 千葉市中央区富士見2丁目13番3号

1472 大阪王将 千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目13番3号

1473 かまどか千葉店 千葉市中央区富士見2丁目13番4号

1474 大衆ジンギスカン酒場 ラムちゃん 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目13番4号

1475 中華菜館 豊葉 千葉市中央区富士見2丁目13番5号

1476 パンコントマテ千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14-8エヌズビル32階

1477 カラオケ まねきねこ 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号

1478 蒙古タンメン中本 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号

1479 ポイント千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号

1480 サイゼリヤ 千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号

1481 隠れ庵忍家千葉EXビル店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号EXビル8F

1482 コメダ珈琲店千葉富士見店 千葉市中央区富士見2丁目14番1号千葉EXビル

1483 中華蕎麦 ます嶋 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

1484 Venus 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

1485 牛バルこじまや 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

1486 ラウンジ 帝 千葉市中央区富士見2丁目14番4号

1487 boku　boku 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル3B

1488 エルメス 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル3階3C号室

1489 ニューセ・シ・ボン 千葉市中央区富士見2丁目14番4号バーニングビル地下1階

1490 富士見銀寿司 千葉市中央区富士見2丁目14番5号バーニングビル1F

1491 千葉武蔵家 千葉市中央区富士見2丁目14番6号

1492 グラン・か・らん 千葉市中央区富士見2丁目14番6号

1493 個室居酒屋 鶏の吉助 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目14番6号

1494 珈琲専科 ヨーロピアン 千葉市中央区富士見2丁目14番7号

1495 大名寿司 千葉市中央区富士見2丁目14番7号

1496 Red Lip’s 千葉市中央区富士見2丁目14番8号

1497 SinglesBarLUCIE 千葉市中央区富士見2丁目14番8号エヌズビル3-5F

1498 牛匠 すみか 千葉市中央区富士見2丁目15番8号

1499 レトロ酒場 ロマン横丁 千葉市中央区富士見2丁目15番9号

1500 セピアローズ 千葉市中央区富士見2丁目15番9号

1501 Lounge Albida 千葉市中央区富士見2丁目15番9号

1502 升や 千葉市中央区富士見2丁目16-19

1503 CLUB Grace 千葉市中央区富士見2丁目16番12号

1504 いなせや 幸蔵 千葉市中央区富士見2丁目16番12号

1505 レディーバード 千葉市中央区富士見2丁目16番12号北斗会館3階

1506 楽食家	マル安千葉店 千葉市中央区富士見2丁目16番15号

1507 お好み焼き ぎおん 千葉市中央区富士見2丁目16番16号

1508 和ダイニング千代川 千葉市中央区富士見2丁目16番1号渡辺ビルB1F

1509 uni snack ＆ bar 千葉市中央区富士見2丁目16番26号

1510 肉バル＆クラフトビール○5千葉本店 千葉市中央区富士見2丁目16番4号

1511 櫻家 千葉市中央区富士見2丁目17番10号

1512 Lounge 梅春 千葉市中央区富士見2丁目17番10号

1513 優姫 千葉市中央区富士見2丁目17番10号A-1ビル4FB

1514 エィティワンクラブ 千葉市中央区富士見2丁目17番11号Fビル2階

1515 cafe＆barWing 千葉市中央区富士見2丁目17番11号シャインビルⅡ-11F

1516 BAR Julian 千葉市中央区富士見2丁目17番5号

1517 amuse 千葉市中央区富士見2丁目17番6号

1518 鮨田むら 千葉市中央区富士見2丁目17番地12号シャインビル21階鮨田むら

1519 BarFlow 千葉市中央区富士見2丁目18-4西山ビル2F

1520 彩華 千葉市中央区富士見2丁目18番2号

1521 ホルモン闇番長 千葉市中央区富士見2丁目18番2号

1522 Club Blue 千葉市中央区富士見2丁目18番8号

1523 クラブ 駿 千葉市中央区富士見2丁目18番8号

1524 CLUB ディーズ 千葉市中央区富士見2丁目18番8号

1525 金角 千葉市中央区富士見2丁目19番11号

1526 Moon Bow 千葉市中央区富士見2丁目19番11号

1527 CLUB CRYSTAL 千葉市中央区富士見2丁目19番4号

1528 girl’s bar ACE 千葉市中央区富士見2丁目19番4号

1529 peachandpeach 千葉市中央区富士見2丁目21-10シャインビルⅢ5FB

1530 bar AJITO 千葉市中央区富士見2丁目21番10号

1531 花蓮 千葉市中央区富士見2丁目21番10号シャインビルIII5階A号室

1532 クラブ 幸 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

1533 Jun 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

1534 東昇酒家 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

1535 ASOBI BAR 千葉市中央区富士見2丁目21番12号

1536 𠮷四六 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル1階

1537 夜桜 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル2階205号

1538 秋桜 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル306

1539 かえる 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル3階301号

1540 スナック　ちぃーと 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル3階305号室

1541 華の部屋 千葉市中央区富士見2丁目21番12号アッシュビル4階405号

1542 million 千葉市中央区富士見2丁目21番18号

1543 Iris（イリス） 千葉市中央区富士見2丁目21番18号リプロビル7F

1544 大衆酒場ちばチャン 総本店 千葉市中央区富士見2丁目21番3号

1545 倶楽部 BIRDIE 2号店 千葉市中央区富士見2丁目21番3号

1546 ラウンジ栞 千葉市中央区富士見2丁目21番3号

1547 Club L 千葉市中央区富士見2丁目21番3号

1548 clubArbre 千葉市中央区富士見2丁目21番3号富士見STビル5階A室

1549 スナックマハルキタ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1550 空 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1551 富士見横丁レトロ 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1552 MAXIM 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1553 Big Luck 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1554 居酒屋 久一 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1555 DEBUT 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1556 PUB NOSTALGIA 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1557 CLUB MILANO 千葉市中央区富士見2丁目21番8号

1558 Girl'sBarPREMIUM千葉店 千葉市中央区富士見2丁目21番8号1階

1559 Linda 千葉市中央区富士見2丁目21番8号都市綜研千葉駅前ビル2階204号室

1560 FUJIMICLUB 千葉市中央区富士見2丁目21番9号



1561 CLUB VENETIAN 千葉市中央区富士見2丁目21番9号

1562 まあーなべや 千葉市中央区富士見2丁目21番9号しんなかビル1F

1563 フォー・レタントン富士見店 千葉市中央区富士見2丁目22番18号

1564 プレミアム 千葉市中央区富士見2丁目22番18号富士見センタービル7F

1565 花林冬 千葉市中央区富士見2丁目22番1号UHビル1F

1566 MUSIC BAR Mode 千葉市中央区富士見2丁目22番4号

1567 蓮華 千葉市中央区富士見2丁目22番4号UHビル4階

1568 金銀彩 千葉市中央区富士見2丁目22番4号UHビル7階

1569 横浜ラーメン 増田家 千葉市中央区富士見2丁目22番5号

1570 ガンツオ 1F 千葉市中央区富士見2丁目22番7号

1571 びすとろ KAZU 千葉市中央区富士見2丁目23番10号

1572 麻雀ZENTSU 千葉市中央区富士見2丁目23番10号松岡ビル7階

1573 MusicLounge24/7 千葉市中央区富士見2丁目23番8号山野井ビル4F

1574 マクドナルド京成千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目23番9号

1575 陳麻家 千葉C･one店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1576 松のや 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1577 リンガーハット 千葉C-ONE店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1578 サンマルクカフェ千葉C-one店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1579 やよい軒 千葉C-ONE店 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1580 ラーメン 一蘭 千葉店（C-ONE内） 千葉市中央区富士見2丁目24番1号

1581 てんや 千葉シーワン店 千葉市中央区富士見2丁目25番1号

1582 すし銚子丸 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目25番1号

1583 千葉ハイボールバー 千葉市中央区富士見2丁目25番1号

1584 かに道楽 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目3番1号

1585 サンマルクカフェ千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目3番1号

1586 乙浜 千葉市中央区富士見2丁目4番13号

1587 BEONE 千葉市中央区富士見2丁目4番13号

1588 マクドナルド千葉富士見町店 千葉市中央区富士見2丁目4番14号

1589 壱角家千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目4番16号

1590 赤身 にくがとう 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番16号

1591 串家物語 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目4番5号

1592 一会 千葉市中央区富士見2丁目4番5号

1593 土間土間千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番5号ピーアーク千葉デジタルタウン4F

1594 カラオケ館 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目4番6号

1595 沖縄ダイニング 琉歌 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目4番9号

1596 磯丸水産千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目4番9号ラフィネビル1F

1597 松屋千葉店 千葉市中央区富士見2丁目5番16号

1598 みんなの居酒屋ありがとう千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目5番16号

1599 旬菜酒楽 いっぽ 本店 千葉市中央区富士見2丁目5番16号

1600 手作り居酒屋 甘太郎 千葉市中央区富士見2丁目5番1号

1601 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目5番1号

1602 3・6・5酒場 千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目5番1号

1603 カラオケまねきねこ 千葉駅前2号店 千葉市中央区富士見2丁目5番1号

1604 浜旨☆韓旨 千葉市中央区富士見2丁目5番3号

1605 カラオケ館 千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目7番13号

1606 インド料理 ルンビニ 千葉市中央区富士見2丁目7番15号

1607 天ぷら 神田 千葉市中央区富士見2丁目7番15号

1608 中華食堂 日高屋 千葉富士見町店 千葉市中央区富士見2丁目7番16号

1609 CONA千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目7番2号

1610 垚 千葉市中央区富士見2丁目8-9バーニングプラザ2階c

1611 鉄板焼大和屋 千葉店 千葉市中央区富士見2丁目8番11号

1612 まねきねこ 千葉中央店 千葉市中央区富士見2丁目8番14号

1613 sai 千葉市中央区富士見2丁目8番6号

1614 香港Club 千葉市中央区富士見2丁目8番6号

1615 香港Club 千葉市中央区富士見2丁目8番6号

1616 千葉市中央区富士見2丁目8番9号

1617 クラブ 琴 千葉市中央区富士見2丁目8番9号

1618 武田 千葉市中央区富士見2丁目9番13号WTC千葉富士見ビルB1

1619 中華蕎麦 ごとう 千葉市中央区富士見2丁目9番14号

1620 龍翔堂 千葉市中央区富士見2丁目9番17号

1621 日本橋 かなえや 千葉市中央区富士見2丁目9番28号

1622 沖縄郷土料理ゆいまーる美ら島 千葉市中央区富士見2丁目9番28号第1山崎ビル3階

1623 寿ししゃぶしゃぶすき焼き個室で食べ放題モ～TON！千葉駅前店 千葉市中央区富士見2丁目9番2号

1624 カフェ・ベローチェ千葉店 千葉市中央区富士見2丁目9番2号

1625 牛角 千葉プライム8店 千葉市中央区富士見2丁目9番2号

1626 LIP 千葉市中央区富士見2町名21番3号富士見STビル5階C室

1627 DININGRESTAURANT&BARTAMTORNADO1F 千葉市中央区富士見一丁目9番12号TAM

1628 BARPIGEON 千葉市中央区富士見町1-13-3-1F

1629 ろばた焼あかちょうちん千葉店 千葉市中央区富士見二丁目21番地12号

1630 ネイチャーヤンドール 千葉市中央区弁天1-11-7

1631 遊食の郷 千葉市中央区弁天1-18-5アパホテル1F

1632 カフェコオラニ 千葉市中央区弁天1-2-12

1633 楽食美酒弥助 千葉市中央区弁天1-24-2

1634 炭小屋初いち 千葉市中央区弁天1-26-13

1635 イタリアンダイニングリコカ 千葉市中央区弁天1-26-16ヴァンクレール1F

1636 ニューラジスタ 千葉市中央区弁天1-27-1鳥居マンション1F

1637 カフェレストランタロー 千葉市中央区弁天1-30-10ゴールデンマンション1F

1638 海鮮の國波奈本店 千葉市中央区弁天1-34-1

1639 MASA 千葉市中央区弁天1丁目15番8号サンライズビル1F

1640 喫茶 道 千葉市中央区弁天1丁目1番1号

1641 da．b（ダ．ベー） 千葉市中央区弁天1丁目1番2号

1642 麻雀 丈居 千葉市中央区弁天1丁目1番3号

1643 きそば若松 千葉市中央区弁天1丁目20番5号

1644 ペッシェ ヴィーノ 千葉市中央区弁天1丁目20番5号

1645 Bar荘 千葉市中央区弁天1丁目20番5号山崎ビル105

1646 レストランマイヨジョーヌ 千葉市中央区弁天1丁目24番1号平木ビル1F

1647 Bar SAUCEorSALT North Entrance Bace 千葉市中央区弁天1丁目2番4号

1648 若駒 千葉市中央区弁天2-19-38

1649 和食と地酒弁天蔵 千葉市中央区弁天2-19-40-1階B

1650 燗屋たまめ 千葉市中央区弁天2-20-10

1651 ふじ 千葉市中央区弁天2-20-19

1652 養老乃瀧千葉公園店 千葉市中央区弁天2-20-23



1653 apartment．mcafe 千葉市中央区弁天2-23-1弁天プラザ1F

1654 小料理花あかり 千葉市中央区弁天2-23-1弁天プラザ2F

1655 天ぷら宏美 千葉市中央区弁天2-23-1弁天プラザ2階

1656 コーヒースナック あかり 千葉市中央区弁天2丁目13番22号

1657 炭火焼 つくね 千葉市中央区弁天2丁目19番20号

1658 川波 千葉市中央区弁天2丁目19番20号ロイアルビル101

1659 カフェ まとい亭 千葉市中央区弁天2丁目19番40号

1660 食堂 楓月 千葉市中央区弁天2丁目1番13号

1661 カラオケスナック さゆり 千葉市中央区弁天2丁目20番10号

1662 スナック みわ 千葉市中央区弁天2丁目20番16号

1663 焼肉十々 千葉市中央区弁天2丁目20番19号

1664 中華ガキ大将 千葉市中央区弁天2丁目20番22号

1665 おんじゅく丸（弁天店） 千葉市中央区弁天2丁目22番2号

1666 串もん 利げん 千葉市中央区弁天2丁目22番3号

1667 キッチンバー BONOBO 千葉市中央区弁天2丁目22番3号

1668 酒肆イノウエ 千葉市中央区弁天2丁目22番3号1階

1669 焼鳥 花子 千葉市中央区弁天2丁目22番9号

1670 ひまわり 千葉市中央区弁天2丁目23番1号

1671 夕がお 千葉市中央区弁天2丁目23番1号弁天プラザ2階

1672 居酒屋バッファロー 千葉市中央区弁天3-2-2

1673 春日寿司 千葉市中央区弁天3丁目13番1号

1674 膳や 千葉市中央区弁天4-10-9

1675 ダイニングパブ酒菜処潤 千葉市中央区弁天4-6-9-102ミキハイツ

1676 SAKURA 千葉市中央区弁天4丁目10番9号101

1677 KKDuo 千葉市中央区本千葉町1-11AQUATOWER383F-A

1678 ダイニングバータラート 千葉市中央区本千葉町1-11千葉中央ビル1F

1679 ShotBarblackcat 千葉市中央区本千葉町1-3プリマビル5階

1680 jacktheeleven 千葉市中央区本千葉町1-3千葉プリマビル5FB

1681 さふらん 千葉市中央区本千葉町1-3千葉プリマビル5階C室

1682 焼肉Yaホ!富士見店 千葉市中央区本千葉町1-4千葉プリマビル2F

1683 ダイニングレストランベリエール 千葉市中央区本千葉町15番1号

1684 京成ホテルミラマーレミレフォリア（1F） 千葉市中央区本千葉町15番1号

1685 京成ホテルミラマーレ景山（2F） 千葉市中央区本千葉町15番1号

1686 すし屋 銀蔵 千葉中央店 千葉市中央区本千葉町15番1号

1687 鍛治屋文蔵 千葉中央店 千葉市中央区本千葉町15番1号

1688 京成ホテルミラマーレ パントリー（6F） 千葉市中央区本千葉町15番1号

1689 京成ホテルミラマーレ パントリー（16F） 千葉市中央区本千葉町15番1号

1690 京成ホテルミラマーレ パントリー（8F） 千葉市中央区本千葉町15番1号

1691 スターバックスコーヒー 千葉中央駅店 千葉市中央区本千葉町15番1号

1692 京成ローザ⑩イースト売店 千葉市中央区本千葉町15番1号

1693 京成ローザ⑩ ウエスト3・4 千葉市中央区本千葉町15番1号

1694 もんたま 千葉市中央区本千葉町16-7ブラジルビル2F

1695 宗庵 千葉市中央区本千葉町16番5号

1696 やきとりの扇屋 千葉中央駅前店 千葉市中央区本千葉町16番7号

1697 club D’s 千葉市中央区本千葉町1番11号

1698 IZAKAYA LEGO 千葉市中央区本千葉町1番11号

1699 CLUB SASYA 千葉市中央区本千葉町1番3号

1700 ウインド・ミル 千葉市中央区本千葉町1番4号プリマビル7階B号室

1701 カラオケルーム歌広場京成千葉中央駅前店 千葉市中央区本千葉町2-10今関ビル4階

1702 ACQUAESOLE 千葉市中央区本千葉町2-11

1703 SPORTSBARGATE・AmericanPizzaTRUNK 千葉市中央区本千葉町2-5今関ビル2F

1704 山海宴 千葉市中央区本千葉町2-5今関ビル地下1階

1705 Darts＆BarForest 千葉市中央区本千葉町2-8

1706 カラオケ館 京成千葉中央店 千葉市中央区本千葉町3番4号

1707 くしひろ 千葉市中央区本千葉町4-10時田ビル1F

1708 酒場群青 千葉市中央区本千葉町4-11

1709 小料理楓 千葉市中央区本千葉町4-11久本ビル2階

1710 ラウンジしま川 千葉市中央区本千葉町4-11久本ビル2階

1711 Gyo雷や 千葉市中央区本千葉町4-14

1712 花のれん 千葉市中央区本千葉町4-9アイシービル

1713 夢を叶えるバー コットンクラブ 千葉市中央区本千葉町4番10号

1714 Amour 千葉市中央区本千葉町4番3号

1715 磯丸水産千葉中央駅前店 千葉市中央区本千葉町4番地151-2階

1716 AnnaTen 千葉市中央区本千葉町5-1

1717 ブッペ 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル

1718 Komachi. 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル2-C

1719 マチルダ 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル2F2-E

1720 スナック魅弥 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル2F-D

1721 LoungeR 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル4-E

1722 Lv'1 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル4F-B

1723 スナック楡 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル4階C室

1724 abies 千葉市中央区本千葉町5-1狸小路ビル4階D号

1725 メンバーズクラブプルクラ 千葉市中央区本千葉町5-7地商ビル4階

1726 寿司・割烹空海 千葉市中央区本千葉町5-7地商ビル501

1727 スナック 結 千葉市中央区本千葉町5番1号

1728 スナック ひまわり 千葉市中央区本千葉町5番1号

1729 PANQRO 千葉市中央区本千葉町5番1号

1730 韓国家庭料理キムちゃん 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル1階

1731 みち 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル2階2-A

1732 富貴蘭 千葉市中央区本千葉町5番1号狸小路ビル3F-D

1733 カルネーズ 千葉市中央区本千葉町5番7号

1734 中国料理 万寿苑 千葉市中央区本千葉町5番8号

1735 gram千葉中央店 千葉市中央区本千葉町6番3号千葉中央大庄マンション2階

1736 灯花 千葉市中央区本千葉町7-11

1737 レストランクエバ 千葉市中央区本千葉町7-11三恵9ビル101

1738 碧～Blue～ 千葉市中央区本千葉町7-11三恵9ビル102

1739 ダイニングバーPEACE 千葉市中央区本千葉町7-2-3FT’sBRIGHTIA千葉中央

1740 BAR グレース 千葉市中央区本千葉町7番10号

1741 汽関車 千葉市中央区本千葉町7番11号三恵ビル地下1F

1742 日高屋千葉中央東口店 千葉市中央区本千葉町7番12号

1743 （有）若松寿司 千葉市中央区本千葉町7番4号

1744 和風料理旬の酒肴加門 千葉市中央区本千葉町8番2号加門ビル



1745 食遊人てけてけ 千葉市中央区本千葉町9番13号

1746 パブスナック亜紀 千葉市中央区本千葉町9番1号

1747 うさぎ 千葉市中央区本千葉町9番1号青山ビル2F

1748 かつうら 千葉市中央区本千葉町9番2号

1749 酒肴旬菜くるみ 千葉市中央区本町1-3-4

1750 鮨 五ッ浦 千葉市中央区本町1丁目5番3号

1751 仲よし 千葉市中央区本町1丁目5番5号

1752 酒・肴・処 小にし 千葉市中央区本町1丁目5番5号

1753 スナックジァンジァン 千葉市中央区本町1丁目6番地24

1754 てんぷら天白 千葉市中央区本町2-1-21石井ビル1階

1755 とみ本 千葉市中央区本町2-3-16

1756 朝獲れ鮮魚と肉料理BACHI 千葉市中央区本町2-3-17

1757 海彦山彦小料理しゅん 千葉市中央区本町2-5-3コーポナカノ

1758 萩 千葉市中央区本町2-5-5

1759 本町厨房TETSU流 千葉市中央区本町2-5-5プライムスクエア野村1階

1760 酒詩 千葉市中央区本町2丁目5番3号

1761 SAKURA The Kitchen 千葉市中央区本町2丁目5番5号

1762 居酒屋 こもれび 千葉市中央区本町2丁目7番7号

1763 （有）朝まつそば店 千葉市中央区本町2丁目8番8号

1764 CafeLANTERIA 千葉市中央区本町3-2-2

1765 GMR 千葉市中央区本町3-2-2-2Fジュネス店舗

1766 キッチンみぃ 千葉市中央区本町3-2-5

1767 バル縁 千葉市中央区本町3-7-7

1768 牛村 千葉市中央区本町3丁目1番5号

1769 中華料理 金蘭 千葉市中央区本町3丁目1番5号

1770 広島お好み焼来んさいや 千葉市中央区末広1-16-24

1771 末広家 千葉市中央区末広1丁目15番7号

1772 鮨・創作料理 一幸 千葉市中央区末広2丁目12番3号

1773 スナック ココム 千葉市中央区末広2丁目2番17号

1774 酒処かんたろう 千葉市中央区末広2丁目3番2号

1775 松屋 末広街道店 千葉市中央区末広2丁目3番4号

1776 ココス千葉末広店 千葉市中央区末広3-16-1

1777 アジア食堂 末広店 千葉市中央区末広3丁目16番4号

1778 吉野家千葉末広街道店 千葉市中央区末広3丁目17番1号

1779 寿し店春日寿し 千葉市中央区末広3丁目26番15号

1780 来々飯店 千葉市中央区末広3丁目8番13号

1781 ビッグエコー千葉末広店 千葉市中央区末広4-20-7

1782 かつや千葉末広店 千葉市中央区末広4丁目13番9号

1783 インド・ネパール料理 シリザナ 千葉市中央区末広4丁目14番8号

1784 萬福 千葉市中央区末広4丁目23番10号

1785 はま寿司 千葉末広店 千葉市中央区末広4丁目24番12号

1786 肉の万世千葉蘇我店 千葉市中央区末広5-3-1

1787 ステーキガスト 千葉末広店 千葉市中央区末広5丁目2番7号

1788 デニーズ蘇我店 千葉市中央区末広5丁目3番7号

1789 すし銚子丸 蘇我店 千葉市中央区末広5丁目6番20号

1790 焼肉レストラン赤門末広町店 千葉市中央区末広町4-14-12

1791 我流らあめん 風神 千葉市中央区問屋町11番4号

1792 Boulangerie Le Port 千葉市中央区問屋町13番4号

1793 ステーキ共和国幕張大使館別館 千葉市中央区問屋町1-4

1794 THENEWYORKBAYSIDEKITCHEN 千葉市中央区問屋町1-50千葉ポートタウン5階

1795 木曽路 千葉店 千葉市中央区問屋町2番10号

1796 オリエンタルキッチンイタリアーナ 千葉市中央区問屋町7

1797 鮨いとう 千葉市中央区矢作町326-3

1798 第一パーティーサービス 株式会社 千葉市中央区矢作町404番地1

1799 中華料理一品香 千葉市中央区祐光1-25-16

1800 松坂家 千葉市中央区祐光1-6-6

1801 菜の花 千葉市中央区祐光1丁目12番2号

1802 居酒屋「CoCo」 千葉市中央区祐光2-11-7

1803 居酒屋友愛 千葉市中央区祐光2-11-9

1804 潮騒 千葉市中央区祐光2-5-1

1805 サンサーラ 千葉市中央区祐光2-7-1サニータウン105

1806 香味屋 千葉市中央区祐光2丁目11番8号

1807 松屋 東千葉店 千葉市中央区祐光2丁目15番5号

1808 インド・ネパール レストラン さくら 千葉市中央区祐光2丁目16番4号

1809 中国料理酒家 中 千葉市中央区祐光2丁目6番9号

1810 sola 千葉市中央区祐光3-9-2-206カミュ祐光苑

1811 カラオケステージ 愛歌 千葉市中央区祐光3丁目6番18号

1812 ラーメン杉田家 千葉市中央区祐光4-17-7

1813 春木屋祐光支店 千葉市中央区祐光4-4-11

1814 中華料理忠来 千葉市中央区祐光4丁目12番2号

1815 リンガーハット 千葉祐光店 千葉市中央区祐光4丁目17番1号

1816 牛角 東千葉店 千葉市中央区祐光4丁目18番

1817 デニーズ千葉祐光店 千葉市中央区祐光4丁目1番4号

1818 ラーメン魁力屋 東千葉店 千葉市中央区祐光4丁目1番5号

1819 梅の花 千葉店 千葉市中央区祐光4丁目20番7号

1820 ねこまんま 千葉市中央区祐光4丁目7番7号和田第二ビル1階101

1821 居酒屋らん子の店 千葉市中央区要町14番7号

1822 ラウンジジョアン 千葉市中央区要町15番10号

1823 どん底 千葉市中央区要町15番13号M＆R1F

1824 濃麺 海月 千葉市中央区要町1番4号

1825 江戸っ子 千葉市中央区要町1番4号

1826 なんこつ屋 千葉市中央区要町2番1号

1827 家庭料理ちぃーちゃん 千葉市中央区要町2番2号

1828 （麺）並木商事 千葉市中央区要町5-1

1829 そば花八 千葉市花見川区こてはし台1-16-13

1830 やきとり大吉こてはし台店 千葉市花見川区こてはし台1-16-6

1831 小料理入船 千葉市花見川区こてはし台2丁目23番13号

1832 はつこい 千葉市花見川区こてはし台2丁目23番15号

1833 内藤飯店 千葉市花見川区こてはし台2丁目27番2号

1834 寿鮨 千葉市花見川区こてはし台5丁目17番7号

1835 駒よし 千葉市花見川区こてはし台5丁目17番7号

1836 すし処 磯文 千葉市花見川区こてはし台6丁目25番8号



1837 下野 千葉市花見川区こてはし台6丁目48番地10号

1838 ジョナサン 千葉さつきが丘店 千葉市花見川区さつきが丘1丁目45番地1

1839 来来亭 花見川店 千葉市花見川区さつきが丘1丁目46番地12

1840 RL 千葉市花見川区さつきが丘2-11-7

1841 満楽点心店 千葉市花見川区さつきが丘2-1-4

1842 REST1020 千葉市花見川区さつきが丘2-33-10

1843 お食事処ふく伸 千葉市花見川区さつきが丘2-8-7

1844 呑み処 ひと笑 千葉市花見川区さつきが丘2丁目11番地13

1845 居酒屋 ラウンジ 江口 千葉市花見川区さつきが丘2丁目12番地2

1846 大衆恋酒場 千葉市花見川区さつきが丘2丁目1番地3

1847 うぶすな 千葉市花見川区さつきが丘2丁目29番地13

1848 さつき寿司 千葉市花見川区さつきが丘2丁目30番地1

1849 256 nicom 千葉市花見川区さつきが丘2丁目40番地16

1850 すたみな太郎千葉北店 千葉市花見川区宇那谷町353

1851 日本そば刀屋 千葉市花見川区横戸町1031-4

1852 ぶんごや松戸 千葉市花見川区横戸町1-102

1853 MAZE.SOBAYAMATOぎょうざ 千葉市花見川区横戸町639

1854 ゆにろーず横戸店 千葉市花見川区横戸町911-1

1855 ほがらか 千葉市花見川区花園1-10-1

1856 ちょいけみなでしこ 千葉市花見川区花園1-14-1

1857 ブルースプラッシュ 千葉市花見川区花園1-14-2

1858 小料理華雪 千葉市花見川区花園1-6-7

1859 和月 千葉市花見川区花園1-6-7原田ビル205

1860 居酒屋たちよし 千葉市花見川区花園1-6-7原田ビル2階

1861 彩菜美酒だい吉 千葉市花見川区花園1-7-15

1862 cafetento 千葉市花見川区花園1-7-15ss小川ビル2-202

1863 スナックよりみち 千葉市花見川区花園1-7-18

1864 酒処はなえ 千葉市花見川区花園1-7-5

1865 桂林餃子満足新検見川北口店 千葉市花見川区花園1-7-5

1866 PICKUPMOON 千葉市花見川区花園1-8-6ライフビル3F

1867 hippopotame 千葉市花見川区花園1-8-7

1868 居酒やよいしょ 千葉市花見川区花園1-8-7アステージビル2番館2F

1869 スウィングさき 千葉市花見川区花園1-8-7アステージビルAB号1F

1870 焼きあご煮干しらぁめんはなかぜ 千葉市花見川区花園1-8-8

1871 鳥しげ 千葉市花見川区花園1丁目10番5号

1872 更科斉とう 千葉市花見川区花園1丁目10番8号

1873 スナック リベロ 千葉市花見川区花園1丁目20番13号

1874 白頭山 千葉市花見川区花園1丁目6番5号尾関ビル

1875 酔え門 ワイン＆肉バー 千葉市花見川区花園1丁目6番7号

1876 BAR -0025 千葉市花見川区花園1丁目6番7号

1877 食事処「めぐみ」 千葉市花見川区花園1丁目6番7号

1878 酒処梵天丸 千葉市花見川区花園1丁目7-5

1879 餃子の王将 新検見川駅前店 千葉市花見川区花園1丁目7番21号

1880 カフェヴァーナル 千葉市花見川区花園1丁目8番12号

1881 矢部川 千葉市花見川区花園1丁目8番6号

1882 花の屋 千葉市花見川区花園1丁目8番7号アステージ2番館3号室

1883 カネショウ新検見川店 千葉市花見川区花園2-10-14

1884 カラオケなでしこ 千葉市花見川区花園2-10-2

1885 カフェ29 千葉市花見川区花園2-12-13-1

1886 Caffe&Pizza蔵王 千葉市花見川区花園2-1-3

1887 美味佳楽花ゑ 千葉市花見川区花園2-14-18

1888 越中大将 千葉市花見川区花園2-9-22

1889 タージ・マハル 千葉市花見川区花園2丁目10番19号

1890 カラオケスナック 花園 千葉市花見川区花園2丁目10番2号

1891 かたりべ みづき 千葉市花見川区花園2丁目10番2号

1892 三千里 千葉市花見川区花園2丁目12番14号

1893 魚利 千葉市花見川区花園5-1-12

1894 スナックココ 千葉市花見川区花園町39番地1中村ビル

1895 満福宴 千葉市花見川区花園町44番地38

1896 エリーノキッチン 千葉市花見川区花見川2番42号109

1897 美豊利鮨 千葉市花見川区花島町433番地11

1898 スナック杏 千葉市花見川区花島町479-5

1899 霧島屋 千葉市花見川区花島町479番地4

1900 牛角 花見川店 千葉市花見川区花島町481番地3

1901 亀楽 千葉市花見川区花島町496番地20

1902 楽ちゃ 千葉市花見川区宮野木台1-10-8

1903 焼鳥 仲ちゃん 千葉市花見川区宮野木台2丁目6番24号

1904 居酒屋風来人 千葉市花見川区宮野木台3-29-3

1905 マルキン本舗 宮野木店 千葉市花見川区宮野木台3丁目1番2号

1906 印度料理シタール本店 千葉市花見川区検見川町1丁目106番地16

1907 アピアチェーレ 千葉市花見川区検見川町3-303-17

1908 初寿司 千葉市花見川区検見川町3-316-22

1909 卯彩木 千葉市花見川区検見川町3丁目301番地23

1910 おふくろの味めり乃 千葉市花見川区検見川町3丁目316番地1秋元ビル1F

1911 カラオケトロロ 千葉市花見川区検見川町3丁目316番地1秋元ビル2階

1912 たくみ鮨 千葉市花見川区検見川町3丁目397番地

1913 うおよし 千葉市花見川区検見川町5-202-1-101

1914 Au petit bonheur 千葉市花見川区作新台1丁目10番13号

1915 マクドナルド 花見川店 千葉市花見川区作新台1丁目1番1号

1916 焼肉屋くいどん花見川店 千葉市花見川区作新台2-1-15

1917 あぶくま 千葉市花見川区作新台2丁目18番8号

1918 スエヒロ館花見川店 千葉市花見川区作新台4-5-15

1919 つくしんぼー 千葉市花見川区作新台4-6-10パレドール八千代台102

1920 一龍 千葉市花見川区作新台4丁目15-8

1921 松葉 千葉市花見川区作新台5-22-35

1922 ATITHIINDIANRESTAURANT 千葉市花見川区作新台5-28-8

1923 居酒屋大ちゃん 千葉市花見川区作新台6-18-16ハイツ小山5号館102号

1924 カラオケ喜楽 千葉市花見川区作新台6-19-1

1925 居酒屋ひらき 千葉市花見川区作新台6-19-3

1926 ジョイント酒場 のんのん 千葉市花見川区作新台6丁目18番35号

1927 花の木 千葉市花見川区作新台6丁目19番1号ハイツ小山2号館101号

1928 島匠 千葉市花見川区作新台7-22-8



1929 サイゼリヤ 千葉作新台店 千葉市花見川区作新台8丁目1番22号

1930 小金庵そうすけ 千葉市花見川区作新台8丁目1番24号

1931 frankvery(FrankVery) 千葉市花見川区三角町179-26三角プラザ1階

1932 お食事処ぐるめや 千葉市花見川区三角町257-62

1933 三船鮨 千葉市花見川区三角町257番地18

1934 旬彩和久良 千葉市花見川区三角町516

1935 麺場田所商店 千葉北店 千葉市花見川区三角町528番地

1936 しゃぶしゃぶどん亭千葉北インター店 千葉市花見川区三角町529-1

1937 ゆで太郎花見川三角町店 千葉市花見川区三角町657-13

1938 ラーメンショップさむらい 千葉市花見川区三角町785-3

1939 チャイナハウス蓮華 千葉市花見川区瑞穂1-5-5

1940 スナックドール 千葉市花見川区千種町107-7

1941 中国料理金華 千葉市花見川区千種町205-3

1942 D’sky 千葉市花見川区千種町205番地3

1943 みやこや 千葉市花見川区千種町212番地2

1944 炭火焼き樹樹 千葉市花見川区千種町220番地3

1945 威吹 千葉市花見川区千種町223-1

1946 つかさ 千葉市花見川区千種町241-9

1947 なかの屋 千葉市花見川区千種町241番地8

1948 天ぷら小料理ひとな 千葉市花見川区千種町295-2テクノパレス6号

1949 居酒屋あれこれ 千葉市花見川区千種町329-5

1950 スターライト 千葉市花見川区千種町329番地4

1951 あじ芳 千葉市花見川区千種町74-2

1952 横浜家系千種家 千葉市花見川区千種町77番地10

1953 台湾料理 八福 千葉市花見川区大日町1320番地2

1954 吉野家こてはし台店 千葉市花見川区大日町1363番地1

1955 ガスト こてはし台店 千葉市花見川区大日町1379番地1

1956 ステーキ共和国 こてはし大使館 千葉市花見川区大日町1379番地1

1957 Nekonoki Cafe 千葉市花見川区朝日ケ丘2-1-6-1

1958 明日葉AsianTable&Bar 千葉市花見川区朝日ケ丘3-22-8ぴあハウスM101

1959 居酒屋 あすか 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目2番30号

1960 寿司 たに 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目5番33号

1961 旬肴 分千歳 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目5番8号

1962 ギャラリー＆カフェまどか 千葉市花見川区朝日ケ丘5-11-2

1963 星乃珈琲店千葉朝日ヶ丘店 千葉市花見川区朝日ケ丘5丁目32-24

1964 コーヒー＆スナック 幸 千葉市花見川区長作台1丁目2番5号

1965 台湾料理 八福 千葉市花見川区長作町1267番地9

1966 からやま武石インター店 千葉市花見川区長作町83番地1

1967 来々軒 千葉市花見川区天戸町1336-2

1968 焼肉牛門 千葉市花見川区天戸町1341番地9

1969 スシロー花見川店 千葉市花見川区天戸町1446番地1

1970 中華料理らーめん50番 千葉市花見川区天戸町1446番地3

1971 かつ波奈花見川店 千葉市花見川区天戸町1459-3

1972 樹の枝 千葉市花見川区天戸町1471番地

1973 すし膳 千葉市花見川区天戸町1471番地27

1974 居酒屋アゲーン 千葉市花見川区天戸町1472-7

1975 とんかつ中むら 千葉市花見川区天戸町718-4

1976 隆記西安刀削麺専門店 千葉市花見川区天戸町982-1

1977 ら・ぴえ 千葉市花見川区南花園1-42-6

1978 備長炭焼鳥と刺身居酒屋 ありがとう 新検見川店 千葉市花見川区南花園1丁目44番13号

1979 鳥貴族新検見川店 千葉市花見川区南花園2-1-3-4F

1980 キタノイチバ新検見川南口駅前店 千葉市花見川区南花園2-1-3山崎ビル3階

1981 スナックルージュ 千葉市花見川区南花園2-1-6朝日ビル新検見川4階

1982 DartsBarsnazzy 千葉市花見川区南花園2-5-17

1983 すなっく揚羽 千葉市花見川区南花園2-5-17グレースマンション1階-C

1984 スナックラベンダ- 千葉市花見川区南花園2-5-17良原総業ビル1F-A

1985 魚道場三国一 千葉市花見川区南花園2-5-18パティントンハウス1号室

1986 居酒屋済州島 千葉市花見川区南花園2-7-3富商第一ビル2階

1987 パブヴィーナス 千葉市花見川区南花園2-7-3富商第三ビル2階

1988 串かつの店わかば 千葉市花見川区南花園2-7-7富商第二ビル1階

1989 居酒屋みどり 千葉市花見川区南花園2-7-9小林ビル1階A号

1990 すし処一修 千葉市花見川区南花園2-9-18ストーク花園1F

1991 桂林餃子満足新検見川店 千葉市花見川区南花園2-9-20

1992 和食・すし処浜の味のひら 千葉市花見川区南花園2丁目11番2号

1993 カフェ・ド・クリエ新検見川駅店 千葉市花見川区南花園2丁目1番1号

1994 マロンド 新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目1番3号

1995 日高屋 新検見川南口店 千葉市花見川区南花園2丁目1番4号

1996 松屋 新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目1番6号

1997 三よ志 千葉市花見川区南花園2丁目1番7号第2金田ビル1F

1998 創味苑館 千葉市花見川区南花園2丁目2番13号

1999 miniclubANNA2 千葉市花見川区南花園2丁目5番17号良原総業ビル1階-B

2000 スナック喫茶 こぬか 千葉市花見川区南花園2丁目5番18号

2001 手打うどんリッチ 千葉市花見川区南花園2丁目5番19号新富国際ビル1F

2002 居酒屋やきとりみのる 千葉市花見川区南花園2丁目6番9号

2003 チドリ 千葉市花見川区南花園2丁目6番9号

2004 パワースポット Dain 千葉市花見川区南花園2丁目7番10号

2005 居酒屋ありがとう分家 新検見川店 千葉市花見川区南花園2丁目7番6号

2006 居酒屋とも 千葉市花見川区南花園2丁目7番8号1F

2007 さくら 千葉市花見川区南花園2丁目7番9号

2008 昭和の楽園 千葉市花見川区南花園2丁目7番9号

2009 生ラムジンギスカンなんまん新検見川店 千葉市花見川区南花園二丁目7番7号2階富商第二ビル

2010 カラオケちぃちゃん 千葉市花見川区柏井1-1-29三輪店舗2F

2011 くつろぎ酒場花祭 千葉市花見川区柏井1丁目1番35号

2012 しゃぶ葉 花見川店 千葉市花見川区柏井1丁目4番34号

2013 食事処酒処やま和 千葉市花見川区柏井4-19-18

2014 手打ちラーメン与三郎 千葉市花見川区柏井町1618-3

2015 餃子の王将 花見川店 千葉市花見川区柏井町1640番地3

2016 生そば あずま 花見川店 千葉市花見川区柏井町1640番地6

2017 家庭懐石料理うぶすな 千葉市花見川区畑町1269

2018 はま寿司 千葉畑町店 千葉市花見川区畑町1314番地1

2019 唐揚げ専門 やまだ商店 千葉市花見川区畑町1322番地2

2020 マンマパスタ花見川 千葉市花見川区畑町1335-1



2021 海鮮餃子帆船 千葉市花見川区畑町432-1

2022 寿司割烹 花光 千葉市花見川区畑町436番地

2023 喫茶にれの木 千葉市花見川区畑町446-69-4

2024 中国料理 福星軒 千葉市花見川区畑町446番地69

2025 きそば いな川 千葉市花見川区畑町446番地69

2026 焼肉 東奨 千葉市花見川区畑町446番地69

2027 なべ田 千葉市花見川区畑町453番地2

2028 すし銚子丸 宮野木店 千葉市花見川区畑町465番地1

2029 ガスト 宮野木店 千葉市花見川区畑町469番地1

2030 ラーメンめん丸畑町店 千葉市花見川区畑町602番地1

2031 カフェ テキサス 千葉市花見川区畑町662番地489

2032 ビッグボーイ 千葉畑町店 千葉市花見川区畑町913番地7

2033 凱旋門武石店 千葉市花見川区武石町1-157-1

2034 なりたけ幕張店 千葉市花見川区武石町1-242-1

2035 丸亀製麺 千葉市花見川区武石町1丁目154番地1

2036 田所商店 タンタンメン部 千葉市花見川区武石町1丁目213番地1

2037 麺場 田所商店 本店 千葉市花見川区武石町1丁目227番地1

2038 すし・創作料理 一幸 武石インター店 千葉市花見川区武石町1丁目255番地1

2039 （株）ブロンコビリー 武石インター店 千葉市花見川区武石町1丁目360番地

2040 ばんから角煮屋武石IC店 千葉市花見川区武石町1丁目508番地4

2041 田所商店 premium 千葉市花見川区武石町2丁目613番地10

2042 レストランゴブレット 千葉市花見川区幕張町1-1328-5

2043 みつけたパン・だ 千葉市花見川区幕張町1-7675-58

2044 和食レストランとんでん幕張店 千葉市花見川区幕張町1-7686-3

2045 焼肉むさし幕張店 千葉市花見川区幕張町1-7782-2

2046 こだま 千葉市花見川区幕張町1-945

2047 ゆず庵 幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目1319番地24

2048 サイゼリヤ 幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目7681番地

2049 吉野家 14号線幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目7780番地1

2050 ロイヤルホスト 幕張店 千葉市花見川区幕張町1丁目7780番地4

2051 松葉寿司 千葉市花見川区幕張町1丁目7805番地5

2052 マクドナルドパサール幕張上り店 千葉市花見川区幕張町2-2621

2053 房州濱乃屋海鮮丼と天ぷら 千葉市花見川区幕張町2-2651-1Pasar幕張1F

2054 タリーズコーヒーPasar幕張 千葉市花見川区幕張町2-2651-1Pasar幕張下り線内

2055 フードコート Pasar幕張（上り）肉丼の星・満点カレー 千葉市花見川区幕張町2丁目2621番地

2056 リンガーハットパサール幕張店 千葉市花見川区幕張町2丁目2621番地

2057 ブレッズプラスパサール幕張上り店 千葉市花見川区幕張町2丁目2621番地

2058 フードコート Pasar幕張（上り）波止場食堂・白浜軒 千葉市花見川区幕張町2丁目2621番地

2059 天つるり・ごっつええ本舗・とん楽・麺大将 千葉市花見川区幕張町2丁目2651番地1

2060 バーミヤン 千葉幕張店 千葉市花見川区幕張町2丁目7701番地

2061 道とん堀 幕張店 千葉市花見川区幕張町2丁目7701番地

2062 レトロやチッチ 千葉市花見川区幕張町3-850-4

2063 デニーズ 検見川店 千葉市花見川区幕張町3丁目7725番地2

2064 海鮮餃子帆船 千葉市花見川区幕張町3丁目845-5

2065 パティーハウス 千葉市花見川区幕張町3丁目887番地

2066 中華料理松楽 千葉市花見川区幕張町4-601-4

2067 海鮮居酒屋ちむ 千葉市花見川区幕張町4-620

2068 寿司鉄 千葉市花見川区幕張町4-800

2069 マクドナルド 幕張イトーヨーカドー店 千葉市花見川区幕張町4丁目417番地25

2070 実演手打うどん 杵屋 千葉市花見川区幕張町4丁目417番地25

2071 ミスタードーナツ イトーヨーカドー幕張ショップ 千葉市花見川区幕張町4丁目417番地25

2072 リトルフェイバリット 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地29

2073 和食天ぷらのお店 ぼうず 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地29

2074 Yell 千葉市花見川区幕張町4丁目558番地

2075 CASTLECHINESEDINING 千葉市花見川区幕張町4丁目601-4-102

2076 Ciro 千葉市花見川区幕張町4丁目619番地24

2077 亀八鮨 千葉市花見川区幕張町4丁目806番地

2078 沖縄居酒屋礼千 千葉市花見川区幕張町5-124-1大村ビル1階

2079 まる幕張店 千葉市花見川区幕張町5-124mkビル1F

2080 カラオケ居酒屋「海」 千葉市花見川区幕張町5-157-4

2081 屋台拉麺一's 千葉市花見川区幕張町5-417-112

2082 本家絶品煮込みカツカレーの店 千葉市花見川区幕張町5-417-112ミノサビル2E

2083 回頭 千葉市花見川区幕張町5-417-144-101雄和ビル

2084 不二家レストラン千葉幕張店 千葉市花見川区幕張町5-417-15

2085 naDia 千葉市花見川区幕張町5-417-154第13花園ビル101号

2086 キャプテンズクックアズーロ 千葉市花見川区幕張町5-417-156

2087 ステーキ共和国幕張大使館本館 千葉市花見川区幕張町5-417-158

2088 ダ・カーポオレアジ 千葉市花見川区幕張町5-417-18ハイツウェーブ

2089 カフェ・ティール 千葉市花見川区幕張町5-417-356クラーレ幕張103号

2090 栄たこ 千葉市花見川区幕張町5-447

2091 BarNisha 千葉市花見川区幕張町5-447-8宮間貸店舗102

2092 ラリグラス幕張 千葉市花見川区幕張町5-451-14

2093 千扇 千葉市花見川区幕張町5-452

2094 更科京屋 千葉市花見川区幕張町5-454

2095 うきち 千葉市花見川区幕張町5-471

2096 中華芳葉 千葉市花見川区幕張町5-477-18

2097 若潮 千葉市花見川区幕張町5-477-20

2098 長崎ちゃんぽん華一 千葉市花見川区幕張町5-481-3

2099 カラモンジョイ 千葉市花見川区幕張町5-481-3

2100 季節野菜と手打ち蕎麦びすとろ野の茶 千葉市花見川区幕張町5-483-201F

2101 しゃぶしゃぶどん亭幕張店 千葉市花見川区幕張町5-544-45

2102 きまぐれ屋 千葉市花見川区幕張町5丁目124-2F

2103 ことり 千葉市花見川区幕張町5丁目124番地MKビル102

2104 中華料理大福来 千葉市花見川区幕張町5丁目148

2105 お好み焼もんじゃ焼楓kaede 千葉市花見川区幕張町5丁目148番地

2106 とりとん 千葉市花見川区幕張町5丁目148番地

2107 くしきゅう幕張店 千葉市花見川区幕張町5丁目150番地11

2108 ともろうJr.幕張店 千葉市花見川区幕張町5丁目157番地4

2109 だるま 千葉市花見川区幕張町5丁目165番地

2110 麺や陽空 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地136

2111 プティ・マリエ 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地153

2112 泰山亭 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地161



2113 Vv 千葉市花見川区幕張町5丁目417番地18

2114 グラロス26 幕張本店 千葉市花見川区幕張町5丁目465番地1

2115 居酒屋おいらせ 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地

2116 e’vita 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地

2117 中華料理康楽 千葉市花見川区幕張町5丁目478番地7曾根商店1階

2118 食事処 四季 千葉市花見川区幕張町5丁目481番地3

2119 鶏家ばんざい 千葉市花見川区幕張町6-114-12

2120 居酒屋天狗 千葉市花見川区幕張町6-291

2121 clubティアラ 千葉市花見川区幕張本郷1-13-2ニューよろづやビル地下1階

2122 居酒屋花あかり 千葉市花見川区幕張本郷1-13-8

2123 スペインバルベジャ 千葉市花見川区幕張本郷1-14-7

2124 オステリアラ･バイアイタリアーノ 千葉市花見川区幕張本郷1-2-1サンクレスト本郷202

2125 はなの舞幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1-2-20-B1F

2126 四季菜優 千葉市花見川区幕張本郷1-3-11一松ビル108

2127 スナック城華 千葉市花見川区幕張本郷1-3-11一松ビル202号

2128 ママンパート2 千葉市花見川区幕張本郷1-3-11一松ビル205

2129 clubクレア 千葉市花見川区幕張本郷1-3-11一松ビル2階206号室

2130 カラオケ10番幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1-3-15

2131 焼肉屋田中商店幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1-3-5大岩ビル2

2132 勝手にサワー白木屋幕張本郷南口駅前店 千葉市花見川区幕張本郷1-3-5大岩ビル2階

2133 花見川 大富 千葉市花見川区幕張本郷1丁目10番8号サントルビレッジ1A

2134 株式会社 泰山亭 千葉市花見川区幕張本郷1丁目13番2号

2135 プロント 京成幕張本郷駅店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目1番3号

2136 もぢょい有限会社幕張本郷店その2 千葉市花見川区幕張本郷1丁目2番1号サンクレスト本郷101

2137 ファミーINN幕張 千葉市花見川区幕張本郷1丁目33番3号

2138 和の食千両 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11一松ビル

2139 お洒落PUB Daiya2 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

2140 あばら大根 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

2141 松屋 幕張本郷1丁目店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

2142 麺屋 わたる 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

2143 マル藤 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番11号

2144 焼肉 せんりゅう 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番33号

2145 串いち 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番3号相葉ビル1F

2146 炭火焼鳥串いち 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番3号相葉ビル2F

2147 炙りや 幸蔵 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号

2148 とろり 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番5号大岩ビル

2149 松乃家 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷1丁目3番7号

2150 Cafe&DiningOLLIE's 千葉市花見川区幕張本郷2-8-9ゼックスベルク101

2151 炭火屋ともろうJr 千葉市花見川区幕張本郷2-9-1ファーストコーポ幕張本郷103号

2152 串いち 千葉市花見川区幕張本郷2丁目2番20号富澤ビル102

2153 季節料理鮮 千葉市花見川区幕張本郷2丁目2番20号富澤ビル1F

2154 DAKOTA 千葉市花見川区幕張本郷2丁目38番16号

2155 インド・ネパール・日本料理スバカマナ 千葉市花見川区幕張本郷2丁目6番22号1F

2156 洒落者 千葉市花見川区幕張本郷2丁目7番8号

2157 （コンビニぱぶ）あっと ランダム 千葉市花見川区幕張本郷2丁目8番15号

2158 麺屋 よじむ 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号

2159 ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ日本料理ﾛｽﾆﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰｶﾚｰうどん 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号102

2160 初透喫茶店 千葉市花見川区幕張本郷2丁目9番1号ファーストコーポ幕張本郷

2161 そば処夫婦庵 千葉市花見川区幕張本郷5-4-1ESビル

2162 玉吉 千葉市花見川区幕張本郷5-4-7ラファイエット本郷102

2163 すし処 握り一心 千葉市花見川区幕張本郷5丁目19番6号

2164 中国料理チャイナハウス桂花楼 千葉市花見川区幕張本郷5丁目8番33号

2165 個室居酒屋めがね 千葉市花見川区幕張本郷6-16-20

2166 Hey'sDiner 千葉市花見川区幕張本郷6-21-15

2167 手羽唐・旨もん手羽市幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷6-24-28栗林幕張本郷ビル1階

2168 志むら食堂 千葉市花見川区幕張本郷6-25-18

2169 ハイドアンドシーク 千葉市花見川区幕張本郷6-25-4-103

2170 中国四川酒家蔓山 千葉市花見川区幕張本郷6-25-4マリオット本郷105

2171 BARZEAL 千葉市花見川区幕張本郷6-26-10-103TOZOビル

2172 さとしの台所わがや 千葉市花見川区幕張本郷6-26-4-102

2173 廻らない回転寿司いちじゅう 千葉市花見川区幕張本郷6-27-13

2174 幕張ファイデーン 千葉市花見川区幕張本郷6-27-27第二鈴木ビル102号

2175 ｼ空 千葉市花見川区幕張本郷6-27-27鈴木第2ビル101

2176 二葉 千葉市花見川区幕張本郷6丁目18番4号

2177 すき家 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷6丁目24番10号

2178 ラーメントウマ 千葉市花見川区幕張本郷6丁目25番18号

2179 プティ・マリエ 千葉市花見川区幕張本郷6丁目25番20号

2180 910K 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番10号

2181 炭火串焼きともつ居酒屋もぢょい有限会社 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番10号TOZOビル1F

2182 ジャイアン 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番14号

2183 やきとり なかなか 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番2号

2184 muddygoocafe 千葉市花見川区幕張本郷6丁目26番4号ニューよろづやビル103

2185 サンク・オ・ピエ 千葉市花見川区幕張本郷7-5-14ファーストビル201

2186 栄来軒 千葉市花見川区幕張本郷7丁目13番

2187 キャプテンズクック 千葉市花見川区幕張本郷7丁目41番25号

2188 モスバーガー 幕張本郷店 千葉市花見川区幕張本郷7丁目4番29号

2189 コメダ珈琲店 千葉さつきが丘店 千葉市花見川区犢橋町1101番地1

2190 吉野家千葉さつきが丘店 千葉市花見川区犢橋町1102番地3

2191 山田うどんさつきが丘店 千葉市花見川区犢橋町1158-1

2192 吟家 千葉市花見川区犢橋町1512-1

2193 CrossRoad 千葉市花見川区犢橋町1518番地1

2194 かかし 千葉市花見川区犢橋町504番地

2195 宋福記 千葉市花見川区犢橋町819番地1

2196 お台所あさひや 千葉市稲毛区稲毛1-16-18

2197 laCandela 千葉市稲毛区稲毛3-16-12

2198 居酒屋くみちゃん 千葉市稲毛区稲毛3-6-28

2199 スナック牛牛 千葉市稲毛区稲毛3丁目5番12号ユニオンピア稲毛1階

2200 居酒屋 ひまわり 千葉市稲毛区稲毛3丁目5番15号

2201 海鮮餃子帆船 千葉市稲毛区稲毛3丁目6-15リアルト稲毛1f

2202 串焼玉ちゃん 千葉市稲毛区稲毛3丁目6番28号

2203 ダイニング 桃源房 千葉市稲毛区稲毛台町24番11号

2204 吟家稲毛店 千葉市稲毛区稲毛町5-61-2



2205 長寿庵 千葉市稲毛区稲毛町5丁目503番地2

2206 BarAqui 千葉市稲毛区稲毛東2-16-32稲毛FCビル地下一階

2207 いとん家 千葉市稲毛区稲毛東2-16-36

2208 居酒屋楽笑 千葉市稲毛区稲毛東2-16-36石井貸店舗1階

2209 しばいぬ酒場 千葉市稲毛区稲毛東2-16-38

2210 居酒屋伊豆 千葉市稲毛区稲毛東2-4-2

2211 日韓家ごはん新 千葉市稲毛区稲毛東2-4-3

2212 小さなスナック月 千葉市稲毛区稲毛東2丁目15番13号

2213 SportsBARBASERUNG 千葉市稲毛区稲毛東2丁目16番36号

2214 ロアンヌ 千葉市稲毛区稲毛東2丁目17番15号

2215 酒場うさぎ 千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番1号1F

2216 鹿鳴春 千葉市稲毛区稲毛東3-14-12

2217 忠助 千葉市稲毛区稲毛東3-14-7

2218 炭焼家串じまん稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3-14-8

2219 炭火焼肉ホルモン稲毛横丁 千葉市稲毛区稲毛東3-14-8SJビル2階

2220 鶏三 千葉市稲毛区稲毛東3-16-28

2221 京のお野菜＆お粉乃美焼き茄な 千葉市稲毛区稲毛東3-16-4スプリングスクエア2F

2222 魚菜蔵 千葉市稲毛区稲毛東3-16-4スプリングスクエア2階

2223 居酒屋こころ 千葉市稲毛区稲毛東3-17-13

2224 寛永堂ペリエ稲毛店茶寮 千葉市稲毛区稲毛東3-19-11

2225 ねぎねぎ 千葉市稲毛区稲毛東3-19-15mfビル105

2226 コルトレーン 千葉市稲毛区稲毛東3-19-15mfビル501号

2227 きみや 千葉市稲毛区稲毛東3-19-16

2228 焼鳥日高稲毛西口店 千葉市稲毛区稲毛東3-19-20市川ビル

2229 APOLLO 千葉市稲毛区稲毛東3-20-8丸吉ビル4F

2230 LIVEINK'SDREAM 千葉市稲毛区稲毛東3-6-14

2231 オーバンキャトル 千葉市稲毛区稲毛東3-6-18須藤ビル1階

2232 秋田料理庄屋 千葉市稲毛区稲毛東3-8-11

2233 竹山蔵 千葉市稲毛区稲毛東3-8-13エクセレンス稲毛

2234 スナック愛 千葉市稲毛区稲毛東3-8-13エクセレンス稲毛1階

2235 和創旬彩くうひな 千葉市稲毛区稲毛東3-8-13海浜不動産ビル地下1階

2236 くしくし 千葉市稲毛区稲毛東3-9-12

2237 jazz spot CANDY 千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番12号

2238 鳥繁 千葉市稲毛区稲毛東3丁目10番9号

2239 日高屋 稲毛西口店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目14番8号

2240 山傳丸 千葉市稲毛区稲毛東3丁目15番11号稲毛Kビル1F

2241 鳥美 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番12号

2242 マルキ 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番27号

2243 Hanako食堂 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番28号

2244 LoungeAka-Tombo 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番2号3Fリカープラザ本店ビル

2245 Izakaya銘酒の里 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番2号B1リカープラザビル

2246 信州そば 信濃 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号

2247 御嘉家゛稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目16番4号

2248 神戸屋キッチン 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19-11ペリエ稲毛フードスクエア1

2249 タリーズコーヒーペリエ稲毛コムスクエア 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番11号

2250 いろり庵きらく稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番11号

2251 Bull Pulu 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番11号

2252 カレーレストランシバ 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番15号

2253 安楽亭 稲毛駅前店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番18号

2254 すき家稲毛駅西口店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番18号

2255 三本コーヒーショップ 稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番20号

2256 旬彩家楽食 千葉市稲毛区稲毛東3丁目3番2号谷口店舗1F

2257 辰巳 千葉市稲毛区稲毛東3丁目7-4-3

2258 ゆう 千葉市稲毛区稲毛東3丁目7番11号

2259 なべ忠 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号

2260 炭火焼鳥 とりまる 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号

2261 喜楽 千葉市稲毛区稲毛東3丁目8番13号

2262 福笑亭 千葉市稲毛区稲毛東3丁目9番12号

2263 ふくじろう 千葉市稲毛区稲毛東5丁目1番2号

2264 八十八 千葉市稲毛区園生町1015-13

2265 万福屋 千葉市稲毛区園生町1107-1-4-106園生町1107-1-4-106

2266 万福屋 千葉市稲毛区園生町1107-1-4-106園生町1107-1-4-106

2267 依禾堂 千葉市稲毛区園生町1107-1-4-106園生町1107-1-4-106

2268 ドラゴンキッチン 千葉市稲毛区園生町1107-1-4-106園生町1107-1-4-106

2269 四苦八苦 千葉市稲毛区園生町1107番地

2270 とみちゃん 千葉市稲毛区園生町1107番地

2271 菜の花Market 千葉市稲毛区園生町1107番地7

2272 牛豚鳥本店 千葉市稲毛区園生町1306-18

2273 惣菜屋鳥福 千葉市稲毛区園生町1306-2

2274 カラオケ居酒屋友 千葉市稲毛区園生町1306-22

2275 静葉 千葉市稲毛区園生町1306-3

2276 焼肉大将軍稲毛園生店 千葉市稲毛区園生町170-1

2277 スシロー稲毛園生店 千葉市稲毛区園生町173番地1

2278 インドレストランガガル 千葉市稲毛区園生町235-1

2279 日本料理 丸新 千葉市稲毛区園生町235番地1

2280 アンバー 千葉市稲毛区園生町235番地13号

2281 牛角 宮野木店 千葉市稲毛区園生町237番地7

2282 しゃぶしゃぶ温野菜 宮野木店 千葉市稲毛区園生町237番地7

2283 山力寿し 千葉市稲毛区園生町249番地5

2284 かつや千葉穴川店 千葉市稲毛区園生町369番地10

2285 マクドナルド16号穴川店 千葉市稲毛区園生町372番地1

2286 松屋穴川オーツーパーク店 千葉市稲毛区園生町380番地1

2287 リンガーハット稲毛オーツーパーク店 千葉市稲毛区園生町380番地1

2288 極楽湯 千葉稲毛店 千葉市稲毛区園生町380番地1

2289 サイゼリヤ 稲毛オーツーパーク店 千葉市稲毛区園生町380番地1

2290 カラオケBanBan オーツーパーク稲毛店 千葉市稲毛区園生町380番地1-5

2291 串や幸のとり 千葉市稲毛区園生町390-134松戸様店舗A号室

2292 ちえの和 千葉市稲毛区園生町390-18

2293 炭火焼き鳥いろは 千葉市稲毛区園生町390-18メゾン石渡103

2294 泌（たぎり） 千葉市稲毛区園生町390-24

2295 アジアンダイニングシワニ 千葉市稲毛区園生町390番地134D

2296 ラーメン屋楢蔵 千葉市稲毛区園生町406-7石渡ビル1F



2297 釣魚台膳 千葉市稲毛区園生町408番地108

2298 マゼンタース 千葉市稲毛区園生町420-1

2299 SpaResort蘭々の湯rara'skitchen 千葉市稲毛区園生町445-2

2300 SpaResort蘭々の湯rara'scafe 千葉市稲毛区園生町445-2

2301 Spa Resort 蘭々の湯 rara’s stand 千葉市稲毛区園生町445番地2

2302 「大阪王将」 穴川インター店 千葉市稲毛区園生町448番地3

2303 ガスト 穴川インター店 千葉市稲毛区園生町449番地3

2304 ホテルラモード 千葉市稲毛区園生町488番地3

2305 ラーメンつち家 千葉市稲毛区園生町569-1

2306 和食レストランとんでん園生店 千葉市稲毛区園生町835-1

2307 居酒屋春 千葉市稲毛区園生町846番地1

2308 幸楽苑千葉園生店 千葉市稲毛区園生町848-1

2309 安 千葉市稲毛区園生町849番地10

2310 瀬戸 千葉市稲毛区園生町849番地1013

2311 ラーメンショップ穴川 千葉市稲毛区園生町889番地4

2312 丸亀製麺 千葉園生町店 千葉市稲毛区園生町956-10

2313 カラオケBanBan 稲毛店 千葉市稲毛区園生町956番地1

2314 川王府 千葉市稲毛区園生町956番地4

2315 奴さん 千葉市稲毛区園生町959番地11

2316 らーめん上々 千葉市稲毛区園生町989-13

2317 夢庵 千葉宮野木店 千葉市稲毛区宮野木町1650番地1

2318 寿し政 千葉市稲毛区宮野木町1722-38

2319 中華料理 美園苑 千葉市稲毛区宮野木町1722番地49

2320 和華蘭亭 千葉市稲毛区宮野木町1849-53

2321 ダイニング BAGOOS 千葉市稲毛区穴川2丁目4番4号

2322 だるま寿司 千葉市稲毛区穴川2丁目9番14号

2323 焼肉ファミリーレストラン赤門穴川店 千葉市稲毛区穴川3-102-7

2324 ラーメンガキ大将穴川店 千葉市稲毛区穴川3-11-18ラーメンガキ大将穴川店

2325 樹庭夢 千葉市稲毛区穴川3-1-1齊藤店舗

2326 自家焙煎珈琲マックス 千葉市稲毛区穴川3丁目10番1号

2327 やきとり 山久 千葉市稲毛区穴川3丁目1番2号

2328 カナデアンステーキハウス 千葉市稲毛区穴川3丁目9番19号

2329 びっくりドンキー 穴川店 千葉市稲毛区穴川町383番地1

2330 寿司和食わかば 千葉市稲毛区轟町2-1-30

2331 屋台拉麺一's轟町店 千葉市稲毛区轟町2-4-25

2332 麺処まるわ 千葉市稲毛区轟町4-1-13サンアールコート103

2333 ファミリー居酒屋かずさ 千葉市稲毛区轟町4-2-12

2334 えとせとらだいにんぐ遊房 千葉市稲毛区轟町4-2-14スコレー轟

2335 地酒屋東右エ門 千葉市稲毛区轟町4-8-17紅茂ビル1階

2336 居酒屋お多福 千葉市稲毛区轟町4丁目6番26号

2337 コーヒーショップ ロッキー 千葉市稲毛区轟町4丁目8番2号

2338 沖縄料理石敢當 千葉市稲毛区轟町5-5-12江月荘1階

2339 吉野家 千葉モノレール天台駅前店 千葉市稲毛区轟町5丁目5番24号

2340 珈琲とワインのある暮らし25 千葉市稲毛区黒砂1-14-6山政ビル101

2341 鮨亭こやま 千葉市稲毛区黒砂1丁目14-5

2342 不二家レストラン千葉作草部店 千葉市稲毛区作草部1-17-15

2343 ヴァンドシュッド 千葉市稲毛区作草部1-3-3高山ハイツ102号

2344 手打ち蕎麦泰庵 千葉市稲毛区作草部1-9-14

2345 長寿庵 松波分店 千葉市稲毛区作草部1丁目11番7号

2346 きらく屋 千葉市稲毛区作草部1丁目1番63号

2347 トライアングル 千葉市稲毛区作草部2-2-41

2348 中華 龍之介 千葉市稲毛区作草部2丁目4番33号

2349 チャイナ厨房 千葉市稲毛区作草部町1265番地

2350 もつ焼き　一炷香 千葉市稲毛区作草部町1369-10-102ウィンヴィレジ

2351 Pool＆Darts Beep 千葉市稲毛区作草部町592番地2

2352 さかい珈琲 作草部店 千葉市稲毛区作草部町604番地1

2353 ジョナサン 西千葉店 千葉市稲毛区作草部町855番地2

2354 ラーメンとん太山王町店 千葉市稲毛区山王町144番地1

2355 㐂濱家 千葉市稲毛区山王町149番地5

2356 タイ居酒屋OK 千葉市稲毛区山王町25-2山王ビルB1F-1

2357 DININGBARPOW 千葉市稲毛区山王町25-2内山ビル一階

2358 スエヒロ館稲毛山王店 千葉市稲毛区山王町291-9

2359 はま寿司 千葉山王町店 千葉市稲毛区山王町292番地4

2360 小判 千葉市稲毛区山王町2番地42

2361 やよい軒稲毛山王店 千葉市稲毛区山王町307番地1

2362 しゃぶしゃぶ温野菜 稲毛山王店 千葉市稲毛区山王町307番地1

2363 らあめん花月嵐 稲毛山王町店 千葉市稲毛区山王町312番地3

2364 はなまるうどん 千葉山王町店 千葉市稲毛区山王町338番地339番地

2365 和食鰆 千葉市稲毛区山王町340番地3

2366 ラーメン餃子武蔵 千葉市稲毛区山王町368-1

2367 アジアン料理 Sajilo Dining ＆ BAR 山王 千葉市稲毛区山王町370番地

2368 幸楽苑千葉山王町店 千葉市稲毛区山王町411番地2

2369 牡丹園 千葉市稲毛区山王町67番地2

2370 居酒屋 木の実 千葉市稲毛区山王町98番地6

2371 ほりうち食堂 千葉市稲毛区小深町109番地1

2372 やきとりの扇屋 千葉小深町店 千葉市稲毛区小深町115番地2

2373 そば処 ますや 千葉市稲毛区小深町131番地5

2374 聚香閣 千葉市稲毛区小深町589番地9

2375 大雅 千葉市稲毛区小深町77番地

2376 竹千代 千葉市稲毛区小深町78-1

2377 cobukecoffee 千葉市稲毛区小深町79-2

2378 吉さん 千葉市稲毛区小深町90番地22

2379 ASIAN RESTAURANT & BAR SHIV MAHAL 千葉市稲毛区小中台町516番地14

2380 マクドナルドイオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛GF

2381 ビクトリーカフェイオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店B1

2382 福招門（台湾料理）（中華料理） 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2383 ヒマラヤ食堂 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2384 カフェ・プリミエール 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2385 MAXSEE 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2386 サイゼリヤ イオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2387 日本ケンタッキー・フライド・チキン（株） イオン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1丁目4番20号

2388 山亀家 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台1丁目6番21号



2389 食ん菜 千葉市稲毛区小仲台2-10-14-201篠原ビル

2390 酒蔵甲斐 千葉市稲毛区小仲台2-10-19メゾンドリーフ103号

2391 駒鼠亭 千葉市稲毛区小仲台2-10-19メゾンドリーフ1F

2392 Perte 千葉市稲毛区小仲台2-12．15

2393 ヨット 千葉市稲毛区小仲台2-12-16村山コーポ

2394 VANSAN稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-2-18

2395 FIVESTAR 千葉市稲毛区小仲台2-2-20エヌズビル1-5F

2396 ココス千葉稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-2-9

2397 はなの舞 稲⽑駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-2-9花光ビル3F

2398 屋台拉麺一's 千葉市稲毛区小仲台2-3-3

2399 焼肉Dining一'S稲毛本店 千葉市稲毛区小仲台2-3-3-2F

2400 ファーストキッチン稲毛駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-3-8アクシスビル1F

2401 三代目鳥メロ稲毛東口駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-3-8アクシスビル3F

2402 和食れすとらん天狗稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-4-10ピア・テンビル2F

2403 ミスタードーナツ稲毛ショップ 千葉市稲毛区小仲台2-4-11

2404 安べゑ稲毛駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-4-11川島東ビル2F

2405 魚七鮮魚店稲毛直売所 千葉市稲毛区小仲台2-4-11地下1階川島東ビル

2406 山内農場稲毛東口駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-4-12Sign稲毛駅前4階

2407 JOYSOUND稲毛駅前店 千葉市稲毛区小仲台2-4-12sign稲毛駅前5・6F

2408 ナツハル 千葉市稲毛区小仲台2-5-13

2409 とり屋一億稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-5-2大越ビル地下1階

2410 とり鉄稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-5-3

2411 JOYSOUND稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-5-7GET’S4F

2412 女性専用カラオケ喫茶イフ 千葉市稲毛区小仲台2-7-11朝日ビル

2413 鳥貴族稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2-7-13-2F

2414 吉野家稲毛駅東口店 千葉市稲毛区小仲台2‐7-13統葉ビル1階

2415 博多串焼き将門稲毛本店 千葉市稲毛区小仲台2-9-1

2416 華 千葉市稲毛区小仲台2-9-1

2417 ごはん処じんべえ 千葉市稲毛区小仲台2-9-10サクセスビル102

2418 イタリアンダイニングバーBabe 千葉市稲毛区小仲台2-9-10サクセスビル103

2419 Organicfarmキアロ 千葉市稲毛区小仲台2-9-1川村ビル101

2420 お多福 千葉市稲毛区小仲台2-9-2-105

2421 エモヤ 千葉市稲毛区小仲台2-9-2川村ビル101

2422 召しませ！闇市酒場 千葉市稲毛区小仲台2-9-2川村ビルB棟102

2423 Bar Lemon Grass 千葉市稲毛区小仲台2丁目10番19号

2424 味処會津次男坊 千葉市稲毛区小仲台2丁目11番6号メゾン小仲台1階

2425 スナック紅いばら 千葉市稲毛区小仲台2丁目13番21号

2426 健康中華料理 餃子軒 千葉市稲毛区小仲台2丁目13番3号

2427 喫茶スナック 凡華 千葉市稲毛区小仲台2丁目2番20号

2428 サンジェルマン稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目2番9号花光ビル1F

2429 烏煎道 黒龍茶 千葉市稲毛区小仲台2丁目3番8号

2430 有限会社 日東計装 COFFEE RIN 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番10号

2431 築地銀だこハイボール酒場 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番11号

2432 目利きの銀次 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番12号

2433 SPORTS BAR MARINE STAND 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番5号

2434 串カツ田中 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目4番8号

2435 北海道らーめん ひむろ稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番13号

2436 草an 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番13号2F

2437 松屋 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番15号

2438 おすし・肴なかね 千葉市稲毛区小仲台2丁目5番2号

2439 パブスナックパピヨン 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号

2440 カラオケ居酒屋びりーぶ 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号

2441 フルハウス 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番1号京成電鉄ビル2F

2442 い志い熟成鳥十八番 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番2号2階

2443 らーめん盛ト家稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番2号ダイショクビル1F

2444 大衆酒場 ちばチャン 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目6番8号

2445 紫藤園 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番11号

2446 カレーハウスCoCo壱番屋JR稲毛駅前店 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番11号

2447 パスタハウス プリモ 千葉市稲毛区小仲台2丁目7番12号

2448 三ッ星 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番12号太田ビル1F

2449 CUCINA ITALIANA DIMMI 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番14号

2450 Kuhio Lani 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番14号

2451 ありがとう稲毛店 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番21号

2452 関西風お好み焼もんじゃ焼きよしこ 千葉市稲毛区小仲台2丁目8番21号エンジョイ36ビル2階

2453 生ラムジンギスカンなんまん稲毛店栄和 千葉市稲毛区小仲台5-4-10

2454 凛 千葉市稲毛区小仲台5-4-10深見荘1階B号室

2455 幸子の店 千葉市稲毛区小仲台5丁目4番10号

2456 BarMoonTear's 千葉市稲毛区小仲台6-1-2佐藤不動産ビル3階

2457 スナック優華 千葉市稲毛区小仲台6-14-3

2458 焼肉牡丹峰 千葉市稲毛区小仲台6-15-6

2459 和処利ん 千葉市稲毛区小仲台6-16-1フェニックスビル1-A

2460 ラウンジアクア 千葉市稲毛区小仲台6-17-2信栄ビル

2461 ザ・バー 千葉市稲毛区小仲台6-17-2信栄ビル1階

2462 モンパヴェ 千葉市稲毛区小仲台6-17-2信栄ビル201

2463 パブクラブミュージックぽすと 千葉市稲毛区小仲台6-17-2信栄ビル2階

2464 ラウンジさくら 千葉市稲毛区小仲台6-18-1

2465 Miopreferito 千葉市稲毛区小仲台6-18-1稲毛パレス104号

2466 いろり 千葉市稲毛区小仲台6-18-1稲毛第一パレス1F

2467 ワイン酒場FLAT 千葉市稲毛区小仲台6-2-4大竹店舗1階

2468 焼肉ZIPANG 千葉市稲毛区小仲台6-2-7富士ビル103

2469 テング酒場稲毛東口店 千葉市稲毛区小仲台6-2-7富士ビル1F

2470 呑み喰い処うめえもんや右近 千葉市稲毛区小仲台6-7-9

2471 らーめんガッツ 千葉市稲毛区小仲台6丁目14番3号太田ビル1F

2472 SalondeJ's 千葉市稲毛区小仲台6丁目14番3号太田店舗202号

2473 東薫 八角 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目17番2号

2474 大衆料理和 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号

2475 ホルモン闇番長 稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目18番1号

2476 BobaTea台湾タピオカ 千葉市稲毛区小仲台6丁目1番1号

2477 せんや 千葉市稲毛区小仲台6丁目1番2号

2478 自家製太打麺勢拉稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番1号並木ビル101号

2479 元氣七輪焼肉 牛繁稲毛店 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番7号

2480 本場中華麺店旨麺 千葉市稲毛区小仲台6丁目2番7号富士ビル102号



2481 シアムハウス 千葉市稲毛区小仲台7-20-1

2482 タンメン照 千葉市稲毛区小仲台7-26-1坂通スリービル103

2483 串揚げ×うまいもん酒場Kダイニング 千葉市稲毛区小仲台7-27-2-102富澤ビル102号

2484 GrandLine 千葉市稲毛区小仲台7-9-2

2485 ラーメン 虎ノ穴 千葉市稲毛区小仲台7丁目16番6号

2486 モスバーガー稲毛店 千葉市稲毛区小仲台7丁目1番8号

2487 レストランバーデンバーデン 千葉市稲毛区小仲台7丁目27番1号

2488 フォルクス稲毛店 千葉市稲毛区小仲台8-6-5

2489 千草茶房 千葉市稲毛区千草台1-1-23-103

2490 ホテルリンバ 千葉市稲毛区長沼原町21-4ホテルリンバ千葉北店

2491 タイレストランバンコク 千葉市稲毛区長沼原町258

2492 喫茶店・軽食　千葉脳神経外科内　セントポーリア 千葉市稲毛区長沼原町408番地

2493 JamJam 千葉市稲毛区長沼原町585-5

2494 焼肉屋くいどん長沼原店 千葉市稲毛区長沼原町671

2495 イタリアン大衆食堂 大福 千葉市稲毛区長沼原町697番地

2496 横浜ラーメン 相馬家 千葉市稲毛区長沼原町700番地

2497 道とん堀 千葉長沼店 千葉市稲毛区長沼原町700番地1

2498 あじ2 千葉市稲毛区長沼原町701

2499 カレーハウスCoCo壱番屋フレスポ稲毛店 千葉市稲毛区長沼原町731-17

2500 むさしの森珈琲 フレスポ稲毛店 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

2501 しゃぶ葉 フレスポ稲毛 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

2502 魚べい フレスポ稲毛店 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

2503 ケンタッキー・フライド・チキン マミーマート稲毛長沼店 千葉市稲毛区長沼原町731番地17

2504 創作居酒屋一期一縁 千葉市稲毛区長沼原町784ビライケノベ1号館116号室

2505 Pan Cafe 安an 安an 千葉市稲毛区長沼原町785番地

2506 バーミヤン 千葉長沼原店 千葉市稲毛区長沼原町795番地

2507 サイゼリヤ イオンタウン 稲毛長沼店 千葉市稲毛区長沼町112番地2

2508 CherryJapan 千葉市稲毛区長沼町124-10

2509 スナックおとずれ 千葉市稲毛区長沼町167-82

2510 はない 千葉市稲毛区長沼町171

2511 パーラーピノキオ 千葉市稲毛区長沼町171

2512 酒房蔵粋 千葉市稲毛区長沼町209番地

2513 好再来 千葉市稲毛区長沼町239番地21

2514 ぽっぽ 千葉市稲毛区長沼町259番地16

2515 焼鳥ぴのきお 千葉市稲毛区長沼町259番地16

2516 なごみ 千葉市稲毛区長沼町259番地16

2517 くら寿司 千葉長沼店 千葉市稲毛区長沼町307番地1-2

2518 たがわ 千葉市稲毛区長沼町330-23

2519 ミスタードーナツワンモール店 千葉市稲毛区長沼町330-50

2520 ジェラフルワンズモール店 千葉市稲毛区長沼町330-50ワンズモール1Fフードコート

2521 こだわり餃子 八八餃子坊 千葉市稲毛区長沼町330番地50

2522 はなまるうどん ワンズモール店 千葉市稲毛区長沼町330番地50

2523 香港料理 珍味苑 千葉市稲毛区長沼町330番地50

2524 マクドナルド長沼ワンズモール店 千葉市稲毛区長沼町330番地50

2525 らーめん春樹 千葉市稲毛区長沼町330番地50ワンズモール1F

2526 中国料理九龍 千葉市稲毛区長沼町332

2527 スナックエンゼル 千葉市稲毛区長沼町332

2528 スターバックスコーヒー 千葉長沼店 千葉市稲毛区長沼町333番地10

2529 寄り道 千葉市稲毛区長沼町336番地7

2530 洋麺屋五右衛門稲毛店 千葉市稲毛区長沼町731-17

2531 らーめん一家 麺小屋 長沼店 千葉市稲毛区長沼町94番地3

2532 ラーメン大地 千葉市稲毛区天台1-6-3

2533 サイゼリヤ 千葉スキップ天台店 千葉市稲毛区天台1丁目4番12号

2534 紀州屋飯店 千葉市稲毛区天台2丁目1番16号

2535 インド料理Vicky天台本店 千葉市稲毛区天台2丁目1番35号

2536 わかば 千葉市稲毛区天台4丁目2番20号

2537 ニューシャインブルー 千葉市稲毛区天台5-13-5

2538 手打ちそばげん 千葉市稲毛区天台5-22-13

2539 せんとり 千葉市稲毛区天台5-24-15

2540 居酒屋亀八本店 千葉市稲毛区天台5-24-7

2541 喫茶スナック夢 千葉市稲毛区天台5-8-18

2542 ふらのたま母ちゃん 千葉市稲毛区天台5丁目22番13号天台テラス1F

2543 大井楼 千葉市稲毛区天台5丁目5番9号

2544 満留賀 千葉市稲毛区天台5丁目7番1号

2545 Memphis 千葉市稲毛区東3丁目8番13号エクセレンス稲毛2F

2546 それゆけ！鶏ヤロー！西千葉店 千葉市稲毛区弥生町2-15

2547 中国料理北京亭 千葉市稲毛区弥生町2-17NMヒルズヤヨイ1階

2548 やまや 千葉市稲毛区弥生町2-21

2549 みんなの居酒屋ありがとう西千葉店 千葉市稲毛区弥生町2-21

2550 茶の恋 千葉市稲毛区弥生町2-21ポップスクエア西千葉ビル2F

2551 CafePLUMERIA 千葉市稲毛区弥生町2番15号西千葉浪花ビル1階

2552 高田家 千葉市稲毛区弥生町2番20号サンエム西千葉1F

2553 インド レストラン ガザル 千葉市稲毛区弥生町2番21号

2554 韓国食堂明 千葉市稲毛区弥生町4-1清水ビル2階

2555 DiningDartsBarJolly 千葉市稲毛区弥生町4-3

2556 インドレストラン ガザル 千葉市稲毛区弥生町4番1号

2557 居酒屋 江口 千葉市稲毛区弥生町4番35号

2558 ロイヤル・フラッシュ・ダイナー 千葉市稲毛区弥生町4番3号

2559 ろばた焼和処居 千葉市稲毛区緑町1-16-10

2560 お食事処甘太郎 千葉市稲毛区緑町1-16-15

2561 一里 千葉市稲毛区緑町1-21-2IMI西千葉ビル102

2562 シャポードパイユ 千葉市稲毛区緑町1-21-3

2563 鳥匠いし 千葉市稲毛区緑町1-22-10

2564 SakeBase 千葉市稲毛区緑町1-22-10

2565 winestandpedro 千葉市稲毛区緑町1-22-11

2566 佐平 千葉市稲毛区緑町1-23-10

2567 お席みきち 千葉市稲毛区緑町1-24-12

2568 barpause 千葉市稲毛区緑町1-24-12

2569 中華一元 千葉市稲毛区緑町1-25-8

2570 ラーメン太陽 千葉市稲毛区緑町1-26-3金澤ビル1階

2571 まるたや 千葉市稲毛区緑町1-27-9まるたや

2572 まごころ弁当稲毛店 千葉市稲毛区緑町1-29-1



2573 Thymonslab 千葉市稲毛区緑町1-3-12八千代荘101

2574 中華料理六福苑 千葉市稲毛区緑町1-6-7西郡ビル1F

2575 ぐらんどすらむ 千葉市稲毛区緑町1-8-13喜有栄ビル

2576 BARM.stora 千葉市稲毛区緑町1-8-16緑町中央ビル202

2577 居酒屋せいこ 千葉市稲毛区緑町1-8-1菊池ビル102

2578 Peco Peco kitchen 千葉市稲毛区緑町1丁目18番1号

2579 小料理すぎの葉 千葉市稲毛区緑町1丁目20番7号

2580 はん歩 千葉市稲毛区緑町1丁目21番2号IMI西千葉ビル101

2581 Bar＆Grill じゃむ 千葉市稲毛区緑町1丁目21番5号

2582 ふじ 千葉市稲毛区緑町1丁目22番10号

2583 ホルモン佐々木家 母屋 千葉市稲毛区緑町1丁目24番10号

2584 ジローやきとり店 千葉市稲毛区緑町1丁目25番1号

2585 BAR BEAGLA 千葉市稲毛区緑町1丁目26番3号

2586 モスバーガー 千葉大学前店 千葉市稲毛区緑町1丁目26番6号

2587 ニューエスカルゴ 千葉市稲毛区緑町1丁目27番13号

2588 カラオケ＆スナックエスカルゴ 千葉市稲毛区緑町1丁目27番13号102号

2589 EurekaCoffeeRoasters 千葉市稲毛区緑町1丁目8番16号緑町中央ビル103

2590 七輪酒場 だんぼ 千葉市稲毛区緑町1丁目8番1号

2591 味楽 千葉市稲毛区緑町1丁目9番16号

2592 海鮮 居食酒屋 よおろお 千葉市稲毛区緑町1丁目9番16号

2593 やんちゃ 千葉市稲毛区緑町2-14-4逸見ビル1階

2594 市蔵 千葉市稲毛区緑町2-14-8

2595 仏蘭西料理ミルフィーユ 千葉市稲毛区緑町2-16-7

2596 中華創房希林 千葉市稲毛区緑町2丁目14番3号緑マンション1階

2597 食堂林檎 千葉市稲毛区緑町2丁目14番7号

2598 花笠 千葉市稲毛区六方町35番地4

2599 ホールインワン 千葉市稲毛区六方町36-1

2600 魚彩二幸 千葉市稲毛区六方町48-1

2601 居酒屋なごみ 千葉市稲毛区六方町48番地41階

2602 小さなスナック 千葉市稲毛区六方町52-1

2603 スナック ジュリエット 千葉市稲毛区六方町52番地1

2604 やきや 千葉市若葉区みつわ台2-13-4メゾンロゼ102号

2605 お好み焼もんじゃてつ 千葉市若葉区みつわ台2-38-1

2606 居酒屋きんちゃん 千葉市若葉区みつわ台2-4-11

2607 居酒屋らすかる 千葉市若葉区みつわ台2丁目10番15号

2608 手羽矢 本店 千葉市若葉区みつわ台2丁目10番15号

2609 居酒屋磯舟 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番10号

2610 デニーズ 千葉みつわ台店 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番1号

2611 sports　cafe　MJ 千葉市若葉区みつわ台2丁目13番9号

2612 丸亀製麺 千葉みつわ台店 千葉市若葉区みつわ台2丁目14番7号

2613 焼き鳥 大 千葉市若葉区みつわ台2丁目4番14号

2614 よりみち桜 千葉市若葉区みつわ台3-20-10鉄筋コンクリート2階建二号室

2615 白い道 千葉市若葉区みつわ台3-20-9

2616 中華料理 味鮮楼 千葉市若葉区みつわ台3丁目14番21号

2617 カウベルみつわ台店 千葉市若葉区みつわ台4-1-3

2618 らー麺だるま 千葉市若葉区みつわ台4-16-4

2619 焼き鳥みっちゃん 千葉市若葉区みつわ台4丁目16番4号

2620 有限会社 千葉家 千葉市若葉区みつわ台4丁目17番22号

2621 ビストロBON2 千葉市若葉区みつわ台4丁目3番10号

2622 居酒屋 福々 千葉市若葉区みつわ台4丁目5番1号

2623 竜寿司 千葉市若葉区みつわ台5-25-14

2624 弁天流 千葉市若葉区みつわ台5-6-9

2625 来来来 千葉市若葉区みつわ台5丁目30番16号

2626 らーめん吉ちょう 千葉市若葉区みつわ台5丁目35番5号

2627 カラオケ春 みつわ台店 千葉市若葉区みつわ台5丁目37番1号

2628 ランチ＆居酒屋 かじや 千葉市若葉区みつわ台5丁目39番9号

2629 海さき 千葉市若葉区愛生町116-2

2630 喫茶スナックみその 千葉市若葉区愛生町60-3

2631 そば処越後 千葉市若葉区愛生町60-4

2632 謙良 千葉市若葉区下田町1263番地50

2633 サイゼリヤ 千葉加曽利店 千葉市若葉区加曽利町1002番地1

2634 セントエルモス 千葉市若葉区加曽利町1558-1

2635 カラオケピーチ 千葉市若葉区加曽利町1580番地4

2636 麻壱ma-ichi 千葉市若葉区加曽利町1671-1リュウショウ加曽利101

2637 ボウボウラーメンかそり店 千葉市若葉区加曽利町1680-1

2638 優雅亭 盛山 千葉市若葉区加曽利町1751番地1

2639 七輪焼肉安安加曽利店 千葉市若葉区加曽利町1772-1

2640 天鳳 千葉市若葉区加曽利町1800番地178

2641 手打そば三好屋 千葉市若葉区加曽利町1800番地38

2642 そば処利久 千葉市若葉区加曽利町25-1-1

2643 丸亀製麺千葉加曽利店 千葉市若葉区加曽利町27-4

2644 丸亀製麺ペリエ千葉 千葉市若葉区加曽利町27-4

2645 加曽利屋 千葉市若葉区加曽利町412-24

2646 しゃぶ葉 千葉加曽利店 千葉市若葉区加曽利町70番地1

2647 中華料理 昇龍 千葉市若葉区加曽利町937番地5

2648 中華料理王朝 千葉市若葉区貝塚2-1-8

2649 山田うどん貝塚インター店 千葉市若葉区貝塚2-5-31

2650 日暮キッチン 千葉市若葉区貝塚2-7-16アンビション貝塚201号

2651 ガスト 千葉貝塚店 千葉市若葉区貝塚2丁目10番4号

2652 鮨・創作料理一幸 千葉市若葉区貝塚町1043-1

2653 土佐屋 千葉市若葉区貝塚町1106番地19

2654 旬鮮和酒暖笑 千葉市若葉区貝塚町1108-16

2655 居酒屋＆スナックAMOR 千葉市若葉区貝塚町1132-5東和貝塚ビル1階A号室

2656 ココス千葉貝塚店 千葉市若葉区貝塚町2034番地7

2657 網千 千葉市若葉区御成台1-1-17

2658 すし屋の中川 千葉市若葉区御成台3-1168-13三樹園ビル1F

2659 居酒屋あさちゃん 千葉市若葉区高根町1016-3

2660 大豊すし 千葉市若葉区高品町1585-1高品ハウジングビル

2661 凱旋門高品店 千葉市若葉区高品町1586-3

2662 居酒屋おはな 千葉市若葉区高品町1586-8金子ハイツ101

2663 梨の花 千葉市若葉区高品町1586番地5

2664 夢庵 千葉高品町店 千葉市若葉区高品町1587番地4



2665 居酒屋おちょこ 千葉市若葉区高品町1589-10

2666 BENCH coffee 千葉市若葉区高品町1591番地6

2667 スナック＆喫茶加賀 千葉市若葉区高品町535-1すみれハイツ101号

2668 中華ガキ大将 千葉市若葉区高品町894-1

2669 レストラン 大和久 千葉市若葉区坂月町14番地1

2670 お好み焼きじゃんけん 千葉市若葉区坂月町213-7

2671 ラーメン神月 千葉市若葉区坂月町287番地

2672 やぶ久 千葉市若葉区桜木1-5-12

2673 やきとり大吉桜木町店 千葉市若葉区桜木2-4-7ミキビル1階西側

2674 中華よーちゃん 千葉市若葉区桜木2-6-4

2675 中華料理 仙華 千葉市若葉区桜木2丁目25番23号

2676 大衆割烹橘 千葉市若葉区桜木4丁目11番1号

2677 グリル＆キッチン TANTO 千葉市若葉区桜木4丁目16番46号

2678 料理蔵波 千葉市若葉区桜木5-15-8

2679 居酒屋なの花 千葉市若葉区桜木6-19-42

2680 CATMANDO 千葉市若葉区桜木6丁目19番40号

2681 タイビアー 千葉市若葉区桜木6丁目19番42号

2682 らーめん福たけ 千葉市若葉区桜木6丁目24番1号山通ビル1F

2683 TORIGEN 千葉市若葉区桜木7-14-13清水ビル1F

2684 金安軒 千葉市若葉区桜木7-4-5

2685 中華料理鵬来 千葉市若葉区桜木7丁目14番12号

2686 オリーブ 千葉市若葉区桜木北1丁目17番46号

2687 デニーズ千葉桜木町店 千葉市若葉区桜木北1丁目2番1号

2688 すし銚子丸 桜木店 千葉市若葉区桜木北1丁目2番3号

2689 HIGHTREE髙い木 千葉市若葉区桜木北2-2-9

2690 やきとりとと村 千葉市若葉区桜木北3-20-1

2691 千成寿司 千葉市若葉区桜木北3丁目19番3号

2692 まねきねこ都賀店 千葉市若葉区桜木北3丁目20番39号

2693 酒膳 那か川 千葉市若葉区若松台3丁目15番11号

2694 ラ・クッチーナ ハナ 千葉市若葉区若松町1番地1

2695 スターバックスコーヒー 千葉若松店 千葉市若葉区若松町1番地1

2696 かつや千葉若松町店 千葉市若葉区若松町2092番地10

2697 道とん堀若葉店 千葉市若葉区若松町2093-1

2698 びっくりドンキー千葉若松店 千葉市若葉区若松町2093-1

2699 幸楽苑若松店 千葉市若葉区若松町2093-1

2700 料理の王国和唐 千葉店 千葉市若葉区若松町2093番地1

2701 洋麺屋五右衛門千葉若松町店 千葉市若葉区若松町2094-12

2702 カレーハウスココ壱番屋若葉区若松町店 千葉市若葉区若松町2094-4

2703 ジョリーパスタ 若松店 千葉市若葉区若松町2094番地4

2704 ラーメン壱喜 千葉市若葉区若松町2123-11

2705 生そば ことぶき 千葉市若葉区若松町2124番地

2706 マクドナルド51号若松町店 千葉市若葉区若松町2125番地1

2707 和食レストランとんでん若松店 千葉市若葉区若松町2128-1

2708 有限会社 ケンズワールド 千葉市若葉区若松町2133番地2

2709 スシロー若葉桜木店 千葉市若葉区若松町2138番地42

2710 焼肉屋くいどん若松店 千葉市若葉区若松町2157-1

2711 OLIVE Cafe Dinning 千葉市若葉区若松町2170番地4

2712 とり寛 千葉市若葉区若松町2375番地

2713 エルビス 千葉市若葉区若松町2375番地

2714 中国料理 福龍飯店 千葉市若葉区若松町359番地8

2715 Pizza Heart 千葉市若葉区若松町407番地12

2716 居酒屋レストランしゃーひん 千葉市若葉区若松町432-29居酒屋レストランしゃーひん

2717 しん富鮨 千葉市若葉区若松町471-2

2718 BAN’S☆KITCHEN3 千葉市若葉区若松町531-200

2719 餃子の並商 千葉市若葉区若松町531-200

2720 手打そばもみじ 千葉市若葉区若松町531-611

2721 インド料理Vicky若松町店 千葉市若葉区若松町856番地24

2722 はなの舞下志津駐屯地店 千葉市若葉区若松町902番地陸上自衛隊下志津駐屯地厚生センター内1階

2723 ゆで太郎若松町店 千葉市若葉区若松町951番地3

2724 長寿庵 千葉市若葉区小倉台1-3-7

2725 庄助小倉台店 千葉市若葉区小倉台1-7-5

2726 カフェ工房和味 千葉市若葉区小倉台1丁目18番3号

2727 LOUISCLASSIC 千葉市若葉区小倉台2-7-8

2728 雷神屋 千葉市若葉区小倉台2丁目1番7号

2729 焼肉レストラン赤門小倉台店 千葉市若葉区小倉台3-4-1

2730 やきとり居酒屋御馳 千葉市若葉区小倉台3-4-31F

2731 奈於伊 珈琲店 千葉市若葉区小倉台3丁目2番5号

2732 ズンベロ 千葉市若葉区小倉台4丁目19番2号桜ビル101

2733 焼とりぎんぱち 千葉市若葉区小倉台4丁目20番15号

2734 和加奈寿し 千葉市若葉区小倉台4丁目20番24号

2735 小倉茶屋一休 千葉市若葉区小倉台5丁目21番11号

2736 お食事呑み処 ごっちゃん 千葉市若葉区小倉台6丁目1159番18号

2737 萬屋 千葉市若葉区小倉台6丁目25番21号

2738 香り珈琲 千葉市若葉区小倉台6丁目25番21号

2739 らーめん亭 山頭軒 千葉市若葉区小倉台6丁目26番11号

2740 味の北京亭 千葉市若葉区小倉台7-1-1岩瀬ビル1階

2741 居酒屋 酒楽 千葉市若葉区小倉台7丁目3番7号

2742 風の館 千葉市若葉区小倉町1307番地3

2743 ポリネシアン 千葉市若葉区小倉町1310-1

2744 レストランペリカン 千葉市若葉区小倉町1754-9

2745 焼や上総 千葉市若葉区小倉町1806番地9

2746 すしめん処大京御成店 千葉市若葉区小倉町1808-4

2747 遊楽館御成店 千葉市若葉区小倉町1808-4

2748 ゆで太郎 小倉町店 千葉市若葉区小倉町463番地15

2749 ココス千葉小倉町店 千葉市若葉区小倉町531-1

2750 スエヒロ館小倉台店 千葉市若葉区小倉町762

2751 環七らーめん一天 千葉市若葉区小倉町786-1

2752 はま寿司 千葉小倉町店 千葉市若葉区小倉町867番地3

2753 モスバーガー千葉小倉町店 千葉市若葉区小倉町871-18

2754 ラーメン神月小倉町店 千葉市若葉区小倉町882番地8

2755 そば処 さらしな 千葉市若葉区小倉町886番地1

2756 イタリア食堂ドルチェヴィータ 千葉市若葉区小倉町891-7



2757 らーめん一家麺小屋西都賀店 千葉市若葉区西都賀1-14-12

2758 LUCKY7 千葉市若葉区西都賀1-15-41階

2759 ガレージ 千葉市若葉区西都賀1丁目20番5号サンハイツ都賀北102

2760 カラオケラウンジDOLCE 千葉市若葉区西都賀1丁目2番17号

2761 やきとりや仁郎 千葉市若葉区西都賀2丁目1番19号

2762 喜楽屋蓮華 千葉市若葉区西都賀3-10-20

2763 居酒屋海 千葉市若葉区西都賀3-1-10

2764 みさお 千葉市若葉区西都賀3-1-10

2765 HoBocafe 千葉市若葉区西都賀3-1-10布施ビル1階B

2766 居酒屋RYUO 千葉市若葉区西都賀3-1-5

2767 甘豚 千葉市若葉区西都賀3-19-8

2768 三船鮨 千葉市若葉区西都賀3-20-17

2769 小粋処家族 千葉市若葉区西都賀3-20-6

2770 炭火焼今日いち 千葉市若葉区西都賀3-2-11

2771 居酒屋愛 千葉市若葉区西都賀3-2-13ジョアン1F101号

2772 クリスタルヒーリングカフェ 千葉市若葉区西都賀3-2-3ingビル1F

2773 タイレストランクワコンムアン 千葉市若葉区西都賀3-2-4

2774 秋桜 千葉市若葉区西都賀3-2-5-102

2775 SNACKGOODTIME 千葉市若葉区西都賀3-2-5第2晴美ビル101

2776 浜焼太郎都賀店 千葉市若葉区西都賀3-2-9

2777 鳥焼Gregory 千葉市若葉区西都賀3-3-20都賀ビルB102

2778 ミラクルス 千葉市若葉区西都賀3-5-1-202

2779 パブスナックハニー 千葉市若葉区西都賀3-5-16川名ビル1F

2780 MONRINABARANDRESTAURANT 千葉市若葉区西都賀3-5-16川名ビル202号室

2781 ふうらい坊 千葉市若葉区西都賀3-5-1地商第8ビル102号

2782 BONANZA 千葉市若葉区西都賀3-5-1地商第8ビル103

2783 珈琲ニューペンギン 千葉市若葉区西都賀3-5-1地商第8ビル2階

2784 やきとり大八 千葉市若葉区西都賀3-5-20

2785 どっこい笑 千葉市若葉区西都賀3-5-21内山ビル1F

2786 SPORTSBAREmirates 千葉市若葉区西都賀3-5-21内山ビル2F

2787 パブエンジェルハート 千葉市若葉区西都賀3-8-7センチュリーKIビル3階

2788 魚河岸バルHAYASHIDA 千葉市若葉区西都賀3-9-2小山ビル101

2789 一の酉都賀店 千葉市若葉区西都賀3-9-3天南ビル1階右側

2790 都賀西口の串屋横丁 千葉市若葉区西都賀3-9-4

2791 スナックきなこ 千葉市若葉区西都賀3丁目10番20号

2792 茶居銘 千葉市若葉区西都賀3丁目17番1号

2793 ラーメンハウス 江北 千葉市若葉区西都賀3丁目18番1号

2794 カラオケモンゴル 千葉市若葉区西都賀3丁目1番11号

2795 京酒膳 雅 千葉市若葉区西都賀3丁目1番11号

2796 ファニー 千葉市若葉区西都賀3丁目1番11号滝口店舗2階B号室

2797 信州そば あづみ野 千葉市若葉区西都賀3丁目1番8号

2798 居酒屋 さと志 千葉市若葉区西都賀3丁目21番15号

2799 麻雀力 千葉市若葉区西都賀3丁目2番10号

2800 ジョアン 千葉市若葉区西都賀3丁目2番13号

2801 居酒屋味彩 千葉市若葉区西都賀3丁目3番20号食いしんぼうビルB1F101

2802 ねこ manma 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号

2803 ラウンジbon 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号第八ビル101

2804 PuBホワイティ 千葉市若葉区西都賀3丁目5番1号地商第8ビル1階105号

2805 居酒屋漢江 千葉市若葉区西都賀3丁目6番33号

2806 カラオケ四季 千葉市若葉区西都賀3丁目6番33号2階

2807 上海小籠館 千葉市若葉区西都賀3丁目6番3号

2808 串焼きのやなぎ家 千葉市若葉区西都賀3丁目9番1号

2809 炙りや 笑多 千葉市若葉区西都賀3丁目9番3号

2810 ガジュマル 千葉市若葉区西都賀4-1-6

2811 お食事処月山 千葉市若葉区西都賀4丁目11番23号

2812 トクニネ 千葉市若葉区西都賀4丁目16番11号

2813 焼肉きんぐ 千葉若葉店 千葉市若葉区西都賀5丁目28番2号

2814 サンシャイン 千葉市若葉区西都賀5丁目28番6号

2815 AnnKaraokeAyuMatabungkay 千葉市若葉区千城台4丁目5番7号

2816 カラオケ酒場友 千葉市若葉区千城台西1-39-1

2817 絹 千葉市若葉区千城台西1-39-1-2Cキューブ5ビル

2818 ROUTE66 千葉市若葉区千城台西1-39-1CUBE51-A

2819 つかさ 千葉市若葉区千城台西1丁目37番4号

2820 J-spirits 千葉市若葉区千城台西1丁目38番3号

2821 寅さん 千葉市若葉区千城台西1丁目38番4号

2822 ルーナ 千葉市若葉区千城台西1丁目39番1号

2823 リストランテ サルーテ 千葉市若葉区千城台西1丁目39番6号

2824 たもん 千葉市若葉区千城台西1丁目4番5号

2825 土佐寿司 千葉市若葉区千城台西2丁目13番3号

2826 スナック 北方 千葉市若葉区千城台西2丁目8番7号

2827 和食生そば末広 千葉市若葉区千城台東1-20-2

2828 めん処 時代屋 千葉市若葉区千城台東1丁目4番6号

2829 酒処あわ野 千葉市若葉区千城台東2-28-1

2830 小料理ハルビン 千葉市若葉区千城台東2丁目1番13号1号室

2831 スナックドリーム 千葉市若葉区千城台東2丁目1番13号2号室

2832 もつ焼 八角支店 千葉市若葉区千城台東2丁目2番9号

2833 はと車 千葉市若葉区千城台東2丁目32番10号

2834 中華 豊春 千葉市若葉区千城台東2丁目32番10号

2835 呑み食い処ちゃんこ番若三梅 千葉市若葉区千城台東2丁目36番7号福島アパート101

2836 長寿庵 千葉市若葉区千城台東3-15-13

2837 暖和 千葉市若葉区千城台東3-2-6

2838 源氏 千葉市若葉区千城台東3-26-12

2839 城 千葉市若葉区千城台東3-2-6-1F

2840 海鮮居食家魚木戸 千葉市若葉区千城台東3-6-6

2841 えみちゃん 千葉市若葉区千城台東3丁目21番13号

2842 児雷也 千葉市若葉区千城台東4-13-4

2843 小料理いいだ 千葉市若葉区千城台東4-2-6

2844 喜八寿し 千葉市若葉区千城台東4-2-9

2845 中国料理天新 千葉市若葉区千城台東4丁目3番1号

2846 コーヒースナックスウェータ 千葉市若葉区千城台南1-1-11三光ビル1F

2847 ニューライフ千城 千葉市若葉区千城台南1丁目3番5号

2848 カラオケソウル居酒屋 千葉市若葉区千城台南4-5-3



2849 バーミヤン 千葉千城台店 千葉市若葉区千城台南4丁目2番1号

2850 居酒屋 あいぼ～ 千葉市若葉区千城台南4丁目5番4号

2851 ことこと 千葉市若葉区千城台南4丁目5番4号カトレヤハイツ業務棟1階101号室

2852 串屋たん吉 千葉市若葉区千城台北1-29-9みさき屋プラスパビル1F

2853 カフェ・竹富島 千葉市若葉区千城台北1丁目16番1号

2854 ニュー魔女吏花 千葉市若葉区千城台北1丁目23番16号

2855 アリエス 千葉市若葉区千城台北1丁目23番16号

2856 INDIAN NEPALISE RESTAURANT GANESA 千葉市若葉区千城台北1丁目23番1号

2857 パブ 伊万里 千葉市若葉区千城台北1丁目25番8号

2858 武井 千城台店 千葉市若葉区千城台北1丁目26番13号

2859 らぁ麺家康千城台店 千葉市若葉区千城台北4丁目8番35号

2860 福源 千葉市若葉区多部田町35番地1

2861 フレーバーリゾート 千葉市若葉区多部田町465

2862 美娜都 千葉市若葉区多部田町57番地1

2863 浜寿司 千葉市若葉区大宮台1-12-9

2864 旬彩蕎麦処亥庵 千葉市若葉区大宮台7-7-10

2865 居酒屋 しちりん 千葉市若葉区大宮台7丁目13番4号

2866 とっぱずれ 千葉市若葉区大宮町2129番地13

2867 和か葉 千葉市若葉区大宮町2192番地1

2868 カフェラッキー 千葉市若葉区大宮町2461番地

2869 コーヒー&パブみちくさPARTⅡ 千葉市若葉区大宮町2703

2870 鮨処久兵衛 千葉市若葉区大宮町4089番地5

2871 吟家 千城台店 千葉市若葉区谷当町1257番地3

2872 手打ちそばうどんげた家 千葉市若葉区中田町1120-9

2873 季楽亭 千葉市若葉区中田町1193-42

2874 ラーメンショップ中野店 千葉市若葉区中野町64-13

2875 スナックロサリ 千葉市若葉区中野町809番地2

2876 RESTAURANTHaleKuLani 千葉市若葉区殿台町123-4

2877 かつ波奈みつわ台店 千葉市若葉区殿台町375-1

2878 ラーメンショップみつわ台店 千葉市若葉区殿台町397番地7

2879 ResortCafeFa-Bene 千葉市若葉区殿台町419-1

2880 レッドロブスターみつわ台店 千葉市若葉区殿台町430-4

2881 いきなりステーキ穴川東インター店 千葉市若葉区殿台町81-4

2882 昇龍 千葉市若葉区都賀1丁目19番13号

2883 いっぱい飲み屋　八蔵 千葉市若葉区都賀1丁目19番13号都賀グリーンハイツ106

2884 吞み食い処　ひとつ木 千葉市若葉区都賀2-18-14

2885 千日苑 千葉市若葉区都賀2-18-8

2886 サウンドスペース庵談亭 千葉市若葉区都賀2-22-8壹鵠館1F

2887 炭火焼居酒屋とりや 千葉市若葉区都賀3-10-3

2888 パブきゃろる 千葉市若葉区都賀3-16-1リベルテビル101

2889 光苑都賀店 千葉市若葉区都賀3-21-9BKハイツ都賀1F-B

2890 平打ちつけ麺結まーる 千葉市若葉区都賀3-30-7-2

2891 一丁目一番地JR都賀駅前店2号店 千葉市若葉区都賀3-3-1

2892 ほろよい居酒屋一丁目一番地JR都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3-3-1

2893 温菜創彩ダイニングShun 千葉市若葉区都賀3-33-2

2894 福福屋都賀東口駅前店 千葉市若葉区都賀3-5-1アーバンライフ都賀2階

2895 バー虹 千葉市若葉区都賀3-5-5

2896 鳥貴族都賀店 千葉市若葉区都賀3-5-5-BF-A

2897 やきとり 積木 千葉市若葉区都賀3丁目10番2号

2898 大心 千葉市若葉区都賀3丁目13番13号

2899 カフェ マリスタ 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号

2900 インド・ネパールレストラン シリザナ 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号

2901 キッチン柿華 千葉市若葉区都賀3丁目17番8号コーポ喜多原101

2902 都賀乃寿し 千葉市若葉区都賀3丁目19番16号

2903 ダイニングバーらくだ 千葉市若葉区都賀3丁目1番9号

2904 そば処長岡屋 千葉市若葉区都賀3丁目22番3号

2905 Vener 千葉市若葉区都賀3丁目22番5号

2906 都賀儀式殿 千葉市若葉区都賀3丁目23番7号

2907 中国小麦粉料理専門店惠泉 千葉市若葉区都賀3丁目24番地8号都賀プラザビル1階

2908 かじろう ramen 7 千葉市若葉区都賀3丁目25番7号

2909 kope 千葉市若葉区都賀3丁目26番8号

2910 マクドナルド都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3丁目2番5号

2911 ケンタッキー・フライドチキン 都賀店 千葉市若葉区都賀3丁目30番9号

2912 餃子の王将 都賀駅西口店 千葉市若葉区都賀3丁目3番1号

2913 ミスタードーナッツ都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3丁目4番1号

2914 なか卯　都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3丁目4番2号丸惣ビル

2915 養老乃瀧都賀店 千葉市若葉区都賀3丁目4番5号

2916 相模丼丸 都賀駅前店 千葉市若葉区都賀3丁目4番5号

2917 鴻福居 千葉市若葉区都賀3丁目5番10号

2918 居酒屋遊遊 千葉市若葉区都賀4-15-5-1F

2919 焼肉レストラン赤門都賀店 千葉市若葉区都賀4-2-5

2920 むらさき野 千葉市若葉区都賀4-9-2

2921 呑み処ひとときの隠家 千葉市若葉区都賀4-9-8都賀4丁目ビル201

2922 手打ちそば 花月庵 千葉市若葉区都賀4丁目17番5号

2923 カラオケオンステージ 土佐屋 千葉市若葉区都賀4丁目9番23号

2924 甘味処 けやき 千葉市若葉区都賀4丁目9番23号

2925 和牛焼肉龍園 千葉市若葉区都賀5-20-33

2926 カラオケ喫茶わ 千葉市若葉区都賀5-2-11アルファ都賀102

2927 未肉レストラン一龍 千葉市若葉区都賀の台4-1-7

2928 サン・カフェ 千葉市若葉区都賀の台4-5-5

2929 希まぐれ 千葉市若葉区都賀の台4丁目11番3号

2930 ラーメン専科 海空土 千葉市若葉区都賀の台4丁目5番15号

2931 KEDARNATH 千葉市若葉区都賀の台4丁目6番15号

2932 TRATTORIAALBERO 千葉市若葉区東寺山町345-4

2933 北海道生まれ和食処とんでん東寺山店 千葉市若葉区東寺山町422-1

2934 ゆで太郎千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443-1

2935 幸楽苑東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443-1

2936 やきとりの扇屋 千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町443番地20

2937 ウエスト東寺山店 千葉市若葉区東寺山町573-8

2938 ヤーマン 千葉市若葉区東寺山町581-4

2939 アロハー 千葉市若葉区東寺山町581-4

2940 ItarianBarMARIO 千葉市若葉区東寺山町581-4VIPイーストピア1階



2941 かっぱ寿司東寺山店 千葉市若葉区東寺山町809番地1

2942 コメダ珈琲店 千葉東寺山店 千葉市若葉区東寺山町882番地1

2943 焼肉ファミリーレストラン赤門東千葉店 千葉市若葉区東寺山町925-3

2944 すし銚子丸 東寺山店 千葉市若葉区東寺山町931番地1

2945 中国料理 蘭州 千葉市若葉区東寺山町934番地1

2946 MILK BAR STAND 千葉市若葉区富田町983-1

2947 よかった 千葉市若葉区北谷津町88番地1

2948 サッポロラーメンくるまや北谷津店 千葉市若葉区北谷津町90くるまやラーメン北谷津店

2949 和dining野～inacaya～ 千葉市若葉区野呂町1583-187

2950 東京クラシックキャンプ 千葉市若葉区和泉町363番地3

2951 マルサカバ土気駅前 千葉市緑区あすみが丘1-1-8ピアブルックビル1F

2952 ラコリーナ 千葉市緑区あすみが丘1-20-1

2953 焼肉ダイニングあみ吉 千葉市緑区あすみが丘1-20-1

2954 魚民土気駅前店 千葉市緑区あすみが丘1-20-1あすみが丘バーズモール1階

2955 遊や2号店 千葉市緑区あすみが丘1-39-9

2956 スナック平 千葉市緑区あすみが丘1-44-11

2957 海鮮・炭火焼おとのや 千葉市緑区あすみが丘1-46-14

2958 ヴェルデ 千葉市緑区あすみが丘1丁目19番地1

2959 Ethnic Cafe＆Bar AXELA 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1

2960 喃風あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地1

2961 目利きの銀次 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地5

2962 はま寿司千葉土気店 千葉市緑区あすみが丘1丁目20番地5

2963 エクラドールカフェ 千葉市緑区あすみが丘1丁目23番地9エクラドールビル1F

2964 Beans 工房 千葉市緑区あすみが丘1丁目24番地1

2965 定食＆居酒屋うさぎ 千葉市緑区あすみが丘1丁目36番地4

2966 米細工うのまる 千葉市緑区あすみが丘1丁目44番地9

2967 ガスト 千葉土気店 千葉市緑区あすみが丘1丁目48番地1

2968 蕎麦おゝ葉 千葉市緑区あすみが丘2-13-17

2969 CHANDRAMA 千葉市緑区あすみが丘2丁目4番地2

2970 ペイズリーインド料理 千葉市緑区あすみが丘3-51-15あすみが丘五番館104

2971 松寿司 千葉市緑区あすみが丘3丁目49番地2

2972 ココスあすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4-19-10

2973 万力屋 千葉市緑区あすみが丘4-2-7万力屋

2974 広島 お好み焼き おのみち（尾道） 千葉市緑区あすみが丘4丁目17番地6

2975 サイゼリヤ あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地12

2976 夢庵 千葉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地4

2977 バーミヤン 千葉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘4丁目19番地6

2978 かつわか 千葉市緑区あすみが丘5-6-5

2979 珍来土気店 千葉市緑区あすみが丘5-6-6

2980 すしめん処大京土気店 千葉市緑区あすみが丘5-7-2

2981 カラオケプラザ遊楽館土気店 千葉市緑区あすみが丘5-7-2

2982 福祥台湾料理 千葉市緑区あすみが丘7-1あすみが丘ブランニューモール1F119区画

2983 有限会社ナサ マクドナルドあすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘7丁目1番

2984 スシローあすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘7丁目1番地

2985 日本ケンタッキーフライドチキン（株）土気あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘7丁目1番地

2986 Cafe’Restaurant Le Lien 千葉市緑区あすみが丘7丁目35番地10

2987 やきとり大吉あすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘8-1-8

2988 中島亭 千葉市緑区あすみが丘8-27-5

2989 RistoranteLapesca 千葉市緑区あすみが丘8-4-51

2990 手打ち蕎麦・和カフェ貴匠庵 千葉市緑区あすみが丘東1-13-14

2991 あんまぁー家 千葉市緑区あすみが丘東2-1804-63

2992 まつ井 千葉市緑区あすみが丘東2丁目1804-16

2993 刻しらず 千葉市緑区あすみが丘東2丁目1804番地16

2994 RESTAURANTMEGUMI 千葉市緑区あすみが丘東2丁目20番地3

2995 caferelaxin 千葉市緑区あすみが丘東3-32-11

2996 和食-なるみ 千葉市緑区あすみが丘東5丁目26番地1

2997 OYUMINOKAPPO彩 千葉市緑区おゆみ野2-30-6

2998 すしめん処大京おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野2-6-2

2999 珍来鎌取店 千葉市緑区おゆみ野2-8-7

3000 旨焼 まる好 千葉市緑区おゆみ野2丁目17番地3

3001 カフェドペラゴロ鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3-16-1ゆみーる鎌取3階

3002 VINOdue 千葉市緑区おゆみ野3-17-1

3003 焼肉飛苑 千葉市緑区おゆみ野3-25-1

3004 PRIVATEDAINING魚民鎌取南口駅前店 千葉市緑区おゆみ野3-3-1千代ビル2階

3005 鮨処まなぶ 千葉市緑区おゆみ野3-33-7

3006 かまとりダイニング轍 千葉市緑区おゆみ野3-7-1芝コーポ5号館106

3007 鉄板酒房 角の花 千葉市緑区おゆみ野3丁目13番地9

3008 大戸屋 イオン鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地

3009 ミスタードーナツ イオン鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地

3010 サンマルクカフェゆみ～る鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地

3011 福星飯店 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地1

3012 インド料理 DIWALI 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地1

3013 はなまるうどん イオン鎌取店 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地1

3014 たい夢 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地1

3015 株式会社 サイゼリヤ 千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地1

3016 アンカーダウン 千葉市緑区おゆみ野3丁目21番地7

3017 串焼のの 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11

3018 遊膳 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11

3019 BARポート・ロイヤル 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地11ラインビル2F

3020 らー麺 にしかわ 千葉市緑区おゆみ野3丁目22番地14

3021 居酒屋 一寸法師 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番地5

3022 中華料理春満楼 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番地5ジュネスグランドール1F-E

3023 インド料理 タージ・マハル おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野3丁目27番地2

3024 江戸ふじ 千葉市緑区おゆみ野3丁目32番地2

3025 プリモピアット 千葉市緑区おゆみ野3丁目38番地4アーバンヒルズ101

3026 ばんから中華 千葉市緑区おゆみ野3丁目41番地3

3027 やきとりの扇屋 千葉緑区役所前店 千葉市緑区おゆみ野3丁目41番地9

3028 焼肉DINING 大和 鎌取店 千葉市緑区おゆみ野4丁目17番地2

3029 屋根裏処 かま鶏 千葉市緑区おゆみ野4丁目2番地17

3030 レストランバー MAMMA 千葉市緑区おゆみ野4丁目2番地17

3031 居酒屋桜や 千葉市緑区おゆみ野5-7-7

3032 喜美寿司 千葉市緑区おゆみ野5丁目7番地6



3033 炭一ラーメン 千葉市緑区おゆみ野6-27-4

3034 旬鮮居酒屋やわら 千葉市緑区おゆみ野6-27-4おゆみ野プラザD棟

3035 料理嘉yoshi 千葉市緑区おゆみ野6-27-7

3036 湊寿司 千葉市緑区おゆみ野6丁目15番地1

3037 やきとり韋駄天 千葉市緑区おゆみ野6丁目27番地4おゆみ野プラザF棟1階

3038 ザ・チェルシ-コ-ト おゆみ野ガ-デン バンケット・キッチン 千葉市緑区おゆみ野中央1丁目12番地1

3039 ミスターマックスおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1

3040 ラーメン めん丸 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目13番地15

3041 はま寿司 千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地

3042 コメダ珈琲店 ミスターマックスおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

3043 しゃぶ葉 おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

3044 ロイヤルインドレストラン 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

3045 マクドナルド おゆみ野ミスターマックス店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

3046 常勝軒千葉本店 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目3番地1

3047 炭火焼肉 花備 千葉市緑区おゆみ野中央2丁目4番地5

3048 JUNKNOODLEFACTORY 千葉市緑区おゆみ野中央3-23-2ベルおゆみ野102

3049 La michelle 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目22番地2

3050 夢庵 千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目22番地7

3051 マクドナルド おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目23番地1

3052 食彩酒房とことんや 千葉市緑区おゆみ野中央4-32-3

3053 プチラパン 千葉市緑区おゆみ野中央4-32-3

3054 cafe chez・moi （シェ・モア） 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目13番地2

3055 スシロー おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目35番地2

3056 かつや千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目35番地3

3057 まこと屋 千葉市緑区おゆみ野中央5-35-2

3058 らーめん一家麺小屋おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-1-6らーめん一家麺小屋おゆみ野店

3059 星乃珈琲店おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-30-6

3060 道とん堀おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-30-7

3061 とりあえず吾平千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-30-7

3062 焼肉ファミリーレストラン赤門おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-37-1

3063 牛角 おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目30番地7

3064 回転寿司居魚屋やまとおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7丁目37番地2

3065 ら～めん 十 勝 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目15番地4

3066 鮨・創作料理 一幸 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目16番地8

3067 レストラン結 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目17番地16号

3068 トレ・スクエアおゆみ野 千葉市緑区おゆみ野中央9-15-1

3069 焼肉じゅん 千葉市緑区おゆみ野中央9-15-3

3070 ビッグテキサスおゆみ野 千葉市緑区おゆみ野中央9-15-5-103サマールージュ

3071 本格中華食堂栄盛 千葉市緑区おゆみ野中央9-16-8

3072 洋麺屋五右衛門おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南1-28-4

3073 スターバックスコーヒー千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南1丁目1番地1

3074 上海軒 千葉市緑区おゆみ野南2-16-1

3075 ハワイアンダイニングリーノおゆみ野 千葉市緑区おゆみ野南2-8-1モデルノ203

3076 極みフーズ 千葉市緑区おゆみ野南2-9-1プリマヴェーラ参番館601

3077 縁や 千葉市緑区おゆみ野南2丁目13番地2

3078 麺屋 侍 千葉市緑区おゆみ野南2丁目16番地4

3079 幸楽苑千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南2丁目22番地1の2

3080 サイゼリヤ おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南2丁目22番地2

3081 レストラン＆バー MAMMA 千葉市緑区おゆみ野南2丁目8番地1

3082 カジュアルダイニングリーフ 千葉市緑区おゆみ野南3-2-9

3083 ル・ブルー 千葉市緑区おゆみ野南3丁目6番地38

3084 Rukka 千葉市緑区おゆみ野南5-15-6ヴェルドパークA101

3085 韓国鍋市場オモニのひと味 千葉市緑区おゆみ野南5-37-1イオンタウンおゆみ野1F

3086 焼肉きんぐ おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目18番地1

3087 バーミヤン 千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目19番地5

3088 ガスト 千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目1番地3

3089 幸楽苑ｲｵﾝﾀｳﾝおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37-1

3090 今日和おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番1号イオンタウンおゆみ野SC

3091 和幸イオンおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地

3092 築地銀だこおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3093 ジェラフル おゆみ野 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3094 Indo Asian Restuarant NIMTA 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3095 サンマルクカフェイオンタウンおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3096 瀬戸うどん イオンタウンおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3097 リンガーハット イオンおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1

3098 丸鶏がら味噌ラーメン藏民 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37番地1イオンおゆみ野店2階フードコート

3099 旬洋膳 椿 千葉市緑区おゆみ野南5丁目6番地2

3100 蕎麦 わび介 千葉市緑区おゆみ野南5丁目6番地2

3101 肉匠千葉緑店 千葉市緑区おゆみ野南6-8-2

3102 らーめん琉神 千葉市緑区おゆみ野南6丁目15番地9

3103 懐石 古都 千葉市緑区おゆみ野南6丁目23番地7

3104 居酒屋纏(まとい) 千葉市緑区越智町1765番地3

3105 湾岸ケータリングサービス 千葉市緑区越智町822番地71

3106 湾岸ケータリングサービス 千葉市緑区越智町822番地71

3107 湾岸ケータリングサービス 千葉市緑区越智町822番地71

3108 琴 千葉市緑区下大和田町271-2

3109 seasons 千葉市緑区鎌取町111番地2

3110 マゼンタカフェ 千葉市緑区鎌取町113-6

3111 満秋飯店 千葉市緑区鎌取町114-13

3112 台湾料理三合餃子 千葉市緑区鎌取町114番地36

3113 かまど 千葉市緑区鎌取町71-2

3114 はなの舞 鎌取駅前店 千葉市緑区鎌取町787番地3

3115 居酒屋奈緒紀 千葉市緑区古市場町157

3116 吟家 千葉市緑区古市場町404-1

3117 ラーメンとん太浜野インター店 千葉市緑区古市場町415-1

3118 陽を輝らす 千葉市緑区古市場町474-157サンフラワービル101

3119 中華厨房龍家 千葉市緑区古市場町474-157サンフラワービル1F

3120 ラーメン旭郎山 千葉市緑区古市場町547-3

3121 そられNANADAIMEKOUJIYA 千葉市緑区古市場町618番地1

3122 有限会社 ナサ マクドナルド茂原街道古市場店 千葉市緑区古市場町620番地1

3123 ゆで太郎古市場店 千葉市緑区古市場町621-6

3124 吉野家 古市場店 千葉市緑区古市場町624番地1



3125 居酒屋 こいち 千葉市緑区古市場町682番地1

3126 安楽亭 古市場店 千葉市緑区古市場町688番地1

3127 安楽亭　古市場店 千葉市緑区古市場町688番地1

3128 魚菜だんらん食堂古市場店 千葉市緑区古市場町690-1

3129 鐵板バルとも屋 千葉市緑区古市場町692番地1

3130 中国酒家 成 千葉市緑区古市場町692番地1

3131 およね鯛焼 千葉市緑区古市場町906番地29

3132 肉焼加トちゃん家 千葉市緑区高津戸町126

3133 ランラン 千葉市緑区高津戸町311

3134 居酒屋かよちゃん 千葉市緑区高津戸町311番地

3135 カラオケスタジオ とんぼ 千葉市緑区高津戸町311番地

3136 昭和の森フォレストビレッジ 千葉市緑区小食土町955番地

3137 Pleurote 千葉市緑区大金沢町1080-8

3138 株式会社ジョイフル千葉おゆみの店 千葉市緑区大金沢町380番地19

3139 歌謡スタジオ峰 千葉市緑区大金沢町419

3140 たこ焼 番長 千葉市緑区大椎町1199番地58

3141 Bauletto864 千葉市緑区大椎町1251-306

3142 天麩羅屋 千葉市緑区大椎町1251番地137

3143 一膳 千葉市緑区大木戸町212-206

3144 くるまやラーメン 土気店 千葉市緑区大木戸町232番地1

3145 食彩浪漫ほたる 千葉市緑区大木戸町396-1

3146 居酒屋けいちゃん 千葉市緑区椎名崎町230-1

3147 夷盧里 千葉市緑区土気町1468番地

3148 スナックメッセ 千葉市緑区土気町1582番地

3149 鮨たかはし 千葉市緑区土気町1591

3150 生そば世渡 千葉市緑区土気町1622番地32

3151 太道橋 千葉市緑区土気町1630

3152 中華レストラン龍園 千葉市緑区土気町1731

3153 お食事処 のんのん 千葉市緑区東山科町1番地9

3154 お富さん 千葉市緑区富岡町129-2

3155 MUFAHALALFOOD＆RESTAURANT 千葉市緑区平山町128-3

3156 月見草 千葉市緑区平山町1913番地34

3157 杉の子 千葉市緑区平山町1926番地

3158 居酒屋 こはる 千葉市緑区平山町1926番地

3159 Raver'sCafe 千葉市緑区平山町1933

3160 カラオケ居酒屋ひまわり 千葉市緑区平山町457-5

3161 ラーメンSUNQ 千葉市緑区平川町1622-11

3162 鯉のぼり 千葉市緑区平川町2182-3

3163 食堂スピン 千葉市緑区茂呂町355

3164 CoCo壱番屋千葉誉田店 千葉市緑区誉田町1-139-33

3165 よりみち 千葉市緑区誉田町1-145-13今井ハイツC棟102

3166 Cafe&居酒屋誉膳HONZAN 千葉市緑区誉田町1-145-9イマイハイツB-101

3167 華屋与兵衛 千葉誉田店 千葉市緑区誉田町1丁目299番地

3168 台湾料理王府 千葉市緑区誉田町1丁目788番地1

3169 居酒屋一八 千葉市緑区誉田町2-20-650

3170 吟家 千葉市緑区誉田町2-2302

3171 菜果茶酒むすび 千葉市緑区誉田町2-23-135

3172 華々 千葉市緑区誉田町2-24

3173 スナックディオール 千葉市緑区誉田町2-5

3174 しょうちゃん 千葉市緑区誉田町2-5

3175 ワインの宝庫森川 千葉市緑区誉田町2丁目20番地149

3176 居酒屋 ふれんず 千葉市緑区誉田町2丁目20番地586

3177 そば処 中村 千葉市緑区誉田町2丁目2307番地183

3178 インド料理タージパレス 千葉市緑区誉田町2丁目2307番地208

3179 居酒屋姫 千葉市緑区誉田町2丁目23番地45

3180 生蕎麦・割烹塩田屋 千葉市緑区誉田町2丁目24番地

3181 栄清軒 千葉市緑区誉田町2丁目24番地

3182 ウーロン 千葉市緑区誉田町2丁目24番地143

3183 ニューフェイム 千葉市緑区誉田町2丁目24番地2階

3184 自家焙煎香珈 千葉市緑区誉田町3-12-3

3185 呑み処典 千葉市緑区誉田町3-61-5

3186 有限会社グリーンマート 千葉市緑区誉田町3丁目70番地12

3187 ホテルスプリングス幕張2F翠嵐 千葉市美浜区ひび野1-11

3188 ホテルスプリングス幕張2Fヴィオレ 千葉市美浜区ひび野1-11

3189 ホテルスプリングス幕張1Fカメール 千葉市美浜区ひび野1-11

3190 松喜寿し 千葉市美浜区ひび野1-11ホテルスプリングス幕張ANNEX2階

3191 ホテルスプリングス幕張アネックス1階ラウンジ・ブローニュ 千葉市美浜区ひび野1-12

3192 ホテルスプリングス幕張アネックス2階日本料理玄海 千葉市美浜区ひび野1-12

3193 茜音 千葉市美浜区ひび野1-14

3194 焼肉もとびアウネビル店 千葉市美浜区ひび野1-14aune幕張

3195 焼肉いしび 千葉市美浜区ひび野1-14aune幕張

3196 日々人海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-14aune幕張2階2-2

3197 さかなや道場海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-14aune幕張4F

3198 忠助 千葉市美浜区ひび野1-14アウネ幕張ビル4階

3199 PECORINO幕張店 千葉市美浜区ひび野1-3イオン幕張1階

3200 鳥貴族海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-4-1

3201 焼肉もとび本店 千葉市美浜区ひび野1-4-1エクセリオ幕張

3202 Azzurro海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-7ROOMDECOiF

3203 タリーズコーヒー海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-8

3204 ココス海浜幕張駅前店 千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール1F

3205 リンガーハット幕張店 千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール1F

3206 焼肉屋くいどんメッセアミューズモール店 千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール1F

3207 アウトバックステーキハウス幕張店 千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール1階

3208 焼肉貴闘力 千葉市美浜区ひび野1-9

3209 麺屋空海海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9

3210 グランサウスオーシャンズ 千葉市美浜区ひび野1-9

3211 博多劇場海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張1F

3212 HUB海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張1F1-⑤

3213 居酒屋まるしスーク海浜幕張北口店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張1階

3214 やきとり家すみれ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張1階

3215 ティーヌン海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張3F

3216 東薫酒場薩摩鶏まる海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張3階



3217 千年の宴海浜幕張北口駅前店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張3階

3218 トゥルース海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1-9スーク海浜幕張4-02

3219 横浜ラーメン増田家 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3220 チャイナ厨房 チンタンタン 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3221 コート・ダジュールaune幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3222 大衆酒場 ムロヒガシ 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3223 銀座 長寿韓酒房 海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3224 でんでれでん酒場／BOND 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3225 四季彩・ABURI 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3226 札幌弥助 海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3227 あく庵 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3228 杉玉 海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目14番地

3229 農家の慶　海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目1番地14aune幕張3F

3230 ペッパーランチ イオン幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目3番地

3231 スターバックスコーヒー イオン幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目3番地

3232 一味厨房 千葉市美浜区ひび野1丁目3番地

3233 はなまるうどん イオン幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目3番地

3234 すき家 イオン幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目3番地

3235 スシロー海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地1

3236 ゆずの小町 稲わら家 海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地1

3237 和牛ステーキ 竹田屋 千葉市美浜区ひび野1丁目4番地3

3238 てんや 海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地

3239 茶薫 小籠包 メッセアミューズモール海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地

3240 ロッテリア 幕張アミューズモール店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地

3241 ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ海浜幕張店 楽蔵/海浜幕張店 びすとろ家海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地

3242 シネプレックス10幕張 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地

3243 サーティワンアイスクリームメッセアミューズモール店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

3244 MARIONCREPE＆WAFFLE 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

3245 寿司やまと海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

3246 山傳丸 千葉市美浜区ひび野1丁目8番地メッセアミューズモール1F

3247 ダイニング響き／旬や 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3248 多謝 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3249 原価酒場 はかた商店 海浜幕張 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3250 海鮮・旬菜料理 奏 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3251 三代目 鳥メロ スーク海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3252 サイゼリヤ スーク海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地

3253 グランビア海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

3254 赤から海浜幕張駅前店 千葉市美浜区ひび野1丁目9番地スーク海浜幕張1F

3255 ザ・テラス 千葉市美浜区ひび野2-10-1

3256 おりじん 千葉市美浜区ひび野2-10-1

3257 ベラ・ルーサ 千葉市美浜区ひび野2-10-1

3258 スプレンディド 千葉市美浜区ひび野2-10-1

3259 ホテルフランクスフランドール 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス14F

3260 ホテルフランクスルシェル 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス14F

3261 ホテルフランクスメゾンド1991 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス14F

3262 ホテルフランクススリービーラウンジ 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス1F

3263 ホテルフランクスチャペル 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス1F

3264 ホテルフランクスヴァンヴェール 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス2F

3265 ホテルフランクスラテール 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクスB1

3266 ホテルフランクスタートルクラブ 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクスB1

3267 ホテルフランクスエトワール 千葉市美浜区ひび野2-10-2ホテルフランクス地下1階

3268 ホテルフランクス洋厨房 千葉市美浜区ひび野2-10-2-地下1階

3269 和食・中華桂翠 千葉市美浜区ひび野2-10-3ホテルグリーンタワー幕張1階

3270 TOKYO豚骨BASEMADEby一風堂ペリエ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2-110JR海浜幕張駅構内ペリエ海浜幕張東館1F

3271 とんかつ新宿さぼてんペリエ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2-110ペリエ海浜幕張

3272 デリフランス海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2-110ペリエ海浜幕張内

3273 GREENTIME 千葉市美浜区ひび野2-3アパホテル＆リーゾート東京ベイ幕張1階

3274 mr.kanso東京ベイ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-3アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張1階

3275 momocafe東京ベイ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-3アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張店1階

3276 有賀藤プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4

3277 カフェ・ベローチェ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4

3278 舎鈴プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4-1

3279 ItalianKitchenVANSANプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4-2階プレナ幕張

3280 とり鉄海浜幕張プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張

3281 とろんしゃん 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張

3282 野郎ラーメン海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張1F

3283 吉野家プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2‐4プレナ幕張1F

3284 築地食堂源ちゃんプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張2階

3285 MIDTREE 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張2階

3286 海産物居酒屋さくら水産海浜幕張南口店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張4F

3287 焼肉屋くいどんプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張4F

3288 はなの舞プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2-4プレナ幕張オペレーションセンター1F

3289 ホノルルコーヒー三井アウトレットパーク幕張店 千葉市美浜区ひび野2-6-1三井アウトレットパーク幕張D-SITE3階

3290 PIZZERIA32 千葉市美浜区ひび野2-9-3

3291 カフェレストラン ラ・フォーレ 千葉市美浜区ひび野2丁目10番地3

3292 そばいち ペリエ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目110番地

3293 シュマッツ ビアスタンド ペリエ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目110番地

3294 カフェソラーレ 海浜幕張駅 千葉市美浜区ひび野2丁目110番地

3295 スターバックスコーヒー　ペリエ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目110番地

3296 ホテルニューオータニ幕張 大観苑 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3297 ホテルニューオータニ幕張 けやき･ベイコートカフェ 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3298 ホテルニューオータニ幕張 ランデヴー 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3299 ホテルニューオータニ幕張 SATSUKI 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3300 ホテルニューオータニ幕張 千羽鶴・山茶花 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3301 ホテルニューオータニ幕張 一心 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3302 ホテルニューオータニ幕張 ザ・ラウンジ 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3303 ホテルニューオータニ幕張 スカイサロン欅 千葉市美浜区ひび野2丁目120番地3

3304 鉄板焼き七海 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地

3305 スカイクルーズマクハリ 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地

3306 ラ・ベランダ 千葉市美浜区ひび野2丁目3番地

3307 スパゲッティーのパンチョプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4プレナ幕張1F

3308 いきなりステーキプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番プレナ幕張



3309 鎌倉パスタプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3310 かまどか プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3311 温野菜プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3312 ガスト プレナ幕張 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3313 海鮮餃子 帆船 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3314 はなまるうどん プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3315 サイゼリヤ プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3316 麺処直久 プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3317 伝説のすた丼屋 プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3318 海鮮三崎港 プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3319 ゴーゴーカレー プレナ幕張スタジアム 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3320 マクハリーナ 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3321 サンマルクカフェ プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地

3322 かつや海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張1F

3323 三茶ヤ海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張1F

3324 カプリチョーザプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張1階

3325 キムカツプレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2F

3326 MYYAKINIKUSTYLE将泰庵 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張2階2-20

3327 牛角プレナ幕張店 千葉市美浜区ひび野2丁目4番地プレナ幕張4F

3328 The Meat Locker STEAK＆CAFE 千葉市美浜区ひび野2丁目9番3号

3329 大衆肉酒場天草や海浜幕張店 千葉市美浜区ひび野一丁目9番地スーク海浜幕張3F

3330 イタリア料理ヴェスプチ 千葉市美浜区磯辺2-8-1稲毛ヨットハーバー3階

3331 ザ・サーフ オーシャンテラス レストラン1F 千葉市美浜区磯辺2丁目8番3号

3332 COROLA 千葉市美浜区磯辺4-15-19フェスタリスタ磯辺1F

3333 リストランテ カフェ アンリエチェリー 千葉市美浜区磯辺4丁目2番2号

3334 ロイヤルホスト 検見川浜店 千葉市美浜区磯辺5丁目10番1号

3335 キッチンあをば 千葉市美浜区稲毛海岸1-1-30

3336 ジョリーパスタ 稲毛海岸店 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目2番38号

3337 サイゼリヤ 稲毛海岸14号店 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目2番39号

3338 しゃぶ葉稲毛海岸 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目3番9号

3339 かつや稲毛海岸店 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番25号

3340 びっくりドンキー 稲毛海岸店 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番46号

3341 マクドナルド14号稲毛店 千葉市美浜区稲毛海岸4-1-12

3342 スナック海岸 千葉市美浜区稲毛海岸4-4-13海風ハイツ1F

3343 バナナライフ 稲毛マリン 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目6番13号

3344 カマル 千葉市美浜区幸町1-181-2F

3345 磯料理八代 千葉市美浜区幸町1-18-5

3346 和食堂 千葉市美浜区幸町1-18-8

3347 馬車道千葉幸町店 千葉市美浜区幸町1-26-3

3348 とんかつ 大倉 千葉市美浜区幸町1丁目15番3号

3349 鬼丸 千葉市美浜区幸町1丁目16番1号101号

3350 宝楽 千葉市美浜区幸町1丁目16番2号

3351 レストラン えびすや 千葉市美浜区幸町1丁目18番1号

3352 味市場よ志乃 千葉市美浜区幸町1丁目18番2号

3353 ラーメンHOTめん花 千葉市美浜区幸町1丁目37番13号

3354 梅里 千葉市美浜区幸町2-19-26

3355 パブレストラントミー 千葉市美浜区幸町2-19-34

3356 和食レストランとんでん千葉幸町店 千葉市美浜区幸町2-20-29

3357 博多ラーメンふくちゃん千葉幸町店 千葉市美浜区幸町2-24-1川島屋ビル1階

3358 ホテルリブマックス千葉美浜 千葉市美浜区幸町2-3

3359 馨香源 千葉市美浜区幸町2丁目19番26号

3360 スターバックスコーヒー千葉美浜店 千葉市美浜区幸町2丁目20番1号

3361 松屋 千葉幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目21番30号

3362 江戸前すし 百萬石 幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目22番26号

3363 ライトピア 千葉市美浜区幸町2丁目23番1号三桜ビル2F

3364 マクドナルド14号幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目24番1号

3365 ロイヤルホスト 幸町店 千葉市美浜区幸町2丁目24番35号

3366 ペーパームーン 千葉市美浜区高洲1-1-1

3367 香來食府 千葉市美浜区高洲1-1-10-B-5

3368 中華料理福園 千葉市美浜区高洲1-1-11

3369 揚州商人稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1-12-13

3370 さかえ寿司 千葉市美浜区高洲1-16-25

3371 MomRice（マムライス） 千葉市美浜区高洲1-16-58

3372 中華料理一家人 千葉市美浜区高洲1-22-10金谷ビル2階

3373 ClubTheFirst 千葉市美浜区高洲1-22-10金谷ビル4F

3374 平八 千葉市美浜区高洲1-22-11ニューよろずやビル3F

3375 鳥貴族稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1-23-8

3376 すし銚子丸 高洲店 千葉市美浜区高洲1丁目13番3号

3377 自家製麺勢拉稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目16番6号

3378 レインボーキッチン 千葉市美浜区高洲1丁目16番74号

3379 中華松園 千葉市美浜区高洲1丁目1番10号

3380 なか卯稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目21番1号

3381 元氣七輪焼肉牛繁 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目22番10号

3382 鬼丸稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目22番10号1FA部分金谷ビル

3383 ありがとうの台所稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号

3384 しちりん 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号エジリビル2F

3385 稲毛海岸北口の串屋横丁 千葉市美浜区高洲1丁目22番22号エジリビル2F

3386 カラオケBanBan 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲1丁目23番8号

3387 百姓家郷菜 千葉市美浜区高洲2-3-15-1FROCKY高洲

3388 常来聚　焼烤 千葉市美浜区高洲2丁目3番14号

3389 アジア創作料理 千葉市美浜区高洲2丁目3番14号

3390 やまだ商店 美浜店 千葉市美浜区高洲2丁目3番14号

3391 ビッグシェフ 千葉市美浜区高洲3-13-1

3392 サブウェイ稲毛マリンピア店 千葉市美浜区高洲3-13-1

3393 カフェドペラゴロマリンピア店 千葉市美浜区高洲3-13-1

3394 チャイグール 千葉市美浜区高洲3-13-14Fイオンマリンピア

3395 大戸屋千葉マリンピア店 千葉市美浜区高洲3-13-1マリンピア稲毛海岸4階

3396 リトルシェフにんにく稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3-14-1和紅ビル1階102

3397 BAR&TRATTORIANOA 千葉市美浜区高洲3-14-3

3398 焼肉宝山稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3-14-4

3399 ビーンズガーデンカフェ 千葉市美浜区高洲3-20-40テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル1F

3400 海岸バルJAM 千葉市美浜区高洲3-2-16ラピュタビル2F



3401 餃子の王将稲毛海岸駅前店 千葉市美浜区高洲3-23-3

3402 だんらん炎稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3-24-1F，2F

3403 カラオケまねきねこ 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目10番1号

3404 WORLDBEER&DININGMIHAMABASE 千葉市美浜区高洲3丁目11番3号1C

3405 ポポラマーマ イオンマリンピア店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3406 珈琲百貨店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3407 丸亀製麺 マリンピア店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3408 ペッパーランチイオンマリンピア店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3409 そば処 志な乃 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3410 桂林餃子 満足 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3411 FOOD BOAT Cafe 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3412 サンマルクカフェ 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3413 リンガーハット マリンピア店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3414 横浜家系ラーメン希家 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3415 マクドナルド稲毛マリンピア店 千葉市美浜区高洲3丁目13番1号

3416 喰べ呑み処じらい屋和の伊 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号

3417 原価酒場はかた商店 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号

3418 やきにく まめ牛 千葉市美浜区高洲3丁目14番1号

3419 さかなや直営店 キッチン酒場 肴 ～sakana～ 千葉市美浜区高洲3丁目14番3号

3420 フレッシュネスバーガー稲毛海岸駅前店 千葉市美浜区高洲3丁目21番1号

3421 日高屋 稲毛海岸南口店 千葉市美浜区高洲3丁目23番2号

3422 サイゼリヤ 稲毛海岸駅前店 千葉市美浜区高洲3丁目23番2号

3423 ロイヤルホスト 稲毛海岸店 千葉市美浜区高洲4丁目5番10号

3424 美浜儀式殿 千葉市美浜区高洲4丁目7番7号

3425 東北人家 千葉市美浜区高浜1丁目10番1号-1

3426 	孫家⼤鍋 千葉市美浜区高浜1丁目1番4号

3427 華葉軒 千葉市美浜区高浜2-2-1

3428 和食処さくら 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号千葉地方卸売市場関連棟C棟2階

3429 Berry´sCafe.em 千葉市美浜区高浜4-12-2-20

3430 いかが家 千葉市美浜区高浜4-9-3

3431 Jun-Tara Indian Nepali Restaurant 千葉市美浜区高浜4丁目12番2号

3432 司奈そば七七三 稲毛海岸店 千葉市美浜区高浜4丁目12番2号

3433 スシロー幕張店 千葉市美浜区若葉2丁目4番地

3434 PARKMAGIC 千葉市美浜区若葉3-1-23

3435 アンジェリカ 千葉市美浜区若葉3-2-16-2アンジェリカ

3436 MAKUHARI BREWERY 千葉市美浜区若葉3丁目1番地21

3437 COMUNUS MAKUHARI 千葉市美浜区若葉3丁目1番地37

3438 すし銚子丸 雅 イオンスタイル幕張ベイパーク店 千葉市美浜区若葉3丁目2番地16

3439 マザームーンカフェ美浜 千葉市美浜区新港117

3440 一力 千葉市美浜区新港151

3441 スシロー千葉みなと店 千葉市美浜区新港170番地1

3442 ラーメンばんだい美浜店 千葉市美浜区新港32-6-9

3443 株式会社 博全社 セントラルキッチン 千葉市美浜区新港32番地1

3444 一味 千葉市美浜区新港32番地11

3445 びっくりドンキー美浜店 千葉市美浜区新港32番地6-8

3446 元氣七輪焼肉牛繁 美浜ニューポートリゾート店 千葉市美浜区新港32番地6-9

3447 ゆで太郎美浜新港店 千葉市美浜区新港45番地4

3448 veicolo 千葉市美浜区新港70-1ネッツトヨタ内veicolo

3449 ゆで太郎 新港店 千葉市美浜区新港99番地2

3450 魚べい ピアシティ稲毛海岸店 千葉市美浜区真砂1丁目2番5号

3451 日本紅茶協会認定店紅茶専門店DADA 千葉市美浜区真砂2丁目24番10号アンシャンテ21

3452 Anniversary&Dayscafe 千葉市美浜区真砂3-15-6

3453 だるま寿司 千葉市美浜区真砂3丁目15番4号

3454 若井 千葉市美浜区真砂3丁目15番8号

3455 沖縄食堂-すまゆくい（島憩） 千葉市美浜区真砂3丁目15番8号

3456 焼肉 牛の華 千葉市美浜区真砂3丁目4番4号

3457 CAFEILMARE（カフェイルマーレ） 千葉市美浜区真砂4丁目1番10号

3458 サイゼリヤ 検見川浜店 千葉市美浜区真砂4丁目1番10号

3459 ガスト 検見川浜駅前店 千葉市美浜区真砂4丁目2番

3460 ヴィドフランスカフェ検見川浜店 千葉市美浜区真砂4丁目2番1号

3461 日高屋 検見川浜北口店 千葉市美浜区真砂4丁目2番5号

3462 晴晴飯店 イオンスタイル検見川浜店 千葉市美浜区真砂4丁目2番6号

3463 coedo 千葉市美浜区打瀬1-11

3464 バーミヤン 海浜幕張店 千葉市美浜区打瀬1丁目2番地

3465 ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ 千葉市美浜区打瀬2-10パティオス15番街1階

3466 ジャイネパール 千葉市美浜区打瀬2-12パティオス5番街

3467 今日和幕張ベイタウン店 千葉市美浜区打瀬2丁目14番パティオス11番街1階

3468 フレンチレストランヴァンウタセ 千葉市美浜区打瀬3-4-109

3469 cafeokano 千葉市美浜区打瀬3丁目丁目6番地幕張ベイタウンミラマール第1番館第101-2号室

3470 土風炉海浜幕張店 千葉市美浜区中瀬1-3

3471 21108幕張事業所 千葉市美浜区中瀬1-3

3472 にんにくに4 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンD24階

3473 中華酒家花吹雪 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンF棟107

3474 酒処鳥の一 千葉市美浜区中瀬1-4イオンタワーAnnex1F

3475 大衆酒場 ちばチャン 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

3476 謝朋殿 幕張テクノガーデン店 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

3477 空海 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

3478 ドトールコーヒーショップ 幕張テクノガーデン店 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

3479 マクドナルド幕張テクノガーデン店 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地

3480 中国料理 大連アカシア 千葉市美浜区中瀬1丁目7番地1

3481 プロント幕張 千葉市美浜区中瀬2-6

3482 兆一幕張店 千葉市美浜区中瀬2-6WBGマリブダイニング3F

3483 ワールドビジネスガーデン海浜幕張店 千葉市美浜区中瀬2-6ワールドビジネスガーデンマリブダイニング2F

3484 （株）総武コモンズ 西口売店ニューウェーヴ 千葉市美浜区中瀬2丁目1番地

3485 ㈱総武ｺﾓﾝｽﾞ　ｱﾘｰﾅ売店ﾆｭｰｳｪｰｳﾞ 千葉市美浜区中瀬2丁目1番地

3486 みそ屋 田所商店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番1号

3487 スターバックスコーヒー 幕張WBG店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

3488 丼と炭火串焼き・酒菜 和味庵 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

3489 美浜クラブラウンジ 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

3490 信州そば処 そじ坊 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地

3491 中華ダイニング 大翔軒 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1

3492 マントラ 幕張店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1



3493 レモングラス 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1

3494 トニーローマ幕張WBG店 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地ワールドビジネスガーデン3階

3495 SEASIDERIECOFFEE 千葉市美浜区美浜1

3496 リエカフェワゴン 千葉市美浜区美浜1

3497 リエカフェ 千葉市美浜区美浜1

3498 竹りん 千葉市美浜区美浜1

3499 ZOZOマリンスタジアムナイスボール 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム

3500 ZOZOマリンスタジアムイタリアンバールM 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム

3501 ZOZOマリンスタジアムエースで4番 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム

3502 ZOZOマリンスタジアムビッグイニング・千客万来 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム

3503 からあげ大将亭 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム

3504 外花屋 千葉市美浜区美浜1zozoマリンスタジアム

3505 ストライク 千葉市美浜区美浜1ZOZOマリンスタジアム4FR3

3506 ベイショップしんばし 千葉市美浜区美浜1番地

3507 居酒屋ダイニング 竹りん 千葉市美浜区美浜1番地

3508 鉄板焼き かずさ家 千葉市美浜区美浜1番地

3509 5039店 千葉市美浜区美浜1番地

3510 幕張横丁 千葉市美浜区美浜1番地

3511 鶏屋214番地 千葉市美浜区美浜1番地

3512 株式会社イベント・コミュニケーションズ 千葉市美浜区美浜1番地

3513 マリーンズ スタジアム2F R立売基地 千葉市美浜区美浜1番地

3514 マリーンズ スタジアム2F L立売基地 千葉市美浜区美浜1番地

3515 chikurin 千葉市美浜区美浜1番地

3516 ロッテリア ZOZOマリンスタジアム2号店 千葉市美浜区美浜1番地

3517 ロッテリア ZOZOマリンスタジアム店 千葉市美浜区美浜1番地

3518 マリーナサロン 千葉市美浜区美浜1番地

3519 ZOZOマリンスタジアム アジアンキッチンMIHAMA亭 千葉市美浜区美浜1番地

3520 ぶたさん 千葉市美浜区美浜1番地ZOZOマリンスタジアム

3521 お食事処 天風 千葉市美浜区美浜26番地

3522 ここちカフェ 千葉市美浜区美浜26幕張温泉湯楽の里内

3523 湾岸幕張パーキングエリア（下り線）厨房 千葉市美浜区浜田2丁目102番地

3524 スターバックスコーヒー 湾岸幕張ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ（上り線）店 千葉市美浜区浜田2丁目102番地

3525 スターバックスコーヒー 湾岸幕張パーキングエリア（下り線）店 千葉市美浜区浜田2丁目102番地

3526 「ステーキのどん」幕張店 千葉市美浜区浜田2丁目43番地6

3527 ホノルルコーヒーイオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-13イオンモール幕張新都心A棟2階

3528 金沢まいもん寿司イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心1F

3529 花粥幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2F

3530 ペッシェドーロイオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階

3531 BLUEWATERSHRIMP 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階

3532 つきじ飛賀屋イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階

3533 山薬清流庵イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール2階

3534 こめらくみんなで、お茶漬け日和。イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール3階

3535 ヴィ・ド・フランス幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心内

3536 インドカレー＆ナンムンバイイオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-1グランドモール1Fときマルシェ内

3537 銀だこ　イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-5イオンモール幕張新都心店

3538 幸楽苑ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1-5ファミリーモール内

3539 博多だるまJAPAN 千葉市美浜区豊砂1番地1

3540 牛たん炭焼 利久 幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3541 仙臺たんや 利久 幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3542 恵比寿かつ彩 千葉市美浜区豊砂1番地1

3543 デザート王国イオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1番地1

3544 ローストビーフ星 イオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1番地1

3545 北京飯店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3546 大かまど飯 寅福 千葉市美浜区豊砂1番地1

3547 明洞食堂 千葉市美浜区豊砂1番地1

3548 牧場創菓 momom 千葉市美浜区豊砂1番地1

3549 レッドペッパー 千葉市美浜区豊砂1番地1

3550 倉式珈琲店 イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3551 紅虎餃子房 幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1番地1

3552 Bull Pulu 千葉市美浜区豊砂1番地1

3553 竹清 千葉市美浜区豊砂1番地1

3554 ゴディバ イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3555 ヴィレッジヴァンガードダイナー 千葉市美浜区豊砂1番地1

3556 BULLS GRILL 千葉市美浜区豊砂1番地1

3557 旨い安い腹いっぱい 千葉市美浜区豊砂1番地1

3558 ティーヌン イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3559 マクドナルド イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3560 ヨゴリーノ 千葉市美浜区豊砂1番地1

3561 ワンディッシュピッツァミール 千葉市美浜区豊砂1番地1

3562 スターバックスコーヒー イオンモール幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3563 果汁工房果琳 ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3564 海底撈火鍋 幕張店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3565 Creperie Cafe Sucre 千葉市美浜区豊砂1番地1

3566 中国老舗 天津飯店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3567 ベーカリーレストラン サンマルク イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3568 ブッフェレストラン 八献店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3569 日本一 イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3570 イオンシネマ幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1番地1

3571 神戸・六甲道 ぎゅんた 千葉市美浜区豊砂1番地1

3572 ミスタードーナツ イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3573 エクセルシオールカフェイオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1

3574 鳥さく 千葉市美浜区豊砂1番地1

3575 京都勝牛イオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂1番地1イオンモール幕張新都心A棟3階

3576 サーティワンアイスクリームイオンモール幕張新都心グランドモール店 千葉市美浜区豊砂1番地1イオンモール幕張新都心グランドモール1F

3577 LIONTEA獅子茶イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地1イオンモール幕張新都心グランドモール3F

3578 スターバックスコーヒー イオンモール幕張新都心 ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店 千葉市美浜区豊砂1番地5

3579 はなまるうどん イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地5

3580 おひつごはん 四六時中 千葉市美浜区豊砂1番地5

3581 モスバーガー イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地5

3582 サイゼリヤ イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地5

3583 KFC イオンモール幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地5

3584 ミニストップ イオンモール幕張新都心B店 千葉市美浜区豊砂1番地8



3585 ドトールコーヒーショップ イオン幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂1番地8

3586 星乃珈琲店幕張店 千葉市美浜区幕張西2-1-3

3587 しゃぶ菜　幕張 千葉市美浜区幕張西2丁目1番2号

3588 カラオケアーサー幕張店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番4号

3589 藍屋 幕張店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番6号

3590 ガスト 幕張西店 千葉市美浜区幕張西2丁目1番7号

3591 木曽路 幕張店 千葉市美浜区幕張西3丁目1番8号

3592 ラ・メール 銚子市愛宕町3002

3593 吉鳥 中田 銚子市愛宕町3502-3

3594 とこよだ 銚子市愛宕町3595-1

3595 みさご鮨 銚子市愛宕町3664-10

3596 居酒屋ひょうたん 銚子市芦崎町1286

3597 サウンドハウス歌ごころ 銚子市猿田町704

3598 808＋DELI 銚子市猿田町958

3599 寿し長 銚子市海鹿島町5218

3600 つかさ 銚子市海鹿島町5218-76

3601 大徳ホテル株式会社 銚子市海鹿島町5248-27

3602 錦 銚子市外川町2-10625

3603 HOANBEOQUAN 銚子市笠上町6075-1

3604 鮨初 銚子市笠上町6103-1

3605 ハーブ ガーデン・ポケット 銚子市笠上町7005

3606 方宝たつみ株式会社 銚子市宮原町473

3607 スナックユキ 銚子市宮原町729-1

3608 ちゃんこ うずめ 銚子市宮原町729-3

3609 スナックエデン 銚子市橋本町1922

3610 いずみ 銚子市橋本町1970

3611 膳はなれ 銚子市犬若11300-2

3612 ホテルニュー大新（1階バー） 銚子市犬吠埼10292

3613 ホテル ニュー大新（新館） 銚子市犬吠埼10292

3614 海舞 銚子市犬吠埼10292-1

3615 海鮮ダイニング 瑠璃 銚子市犬吠埼10292-1

3616 蒼 陽 銚子市犬吠埼10292-1

3617 犬吠埼観光ホテルお食事処あけぼの 銚子市犬吠埼10293

3618 サンテラスキラキラ 銚子市犬吠埼10293

3619 ぎょうけい館シャンクレール 銚子市犬吠埼10293

3620 絶景の宿犬吠埼ホテル（ビバ） 銚子市犬吠埼9574-1

3621 愛に恋 銚子市後飯町1-3

3622 さかい餃子店 銚子市後飯町1399

3623 居酒屋コア・プータイ 銚子市後飯町1-4

3624 スナックふみ 銚子市後飯町1番地の3

3625 グッド タイム 銚子市後飯町2-1

3626 SNACK彩 銚子市後飯町2-10

3627 MOON 銚子市後飯町2-10

3628 スナックMARI 銚子市後飯町2-10

3629 スナックもも 銚子市後飯町2-2

3630 未来 銚子市後飯町2-2

3631 マンナム 銚子市後飯町2-6

3632 エリカ 銚子市後飯町2-8

3633 しず香 銚子市後飯町2番地の6

3634 スナックBUA 銚子市後飯町2番地の71階の南側

3635 まゆみ 銚子市後飯町3-3

3636 ハピネス 銚子市後飯町3-3

3637 スマイル 銚子市後飯町3-4

3638 居酒屋めだか 銚子市後飯町3-4

3639 スナックひとみ 銚子市後飯町3-4

3640 居酒やはぎちゃん 銚子市後飯町3-4

3641 スナック希彩NO1 銚子市後飯町3-4

3642 居酒っくあい 銚子市後飯町3-8

3643 TIARA 銚子市後飯町3-8

3644 十八番 銚子市後飯町4-1

3645 スナック セーヌ 銚子市後飯町5-4

3646 常鮨 銚子市後飯町5-8

3647 ショーディーストアー 銚子市後飯町6-3

3648 気楽屋 銚子市後飯町7-2

3649 筑波 銚子市黒生町6528-11

3650 いざかやわが家 銚子市笹本町872-2

3651 平兵衛屋 銚子市笹本町88

3652 SHOPPERS 銚子市笹本町88

3653 ドレミファクラブ銚子駅前店 銚子市三軒町14-11

3654 くいもの屋さらい 銚子市三軒町3-7

3655 ユノリリ 銚子市三軒町7-8東葉ハウス貸店舗

3656 あづま寿司 銚子市三軒町8-21

3657 すし亀次郎 銚子市三崎町1-471-16

3658 無国籍居酒屋なんジャ 銚子市三崎町1-83-1

3659 サイゼリヤ イオン銚子店 銚子市三崎町2-2656-1

3660 アジアンスパィシーレストラン サモサ 銚子市三崎町2-2660-1

3661 越後秘蔵麺無尽蔵銚子家 銚子市三崎町2-2660-1イオン銚子2階

3662 イオンシネマ銚子 銚子市三崎町2丁目2660-1

3663 ユノリリ 銚子市三崎町3丁目4-10

3664 ユノリリ 銚子市三崎町3丁目4-10

3665 ユノリリ 銚子市三崎町3丁目4-10

3666 はま寿司銚子店 銚子市三崎町二丁目2580番1

3667 髙橋食堂 銚子市四日市場町339

3668 焼肉レストラン 匠味 銚子市四日市場町344

3669 Boozy'sShelter 銚子市柴崎町1丁目4-29

3670 神楽 銚子市若宮町6-21

3671 ラーメンショップ 銚子市若宮町6-9

3672 民芸茶屋 銚子市若宮町7-22

3673 創彩美食和 銚子市若宮町8-13

3674 柾華 銚子市春日町1076-17

3675 高うら 銚子市春日町2830-17

3676 鈴 銚子市春日町3014-5



3677 ポップコーン 銚子市春日町3403

3678 サイゼリヤ 銚子春日店 銚子市春日町3425-1

3679 ココス銚子春日店 銚子市春日町3431-3

3680 カラオケハウスかもめ 銚子市小船木町1-348-3

3681 らーめん居酒屋 「ながい」 銚子市小船木町1-868-7

3682 ちゃ餡ちゃん 銚子市小畑町7158-1

3683 なかがわ 銚子市小畑町9209-8

3684 おがわ食堂 銚子市小浜町1957-1

3685 ラーメンとん太銚子店 銚子市小浜町1989ラーメンとん太銚子店

3686 としちゃん 銚子市小浜町2200-3

3687 和風一力 銚子市小浜町2218-2

3688 キャルネドサントゥール 銚子市松岸町1-39

3689 ぼうがつる 銚子市松岸町2-127-3

3690 とりやす 銚子市松岸町2-161-1

3691 ココス銚子松岸店 銚子市松岸町3-296-1

3692 牛角銚子店 銚子市松岸町3-335-1

3693 カレー・コーヒーバンビ 銚子市松岸町3丁目200-3

3694 宮内食堂 銚子市松岸町3丁目262

3695 鮨処船清 銚子市松本町1-1-10

3696 心春 銚子市松本町1-9-11

3697 寿し割烹山水 銚子市松本町1丁目6-10

3698 モン・ベルジェ 銚子市松本町3丁目840-9

3699 かっぱ寿司 銚子店 銚子市松本町3丁目864-1

3700 スナックセブン 銚子市上野町204-6

3701 タイレストランとびうお 銚子市新生町1-36-38

3702 ふる里 銚子市新生町1-40-32

3703 Aya 銚子市新生町1-45-15

3704 チャペルⅡ 銚子市新生町1-45-15新生ビル1階1号

3705 くるまやラーメン銚子新生店 銚子市新生町1-50-10

3706 釜山 銚子市新生町1-50-24宮内店舗

3707 SMILE 銚子市新生町1-51-7

3708 ホルモン焼 三光 銚子市新生町1-52-14

3709 Jiro,s 銚子市新生町1-52-8

3710 PUBギモンフ 銚子市新生町1-54-10

3711 コタン 銚子市新生町1-55-18

3712 株式会社 三浦丸 銚子市新生町1の36

3713 つた家 銚子市新生町1丁目116-19

3714 海ぼうず 銚子市新生町1丁目36-11

3715 珈琲礁 銚子市新生町1丁目44-7

3716 つき島 銚子市新生町1丁目47-3

3717 潮 銚子市新生町1丁目51-1

3718 麗 銚子市新生町1丁目54-10

3719 居酒屋まま 銚子市新生町2-12-19

3720 たけ笛 銚子市新生町2-13-14

3721 お茶っこカラオケ 銚子市新生町2-15-9

3722 焼肉明洞館 銚子市新生町2-2-10

3723 まんま家 銚子市新生町2-2-18

3724 スナックⅢサード 銚子市新生町2-3-14

3725 銚子麺屋潮 銚子市新生町2-4-8

3726 さぶちゃん 銚子市新生町2-7-15

3727 台湾料理福庭 銚子市新生町2丁目11-2

3728 カラオケPUBREI 銚子市新生町一丁目49番地13

3729 Megumi 銚子市新生町二丁目3番14

3730 松竹園 銚子市新地町1-3

3731 ちあき 銚子市森戸町285-1

3732 Bar-Blou-Cocktail's 銚子市陣屋町1-17

3733 晋ラーメン 銚子市陣屋町1-5

3734 酒処時代屋 銚子市陣屋町2-3

3735 snackN 銚子市陣屋町2-6渡辺テナント2階

3736 とびうお 銚子市陣屋町2番地の4

3737 あき 銚子市陣屋町3-15

3738 Link 銚子市陣屋町3-19

3739 VOICE 銚子市陣屋町3-19リンクビル1F

3740 一宇 銚子市陣屋町3-26

3741 ぽあん 銚子市陣屋町3-27

3742 酒房なか居 銚子市陣屋町3-27

3743 あじ処 めんめん 銚子市陣屋町3-34

3744 Mellow 銚子市陣屋町3-34

3745 鮨処やましん 銚子市陣屋町4-10

3746 附木屋 銚子市陣屋町4-14

3747 焼酎処 酉ひめ 銚子市陣屋町4-14

3748 酒まあくたまや 銚子市陣屋町4-16

3749 Cute 銚子市陣屋町4-26

3750 GHUY 銚子市陣屋町4-26

3751 ビッキー 銚子市陣屋町4-26

3752 食酔宴もか 銚子市陣屋町4-27

3753 ラ・モイーズ 銚子市陣屋町4-27

3754 Cheers 銚子市陣屋町4-27-2F

3755 カラオケスナック愛 銚子市陣屋町4-27谷下田ビル

3756 ローレルPartV 銚子市陣屋町4-34

3757 居酒屋kafu～ 銚子市陣屋町4-34

3758 居酒屋ファミリーめいな 銚子市陣屋町4-35

3759 酒房はなこ 銚子市陣屋町4-40

3760 スナックピュア 銚子市陣屋町4番地35C店舗

3761 スナック翠華 銚子市陣屋町4番地の16三浦ビル1F-B

3762 カラオケ酒処ほたる 銚子市陣屋町4番地の35

3763 お食事処大忠家 銚子市陣屋町6-1

3764 磯料理まるせん 銚子市陣屋町7-7

3765 ムック 銚子市陣屋町7-7

3766 エルザ 銚子市陣屋町7-7ハイツニューミナミ

3767 串吾郎 銚子市陣屋町9-9

3768 おうち居酒屋 山田 銚子市正明寺町106-2



3769 まんぷく呑み処昭 銚子市清水町1429-13

3770 スナックダイアナ 銚子市清水町1431

3771 ちょうしの酒場 銚子市清水町1431

3772 nextまちゃみ 銚子市清水町1431

3773 中国家常料理東龍 銚子市清水町1431-7

3774 夢広場 銚子市清水町1431-7

3775 タイ料理BN 銚子市清水町1438

3776 割烹いとう 銚子市清水町2730-4

3777 居酒屋わ 銚子市清川町1-8-6

3778 おか村 銚子市清川町1丁目6-18

3779 銚子プラザホテル 銚子市西芝町11-2

3780 かば屋銚子駅前店 銚子市西芝町13-16エビスビル1階

3781 大衆酒場ドリーム 銚子市西芝町13-20

3782 ファミリーマート銚子駅前店 銚子市西芝町14-19

3783 呑み処食処大吉 銚子市西芝町14-6

3784 魚民銚子駅前店 銚子市西芝町3-2協栄興産ビル1階

3785 きょんまる 銚子市西芝町3-9大樹ビル1F

3786 新橋 銚子市西芝町3の32階

3787 ポプリ 銚子市西芝町3の33階

3788 明石家 銚子市西芝町6-13

3789 TAS 銚子市西芝町6-3

3790 パブスナックいかり 銚子市西芝町9-31

3791 酒菜いろは亭 銚子市西小川町313-1

3792 こころ 銚子市川口町2-6298-22

3793 SMALL PINE CRAFTBEER & KITCHEN 銚子店 銚子市双葉町3-6-B-1

3794 ちょくら 紀銚 銚子市双葉町3-6銚子セレクト市場A棟

3795 小鈴 銚子市双葉町4-15

3796 Toribacca 銚子市双葉町4-24

3797 とんかついな村 銚子市双葉町4-36第一マキビル2階

3798 バーダニーディン 銚子市双葉町4-4-2F

3799 PuB・てぃぱ 銚子市双葉町4番地43

3800 モスバーガー 銚子店 銚子市双葉町6-11

3801 CASAPRIMO 銚子市双葉町6-24ハッサンビル1階

3802 辰巳家 銚子市大橋町2-18

3803 やぶ 銚子市大橋町2-8

3804 ボンボニエール 銚子市大橋町3-4

3805 渡 銚子市大橋町4-25

3806 プランソレイユ 銚子市大橋町4-9

3807 キッチンパブ遊民 銚子市竹町1507

3808 トンパイ 銚子市竹町1507-12

3809 福 銚子市竹町1507-12-2号店

3810 雲 銚子市竹町1507-12-3号店

3811 美月 銚子市竹町1507一棟5号店

3812 レッド＆ブラック 銚子市竹町1565-1

3813 花音 銚子市竹町1565新宿ビル1F中央

3814 駅 銚子市中央町10-23

3815 黒田 銚子市中央町10-25-1F

3816 キャバレー大新ニューサロン 銚子市中央町10-27

3817 Around the Corner 銚子市中央町1-12

3818 こだわりとんかつとん膳銚子店 銚子市中央町11-3

3819 JK 銚子市中央町12-22

3820 串助 銚子市中央町12-24

3821 くいしんぼ 銚子市中央町12-28

3822 snack Spes 銚子市中央町13-2ヤシオ1F

3823 中華料理 鳳蘭 銚子市中央町1-34

3824 バーマジックドラゴン 銚子市中央町13-5大勝堂

3825 FROMAGE 銚子市中央町13-5大勝堂ビル1F

3826 restaurant Sakurane 銚子市中央町13-5大勝堂ビル1F

3827 宴 銚子市中央町14-25

3828 向日葵 銚子市中央町17-7

3829 GARE 銚子市中央町17-9FUJIビル2F

3830 焼とりりゅうじ 銚子市中央町2-3

3831 BARBA 銚子市中央町2丁目4番地

3832 たまる 銚子市中央町4-32

3833 香海 銚子市中央町6-30

3834 ふぁぃみーる 銚子市中央町6-30

3835 RIO 銚子市中央町6-32十五屋ビル

3836 酒処藤 銚子市中央町6-32十五屋ビル1階D号

3837 酒処美優酔 銚子市中央町6-32十五屋プラザ1-E

3838 こうや食堂 銚子市中央町6の32-1階A号

3839 肴処 ふじ田 銚子市中央町8-14

3840 居酒屋 ごんべえ 銚子市中央町8-8

3841 食事処いがわ 銚子市仲町1659-1

3842 有限会社入船 銚子市長塚町1-435

3843 魚八 銚子市長塚町1丁目436-6

3844 すき家 銚子店 銚子市長塚町1丁目465-1

3845 居酒屋花々 銚子市長塚町2-533-3

3846 からあげしずく 銚子市長塚町2-539-5

3847 ゆきむら亭銚子店 銚子市長塚町3-643-7

3848 そば処貴作 銚子市長塚町3-649-10

3849 ゆたか食堂 銚子市長塚町3-649-8

3850 居酒屋とみた 銚子市長塚町3丁目222

3851 宝島銚子長塚店 銚子市長塚町3丁目650-37

3852 御食事処 百鳳苑 銚子市長塚町6丁目4518-2

3853 スナックダイヤ 銚子市田中町4-14

3854 スナックさくら 銚子市田中町4-14

3855 スナックフレンドパート2 銚子市田中町5-2

3856 スナックRISA 銚子市田中町5-2-1階

3857 ビストロときわや 銚子市田中町5-6

3858 青春 銚子市田中町6番地の6

3859 酒処和 銚子市田中町7-11

3860 韓国家庭料理 仁川 銚子市田中町7-6



3861 呑み処えむ 銚子市唐子町25-23

3862 かせ焼肉食堂 銚子市唐子町73-47

3863 しょう亭 銚子市唐子町73-88

3864 Tasuku 銚子市東芝町1-13田丸ビル1階

3865 ガスト 銚子店 銚子市東芝町2-1

3866 ふじや 銚子市東芝町3-19

3867 ワヰン食堂 縁 銚子市東芝町6-1

3868 もつ焼き 阿佐美 銚子市東芝町8-2

3869 OSTERIA pollo 銚子市東芝町8-2

3870 とくとく居酒屋二代目萬蔵 銚子市東芝町9番地の1

3871 彩花 銚子市東町1-13

3872 蓮 華 銚子市東町2-3

3873 cafeF 銚子市東町6-4

3874 御料理 いわた 銚子市南小川町4108-2

3875 歳時季 銚子市南町10-14

3876 LeCoeur 銚子市南町10-8

3877 スナックぱんどら 銚子市南町10-9

3878 わさ美 銚子市南町10-9

3879 四季の味華兆 銚子市南町11-14

3880 まるこげ 銚子市南町11-16

3881 ペンギンズバー 銚子市南町11-16

3882 花咲里 銚子市南町11-16

3883 コチュ 銚子市南町11-3

3884 スナックニューサウンド 銚子市南町11-5

3885 一力 銚子市南町11-7

3886 イザック 紅 銚子市南町11-9

3887 るる 銚子市南町12-1

3888 スナックヴィクトリー 銚子市南町12-16

3889 愛莉 銚子市南町12-16

3890 スナックこころ 銚子市南町12-16

3891 スナックゆな 銚子市南町12-16

3892 漁 銚子市南町12-16

3893 スナックうらら 銚子市南町12-16サンモールミナミ5号

3894 yukko 銚子市南町12-16サンモールミナミ6号

3895 TRIBE 銚子市南町12-8-A号

3896 きらら 銚子市南町12-8-B

3897 櫂 銚子市南町12-91F-1

3898 スナック爽 銚子市南町12番地の8C号

3899 居酒屋月ライト 銚子市南町13-1

3900 ももいろ 銚子市南町13-1

3901 ライラ 銚子市南町13-1

3902 イザックR&Y 銚子市南町13-12F

3903 お好み焼き八起 銚子市南町15-14菅谷アパート2号

3904 スナックLOVE 銚子市馬場町290-7

3905 OSATO 銚子市馬場町290-7-2F

3906 よし富 銚子市馬場町4-12

3907 なごみ処さち 銚子市馬場町60

3908 スナック サリー 銚子市馬場町6-1

3909 スナックリリ 銚子市馬場町61-3

3910 スナック花 銚子市馬場町6-1たまるビル1F

3911 グルマン亭ながい 銚子市馬場町6-5

3912 BAL 銚子市馬場町7-20

3913 嘉平治 銚子市馬場町7-21

3914 有限会社 又兵衛本店 銚子市馬場町7-3

3915 ぎんちゃん 銚子市馬場町7-6

3916 銚子屋 銚子市八木町4137

3917 ホテル タワーズ 銚子市八木町6523番地1

3918 からおけ酒場ハ番 銚子市飯沼町1-13

3919 スナック蓮 銚子市飯沼町1-13MEGUMI1階

3920 博雅 銚子市飯沼町1-18

3921 銚子港鮪蔵（1F） 銚子市飯沼町186-104

3922 居酒屋酉水 銚子市飯沼町186-93

3923 定食屋げんき 銚子市飯沼町2-12

3924 再来軒 銚子市飯沼町3-2

3925 ニューピコ 銚子市飯沼町5-3

3926 魚料理 大海 銚子市飯沼町8-7

3927 魚六 銚子市浜町5-6

3928 凛 銚子市富川町102-3

3929 イタリア食堂バッシーノ 銚子市豊里台1-1044-369

3930 カラオケ妙 銚子市本城町2-37

3931 木内旅館 銚子市本城町2丁目37

3932 BrownSugar 銚子市本城町2丁目37-6

3933 ロイヤルインド 銚子店 銚子市本城町4-264-1

3934 駄菓子食堂ふーちゃん 銚子市本城町4-415-7

3935 レストラン ギゼーム・ジュテーム銚子店 銚子市本城町4-466-2

3936 いざっく夢叶 銚子市本城町4-488-2

3937 台湾料理四季紅 銚子店 銚子市本城町4-510-1

3938 山の上蕎庵 銚子市本城町6-1403-1

3939 銚子のバル Oraide 銚子市末広町1-16

3940 BAROLD 銚子市末広町1-7末広ビル1階

3941 カラオケBanBan銚子末広店 銚子市末広町4-17

3942 れすとらんらぐ 銚子市末広町4-2

3943 肴やカルネ 銚子市末広町6-18

3944 居酒屋 AMK 銚子市末広町6-19

3945 伝気屋 銚子市末広町6丁目2番地

3946 ビストロ茶葉蘭 銚子市末広町8-15

3947 中華そば専門店おま屋 銚子市末広町8-1ブルータウン101

3948 WILD HEART 銚子市明神町1-16

3949 DOWUDON 銚子市明神町2丁目237

3950 魚道 銚子市野尻町103

3951 酒論たかしま 銚子市野尻町143-2

3952 魚料理五十嵐 銚子市野尻町18



3953 かしや旅館 銚子市野尻町4

3954 和ごころレストラン うさぎ 銚子市余山町393-2

3955 寿司 勝の家 銚子市和田町10-11

3956 スナック恋の華 銚子市和田町10-9

3957 元祖 札幌や 銚子市和田町1503-4

3958 ランシラ 銚子市和田町1503-50

3959 楓花 銚子市和田町1503-6

3960 とっぱずれよだれ 銚子市和田町1503-6銚子ビル1F-5号

3961 イザックみき 銚子市和田町1503-71

3962 ソラヤタイレストラン 銚子市和田町3-3

3963 よし川 銚子市和田町4-1

3964 正寿司 銚子市和田町7-1

3965 美咲 銚子市和田町7-14座古ビル1階

3966 スナック希彩 銚子市和田町7-14座古ビル1階

3967 寿司辰 銚子市和田町7-16

3968 キャンディ 銚子市和田町7-27

3969 居酒屋味佳 銚子市和田町7番地の14

3970 かすみ 銚子市和田町9-1

3971 魚どころ英ちゃん 銚子市和田町9の1

3972 中華料理　和幸 市川市伊勢宿16-8

3973 カラオケハウスロイヤル 市川市伊勢宿9-16

3974 友楽 市川市稲越1-2-5

3975 ふる里 市川市稲越町688-3

3976 つるや食堂 市川市稲荷木1丁目13番5号

3977 くら寿司 市川インター店 市川市稲荷木1丁目28番2号

3978 さくらそば 市川市塩焼1丁目4番27号

3979 からいや 市川市塩焼2-1-4

3980 和食酒処 汐彩 市川市塩焼2-14-3

3981 花みずき 市川市塩焼2-4-39

3982 しんや食堂 市川市塩焼2丁目1番2号葛生ビル101

3983 PRINCE 市川市塩焼2丁目2番80号

3984 中華 小吉 市川市塩焼2丁目5番10号

3985 杏樹亭 市川市塩焼3-1-4

3986 味処 ういすてりあ 市川市塩焼3丁目2番9号

3987 レストランカルボ 市川市塩浜2-3-10

3988 登尚園 市川市塩浜2丁目33番1

3989 ナイスインホテル市川東京ベイ 市川市塩浜3丁目10番31号

3990 BarCasablancaバーカサブランカ 市川市押切13-91F-B

3991 すし銚子丸 行徳店 市川市押切20番地5

3992 居酒屋 一休 市川市下貝塚1丁目19番3号

3993 酒食舌菜魚 市川市下貝塚2-33-10松丸店舗2号室

3994 居酒屋あやめ 市川市下貝塚3-35-15

3995 大地のダイニングペペローネ 市川市下貝塚3-8-16

3996 バーミヤン市川下貝塚店 市川市下貝塚3丁目19番16号

3997 牛角 市川大野店 市川市下貝塚3丁目8番18号

3998 すし銚子丸 市川店 市川市下貝塚3丁目8番18号

3999 居酒屋じん 市川市下新宿1-16

4000 サイゼリヤ ベルク市川加藤新田店 市川市加藤新田202-17

4001 さぼてん 市川市河原18番地7

4002 麺場 田所商店 市川市関ケ島15番地11

4003 鬼越09 市川市鬼越1-23-1

4004 ブルーハウス 市川市鬼越1丁目16番19号

4005 みどり寿司 市川市鬼越1丁目24番2号

4006 越後屋 市川市鬼越2丁目3番3号

4007 TOHOシネマズ市川コルトンプラザ 市川市鬼高1-1-1

4008 パールレディニッケコルトンプラザ市川店 市川市鬼高1-1-1

4009 築地銀だこニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1

4010 卵と私ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1

4011 フォルクス市川ニッケ店 市川市鬼高1-1-1コルトンプラザ内

4012 ポポラマーマダイエーいちかわコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1ダイエーいちかわコルトンプラザ店2階

4013 和食波奈ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ

4014 サブウェイニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ3階フードテラス

4015 100時間カレーEXPRESSニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ3階フードテラス

4016 丸亀製麺ニッケコルトンプラザ 市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザイーストモール3階

4017 AGIObyMIKASAKAIKAN 市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ内

4018 パデラトゥーラ 市川市鬼高1丁目13番13号

4019 ミスタードーナツニッケコルトンプラザショップ 市川市鬼高1丁目1番1号

4020 tapiocasweetstutu 市川市鬼高1丁目1番1号

4021 牛角ビュッフェ市川コルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4022 味噌汁や 市川市鬼高1丁目1番1号

4023 包包點心 ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4024 大戸屋ごはん処 ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4025 らあめん花月嵐 ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4026 リンガーハット ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4027 銀座アスター 市川店 市川市鬼高1丁目1番1号

4028 王記厨房 市川市鬼高1丁目1番1号

4029 海鮮三崎港 ニッケコルトンプラザ内 市川市鬼高1丁目1番1号

4030 マクドナルド 市川コルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4031 洋麺屋 五右衛門 市川市鬼高1丁目1番1号

4032 牛忠 ニッケコルトンプラザ店 市川市鬼高1丁目1番1号

4033 実演手打うどん杵屋 市川市鬼高1丁目1番1号

4034 スターバックスコーヒー 市川市鬼高1丁目1番1号

4035 北京樓 市川市鬼高1丁目1番1号コルトンプラザダイエー中

4036 ビッグウッド 市川市鬼高1丁目1番1号ニッケコルトンプラザ2F

4037 黄金の華 市川市鬼高1丁目1番1号ニッケコルトンプラザセンターモール2階

4038 横丁の花 市川市鬼高2-10-7

4039 津留八すし 市川市鬼高2-9-17

4040 せかんど 市川市鬼高2丁目10番7号

4041 拓味 市川市鬼高2丁目12

4042 もんじゅ 市川市鬼高2丁目12番38号

4043 サーレ＆ペペ 市川市鬼高2丁目12番39号

4044 BODY FEEL CAFE by Aplace Gstyle 市川市鬼高2丁目12番43号



4045 スナック レオ 市川市鬼高2丁目14番25号

4046 磯むら 市川市鬼高2丁目24番7号

4047 WaiWai摩尼珠 市川市鬼高2丁目26-3

4048 グリル グリンピース 市川市鬼高2丁目9番9号

4049 けんショップス市川店 市川市鬼高3-28-16

4050 麺や阿闍梨市川店 市川市鬼高3-28-16ショップス2F

4051 吉野家市川鬼高店 市川市鬼高3丁目14番11号

4052 居酒屋 魚啓 市川市鬼高3丁目1番22号

4053 日本マクドナルド市川ショップス店 市川市鬼高3丁目28番16号

4054 牛角・温野菜 市川鬼高店 市川市鬼高3丁目28番16号

4055 日本ケンタッキー・フライド・チキン 市川市鬼高3丁目28番16号

4056 サイゼリヤ 市川ショップス店 市川市鬼高3丁目28番地16号

4057 デニーズ市川鬼高店 市川市鬼高3丁目32番12号

4058 道とん堀市川鬼高店 市川市鬼高4-1-3

4059 ラウンドワン市川鬼高店 市川市鬼高4丁目1番3号

4060 ラウンドワン市川鬼高店 市川市鬼高4丁目1番3号

4061 ラウンドワン市川鬼高店 市川市鬼高4丁目1番3号

4062 ラウンドワン市川鬼高店 市川市鬼高4丁目1番3号

4063 果美結 市川市宮久保1-11-6

4064 カラオケ喫茶柳ぎ 市川市宮久保1-8-14-1階C

4065 四季味 市川市宮久保1丁目1番25号

4066 長寿庵 市川市宮久保1丁目7番17号

4067 萬盛庵 市川市宮久保1丁目8番13号

4068 カラオケ居酒屋 パンダ 市川市宮久保1丁目8番15号

4069 村越屋 市川市宮久保3-35-9

4070 居酒屋てんてん 市川市宮久保4丁目1番20号

4071 そば処 はなむら 市川市宮久保4丁目2番12号

4072 飲茶縁 市川市宮久保5-11-13

4073 一ちゃん 市川市宮久保5-3-8

4074 はる 市川市宮久保6-2-1

4075 中華料理栄楽 市川市欠真間1-3-1

4076 晨怡 市川市欠真間1-3-4

4077 そば秋 市川市欠真間1丁目14番5号

4078 寿し寅 市川市欠真間2-13-14

4079 居酒屋かすが 市川市欠真間2-19-18

4080 菊の家 市川市欠真間2-19-19

4081 どんきさろく 市川市欠真間2-19-20

4082 小料理おかだ 市川市欠真間2-2-1

4083 スナックフラッター 市川市欠真間2丁目19番15号

4084 焼き鳥 さいか 市川市欠真間2丁目19番16号

4085 支那そば分田上 市川市欠真間2丁目19番17

4086 ゆうAWAT 市川市欠真間2丁目19番18号

4087 割烹白浜 市川市欠真間2丁目19番25号

4088 小料理ひさよ 市川市欠真間2丁目26番3号

4089 そば駒 市川市原木1丁目19番18号

4090 AzitO 市川市原木1丁目1番20号

4091 O．F．F 市川市原木1丁目8番5号

4092 吉野家コーナン市川原木店 市川市原木2526-2

4093 モスバーガーコーナン市川店 市川市原木2526番6

4094 周記中華麺 市川市原木2526番6

4095 マリオンクレープ市川店 市川市原木2526番地6

4096 麺や 隆 市川市原木2526番地6

4097 カフェカナディアン パオ 市川店 市川市原木2526番地6

4098 ペッパーランチ コーナン原木店 市川市原木2526番地6

4099 丸亀製麺 市川市原木2526番地6

4100 周記食府 市川市原木2526番地6

4101 髙乃屋 市川市原木3丁目13番10号

4102 鯛寿し 市川市原木3丁目6番17号

4103 石山食堂 市川市原木4-9-20

4104 呑み処秀 市川市幸1-13-1

4105 喫茶エスワン 市川市幸1丁目16番27号

4106 ちば 市川市幸2-8-10

4107 肴菜 市川市幸2丁目8番11号

4108 ヤマグチクレープ 市川市広尾1-16-24

4109 CRYSTAL 市川市広尾1丁目6番6号

4110 YUJIN 市川市広尾1丁目6番6号

4111 居酒屋春菜 市川市行徳駅前1-11-11

4112 炭火焼鳥坊ちゃん 市川市行徳駅前1-11-12炭火焼鳥坊ちゃん

4113 BARTooL 市川市行徳駅前1-11-12堀木店舗6号室

4114 スナックCoCo 市川市行徳駅前1-11-13

4115 プチカフェバッカス 市川市行徳駅前1-17-18

4116 のぼる 市川市行徳駅前1-17-18鈴木店舗03

4117 大衆酒場立飲みいとぱん 市川市行徳駅前1-17-7

4118 西安刀削麺荘 市川市行徳駅前1-17-9-2F

4119 珈琲館 マイセン 市川市行徳駅前1-20-10

4120 大衆つぐつぐキッチン 市川市行徳駅前1-20-12-102スカラベマンション

4121 caffeFelice 市川市行徳駅前1-20-14第六ウィステリアハイツ101号

4122 鷹の爪 市川市行徳駅前1-21-13ローズアパートK-99

4123 七輪焼肉安安行徳駅前店 市川市行徳駅前1-22-12パピヤンビル2F

4124 カラオケBanBan行徳駅前店（2F） 市川市行徳駅前1-22-14

4125 カラオケBanBan行徳駅前店 市川市行徳駅前1-22-14

4126 カラオケBanBan行徳駅前店（B1F） 市川市行徳駅前1-22-14

4127 ゆで太郎行徳駅前店 市川市行徳駅前1-24-1

4128 日高屋 行徳駅前店 市川市行徳駅前1-24-1

4129 カレーハウスCoCo壱番屋東京メトロ行徳駅前店 市川市行徳駅前1-24-1メトロセンターニュー行徳A-2

4130 JOYSOUND行徳駅前店 市川市行徳駅前1-25-1

4131 ワインダイニングコンチェルト 市川市行徳駅前1-26-5レシェンテ101

4132 焼肉栄本店（行徳） 市川市行徳駅前1-27-15

4133 居酒屋幸 市川市行徳駅前1-27-2-102

4134 PUB&SNACKJOY 市川市行徳駅前1-27-21-3F大日ビル

4135 ラメール 市川市行徳駅前1-27-2-401加瀬ビル136

4136 GRANDBLEU 市川市行徳駅前1-27-2加瀬ビル136



4137 re:Z 市川市行徳駅前1-27-2加瀬ビル136-403号室

4138 ミュージックスタジオV 市川市行徳駅前1-27-2加瀬ビル136-502

4139 カラオケバーエンジョイ 市川市行徳駅前1-27-2加瀬ビル202

4140 X-VANGUARD 市川市行徳駅前1-3-12太ヱ門ビル201

4141 ASIAN　GROCERY 市川市行徳駅前1-5-6-102

4142 BAR845 市川市行徳駅前1-6-10

4143 みちお亭 市川市行徳駅前1-6-17

4144 スタンディング食堂Fu-Ka 市川市行徳駅前1丁目10番14号

4145 洋膳酒房 ひげ 市川市行徳駅前1丁目11番11号

4146 遊心 市川市行徳駅前1丁目11番6号

4147 焼酎バー海月 市川市行徳駅前1丁目16番2号吉原マンション103

4148 居酒屋 よりみち 市川市行徳駅前1丁目16番3号

4149 居酒屋 場留 市川市行徳駅前1丁目17番18号

4150 G1-seventeen 市川市行徳駅前1丁目17番18号

4151 目利きの銀次 市川市行徳駅前1丁目17番7号

4152 ClubRouge 市川市行徳駅前1丁目17番9号ステップワンビル1階A号室

4153 クリスタル 市川市行徳駅前1丁目17番9号ステップワンビルB号室

4154 トラットリアレプロット 市川市行徳駅前1丁目21-13

4155 味の太源 行徳駅前店 市川市行徳駅前1丁目22番11号

4156 餃子の王将 行徳駅前店 市川市行徳駅前1丁目22番15号

4157 サイゼリヤ 行徳駅前店 市川市行徳駅前1丁目23番1号

4158 千寿司 行徳店 市川市行徳駅前1丁目24番1号

4159 Lounge M 市川市行徳駅前1丁目26番8号

4160 インドヤレストラン 市川市行徳駅前1丁目27-5

4161 おがわ 市川市行徳駅前1丁目27番1号

4162 フィリピンパブ アンサヤサヤ 市川市行徳駅前1丁目27番21号

4163 パブスナック ツインズ 市川市行徳駅前1丁目27番21号

4164 CRYSTAL＋ 市川市行徳駅前1丁目27番2号

4165 NomiDokoro おん。 市川市行徳駅前1丁目27番2号

4166 Kebab House（ケバブハウス） 市川市行徳駅前1丁目27番2号

4167 居酒屋ゆり 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136203号

4168 PUNCHCLOUD 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル136301号室

4169 カラオケ居酒屋ふわり 市川市行徳駅前1丁目27番2号加瀬ビル201

4170 居酒屋 かのん 市川市行徳駅前1丁目5番6号

4171 時遊人 市川市行徳駅前1丁目6番11号

4172 Cozy Crib 市川市行徳駅前1丁目6番13号

4173 ステーキ石井 市川市行徳駅前1丁目7番7号

4174 Cafe&DiningKuriya 市川市行徳駅前1丁目9番5号マンションニュー行徳第41階-A

4175 行徳江戸銀 市川市行徳駅前2-12-13

4176 居酒屋ふくろう 市川市行徳駅前2-12-15

4177 縄暖簾行っ徳 市川市行徳駅前2-12-5

4178 カラオケBARBEN 市川市行徳駅前2-13-12渋谷店舗5号

4179 麺屋よしすけ 市川市行徳駅前2-13-14

4180 プリンス 市川市行徳駅前2-13-15

4181 鮨一献憲 市川市行徳駅前2-13-15-B102エスビル弍番館

4182 ラーメンたかし屋 行徳店 市川市行徳駅前2-13-16

4183 浅草焼肉ホルモンみらく 市川市行徳駅前2-13-16境野ビル201

4184 鳥貴族行徳店 市川市行徳駅前2-13-18行徳ステーションビル2階

4185 FrankiesInternationalBar 市川市行徳駅前2-13-18行徳ステーションビル3F

4186 Chame 市川市行徳駅前2-14-5

4187 kokanami 市川市行徳駅前2-16-10山崎ビル1階B号室

4188 しちりん行徳店 市川市行徳駅前2-16-3芝ビル1F

4189 スーパーミッキー 市川市行徳駅前2-16-4行徳センタービル

4190 やよい軒行徳店 市川市行徳駅前2-16-4松丸ビル

4191 おとど食堂行徳店 市川市行徳駅前2-17-12

4192 橘屋 市川市行徳駅前2-17-22-1Fリージェントコーポ

4193 行徳彦酉 市川市行徳駅前2-17-5

4194 鳥造行徳店 市川市行徳駅前2-18-3-103リムーブル堀木

4195 たっちゃん家 市川市行徳駅前2-18-3リムーブル堀木

4196 焼肉行徳苑 市川市行徳駅前2-18-3リムーブル堀木1F

4197 燈 市川市行徳駅前2-18-5

4198 弁天 市川市行徳駅前2-18-5

4199 スナック木馬館 市川市行徳駅前2-18-5高橋壮一階

4200 鳥由 市川市行徳駅前2-18-5高橋荘

4201 スナック姫 市川市行徳駅前2-21-22-1002号

4202 ASIAN KITCHEN 市川市行徳駅前2-21-22-1009

4203 らぱんあじる 市川市行徳駅前2-21-22-1018行徳マンション

4204 タイレストラントールン 市川市行徳駅前2-21-22-1F

4205 CafeBARダックス 市川市行徳駅前2-21-22行徳マンション1014号

4206 354 市川市行徳駅前2-21-22行徳マンション1016

4207 大衆酒場大ちゃん 市川市行徳駅前2-2-15

4208 地鶏こま行徳駅前店 市川市行徳駅前2-21-8-101グレース

4209 炭火串焼鶏一座 市川市行徳駅前2-22-13-103

4210 メイプル 市川市行徳駅前2-23-3

4211 オリオン食堂 市川市行徳駅前2-23-6岡島ビル1F

4212 鳥長 市川市行徳駅前2-25-1

4213 やきとりとり一 市川市行徳駅前2-26-18タカシンビル1F

4214 まん天行徳店 市川市行徳駅前2-3-1

4215 沖縄料理＆泡盛なかゆくい 市川市行徳駅前2-8-15

4216 浅草牛タンみらく行徳駅前2号店 市川市行徳駅前2-8-15

4217 海鮮居酒屋浜一 市川市行徳駅前2-8-15

4218 ハルビン餃子行っ徳 市川市行徳駅前2-8-17

4219 カフェブロッサム 市川市行徳駅前2-8-17

4220 鞍馬 市川市行徳駅前2-8-20サントスビル2F

4221 焼肉牛太郎 市川市行徳駅前2-8-20サントスビル2F

4222 炭火やきとり大好き行徳店 市川市行徳駅前2-9-13三東第5マンション1階

4223 INDIANKITCHEN 市川市行徳駅前2-9-1ダウンタウンソーホー1階

4224 うまいや石田 市川市行徳駅前2-9-2

4225 LakeStore 市川市行徳駅前2丁目12番15号

4226 とんかつひこ田 市川市行徳駅前2丁目12番2号

4227 炭火焼ステーキ 黒牛 市川市行徳駅前2丁目13番13号

4228 自家製太打麺 勢拉 行徳駅前店 市川市行徳駅前2丁目13番15号



4229 洋膳酒房 ビストロ サンタ 市川市行徳駅前2丁目13番15号

4230 居酒屋 それゆけ！鶏ヤロー 市川市行徳駅前2丁目13番17号

4231 筑前屋 行徳店 市川市行徳駅前2丁目13番17号

4232 ツインクル 市川市行徳駅前2丁目16番4号3F

4233 珈琲館行徳店 市川市行徳駅前2丁目16番5号グレイスコートY・101

4234 居酒屋ようこそ 市川市行徳駅前2丁目17番12号

4235 ナイトパブ くろちゃん 市川市行徳駅前2丁目17番12号

4236 くぶき 市川市行徳駅前2丁目17番12号堀木D-1

4237 中国料理 英弘 市川市行徳駅前2丁目18番3号

4238 カラオケ喫茶 蕾 市川市行徳駅前2丁目18番3号

4239 居酒屋 よっちゃん 市川市行徳駅前2丁目18番5号

4240 ミスタードーナツ 行徳駅前ショップ 市川市行徳駅前2丁目1番11号

4241 ドトールコーヒーショップ行徳駅前店 市川市行徳駅前2丁目1番11号

4242 久蔵 市川市行徳駅前2丁目1番15号

4243 上海軒 市川市行徳駅前2丁目1番19号

4244 行徳 せの 市川市行徳駅前2丁目1番20号

4245 焼肉 ゴリラーマン 市川市行徳駅前2丁目1番20号1F

4246 なんだいもん 市川市行徳駅前2丁目1番2号

4247 マクドナルド 行徳店 市川市行徳駅前2丁目1番30号

4248 遊食庵 市川市行徳駅前2丁目21番12号

4249 相撲料理ちゃんこ鷹丸 市川市行徳駅前2丁目21番12号エステート湊103

4250 居酒屋やかた 市川市行徳駅前2丁目21番22号

4251 がんこラーメン 市川市行徳駅前2丁目21番22号

4252 酒処純 市川市行徳駅前2丁目21番9号

4253 フォーゴン 市川市行徳駅前2丁目21番9号

4254 やんばる 市川市行徳駅前2丁目21番9号高津荘店舗1号

4255 肉と米ハジメ 市川市行徳駅前2丁目22番13号

4256 インドレストラン さくらダイニング＆バー 市川市行徳駅前2丁目22番2号

4257 カラオケ わ音 市川市行徳駅前2丁目23番6号

4258 鯛夢堂 市川市行徳駅前2丁目25番6号

4259 TARO'SBAR 市川市行徳駅前2丁目26番18号タカシンビル1F

4260 ガスト 行徳店 市川市行徳駅前2丁目3番

4261 松のや 行徳店 市川市行徳駅前2丁目3番

4262 松屋 行徳店 市川市行徳駅前2丁目3番1号

4263 そば処 やしま 行徳店 市川市行徳駅前2丁目4番

4264 餃子の帝王行徳店 市川市行徳駅前2丁目7番11号

4265 美味処たくみや 市川市行徳駅前2丁目8番15号

4266 居酒屋真梨奈 市川市行徳駅前2丁目8番15号

4267 ラーメン専門店 市川市行徳駅前2丁目8番16号

4268 インディアン パレス 市川市行徳駅前2丁目8番17号

4269 バー＆ダイニング アンクルサム 市川市行徳駅前2丁目8番20号

4270 や台ずし行徳町 市川市行徳駅前2丁目8番20号

4271 松屋 行徳南店 市川市行徳駅前2丁目8番6号

4272 コーヒースナック 富喜 市川市行徳駅前2丁目9番13号

4273 バーンクンポー 市川市行徳駅前2丁目9番1号ダウンタウンソーホー1階

4274 あきべぇ 市川市行徳駅前2丁目9番20号

4275 ステーキ屋たかはし 市川市行徳駅前2丁目9番7号

4276 千葉ットリアSorriso 市川市行徳駅前3-15-1ルファールホリキ1F

4277 居酒屋金 市川市行徳駅前3-7-12

4278 行徳ビリヤーニーハウス 市川市行徳駅前3-7-12

4279 JulharWoodstock 市川市行徳駅前3-7-12-B

4280 すし屋の朋 市川市行徳駅前3-7-12荒井店舗A

4281 酒バーもも 市川市行徳駅前3-7-15

4282 そば処はなしろ 市川市行徳駅前3-7-15

4283 とんかつ専門店しのざき 市川市行徳駅前3-7-15イトーストアー

4284 行徳もつ焼き 市川市行徳駅前3-7-15行徳イトーストアー18

4285 海賊けんちゃん 市川市行徳駅前3-8-20

4286 千人力行徳店 市川市行徳駅前3-8-20

4287 串あげ光輝 市川市行徳駅前3-8-22

4288 居酒屋家庭料理りん 市川市行徳駅前3-8-22-106

4289 なか家 市川市行徳駅前3丁目15番12号

4290 SiamCuisine 市川市行徳駅前3丁目7番15号

4291 中華バル昇龍 市川市行徳駅前3丁目8番22号

4292 昇龍 市川市行徳駅前3丁目8番22号

4293 VANSAN行徳店 市川市行徳駅前4-1-1

4294 天串×和酒佐香月 市川市行徳駅前4-1-4建栄ビル101建栄ビル

4295 焼肉天神 市川市行徳駅前4-1-4光和ビル1F

4296 慈庵 市川市行徳駅前4-2-1マンションニュー行徳第2-105

4297 炭火焼鶏庵 市川市行徳駅前4-22-2

4298 まるのひと 市川市行徳駅前4-6-9エーテルハイム155-102

4299 伊勢ラーメン喰うかい 市川市行徳駅前4丁目1番16号103ニュー行徳第1マンション103

4300 広島風お好み焼き田平 市川市行徳駅前4丁目1番16号マンションニュー行徳第1104号

4301 スナゲーM 市川市行徳駅前4丁目1番2号ローズガーデン10番館2F

4302 小川家 市川市行徳駅前二丁目21番9号

4303 肉バルスノーキー行徳店 市川市行徳駅前二丁目25番25号

4304 にゃがにゃが亭 市川市香取1-4-9

4305 上海飯店 市川市香取1丁目4番5号エステートピアウイング1階

4306 誠 市川市香取2-8-22

4307 インドレストラン＆バー ユウジン 市川市香取2丁目12-1

4308 中華料理 喜楽 市川市香取2丁目18番9号

4309 季節料理野がた 市川市香取2丁目4番19号

4310 わだちや 市川市高石神2番地13

4311 まちのひ 市川市高石神36-5竹中荘2号

4312 漁火 市川市高石神36番地5

4313 オモニキムチ 市川市高石神6番地3

4314 ホルモン焼まんぷく 市川市高谷1-10-6

4315 スナックブルースカイ 市川市高谷1-11-21

4316 スナックれん 市川市高谷1-11-21

4317 花凛 市川市高谷1-4-6

4318 BARCHOYZ 市川市高谷1-5-1-1階

4319 WBAR原木中山店 市川市高谷1-5-2

4320 原木中山ラウンジれいわ 市川市高谷1-5-7



4321 ダイニングバーバラキ銀座 市川市高谷1-6-13

4322 幸来軒 市川市高谷1-6-13

4323 季節料理かま初 市川市高谷1-7-14グランドゥール

4324 たかみ 市川市高谷1丁目1番11号

4325 ARLECCHINO 市川市高谷1丁目5番3号古川店舗1F

4326 鶏ごころ 市川市高谷1丁目5番5号

4327 串揚げ割烹今川 市川市高谷1丁目6番13号

4328 やきとり三枝 市川市高谷1丁目6番13号

4329 レストラン HIRANO 市川市高谷1丁目6番19号

4330 御食事処たかつ 市川市高谷2-12-23

4331 大進飯店 市川市高谷2-3-4

4332 スナックキャロル 市川市高谷2丁目12番22号

4333 首都高速道路 市川休憩所 市川市高浜町11番地

4334 うさぎちゃん 市川市国府台2丁目8番22号

4335 お休み処おおた 市川市国府台3-9-41

4336 しまやカフェ 市川市国府台5丁目9番7号

4337 きん三 市川市国分1-18-19

4338 喰い処やま志な 市川市国分1-5-10越前屋ハイツ

4339 ガスト 市川国分店 市川市国分1丁目4番10号

4340 BAHAMA 市川市国分1丁目4番2号

4341 喜良市川店 市川市国分2丁目11番17号花神ビル1F

4342 サッポロラーメンどさん子 市川市国分2丁目2番20号

4343 早川商店 市川市国分6-10-1道の駅いちかわ建物前

4344 トラットリア アルポンテ 市川市国分6丁目10番1号

4345 winecafePubJack 市川市市川1-10-10Y’sビル1階

4346 旬鮮食房浜ゆう 市川市市川1-10-10ラメールハイツⅡ1F

4347 PASTINOVAシャポー市川店 市川市市川1-1-1

4348 サンジェルマンシャポー市川店 市川市市川1-1-1

4349 株式会社ジャパン・トラベル・サーヴィス市川レスト 市川市市川1-1-1JR市川駅構内

4350 B-CAFE市川店 市川市市川1-1-1JR市川駅中央口改札内正面

4351 サーティワンアイスクリームシャポー市川店 市川市市川1-1-1シャポー市川

4352 喜多方ラーメン坂内市川店 市川市市川1-1-1シャポー市川1F

4353 風龍市川店 市川市市川1-1-1シャポー市川1F

4354 ちよだ鮨シャポー市川店 市川市市川1-1-1シャポー市川1階

4355 麻雀メトロ 市川市市川1-1-1メトロプラザ5ビル4階

4356 とんかついなば和幸シャポー市川店 市川市市川1-1-1市川シャポー1階

4357 フェリア 市川市市川1-12-11

4358 鉄板清水 市川市市川1-13-16

4359 CUCINAもりなが 市川市市川1-15-2プロトンⅤ1階

4360 小料理真幸 市川市市川1-16-12

4361 焼鳥ビストロふじ 市川市市川1-17-10

4362 デリフランス市川店 市川市市川1-1シャポー市川1F

4363 CONA市川店 市川市市川1-2-11岩井ビル1F

4364 ちょっと贅沢神田ッ子 市川市市川1-2-12KMビル2階

4365 雷神餃子 市川市市川1-21-7

4366 サケフク 市川市市川1-2-17トキワビル中央一階店舗

4367 鳥春 市川市市川1-2-18

4368 たんぽぽ 市川市市川1-24-8-2F

4369 NightWatch 市川市市川1-24-8ホシナビル

4370 BARTBASE 市川市市川1-24-8ホシナビル1階

4371 torico 市川市市川1-25-2-1f

4372 春光園 市川市市川1-2-5乙生ビル1階

4373 ラムカーナ 市川市市川1-26-23

4374 焼焼 市川市市川1-2-7牧原ビル1階

4375 デュセニ村722 市川市市川1-2-7牧原ビル2F

4376 中華料理龍王 市川市市川1-2-8阿倍1階

4377 蒙古タンメン中本市川店 市川市市川1-2-9-1F

4378 h.s.trash 市川市市川1-3-20小島ビル3F

4379 Sole 市川市市川1-3-5白馬車ビル1F

4380 豚極有 市川市市川1-3-7

4381 目利きの銀次市川北口駅前店 市川市市川1-4-10市川ビル地下2階

4382 魚民市川北口駅前店 市川市市川1-4-10市川ビル地下2階

4383 山内農場市川北口駅前店 市川市市川1-4-10市川ビル地下2階

4384 くいもの屋わん市川北口店 市川市市川1-4-17アクティオーレ市川6F

4385 BAREAVES 市川市市川1-4-2TZビル5F-A

4386 GirlsLoungeKARA 市川市市川1-5-6第79東京ビル3階

4387 ConceptLoungeVITA 市川市市川1-5-6第79東京ビル5階

4388 カラオケルーム歌広場市川店 市川市市川1-6-14金子ビル4階

4389 レストランMatsuo 市川市市川1-6-15

4390 いきなりステーキ市川店 市川市市川1-7-1

4391 バー・バグース 市川市市川1-7-16コスモ市川2階

4392 noise 市川市市川1-7-1コスモ市川2F

4393 パブクレージーホース 市川市市川1-7-3

4394 山遊木 市川市市川1-7-3

4395 富士そば市川店 市川市市川1-7-6愛愛ビル

4396 李氏家 市川市市川1-8-10たつみビル103

4397 CAFEATBONZER 市川市市川1-8-10たつみビル1-B

4398 居酒屋波波 市川市市川1-8-10たつみビル2F

4399 SHIGE 市川市市川1-8-11矢高ビル2階

4400 麺屋亥龍 市川市市川1-8-13

4401 有限会社かっぱ 市川市市川1-8-13

4402 吉野家市川駅前店 市川市市川1‐8-2

4403 日本料理すずなり 市川市市川1-8-5アドビル一階

4404 旬のおごちどころたまや 市川市市川1-9-11

4405 七輪焼肉安安市川店 市川市市川1-9-11サン市川ハイツ2F

4406 油そば雷神 市川市市川1-9-17

4407 ルミエール・レストランヤマザキ 市川市市川1-9-22F

4408 洋風居酒屋りんどう 市川市市川1-9-6

4409 フーディングバーアリア 市川市市川1-9-8上原ビル3階

4410 nana’s green tea 市川市市川1丁目1-1

4411 プラット 市川市市川1丁目12番19号エイドビル201号

4412 ル・ポワソン 市川市市川1丁目13番32号2F



4413 より道　𣘺 市川市市川1丁目14番8号

4414 酒処 てまり 市川市市川1丁目14番8号

4415 蛇の目寿司 市川市市川1丁目17番10号

4416 紫野 市川市市川1丁目17番3号

4417 すし処はせがわ 市川市市川1丁目17番3号マキノマンション1F

4418 川京 市川市市川1丁目18番11号

4419 手打蕎麦一松 市川市市川1丁目19番6号

4420 大戸屋 ごはん処 市川市市川1丁目1番1号

4421 すし三崎丸 市川店 市川市市川1丁目1番1号

4422 いろり庵きらく市川店 市川市市川1丁目1番1号

4423 コメダ珈琲店 シャポー市川店 市川市市川1丁目1番1号

4424 Time is Curry シャポー市川店 市川市市川1丁目1番1号

4425 杵屋 市川市市川1丁目1番1号

4426 たんや 十兵衛 市川市市川1丁目1番1号

4427 洋食 大野亭 シャポー市川店 市川市市川1丁目1番1号

4428 ドトールコーヒーショップ　シャポー市川店 市川市市川1丁目1番1号

4429 スターバックスコーヒー　シャポー市川 市川市市川1丁目1番1号

4430 珈琲タンネ市川シャポー店 市川市市川1丁目1番1号シャポー市川B1

4431 イタリアンティールームマリオ 市川市市川1丁目21番7号ピコプラザ2F

4432 栃木家 市川市市川1丁目24番5号

4433 デニーズ 市川店 市川市市川1丁目26番5号

4434 PaPaの店 市川市市川1丁目2番17号

4435 焼とり 朝日屋 市川市市川1丁目2番1号

4436 ショットバー マリクス 市川市市川1丁目2番9号

4437 マルシェ 市川市市川1丁目3番14号山崎製パン企業年金基金会館2F

4438 カフェ・ベローチェ市川店 市川市市川1丁目3番18号

4439 リークスⅡ 市川市市川1丁目3番8号

4440 ラファエル 市川市市川1丁目3番8号

4441 パブ クラブ ロマンス 市川市市川1丁目3番8号

4442 クラブ彩 市川市市川1丁目3番8号東ビル2F

4443 WHO’S TEA ダイエー市川 市川市市川1丁目4番10号

4444 尾張屋 市川市市川1丁目4番15号

4445 松のや市川店 市川市市川1丁目4番16号

4446 ガスト 市川駅北口店 市川市市川1丁目4番17号

4447 水炊き 焼き鳥 とりいちず酒場 市川市市川1丁目4番17号

4448 牛角 市川店 市川市市川1丁目4番17号

4449 STOPBYMYBESTALOHA 市川市市川1丁目5番6号第79東京ビル地下1階

4450 松屋市川店 市川市市川1丁目6番11号

4451 てんや市川店 市川市市川1丁目6番14号

4452 日高屋 市川北口店 市川市市川1丁目6番14号

4453 鳥貴族市川店 市川市市川1丁目6番14号

4454 真間寿司 市川市市川1丁目6番14号

4455 珈琲タンネ本店 市川市市川1丁目6番14号カネコビル3F

4456 ケンタッキー・フライド・チキン市川駅北口店 市川市市川1丁目6番14号金子ビル

4457 季節料理寿々 市川市市川1丁目6番15号

4458 三本松前 三久庵 市川市市川1丁目6番15号

4459 珈琲屋 ゆぱんき 市川市市川1丁目7番16号

4460 クール ペッパーズ 市川市市川1丁目7番1号

4461 もんきち 市川店 市川市市川1丁目7番1号

4462 サイゼリヤ 市川駅北口店 市川市市川1丁目7番6号

4463 ミスタードーナツ市川駅前店 市川市市川1丁目7番6号愛愛ビル1F

4464 鮨處ふる谷 市川市市川1丁目8番10号たつみビル一階

4465 創作豚肉ダイニング sakura 市川市市川1丁目8番13号

4466 カラオケ本舗 まねきねこ 市川北口店 市川市市川1丁目8番2号

4467 オーディ・ダイナー 市川市市川1丁目8番5号

4468 焼肉レストラン紋次郎 市川市市川1丁目9番1号

4469 ジョリーパスタ 市川店 市川市市川1丁目9番1号

4470 株式会社ヤマザキベーカリー 市川市市川1丁目9番2号サンプラザ35ビル1F

4471 焼肉家族 市川店 市川市市川1丁目9番8号

4472 横浜ラーメン壱鉄家 市川市市川2-1-12

4473 SmokyMonkey 市川市市川2-1-12

4474 BARZEAL 市川市市川2-1-12-101SAP2

4475 りばいばる 市川市市川2-1-12SPA市川Ⅱ103

4476 餃子市場市川店 市川市市川2-32-3

4477 カラオケパブ月組 市川市市川2丁目1番12号SAP市川Ⅱ2F

4478 和心 ふる川 市川市市川2丁目29番18号

4479 焼鳥市ばん 市川市市川2丁目29番26号

4480 串焼・創作料理とりとん 市川市市川2丁目31番19号ココハウス1階

4481 小料理 手児奈 市川市市川3-1-1

4482 麺屋てつ 市川市市川3-27-24

4483 茶曜日 市川市市川3-29-7KSビル1F

4484 イスマイル インド レストラン 市川市市川3丁目26番1号

4485 コーヒーハウス クッキー 市川市市川3丁目27番20-104号

4486 菊乃家 市川市市川3丁目27番2号

4487 お食事処飲み処ワンコイン500 市川市市川3丁目29番7号KSビル201

4488 有限会社 好美寿司 市川市市川3丁目7番5号

4489 マッキンリー 市川市市川4-6-10-101

4490 コーヒーコーナーM 市川市市川4-7-5シャトー鴻之台

4491 川松 市川市市川南1-10-1-105ザ・タワーズウェスト

4492 SANGO 市川市市川南1-10-1ザ・タワーズウエスト218

4493 アジアンキッチンEnakEnak 市川市市川南1-10-1ザタワーズウエスト109

4494 重よし 市川市市川南1-10-1タワーズウエスト101

4495 華連河 市川市市川南1-1-1-117

4496 日高屋市川南口店 市川市市川南1-1-1-118ザタワーズイースト内

4497 カフェアラビカ 市川市市川南1-1-1-120タワーズイースト

4498 三洲苑 市川市市川南1-1-1-121

4499 壱⾓家 市川南⼝店 市川市市川南1-1-1I-Linkタウンザタワーズイースト1F

4500 中華麺工房男爵 市川市市川南1-1-1ザタワーズイースト114

4501 スナック太郎 市川市市川南1-1-1タワーズイースト115

4502 she-tzu-fun 市川市市川南1-1-1タワーズウエスト106

4503 らぁ麺 凱哉 市川市市川南1-1-2

4504 上海居酒屋（桃） 市川市市川南1-1-2-102山晃社ビル



4505 ポポラマーマ市川店 市川市市川南1-1-2フロール市川1F

4506 うらら 市川市市川南1-1-2山晃社ビル

4507 BARteriaSecretBase 市川市市川南1-1-2山晃社ビル103

4508 秀 市川市市川南1-1-8-102市川サンハイツ

4509 酒倶楽部ぶるーむ 市川市市川南1-1-8-116サンハイツ

4510 手打ち蕎麦安田 市川市市川南1-1-8サンハイツ市川1階

4511 アローズ 市川市市川南1-1-8駅前サンハイツ113

4512 かもめ庵 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ101

4513 和の牛一幸 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ107

4514 大衆酒場頂 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ111号

4515 パブリックアローズ 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ113

4516 ZAZOU 市川市市川南1-1-8市川サンハイツ117

4517 イタリア料理Ciero 市川市市川南1-2-21ミウラビル1F

4518 StylishBarGroovy市川店 市川市市川南1-2-22

4519 牛志 市川市市川南1-2-22マルイシ百貨センタービル2A

4520 M's 市川市市川南1-3-2シャイレンドラパレス102

4521 モスバーガー市川南店 市川市市川南1-3-7

4522 川松 市川市市川南1-4-12

4523 JAPASTA 市川市市川南1-5-11JAPASTA

4524 しば 市川市市川南1-5-13

4525 どんぐり 市川市市川南1-5-13

4526 鳥正 市川市市川南1-5-16

4527 レストランベルク 市川市市川南1-5-24

4528 スナック橘 市川市市川南1-6-15いずみハイツ1F

4529 エルム 市川市市川南1-6-15いづみハイツ1F

4530 TAMAGO 市川市市川南1-6-16レジデンス1階

4531 まさちゃん 市川市市川南1-6-16レジデンス市川101

4532 大昌苑 市川市市川南1-7-25

4533 キッチンあまみ 市川市市川南1-7-8宝ビル1F

4534 季節料理東 市川市市川南1-8-30

4535 酒処つか 市川市市川南1-9-18

4536 たこ焼きカツラギ 市川市市川南1-9-18葛城荘103

4537 花いちもんめ 市川市市川南1-9-28斉藤ビル1階

4538 魚に鍋に炭火焼藤 市川市市川南1丁目10番1号-115

4539 焼鳥日高 市川南口店 市川市市川南1丁目1-1

4540 とり吉 市川市市川南1丁目1番1-110号

4541 鈴家 市川市市川南1丁目1番1号

4542 鳥喜 市川市市川南1丁目1番1号

4543 サイゼリヤ市川南口店 市川市市川南1丁目1番1号

4544 焼き鳥屋心込 市川市市川南1丁目1番1号105ザ・タワーズイースト

4545 市川食堂 市川市市川南1丁目1番1号ザタワーズイースト207

4546 炭火焼鳥玄 市川市市川南1丁目1番2号山晃社ビル1F

4547 Desi／derio 市川市市川南1丁目1番8号

4548 海図 市川市市川南1丁目1番8号

4549 クラブルージュ 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ115

4550 寿司政 市川市市川南1丁目1番8号市川サンハイツ1F

4551 らー麺あけどや 市川市市川南1丁目2番22号1F1A

4552 BarOldFlame 市川市市川南1丁目2番22号マルイシ百貨センタービル2F

4553 市政家 市川市市川南1丁目3番1号ファミール富士一階

4554 居酒屋 かぎの花 市川市市川南1丁目3番2号

4555 焼肉わいわい 市川市市川南1丁目4番21号1F

4556 スナックおにぎり 市川市市川南1丁目6番15号105

4557 パピヨン 市川市市川南1丁目6番16号

4558 呑み処 おもてなし 市川市市川南1丁目6番16号

4559 ラ・マルジュ 市川市市川南1丁目6番21号

4560 どら 市川市市川南1丁目6番21号

4561 よし園 市川市市川南1丁目8番30号

4562 カレーハウスCoCo壱番屋 市川市市川南1丁目8番30号

4563 燦遊館 市川市市川南2-1-1

4564 Arista 市川市市川南2-1-13

4565 BistroCache 市川市市川南2-1-3高橋ビル1F

4566 かずみ寿司 市川市市川南3-1-1アプロード市川111室

4567 市川ワイン食堂Dishcussu 市川市市川南3-1-1アプロード市川112号

4568 Chinakitchen楓 市川市市川南3-14-3

4569 びばりば市川 市川市市川南3-14-5

4570 WBAR 市川市市川南3-14-9

4571 更月 市川市市川南3-14-9

4572 小料理 夢 市川市市川南3-3-23

4573 株式会社我楽路 市川市市川南3-3-23102

4574 プウホヌア 市川市市川南3-3-25白鳥ビル1階

4575 禪 市川市市川南3丁目13番2号

4576 ばかちん 松五郎 市川市市川南3丁目14番1号

4577 とりあえず健ちゃん 市川市市川南3丁目14番1号アポロビル1F

4578 花まる 市川市市川南3丁目14番4号

4579 麺処しろ 市川市市川南3丁目14番6号

4580 おさけやきとりだべ家 市川市市川南3丁目14番8号

4581 るふらん 市川市市川南3丁目1番1号

4582 手打ちそば 鴨や天童 市川市市川南3丁目3番21号

4583 だんだん 市川市市川南3丁目3番25号

4584 グランカルボナーロ 市川市市川南3丁目3番25号

4585 居酒屋 道 市川市市川南3丁目8番14号

4586 鳥平 市川市若宮2丁目11番6号

4587 かつ万 市川市若宮3-23-10

4588 吉野家 中山競馬場前店 市川市若宮3丁目48番3号

4589 食楽酒宴なごみ亭 市川市若宮3丁目53番27号

4590 アルマドーレ市川店 大広間 市川市上妙典1554

4591 新井渥美和dining 市川市新井1-25-3

4592 炭火焼鳥酉久 市川市新井1-26-11

4593 酒処おたふく 市川市新井1丁目25番3号

4594 あんなちゃん 市川市新井2-17-11

4595 TETSU=YA 市川市新井2-17-11-103

4596 キッチンまごころ 市川市新井2-21-2美鈴ビル1F



4597 ラーメン魁力屋 南行徳店 市川市新井2丁目15番21号

4598 スシロー 南行徳店 市川市新井2丁目16番10号

4599 カラオケダイニングせっちゃん 市川市新井3-4-11-201

4600 CASUALBAR151A 市川市新井3-4-11-202

4601 HideawayCoCo 市川市新井3-7-2-101

4602 甘味喫茶 ドル 市川市新井3丁目12番12号

4603 家庭料理 グラン・マ 市川市新井3丁目28番9号

4604 ヒマラヤンカレーハウス 市川市新井3丁目29-2

4605 南行酒家 GARDEN 市川市新井3丁目3番10号

4606 ナイト・サパー貴婦人 市川市新井3丁目4番12号

4607 謙 市川市新田1丁目16番28号

4608 ごはんや元 市川市新田2-28-9

4609 ポンポコ亭 市川市新田2-29-7

4610 平寿司 市川市新田2-30-15

4611 やきとり串花 市川市新田2-31-27

4612 悪魔鶏排 市川市新田2-33-1

4613 唐苑酒楼 市川市新田2一31一22

4614 スナック アスカ 市川市新田2丁目31番19号

4615 居酒屋松尾 市川市新田2丁目31番22号

4616 かなえkitchen 市川市新田3-12-13メゾンドマリン

4617 らー麺N 市川市新田3-18-9

4618 ぱろーるくみ 市川市新田3-24-12シオンヒロセ1階

4619 カラオケ喫茶オルゴール 市川市新田3-27-11

4620 カラオケ喫茶永(はるか) 市川市新田3-5-16-1F

4621 TAQUITOJAPAN 市川市新田3丁目17-9

4622 中華料理 松楽 市川市新田3丁目17番11号

4623 中華料理千両 市川市新田4-12-16

4624 焼肉ガーデン森林 市川市新田4-13-10里見サンリビング

4625 シャイニング 市川市新田4-17-22-1E

4626 バルマムート 市川市新田4-18-20

4627 YAMAPIZZA 市川市新田4-18-20

4628 スナックすずらん 市川市新田4-18-22

4629 イザック花びし 市川市新田4-18-22一階ハイホイーム田中

4630 VeggyGlace 市川市新田4-18-24

4631 おかん 市川市新田4-18-24第一鈴木ビル102

4632 nombre 市川市新田4-3-9S-HOUSE1F

4633 St.shamrock 市川市新田4-5-14

4634 デュセニ村8 市川市新田4-8-17-2F土屋ビル

4635 クレープ天 市川市新田4-9-13

4636 居酒屋たば田 市川市新田4-9-16

4637 有限会社なお平 市川市新田4-9-18

4638 インドアジアンダイニング＆バー ルナ 市川市新田4-9-19

4639 ロステリア・ディ・トシ 市川市新田4丁目17-22ジュネス新田

4640 素地屋 市川市新田4丁目17番14号

4641 麻生 珈琲店 市川市新田4丁目17番9号

4642 居酒屋ほりけん 市川市新田4丁目18番22号

4643 とんかつ katutora 市川市新田4丁目8番17号

4644 ビゴーリア カフェ 市川市新田4丁目8番17号

4645 PASTA303NERO 市川市新田4丁目9番16号

4646 道産子 市川市新田4丁目9番21号

4647 Cafe'WANISHAN 市川市新田5-13-14

4648 インド料理サプナ 市川市新田5-18-10

4649 麺屋一路 市川市新田5-18-12村上ビル1F

4650 文殊市川店 市川市新田5-18-8JR総武線高架下

4651 中華そば瓢 市川市新田5-4-20

4652 珈琲商店ハト 市川市新田5-4-211F

4653 ラーメン一兎 市川市新田5-5-23三村ビル1階

4654 トラットリアラエルバ 市川市新田5-5-27-101号トップ市川真間駅前第一

4655 アルマナックハウス 市川市新田5-5-27田中ビル2F

4656 neppuu 市川市新田5-5-27田中ビル4F

4657 ビストロ讃世利亭 市川市新田5-5-33

4658 プチ・ニコラ 市川市新田5-5-33ままがあでん1F

4659 JIORNO89 市川市新田5-7-10新田イワナビル1階

4660 わしょくたつろく 市川市新田5-7-13

4661 四季のすし銀波 市川市新田5丁目18番11号双葉ビル101

4662 じゃじゃさん 市川市新田5丁目5番22号

4663 家庭料理絆 市川市新浜1-10-16

4664 たろう 市川市新浜1-19-1

4665 太田屋 市川市新浜1-2-1左サンコウハイム1階

4666 ICHIROTEICAVERNA 市川市新浜1-2-20パールコートハウス1F

4667 味噌王仲間 市川市新浜1-2-23

4668 葫 市川市新浜1-3-1

4669 七輪房 南行徳店 市川市新浜1丁目1番1号

4670 ジョナサン 行徳新浜店 市川市新浜1丁目20番20号

4671 吉野家 行徳新浜店 市川市新浜1丁目2番5号

4672 Lucifer 市川市真間1-10-13プラザ市川真間103号

4673 割烹美羅 市川市真間1-15-20佐久間ビル2階

4674 じゅん平 市川市真間1-15-23

4675 フレンチ大衆食堂ボッチ 市川市真間1-15-23-2階みまつビル

4676 ふぐ料理季節割烹十兵衛 市川市真間1-15-23ミマツビル

4677 古民家郷土料理市川おいどん 市川市真間1-16-9

4678 海栗屋 市川 市川市真間1丁目10番13号

4679 ダイニング BAR アリーナ 市川市真間1丁目10番13号

4680 花あかり 市川市真間1丁目10番13号プラザ真間101号

4681 バーミヤン 市川真間店 市川市真間1丁目12番4号

4682 中国家郷料理 莫家菜 市川市真間1丁目15番22号

4683 みかん 市川市真間1丁目15番23号

4684 江戸家 市川市真間2-17-11

4685 GUMBO 市川市真間2-23-9-101大門荘

4686 鮨会館林屋 市川市真間2丁目10番11号

4687 炭火串焼また吉 市川市真間2丁目19番1号

4688 アジアンキッチン エベレスト 市川市真間2丁目22番9番



4689 ラ・ドルチェヴィータ 市川市真間3-1-18

4690 芙蓉亭 市川市真間4丁目5番2号

4691 自然厨房TAKENO 市川市須和田2-15-15

4692 OSTERIAREGALO 市川市菅野3-3-11黒松亭I-102

4693 華屋与兵衛 市川菅野店 市川市菅野3丁目11番23号

4694 とんかつ大谷 市川市菅野4-17-16

4695 韓国料理ふるさと 市川市菅野4-18-27

4696 はま寿司 市川菅野店 市川市菅野6丁目15番5号

4697 ふりあい 市川市曽谷1丁目22番20号

4698 ココス市川曽谷店 市川市曽谷2-21-24

4699 カラオケ＆居酒屋QーZEN 市川市曽谷2-3-2

4700 居酒屋小雪 市川市曽谷2丁目3番2号

4701 のり巻小町 市川市曽谷3-42-5

4702 青里香 市川市曽谷3丁目42番14号

4703 そば処 いな葉 市川市曽谷3丁目42番16号

4704 飲み処永遠 市川市曽谷4丁目34番6号

4705 まるちゃん 市川市曽谷4丁目34番6号

4706 ふく榮 市川市曽谷5-14-6

4707 なでしこ 市川市曽谷5-4-17なでしこ

4708 居酒屋 ちょいちょい茶みせ 市川市曽谷5丁目15番2号

4709 中華料理 大学 市川市曽谷5丁目15番8号

4710 レストランモンターニュ 市川市曽谷7丁目14番12号

4711 こいこい家 市川市曽谷7丁目34番14号

4712 ファミリー寿司山形屋 市川市曽谷8-2-7

4713 中華 大雅 市川市曽谷8丁目8番2号

4714 スナック るんるん 市川市曽谷8丁目8番4号

4715 RUDRAWATI 市川市曽谷一丁目12番1号

4716 清美すし 市川市相之川1-17-17

4717 鴻運餃⼦館 市川市相之川2-16-15かきのビル1F

4718 びっくり ドンキー 南行徳店 市川市相之川2丁目14番17号

4719 デニーズ 南行徳店 市川市相之川2丁目6番15号

4720 吉野家 行徳相之川店 市川市相之川2丁目6番4号

4721 TCGbarOneand 市川市相之川3-1-24第3トマトハウス101

4722 麺屋本日も晴天です 市川市相之川3-1-26シリウス相之川一階

4723 お食事処味館 市川市相之川3-6-18

4724 あびぃろぅど 市川市相之川3-8-20カーサコモダ1F

4725 ナイトサパ-NOUS（ヌウ） 市川市相之川3丁目15番10号

4726 中華料理三龍亭 市川市相之川3丁目15番15号ファンテラスミナミギョウトク1階

4727 よさこい 市川市相之川3丁目8番23号

4728 カフェミント 市川市相之川4-10-23-102ヴィレッジK

4729 yoga&cafebres 市川市相之川4-10-8

4730 an 市川市相之川4-12-8-1F

4731 たけい 市川市相之川4-13-10

4732 ポポラーレ 市川市相之川4-13-11南行徳ISビル

4733 スエヒロ館南行徳店 市川市相之川4-13-14

4734 㐂左衛門 市川市相之川4-13-16

4735 ナイトスポットありばば 市川市相之川4-13-3サガラビル2F

4736 寄り処ひろ 市川市相之川4-14-4-102関根ビル

4737 ふぐ大衆割烹しま田 市川市相之川4-17-2

4738 から揚げの天才 南行徳店 市川市相之川4-17-2

4739 鮪works魚がし鎌形 市川市相之川4-17-2メトロセンターB棟カ号

4740 いきなりステーキ南行徳店 市川市相之川4-17-2メトロセンター南行徳

4741 天善かつ壱番屋 市川市相之川4-17-2南行徳メトロセンター

4742 串じまん南行徳店 市川市相之川4-18-1

4743 欧風カレーJI-NO 市川市相之川4-2-1102号前島コーポ

4744 相撲茶屋ちゃんこ佐賀光 市川市相之川4-2-16

4745 母ちゃんの店あられ 市川市相之川4-3-16宇田川店舗1

4746 カラオケ喫茶ひばり 市川市相之川4-4-14-B1

4747 chocolateCafe/BarSevenContinents 市川市相之川4-6-1

4748 カラオケルーム歌広場南行徳店 市川市相之川4-6-10エムファイブ南行徳駅前ビル4階

4749 MUSICJAM 市川市相之川4-6-17-302タウン愛美

4750 ビーフラット 市川市相之川4-6-17タウン愛美203

4751 ナイトスポットan 市川市相之川4-6-17タウン愛美303号室

4752 和菜結 市川市相之川4-6-3シェルビーチハイツ101

4753 キッチンたけの子 市川市相之川4丁目10番1号

4754 東京肉イタリアン Ricco 市川市相之川4丁目11番13号

4755 焼鳥 かみなり 市川市相之川4丁目13番1号

4756 大阪王将 南行徳店 市川市相之川4丁目14番4号関根ビル1F

4757 マクドナルド 南行徳駅前店 市川市相之川4丁目14番5号

4758 ミスタードーナツ 南行徳駅前ショップ 市川市相之川4丁目15番3号

4759 焼き味座 市川市相之川4丁目15番6号

4760 ぼてぢゅう南行徳酒場 市川市相之川4丁目16東西線南行徳駅高架下A棟・イ号

4761 やきとりの扇屋 南行徳店 市川市相之川4丁目16番1号

4762 ニキベーカリー 市川市相之川4丁目17番2号

4763 手作りカレー 家庭料理 フジ 市川市相之川4丁目17番2号

4764 らあめん花月嵐 南行徳駅店 市川市相之川4丁目17番2号

4765 肉のヤマキ商店 南行徳 市川市相之川4丁目17番2号

4766 松屋 南行徳店 市川市相之川4丁目17番2号

4767 和風洋食とんき 市川市相之川4丁目17番メトロセンタ2番街

4768 季節料理庭 市川市相之川4丁目18番1号

4769 珈琲館 南行徳店 市川市相之川4丁目18番1号

4770 やよい軒南行徳店 市川市相之川4丁目18番1号

4771 カレーハウスCoCo壱番屋 市川市相之川4丁目6-3

4772 サンクチュアリ 市川市相之川4丁目6番17号

4773 KATE 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美204号

4774 KARISMA南行徳 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美2階201号室

4775 パブアリス 市川市相之川4丁目6番17号タウン愛美301

4776 手羽矢 南行徳店 市川市相之川4丁目6番23号

4777 福満溢 市川市相之川4丁目6番3号

4778 松のや 南行徳店 市川市相之川4丁目8番2号

4779 サイゼリヤ 南行徳駅前店 市川市相之川4丁目8番2号

4780 日高屋 南行徳北口店 市川市相之川4丁目8番2号1階



4781 しゅこうgaku 市川市大洲1-10-18シャトル大洲101

4782 Pariwar Spice Cafe 市川市大洲1丁目12番18号

4783 カラオケスタジオさとみ 市川市大洲1丁目12番20号

4784 なかむら 市川市大洲1丁目2番3号

4785 札幌ラーメンえぞふじ 市川市大洲1丁目3番9号

4786 とんかつハンバーグ香 市川市大洲2丁目1番12号

4787 ハァツ 市川市大洲4-1-15町山ビル1階

4788 みどり 市川市大洲4-12-25

4789 らーめん風凛 市川市大洲4-8-11大貫レジデンス1F

4790 居酒屋味政 市川市大町122-142

4791 大黒屋 市川市大町312-4

4792 シックステン 市川市大町359番地

4793 千代乃家 市川市大野町1-434-30

4794 江戸銀 市川市大野町1丁目434番地

4795 炭火焼居酒屋二番 市川市大野町2-218-3小池ビル1階

4796 カレー居酒屋アーユルヴェーダ 市川市大野町2-228-1-101

4797 中国料理成和 市川市大野町2-228-1-103ハイネス大野

4798 食事処 ふじみ 市川市大野町2丁目164番地

4799 MoonLightCafe 市川市大野町2丁目176番地御門ビル2F

4800 俺の丼丸 市川大野店 市川市大野町2丁目228番地2

4801 鳥吉 市川市大野町2丁目233番

4802 寅八 市川市大野町3-121イズミビル1F

4803 パブ碧い城 市川市大野町3-127-2エクセル大野1F

4804 THEROLL'SKITCHEN 市川市大野町3-1681-5

4805 藤乃 市川市大野町3-1697

4806 スナックLIFE 市川市大野町3-181武田ビル1階

4807 蓮山飯店 市川市大野町3-182

4808 呑み喰い処安 市川市大野町3-1832-12

4809 焼肉レストラン光苑 市川市大野町3丁目124番地17号日光ビル2F

4810 ステーキハウス TODAY 市川市大野町3丁目1810番6号

4811 居酒屋やよい 市川市大野町3丁目181番地大野武田マンション102

4812 かつ太郎市川店 市川市大野町4-2177-2

4813 8代葵珈琲市川店 市川市大野町4-2460-1

4814 はな膳市川大野店 市川市大野町4丁目2266番1号

4815 デニーズ 南八幡店 市川市大和田1丁目9番1号

4816 ロールズキッチン 市川市大和田2-4-8

4817 すし銚子丸 市川大和田店 市川市大和田2丁目11番

4818 リバーサイドレストラン BIBI 市川市大和田2丁目19番6号-3F

4819 おこのみ亭市川店 市川市大和田3-10

4820 おこのみ亭リバーサイド店 市川市大和田3-10

4821 hanaの木 市川市大和田4-1-2

4822 イザックみなみ 市川市大和田4-1-2-106

4823 居酒屋幸ちゃん 市川市大和田4-1-2トーヨーマンション1階

4824 聚宝園 市川市大和田4-19-3

4825 豚ちゃんラーメン 市川市大和田4丁目16番2号

4826 ひまわり 市川市大和田4丁目1番2号

4827 居酒屋 ちあき 市川市大和田4丁目1番2号

4828 新柳 市川市大和田5丁目2番27号

4829 グリーングラス 市川市中国分2-21-5

4830 竹亭 市川市中国分5丁目11番14号

4831 トムズ 市川市中山2-4-25

4832 月島そだち 市川市中山4-25-8

4833 SEALLY・BESTIE 市川市中山4-8-8Kanon105

4834 菊寿司 市川市中山4丁目13番4号

4835 瀧 市川市中山4丁目15番2号

4836 寿美家 市川市中山4丁目22番4号

4837 松屋京葉市川PA店 市川市田尻1丁目5番1号

4838 中華料理 ポパイ 市川市田尻2丁目5番12号

4839 Amour 市川市田尻3丁目11番15号

4840 丸義飯店 市川市田尻5丁目15番5号

4841 おふくろ 市川市東国分1丁目29番15号

4842 菜saiバール 市川市東菅野1-16-16

4843 酔々 市川市東菅野1-19-7カトレアハイツ1階

4844 焼鳥サトウ 市川市東菅野1-2-13ひかり荘103

4845 インド料理 インディアラソイ 市川市東菅野1-3-20

4846 モッパンキッチン京成八幡店 市川市東菅野1-3-23岡崎マンション1階

4847 四季の食彩 さとう 市川市東菅野1丁目2番8号

4848 市川 ひろの江 市川市東菅野1丁目31番16号

4849 鮨 神田 市川市東菅野1丁目3番23号

4850 金家 市川市東菅野1丁目6番3号

4851 居酒屋にそじ 市川市東菅野2-14-6

4852 南龍飯店 市川市東菅野2丁目19番7号

4853 浅野屋 市川市東菅野2丁目19番7号

4854 海潮 市川市東菅野3丁目19番12号

4855 うた酒場わたなべ 市川市東菅野3丁目1番7号

4856 食事処正武 市川市東菅野3丁目31番3号

4857 居酒屋ほのか 市川市東菅野5-13-15スエノプラザ1階

4858 鮨善本店 市川市東菅野5-8-25鮨善本店

4859 さくら亭 市川市東大和田1-10-10

4860 いずみ 市川市東大和田1-10-12

4861 一兆 市川市東大和田1-6-9-A104

4862 居酒屋友 市川市東大和田1丁目23番13号

4863 サイゼリヤ 市川インター店 市川市東大和田1丁目24番17号

4864 かっぱ寿司 市川東大和田店 市川市東大和田1丁目25番13号

4865 来々軒 市川市東大和田1丁目5番20号

4866 マクドナルド 市川東大和田店 市川市東大和田2丁目16-20

4867 ジョナサン 本八幡店 市川市東大和田2丁目4番10号

4868 BambooLounge 市川市南行徳1-1-1グリーンホーム南行徳108

4869 焼肉栄南行徳店 市川市南行徳1-12-1

4870 南⾏徳壱番館 市川市南行徳1-12-1

4871 プサンヤ 市川市南行徳1-13-1

4872 食事処和 市川市南行徳1-13-1-102メゾン3006



4873 麺酒場まがり 市川市南行徳1-14-10コーポ山崎102

4874 焼肉明洞 市川市南行徳1-15-1サンハイツ渡辺ビル1階

4875 珍来 市川市南行徳1-16-16

4876 酒喰楽たけ丸 市川市南行徳1-16-16メゾンフルール1-A

4877 スター 市川市南行徳1-16-18

4878 中華料理友来 市川市南行徳1-16-18-1F

4879 美笑 市川市南行徳1-16-20-302

4880 HoneyNight 市川市南行徳1-16-20ウィスティソシアルビル301

4881 CLUB和 市川市南行徳1-16-20ウィスティソシアルビル401

4882 BarCHERRY 市川市南行徳1-16-20ウィスティソシアルビル502号

4883 オンリーワン 市川市南行徳1-16-24

4884 グレイス 市川市南行徳1-16-24-101フェニックスビル

4885 Bar47乙女 市川市南行徳1-16-24-301フェニックスビル

4886 ブルース 市川市南行徳1-16-24-302フェニックスビルⅡ

4887 Daisy 市川市南行徳1-16-24フェニックスビル2301

4888 凛花 市川市南行徳1-16-24フェニックスビルⅠ202号室

4889 ルナ 市川市南行徳1-16-24フェニックスビルⅠ2階201号

4890 GirlsbarRougeルージュ 市川市南行徳1-16-25

4891 居酒屋寄り道 市川市南行徳1-16-25-101センチュリーヒルズ南行徳

4892 夢眩 市川市南行徳1-16-25センチュリーヒルズ南行徳6F

4893 シーガル 市川市南行徳1-16-27

4894 㐂む良 市川市南行徳1-16-8アーネスト88102号室

4895 BarMarc 市川市南行徳1-16-8アーネスト88-103

4896 肉うどんの戸上家 市川市南行徳1-18-21高橋ビル101号

4897 大衆ホルモンタツ屋南行徳店 市川市南行徳1-18-23クリスタルステーション1階

4898 鳥貴族南行徳店 市川市南行徳1-19-22フロレセール吉岡1階

4899 酒肴春夏冬 市川市南行徳1-20-12-101加納駅前ビル

4900 串屋横丁南行徳店 市川市南行徳1-20-3KSKビル1F

4901 Shaker’s 市川市南行徳1-22-29市川クローバーハイツ吉野1F

4902 三十六の季節 市川市南行徳1-22-32F芦田ビル

4903 スタジオC 市川市南行徳1-22-3-301芦田ビル

4904 Bar Lounge Platinum 市川市南行徳1-22-8

4905 南行徳彦酉 市川市南行徳1-22-8東15ビル1階

4906 浪漫飛行 市川市南行徳1-22-8東ビル153D

4907 海風 市川市南行徳1-22-8東ビル153FーB

4908 PUBJ 市川市南行徳1-22-8東ビル15D4

4909 笑福 市川市南行徳1丁目16番18号

4910 バターカレー 市川市南行徳1丁目16番20号

4911 小料理Bar 月乃 市川市南行徳1丁目16番24号

4912 club Queen 市川市南行徳1丁目16番25号

4913 クラブアイリス 市川市南行徳1丁目16番25号

4914 庄や 南行徳店 市川市南行徳1丁目16番26号

4915 元氣七輪焼肉 牛繁南行徳店 市川市南行徳1丁目16番7号

4916 Goo 市川市南行徳1丁目16番8号

4917 築地日本海 南行徳店 市川市南行徳1丁目18番1号

4918 ドトールコーヒーショップ 南行徳店 市川市南行徳1丁目20番13号

4919 なか卯 南行徳店 市川市南行徳1丁目20番14号

4920 とり鉄南行徳店 市川市南行徳1丁目20番1号

4921 Petie’s cafe 市川市南行徳1丁目22番7号

4922 BARちゃん 市川市南行徳1丁目22番8号

4923 TanzaniteBar 市川市南行徳1丁目22番8号東ビル155階A

4924 OCEAN ROAD COFFEE 市川市南行徳1丁目6番12号

4925 バーミヤン南行徳駅前店 市川市南行徳1丁目9番18号

4926 まる長 市川市南行徳2-11-3

4927 広島お好み焼 七福 市川市南行徳2丁目24番19号

4928 ブロンコビリー 南行徳店 市川市南行徳2丁目24番24号

4929 ゆで太郎南行徳店 市川市南行徳3-1-2宮崎ビル1F

4930 中華料理味味 市川市南行徳3-13-1樹マンション105

4931 レストランうさぎの小屋 市川市南行徳3-20-20

4932 ラダクリシュナ 市川市南行徳3-2-2

4933 餃子王国 市川市南行徳3-3-18-C

4934 PATGOODCAFFE南行徳店 市川市南行徳3-3-8ligere南行徳WEST1F

4935 魚幸 市川市南行徳3-4-14

4936 小料理はな 市川市南行徳3丁目13番1号

4937 居酒屋 錦 市川市南行徳3丁目13番1号

4938 居酒屋貴世 市川市南行徳3丁目13番1号106号

4939 うさぎ∞ 市川市南行徳3丁目17番21号

4940 MI KI 居酒屋 市川市南行徳3丁目18番17号

4941 居酒屋喜八 市川市南行徳3丁目18番7号101

4942 じゅうじゅうカルビ 南行徳店 市川市南行徳3丁目2番3号

4943 サイフォン2 市川市南行徳3丁目2番3号伊藤ビル2号

4944 中国料理桂林 市川市南行徳4-1-6-1F第一ウスイコーボ

4945 居酒屋まゆみ 市川市南行徳4丁目1番6号第一ウスイコーポA号

4946 Sausalito 市川市南行徳4丁目1番8号

4947 ステーキハウス ビリーザ・キッド 市川市南行徳4丁目1番9号

4948 丸平 市川市南行徳4丁目3番5号

4949 灑落 市川市南行徳南行徳1-19-2さいらく

4950 Hanacafe 市川市南大野1-43-30

4951 串焼釜飯田村 市川市南大野1-44-9

4952 中国料理菜華 市川市南大野1丁目14番7号

4953 食事処 かん田 市川市南大野1丁目1番11号

4954 酒処 みっちゃん 市川市南大野1丁目38番18号

4955 丸源ラーメン 市川大野店 市川市南大野1丁目7番14号

4956 アンダンテ 市川市南大野2-1-4

4957 カフェ海風堂 市川市南大野2-2-21

4958 Sonrisa 市川市南大野2-3-27

4959 喜久寿司 市川市南大野2-3-43

4960 350 市川市南大野2-4-40時田ハイム101

4961 うなぎ前むら 市川市南大野2丁目20番4号山室ハイツ102店舗

4962 自然の食卓 市川市南大野2丁目21番16号

4963 ニューラーメンショップ 市川市南大野2丁目2番2号

4964 鈴源 市川市南大野2丁目2番36号



4965 焼肉 八功 市川市南大野2丁目3番1号

4966 スナックSALA 市川市南大野2丁目3番24号パークハイツショッピングセンター2F

4967 中華料理幸楽 市川市南大野2丁目4番41号104

4968 有限会社松月庵 市川市南大野2丁目7番3号

4969 スナックASAMI 市川市南大野3-22-5こざとコーポ103号

4970 梨花 市川市南大野3-23-10

4971 養老乃瀧市川大野店 市川市南大野3-24-31

4972 とんかつとんとん亭 市川市南大野3丁目22番5号こざとコーポ1F中

4973 AmusementBarsnazzy 市川市南八幡10-16エスペランサ田中B1F

4974 YajikkoKITCHEN 市川市南八幡1-1-17

4975 モア 市川市南八幡1-17-5

4976 喜多方NO1 市川市南八幡1-22-8浅沼マンション1B

4977 香華 市川市南八幡1-23-3-102オークラコーポ

4978 蕎麦本八幡松栄庵 市川市南八幡1-24-9

4979 北海道生まれ和食処とんでん本八幡店 市川市南八幡1-5-4

4980 ラーメンショップさつまっ子 市川市南八幡1丁目22番8号

4981 中国料理輝煌 市川市南八幡2丁目14番1号LEO弐拾八番館1F

4982 light dining Marchen 市川市南八幡2丁目4番10号

4983 鳥辰 市川市南八幡3-10-17

4984 韓国料理大龍 市川市南八幡3-12-8

4985 食べ処飲み処二代目東山 市川市南八幡3-21-9-101静観荘

4986 鮨すごう 市川市南八幡3-2-2-101

4987 山びこ 市川市南八幡3-23-1

4988 旨飲屋くぅ。 市川市南八幡3-23-1吉田マンション102号室

4989 ほとめき家 市川市南八幡3-23-1吉田マンション103

4990 からあげ焼豚専門店たまらん 市川市南八幡3-23-28

4991 それなり屋SUS-K 市川市南八幡3-23-30ミナミマンション112

4992 居酒屋 あやか 市川市南八幡3-2-6

4993 花かんざし 市川市南八幡3-3-14-101

4994 BARCrew 市川市南八幡3-3-14-102

4995 本八幡お多幸 市川市南八幡3-3-14-105ハイツサウスエイト

4996 パブみゆき 市川市南八幡3-3-14ハイツサウスエイト103号

4997 炭火ホルモン焼しちりん本八幡店 市川市南八幡3-4-12

4998 リンク 市川市南八幡3-4-12セントラル本八幡2F

4999 カイリ 市川市南八幡3-4-15戸佐ビル1F

5000 立呑わたらい 市川市南八幡3-4-16吉田ビル

5001 EXPOSE-ONE 市川市南八幡3-4-16吉田ビル2階

5002 EXPOSE-ONE 市川市南八幡3-4-16吉田ビル3階

5003 LiZENON 市川市南八幡3-4-1CLビル2階

5004 玄品本八幡 市川市南八幡3-4-8-1階HKアルファビル

5005 BARPEAT 市川市南八幡3-4-8HKアルファビル201

5006 つけ麺中華そば節本八幡店 市川市南八幡3-5-14

5007 古里屋 市川市南八幡3-5-15並木ビルB1F

5008 三鴨庵 市川市南八幡3-5-16

5009 やきとり福茂 市川市南八幡3-5-16

5010 一期一笑 市川市南八幡3-5-3

5011 入吉 市川市南八幡3-5-6

5012 インド料理サプナ 市川市南八幡3-6-17

5013 Pork&WinePORCO 市川市南八幡3-6-17-103

5014 IZAKAYA眞 市川市南八幡3-6-17-209

5015 魂麵 市川市南八幡3-6-17旭ビル105

5016 筑前屋本八幡店 市川市南八幡3-6-17旭ビル1F

5017 BRISTOL23 市川市南八幡3-6-17旭ビル206

5018 ぼちぼち本八幡駅前店 市川市南八幡3-6-18ミーナアサヒビル2F

5019 居酒屋こい 市川市南八幡3-7-1

5020 PIZZERIACANTODELLATERRA 市川市南八幡3-7-10-102芝田マンション

5021 居酒屋えり 市川市南八幡3-7-11山崎荘102号室

5022 RISEBAR 市川市南八幡3-7-16-2F

5023 木戸番 市川市南八幡3-7-19大和ビル

5024 パブJOY 市川市南八幡3-7-20

5025 和Syoku穂々 市川市南八幡3-7-5山喜マンション1F・2F

5026 Vishamonte 市川市南八幡3-7-5山喜マンション1F北

5027 インド料理アティティ 市川市南八幡3-7-7内宮シティハイツ102

5028 レストランルパン 市川市南八幡3-8-13-101シャトーデザールクボタ

5029 シェスギノ(ChezSugino) 市川市南八幡3-8-13-104シャトーデザールクボタ

5030 CafeMiele 市川市南八幡3-8-13シャトーデザール103

5031 旺華楼 市川市南八幡3-8-15旺華楼

5032 Chef'sNaNa 市川市南八幡3-8-8菅澤ビル1階

5033 エレファントハウス 市川市南八幡3-8-9SAP本八幡Ⅳ

5034 居酒屋美よし 市川市南八幡3丁目12番6号

5035 アジアン料理 ちゃとりかとり 市川市南八幡3丁目1番1号

5036 スナックKUMI 市川市南八幡3丁目1番1号ユタカビル2F

5037 手打ちそばしん 市川市南八幡3丁目1番2号

5038 FOODICAL HEROES 市川市南八幡3丁目23番1号

5039 ザ・モンキー・ダイナー 市川市南八幡3丁目23番27号

5040 喫茶 ポアロ 市川市南八幡3丁目2番2号

5041 大衆酒場 馬越 市川市南八幡3丁目2番7号

5042 串カツ田中／中華そば田中 本八幡店 市川市南八幡3丁目3番13号

5043 鳥一 市川市南八幡3丁目4番14号

5044 DRAGON GATE 市川市南八幡3丁目4番15号

5045 あなたのスナック ゆり 市川市南八幡3丁目4番15号

5046 バルブッキーヨ 市川市南八幡3丁目5-3-1階

5047 barStayBlue 市川市南八幡3丁目5番14号藤山ビルB2

5048 日高屋 本八幡駅南店 市川市南八幡3丁目5番15号

5049 寿司処 和かな 市川市南八幡3丁目5番5号

5050 わさび 市川市南八幡3丁目5番5号

5051 R135 市川市南八幡3丁目5番6号

5052 龍月 市川市南八幡3丁目5番7号

5053 南山 市川市南八幡3丁目5番7号2F

5054 チキン チャップス 市川市南八幡3丁目6番17号

5055 もとやおや 市川市南八幡3丁目6番17号旭ビル2F

5056 大阪王将 本八幡店 市川市南八幡3丁目6番18号



5057 オールド・パル 市川市南八幡3丁目7番11号

5058 次朗 市川市南八幡3丁目7番11号

5059 串坊ず 市川市南八幡3丁目7番20号雫ビル1F

5060 入船寿司 市川市南八幡3丁目7番7号内宮シティハイツ1F

5061 おれんじ Corn 市川市南八幡3丁目8番12号

5062 『肉山 本八幡』 市川市南八幡3丁目8番13号

5063 ドトールコーヒー本八幡南口店 市川市南八幡4-1-13本八幡DAIKICHIビル1-2階

5064 とんかつ ばんぶー 市川市南八幡4-14-13

5065 TAPSPOTROBROY 市川市南八幡4-15-17パレスフィールド1階

5066 KITCHENBARロブロイ 市川市南八幡4-15-17桝屋ビル2階

5067 酒バル7373 市川市南八幡4-16-15メゾンド一鶴

5068 和彩こうめ 市川市南八幡4-16-2ユーディ市川101

5069 なにわ 市川市南八幡4-17-19栗山ハイツ1F

5070 ジンギスカンゆきだるま中野部屋一門本八幡部屋 市川市南八幡4-17-6木村ビル

5071 七輪焼肉安安本八幡駅前店 市川市南八幡4-2-2明星会館B1F

5072 海鮮屋台おくまん本八幡店 市川市南八幡4-2-2明星会館ビル1F

5073 てけてけ本八幡駅南口店 市川市南八幡4-2-2明星会館ビル1階

5074 musiciansbarb-flat 市川市南八幡4-2-3-B1F第三山喜ビル

5075 炭火串焼シロマル本八幡店 市川市南八幡4-2-5山喜ビル2F

5076 鳥貴族本八幡南口店 市川市南八幡4-2-5第三山喜ビル2階

5077 つけ麺一番 市川市南八幡4-3-1

5078 きたかた食堂 市川市南八幡4-3-11グリーンターフ南八幡第Ⅲ1階A

5079 本八幡健勝軒 市川市南八幡4-3-15

5080 音楽酒場陽菜 市川市南八幡4-3-15鈴木ビル2階

5081 カラオケ居酒屋TSUBOMI 市川市南八幡4-3-15鈴木ビル3F

5082 海鮮料理板場 市川市南八幡4-3-3-1F

5083 居心伝本八幡店 市川市南八幡4-3-3武蔵屋ビル2F

5084 淑女ピュアハウスOCEAN 市川市南八幡4-3-7グリーンターフ南八幡32F

5085 winecafePubJack本八幡店 市川市南八幡4-4-14東洋マンション1階

5086 本八幡らーめん輝宗 市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡1階

5087 Link本八幡店 市川市南八幡4-4-5ウィンズ本八幡2F

5088 まんま亭 市川市南八幡4-4-7プリンスビラ1F

5089 寿司割烹 翔 市川市南八幡4-5-20

5090 魚料理・もつ鍋山咲き 市川市南八幡4-5-20南八幡クローバービル1F

5091 ちろりん村 市川市南八幡4-5-2朝日ビル102

5092 本八幡馬肉酒場馬喰ろう 市川市南八幡4-5-2朝日ビル1F

5093 居酒屋七の子 市川市南八幡4-5-4藤ビル2階

5094 北海道まるごとダイニングうまいっしょ！本八幡店 市川市南八幡4-5-5ニックコート本八幡南

5095 とりまさ 市川市南八幡4-6-13

5096 いさみ寿し 市川市南八幡4-6-15

5097 モロー 市川市南八幡4-6-16

5098 カラオケパブ 華夜 市川市南八幡4-6-18

5099 金京飯店 市川市南八幡4-6-18クレストビル1階

5100 カフェキャバ采 市川市南八幡4-6-18クレストビル3階

5101 MiXBARLOVELY 市川市南八幡4-6-18クレストビル5階

5102 日乃出庵 市川市南八幡4-6-2日乃出庵

5103 ベトナム料理ワンアンホアセン 市川市南八幡4-6-4-2階

5104 だんちょうてー 市川市南八幡4-7-12

5105 ミスタードーナツ本八幡ショップ 市川市南八幡4-7-4

5106 和洋食彩くつろぎや 市川市南八幡4-7-6ダイヤモンドマンション202

5107 味処きまっし南八幡店 市川市南八幡4-7-6本八幡ダイヤモンドマンション

5108 元気居酒屋楽笑 市川市南八幡4-7-8大伸ビル2F

5109 Zen 市川市南八幡4-7-8大伸ビル3階」

5110 叶夢 市川市南八幡4-7-8大伸ビル4階

5111 スナックわかば 市川市南八幡4-7-8大伸ビル6階

5112 モスバーガー本八幡南口店 市川市南八幡4-8-11

5113 とり亀 市川市南八幡4-8-16石井ビル

5114 Scrummy 市川市南八幡4-8-16石井ビル2F

5115 味楽亭 市川市南八幡4-8-2-1F

5116 Cafeいつものところ 市川市南八幡4-8-9-202ニューグリーンビル

5117 ラ・アーニー・マリス 市川市南八幡4-9-7

5118 ミナレット 市川市南八幡4丁目15番12号

5119 伊酒屋食堂KenKen. 市川市南八幡4丁目15番17号桝屋ビル1F

5120 鉄板焼き 韋駄天 市川市南八幡4丁目16番3号

5121 スナック39（スリーナイン） 市川市南八幡4丁目1番13号森ビル2階

5122 PUB碧 市川市南八幡4丁目1番15号片桐ビル2階

5123 鳥正1階 市川市南八幡4丁目1番1号

5124 らーめん 鈴家 市川市南八幡4丁目1番5号

5125 イタリアンダイニング ハーレーパーク 市川市南八幡4丁目1番5号

5126 庄や本八幡南口店 市川市南八幡4丁目2番10号

5127 WOW 市川市南八幡4丁目2番15号

5128 かつや千葉本八幡店 市川市南八幡4丁目2番1号

5129 鮨 旬菜 酒 いっきゅう 市川市南八幡4丁目2番2号

5130 ガスト 本八幡店 市川市南八幡4丁目2番3号

5131 隠れ庵忍家本八幡駅南口店 市川市南八幡4丁目2番3号丸玉第一ビル地下1階

5132 長福たち呑み中華居酒屋 市川市南八幡4丁目3番15号鈴木ビル1・2F

5133 カラオケ楽楽 市川市南八幡4丁目3番15号鈴木ビル4F

5134 Lounge Liberty 市川市南八幡4丁目3番7号1F

5135 お座敷バル まるっと 市川市南八幡4丁目4番13号

5136 洋食屋 ポパイ 市川市南八幡4丁目4番13号

5137 焼肉本陣 市川市南八幡4丁目4番14号東洋マンション2F

5138 中国小皿料理 富祥 市川市南八幡4丁目4番20号

5139 RelaxingBarHANABI 市川市南八幡4丁目4番7号プリンスビラ1F

5140 旬彩リビング kyo-ya 市川市南八幡4丁目4番9号

5141 牛角 本八幡店 市川市南八幡4丁目5番20号

5142 パブ＆スナック サンブリッヂ 市川市南八幡4丁目5番20号

5143 シニアクラブミタ 市川市南八幡4丁目5番20号クローバービル2F

5144 中華居酒屋恋心 市川市南八幡4丁目5番4号FUJIビル1F

5145 元氣七輪焼肉牛繁 本八幡店 市川市南八幡4丁目6番13号

5146 クローバー 市川市南八幡4丁目6番18号

5147 フレンズバー桜 市川市南八幡4丁目6番18号クレストビル402号室

5148 マクドナルド 本八幡南口店 市川市南八幡4丁目6番1号



5149 テジテジ 市川市南八幡4丁目6番21号

5150 やきとり家すみれ本八幡店 市川市南八幡4丁目6番22号

5151 すき家本八幡駅南口店 市川市南八幡4丁目6番2号

5152 CLUBBARCrazy 市川市南八幡4丁目6番2号高橋ビル2F

5153 酔いどれBAR五十鈴 市川市南八幡4丁目6番4号YMK本八幡ビル6階

5154 PUBダイヤモンド 市川市南八幡4丁目6番4号大庄本八幡4丁目ビル5階

5155 松屋 本八幡南口店 市川市南八幡4丁目6番7号

5156 ちばチャン本八幡店 市川市南八幡4丁目7番13号

5157 サンライズ 市川市南八幡4丁目7番14号

5158 オリーブ 市川市南八幡4丁目7番3号グリーンプラザ2F

5159 エルム 市川市南八幡4丁目7番8号

5160 ANTIQUE members bar 市川市南八幡4丁目8番9号

5161 新天地 市川市南八幡5-12-16

5162 焼定もとび本八幡店 市川市南八幡5-1-3グリーンターフ駅前

5163 Cafe＆BarYY 市川市南八幡5-1-3グリーンターフ駅前ビル2F

5164 おでん屋金太郎 市川市南八幡5-14-15

5165 炭火焼肉きっちょう 市川市南八幡5-1-4田中ビル1F

5166 アジアンダイニング＆バーディープサン 市川市南八幡5-17-10

5167 スタンドバーAJITO 市川市南八幡5-2-20

5168 幸楽 市川市南八幡5-2-22

5169 ゆうこ 市川市南八幡5-3-2

5170 まるみや 市川市南八幡5-3-20

5171 寿司バル八幡BASE 市川市南八幡5-7-12ルミエール1階

5172 ぶたけん。 市川市南八幡5-8-5

5173 金福 市川市南八幡5丁目14番12号

5174 餃子の王将 本八幡駅前店 市川市南八幡5丁目1番2号

5175 やよい軒 本八幡店 市川市南八幡5丁目1番3号

5176 笹寿司 市川市南八幡5丁目21番3号

5177 WiRE：D（ワイアード） 市川市南八幡5丁目21番9号

5178 たぬき 市川市南八幡5丁目3番2号

5179 長寿庵 市川市南八幡5丁目8番5号

5180 揚州商人市川二俣店 市川市二俣1-4-17

5181 ブロンコビリー西船橋店 市川市二俣1丁目3番25号

5182 タンク 市川市日之出18-18

5183 日本そば 滝の家 市川市日之出18番19号

5184 インド料理Shiva 市川市入船1-1カーサ大崎1F

5185 陸奥寿し 市川市柏井町1丁目1276番地

5186 寿司 七兵衛 市川市柏井町1丁目1461番地8

5187 楽天地天然温泉 法典の湯 市川市柏井町1丁目1520番

5188 本格韓国家庭料理冨ノ家 市川市八幡1-11-13シャート森井1F

5189 SHISHIBONEII 市川市八幡1-16-3

5190 GARAGE・K 市川市八幡1丁目11番13号

5191 居酒屋いずみ日和 市川市八幡2-11-3サンパールヒラマツ1階

5192 有限会社政八鮨 市川市八幡2-12-10

5193 マリノステリア本八幡店 市川市八幡2-12-5

5194 炭の焼肉圭 市川市八幡2-12-5

5195 和多屋 市川市八幡2-12-8

5196 千-sen- 市川市八幡2-12-8上杉ビル1-A

5197 AngeloRevolution 市川市八幡2-13-10-1F

5198 酔いどれ本八幡店 市川市八幡2-13-11

5199 屋台屋博多劇場本八幡店 市川市八幡2-13-12守弘ビル1F

5200 日本酒バル新家本八幡店 市川市八幡2-13-16-2Fしなだや

5201 barAO 市川市八幡2-13-16しなだや1階

5202 はいさい！本八幡店 市川市八幡2-13-16大村ビル2F

5203 くふ楽本八幡店 市川市八幡2-13-17

5204 炭火やきとり富吉 市川市八幡2-13-19

5205 和れん 市川市八幡2-13-5メゾン喜春弐番館1F

5206 HauntBarwish 市川市八幡2-14-11川上ビル1階A号

5207 NEXT「彩の部屋」 市川市八幡2-14-11川上ビル2-D号室

5208 JOYNIGHT 市川市八幡2-14-11川上ビル2F

5209 てづくし料理茶房よし坊 市川市八幡2-14-14井澤ビル1階

5210 MUSICPUBMai 市川市八幡2-14-14井澤ビル2階

5211 BigTreeCafe 市川市八幡2-14-14土谷ビル2階

5212 味処きまっし本八幡店 市川市八幡2-14-15ルミエールビル2F

5213 食彩家ここっと 市川市八幡2-14-15久保ビル2F

5214 StylishBarGroovy 市川市八幡2-14-16

5215 和食場冠八幡店 市川市八幡2-14-6

5216 温野菜本八幡店 市川市八幡2-15-10

5217 菜福楼 市川市八幡2-15-10-604

5218 ロータス・イーグル 市川市八幡2-15-13四街区2号ビル3階

5219 鴉 市川市八幡2-15-16川上ビル3階

5220 ヴェネチア酒場 市川市八幡2-15-17-101

5221 LeLegend 市川市八幡2-15-17菊地愛甲共同ビル2F

5222 ANGE 市川市八幡2-15-17菊地愛甲共同ビル301号室

5223 リプルズ 市川市八幡2-15-18

5224 精神満腹 市川市八幡2-15-18

5225 cooljojojazz+art 市川市八幡2-16-16クレール本八幡B1F

5226 れんげ食堂Toshu本八幡店 市川市八幡2-16-17

5227 夢 市川市八幡2-16-19-2F

5228 ポテト料理じゃがいも 市川市八幡2-16-19かぶら木ビル1F

5229 membersloungeひだまり 市川市八幡2-16-19かぶら木ビルB1F

5230 なりたけ本八幡店 市川市八幡2-16-20

5231 サンズ・ダイナー本八幡店 市川市八幡2-16-22小宮ビル2F

5232 リモカフェ 本八幡店 市川市八幡2-16-6

5233 コート・ダジュール本八幡駅前店 市川市八幡2-16-6八幡旗ビルディング3F

5234 旬鮮料理とみ山 市川市八幡2-16-7三愛ビル地下1階B号室

5235 タリーズコーヒーシャポー本八幡 市川市八幡2-17-1

5236 ドトールコーヒーショップ シャポー本八幡店 市川市八幡2-17-1

5237 和幸シャポー本八幡店 市川市八幡2-17-1シャポー本八幡1F

5238 舎鈴シャポー本八幡店 市川市八幡2-17-1シャポー本八幡307

5239 リトルマーメイドシャポー本八幡店 市川市八幡2-17-1シャポ-本八幡2階

5240 タリーズコーヒーシャポー本八幡西口 市川市八幡2-17-1本八幡ショッピングセンター1階109号



5241 中華居酒屋元気太郎 市川市八幡2-3-151FMSK市川ビル

5242 徳福八幡店 市川市八幡2-3-16

5243 肉汁餃子のダンダダン 本八幡店 市川市八幡2-4-10

5244 焼肉ここから本八幡店 市川市八幡2-4-11

5245 PARADISEKEBAB 市川市八幡2-5-1

5246 菊池家 市川市八幡2-5-2

5247 ポポラマーマ本八幡店 市川市八幡2-5-20イーストビル芝田1階

5248 ラウンジ彩 市川市八幡2-5-20イーストビル芝田B1F

5249 こだわりもん一家本八幡店 市川市八幡2-5-6糸信ビル2F

5250 Ber'sBar 市川市八幡2-6-18第3ダイヤモンドマンションB1

5251 飲み食い処たちばな 市川市八幡2-6-5

5252 八幡八魂 市川市八幡2-6-5川上ビル1F3号

5253 鳥貴族本八幡店 市川市八幡2-6-7本八幡東ファイブビル地下1階

5254 BAR Arrows 市川市八幡2-7-11

5255 サンサール本八幡店 市川市八幡2-7-11岡ビル2F

5256 GastroPubARROWS 市川市八幡2-7-11岡ビル2F

5257 ラーメンフランキー 市川市八幡2-7-21

5258 カラオケsnackSugo 市川市八幡2-7-21-2F

5259 江戸前イタリアン粋 市川市八幡2-7-8田中ビル2階

5260 Fujita倶楽部 市川市八幡2-7-8八幡一番街田中ビル3F

5261 旬菜みうら 市川市八幡2丁目11番14号

5262 銀杏の樹 市川市八幡2丁目12番6号

5263 鳥くに 市川市八幡2丁目12番6号

5264 らーめん木尾田 市川市八幡2丁目12番8号

5265 浅草鮨 市川市八幡2丁目12番8号

5266 恵久保 市川市八幡2丁目12番8号

5267 PUB恋心Ⅱ 市川市八幡2丁目12番8号上杉ビル2-A2号室

5268 ニューパブ 馬 市川市八幡2丁目13番16号

5269 居酒屋ガーデン いろどり 市川市八幡2丁目13番16号

5270 いざかや炎丸本八幡店 市川市八幡2丁目13番19号

5271 とちぎや 市川市八幡2丁目13番19号

5272 吉野鮨 市川市八幡2丁目13番8号

5273 鮨柿ざき 市川市八幡2丁目14番11号

5274 酒亭松ちゃん 市川市八幡2丁目14番11号川上ビル1FC号室

5275 季節料理いしげ 市川市八幡2丁目14番12号

5276 BarIt'to．．． 市川市八幡2丁目14番12号-201

5277 カラオケかれん 市川市八幡2丁目14番12号岩沢ビル2階

5278 AsianHeat 市川市八幡2丁目14番12号北口横丁ビル1-A号

5279 パブすずらん 市川市八幡2丁目14番14号井澤ビル3F

5280 八幡や 市川市八幡2丁目14番14号土谷ビル1F

5281 弘 市川市八幡2丁目14番14号土谷ビル2F

5282 四季よし 市川市八幡2丁目14番16号

5283 bar一五亭 市川市八幡2丁目14番5号

5284 サンライズ 市川市八幡2丁目14番7号

5285 Bar 狐花 市川市八幡2丁目14番7号

5286 ラウンジクラブシャイ 市川市八幡2丁目14番7号-201

5287 居酒屋 たる八 市川市八幡2丁目14番8号

5288 築地銀だこハイボール酒場本八幡店 市川市八幡2丁目15番10号

5289 サイゼリヤ本八幡北口駅前店 市川市八幡2丁目15番10号

5290 日高屋 本八幡北口駅前店 市川市八幡2丁目15番13号

5291 ぽえむ本八幡北口店 市川市八幡2丁目15番-16

5292 BarSPEAKEASY-K 市川市八幡2丁目15番16号川上ビル1階

5293 ピーコック 市川市八幡2丁目15番18号

5294 とり吉 市川市八幡2丁目15番18号

5295 焼肉韓海 市川市八幡2丁目15番2号

5296 なぶら家本店 市川市八幡2丁目16番13号

5297 はな膳本八幡西口駅前店 市川市八幡2丁目16番13号地下鉄会館3・4F

5298 立呑みなぶら家 市川市八幡2丁目16番13号本八幡地下鉄会館1F

5299 吉野家 都営線本八幡店 市川市八幡2丁目16番14号

5300 海鮮三崎港 本八幡店 市川市八幡2丁目16番1号

5301 鳥良商店本八幡北口店 市川市八幡2丁目16番1号高瀬ビル1，2，3階

5302 宝寿司 市川市八幡2丁目16番20号

5303 RAIN 市川市八幡2丁目16番21号

5304 CLUB AGAIN 市川市八幡2丁目16番21号

5305 IZAKAYA 上喜源 市川市八幡2丁目16番21号

5306 スシロー本八幡北口店 市川市八幡2丁目16番6号

5307 個室居酒屋 和 市川市八幡2丁目16番6号

5308 鍛冶屋文蔵 本八幡店 市川市八幡2丁目16番7号

5309 鎌倉パスタシャポー本八幡店 市川市八幡2丁目17番1号

5310 いろり庵きらく本八幡店 市川市八幡2丁目17番1号

5311 エクセルシオールカフェ 市川市八幡2丁目17番1号

5312 ブルプル シャポー本八幡店 市川市八幡2丁目17番1号

5313 おらが蕎麦 市川市八幡2丁目17番1号

5314 丸亀製麺 シャポー本八幡店 市川市八幡2丁目17番1号

5315 ブルードラゴン 市川市八幡2丁目17番1号1F

5316 ア・ラ・カンパーニュ本八幡店 市川市八幡2丁目17番1号シャポー本八幡2F

5317 PARADISE KEBAB 市川市八幡2丁目5番1号

5318 カレーハウスCoCo壱番屋 市川市八幡2丁目5番2号

5319 松屋 本八幡店 市川市八幡2丁目5番6号

5320 武骨家 市川市八幡2丁目6番3号

5321 カラオケまねきねこ 本八幡北口店 市川市八幡2丁目6番7号

5322 レストラン停車場 市川市八幡2丁目7番11号

5323 うえだ別館 市川市八幡2丁目7番6号

5324 Snack 茜 市川市八幡2丁目7番8号

5325 スナック玉ちゃん 市川市八幡2丁目8番2号中村ビル2F

5326 橙子家 市川市八幡3-1-1-1F

5327 三昧真火 市川市八幡3-1-1プレジデント

5328 扇屋市川本八幡店 市川市八幡3-1-7

5329 赤とうがらし 市川市八幡3-1-7-2F

5330 寅のすけ 市川市八幡3-20-4パートナー八幡ビル1F

5331 イデカフェラウンジ八幡店 市川市八幡3-2-1京成八幡駅下

5332 黒豚屋ぶん福ちゃがま 市川市八幡3-27-21千田ビル1階



5333 ライブハウスルートフォーティーン 市川市八幡3-27-22ニューイーストビル3F

5334 BlueDoors 市川市八幡3-27-22ニューイーストビルM2F

5335 イデカフェ京成八幡駅前店 市川市八幡3-3-1京成八幡ビル1階

5336 家庭料理和子 市川市八幡3-5-1

5337 和Syoku歩歩 市川市八幡3-7-15エスディービル101号

5338 なか川東風庵 市川市八幡3-7-18

5339 556 市川市八幡3-7-2

5340 魚ばる澤 市川市八幡3-7-2-1Amoto．8

5341 蕎麦ダイニング凛 市川市八幡3-7-2moto．8-1階

5342 沙羅 市川市八幡3-8-23

5343 ぐりる嘉野 市川市八幡3丁目11番7号

5344 マロンド本八幡店 市川市八幡3丁目19番1号

5345 有限会社 ジェイホテル 市川市八幡3丁目19番3号

5346 竹千代 市川市八幡3丁目26番3号

5347 インドとアジアの料理サンティ 市川市八幡3丁目27番22号

5348 とらふぐ亭 本八幡店 市川市八幡3丁目27番22号

5349 ベトナムレストランサンフラワー 市川市八幡3丁目27番5号

5350 カフェ＆ダイニング KAWAKAMI 市川市八幡3丁目29番26号

5351 ガスト京成八幡店 市川市八幡3丁目3番1号

5352 日高屋 京成八幡駅前店 市川市八幡3丁目3番1号

5353 ITALIAN KITCHEN BUONO 市川市八幡3丁目6番1号

5354 S．O．S 市川市八幡3丁目9番14号

5355 まつきゅう 市川市八幡4-18-30

5356 長男、もんたいちお 市川市八幡4-4-9山ビル1F

5357 沖縄料理焼鳥美豚 市川市八幡4-5-11東和マンション

5358 一茶 市川市八幡4丁目4番6号

5359 中華料理家園 市川市八幡4丁目5番11号

5360 富来也 市川市八幡4丁目8番25号

5361 千成鮨 市川市八幡6丁目3番24号

5362 ARROWS 市川市八幡一丁目11番24号クルーハウス201

5363 マクドナルド妙典駅店 市川市富浜1-14-1

5364 妙典彦酉 市川市富浜1-2-10

5365 カレーハウスCoCo壱番屋妙典駅店 市川市富浜1-2-10マーブ妙典1階

5366 焼肉吉四夢 市川市富浜1-4-17

5367 中華居酒屋 楽楽酒坊 市川市富浜1丁目2番17号

5368 ドトールコーヒーショップ 妙典駅前店 市川市富浜1丁目3番2号

5369 お好焼BRUNA 市川市富浜2-3-18

5370 牛角妙典店 市川市富浜2-6-1

5371 鳥山家 市川市富浜2-6-1

5372 結家 市川市富浜2-8-3

5373 瑞穂 市川市富浜2丁目16番1号

5374 リンガーハット千葉妙典店 市川市富浜2丁目1番11号

5375 レストラン マンマミーヤ。 市川市富浜2丁目3番10号

5376 居酒屋響や 市川市富浜3-17-19-A101

5377 高むら 市川市福栄1-17-7

5378 ナイトスポットシルクロード 市川市福栄1-17-8

5379 BAR748 市川市福栄1-17-8-102第一行徳ロードレジデンス

5380 福栄飯店 市川市福栄1-2-12

5381 居酒や兼子＆レッド30 市川市福栄1丁目17番12号

5382 居酒や兼子 市川市福栄1丁目17番12号

5383 家庭料理の店 ゆう 市川市福栄1丁目19番10号

5384 夢庵 市川福栄店 市川市福栄1丁目23番

5385 磯 市川市福栄1丁目3番13号

5386 ホットハウス 市川市福栄1丁目3番21号

5387 あ和 市川市福栄2-18-9

5388 居酒屋米山 市川市福栄2-19-1

5389 春香 市川市福栄2-9-5

5390 そば処 末よし 市川市福栄2丁目19番26号

5391 今日海飯店福栄店 市川市福栄3-10-5

5392 daassy's 市川市福栄3-22-8

5393 鳥よし 市川市福栄4丁目7番13号

5394 D-SMILE 市川市福栄4丁目7番13号

5395 みわこーひー 市川市平田1-10-19

5396 和食さと市川菅野店 市川市平田1-9-7

5397 サイゼリヤ 市川菅野店 市川市平田1丁目9番4号

5398 KingBias&VarietyStore 市川市平田2-7-1

5399 居酒屋日野 市川市平田3丁目6番7号

5400 焼肉 ソウル 市川市平田4丁目3番5号

5401 モスバーガー行徳新浜通り店 市川市宝2丁目1番29号

5402 CafeOLLON 市川市北国分1-11-18

5403 義寿司 市川市北国分1丁目15番10号

5404 鬼越溶岩焼 市川市北方1-8-15マルソウ

5405 家庭料理と酒肴ともちゃん 市川市北方1-9-11

5406 鳥ふじ 市川市北方1丁目13番14号

5407 スナック こころ 市川市北方1丁目8番13号

5408 焼肉レストラン赤門本八幡店 市川市北方2-28-20

5409 大陽 市川市北方2-5-9

5410 由 市川市北方2丁目7番10号

5411 豊栄鮨 市川市北方3-11-1

5412 パッパパスタ市川 市川市北方町4-1440-2

5413 スエヒロ館市川中山店 市川市北方町4-1828-3

5414 ことや 市川市北方町4-1873

5415 夢庵 市川大野店 市川市北方町4丁目1463番地1

5416 マクドナルド 北方町店 市川市北方町4丁目1463番地3号

5417 ガスト中山店 市川市北方町4丁目1838番地1

5418 若宮寿司 市川市北方町4丁目1840番地7

5419 Zekū 市川市北方町4丁目1858番地

5420 幸楽苑中山店 市川市北方町4丁目1954番1

5421 CAFERESTAURANTarata 市川市堀之内3-13-25

5422 ココス市川国分店 市川市堀之内3-31-10

5423 中国料理 ろぉしゃん 市川市堀之内3丁目17番16号

5424 K 市川市堀之内3丁目30番12号



5425 マクドナルド 北国分店 市川市堀之内3丁目30番18号

5426 煉瓦亭 市川市堀之内5丁目23番20号

5427 かつや行徳店 市川市本塩18-8

5428 居酒屋みなみ 市川市本塩21-2

5429 酒てんもちや 市川市本北方1-44-20-1F2号三協マンション

5430 家庭酒屋滿都吉 市川市本北方1-44-20三協マンション

5431 大八 市川市本北方2-23-7

5432 鮨処 魚がし 市川市本北方2丁目20番4号

5433 多留満鮨 市川市本北方2丁目21番4号

5434 CITRON 市川市本北方2丁目33番24号シャンブルドゥクレセント101

5435 支那ソバ小むろ 市川市末広1-18-13

5436 炭火海鮮七輪焼肉炙や 市川市末広1-18-13SATOMI4番館1階

5437 フラットバックカフェ 市川市末広1-18-13satomi四番館101号室

5438 ライブバー落陽 市川市末広1-9-14

5439 居酒屋ベースボール 市川市末広1-9-14

5440 はなう 市川市末広1丁目18番13号

5441 Pizzeria Due Lampioni 市川市末広1丁目7番21号

5442 TikkaHouse 市川市末広2-7-16セザール末広

5443 割烹わじま 市川市末広2丁目13番20号

5444 台湾料理元祥 市川市末広2丁目20-9シャトーハイツ1F

5445 寿屋 市川市末広2丁目4番8号

5446 PalavaHUT 市川市湊15-6カサグランデ88-101

5447 長太郎ビリヤード行徳バイパス店 市川市湊15-8-1階

5448 和盛居 市川市湊15番6-102号カサグランデ88

5449 札幌ラーメンどさん子娘 市川市湊15番地5号

5450 とんかつ 大幸 市川市湊4番地2

5451 焼肉 遊々亭 市川市湊5-2

5452 焼肉レストラン 安楽亭 市川市湊5-6

5453 麺屋 金獅子 市川市湊5番地2

5454 BarSharon 市川市湊新田1-2-6

5455 北海料理石狩 市川市湊新田1-6-12

5456 ナイトサパーブルージュ 市川市湊新田1-6-12第3吉ビル103

5457 餃子屋笑行徳本店 市川市湊新田1-6-15

5458 居酒屋ゆんたく 市川市湊新田1-6-18

5459 居酒屋かぞく亭 市川市湊新田1丁目14番2号

5460 独一処餃子 行徳店 市川市湊新田1丁目15番1号

5461 はま寿司 行徳店 市川市湊新田1丁目2番10号

5462 らーめん むげん 市川市湊新田1丁目3番15号1F

5463 潤の珈琲 市川市湊新田1丁目6-15

5464 PUBCATWALK 市川市湊新田1丁目6番12号105

5465 小料理きらく 市川市湊新田1丁目6番12号第三吉ビル107号

5466 紫音 市川市湊新田1丁目6番12号第三吉ビル108

5467 まる 市川市湊新田1丁目6番18号

5468 ゲームカフェ.Level 市川市湊新田2-1-18ビアメゾンロジェール

5469 福ひろ 市川市湊新田2-1-2ハイムるぽぜ

5470 ごちそう亭てんま 市川市湊新田2-1-2ハイムるぽぜ103

5471 バルスノーキークレッシェレ 市川市湊新田2-3-10

5472 悠Sakaba 市川市湊新田2-3-10湊新田ビル102

5473 カラオケスタジオナナ 市川市湊新田2-3-11飛鳥ビル2F

5474 アザーサイド 市川市湊新田2-3-4シェパリビル1F

5475 クレヨン 市川市湊新田2-6-10

5476 居酒屋絆 市川市湊新田2-6-4-103

5477 ナナタイストアー＆タイレストラン 市川市湊新田2-6-4モロマンションB102

5478 舞 市川市湊新田2-6-6-A10モロショッピングセンター

5479 ごましお 市川市湊新田2-6-6モロマンション105

5480 vivalice 市川市湊新田2-6-6モロマンション1F

5481 Rocco 市川市湊新田2-6-6モロマンションA-115

5482 焼肉55 市川市湊新田2-6-7

5483 炭火焼肉春枝 市川市湊新田2-9-10

5484 バリバリジョニー 市川市湊新田2-9-10

5485 山ちゃんらーめん 市川市湊新田2-9-11関口店舗

5486 プライベートシェフズスタジオ 山岡 市川市湊新田2丁目1番12号

5487 ボンベイパレス 市川市湊新田2丁目1番18号

5488 中華食堂 かしわ 市川市湊新田2丁目1番25号

5489 季節料理 安曇野 市川市湊新田2丁目1番2号

5490 手作り料理むつ子 市川市湊新田2丁目2番2号

5491 みやげや 2号 市川市湊新田2丁目2番2号

5492 みやげや 市川市湊新田2丁目2番2号

5493 彩食いっこん 市川市湊新田2丁目3番10号-102

5494 はす池 市川市湊新田2丁目3番11号

5495 居酒屋大きち 市川市湊新田2丁目5番2号

5496 酒処 甲州 市川市湊新田2丁目6番10号

5497 レストラン＆バーマキ 市川市湊新田2丁目6番3号モロマンションB棟1F105号

5498 girasole 市川市妙典2丁目7番17号

5499 柿の樹 市川市妙典3-13-10柿の樹

5500 INDIANRESUTAURANTSAINO 市川市妙典3-15-19

5501 焼肉城 市川市妙典3-22-11-101ネオパサージュ1階101号

5502 315cafe 市川市妙典3丁目17-16

5503 洋食yabukarabou 市川市妙典3丁目22番11号1F

5504 土馬十駕 市川市妙典3丁目2番1号

5505 中華料理かさや 市川市妙典3丁目9番20号

5506 れんげ食堂Toshu妙典店 市川市妙典4-2-12

5507 海鮮処寿し常 マーヴ妙典店 市川市妙典4-2-12-704

5508 はなの舞妙典店 市川市妙典4-2-12M’av妙典内

5509 ヴィドフランス 市川市妙典4-2-12マーヴ妙典内

5510 妙典酒場どらごん 市川市妙典4-3-18

5511 妙典イタリアンバル134 市川市妙典4-3-27-102

5512 マクドナルドイオン市川妙典店 市川市妙典4-4-1

5513 大戸屋イオン市川妙典店 市川市妙典4-4-1イオン市川妙典店3番街1階

5514 中国ラーメン華風伝 市川市妙典4-9-12エクセレント青山

5515 らあめん花月嵐 妙典駅前店 市川市妙典4丁目1番1号

5516 コンセッション 3F 市川市妙典4丁目1番1号



5517 ポポラマーマ 妙典駅前店 市川市妙典4丁目2番12号

5518 松屋 妙典店 市川市妙典4丁目2番12号

5519 信州そば処 そじ坊 市川市妙典4丁目2番12号

5520 株式会社サイゼリヤ 妙典駅前店 市川市妙典4丁目4番27号

5521 かつてんイオン市川妙典 市川市妙典5-3-1イオン市川妙典

5522 ココスイオン市川妙典店 市川市妙典5-3-1イオン市川妙典1番街内

5523 横浜中華華星 市川市妙典5-3-1イオン市川妙典店1F

5524 MARSANBAR 市川市妙典5-5-23シャーメゾンシムラ102

5525 街のイタリア料理屋さんポン吉 市川市妙典5-7-2テクノス221-B

5526 greener 市川市妙典5丁目2番5号

5527 サーティワンアイスクリーム 市川市妙典5丁目3番1号

5528 はなまるうどん イオン市川妙典店 市川市妙典5丁目3番1号

5529 リンガーハット イオンモール市川妙典店 市川市妙典5丁目3番1号

5530 築地銀だこ イオン市川妙典 市川市妙典5丁目3番1号

5531 いっしん 市川市妙典5丁目5番22号

5532 焼肉きんぐ みやぎ台店 船橋市みやぎ台2丁目3番2号

5533 喰べ処なかしま 船橋市みやぎ台3-3-25

5534 ミュージックパブ56 船橋市みやぎ台3-4-2

5535 炭火焼肉香林 船橋市みやぎ台3-4-24

5536 檜氣 船橋市印内1-8-27

5537 ナイトブリーズ 船橋市印内1丁目9番

5538 呑処なべ吉 船橋市印内町564-1-2階

5539 BARBeroBero 船橋市印内町564-1第5島田ビル1階

5540 屋台屋博多劇場西船橋店 船橋市印内町564-8

5541 鳥貴族西船橋店 船橋市印内町564-8-3階

5542 居酒屋いくなら俺んち来い。西船橋店 船橋市印内町564-8サウスサイドビル地下1F

5543 Mighty Line 船橋市印内町564番地1

5544 BarLoungeシーガーディアン 船橋市印内町564番地1第5シマダビル5階

5545 日高屋 西船橋南口店 船橋市印内町564番地6

5546 串かつでんがな西船橋店 船橋市印内町564番地8サウスサイドビル1F

5547 ドトールコーヒーショップ 西船橋南口店 船橋市印内町584番地1

5548 ラーメンかいざん西船橋店 船橋市印内町599-3

5549 大漁船 船橋市印内町599-3-4サンライズビル

5550 よっちゃん 船橋市印内町599番地3

5551 やよい軒 西船橋店 船橋市印内町603番地1

5552 はなの舞西船橋南口店 船橋市印内町603番地1田中ビル1F

5553 三代目鳥メロ西船橋南口店 船橋市印内町637-3

5554 大衆寿司割烹しまず寿司 船橋市栄町1丁目12番8号

5555 ラーメンショップ大神保町店 船橋市下神保町1300番地1

5556 インド料理RAJAN 船橋市夏見1-19-10-103

5557 焼肉やまと 船橋市夏見1-8-28

5558 からやま 船橋市場通り 船橋市夏見1丁目11番33号

5559 吉鳥○ 船橋市夏見1丁目4番24号

5560 幸楽苑船橋市場通店 船橋市夏見1丁目4番60号

5561 喫茶・スナックダンディー 船橋市夏見2丁目23番12号

5562 スナックオアシス 船橋市夏見2丁目23番12号グリーンヒル夏見V103号

5563 MYYAKINIKUSTYLE将泰庵商店 船橋市夏見3-20-16

5564 やきとりゆたか 船橋市夏見3-2-14

5565 MaMa'sKitchen 船橋市夏見3-32-20

5566 老渝城 船橋市夏見3丁目20番16号

5567 カラオケBanBan 船橋夏見店 船橋市夏見3丁目31番25号

5568 はな膳夏見店 船橋市夏見3丁目561番地1

5569 株式会社吉光 船橋市夏見4-1-34

5570 お好み焼居酒屋にゃがにゃが屋 船橋市夏見4-22-11サカエビル1F

5571 うなぎかく本 船橋市夏見4-22-6

5572 居酒屋じむしょ 船橋市夏見4-30-31

5573 ビュッフェ 船橋市夏見4丁目16番1号

5574 木集 船橋市夏見4丁目22番8号

5575 田舎料理さとうl 船橋市夏見4丁目30番11号

5576 ひまわり 船橋市夏見4丁目5番18号

5577 味の十八番 船橋市夏見6丁目9番3号

5578 柳寿司 船橋市夏見台1-13-6

5579 天てこ舞 船橋市夏見台1丁目15番7号

5580 居酒屋清ちゃん 船橋市夏見台1丁目15番7号

5581 壱鵠堂 夏見台店 船橋市夏見台1丁目18番1号

5582 ATMOSPHERE アトモスフェール 船橋市夏見台1丁目1番16号

5583 スシロー 夏見台店 船橋市夏見台2丁目2番60号

5584 花ざわ 船橋市夏見台2丁目3番18号

5585 焼肉きんぐ 船橋夏見台店 船橋市夏見台2丁目4番18号

5586 鮨清 船橋市夏見台3-4-16

5587 オリーブの丘船橋夏見台店 船橋市夏見台3-8-5

5588 萬来 船橋市夏見台3-9-23

5589 がってん寿司 船橋夏見台店 船橋市夏見台3丁目12番10号

5590 しゃぶ葉 船橋夏見台店 船橋市夏見台3丁目18番1号

5591 ココス夏見台店 船橋市夏見台4-1-1

5592 らーめんやひろ 船橋市夏見台4-7-11

5593 丸よし 船橋市夏見台4-7-11

5594 モグモグ亭 船橋市夏見台4-7-11

5595 まんさく 船橋市夏見台4丁目15-23

5596 三蛤鮨 船橋市夏見台4丁目20番59号

5597 ビッグボーイ 船橋夏見台店 船橋市夏見台4丁目3番1号

5598 もんじゃ月島夏見台店 船橋市夏見台4丁目7番11号

5599 スナック愛菜 船橋市夏見台4丁目7番9号

5600 福満苑 船橋市夏見台5丁目11番3号

5601 かまくら 船橋市夏見台5丁目13番24号

5602 ネプチューン 船橋市海神1-27-10

5603 美食坊 船橋市海神1丁目28番7号

5604 有限会社 二番屋 船橋市海神1丁目28番9号

5605 二葉 船橋市海神2-14-19

5606 でん 船橋市海神2-23-30

5607 おでん武居 船橋市海神2-23-32

5608 oh波那 船橋市海神2-8-16



5609 大衆酒場松むら 船橋市海神2丁目14番18号

5610 イーグル 船橋市海神2丁目8番22号

5611 居酒屋みみ 船橋市海神3丁目27番1号新船橋ハイツ

5612 寿司勝 船橋市海神4-13-6

5613 お好み焼き金次郎 船橋市海神4-14-15-1階B渡辺店舗

5614 カラオケ居酒屋1043 船橋市海神4-21-1

5615 春木屋 船橋市海神4丁目11番5号

5616 海神亭 船橋市海神4丁目11番7号

5617 居酒屋末廣 船橋市海神4丁目14番10号

5618 とりQ 船橋市海神4丁目14番11号

5619 みもざ 船橋市海神4丁目21番1号

5620 そば処 重弘 船橋市海神4丁目29番13号

5621 居酒屋あき 船橋市海神5-1-19第二浜田ビル

5622 8daysCereal 船橋市海神5-1-20

5623 こけし 船橋市海神5丁目1番17号

5624 カラオケ パブ すだち 船橋市海神5丁目1番20号

5625 やなぎ 船橋市海神5丁目1番21号

5626 サイゼリヤ船橋海神店 船橋市海神5丁目20番1号

5627 cafe処 海神○ 船橋市海神5丁目3番21号

5628 寿司孝ふじ 船橋市海神6-22-14

5629 海神コロニー 船橋市海神6-8-11堀内ビル3F

5630 カラオケBanBan 西船橋店 船橋市海神6丁目14番10号

5631 竹亭 船橋市海神6丁目20番23号

5632 焼肉レストランフェニックス 船橋市海神町2-237

5633 はま寿司 船橋海神店 船橋市海神町西1丁目1206番地1

5634 SOBAYA道らく 船橋市葛飾町2-377-3京葉第一ビル1階

5635 百花亭 船橋市葛飾町2-403-5第3小森ビル101号

5636 ホルモン焼肉はやぶさ 船橋市葛飾町2-408-2

5637 ぐろーばる 船橋市葛飾町2丁目380番地2

5638 炭火焼しちりん 西船橋南口店 船橋市葛飾町2丁目380番地2

5639 葛羅 船橋市葛飾町2丁目402番地2

5640 串市 船橋市葛飾町2丁目403番2号

5641 とんかつ 栄ちゃん 船橋市葛飾町2丁目446番

5642 あけの 船橋市丸山1-1-3

5643 とんかつ山道馬込沢店 船橋市丸山1-52-10

5644 居酒屋ゆき 船橋市丸山1-57-3

5645 花束（ブーケ） 船橋市丸山1丁目18番15号

5646 ハッピーミチヨ 船橋市丸山2丁目3番14号

5647 居酒屋 妙 船橋市丸山2丁目3番14号

5648 居酒屋たかはし 船橋市丸山3丁目3番1号

5649 インド料理TIRANGASPICE 船橋市丸山3丁目3番2号

5650 鳥勘 船橋市丸山3丁目8番3号

5651 マイム 船橋市丸山4-3-16

5652 古民家さんかい亭 船橋市丸山4-8-1

5653 中国食菜華南 船橋市丸山5-30-1

5654 TIFFANY 船橋市丸山5-32-1

5655 居酒屋チェリー 船橋市丸山5-32-4

5656 ごはん屋ON＆OFF 船橋市丸山5-32-5

5657 カラオケ喫茶 月リズム 船橋市丸山5丁目1番8号

5658 一りょう 船橋市丸山5丁目32番1号

5659 バレンタイン アイランド 船橋市丸山5丁目46番8号

5660 コーヒーレストラン地中海料理てんとうむし 船橋市丸山5丁目48番

5661 居酒屋 すずめ 船橋市丸山5丁目4番36号

5662 カラオケ 居酒屋 はしもと 船橋市丸山5丁目4番36号

5663 むさし庵 船橋市丸山5丁目9番4号

5664 たまちゃん 船橋市宮本1-10-5地下一階プチビル

5665 ねぎちゃん 船橋市宮本1-10-7

5666 インドカレーサーラ 船橋市宮本1-17-10

5667 スナックプリティ 船橋市宮本1-18-8

5668 兄弟カルビ 船橋市宮本1-19-7

5669 焼肉くいどん船橋宮本店 船橋市宮本1-22-8

5670 とんかつふくやま 船橋市宮本1丁目10番7号サンハイツ青山102

5671 焼肉レストバンバン 船橋市宮本1丁目11番6号

5672 びすとろ For Now 船橋市宮本1丁目19番7号

5673 蛇の目寿司 船橋市宮本1丁目22番1号

5674 SpiceBarEn 船橋市宮本2-1-2Kモール拾壱番館1階

5675 パブラウンジS&Y 船橋市宮本2-13-11丸商船橋ビル

5676 finalcross 船橋市宮本2-13-8佐藤ビル1F

5677 TAKARAZUKA 船橋市宮本2-13-8佐藤店舗

5678 木曽路 船橋店 船橋市宮本2丁目12番15号

5679 焼肉きんぐ船橋宮本店 船橋市宮本2丁目13番16号

5680 ぽっぽ 船橋市宮本2丁目13番6号

5681 ホルモンじん 船橋市宮本2丁目14番8号

5682 スナック ダリア 船橋市宮本2丁目14番8号

5683 中華ダイニング Oto 船橋市宮本2丁目4番10号

5684 魚菜だんらん食堂船橋宮本店 船橋市宮本3-10-1

5685 うーたこ分店 船橋市宮本3丁目10番1号

5686 スシロー 船橋店 船橋市宮本3丁目2番6号

5687 季節料理 かっぱ 船橋市宮本3丁目5番3号

5688 チェリオ 船橋市宮本3丁目9番19号

5689 Le Cafe de Pomme 船橋市宮本3丁目9番1号

5690 スナック綾 船橋市宮本4-18-10

5691 喜洋洋 船橋市宮本4-19-6庄司ビル

5692 STEAK＆COFFEETEXAS 船橋市宮本4-19-8

5693 スナックKei 船橋市宮本4-19-8

5694 カラオケエリカ 船橋市宮本4-2-13

5695 スナックドルチェ 船橋市宮本4丁目19番12号ヨモギダビル1階

5696 居酒屋 たかゆう 船橋市宮本4丁目19番6号

5697 Fu～ 船橋市宮本4丁目19番8号

5698 居酒屋割烹 まつ田 船橋市宮本4丁目1番2号

5699 お食事処旬の酒肴麻耶 船橋市宮本4丁目2番14号

5700 船橋市宮本4丁目5番7号



5701 げんべえ 船橋市宮本5-8-11

5702 かっぽう かとう 船橋市宮本5丁目13番19号

5703 居酒屋そうすけ 船橋市宮本5丁目1番1号

5704 居酒屋世知子 船橋市宮本6-12-15

5705 Rokumonsen 船橋市宮本6-12-15

5706 満々亭 船橋市宮本6-12-15

5707 こまつや 船橋市宮本6-5-13

5708 ガスト 船橋宮本店 船橋市宮本7丁目1番5号

5709 菜来軒 船橋市宮本8-37-6

5710 かぶら屋船橋競馬場店 船橋市宮本8-42-1鳥光ビル1階

5711 船橋酒場青空 船橋市宮本8-42-2岡崎ビル2F

5712 ピザハウスビバ 船橋市宮本8-42-3

5713 Indian Restaurant Agni 船橋市宮本8丁目31番14号

5714 スナックマリモ 船橋市宮本8丁目42番1号鳥光ビル2F

5715 PARS KEBAB 船橋市宮本8丁目42番4号

5716 居酒屋どんどん 船橋市宮本9-2-23

5717 フォルクス船橋店 船橋市宮本9-4-1

5718 スナック 巴梨 船橋市金杉2丁目6番5号

5719 スコッチハウスバードランド 船橋市金杉4-5-16金杉マンション105号

5720 居酒屋みっちゃん 船橋市金杉4-9-13

5721 パブマシュー 船橋市金杉4丁目5番16-103号

5722 中華家族まるなか 船橋市金杉5-7-17

5723 サイゼリヤ船橋金杉店 船橋市金杉5丁目10番

5724 スナックさくら 船橋市金杉5丁目1番10号

5725 パブスナックK 船橋市金杉5丁目1番11号

5726 寿し鉄 船橋市金杉8丁目6番11号

5727 やきとりのさとう 船橋市金杉8丁目6番9号

5728 焼肉天龍 船橋市金杉9-3-23

5729 とんかつかつ膳 船橋市金杉9-3-35木下ビル1F

5730 秋枝のだいどころ 船橋市金杉台1-1-4-101

5731 天空の風 船橋市金杉町886番

5732 スナックその 船橋市古作2-1-18

5733 長勝餃子坊 船橋市古作2-1-19鈴木ビル1階

5734 古作やぶ 船橋市古作2丁目1番17号

5735 ステーキビッグボーイ 中山競馬場前店 船橋市古作3丁目10番27号

5736 さえ美 船橋市古作町2丁目1番18号

5737 ホテル純 船橋市古和釜町159番地

5738 ナンハウス 船橋市古和釜町850-3

5739 ぞうさんカレー 船橋市行田1-46-20

5740 ピエロ 船橋市行田1-46-3

5741 とよ川 船橋市行田1-48-3

5742 やきとり広場寿々 船橋市行田1丁目20番16号

5743 彦寿し 船橋市行田1丁目48番12号

5744 コミュニティレストラン結 船橋市行田3-2-13-109

5745 金河楼 船橋市高根台1-13-1メゾン静102

5746 中華上海 船橋市高根台1-7-8

5747 居酒屋加賀 船橋市高根台1-7-8

5748 ライスタ 船橋市高根台1-7-8イイダビル1階

5749 寄り処しん和 船橋市高根台1-7-9-2階

5750 ピアチェーレ 船橋市高根台1-8-1遠藤ビル1F

5751 お食事処 江戸川 船橋市高根台1丁目11番14号

5752 居酒屋 タイランド・チョークディ 船橋市高根台1丁目11番3号

5753 サイゼリヤ エポカ高根台店 船橋市高根台1丁目2番1号

5754 夢庵 高根台プラザ店 船橋市高根台1丁目2番2号

5755 カントリー 船橋市高根台1丁目2番2号117

5756 山東料理手作り焼き餃子店 船橋市高根台1丁目2番地

5757 笑かど 高根公団店 船橋市高根台1丁目6番3号

5758 零 ZERO 船橋市高根台1丁目7番2号

5759 焼鳥福だるま 船橋市高根台1丁目7番8号

5760 カラオケ喫茶あんず 船橋市高根台1丁目7番8号

5761 御食事処軽食＆喫茶あーと 船橋市高根台1丁目7番8号

5762 ペコ 船橋市高根台1丁目7番8号

5763 スナック＆喫茶 優里 船橋市高根台1丁目7番8号

5764 鉄板焼ステーキさくら亭 船橋市高根台1丁目8番1号高野内ビル2F

5765 麦の仔 船橋市高根台1丁目8番2号

5766 カーサデッラピッツァ 船橋市高根台3-3-H-8東ショッピングセンター

5767 中国物産 福源 船橋市高根台3丁目7番11号

5768 アジイチ 船橋市高根台4丁目22番7号

5769 海鮮やまる久 船橋市高根台4丁目23番地19号東海ビル1F-B

5770 パブスナックイヴ 船橋市高根台4丁目31番7号

5771 そば花 船橋市高根台4丁目32番5号

5772 コロール 船橋市高根台6-1-5

5773 キッチンすみれ 船橋市高根台6-1-6コーポ大栄101

5774 たきゑ 船橋市高根台6-1-6大栄コーポ103号

5775 Lady'sBarアウル 船橋市高根台6-1-8第1きららビル1F

5776 夕貴 船橋市高根台6-1-9

5777 ふくちゃん 船橋市高根台6-27-1

5778 パスタ屋あると 船橋市高根台6-40-12-101ガレリア高根台

5779 居酒屋鈴や 船橋市高根台6-40-2

5780 五代目らーめん処まるは商店 船橋市高根台6-43-14

5781 やきとりあやちゃん 船橋市高根台6-46-3

5782 スナック喫茶 ゴロ- 船橋市高根台6丁目19番23号

5783 オレンジ 船橋市高根台6丁目1番12号

5784 Ikuko 船橋市高根台6丁目1番6号

5785 味香園（2号店） 船橋市高根台6丁目2番24号

5786 あぶたや 船橋市高根台6丁目33番20号

5787 カラオケひまわり 船橋市高根台6丁目41番16-103号

5788 香港料理飲茶 珍味苑 船橋市高根台6丁目45番1号

5789 居酒屋美の家 船橋市高根台7-13-16

5790 居食屋つみれ 船橋市高根台7-13-16ハイツ順101

5791 みさきっちゃん 船橋市高根台7-13-1大京ビル102

5792 CLASSICKITCHEN&BAR 船橋市高根台7-13-21



5793 風 船橋市高根台7-13-3

5794 居酒屋まあさ 船橋市高根台7-13-4

5795 食菜おかもと 船橋市高根台7-13-6

5796 カラオケBARうさぎ 船橋市高根台7-14-3101

5797 ELENAS 船橋市高根台7-14-3-203高根台7丁目ビル

5798 バーファーストステージ 船橋市高根台7-14-3高根台7丁目ビル

5799 らーめん寺子屋伍陣 船橋市高根台7-15-10

5800 ズッカ 船橋市高根台7-15-9

5801 居酒屋八榮 船橋市高根台7-16-6

5802 カラオケ倶楽部メルシー 船橋市高根台7-16-7デイノ高根台102

5803 トラットリアカズ 船橋市高根台7-18-2

5804 マイウー 船橋市高根台7-18-2

5805 つなぎ 船橋市高根台7-30-17

5806 カラオケBar唯 船橋市高根台7-6-3

5807 居酒屋だ～い好き 船橋市高根台7丁目10番11号

5808 船橋市高根台7丁目10番11号

5809 スナック秀 船橋市高根台7丁目13番13号

5810 ブルーベリー 船橋市高根台7丁目13番15号

5811 飲み処ふじ 船橋市高根台7丁目13番4号

5812 居酒屋 RRR 船橋市高根台7丁目13番5号

5813 居酒屋和 船橋市高根台7丁目14番14号

5814 MC'S 船橋市高根台7丁目14番1号アルテハイム高根台

5815 洋風居酒屋 かおる 船橋市高根台7丁目14番3号

5816 スナック ロマン 船橋市高根台7丁目14番3号

5817 ビクトリー 船橋市高根台7丁目16番7号

5818 クラップ 船橋市高根台7丁目18番2号

5819 居酒屋みこし 船橋市高根台7丁目6番4号

5820 みのり 船橋市高根台7丁目7番14号

5821 SNACK 遊美 船橋市高根台7丁目9番12号

5822 カラオケ喫茶ジュリアン 船橋市高根台7丁目9番13号

5823 C．Y． ちあき 船橋市高根台7丁目9番17号

5824 蔵6330 船橋市高根町1781-2

5825 麺屋 武士道 船橋店 船橋市高根町538番地2

5826 サッポロビール千葉ビール園 船橋市高瀬町2番地

5827 一串 船橋市高野台3丁目4番31号

5828 鳥勝 船橋市咲が丘1-20-22

5829 タンタワン 船橋市咲が丘1-2-3

5830 中華しばさき 船橋市咲が丘1-34-12

5831 Bar神龍 船橋市咲が丘1-34-14ミヤビマンション2F

5832 なか卯 船橋咲が丘店 船橋市咲が丘1丁目24番5号

5833 カラオケ本舗 まねきねこ 船橋咲が丘店 船橋市咲が丘1丁目25番10号

5834 カラオケ純子 船橋市咲が丘1丁目2番4号

5835 Radiant 船橋市咲が丘1丁目33番43号

5836 李家 船橋市咲が丘1丁目3番23号

5837 パブプロスパー 船橋市咲が丘1丁目4-3-102

5838 大丸 船橋市咲が丘1丁目5番20号

5839 ese cafe 船橋市咲が丘1丁目5番21号

5840 吟家 船橋市咲が丘1丁目6番4号

5841 煮干し中華そば成る魚 船橋市咲が丘2-1-5

5842 海鮮味処大将 船橋市咲が丘2-24-10

5843 はま寿司 船橋咲が丘店 船橋市咲が丘2丁目19番10号

5844 ガスト 船橋二和店 船橋市咲が丘2丁目19番13号

5845 御代川 船橋市咲が丘2丁目27番18号

5846 居酒屋スナック あっぱれ 船橋市咲が丘2丁目42番6号

5847 かの川 船橋市咲が丘3-10-12

5848 居酒屋ゆう 船橋市咲が丘3-11-4

5849 金むら 船橋市咲が丘3-25-37

5850 ぢどり食堂 船橋市咲が丘3-27-1

5851 居酒屋章 船橋市咲が丘3-27-14

5852 ジョティキラン 船橋市咲が丘3-27-5

5853 すえひろ 船橋市咲が丘3-4-16-2

5854 居酒屋ふくろう 船橋市咲が丘3丁目16番8号ハギヤ荘1階101号

5855 カラオケ館船橋咲が丘店 船橋市咲が丘3丁目1番30号

5856 八起 船橋市咲が丘3丁目21番1号

5857 小川家 船橋市咲が丘3丁目22番13号

5858 まとい寿し 船橋市咲が丘4-23-10

5859 花 船橋市咲が丘4-3-6

5860 ふくふく 船橋市咲が丘4丁目3番5号

5861 おきな寿司 船橋市咲が丘4丁目4番6号

5862 小料理 みかめ 船橋市咲が丘4丁目6番27号

5863 来々軒 船橋市三咲2-13-7

5864 入船鮨 船橋市三咲2-13-8

5865 炭火焼鳥ひょうたん 船橋市三咲2-17-4

5866 家庭料理いまい 船橋市三咲2-2-3武藤ビルB1F

5867 地産工房KAN（漢） 船橋市三咲2-8-16第3日興ハイツ1階

5868 立呑み ぴっぽっぱ 船橋市三咲2丁目2番3号

5869 BARADVANCE 船橋市三咲2丁目2番3号武藤ビルB1F

5870 カラムリア ラ クレープ 船橋市三咲2丁目7番5号

5871 焼肉嶋 船橋市三咲3-1-14

5872 ラーメンよしじろう 船橋市三咲3-1-17

5873 居酒屋田なべ 船橋市三咲3-7-14

5874 メルカンテ 船橋市三咲3丁目10番1号

5875 ハヴェリ 船橋市三咲3丁目1番14号

5876 札幌ラーメン えぞふじ 船橋市三咲3丁目1番14号

5877 ピーターパン珈琲 船橋三咲店 船橋市三咲4丁目12番20号

5878 呑み処喰い処 丸三 船橋市三咲5丁目32番10号

5879 胡蝶 船橋市三咲9-2-14

5880 割烹いしい 船橋市三咲町143-15

5881 居酒屋道草 船橋市三山2-44-21

5882 Taverna 恵 船橋市三山2丁目1番12号

5883 居酒屋おてもやん 船橋市三山2丁目44番21号

5884 スナック なつこ 船橋市三山2丁目44番21号



5885 旬菜ダイニングkanvege 船橋市三山3-18-3

5886 酒唄スタジオ亜美 船橋市三山4-31-5

5887 いざかや久美 船橋市三山4-31-5

5888 居酒屋さと 船橋市三山4-31-5

5889 酒処 かづ 船橋市三山4丁目31番5号

5890 大松食堂 船橋市三山6-42-3

5891 インドレストランS・ターラ 船橋市三山6-46-3アキラハイツ1階

5892 築地 船橋市三山6丁目42番1号

5893 アジアンダイニングシヴァ 船橋市三山7-12-7、1-A

5894 大幸寿司 船橋市三山7-4-23

5895 居酒屋紀之家 船橋市三山7-8-3

5896 7丁目イタリア食堂Makita 船橋市三山7丁目12番5号

5897 カフェ・ギャルリ・ソルシエール 船橋市三山7丁目12番8号

5898 有限会社藤乃 船橋市三山8-24-11

5899 味よし 船橋市三山8-25-5

5900 みやけ 船橋市三山8-34-9関越ビル2F

5901 PONTODEENCONTRO 船橋市三山8-36-7

5902 お好み焼ダイニング 向日葵 船橋市三山8丁目1番3号

5903 花あかり船橋店 船橋市山手1-1-8イオンモール舟橋内1F

5904 サーティワンアイスクリームイオンモール船橋店 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋

5905 piaSapido新船橋店 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋1F

5906 五穀新船橋店 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋1階

5907 舎鈴 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋3階フードコート内

5908 麻布十番モンタボーイオンモール船橋店 船橋市山手1-1-8イオンモール船橋店内1階

5909 ヴィ・ド・フランス新船橋店 船橋市山手1-3-15

5910 肉問屋肉丸商店イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5911 海鮮三崎港 イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5912 つけ麺・らーめん春樹 船橋市山手1丁目1番8号

5913 讃岐うどんの心 つるさく イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5914 鮪市場 船橋市山手1丁目1番8号

5915 ケンタッキー・フライド・チキン イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5916 KALASH 船橋市山手1丁目1番8号

5917 スターバックスコーヒー イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5918 テキサス キング ステーキ 船橋市山手1丁目1番8号

5919 とんかつ 新宿さぼてん 船橋市山手1丁目1番8号

5920 PS マリノ 船橋市山手1丁目1番8号

5921 パルメナーラ 船橋市山手1丁目1番8号

5922 リンガーハット イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5923 船橋餃子軒 船橋市山手1丁目1番8号

5924 tapioca sweets tutu 船橋市山手1丁目1番8号

5925 マクドナルド イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5926 築地銀だこ イオンモール船橋店 船橋市山手1丁目1番8号

5927 ミスタードーナツイオンモール船橋ショップ 船橋市山手1丁目1番8号イオンモール船橋3F

5928 焼⾁⽜星　新船橋店 船橋市山手1丁目3番2号

5929 有限会社山手満留賀 船橋市山手2丁目9番17号

5930 えびす 船橋市山手3丁目4番1号

5931 夢庵 西船橋店 船橋市山野町113番地1

5932 ガスト 西船橋店 船橋市山野町160番地1

5933 しゃぶ葉 西船橋 店 船橋市山野町160番地1

5934 インド料理 ビニタ 船橋市山野町40番地3

5935 しんちゃん 船橋市山野町41-103

5936 やまちゃん 船橋市山野町41-5第3ホワイトパレス101

5937 多楽 船橋市山野町41番地4第二ホワイトパレス

5938 旬彩酒房成る 船橋市山野町58-1

5939 ほかけ寿司 船橋市山野町58-1

5940 晴る家 船橋市山野町58-1ドリーム加藤101

5941 香味苑 船橋市山野町60-1

5942 タイ料理レストランキンメダイ 船橋市山野町68-5パストラル弐番館1階部分

5943 鳥小屋 船橋市山野町86-1藤田コーポ102鳥小屋

5944 味のそば処三松 船橋市山野町86番地1

5945 レストランミラベル 船橋市山野町86番地1

5946 くるまやラーメン西船橋店 船橋市山野町8番地3

5947 すし処ひしの木 船橋市市場1-8-1

5948 お多福 船橋市市場1丁目8番1号

5949 有限会社 大乃家 船橋市市場1丁目8番1号

5950 株式会社樹 船橋市市場2-9-1

5951 ジョナサン船橋市場店 船橋市市場2丁目1番30号

5952 吉野家 船橋市場町店 船橋市市場2丁目2番28号

5953 和光鮨 船橋市市場4-1和光台ハイツ1-102

5954 葵菜 船橋市市場4丁目11番5号

5955 かつや船橋芝山店 船橋市芝山1丁目36番5号

5956 まるこう 船橋市芝山3-1-7

5957 香港料理・飲茶 珍味苑 飯山満駅前店 船橋市芝山3丁目12番15号

5958 サイゼリヤ船橋芝山店 船橋市芝山3丁目7番1号

5959 コメダ珈琲店船橋芝山店 船橋市芝山4-17-4

5960 焼肉葎 船橋市芝山4-3-1

5961 ケンタッキーフライドチキン 船橋芝山店 船橋市芝山4丁目1番

5962 昇龍 船橋市芝山5丁目1番4号

5963 びっくりドンキー船橋芝山店 船橋市芝山5丁目38-3

5964 とりまここから 船橋市芝山6-62-9-101カーサプロヴァンス

5965 上むら 船橋市芝山6丁目59番3号

5966 蔵出し味噌 麺場 芝山商店 船橋市芝山6丁目60番3号

5967 有限会社ヴィルゴビール 船橋市若松1-2-1船橋競馬場内

5968 千石 船橋市若松1丁目1番29号

5969 熟成焼肉いちばん 南船橋店 船橋市若松1丁目2番10号

5970 はま寿司 南船橋店 船橋市若松1丁目2番10号

5971 かつ庵 南船橋店 船橋市若松1丁目2番11号

5972 田久保売店 船橋市若松1丁目2番1号

5973 1F売店 東西商会B 船橋市若松1丁目2番1号

5974 2F売店 東西商会A 船橋市若松1丁目2番1号

5975 3F売店 東西商会 船橋市若松1丁目2番1号

5976 すし銚子丸 南船橋店 船橋市若松1丁目2番7号



5977 焼肉ライク 船橋ららぽーと前店 船橋市若松1丁目2番9号

5978 いろり庵きらく南船橋店 船橋市若松2丁目1番1号

5979 ココス習志野台店 船橋市習志野1-10-8

5980 幸楽苑習志野台店 船橋市習志野1丁目10-3

5981 一蘭 船橋店 船橋市習志野1丁目9番1号

5982 吉野家習志野台店 船橋市習志野1丁目9番23号

5983 金楽 船橋市習志野2丁目11番12号

5984 梅乃食堂 船橋市習志野4-2-6

5985 ビッグボーイ 船橋習志野店 船橋市習志野4丁目5番5号

5986 大阪王将 習志野店 船橋市習志野4丁目7番2号

5987 麺義国 船橋市習志野5-1-10

5988 YASHAR（ケバブハウスヤシャール） 船橋市習志野5-1-11

5989 オンリーワン 船橋市習志野5-1-9

5990 和食レストランとんでん習志野店 船橋市習志野5-2-1

5991 鳥学 船橋市習志野5-2-1

5992 らあめん花月嵐習志野店 船橋市習志野5-4-15

5993 どてちん習志野店 船橋市習志野5-6-38

5994 四川料理美食府北習志野店 船橋市習志野5-6-50

5995 居酒屋風和 船橋市習志野5-6-8

5996 けん太 船橋市習志野5丁目1番9号

5997 サイゼリヤ マルエツ 東習志野店 船橋市習志野5丁目2番1号

5998 友 船橋市習志野5丁目6番42号

5999 しちりん高根木戸駅前店 船橋市習志野台1-1-1

6000 チェリー 船橋市習志野台1-12-1-104

6001 いくどん習志野台店 船橋市習志野台1-12-1-105平田マンション

6002 一歩 船橋市習志野台1-15-3ダイヤハイツ1F102

6003 Bar爺(Zi) 船橋市習志野台1-1-7ユニゾンビル1F

6004 かつ波奈北習志野店 船橋市習志野台1-18-8

6005 INDRENIINDIANNEPALIRESTAURANT 船橋市習志野台1丁目12-1

6006 ジャンボ 船橋市習志野台1丁目12番1号

6007 スシロー 船橋高根木戸店 船橋市習志野台1丁目12番5号

6008 呑み処 ゆうか 船橋市習志野台1丁目15番3号

6009 居酒屋おみちゃん 船橋市習志野台1丁目15番3号ダイアハイツ104

6010 スナックローズハウスチャコ 船橋市習志野台1丁目18番3号

6011 カラオケ館 船橋北習志野店 船橋市習志野台1丁目19番15号

6012 一番かるび 北習志野店 船橋市習志野台1丁目19番15号

6013 晴晴飯店 イオン高根木戸店 船橋市習志野台1丁目1番3号

6014 ジョナサン 習志野台店 船橋市習志野台1丁目22番10号

6015 麺処 ゆきち 船橋市習志野台1丁目25番14号

6016 NAMASTE Dining Restaurant ＆ Bar 船橋市習志野台1丁目25番17号

6017 瀧乃庵 船橋市習志野台1丁目25番18号

6018 ニューシルクロード 船橋市習志野台1丁目39番6号習志野興産ビル3F

6019 みんと 船橋市習志野台1丁目6番7号

6020 レストラン沙羅双樹 船橋市習志野台2-1-1

6021 すし屋しゃり膳 船橋市習志野台2-1-1

6022 魚民北習志野駅前店 船橋市習志野台2-1-1イー・エム・シービル2階、3階

6023 オステリア 船橋市習志野台2-12-22

6024 美福苑 船橋市習志野台2-14-19

6025 龍華楼 船橋市習志野台2-1-5第一アキラビル2F

6026 海炎亭 船橋市習志野台2-2-15

6027 牛角北習志野店 船橋市習志野台2-4-12YUKIWOBUILDING2階

6028 三ノ汁 船橋市習志野台2-4-4J．S．北習志野ビル1階

6029 うっとり北習志野店 船橋市習志野台2-4-5ヨエムビル201

6030 anu 船橋市習志野台2-49-12-102

6031 むさしや 船橋市習志野台2-49-13

6032 スナック和 船橋市習志野台2-49-16

6033 ALETEO 船橋市習志野台2-49-18マルトミ第11ビル3階

6034 オムフォン 船橋市習志野台2-5-16齋藤店舗第一店舗103号

6035 うまたつ 船橋市習志野台2-6-112階

6036 ビストロルセーフ 船橋市習志野台2-6-13

6037 BarDruggist 船橋市習志野台2-6-13早川ビル

6038 喫茶かりん 船橋市習志野台2-6-17

6039 フルバックブルシューター 船橋市習志野台2-6-17-3F

6040 はなの舞北習志野駅前店 船橋市習志野台2-6-1小林ビル1F

6041 大衆焼肉わだい家北習志野店 船橋市習志野台2-6-5SKビル2階

6042 中華料理五十番 船橋市習志野台2-73-11

6043 ゴリラ精肉店 船橋市習志野台2-73-13

6044 大衆酒場おおすぎ 船橋市習志野台2-7-9

6045 ラリベルタ 船橋市習志野台2-9-9-104

6046 すし銚子丸 北習志野店 船橋市習志野台2丁目12番17号

6047 丸源ラーメン 北習志野店 船橋市習志野台2丁目12番21号

6048 MOTOCURRY 船橋市習志野台2丁目13番23号

6049 清香苑 船橋市習志野台2丁目17番5号

6050 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 北習志野店 船橋市習志野台2丁目1番4号

6051 元氣七輪焼肉牛繁 北習志野店 船橋市習志野台2丁目1番5号

6052 サンマルクカフェ 北習志野店 船橋市習志野台2丁目1番6号

6053 マクドナルド北習志野駅店 船橋市習志野台2丁目1番6号

6054 サイゼリヤ北習志野駅前店 船橋市習志野台2丁目1番6号

6055 なか卯　北習志野駅前店　 船橋市習志野台2丁目1番6号北習志野駅前ビル

6056 北習大勝軒 船橋市習志野台2丁目2番14号

6057 はれっぺ 船橋市習志野台2丁目2番14号

6058 13 PALMS 船橋市習志野台2丁目2番15号

6059 庄や 北習志野東口店 船橋市習志野台2丁目2番1号

6060 焼鳥専門 ぐるっぺ 船橋市習志野台2丁目3番4号

6061 SHOT&HOUSE320 船橋市習志野台2丁目45番21号

6062 タイランドフード メーサイストア 船橋市習志野台2丁目48番17号

6063 地酒や家族亭 船橋市習志野台2丁目48番20号

6064 居酒屋よし乃 船橋市習志野台2丁目49-12

6065 食堂 でこ屋敷 船橋市習志野台2丁目49番12号

6066 カラオケ喫茶 ViVi 船橋市習志野台2丁目49番16号

6067 佳佳苑中華料理 船橋市習志野台2丁目49番18号

6068 大衆餃子閣 船橋市習志野台2丁目49番18号マルトミ第11ビル2F



6069 車鮨 船橋市習志野台2丁目4番10号

6070 新鮮ヤキトン酒場 トントンびょうし 北習志野店 船橋市習志野台2丁目4番12号

6071 カレーハウス CoCo壱番屋 北習志野駅前店 船橋市習志野台2丁目5番18号

6072 シタル 船橋市習志野台2丁目6番11号

6073 ロッテリア 北習志野店 船橋市習志野台2丁目6番14号

6074 松屋 北習志野店 船橋市習志野台2丁目6番1号

6075 ｲﾝﾄﾞ料理サンティ 船橋市習志野台2丁目72番17号

6076 居食屋 与つ葉 船橋市習志野台2丁目72番17号

6077 横浜家系らーめん北習家 船橋市習志野台2丁目73番11号

6078 なんば一番たこ焼御殿 船橋市習志野台2丁目73番地15号十字ビル1階

6079 居酒屋食事処伊達 船橋市習志野台3-16-8

6080 ル・モンド 船橋市習志野台3-16-8

6081 旬鮮市場和 船橋市習志野台3-17-17

6082 CANCION 船橋市習志野台3-17-21

6083 日本料理魚つぐ 船橋市習志野台3-17-7

6084 炭火串焼びんすけ 船橋市習志野台3-17-9プリムローズヒル1F

6085 大衆酒処魚人 船橋市習志野台3-18-3三協ビル103

6086 満や 船橋市習志野台3-18-5

6087 極味上海料理食楽 船橋市習志野台3-2-114

6088 赤ひょうたん 船橋市習志野台3-2-119

6089 ロイヤルキッチン 船橋市習志野台3-2-2-104エールきたなら商店街

6090 醍醐 船橋市習志野台3丁目14番3号

6091 まつの家 船橋市習志野台3丁目17番8号

6092 山本炭焼店 船橋市習志野台3丁目1番1号

6093 日高屋 北習志野駅前店 船橋市習志野台3丁目1番1号

6094 伊酒リア 船橋市習志野台3丁目2番地2号棟習志野台市街地住宅105号

6095 GSR習志野台 船橋市習志野台3丁目7番3号

6096 MIU 船橋市習志野台4-10-10

6097 備長炭火ホルモン焼きしちりん習志野駅前店 船橋市習志野台4-1-8新京成第18ビル

6098 Mama家 船橋市習志野台4-51-3

6099 鳥千 船橋市習志野台4-5-2

6100 つるぎ 船橋市習志野台4-59-11

6101 丸亀製麺 習志野店 船橋市習志野台4-81-17

6102 照家 船橋市習志野台4丁目13番9号

6103 わいわい 船橋市習志野台4丁目1番3号

6104 スナック シャルマン 船橋市習志野台4丁目1番3号

6105 ファイブ 船橋市習志野台4丁目1番3号2F

6106 そば・うどんゆたけ庵 船橋市習志野台4丁目1番7号

6107 炊屋 船橋市習志野台4丁目23番13号

6108 ガスト 習志野台店 船橋市習志野台4丁目46番14号

6109 カラオケ スナック あい 船橋市習志野台4丁目5番1号

6110 カラオケ がこちゃん 船橋市習志野台4丁目5番1号

6111 すなっく みらい 船橋市習志野台4丁目68番20号

6112 居酒や 紀の美 船橋市習志野台4丁目6番14号

6113 はま寿司 船橋習志野台店 船橋市習志野台4丁目74番13号

6114 もつやき一休 船橋市習志野台4丁目76番19号

6115 スナックレ・ト・ロ 船橋市習志野台4丁目7番8号

6116 洋麺屋五右衛門習志野台店 船橋市習志野台4丁目82-18

6117 居酒屋 郷 船橋市習志野台4丁目8番6-1号

6118 スナック サルビア 船橋市習志野台4丁目9番3号

6119 らーめん屋盛壱 船橋市習志野台5-11-8

6120 北海道生まれ和食処とんでん北習志野店 船橋市習志野台5-21-11

6121 喜楽 船橋市習志野台5-4-12

6122 和洋レストラン 芳 船橋市習志野台5丁目15番6号

6123 リトル・バンコク 船橋市習志野台5丁目4番17号

6124 美好 船橋市習志野台5丁目4番4号

6125 忠左衛門 船橋市習志野台6-9-2

6126 中華 しみずや 船橋市習志野台6丁目25番23号

6127 つぼみ 船橋市習志野台6丁目4番18号

6128 道とん堀習志野台店 船橋市習志野台7丁目26番51号

6129 習志野飯店 船橋市習志野台8-19-17

6130 猫カフェ ととの森 船橋市習志野台8丁目58番1号

6131 ステーキガスト ゆめまち習志野台モール 船橋市習志野台8丁目58番1号

6132 カフェ・ランティーユ 船橋市駿河台1丁目7番64号

6133 台湾料理 八福 船橋市駿河台2丁目8番8号

6134 デニーズ 千葉ニュータウン店 船橋市小室町3109番地1

6135 ラーメン横綱千葉ニュータウン店 船橋市小室町3112番地

6136 ゆきまる 船橋市小室町3318-1

6137 TAJ BIRYANI HOUSE 船橋市小室町3318番地1

6138 EXCITING 船橋市小室町3318番地6-2F

6139 らーめん庵 船橋市小野田町1408番地2

6140 めし処 りぜん 船橋市小野田町1482番地1

6141 とんかつ駿河家 船橋市松が丘1-10-1

6142 じろう 船橋市松が丘1-1-12

6143 Trigo 船橋市松が丘1-29-9イエローボックス102

6144 居酒屋味処今川 船橋市松が丘1丁目27番1号

6145 大衆酒場政 船橋市松が丘1丁目32番15号A棟2号

6146 居酒屋恵美 船橋市松が丘1丁目49番9号

6147 呑み喰い処やすらぎ 船橋市松が丘1丁目4番1号ハッピーハイツ店舗A号

6148 居酒屋小梅 船橋市松が丘3-4-23

6149 とん八 船橋市松が丘3-5-19

6150 竹寿司 船橋市松が丘3丁目5番13号

6151 バーミヤン船橋松が丘店 船橋市松が丘3丁目71番17号

6152 鉄板あとむ 船橋市松が丘4-56-11ラ．セゾン北習

6153 居酒屋「ひばりの里」 船橋市松が丘4丁目13番5号

6154 手打らーめん珍来 松ヶ丘店 船橋市松が丘4丁目13番5号

6155 居酒屋北国 船橋市松が丘5-21-1

6156 結musubi 船橋市上山町1-128

6157 讃岐饂飩まるは 船橋市上山町1-128藤井マンション101号

6158 田所商店船橋店 船橋市上山町1-162-1

6159 食事処磯 船橋市上山町1-178-7

6160 ラフィングブッダ 船橋市上山町1-226-1



6161 キッチンいのうえ 船橋市上山町1-93-3-102鈴木マンション

6162 大福元 船橋市上山町1-94-1

6163 安楽亭 船橋法典店 船橋市上山町1丁目106番1号

6164 ポカラ伯爵 船橋市上山町1丁目128番地

6165 スナック一富士 船橋市上山町1丁目193番地9

6166 中華江戸一 船橋市上山町2丁目246番地24

6167 柳寿司 船橋市上山町2丁目300番地

6168 こい歌酒場きよちゃん 船橋市上山町3-645-5メゾンナカムラ103

6169 炭火焼肉酒房仁 船橋市上山町3-645-5メゾンナカムラ106

6170 キャロルのしっぽ 船橋市上山町3丁目531番7

6171 居酒屋 喜作 船橋市上山町3丁目615番地

6172 寿々久 船橋市上山町3丁目615番地1

6173 ココス芝山店 船橋市新高根1-1

6174 ふれあいゆき 船橋市新高根1-12-15

6175 ソウルソウル 船橋市新高根1-22-11

6176 KuuKan 船橋市新高根1丁目11番7号

6177 やきとり地酒の店藤勝 船橋市新高根2-13-3

6178 鳥秀 船橋市新高根2-16-12

6179 美益 船橋市新高根2-5-12

6180 スナック 愛愛 船橋市新高根2丁目14番2号

6181 家庭料理ohana 船橋市新高根4-17-1

6182 日吉屋 船橋市新高根4丁目14番28号

6183 美優亭 船橋市新高根4丁目21番7号

6184 炭焼屋鶏ちゅん 船橋市新高根5-4-8

6185 レインボー 船橋市新高根5丁目28番8号パレス高根JSK101

6186 中華料理常亭 船橋市新高根5丁目3番3号

6187 喫茶スナック翼 船橋市新高根5丁目4番8号

6188 幸鮨 船橋市新高根6-1-10

6189 ヤシロ 船橋市新高根6-23-7

6190 餃飯軒 新高根店 船橋市新高根6丁目19番17号

6191 焼鳥鳥栄 船橋市新高根6丁目21番9号

6192 台北茶屋 船橋市新高根6丁目22番3号

6193 スエヒロ館 新高根店 船橋市新高根6丁目9番16号

6194 すしの磯げん 船橋市西習志野1-9-15

6195 さとう 船橋市西習志野1-9-16

6196 tipcafe 船橋市西習志野2-2-12

6197 Uchigohan+tip 船橋市西習志野2-2-12

6198 たなか 船橋市西習志野2-3-18

6199 旬膳しら石 船橋市西習志野2-4-2

6200 キッチン菜香美居酒屋 船橋市西習志野2丁目1番1号

6201 純 船橋市西習志野2丁目3番3号

6202 酒食処くんち 船橋市西習志野2丁目3番4号

6203 Cafe Delizo 船橋市西習志野2丁目9番6号

6204 日本酒ダイニングみをつくし 船橋市西習志野3-25-1

6205 ilgirasole 船橋市西習志野3-25-1

6206 ろばた焼村の里 船橋市西習志野3-26-11

6207 ZUCCAMO 船橋市西習志野3-26-8ファインコート北習志野1A

6208 おたや 船橋市西習志野3丁目26番8号

6209 Ann’s Cafe ＋ Bar 船橋市西習志野3丁目26番8号

6210 Yuya 船橋市西習志野3丁目27番11号

6211 北乃宿 船橋市西習志野3丁目27番6号

6212 立ち飲み居酒屋呑 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビル1F

6213 BAR710 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビル2F

6214 BAR710 船橋市西習志野3丁目27番6号伊藤ビルB1

6215 菊 船橋市西習志野4-1-2-102

6216 DINING BAR IRIE 船橋市西習志野4丁目1番3号

6217 壱鵠堂 西船店 船橋市西船2丁目23番20号

6218 とんかつ山道 船橋市西船3-4-5

6219 居酒屋圭ちゃん 船橋市西船3-4-5

6220 番屋小屋 船橋市西船4-12-10-2階

6221 ポポラマーマ西船橋店 船橋市西船4-14-12木村建設工業ビル

6222 牛角西船橋店 船橋市西船4-14-12木村建設工業ビル2F

6223 やきとり山形屋 船橋市西船4-15-1ラ・リュミエール101

6224 Wantea 船橋市西船4-15-1ラ・リュミエール102

6225 ベーカリーズラボ 船橋市西船4-15-1ラ・リュミエール103

6226 焼肉ここから西船橋店 船橋市西船4-17-1

6227 のみくい処魚民西船橋北口駅前店 船橋市西船4-17-10西船NEビル2階

6228 笑笑西船橋北口駅前店（みつえちゃん） 船橋市西船4-17-10西船NEビル3階

6229 山内農場西船橋北口駅前店 船橋市西船4-17-10西船NEビル4階

6230 ぴろ吉ダイニング 船橋市西船4-19-3西船成島ビル1F

6231 Dining暖区 船橋市西船4-19-8

6232 こころ 船橋市西船4-20-13シンエイビル101

6233 三松庵 船橋市西船4-20-2

6234 OWL'sBASE 船橋市西船4-20-22Fハクシュウビル

6235 美酒佳肴凪 船橋市西船4-20-2ハクシュウビル1階

6236 カレーハウスCOCO壱番屋JR船橋駅北口店 船橋市西船4-21-16

6237 吉野家西船橋店 船橋市西船4‐21-17千成ビル1F

6238 火の國 船橋市西船4-21-3

6239 かりん 船橋市西船4-21-5平野ビル3階

6240 酒坊成きん 船橋市西船4-21-6

6241 karaokeBarRui 船橋市西船4-22-11北川ビル201号

6242 BarRibbon 船橋市西船4-22-11北川ビル3F

6243 酒房仁 船橋市西船4-22-3-2F

6244 なか卯　西船橋駅前店 船橋市西船4-22-3栄華光ビル

6245 じとっこ西船橋店 船橋市西船4-23-11

6246 九州の旨かもん旨か酒くすお西船橋店 船橋市西船4-23-12

6247 ログハウス 船橋市西船4-24-10

6248 酒膳屋とん平 船橋市西船4-24-2

6249 伊勢元 船橋市西船4-24-25

6250 樹の上の秘密基地ついてる 船橋市西船4-24-3-202小河原ビル

6251 こだわりもん一家西船橋店 船橋市西船4-24-4東和ビル別館

6252 洋食酒場カンヌ 船橋市西船4-24-8



6253 洋食酒場Cannes 船橋市西船4-24-8

6254 LADUXECHEVAUX 船橋市西船4-24-8

6255 札幌ラーメン雪ん子 船橋市西船4-25-3

6256 串カツ田中西船橋店 船橋市西船4-26-12

6257 大衆バルにくまる 船橋市西船4-26-2サウンドビル平田202号

6258 大衆ホルモンタツ屋西船橋店 船橋市西船4-26-2サウンドビル平田2階

6259 夜上海 船橋市西船4-26-2西船サウンドビル平田301号

6260 壱角家西船橋店 船橋市西船4-26-8

6261 酔いどれ西船橋店 船橋市西船4-26-8サンアイビル2階

6262 南風堂珈琲店 船橋市西船4-26-9白鳥ビル1F

6263 京まる西船橋店 船橋市西船4-27-2

6264 北海道はでっかい道西船橋店 船橋市西船4-27-2

6265 鳥元西船橋店 船橋市西船4-27-2

6266 韓豚屋 船橋市西船4-27-2

6267 かつぎや西船橋店 船橋市西船4-27-2西船橋駅前プラザ東和ビル3階

6268 ベッカーズペリエ西船橋店 船橋市西船4-27-7JR西船橋駅2階改札内ペリエ西船橋内

6269 つきじ千鮨ペリエ西船橋店 船橋市西船4-27-7JR西船橋駅構内2F

6270 路地ノ裏灯篭 船橋市西船4-28-11

6271 マダムスミコ 船橋市西船4-28-12

6272 GarageKitchenあそび 船橋市西船4-29-13

6273 船橋ビール 船橋市西船4-29-9

6274 食彩厨房 いちげん 西船橋店 船橋市西船4丁目11番11号

6275 やきとりの扇屋 西船橋店 船橋市西船4丁目11番11号

6276 中華 春日 船橋市西船4丁目12番25号

6277 有限会社 照月苑 船橋市西船4丁目16番1号

6278 カラオケ館 西船橋店 船橋市西船4丁目17番9号

6279 スナック 四季 船橋市西船4丁目18番14

6280 ニュー えびす 船橋市西船4丁目18番14号

6281 Rubia 船橋市西船4丁目18番14号

6282 日本料理 天匠 船橋市西船4丁目18番4号

6283 鮪バル27マルシェ 船橋市西船4丁目19番1号

6284 ふくたね 船橋市西船4丁目20番10号

6285 地鶏家市 船橋市西船4丁目20番10号ライトビューティーハイツ101

6286 旬彩 栄久保 船橋市西船4丁目20番13号

6287 俺の隠れ家 船橋市西船4丁目20番3号

6288 肉笑 船橋市西船4丁目20番5号

6289 himalayadining 船橋市西船4丁目20番7号ムラコービル1階

6290 居酒屋 勝駒 船橋市西船4丁目21番15号

6291 串焼屋 太郎 船橋市西船4丁目21番17号

6292 CLUBROYALGARDEN 船橋市西船4丁目21番1号デイジーファーストビル201

6293 Bar Dio 船橋市西船4丁目21番3号

6294 大衆酒場 一郎 船橋市西船4丁目21番4号

6295 一九庵 船橋市西船4丁目21番5号

6296 居酒屋すみれ 船橋市西船4丁目22番11号2F

6297 鮨・酒・肴 杉玉 西船橋 船橋市西船4丁目22番2号

6298 マクドナルド西船橋駅前店 船橋市西船4丁目22番4号

6299 ホルモン酒場 フナバシ屋 船橋市西船4丁目23番10号

6300 ビストロ コマ 船橋市西船4丁目23番11号

6301 咲蔵ともす 船橋市西船4丁目23番6号1階

6302 炉端＆鉄ぐりる蔵人 船橋市西船4丁目23番6号石井ビル2F

6303 磯丸水産西船橋店 船橋市西船4丁目23番7号

6304 バー キャンディセブンパートⅡ 船橋市西船4丁目24番10号

6305 炭火串焼厨房 くふ楽 西船橋店 船橋市西船4丁目24番10号

6306 TIMES BAR 船橋市西船4丁目24番10号

6307 十八番 船橋市西船4丁目24番3号1F

6308 中華そば葦屋 船橋市西船4丁目24番5号

6309 鮨と肴 おどる魚 船橋市西船4丁目24番5号

6310 魚屋 浜寅 船橋市西船4丁目25番11号

6311 魚屋 浜寅 船橋市西船4丁目25番11号

6312 和伊キッチンitAPAn 船橋市西船4丁目25番2号アロービル1F

6313 あぶりだいにんぐ炎DEBAR 船橋市西船4丁目25番2号アロービル2階

6314 松屋 西船橋店 船橋市西船4丁目25番3号

6315 カラオケ館 西船橋駅前店 船橋市西船4丁目25番5号

6316 串魂-そうる- 船橋市西船4丁目25番8号

6317 松よし 船橋市西船4丁目25番8号

6318 讃八小籠包 船橋市西船4丁目25番8号

6319 じゅう屋 船橋市西船4丁目26番10号

6320 嵯山 船橋市西船4丁目26番11号

6321 ドリーム 船橋市西船4丁目26番2サウンドビル平田302

6322 加賀屋 船橋市西船4丁目26番2号

6323 やどかり 西船店 船橋市西船4丁目26番2号

6324 びっくり魚ぅ天「魚天」 船橋市西船4丁目26番3号

6325 居酒屋 一九 船橋市西船4丁目26番3号

6326 ドトールコーヒーショップ西船橋北口店 船橋市西船4丁目26番8号

6327 横浜ラーメン 増田家 西船橋店 船橋市西船4丁目26番8号

6328 壱岐家 船橋市西船4丁目27番2号

6329 サイゼリヤ 西船橋駅北口店 船橋市西船4丁目27番2号

6330 そば処 めとろ庵 西船橋メトロピア店 船橋市西船4丁目27番7号

6331 Soup Stock Tokyo ペリエ西船橋店 船橋市西船4丁目27番7号

6332 いろり庵きらくペリエ西船橋店 船橋市西船4丁目27番7号

6333 菜の花そば ペリエ 西船橋店 船橋市西船4丁目27番7号

6334 スターバックスコーヒー 西船橋メトロピア店 船橋市西船4丁目27番7号

6335 西船珈琲研究所 船橋市西船4丁目27番7号JR西船橋駅らち内

6336 日高屋 西船橋北口店 船橋市西船4丁目27番8号

6337 天丼てんや ペリエ西船橋店 船橋市西船4丁目27番8号

6338 37℃ 船橋市西船4丁目28番12号

6339 八四伍郎 船橋市西船4丁目28番13号

6340 酒蔵きらく 船橋市西船4丁目28番13号

6341 BARROMADO 船橋市西船4丁目28番13号3階

6342 庄や西船橋北口店 船橋市西船4丁目28番1号

6343 大衆酒場ちばチャン 西船橋北口店 船橋市西船4丁目29番17号

6344 ジンギスカン 佐藤 船橋市西船4丁目29番20号



6345 ラーメン 嘉祥 船橋市西船4丁目29番9号

6346 船橋ビール醸造所 船橋市西船4丁目29番9号

6347 いわ鬼 船橋市西船4丁目29番9号

6348 すし銚子丸 西船橋店 船橋市西船4丁目31番22号

6349 kakuyacoffeestand 船橋市西船5-15-5-2階土佐店舗

6350 海老重 船橋市西船5-2-6西船橋マンション

6351 麵屋あらき竈の番人外伝 船橋市西船5-3-10

6352 お茶漬 みえ 船橋市西船5丁目17番26号

6353 らーめん処まるは極西船店 船橋市西船6-8-37

6354 丸亀製麺船橋西船店 船橋市西船7丁目7番37号

6355 エスケープ 船橋市西船四丁目26番9号白鳥西船ビル2階201号室

6356 グリーングラス 船橋市前貝塚町422番地6

6357 桂 船橋市前貝塚町540-10

6358 福満溢 船橋市前貝塚町564-2

6359 居酒屋ハッピー 船橋市前貝塚町565-11塚田プラザ107

6360 麺屋もりの 船橋市前貝塚町565番13

6361 居酒屋 ひまわり 船橋市前貝塚町565番地11

6362 ロイヤルホスト 津田沼店 船橋市前原西1丁目1番20号

6363 ラ-メン魁力屋 船橋成田街道店 船橋市前原西1丁目38番6号

6364 うなぎ旬彩 はんなり亭 船橋市前原西1丁目6番4号

6365 SweetKavaKava 船橋市前原西2-1-1

6366 なりたけ津田沼店 船橋市前原西2-11-7

6367 すしそば和らぎ 船橋市前原西2-12-11ノバビル1階

6368 BAROWL 船橋市前原西2-12-11ノバビル5F

6369 るーじゅっ 船橋市前原西2-12-12第三三商ビルB1F

6370 porky'skitchentsudanuma 船橋市前原西2-12-13-1F

6371 ClubShine 船橋市前原西2-12-13第2豊栄ビル2F

6372 PubHappiness 船橋市前原西2-12-6

6373 グランレーヴ 船橋市前原西2-12-6-010

6374 Zephyr 船橋市前原西2-12-6-1F

6375 ソレイユ 船橋市前原西2-12-6-B1

6376 PUB愛 船橋市前原西2-12-6たけみビル地下1階003号室

6377 ダイニングバーアジアンシーズン 船橋市前原西2-12-9

6378 それ行け！鶏ヤロー津田沼店 船橋市前原西2-12-9

6379 七輪焼肉安安津田沼店 船橋市前原西2-13-10-B1F

6380 BARBeroBero津田沼店 船橋市前原西2-13-1-102

6381 カラオケマック津田沼店 船橋市前原西2-13-13

6382 粉や津田沼店 船橋市前原西2-13-13アロー津田沼駅前ビル3F

6383 居酒屋いくなら俺んち来る？ 〜宴会部〜 津田沼店 船橋市前原西2-13-13アロー津田沼駅前ビル4階

6384 PIZZA&SPORTSBARVIVO 船橋市前原西2-13-13アロー津田沼駅前ビル5F

6385 鳥貴族津田沼店 船橋市前原西2-13-13アロー津田沼駅前ビル5階

6386 鶏弘 船橋市前原西2-13-24SKDビル1階

6387 本田商店津田沼店 船橋市前原西2-13-25第一暁ビル1F

6388 博多劇場津田沼店 船橋市前原西2-13-26

6389 藤乃寿司 船橋市前原西2-13-2パークヒルズ2F

6390 diningsperanza 船橋市前原西2-13-2パークヒルズ501

6391 シエル 船橋市前原西2-13-8-4F

6392 DinningBarGazelle8 船橋市前原西2-14-1-106ダイアパレス津田沼

6393 鶏古家津田沼店 船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼102号

6394 シソーノ 船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼104

6395 夢郷 船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼204

6396 魚民津田沼北口駅前店 船橋市前原西2-14-2安田ビル3階

6397 マクドナルド津田沼駅前店 船橋市前原西2-14-8津田沼パスタ1F

6398 HUB津田沼店 船橋市前原西2-14-8津田沼パスタビル2F

6399 Groovykitchen 船橋市前原西2-1-5-101ヤナギヤビル

6400 焼肉ここから津田沼店 船橋市前原西2-15-12

6401 SKYBARINTERNATIONAL 船橋市前原西2-15-13曽我第二ビル3F

6402 スナック天使 船橋市前原西2-15-1-402

6403 アンダーバー 船橋市前原西2-15-14大林ビル2F

6404 魚問屋魚一商店津田沼直売所 船橋市前原西2-15-19-1階三宝ビル

6405 mahalo 船橋市前原西2-15-1ファミービル第一ビル403

6406 ろばた焼あかちょうちん津田沼 船橋市前原西2-15-20

6407 ビストロデュラ 船橋市前原西2-1-5ヤナギヤビル

6408 B.B.QravekitchenMediterraneocasaTsudanuma 船橋市前原西2-1-5ヤナギヤビル102

6409 Plage 船橋市前原西2-17-10

6410 寿司処香 船橋市前原西2-17-10

6411 神月 船橋市前原西2-17-10

6412 BarTop&Sky 船橋市前原西2-17-6BarTop＆Sky

6413 居酒屋三條 船橋市前原西2-17-7

6414 カレーうどんせんきち津田沼店 船橋市前原西2-18-1

6415 INDIANRESTAURANTBINITA 船橋市前原西2-18-1

6416 コーヒーハウスサンヨー 船橋市前原西2-18-1津田沼パルコ2F

6417 韓国料理ジャンモ津田沼パルコ店 船橋市前原西2-18-1津田沼パルコA館6階

6418 ココマンナ津田沼店 船橋市前原西2-18-1津田沼パルコA館B1F

6419 デトールアブルーエ津田沼パルコ店 船橋市前原西2-18-1津田沼パルコB館1階

6420 星屑倶楽部 船橋市前原西2-2-1

6421 炭火ホルモン焼しちりん 船橋市前原西2-21-18-1F

6422 沖縄居酒屋遊び庭 船橋市前原西2-21-3ホーマスビル2階

6423 世海 船橋市前原西2-21-3ホーマスビル4F

6424 九十九ラーメン津田沼 船橋市前原西2-21-6

6425 津田沼肉寿司 船橋市前原西2-21-6東関東ビル1F

6426 台湾料理百楽門 船橋市前原西2-21-6東関東ビル2F

6427 みどり鮨 船橋市前原西2-2-2

6428 IrishPubBoscaBeaga 船橋市前原西2-22-14三橋ビル102

6429 ハリケーン 船橋市前原西2-22-14三橋ビル103

6430 酒彩ヨーク 船橋市前原西2-22-17スクエアビル1階

6431 浜なす 船橋市前原西2-3-12

6432 海亀 船橋市前原西2-32-10津田沼駅前ビル2階

6433 ItalianKitchenVANSAN津田沼店 船橋市前原西2-33-7

6434 ラーメン無限⼤ 津⽥沼店 船橋市前原西2-4-10

6435 暖音NON 船橋市前原西2-4-10Yビル3階

6436 津田沼おはこ 船橋市前原西2-4-14-2F



6437 菜っぱ 船橋市前原西2-43-11

6438 ハミングバード623 船橋市前原西2-5-4ツダヌママンション1F

6439 町かど酒場Tipsy 船橋市前原西2-8-7

6440 多国籍バルAnn's 船橋市前原西2-8-7

6441 すし藤兵衛 船橋市前原西2丁目11-7第二矢野ビル2階

6442 club Emile 船橋市前原西2丁目12番11号

6443 じゅぴっく 船橋市前原西2丁目12番13号第2豊栄ビルB1

6444 アルテミス 船橋市前原西2丁目12番6号

6445 美月 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル地下1階001号室

6446 クラブパルティ 船橋市前原西2丁目12番6号たけみビル東横イン津田沼地下1階006号室

6447 yuki 船橋市前原西2丁目12番6号ビジネスホテル東横イン地下1F004号室

6448 パブクラブKEI 船橋市前原西2丁目12番6号東横インB1

6449 粉と水 船橋市前原西2丁目13番15号

6450 日高屋 津田沼駅北口店 船橋市前原西2丁目13番15号

6451 秀吉のそうめん 船橋市前原西2丁目13番1号

6452 HANG-5BAR＆COFFEE 船橋市前原西2丁目13番1号藤和津田沼コープ201

6453 アメリカンFM 船橋市前原西2丁目13番1号藤和津田沼コープ203号室

6454 LINK 船橋市前原西2丁目13番23号

6455 パブクラブ ミユ 船橋市前原西2丁目13番23号

6456 KEMURI 船橋市前原西2丁目13番23号

6457 BAR D．D．ISLAND 船橋市前原西2丁目13番24号

6458 ワラカルネ 船橋市前原西2丁目13番24号

6459 KEI 船橋市前原西2丁目13番24号SKDビル4階B号室

6460 Richwaru 船橋市前原西2丁目13番2号

6461 パブスナック愛とうた茶屋 船橋市前原西2丁目14番1号

6462 魔法の国 船橋市前原西2丁目14番1号

6463 こだわりもん一家津田沼店 船橋市前原西2丁目14番1号

6464 宝ジェンヌ 船橋市前原西2丁目14番1号

6465 裏我馬らーめん 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス1-108

6466 村さ来津田沼駅前店 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス津田沼1F-101

6467 LA-LA 船橋市前原西2丁目14番1号ダイアパレス津田沼201

6468 パブ微笑 船橋市前原西2丁目14番1号ダイヤパレス205号

6469 インド料理 ラージャ津田沼店 船橋市前原西2丁目14番6号

6470 そば処 志な乃 船橋市前原西2丁目14番6号

6471 北の味紀行と地酒 北海道 津田沼駅前店 船橋市前原西2丁目14番8号

6472 元氣七輪焼肉 牛繁 津田沼店 船橋市前原西2丁目15番

6473 歌の広場T＆S 船橋市前原西2丁目15番11号

6474 薄利多賣半兵ヱ 津田沼店 船橋市前原西2丁目15番13号

6475 津田沼 肉流通センター 船橋市前原西2丁目15番14号

6476 大衆酒場ちばチャン 津田沼店 船橋市前原西2丁目15番16号

6477 学一津田沼店 船橋市前原西2丁目15番18号2階

6478 カラオケ バンバン 津田沼店 船橋市前原西2丁目15番19号

6479 縁 船橋市前原西2丁目17-10

6480 鳥福 船橋市前原西2丁目17番10号

6481 焼肉とんちゃん 船橋市前原西2丁目17番13号

6482 紅葉 船橋市前原西2丁目17番7号

6483 kawara CAFE＆DINING 津田沼 船橋市前原西2丁目18番1号

6484 コムコムベトナム COM COM VIETNAM 船橋市前原西2丁目18番1号

6485 日本海庄や 津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号

6486 佳佳苑 中華料理 船橋市前原西2丁目18番1号

6487 スターバックスコーヒー 津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号

6488 サーティワンアイスクリーム 津田沼パルコ 船橋市前原西2丁目18番1号

6489 デジキューBBQテラス 津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号

6490 バケット 津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号

6491 ささ木 船橋市前原西2丁目18番1号

6492 ラケルダイニング津田沼パルコ店 船橋市前原西2丁目18番1号6Fパルコ津田沼

6493 今日和津田沼店 船橋市前原西2丁目18番1号津田沼パルコA館6F

6494 ぎょうざんぽう 船橋市前原西2丁目1番2号

6495 Re：gain 船橋市前原西2丁目1番2号

6496 MA-なべや津田沼店 船橋市前原西2丁目21番11号市原ビル1F

6497 BelleAmie 船橋市前原西2丁目21番18号セブンビル2F

6498 BAR 2213 （バー 2213） 船橋市前原西2丁目21番3号

6499 Nos Vamos 船橋市前原西2丁目21番3号

6500 ラファエル 船橋市前原西2丁目21番9号

6501 家庭料理 章 AYA 船橋市前原西2丁目24番5号

6502 ラーメン好 船橋市前原西2丁目25番7号アニットビル1F

6503 レストランバーエムエム 船橋市前原西2丁目2番1号

6504 炭焼屋 鶏’s串 船橋市前原西2丁目2番2号

6505 魚骨らーめん 鈴木さん 船橋市前原西2丁目32番10号

6506 ティーズ・ラウンジ 船橋市前原西2丁目3番9号

6507 おでん屋祭茶屋 船橋市前原西2丁目4番10号Yビル2F

6508 Caro Dining 船橋市前原西2丁目5番4号

6509 つだぬまや 船橋市前原西2丁目5番6号

6510 ペコリーノ 船橋市前原西3-5-15-103マルトビル

6511 焼肉レストラン貴族 船橋市前原西4-30-1

6512 和み家 船橋市前原西4丁目18番14号

6513 ピッツェリア馬車道津田沼 船橋市前原西5-7-14

6514 居酒屋 藤四六 船橋市前原西5丁目17番6号

6515 しゃぶしゃぶどん亭津田沼店 船橋市前原西5丁目4番3号

6516 中華料理桃 船橋市前原西6-1-70

6517 満留賀 船橋市前原西6丁目6番15号

6518 じゅうじゅう亭 船橋市前原西8-23-3ボナールタカシ

6519 沖縄料理きらく 船橋市前原西8-2-3クレール石井1F

6520 鳥料理鳥仙 船橋市前原西8-25-4

6521 HINANO 船橋市前原西8丁目23番3号

6522 メルヘン 船橋市前原西8丁目23番6号

6523 香港料理飲茶 珍味苑 船橋市前原西8丁目2番3号

6524 らーめん房やぶれかぶれ 船橋市前原西8丁目3番2号

6525 福盛園 船橋市前原西ニ丁目15番地13

6526 菜 船橋市前原東1-4-24

6527 なか卯 船橋前原東店 船橋市前原東1丁目6番3号

6528 ラーメンすけがわ 船橋市前原東1丁目9番1号



6529 あんじ 船橋市前原東3-6-13セブンハイツ

6530 中国料理鴻昌 船橋市前原東3丁目34番地12

6531 夢庵 船橋前原店 船橋市前原東4丁目17番4号

6532 寿々本 船橋市前原東5-16-15

6533 きりん食堂 船橋市前原東5丁目13番2号

6534 佳佳苑中華料理 船橋市前原東5丁目13番6号

6535 力助寿司 船橋市前原東5丁目16番13号

6536 中華永楽 船橋市前原東5丁目33番3号

6537 いもーれ 船橋市大穴町636番地2

6538 鶏とKushiと炭とあひる 船橋市大穴南1-40-11

6539 大穴五十番 船橋市大穴南1-40-2

6540 和食処 絆 船橋市大穴南1丁目40番19号

6541 いずみ 船橋市大穴南1丁目41番24号

6542 たこ忠 船橋市大穴南1丁目41番7号

6543 大華 船橋市大穴南2-35-6

6544 生そば店たぬきや 船橋市大穴南2丁目2番17号

6545 寿し幸 船橋市大穴南2丁目40番16号

6546 酔ごころ 船橋市大穴南2丁目6番6号

6547 とんかつ勝味 船橋市大穴南5-23-1

6548 ナチュラルキッチンエンズ 船橋市大穴南5-24-8

6549 カラオケ喫茶 ベコチャ 船橋市大穴南5丁目24番17号

6550 お好み焼大将 船橋市大穴南5丁目3番45号

6551 中華天清 船橋市大穴北2-1-8

6552 寿し処 七五三 船橋市大穴北5丁目7番10号

6553 武蔵家 船橋市滝台1丁目7番3号

6554 居酒屋 わたしの店 船橋市滝台2丁目1番24号

6555 ユーズ テーブル 船橋市滝台町104番地2

6556 居酒屋まさみ 船橋市滝台町107番地42

6557 美福苑 船橋市中野木1丁目5番1号

6558 幸楽 船橋市坪井西2丁目4番15号

6559 銀色カフェ 船橋市坪井町744番地8

6560 マクドナルド 船橋日大前店 船橋市坪井東1丁目1番20号

6561 坪井更科 船橋市坪井東1丁目21番2号

6562 Urbanbreeze 船橋市坪井東1丁目2番31号

6563 グロウ 船橋市坪井東1番地14-22

6564 コメダ珈琲店船橋日大前店 船橋市坪井東2丁目13番21号

6565 鮨瑞 船橋市坪井東2丁目14番26号

6566 魚民船橋日大前東口駅前店 船橋市坪井東3-7-1メゾングレイス1階

6567 ガスト 船橋日大前店 船橋市坪井東3丁目6番1号

6568 みどりの湯田喜野井店 船橋市田喜野井6丁目24番10号

6569 居酒屋竹 船橋市田喜野井6丁目38番15号

6570 モスバーガー船橋薬円台店 船橋市田喜野井7-16-7

6571 千成寿司 船橋市東船橋1-15-7

6572 いわし江戸前水産ふなっ子 船橋市東船橋1-37-12シャルムドミール1階

6573 粉処だいにんぐ 潮風 船橋市東船橋1丁目15番9号

6574 なか卯 東船橋店 船橋市東船橋1丁目37番9号

6575 中華料理香満園 船橋市東船橋2-10-11

6576 鶏のジョージ東船橋北口駅前店 船橋市東船橋2-10-20メゾンダジュール15番館2階

6577 炭焼けんけん 船橋市東船橋2-12-10

6578 小まち 船橋市東船橋2-6-16

6579 ありがとう東船橋校 船橋市東船橋2-7-7

6580 CHILLKITCHEN 船橋市東船橋2-9-9-106

6581 らあめん花月嵐東船橋北口店 船橋市東船橋2丁目10番4号

6582 ダイニングみどりかわ 船橋市東船橋2丁目9番9号

6583 	壱角家東船橋店 船橋市東船橋3-4-2ビルド34東船橋1F

6584 あずま 船橋市東船橋3丁目3番11号

6585 アジアンキッチンアンドバーヒムツリ 船橋市東船橋4-19-26

6586 海くん 船橋市東船橋4-29-2

6587 居酒屋一心 船橋市東船橋4-29-2

6588 ホテルレモンツリー 船橋市東船橋4-40-7

6589 じゃんじゃん 船橋市東船橋4丁目19-23

6590 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 東船橋店 船橋市東船橋4丁目19番

6591 麺処あみや 船橋市東船橋4丁目19番28号

6592 おき松 船橋市東船橋4丁目21番13号

6593 網焼元祖 しちりん 東船橋店 船橋市東船橋4丁目29番2号

6594 アルマドカフェ 船橋市東船橋4丁目29番5号ジュネスヒルズ1F

6595 ピッツェリアアルマドーレ 船橋市東船橋4丁目30番8号サンビレッジ1階

6596 庄や 東船橋南口店 船橋市東船橋4丁目31番2号

6597 ラーメンショップ花輪店 船橋市東船橋5-24-6-101

6598 松屋 東船橋店 船橋市東船橋5丁目15番11号

6599 カジュアルレストラン セルクル 船橋市東船橋5丁目16番9号

6600 武蔵家 船橋市東船橋5丁目3番9号

6601 餃子太郎 船橋市東船橋5丁目4番5号

6602 モスバーガー東船橋駅前店 船橋市東船橋四丁目31番7号

6603 居酒屋かんたろう 船橋市東船橋二丁目10番2号K’s東船橋

6604 創作割烹武田101 船橋市東中山1-24-6メゾンルミエール101

6605 麺屋咲 船橋市東中山2-3-2

6606 スナック凱旋門 船橋市藤原1-32-28

6607 酒処やまおか 船橋市藤原1-5-1

6608 鳥ふじ 船橋市藤原1-5-3

6609 コーヒー&スナック薔薇 船橋市藤原1-6-10

6610 居酒屋さくら 船橋市藤原1-6-10

6611 マルカン食堂 船橋市藤原1丁目4番28号

6612 酒処 みね 船橋市藤原1丁目4番35号

6613 らーめん居酒屋 金華 船橋市藤原2丁目17番17号

6614 豚骨ラーメン専門店とんちゃん船橋藤原店 船橋市藤原3-27-23

6615 バーミヤン 船橋藤原店 船橋市藤原3丁目36番40号

6616 インド料理店ディープサーガル 船橋市藤原4-4-20

6617 カラオケBanBan船橋藤原店 船橋市藤原4-9-28-2階

6618 Cafeアムロ 船橋市藤原5-5-15SKパレス104

6619 食彩館船橋藤原本店 船橋市藤原6-28-7

6620 庄や 馬込沢店 船橋市藤原7丁目2番1号



6621 中華料理 聚楽 船橋市藤原7丁目2番2号

6622 すき家 馬込沢駅前店 船橋市藤原7丁目2番2号

6623 デニーズ 船橋馬込沢店 船橋市藤原7丁目33番1号

6624 ワーゲン 船橋市南三咲2丁目5番18号

6625 エルヴの森 船橋市南三咲2丁目5番7号

6626 霧島 船橋市南三咲3-1-58

6627 パネテリア ヴィヴァーチェ 船橋市南三咲3丁目23番2号

6628 心空 （ここから） 船橋市南三咲4丁目4番15号

6629 志源商塾 船橋市南本町1-14

6630 チャイナ食堂 船橋市南本町1番16号

6631 立ち飲み 川ばた 船橋市南本町37番18号

6632 Snackowl-あうる 船橋市南本町3番10号

6633 スナック とき 船橋市南本町3番13号

6634 そ。（そまる） 船橋市南本町8-25

6635 すぎん家 船橋市南本町8丁目25番

6636 江戸前鮨文 船橋市二宮1-5-1

6637 富士見屋 船橋市二和西4-31-19

6638 笹の葉酒と旨いもん 船橋市二和西5-1-13

6639 鈴蘭苑 船橋市二和西5-1-24

6640 nikewine&grill 船橋市二和西6-17-5

6641 こけし 船橋市二和西6-17-5

6642 ますや 船橋市二和西6-24

6643 スナックアリス 船橋市二和西6-24-8

6644 こま 船橋市二和西6-24-8

6645 大吉 船橋市二和西6-26-28

6646 スナックアミーゴ 船橋市二和西6-27-3

6647 居酒屋 絆 船橋市二和西6丁目26番28号

6648 FromFarm 船橋市二和東2-7-7

6649 麺屋ふく 船橋市二和東2丁目3番17号

6650 喫茶＆スナックレオ 船橋市二和東4-9-3

6651 居酒屋とっぷ 船橋市二和東4-9-6

6652 はな膳三咲店 船橋市二和東4丁目6番1号

6653 スナックゆうこ 船橋市二和東4丁目9番4号

6654 MaisondeSoeur 船橋市二和東5-20-22

6655 ChineseKitchen琉月 船橋市二和東5-22-1

6656 大正庵 船橋市二和東5-23-9

6657 炭火串焼功ちゃん 船橋市二和東5-25-20

6658 カフェクラモチ 船橋市二和東5-25-20

6659 韓国本場焼肉ソウル 船橋市二和東5-25-20サクラハイツ1階103号室

6660 極上煮干し鶏そばやまだ邸 船橋市二和東5-62-3

6661 居酒やわがまま夢美 船橋市二和東5-9-1

6662 豆の木 船橋市二和東5丁目13番2号

6663 天てこ舞 船橋市二和東5丁目21番31号

6664 PIZZADINING Richwaru 船橋市二和東5丁目22番1号

6665 松びし ドゥエ 船橋市二和東5丁目25番19号

6666 風林火山 船橋市二和東5丁目25番20号

6667 スナック みるく 船橋市二和東5丁目64番1号

6668 角打二和向台店 船橋市二和東5丁目8番13号

6669 珈琲茶房 光香 船橋市二和東5丁目8番23号

6670 大黒鮨 船橋市二和東6-16-11

6671 海鮮和食居酒屋初垂れ 船橋市二和東6-17-17-2F

6672 伏見屋 船橋市二和東6-17-37伏見屋

6673 かつ波奈二和向台店 船橋市二和東6-19-22

6674 スナックフェニックス 船橋市二和東6-32-12

6675 懐石中国料理雅 船橋市二和東6-44-9-102

6676 炭火焼鳥雅 船橋市二和東6丁目11番21号

6677 デニーズ 船橋二和店 船橋市二和東6丁目12番1号

6678 キッチンカンパーニュ 船橋市二和東6丁目17-40-202向和ビル

6679 鳥照 船橋市二和東6丁目17番40号

6680 吉野家船橋二和東店 船橋市二和東6丁目2番3号

6681 シリザ南インド料理店 船橋市二和東6丁目32番13号

6682 ラスミナラヤン 船橋市二和東五丁目13番2号

6683 アローマリンクラブ 船橋市日の出2丁目8番12号

6684 華勝園 船橋市馬込西1-2-1

6685 うーたこ 船橋市馬込西1-2-10

6686 magomecoffeeproject 船橋市馬込西1丁目2番10号

6687 カラオケスタジオ New Road 船橋市馬込西1丁目3番1号

6688 手打らーめん 福一 船橋市馬込町1171番地

6689 マクドナルド木下街道馬込沢店 船橋市馬込町801番地7

6690 洋風居酒屋 美桜 船橋市馬込町824番地3

6691 肉割烹ふくろうてい 船橋市馬込町986-15

6692 中華料理一番 船橋市八木が谷1-12-13

6693 中国料理 居酒屋 張珍 船橋市八木が谷1丁目24番9号

6694 光洋 船橋市八木が谷2-35-23

6695 竹林庭 船橋市八木が谷5丁目19番31号

6696 丸亀製麺船橋芝山 船橋市飯山満町1-1402-1

6697 焼肉屋くいどん飯山満店 船橋市飯山満町1-152-3

6698 焼肉宴山 船橋市飯山満町1-223

6699 大将軍 船橋市飯山満町1-599-2

6700 マクドナルド船橋飯山満店 船橋市飯山満町1丁目261番地

6701 カフェリュッカ 船橋市飯山満町2-515-42

6702 すずらん 船橋市飯山満町2丁目548番地3

6703 下町大衆酒場太郎 船橋市飯山満町2丁目548番地3103

6704 居酒屋 まつり 船橋市飯山満町2丁目548番地4

6705 珍来前原店 船橋市飯山満町2丁目548番地5

6706 有限会社デリカフーズ・ハマモト 船橋市飯山満町3丁目1532番小澤ビル1階

6707 カフェMC 船橋市飯山満町3丁目1532番地12

6708 釜めし藤むら 船橋市飯山満町3丁目1565番地15-1C

6709 ちょい呑きや 船橋市浜町1-36-1林ビル1F

6710 飲み喰い処かのえ 船橋市浜町1-43-12-101

6711 CAFE&BARICEBERG 船橋市浜町1-43-12朝日ビル101

6712 てしごとやふくろう 船橋市浜町1-6-5-119



6713 築地銀だこららぽーと西館店 船橋市浜町1丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY店内

6714 PARS KEBAB 船橋市浜町1丁目38番10号

6715 すき家 船橋南店 船橋市浜町1丁目41番10号

6716 村さ来 船橋競馬場前店 船橋市浜町1丁目43番11号

6717 ド豚骨 貫 船橋市浜町1丁目43番12号

6718 サヤリルDINING 船橋市浜町1丁目5番3号

6719 賀平 船橋市浜町1丁目5番3号118

6720 茶茶 船橋市浜町1丁目6番5号105

6721 ミリカ 船橋市浜町1丁目6番5号-116

6722 大衆料理「あんこう」 船橋市浜町1丁目6番5号棟108号室

6723 マザー牧場CAFE&SOFTCREAM 船橋市浜町2-1-1

6724 TOHOシネマズららぽーと船橋 船橋市浜町2-1-1

6725 ゴンチャららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6726 洋麺屋五右衛門ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6727 キッチン卵ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6728 にんにく屋五右衛門ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6729 有賀藤ららぽーと店 船橋市浜町2-1-1

6730 牛忠ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6731 サブウェイららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1

6732 Eggs'nThingsららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-11F

6733 日本橋天丼金子屋船橋店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY

6734 串家物語ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY3階

6735 肉のとみい 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAYららぽーと南館3階

6736 グリルドミコスギ＆MartららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY南館3F

6737 ラ・メゾンアンソレイユターブルららぽーと東京ベイ 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY南館3F

6738 ヒルトップレイチェルカフェららぽーと東京ベイ店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館

6739 スイーツパラダイスららぽーとTokyo-Bay 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1F

6740 牛カツと和定食京都勝牛ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1F

6741 ダッキーダックカフェららぽーと船橋店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1階

6742 えびのやららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館2階

6743 しゃぶ菜 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館3F

6744 とんかついなば和幸ららぽーと船橋 船橋市浜町2-1-1ららぽーとハーバーグリル二階

6745 瀬戸内てっぱん堂 船橋市浜町2-1-1三井ショッピングパークららぽーとTOKYO-BAY南館3F

6746 四六時中東京ベイららぽーと店 船橋市浜町2-1-1東京ベイららぽーと1階

6747 麻布十番モンタボービビット南船橋店 船橋市浜町2-2-7ビビット南船橋1F

6748 ぼてぢゅう屋台ビビット南船橋店 船橋市浜町2-2-7ビビット南船橋2F美味都食堂内

6749 桃源 船橋市浜町2-2-7ビビット南船橋店2階フードコート内

6750 松戸富田製麺 船橋市浜町2丁目1番1号

6751 バケット 船橋市浜町2丁目1番1号

6752 くら寿司 ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6753 chawan ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号

6754 KUA＇AINA ららぽーと TOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6755 吉祥庵 船橋市浜町2丁目1番1号

6756 宮武讃岐うどん 船橋市浜町2丁目1番1号

6757 大戸屋ごはん処 ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6758 スターバックスコーヒー ららぽーとTOKYO-BAY北館店 船橋市浜町2丁目1番1号

6759 ITALIAN KITCHEN BUONO 船橋市浜町2丁目1番1号

6760 上海柿安 船橋市浜町2丁目1番1号

6761 nana’s green tea 船橋市浜町2丁目1番1号

6762 船橋 頑力屋 船橋市浜町2丁目1番1号

6763 マザーリーフ ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6764 上島珈琲店 船橋市浜町2丁目1番1号

6765 フェスタガーデンららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6766 ドンク ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6767 韓美膳 船橋市浜町2丁目1番1号

6768 スターバックスコーヒー ららぽーとTOKYO-BAY南館店 船橋市浜町2丁目1番1号

6769 アフタヌーンティー ティールーム 船橋市浜町2丁目1番1号

6770 いきなり！ステーキ ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6771 PIZZA SALVATORE CUOMO ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号

6772 ヒマラヤカリー 船橋市浜町2丁目1番1号

6773 中華そば青葉 船橋市浜町2丁目1番1号

6774 鶏三和 船橋市浜町2丁目1番1号

6775 100時間カレーEXPRESS ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6776 コールド・ストーン・クリーマリー ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6777 モンスーンカフェ ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号

6778 フレッシュネスバーガー ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6779 サーティワンアイスクリーム 船橋市浜町2丁目1番1号

6780 ブッフェザフォレストららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6781 博多 一風堂 船橋市浜町2丁目1番1号

6782 ドトールコーヒーショップ ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号

6783 紅虎餃子房 船橋市浜町2丁目1番1号

6784 マクドナルドららぽーとTOKYO-BAY北館店 船橋市浜町2丁目1番1号

6785 マクドナルド ららぽーとTOKYO-BAY 西館店 船橋市浜町2丁目1番1号

6786 サイゼリヤ ららぽーと南館1階店 船橋市浜町2丁目1番1号

6787 サーティワンアイスクリーム 船橋市浜町2丁目1番1号

6788 カフェコンニチワ 船橋市浜町2丁目1番1号TOKYOBAYららぽーと南館1F

6789 ミスタードーナツららぽーとTOKYO-BAYショップ 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY

6790 タリーズコーヒーららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY西館1階タリーズコーヒー

6791 66KITCHENららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーとTOKYO-BAY北館1階

6792 マルハのカルビ丼ららぽーとTOKYO-BAY店 船橋市浜町2丁目1番1号ららぽーと東京BAY北館1Fフードコート

6793 蒙古タンメン 中本船橋 船橋市浜町2丁目2番7号

6794 ディッパーダン 船橋市浜町2丁目2番7号

6795 はなまるうどん ビビット南船橋店 船橋市浜町2丁目2番7号

6796 餃子の王将 ビビット南船橋店 船橋市浜町2丁目2番7号

6797 サイゼリヤ ビビットスクエア南船橋 船橋市浜町2丁目2番7号

6798 ドトールコーヒーショップビビット南船橋店 船橋市浜町2丁目2番7号ビビット南船橋

6799 宝島 船橋店 船橋市米ケ崎町43番地1

6800 一幸 船橋店 船橋市米ケ崎町54番地1

6801 山田うどん船橋米ｹ崎店 船橋市米ケ崎町597

6802 キャロット 船橋市豊富町676番地9

6803 居酒屋華 船橋市豊富町707

6804 魚unLOC 船橋市北本町1-4-4丸伸ビル101



6805 山海らーめん 船橋市北本町1-4-5

6806 ロイヤルホスト 船橋北店 船橋市北本町1丁目1番1号

6807 塚田の焼き鳥酒場有頂天 船橋市北本町2-44-12第3金子ビル1A

6808 いーちゃー村 船橋市北本町2-44-12第三金子ビル2-B

6809 PerOra 船橋市北本町2-44-12第三金子ビルS1

6810 有限会社 一会 船橋市北本町2丁目63番7号

6811 itAPAnJr. 船橋市本郷町417番地2-1F

6812 10&1/2CAFE+ 船橋市本郷町421-2大塚ビル1F

6813 麺屋 翼 船橋市本郷町421番地2

6814 炭火焼肉牙城苑 船橋市本郷町454-1エクセレントヴィラ1F

6815 diningbaragito 船橋市本郷町609-3K2ハウス2F

6816 本郷苑 船橋市本郷町609番地3

6817 ステーキのあさくま西船橋店 船橋市本郷町626

6818 七輪焼肉安安西船橋店 船橋市本郷町627-1N-STAGENishifunabashiⅢ

6819 デニーズ西船橋 船橋市本郷町642番地1

6820 カレーハウスCOCO壱番屋⻄船橋店 船橋市本郷町648-1

6821 菜来軒 船橋市本郷町649-3

6822 松屋 西船橋南店 船橋市本郷町666番地3

6823 魚菜庵 船橋市本中山1-10-3JBKスクエア103

6824 たちばな寿司 船橋市本中山1-15-22

6825 忠実堂 船橋市本中山1-15-23

6826 夏見屋 船橋市本中山1-8-15

6827 鳥ます 船橋市本中山1丁目15番22号

6828 256モーブ 船橋市本中山1丁目16番7号

6829 お好み焼 五色 船橋市本中山1丁目16番7号

6830 ひょうたん 船橋市本中山1丁目9番2号

6831 たつきち 船橋市本中山1丁目9番2号

6832 お福 船橋市本中山2-13-10

6833 スナックあゆみ 船橋市本中山2-13-10小川ビル1F

6834 酒・食事処浜や 船橋市本中山2-14-12GTビル1階

6835 やきとりヤダちゃん 船橋市本中山2-15-11

6836 二葉鮨 船橋市本中山2-15-14

6837 つけ麺まるや下総中山店 船橋市本中山2-16-9八蔵ビル1F

6838 餃子の王将下総中山駅前店 船橋市本中山2-17-21

6839 魚がし寿司 船橋市本中山2-17-34

6840 ラーメンせい家下総中山店 船橋市本中山2-18-8光信ビル1F

6841 鳥しん 船橋市本中山2-22-10

6842 ハイビスカス 船橋市本中山2-22-13-201プラザレジデンス

6843 粉もんやうどん粉 船橋市本中山2-22-13-203

6844 BARTREASURESISLAND 船橋市本中山2-22-13プラザレジデンス中山104

6845 フォンドBoo 船橋市本中山2-22-7中山コーポ103

6846 ベトナムアジアンレストランマッチョイ 船橋市本中山2-22-9

6847 エビス下総中山総本店 船橋市本中山2-22-9

6848 mr.kanso下総中山駅前店 船橋市本中山2-23-12平山第2中山ビル1F

6849 スナックメロディー 船橋市本中山2-23-13

6850 スナック喫茶リボー 船橋市本中山2-23-14

6851 BARBeroBero下総中山店 船橋市本中山2-23-14-1-1階

6852 AZURE 船橋市本中山2-23-6ジュネパレス4階

6853 麺酒場でめきん 船橋市本中山2-23-8

6854 酒肴 小川 船橋市本中山2丁目12番7号

6855 キッチン 幸 船橋市本中山2丁目12番7号

6856 和来 船橋市本中山2丁目12番7号

6857 日韓食堂138 船橋市本中山2丁目13-8

6858 すなっく美穂 船橋市本中山2丁目13番10号小川ビル

6859 スマイル 船橋市本中山2丁目13番8号鈴木ビル1F

6860 松屋 下総中山店 船橋市本中山2丁目15番10号

6861 戸ミ銀 船橋市本中山2丁目15番14号

6862 㐂代の家 船橋市本中山2丁目15番14号

6863 焼鳥 みのる 船橋市本中山2丁目15番15号

6864 てんや 下総中山店 船橋市本中山2丁目16番1号

6865 ドトールコーヒーショップ下総中山北口店 船橋市本中山2丁目16番1号

6866 庄や 下総中山店 船橋市本中山2丁目16番1号

6867 日高屋 下総中山北口店 船橋市本中山2丁目16番1号

6868 日本マクドナルド 下総中山駅前店 船橋市本中山2丁目16番1号

6869 ナンハウス 船橋市本中山2丁目16番9号

6870 ガスト 下総中山店 船橋市本中山2丁目17番37号

6871 いろり庵きらく 下総中山店 船橋市本中山2丁目17番37号

6872 牛徳 船橋市本中山2丁目18番1号2F

6873 4代目 松屋食堂 船橋市本中山2丁目18番5号

6874 有限会社 更月 船橋市本中山2丁目19番5号

6875 牛すじカレーとスープの店 オリーブ 船橋市本中山2丁目20番12号

6876 とんちゃん 船橋市本中山2丁目22番11号

6877 海商寿し 船橋市本中山2丁目22番13

6878 居酒屋 ちょいちょい 船橋市本中山2丁目22番13号

6879 ホルモン道場 金楽 船橋市本中山2丁目22番13号

6880 鳥よし 船橋市本中山2丁目22番9号

6881 スナック葦 船橋市本中山2丁目23番10号

6882 彩加 船橋市本中山2丁目23番10号

6883 にこみ旅行 船橋市本中山2丁目23番10号

6884 MEZZO FORTE 船橋市本中山2丁目23番12-2号

6885 #路地裏 船橋市本中山2丁目23番13号

6886 77 船橋市本中山2丁目23番4号

6887 スナック縁 船橋市本中山2丁目23番4号行徳屋ビル2F

6888 福冨 船橋市本中山2丁目23番5号

6889 Girls Bar Obrigado 船橋市本中山2丁目23番6号

6890 Jazz up 船橋市本中山2丁目23番9号

6891 スナック おばた 船橋市本中山2丁目23番9号

6892 居酒屋 ぼちぼち 船橋市本中山2丁目8番18号

6893 サイゼリヤ下総中山店 船橋市本中山2丁目8番19号

6894 串焼き小野田 船橋市本中山3-11-2

6895 鶏そば朱雀 船橋市本中山3-14-21竹内ビル1階

6896 風音 船橋市本中山3-14-22



6897 星と愛 船橋市本中山3-14-22

6898 京華 船橋市本中山3-17-6

6899 鳥春 船橋市本中山3-20-10

6900 鳥ごや 船橋市本中山3-20-15

6901 CERBIATTO 船橋市本中山3-20-3-103

6902 カレーハウスCoCo壱番屋JR下総中山駅南口店 船橋市本中山3-21-12八千代ビル1F

6903 出世街道下総中山店 船橋市本中山3-21-16第18東ビル1F

6904 串焼BarPo-Foresta 船橋市本中山3-21-17中山ビル2F

6905 中国料理大上海 船橋市本中山3-21-2コーポM51階D号室

6906 だんだん 船橋市本中山3-21-2コーポエムファイブ103

6907 沖縄食堂歩花 船橋市本中山3-22-10タツオカビル

6908 ラーメン道場 船橋市本中山3-23-24佐藤ハイツ

6909 大衆割烹 秋田屋 船橋市本中山3丁目13番1号

6910 京杉 船橋市本中山3丁目17番3号

6911 恵子 船橋市本中山3丁目1番1号

6912 スナック喫茶 ロリアン 船橋市本中山3丁目20番3号

6913 インドレストランSAMJANA 船橋市本中山3丁目20番7号朝倉ビル1F

6914 丸吉 船橋市本中山3丁目21番19号

6915 盛満 船橋市本中山3丁目21番2号

6916 スナック静香 船橋市本中山3丁目21番2号コープM51FB

6917 居酒屋 じゃがいも 船橋市本中山3丁目22番10号

6918 活魚じゃがいも 船橋市本中山3丁目22番10号タツオカビル103号

6919 更科 丸屋 船橋市本中山3丁目22番5号

6920 旬彩酒肴 いわき 船橋市本中山3丁目22番6号

6921 味達 船橋市本中山3丁目22番6号

6922 カラオケスナック京ちゃん 船橋市本中山3丁目7番1号英和ハウス1F

6923 ネネポチャ 船橋市本中山4-22-8石井新川ビル

6924 いっぽ 船橋市本中山4-25-16

6925 さつき濃 船橋市本中山4-25-16

6926 INDIAN RESTAURANT SAKURA 船橋市本中山4-25-16

6927 ゆかり 船橋市本中山4-25-17

6928 呑処とき和 船橋市本中山4-7-5

6929 バーミヤン 船橋本中山店 船橋市本中山4丁目10番3号

6930 中華ひろや 船橋市本中山4丁目12番13号

6931 中華かな芽 船橋市本中山4丁目22番8号石井新川ビル101

6932 はせがわ 船橋市本中山4丁目22番8号石井新川ビル106

6933 炭火焼しちりん 下総中山店 船橋市本中山4丁目23番9号

6934 朝日屋 船橋市本中山5丁目10番1号

6935 らーめん ばっ玉 船橋市本中山5丁目10番20号

6936 INDIAN RESTAURANT BINITA 船橋市本中山5丁目10番20号

6937 喫茶 あかとんぼ 船橋市本中山5丁目9番23号

6938 中国料理彩福 船橋市本中山6-10-7

6939 居酒屋豊山 船橋市本中山6-4-7

6940 おばさんのお店 船橋市本中山6丁目1番2号

6941 ひよこ屋 船橋市本中山7-11-16

6942 なな屋 船橋市本中山7-11-16

6943 ドト-ルコ-ヒ-ショップ原木中山店 船橋市本中山7-1157-2

6944 18SteakDiner 船橋市本中山7-11-8

6945 肉バルパドレ 船橋市本中山7-21-2

6946 GARUDA 船橋市本中山7-21-2PF原木中山ビル2F

6947 インド料理＆バーNANKitchen 船橋市本中山7-22-5BONドリームパレス104

6948 中華ダイニング昇華 船橋市本中山7-4-9

6949 ラウンジキューピット 船橋市本中山7-6-1小川ビル

6950 八剣伝原木中山店 船橋市本中山7-6-1小川ビル1F

6951 湯葉豆富料理魚民原木中山南口駅前店 船橋市本中山7-6-1小川ビル2階

6952 みそ膳原木中山店 船橋市本中山7-7-1

6953 から揚げの天才原木中山店 船橋市本中山7-7-1

6954 おむすびと原木中山店 船橋市本中山7-7-1メトロセンター内

6955 華菜食 船橋市本中山7-8-3ハイツ中山104

6956 㐂久鮨 船橋市本中山7-8-3ハイツ中山106

6957 炭火焼肉＆ホルモン伝次 船橋市本中山7-8-3ハイツ中山B1

6958 じゃじゃ牛 船橋市本中山7丁目11番14号

6959 とんかつ あられ 茶屋 船橋市本中山7丁目14番5号

6960 統鳥 船橋市本中山7丁目21番1号

6961 いっぷう亭 船橋市本中山7丁目22番5号

6962 カレーハウスCoCo壱番屋 原木中山駅前店 船橋市本中山7丁目6番7号

6963 安食亭 料理屋 弥助 船橋市本中山7丁目6番7号

6964 居酒屋ぼちぼち 船橋市本中山7丁目6番7号ナスビル2FA

6965 お酒ラウンジ渚 船橋市本中山7丁目8番3号

6966 酔いどれ 原木中山店 船橋市本中山7丁目8番3号

6967 鳥喜 船橋市本中山7丁目8番3号

6968 永坂更科布屋太兵衛 船橋市本庁7-1-1東武百貨店船橋店7F

6969 ゆで太郎船橋南口店 船橋市本町1-10-11

6970 海老そばまるは 船橋市本町1-10-7

6971 焼肉ここから船橋店 船橋市本町1-11-11

6972 インディアンレストランチャド 船橋市本町1-11-16

6973 チャドMORESPICESHalalFood 船橋市本町1-11-16-102

6974 ブーケ 船橋市本町1-11-18

6975 ベイベリー 船橋市本町1-11-18

6976 おはこ 船橋市本町1-11-19

6977 呑み処久保田 船橋市本町1-11-19

6978 居酒屋真 船橋市本町1-11-19

6979 ツークール 船橋市本町1-11-19

6980 心や 船橋市本町1-11-19

6981 居酒屋藤乃 船橋市本町1-11-20

6982 JAPANESEBAR月虹 船橋市本町1-11-20

6983 大衆馬肉酒場　ジョッキー船橋店 船橋市本町1-11-23鈴木ビル1F

6984 牛 船橋市本町1-11-25-2F

6985 クラブウェル 船橋市本町1-11-26

6986 船橋四川火鍋専門店みやま 船橋市本町1-11-27時田ビル1階

6987 骨付地鳥炭焼日向 船橋市本町1-11-27時田ビル202号

6988 スナック真心 船橋市本町1-11-30細谷ビル3F



6989 炭火串焼鶏ふじ 船橋市本町1-11-5

6990 海鮮居酒屋浜一 船橋市本町1-12-11

6991 マンナム 船橋市本町1-12-11ダイアパレススーションプラザ103号

6992 酒と肴す田 船橋市本町1-12-11ダイアパレスステーションプラザ101

6993 稲荷屋 船橋市本町1-12-12

6994 割烹源 船橋市本町1-12-22タカナミビル3-102

6995 B.SURGE 船橋市本町1-12-22タカナミビル3202

6996 真意 船橋市本町1-12-24マンション海老原第2

6997 ときた 船橋市本町1-13-1

6998 ニュー姉妹 船橋市本町1-13-1

6999 ニューフェアリー 船橋市本町1-13-1

7000 ゆみ 船橋市本町1-13-1孫ビル

7001 PUBインフィニティー 船橋市本町1-13-2

7002 COQDINER離 船橋市本町1-13-23

7003 BistroIncontro 船橋市本町1-14-9

7004 NORIN'S 船橋市本町1-15-3小松貸店舗

7005 ハッピー 船橋市本町1-15-3小松貸店舗A-2号室

7006 パブスナックユニーク 船橋市本町1-15-5花秀ビル2F

7007 しゅがー 船橋市本町1-15-8

7008 楽膳 船橋市本町1-15-8佐藤ビル1F

7009 ラボンタ 船橋市本町1-23-20立山ビル1F

7010 鮨しばかつ 船橋市本町1-26-14

7011 鳥元船橋店 船橋市本町1-3-1

7012 トレビ船橋店 船橋市本町1-3-1フェイスビルB1階

7013 亀戸らあ麺零や 船橋市本町1-3-1フェイスビル地下一階

7014 椿屋カフェ船橋フェイス店 船橋市本町1-3-1船橋FACE3階

7015 インド・ネパール料理ミラン船橋店 船橋市本町1-3-1船橋FACEビル地下1階

7016 築地食堂源ちゃん・グランドビアホフ船橋店 船橋市本町1-3-1船橋FACE地下1階

7017 つけ麺一頂 船橋市本町1-3-1船橋フェイス109

7018 船橋応援酒場 船橋市本町1-3-1船橋フェイスビル

7019 七輪焼肉安安船橋店 船橋市本町1-32-15アロー京成船橋駅前ビル2F

7020 麺処まるは極 船橋市本町1-32-3

7021 屋台屋博多劇場船橋店 船橋市本町1-32-3H1323ビル2F

7022 6senseresort 船橋市本町1-32-3H1323ビル4F

7023 東京餃子軒船橋店 船橋市本町1-4-11TKビル1F

7024 メキシカンバルrico 船橋市本町1-4-18TKビル2階

7025 ALEGRIA船橋 船橋市本町1-4-18TKビル3F

7026 船橋沖本 船橋市本町1-4-18tkビル4階

7027 焼き鳥伊達屋船橋店 船橋市本町1-4-23

7028 CONA船橋店 船橋市本町1-4-23

7029 金剛苑 船橋市本町1-4-7

7030 がんちゃん船橋店 船橋市本町1-4-7こだまビル1F

7031 梅もと船橋店 船橋市本町1-4-9

7032 船橋ブッチャーズ八十郎 船橋市本町1-4-9-B1F浦辺ビル

7033 もつ焼登幸とん 船橋市本町1-4-9浦辺ビル1階

7034 船橋酒場ふなぞう 船橋市本町1-4-9浦辺ビル2階

7035 たまごやとよまるnext船橋店 船橋市本町1-5-1

7036 吉野家京成船橋店 船橋市本町1-5-1

7037 パールレディnext船橋店 船橋市本町1-5-1

7038 海賊の台所 船橋市本町1-5-1ネクスト船橋

7039 タリーズコーヒーネクスト船橋店 船橋市本町1-5-1ネクスト船橋1階

7040 とんこつらーめんマルハ軒 船橋市本町1-7-2

7041 ボッカフェリーチェ 船橋市本町1-7-24-2F

7042 日高屋京成船橋店 船橋市本町1-7-3五光ビル

7043 カラオケルーム歌広場船橋パーティー館 船橋市本町1-7-6ドリーム船橋ビル6階

7044 いきなりステーキ船橋店 船橋市本町1-8-13

7045 Bar篠崎 船橋市本町1-8-29FSビル2F

7046 輝 船橋市本町1丁目11番19号

7047 たてやま 船橋市本町1丁目11番1号

7048 みどり 船橋市本町1丁目11番21号

7049 ハンバーグ逸品堂 船橋市本町1丁目11番27号

7050 麺屋こころ 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル1F

7051 炙りや 船橋市本町1丁目11番27号時田ビル402

7052 焼肉きのした 船橋市本町1丁目11番33号

7053 こんばん和 船橋市本町1丁目11番5号

7054 かんぱい 船橋市本町1丁目11番6号

7055 にじゅうまる 船橋市本町1丁目11番6号2階

7056 KaraokeBarFJ 船橋市本町1丁目11番7号

7057 スナック咲 船橋市本町1丁目12-22-302タカナミビルⅢ

7058 ほたる 船橋市本町1丁目12番11号ダイワパレスステーション船橋本町102

7059 焼肉 ほるまさ 船橋店 船橋市本町1丁目12番22号

7060 焼肉はるくん。 船橋市本町1丁目13番18号

7061 大衆あさひ 船橋市本町1丁目13番1号

7062 潮風 船橋市本町1丁目13番1号

7063 フレンチバルセレナ 船橋市本町1丁目13番23号MHビル1階店舗A号

7064 呑み処みや 船橋市本町1丁目13番2号

7065 ハピネス 船橋市本町1丁目13番2号本町1丁目高村店舗2F

7066 SUNNY DROP 船橋市本町1丁目13番4号

7067 スナック めぐみ 船橋市本町1丁目15番3号

7068 coco 船橋市本町1丁目15番3号

7069 四川麻辣湯東翔 船橋市本町1丁目15番5号

7070 炉端＆伊たりあんitAPAn 船橋市本町1丁目32番15号

7071 おすすめ屋 船橋店 船橋市本町1丁目32番15号

7072 大衆酒場 ちばチャン船橋店 船橋市本町1丁目32番3号

7073 ドトールコーヒーショップ船橋駅南口店 船橋市本町1丁目3番1号

7074 日本海庄や 船橋南口店 船橋市本町1丁目3番1号

7075 ミスタードーナツ船橋FACEショップ 船橋市本町1丁目3番1号

7076 松屋船橋南口店 船橋市本町1丁目3番1号

7077 寿司割烹 隆 船橋市本町1丁目3番1号

7078 信州そば処 そじ坊 船橋市本町1丁目3番1号

7079 大戸屋ごはん処船橋フェイスビル店 船橋市本町1丁目3番1号3F

7080 赤から 京ほのか 京成船橋店 船橋市本町1丁目4番23号



7081 ニューフナバシ 船橋市本町1丁目4番23号

7082 鳥二郎 京成船橋店 船橋市本町1丁目4番23号

7083 謝謝 船橋市本町1丁目4番8号

7084 学一船橋店 船橋市本町1丁目4番8号2階

7085 東京純豆腐 船橋店 船橋市本町1丁目5番1号

7086 熱烈中華 味一番 船橋市本町1丁目5番1号

7087 ベトナム食堂 フォーホア PHO HOA 船橋市本町1丁目5番1号

7088 海鮮三崎港 京成船橋ネクスト店 船橋市本町1丁目5番1号

7089 マクドナルド京成船橋店 船橋市本町1丁目5番3号

7090 カラオケルーム歌広場 京成船橋駅前店 船橋市本町1丁目5番4号

7091 焼肉酒場 ともさんかく 船橋店 船橋市本町1丁目7番24号

7092 焼定 もとび 船橋市本町1丁目7番2号

7093 喜多方ラーメン坂内船橋店 船橋市本町1丁目8番13号

7094 Shooting bar AJITO 船橋市本町1丁目8番28号

7095 mae 963 船橋市本町1丁目8番29号

7096 伝説のすた丼屋 京成船橋店 船橋市本町1丁目8番29号

7097 すき家　京成船橋駅前 船橋市本町1丁目9番9号パークタワー船橋1階104号

7098 DUKE'S 船橋市本町2-10-29

7099 アジア食堂ジェーン 船橋市本町2-10-29

7100 大衆酒場藤兵衛 船橋市本町2-10-29-101伊藤ビル

7101 川菜味 船橋市本町2-10-29-2F

7102 天たき 船橋市本町2-11-20

7103 呑処からす 船橋市本町2-11-27

7104 さかな家 船橋市本町2-13-12

7105 静 船橋市本町2-13-19

7106 ナイトスポット舞 船橋市本町2-13-9

7107 アティティインド・ネパール＆タイ料理 船橋市本町2-14-10

7108 オレンジ 船橋市本町2-15-19-B1Fクレメゾン船橋第3

7109 愛チェンマイ 船橋市本町2-15-24

7110 QuanThaoTit 船橋市本町2-16-25-2号

7111 中国料理酒家中 船橋市本町2-2-13タキグチビル1F

7112 歩乃歌 船橋市本町2-2-13滝口ビル2F202室

7113 御忍 船橋市本町2-23-2

7114 うらら 船橋市本町2-23-5-1F

7115 鳥文 船橋市本町2-23-5大塚ビル1F

7116 大阪串揚げ菊井 船橋市本町2-23-8

7117 ChaCha 船橋市本町2-23-8

7118 ミドリカフェ 船橋市本町2-23-8-2F

7119 +naturi 船橋市本町2-24-12

7120 食彩酒豪じん 船橋市本町2-24-4エミエール101

7121 肉バルヤマト船橋店 船橋市本町2-24-4エミエール船橋

7122 韓国食酒房チャグンパン 船橋市本町2-24-4エミエール船橋102

7123 COQDINER 船橋市本町2-25-17

7124 きらり 船橋市本町2-25-17

7125 青山餃子房船橋店 船橋市本町2-26-1

7126 BAN-YA 船橋市本町2-26-1グランドステータス船橋本町101

7127 ベトナム料理SEN 船橋市本町2-26-25相川ビル

7128 源八船頭船橋店 船橋市本町2-26-26ノザワビル1階

7129 焼ジビエ罠一目 船橋市本町2-26-28中田ビル1F

7130 風の子 船橋市本町2-27-15

7131 武 船橋市本町2-27-17

7132 四季旬菜ふくふく 船橋市本町2-27-21

7133 炭焼kitchenばんから 船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル1階

7134 音波船橋店 船橋市本町2-2-7本町プラザビル2F

7135 大森田 船橋市本町2-28-23

7136 寿司義 船橋市本町2-29-11

7137 バレンチノ 船橋市本町2-29-17

7138 ユリシーズ 船橋市本町2-29-4-201三嘉ビル

7139 FrontlineFORCES 船橋市本町2-29-4-202

7140 そばやの高さわ 船橋市本町2-29-4三嘉ビル1階

7141 エスパス・エトランジュ 船橋市本町2-29-4三嘉ビル3F

7142 九nine 船橋市本町2-29-6-202

7143 沖縄料理かじまや～ 船橋市本町2-29-6-301

7144 酒日 船橋市本町2-29-6興和第一ビル1階

7145 プレーゴ 船橋市本町2-3-29三幸ビル202号室

7146 バーフルサークル 船橋市本町2-3-29三幸ビル3階

7147 LASISADINING 船橋市本町2-3-31-1F松本ビル

7148 家庭料理・ぼたん 船橋市本町2-3-31松本ビル201

7149 韓流亭 船橋市本町2-3-5ベニヤビル1F

7150 石焼料理みのる 船橋市本町2-5-23

7151 旬味たちばな 船橋市本町2-5-41F

7152 PANNACOTTA 船橋市本町2-6-1Kモール2番館1F

7153 カラオケ美夢 船橋市本町2-6-1Kモール弐番館3階

7154 創作・京ごはんいただきマス。 船橋市本町2-7-10

7155 二代目やっこ 船橋市本町2-8-2

7156 西洋フード・コンパスグループ船橋事業所 船橋市本町2-9-3

7157 ビッグテキサス 船橋 船橋市本町2丁目11番12号

7158 船橋市本町2丁目11番22号

7159 居酒屋さざなみ 船橋市本町2丁目11番23号

7160 焼鳥 大富 船橋市本町2丁目11番25号

7161 居酒屋土方 船橋市本町2丁目12番24号

7162 居酒屋 おすみ 船橋市本町2丁目13番5号

7163 美路 船橋市本町2丁目13番5号サンシャイン船橋2F

7164 スナックさくら 船橋市本町2丁目13番7号ウインズ船橋102

7165 ミルキーウェイ 船橋市本町2丁目15番19号

7166 酒処ねね 船橋市本町2丁目16番19号

7167 シルバーポット 船橋市本町2丁目17番28号

7168 四川火鍋三国RYU 船橋市本町2丁目17番30号

7169 つくし 船橋市本町2丁目18番21号

7170 今日和船橋店 船橋市本町2丁目1番1号船橋スクエア212F

7171 ミスタードーナツ船橋本町ショップ 船橋市本町2丁目1番1号船橋スクエアー21

7172 SHOVEL HEAD 船橋市本町2丁目23番9号



7173 菜々香 船橋市本町2丁目24番16号

7174 すし処 心和 船橋市本町2丁目25番16

7175 中華料理　閩融飯店 船橋市本町2丁目25番17号高橋ビル103

7176 慶州 船橋市本町2丁目26番19号

7177 大鳥一 船橋市本町2丁目26番28号

7178 エルメス 船橋市本町2丁目26番28号

7179 中華上海料理大龍 船橋市本町2丁目27番20号

7180 ラーメン 963 船橋市本町2丁目27番20号

7181 船橋まぐろLABO 船橋市本町2丁目29番11号

7182 ネパール・インドの本場の料理 ルンビニ ブッダ ダイニングバー LUMBINI BUDDHA DINING BAR 船橋市本町2丁目29番15号

7183 ごごーチキンハウス 船橋市本町2丁目29番17号

7184 the gin 船橋市本町2丁目29番6号

7185 ASIAN DINING RED CHILLI FUNABASHI 船橋市本町2丁目29番9号

7186 マシソヨ 船橋市本町2丁目3番16号マシソヨ

7187 のんびり屋串八丁 船橋市本町2丁目3番29号三幸ビル1F

7188 天ぷらめし 福松 船橋市本町2丁目3番2号

7189 BOM QUAN 船橋市本町2丁目5番10号

7190 三国RYU四川火鍋 船橋市本町2丁目5番19号

7191 スナック エミ 船橋市本町2丁目6番13号

7192 天婦羅天良 船橋市本町2丁目6番13号船橋クレールビル1F

7193 URA 963 船橋市本町2丁目6番24号

7194 ポポラマーマ船橋店 船橋市本町3-1-1柏屋ビル

7195 F 船橋市本町3-1-2

7196 CENTRAL LOUNGE 20 船橋市本町3-27-20

7197 居酒屋39船橋本町店 船橋市本町3-32-28

7198 宗庵船橋店 船橋市本町3-33-11

7199 モスバーガー船橋本町店 船橋市本町3-33-6

7200 船橋魂心家 船橋市本町3-36-34石井ビル1階

7201 アユタヤ 船橋市本町3-36-34石井ビル3階

7202 肉の匠将泰庵 船橋市本町3-5-1

7203 CROSSPOINTBAR 船橋市本町3-5-1石田ビル2F

7204 将泰庵総本店 船橋市本町3-5-31

7205 歌声ライブハウス ゴリ 船橋市本町3丁目1番1号

7206 やよい軒 船橋店 船橋市本町3丁目2番1号

7207 牛角船橋店 船橋市本町3丁目2番1号京葉ション企画ビル2F

7208 スナック レオ 船橋市本町3丁目31番15号

7209 船寿司 船橋市本町3丁目32番30号

7210 菜福楼 船橋市本町3丁目33番2号

7211 カフェ・ベローチェ船橋本町3丁目店 船橋市本町3丁目36番28号

7212 肉と日本酒バル ワラカド船橋本町店 船橋市本町3丁目36番34号

7213 やきとり 千人力 船橋店 船橋市本町3丁目6番3号

7214 SEASONS 船橋市本町4-1-15

7215 JD'sClub 船橋市本町4-1-15

7216 CLUBPRIER 船橋市本町4-1-15-B1北側快美一番館ビル

7217 ニュープリンス 船橋市本町4-1-15快美インターナショナルビル地下1F

7218 チャールストンクラブ 船橋市本町4-1-16

7219 焼鳥酒場本田商店船橋店 船橋市本町4-16-29三幸本町ビル1F

7220 カフェレストランガッセ 船橋市本町4-16-31フォーシーズンテラス102

7221 葉月舎 船橋市本町4-16-32

7222 フーズバーブルーカナリヤ 船橋市本町4-16-33

7223 ISARA 船橋市本町4-16-34KAIVIGARDEN1F

7224 ダイニングバー穴 船橋市本町4-16-35

7225 ブルーカナリヤセカンド 船橋市本町4-16-35シンエイビル5F

7226 こだわりもん一家船橋店 船橋市本町4-16-35第4シンエイビル2F

7227 やどかり 船橋市本町4-16-36サラトガビル3F

7228 しゃり膳宴 船橋市本町4-18-32

7229 なみき 船橋市本町4-18-33

7230 BISTROLAMPE 船橋市本町4-19-6-105船橋サンプラザ

7231 勇屋熟成鶏十八番 船橋市本町4-19-6サンプラザ船橋106

7232 カンティーナイルグッフォ 船橋市本町4-19-6船橋サンプラザ107

7233 蕎や本田 船橋市本町4-20-23-101

7234 てんぐ大ホール船橋店 船橋市本町4-2-12ほり江ビル1F

7235 船橋盛山 船橋市本町4-2-12ほり江ビル4階

7236 遊煌 船橋市本町4-2-15斉藤ビル2階

7237 栄華光 船橋市本町4-2-21

7238 ANT 船橋市本町4-2-21市原ビル1F

7239 車や 船橋市本町4-2-22

7240 カラオケ山浦 船橋市本町4-2-3

7241 山浦鮨 船橋市本町4-2-3

7242 ディプント船橋 船橋市本町4-2-9

7243 BeerPubanco 船橋市本町4-31-20-101

7244 殻YABURI船橋店 船橋市本町4-3-19錦屋ビル2階

7245 かまどか船橋店 船橋市本町4-3-19錦屋ビル3階

7246 温野菜船橋店 船橋市本町4-3-19錦屋ビル4階

7247 いづみ屋 船橋市本町4-3-20モリウチビル

7248 Xanadu 船橋市本町4-3-20モリウチビル6F

7249 Virgin 船橋市本町4-3-3船橋駅前ビル地下1階

7250 Cafe&SaltBarTJ 船橋市本町4-35-21カナーズ1F

7251 東魁楼本館 船橋市本町4-36-17

7252 SMART 船橋市本町4-37-12

7253 ECURIE 船橋市本町4-37-19ツガマンション102

7254 カラオケバーベネ 船橋市本町4-37-3エクセルビル101号

7255 れいこ 船橋市本町4-37-6

7256 みなと帰港 船橋市本町4-37-6

7257 和旬彩・串あげおばら 船橋市本町4-37-6宮下ビル2階

7258 カラオケバーターボン 船橋市本町4-37-9本町正直ビル1階

7259 すずらん 船橋市本町4-38-1

7260 SHOTBARIΣM 船橋市本町4-38-1-201松岡ビル

7261 三国呉 船橋市本町4-38-1松岡ビル202

7262 とんかつ極み 船橋市本町4-38-22

7263 NOBU 船橋市本町4-38-22山口ビル102

7264 東大門 船橋市本町4-38-22山口ビル1F



7265 神田屋 船橋市本町4-3-9

7266 串焼き雅船橋駅前店 船橋市本町4-3-9

7267 すし処向日葵 船橋市本町4-39-10-102

7268 Coquelicot 船橋市本町4-39-10興和第三ビル101

7269 酒楽場ごうにい 船橋市本町4-39-2グレイスコートアサヒ1F

7270 竹うち船橋店 船橋市本町4-39-5三光4丁目ビル

7271 koreAndiNingGOMAmura 船橋市本町4-39-5三光4丁目ビル1階B室

7272 COQUELICOTf 船橋市本町4-39-8興和第5ビル1F

7273 和食の故郷 船橋市本町4‐40‐1

7274 BarCooperage 船橋市本町4-40-12インペリアル山下ビル2階

7275 fesbyasobi肉丼専門店どんぶらこ満腹肉太郎君の進め唐揚げ道牛タン専門店伊達や 船橋市本町4-40-1レオセントラルスクエア1階

7276 RatoBhaleRestaurantFunabashi 船橋市本町4-40-1レオセントラルスクエア3F

7277 BUZZdarts＆sports 船橋市本町4-40-1レオセントラルスクエア4F

7278 炎蔵 船橋市本町4-40-23サドヤサザンテラス

7279 パブオレンジ 船橋市本町4-40-2第3矢野ビル

7280 88 船橋市本町4-40-2矢野ビル2F

7281 新助船橋店 船橋市本町4-40-3

7282 船橋馬喰ろう 船橋市本町4-40-35

7283 EuroHouse 船橋市本町4-40-3神戸屋ビル3階

7284 居酒屋ありがとう船橋店 船橋市本町4-4-1

7285 PUBHOUSEポパイ 船橋市本町4-41-19本町セントラルビルB1

7286 吉祥 船橋市本町4-4-12

7287 山内農場船橋南口駅前店 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル4階

7288 笑笑船橋南口駅前店（みつえちゃん） 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル5階

7289 鶏のジョージ船橋南口駅前店 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル5階

7290 キタノイチバ船橋南口駅前店 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル6階

7291 美食厨房白木屋船橋南口駅前店 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル6階

7292 魚民船橋南口駅前店 船橋市本町4-41-254モンテローザ船橋ビル地下1階

7293 戯拉戯拉 船橋市本町4-41-29ライオンビル

7294 ワインと泡の店33 船橋市本町4-41-29ライオンビルB1

7295 OTTO 船橋市本町4-4-12グラシア船橋本町2F

7296 勇屋登り 船橋市本町4-4-12グラシア船橋本町301

7297 かまどの番人 船橋市本町4-41-31

7298 GALバー 船橋市本町4-4-1-4喜久水ビル

7299 ユーベル 船橋市本町4-42-11

7300 かまくら屋 船橋市本町4-42-112階

7301 立ち飲み日本酒2。2坪 船橋市本町4-42-14

7302 下町バルスパイス 船橋市本町4-42-14

7303 パブ舞 船橋市本町4-42-14

7304 はなぶさ 船橋市本町4-42-14

7305 九州魂京成船橋店 船橋市本町4-42-15

7306 赤舎利一筋もり一船橋南口店 船橋市本町4-42-18

7307 ラーメン無限大船橋店 船橋市本町4-42-2

7308 hygge 船橋市本町4-42-4-2階高瀬ビル

7309 ニューメロディー 船橋市本町4-42-4やまぐちビル2階

7310 寅屋本町店 船橋市本町4-42-5やまぐちビル101

7311 スナックルージュ 船橋市本町4-42-5山口ビル2F

7312 居酒屋華栄 船橋市本町4-42-6-1階

7313 パブスナックハニー 船橋市本町4-42-62階

7314 VOCE 船橋市本町4-42-8

7315 Girls Bar HANABI 船橋市本町4-42-8

7316 サード 船橋市本町4-42-9

7317 居酒屋友達 船橋市本町4-43-15

7318 地酒百選おだか 船橋市本町4-43-16

7319 立ち飲み屋Kurubushi 船橋市本町4-43-16立ち飲み屋Kurubushi

7320 美松 船橋市本町4-43-17

7321 江戸前料理三番瀬 船橋市本町4-43-17

7322 Etoupe 船橋市本町4-43-20みよしビル2A

7323 カラオケ・居酒屋風悠来 船橋市本町4-4-3-2F

7324 すし旬鮮料理しゃり膳 船橋市本町4-43-5

7325 鳥貴族船橋本町店 船橋市本町4-44-11京成船橋高橋ビル4階

7326 船橋ワイン食堂862 船橋市本町4-44-11高橋ビル1階

7327 日炉勢 船橋市本町4-44-17

7328 ベローチェ京成船橋駅前店 船橋市本町4-44-25

7329 餃子酒場船橋店 船橋市本町4-44-25-1Fルネライラタワー船橋

7330 上海麻辣湯 船橋市本町4-44-25TKRビル1階

7331 パスタコッチョ 船橋市本町4-4-4砂子店舗2階

7332 焼肉大将軍京成船橋店 船橋市本町4-45-1

7333 鮨吉心 船橋市本町4-45-10

7334 バースパイス 船橋市本町4-45-11

7335 BarSpice2 船橋市本町4-45-11-2F

7336 焼肉焼々 船橋市本町4-45-13

7337 参番長 船橋市本町4-45-13セブン本町4番館B

7338 スタンドバイミート 船橋市本町4-45-15

7339 羊々亭 船橋市本町4-45-9

7340 Kong 船橋市本町4-4-7NTビル3F

7341 SKYBAR 船橋市本町4-4-7NTビル5F

7342 メソンバスカ 船橋市本町4-4-7船橋NTビル1F

7343 スペイン料理タベルナ・カディス 船橋市本町4-4-7船橋NTビル2F

7344 オリエンタルビストロSAHARA 船橋市本町4-5-15

7345 新日本料理伸幸 船橋市本町4-5-18小泉ビル

7346 TODDYSshrimp 船橋市本町4-5-21-1F

7347 サルブロ 船橋市本町4-5-21市原薬局ビル2F

7348 吟家船橋駅前店 船橋市本町4-5-24アロー船橋駅前ビル1F

7349 ときわ亭船橋店 船橋市本町4-5-24アロー船橋駅前ビル2F

7350 CHEESESQUARE船橋店 船橋市本町4-5-24アロー船橋駅前ビル4F

7351 寿司天 船橋市本町4-5-26

7352 黒潮海閤 船橋市本町4-5-26

7353 黒豚しゃぶしゃぶぐるなべ 船橋市本町4-5-26船福ビル2階

7354 船橋漁師SAKABAみなとや 船橋市本町4-5-26船福ビル5F

7355 ハピネス2 船橋市本町4-5-28-6F正栄ビル

7356 串天と手創りダイニング えびす倶楽部 船橋市本町4丁目16番31号



7357 コパン 船橋市本町4丁目16番31号

7358 びんび屋懐郷 船橋市本町4丁目16番35号第4シンエイビル1F

7359 エルバルコ 船橋市本町4丁目16番36号

7360 酒蔵きらく 船橋市本町4丁目18番34号

7361 flagship FUNABASHI 船橋市本町4丁目19番6号

7362 居酒屋革命 酔っ手羽 船橋店 船橋市本町4丁目19番6号

7363 雪月花 船橋市本町4丁目1番15号

7364 和食場冠 船橋南口店 船橋市本町4丁目1番15号

7365 theDrop 船橋市本町4丁目20-18鈴木ビル102

7366 中華料理 大輦 船橋市本町4丁目20番17号

7367 えび船 船橋市本町4丁目20番1号

7368 カラオケ本舗まねきねこ船橋駅前店 船橋市本町4丁目2番12号

7369 新鮮ヤキトン酒場 トントンびょうし 船橋店 船橋市本町4丁目2番5号

7370 TOMORI 船橋店 船橋市本町4丁目2番9号

7371 ひつじや 船橋市本町4丁目30番13号

7372 ベトナムダイニングANHEM 船橋市本町4丁目31-20エクセルビルⅡ103

7373 燈 船橋市本町4丁目31番20号

7374 中華料理酒家力 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ102

7375 Asterisk雫 船橋市本町4丁目31番20号エクセルビルⅡ204号室

7376 まるとも 船橋市本町4丁目34番19号

7377 clubvenus 船橋市本町4丁目3-5大西園ビル5階

7378 韓国パブスナックチング 船橋市本町4丁目37-6

7379 居酒屋 静 船橋市本町4丁目37番10号

7380 アンジュ 船橋市本町4丁目37番3号

7381 憩の店小路 船橋市本町4丁目37番6号

7382 エーワン 船橋市本町4丁目37番6号宮下ビル1F

7383 ゴールデンウェーブ 船橋市本町4丁目37番9号

7384 スナック凛 船橋市本町4丁目37番9号2階本町正直ビル

7385 mu-ku 船橋市本町4丁目38番1号松岡ビル101

7386 ビビアン 船橋市本町4丁目39番10-2階

7387 Big MagNum 船橋市本町4丁目39番10号

7388 キなり。 船橋市本町4丁目39番5号

7389 焼肉丸い月 船橋市本町4丁目39番6号

7390 土間土間　船橋店 船橋市本町4丁目3番19号錦屋ビル5F

7391 薄利多賣半兵ヱ 船橋店 船橋市本町4丁目3番20号

7392 モー・TON 船橋市本町4丁目3番20号

7393 宮崎県日南市 塚田農場 船橋店 船橋市本町4丁目3番20号

7394 酔族館倶楽部 船橋市本町4丁目3番20号モリウチビル5F

7395 寿し道楽 船橋市本町4丁目3番21号

7396 時の居酒屋 刻 船橋市本町4丁目3番21号

7397 まんてん食堂 船橋市本町4丁目3番5号

7398 立呑み次郎 船橋市本町4丁目3番5号

7399 肉の匠将泰庵～HANARE～ 船橋市本町4丁目3番5号大西園ビル2階

7400 CRYSTALVEIL 船橋市本町4丁目3番5号大西園ビル4F

7401 あぼかど 船橋市本町4丁目3番7号

7402 バー ダイニング ステラ 船橋市本町4丁目3番7号

7403 株式会社鮒忠船橋店 船橋市本町4丁目40番11号

7404 doublecheese船橋店 船橋市本町4丁目40番12号

7405 バーミヤン 船橋本町店 船橋市本町4丁目40番21号

7406 菜厨瑠 船橋市本町4丁目40番2号

7407 PARADISE 船橋市本町4丁目41番19号

7408 海旬まぐろ市 船橋市本町4丁目41番19号本町セントラルビル地下1階112号室

7409 カラオケ館 船橋店 船橋市本町4丁目41番25号

7410 サイゼリヤ 船橋駅南口店 船橋市本町4丁目41番25号

7411 鳥貴族 京成船橋店 船橋市本町4丁目41番29号

7412 かつや京成船橋店 船橋市本町4丁目41番29号

7413 Wine＆TapasCallejero 船橋市本町4丁目41番29号ライオンビル2F

7414 富士そば船橋店 船橋市本町4丁目41番7号ステージ船橋

7415 Bakoo’s Kitchen 船橋市本町4丁目42番11号

7416 ルイード 船橋市本町4丁目42番11号102川井店舗

7417 MOZZ 船橋市本町4丁目42番14号

7418 Old Lane 船橋市本町4丁目42番14号

7419 ハッピーハウス 船橋市本町4丁目42番14号

7420 リップスター 船橋市本町4丁目42番14号

7421 大衆酒場一平 船橋市本町4丁目42番4号

7422 屋台屋九ちゃん船橋店 船橋市本町4丁目42番4号

7423 ガンディ 船橋市本町4丁目42番4号

7424 ダイニング A＆a 船橋市本町4丁目42番4号

7425 馳走處ん 船橋市本町4丁目42番5号

7426 COCO 船橋市本町4丁目42番5号

7427 けっぱれ 船橋市本町4丁目42番8号

7428 キッチン なお 船橋市本町4丁目43番14号

7429 クントゥアン 船橋市本町4丁目43番14号

7430 とっぺ 船橋市本町4丁目43番14号102クロシェットビル

7431 Okan 船橋市本町4丁目43番15号

7432 ちょっと 船橋市本町4丁目43番16号

7433 蓮華 船橋市本町4丁目43番17号

7434 居食屋 炭旬 船橋仲通り店 船橋市本町4丁目43番19号

7435 串かつでんがな 船橋店 船橋市本町4丁目43番20号

7436 居酒屋カラオケff 船橋市本町4丁目43番20号1F芳村ビル

7437 ニュー優 船橋市本町4丁目43番20号2F芳村ビル

7438 船橋宝ジェンヌ 船橋市本町4丁目43番20号みよしビル4階

7439 バイエルンストゥーベ 船橋市本町4丁目43番21号

7440 雅 船橋市本町4丁目43番21号

7441 元氣七輪焼肉 牛繁 船橋店 船橋市本町4丁目43番9号

7442 船橋ガーデン 船橋市本町4丁目44番25号

7443 幸せのパンケーキ 船橋店 船橋市本町4丁目44番25号

7444 もつ焼 坊っちゃん 船橋市本町4丁目44番2号

7445 もんじゃかん太 裏通り店 船橋市本町4丁目44番3号

7446 鳴門鯛焼本舗 船橋駅前店 船橋市本町4丁目45番21号

7447 ケンタッキーフライドチキン 船橋駅前店 船橋市本町4丁目45番22号

7448 ガスト京成船橋駅前 船橋市本町4丁目45番30号



7449 一九 船橋南口本店 船橋市本町4丁目45番9号

7450 串いち 船橋市本町4丁目4番1号

7451 粋な料理と厳選地酒こみや 船橋市本町4丁目4番1号喜久水ビル5階

7452 バーカプリス 船橋市本町4丁目4番2号

7453 西洋居酒屋 その 船橋市本町4丁目4番38号

7454 シーガルダイニング 船橋市本町4丁目4番38号

7455 鳥新 船橋市本町4丁目4番4号

7456 日高屋 船橋本町4丁目店 船橋市本町4丁目4番50号

7457 HUB 船橋店 船橋市本町4丁目4番50号

7458 肉ばるがぶロック 船橋市本町4丁目4番6号1階

7459 沖縄屋台村めんそーれ 船橋市本町4丁目5番16号

7460 大衆酒場 増やま 船橋市本町4丁目5番18号

7461 SUNRISERestaurant 船橋市本町4丁目5番18号小泉ビル3F

7462 ファンタジー 船橋駅前店 船橋市本町4丁目5番25号

7463 七輪房 船橋駅前店 船橋市本町4丁目5番26号

7464 銀だこ酒場船橋店 船橋市本町4丁目5番28号

7465 炉ばたと和食土風炉 船橋市本町5-1

7466 にぎり屋大膳 船橋市本町5-1-18

7467 もつ焼き登運とん 船橋市本町5-1-2

7468 魚魚組 船橋市本町5-1-2

7469 うまいもんや縁 船橋市本町5-12-1鈴与第五ビル

7470 アジアンバルいずまる 船橋市本町5-1-8-2F

7471 BARWA 船橋市本町5-1-9田久保ビル101号

7472 中国料理旬輝 船橋市本町5-2-10

7473 Onceuponatime 船橋市本町5-2-20興和第六ビル2階

7474 たのしい酒場いつもんとこ 船橋市本町5-3-11今林ビル1F

7475 船橋ワインバル八十郎商店 船橋市本町5-3-4

7476 ラテンガストロバーガッセ 船橋市本町5-5-5トラムスビル101

7477 もっぺん 船橋市本町5-6-10アミティエ船橋駅前1階

7478 RistoranteDueby2Leoni 船橋市本町5-6-12

7479 大とら 船橋市本町5-6-19

7480 BARHOP 船橋市本町5-6-19コンパル31-1F

7481 大衆酒場増やま本店 船橋市本町5-6-20北口斉藤ビル1F

7482 2BOUZE 船橋市本町5-7-2小宮ビル1F

7483 路地裏ワインバルPocoaPoco 船橋市本町5-7-6ルポゼKano102

7484 寿し処米善 船橋市本町5-8-1

7485 Shot Bar Wel 船橋市本町5丁目11番5号

7486 lover’s day 船橋市本町5丁目15番3号

7487 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 船橋店 船橋市本町5丁目1番17号

7488 ONE ON GOLF 船橋市本町5丁目1番17号2F

7489 金魚屋 船橋市本町5丁目1番5号

7490 串カツ田中 船橋店 船橋市本町5丁目1番5号

7491 中華福味亭 船橋市本町5丁目1番8号

7492 よしの 船橋市本町5丁目2番1号

7493 かぶら屋船橋店 船橋市本町5丁目2番1号

7494 カラオケスナックたんぽぽ 船橋市本町5丁目2番20号

7495 大衆酒場 若林 船橋市本町5丁目3番2号

7496 サンマルクカフェ 船橋北口店 船橋市本町5丁目4番5号

7497 ドトールコーヒーショップ船橋北口店 船橋市本町5丁目4番5号

7498 すし処 わたなべ 船橋市本町5丁目5番5号

7499 居酒屋京和 船橋市本町5丁目6番15号コミヤ店舗1階

7500 和風創作料理 いっきゅう 船橋店 船橋市本町5丁目6番19号

7501 いっきゅう 離れ 船橋市本町5丁目6番19号

7502 びすとろ 船橋市本町5丁目7番6号101

7503 焼肉ごじ 船橋市本町6-1-12-1階サクセスビル

7504 小料理とき 船橋市本町6-2-10-101ダイアパレスステーションプラザ船橋

7505 とんかついっとん 船橋市本町6-2-10-105

7506 エベレスト 船橋市本町6-2-10-108ダイアパレスステーションプラザ船橋

7507 隠れ家BarZAKU-f 船橋市本町6-3-8

7508 ゆで太郎船橋北口店 船橋市本町6-3-9

7509 吉光 船橋市本町6-4-23

7510 らん 船橋市本町6-4-5-103

7511 活魚料理なべしま 船橋市本町6-8-6

7512 松屋 船橋北口店 船橋市本町6丁目6番4号

7513 PIZZERIA347 船橋市本町7-10-2ユニマットガーデンスクエア2F

7514 焼肉琉宮苑 船橋市本町7-10-2ユニマットガーデンスクエア3F

7515 星乃珈琲店東武船橋店 船橋市本町7-1-1

7516 ハンバーグ＆ステーキ黒毛和牛腰塚東武船橋店 船橋市本町7-1-1

7517 洋麺屋五右衛門東武船橋店 船橋市本町7-1-1

7518 コメダ珈琲店シャポー船橋店 船橋市本町7-1-1シャポー船橋

7519 CAFE&DELIPLATINUMVEGE 船橋市本町7-1-1シャポー船橋南館1F

7520 回し寿司活船橋店 船橋市本町7-1-1シャポー船橋南館4F

7521 PLATINUMUDON稲庭手業うどんAKITA 船橋市本町7-1-1シャポー船橋本館1F

7522 ムンバイエクスプレスシャポー船橋店 船橋市本町7-1-1シャポー船橋本館1F

7523 ラ・メゾンアンソレイユターブル 船橋市本町7-1-1シャポー船橋本館1F

7524 フォークダンスシャポー船橋店 船橋市本町7-1-1シャポー船橋本館1階

7525 サブウェイ船橋東武店 船橋市本町7-1-1船橋駅ビル2階

7526 牛たんと和牛焼き青葉 船橋市本町7-1-1船橋東武百貨店7階

7527 ドトールコーヒーショップ東武船橋駅店 船橋市本町7-1-1東武アバンパークライン船橋駅構内

7528 不二家レストラン船橋東武店 船橋市本町7-1-1東武百貨店7F

7529 とんかついなば和幸船橋店 船橋市本町7-1-1東武百貨店7階

7530 南翔饅頭店東武百貨店船橋 船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋7F

7531 こてがえし船橋店 船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋店7階

7532 ダッキーダックキッチン船橋東武店 船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋店7階

7533 築地すし竹若 船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋店B1内

7534 4B 船橋市本町7-14-8小暮荘101

7535 鉄板焼九九 船橋市本町7-17-20

7536 味のまる藤 船橋市本町7-24-5

7537 居酒屋小夜 船橋市本町7-4-13アイケイビル1階

7538 FC.VINVINO 船橋市本町7-4-15

7539 居酒屋遥 船橋市本町7-4-15-1F

7540 PUBフォーエバー 船橋市本町7-4-20神田ビル1階



7541 ぐらんあるぶる 船橋市本町7-4-23矢作ビル2階

7542 呑み食い処蝦夷うさぎ 船橋市本町7-5-13MYビル1階

7543 大衆ホルモンタツ屋船橋店 船橋市本町7-5-1STビル1階

7544 御旦孤船橋店 船橋市本町7-5-4-F2

7545 拉麺いさりび 船橋市本町7-5-4ワールドビル102

7546 カウンターラウンジキャッスル 船橋市本町7-5-4ワールドビル1F

7547 丸亀製麺イトーヨーカドー船橋 船橋市本町7-6-1船橋ツインビル西館イトーヨーカドー船橋1階

7548 フレッシュネスバーガー 船橋店 船橋市本町7丁目10番2号

7549 紀州清流担々麺producebykeisuke 船橋市本町7丁目1-1シャポー船橋南館4F

7550 扇 船橋市本町7丁目12番11号

7551 越後屋 船橋市本町7丁目14-8

7552 龍鳳 船橋市本町7丁目14番11号

7553 桜 船橋市本町7丁目14番8号

7554 ハゲ天 船橋東武店 船橋市本町7丁目1番1号

7555 博多天ぷら やまみ シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7556 京樽・すし三崎港 シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7557 ベックスコーヒーショップ シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7558 chawan シャポー船橋 船橋市本町7丁目1番1号

7559 うどんの詩 東武船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7560 岡本庵 シャポ-船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7561 いろり庵きらく シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7562 RUDDER COFFEE 船橋市本町7丁目1番1号

7563 瑪蜜黛シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7564 スターバックスコーヒー シャポー船橋本館店 船橋市本町7丁目1番1号

7565 サンマルクカフェ シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7566 スターバックスコーヒー シャポー船橋南館店 船橋市本町7丁目1番1号

7567 中華そば青葉 船橋市本町7丁目1番1号

7568 将泰庵 DINER 船橋市本町7丁目1番1号

7569 味乃宮川 船橋市本町7丁目1番1号

7570 アフタヌーンティー・ティールーム 船橋東武店 船橋市本町7丁目1番1号

7571 鶏三和 シャポー船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7572 福満園 船橋市本町7丁目1番1号

7573 築地 玉寿司 船橋市本町7丁目1番1号

7574 梅の花 船橋店 船橋市本町7丁目1番1号

7575 みはし東武船橋店 船橋市本町7丁目1番1号B1

7576 とものもと 船橋市本町7丁目23番14号

7577 レストラン ばぁむ 船橋市本町7丁目26番25号

7578 長与千種の体育会系酒場 Ring Side 船橋市本町7丁目4番20号

7579 居酒屋蛍 船橋市本町7丁目5番5号

7580 大戸屋ごはん処 イトーヨーカドー船橋店 船橋市本町7丁目6番1号

7581 ケンタッキーフライドチキン イトーヨーカドー船橋店 船橋市本町7丁目6番1号

7582 マクドナルド船橋イトーヨーカドー店 船橋市本町7丁目6番1号

7583 サイゼリヤ 船橋イトーヨーカドー店 船橋市本町7丁目6番1号

7584 リンガーハット イトーヨーカドー船橋店 船橋市本町7丁目6番1号

7585 豚骨一燈船橋店 船橋市本町7丁目6番1号イトーヨーカドー船橋店西館1階

7586 サーティワンアイスクリーム船橋イトーヨーカドー店 船橋市本町7丁目6番1号イトーヨーカドー船橋店西館1階

7587 そば徳 船橋市本町7丁目7番1号

7588 串焼酒場 鳥汰 船橋市本町7丁目9番5号

7589 タイ食堂チャンカーオ 船橋市本町7丁目9番6号

7590 TODDYS 船橋市本町四丁目5番21号2F

7591 番屋 船橋市本町七丁目4番地22号

7592 たいこばし 船橋市湊町1-24-10

7593 ちひろ 船橋市湊町1丁目1番14号

7594 カラオケパブポケット 船橋市湊町1丁目20番14号

7595 四季の味　樽本　 船橋市湊町1丁目20番18号

7596 カレーハウスCoCo壱番屋船橋湊町店 船橋市湊町2-1-22第一ヤノビル1F

7597 BistroBarL'Orange 船橋市湊町2-1-22第一矢野ビル3階

7598 居酒屋斉ちゃん 船橋市湊町2-15-1

7599 居酒屋かほる 船橋市湊町2-15-1

7600 ままごとや 船橋市湊町2-4-5

7601 ベトナム家庭料理マンダリンカフェ 船橋市湊町2-4-5第五白川ビル102

7602 ピッツェリアコンパーレコマーレ 船橋市湊町2-5-19

7603 酒味亭甚家 船橋市湊町2-7-3-1Fエクセリア

7604 喫茶＆パブ大友 船橋市湊町2丁目14番25号

7605 スナック蓮 船橋市湊町2丁目14番25号

7606 バー・エスペラント 船橋市湊町2丁目14番25号リエス湊101

7607 味の豊 船橋市湊町2丁目1番22号

7608 味よし 船橋市湊町2丁目1番5号

7609 香宴亭 船橋市湊町2丁目4番1号

7610 なか卯 船橋湊町店 船橋市湊町2丁目5番18号

7611 拉麺阿修羅 船橋市湊町2丁目7番3号エクセリア101

7612 船橋港つり滝 船橋市湊町3-16-1

7613 町井商店 船橋市湊町3-19-18

7614 飛鳥 船橋市湊町3-6-24

7615 結とり 船橋市湊町3-6-24

7616 台湾料理 慶龍 船橋市湊町3丁目6番24号

7617 とんかつあさの 船橋市薬円台1-18-6

7618 からやま船橋薬円台 船橋市薬円台1-19-8

7619 すし銚子丸 薬円台店 船橋市薬円台1丁目19番3号

7620 安楽亭薬円台店 船橋市薬円台1丁目20番8号

7621 玉寿司 船橋市薬円台2-4-2

7622 伝丸 薬円台店 船橋市薬円台2丁目4番3号

7623 はなの舞習志野駐屯地店 船橋市薬円台3丁目20番1号

7624 じゅん屋 船橋市薬円台4-11-15

7625 楓 船橋市薬円台4-11-15

7626 季節料理ひらり 船橋市薬円台4-12-18DAIYU薬円台ビル1F

7627 ダイニング・バーJOY 船橋市薬円台4-1-24フジハイム

7628 鳥照 船橋市薬円台4-14-8田園ビル1階

7629 Grand-PaPa 船橋市薬円台4丁目8番6号

7630 居酒屋 みくら 船橋市薬円台4丁目8番6号

7631 伊兵ェ衛門 船橋市薬円台5-1-7第3ハヤシビル

7632 順興園 船橋市薬円台5-21-20



7633 酒菜光 船橋市薬円台5-2-7-101

7634 福満溢 船橋市薬円台5-32-1パンセビル1階

7635 イタリアントゥット 船橋市薬円台5-32-9大井貸店舗102

7636 花菜 船橋市薬円台5-33-4

7637 もつ焼本ちゃん 船橋市薬円台5-33-5

7638 スナックふじの 船橋市薬円台5-6-19

7639 SNACKHEART 船橋市薬円台5-6-19

7640 ラウンジ・セレナーデ 船橋市薬円台5-6-20

7641 マクドナルド薬円台店 船橋市薬円台5丁目20番11号

7642 野州 船橋市薬円台5丁目2番7号

7643 こばやし 船橋市薬円台5丁目2番8号

7644 Indian Restaurant Bhairab Samosa 船橋市薬円台5丁目32番9号

7645 焼鳥 となりのみよちゃん 船橋市薬円台5丁目35番7号

7646 スナック茶茶 船橋市薬円台5丁目6-19

7647 居酒屋 お多美 船橋市薬円台5丁目6番16号

7648 和風スナック和 船橋市薬円台5丁目6番19号

7649 アグニ インドネパール レストラン 船橋市薬円台5丁目6番19号

7650 BEEーONE 船橋市薬円台6-12-1-101

7651 焼鳥げんこつや 船橋市薬円台6-5-9外山ビル101

7652 旬魚菜いとう 船橋市薬円台6丁目10番10号

7653 志づ 船橋市薬円台6丁目2番10号ラ・フォレ211階

7654 すし 大和 船橋市薬円台6丁目2番7号

7655 緑王 船橋市薬円台6丁目5番3号

7656 小川屋 船橋市薬園台2-1-3

7657 スナック山鹿 館山市安東29

7658 中華五十番 館山市安東29-1

7659 ガスト館山東店 館山市安布里162-1

7660 平砂浦ビーチホテル 館山市伊戸1535

7661 台所家九重店 館山市薗282

7662 丸昇酒場 館山市塩見1094

7663 オステリア ベッカフィーコ 館山市塩見226-4

7664 THESHINRA 館山市塩見284-1

7665 韓国料理 張本 館山市下真倉289-16

7666 居酒屋弥助 館山市下真倉422-5

7667 笹子寿司 館山市下真倉607-3

7668 STELLADIMARE 館山市下真倉字引田310-1

7669 酒処ころさん 館山市館山1013

7670 大衆料理優子 館山市館山1118

7671 にい釜旅館 館山市館山1510

7672 グラッチェガーデンズ館山店 館山市館山1538-1

7673 汐亭 館山市館山1560-4

7674 城華 館山市館山831

7675 台湾料理 福亭 館山市館山95-11

7676 ビリヤードジョーカー 館山市館山95-8

7677 台所家館山店 館山市館山95-8

7678 炭火焼鳥おんどり 館山市宮城277-2メゾンサトウ101

7679 無番地 館山市宮城無番地

7680 中華料理麗華 館山市犬石260-1

7681 茶房すていしょん 館山市犬石426

7682 一休庵 館山市見物2

7683 Caffe'ALBA 館山市見物9-1

7684 大長今 館山市古茂口464-1

7685 居酒屋ひろせ 館山市広瀬488-1

7686 多津味 館山市香216-2

7687 多津味／かおり 館山市香216-2

7688 ステーキハウス海亭汐風 館山市香96-2

7689 御食事処 大雅 館山市高井358-3

7690 珍来 館山市佐野2047

7691 わん楽 館山市坂足381

7692 焼肉飯店山本 館山市山本1241-1

7693 カラオケ喫茶幸 館山市山本130-1

7694 大受 館山市山本190-2

7695 MEN-YA大黒 館山市山本252-14

7696 食思処兆治 館山市山本252-18

7697 季の音 館山市山本695-1

7698 となりのやきとりやさん 館山市洲宮18

7699 喜多山旅館 館山市洲崎1378

7700 ホテル洲の崎風の抄 館山市洲崎198-1

7701 庄屋 館山市沼1666-13

7702 居酒屋旅路 館山市沼1694-1

7703 スナック旅路 館山市沼1694-1

7704 レストラン ヤマグチ 館山市沼900-1

7705 まるへい民宿 館山市沼985-10

7706 居処食処恵泉 館山市沼985-3

7707 八千代 館山市沼985-38

7708 ゆうこのおみせ 館山市上真倉786

7709 (有)ベル若鈴 館山市上野原91-4

7710 居酒屋ふくべ 館山市新宿5-1

7711 レストラン大澤 館山市神余4359-56

7712 千代ラーメン 館山市正木1203-9

7713 味城苑 館山市正木1203-9

7714 手羽先キッチンカー 館山市正木244-6

7715 キッチンorange29 館山市正木244-6

7716 SMILECONNECT 館山市正木244-6

7717 串揚屋 館山市正木244-6

7718 串家串康 館山市正木244-6

7719 黄金手羽先 館山市正木244-6

7720 居酒屋歩歩歩 館山市正木562-1

7721 居酒屋美世ちゃん 館山市正木787

7722 支那そば家 館山市正木787-29

7723 ホテル川端 館山市西川名855

7724 ホテル川端 館山市西川名855番地



7725 有限会社茂八（茂八寿司） 館山市船形1052の1

7726 佐助どん 館山市船形1070

7727 中華龍翁 館山市船形227-2

7728 セブアナ 館山市船形297-87

7729 季節料理こみや 館山市船形512-1

7730 食彩処 磯（いそ） 館山市大井4番地

7731 宿花桜 館山市大賀127

7732 BUONO 館山市大賀81-17ホテルファミリーオ館山

7733 スシロー 館山店 館山市大字高井字上畑作1794

7734 AWAcafe 館山市大神宮566-5

7735 BanniNaturals 館山市大神宮604-2

7736 サウンドシグマ 館山市竹原742

7737 スカイツリー 館山市長須賀101-1

7738 ハピネス 館山市長須賀101-12

7739 居酒屋ゆず 館山市長須賀101-12

7740 花清 館山市長須賀119-9

7741 食彩酒肴地与庵 館山市長須賀123-11

7742 居酒屋まこちゃん 館山市長須賀124-8

7743 有限会社白浜屋支店 館山市長須賀162番地

7744 TM号 館山市長須賀17-1-D

7745 新川 館山市長須賀174-2

7746 居酒屋じゅんちゃん 館山市長須賀403-1

7747 食事処居酒屋富士子 館山市長須賀403-9

7748 キサブロー 館山市長須賀426-2-103

7749 鮨亭 笹元 館山市長須賀55-7

7750 居酒屋きらく 館山市長須賀67

7751 カラオケ居酒屋エリ 館山市長須賀67

7752 居酒屋みづほ 館山市長須賀67-1

7753 居酒や かずこ 館山市長須賀86-6

7754 ラーメン雷 館山市長須賀字作ノ田464-1

7755 居酒屋 赤い鳥 館山市那古1461-1

7756 京 や 館山市那古1672-117

7757 山形家 館山市那古902-10

7758 焼肉家東貴 館山市南条236-3

7759 道 館山市二子385-1

7760 館山シーサイドビレッジ 館山市波左間153番地

7761 男夜遊 館山市八幡2550-1階

7762 京風 たこ三 館山市八幡545-1

7763 熱烈中華味一番 館山市八幡545-1イオンタウン館山店

7764 はま寿司 館山八幡店 館山市八幡614番

7765 ビッグボーイ 館山店 館山市八幡618番1

7766 栄蔵 館山市八幡623-20

7767 遊彩酒家木遣 館山市八幡651-1

7768 カラオケパブ椰子の実 館山市八幡822

7769 夕日海岸昇鶴バー 館山市八幡822

7770 館山シーサイドホテル 館山市八幡822

7771 夕日海岸昇鶴 館山市八幡822

7772 Goccia 館山市八幡822-1

7773 アクトフォー 館山市八幡822-7

7774 ふじみ寿し 館山市浜田296-1

7775 カーロフォレスタ館山ディアナ 館山市浜田321-1

7776 出雲そば八雲 館山市北条1116-7

7777 ろぐはうす・まいすた 館山市北条1189

7778 肴処さかき 館山市北条1299-4

7779 鉄板居食屋とんぼ 館山市北条1300-2

7780 台湾料理福源 館山市北条1311-2

7781 鮨やまと館山店 館山市北条1321-12

7782 浜しん 館山市北条1355-36

7783 牛角館山店 館山市北条1537-4

7784 永家 館山市北条1556-16

7785 ニューコリア 館山市北条1583

7786 スナック バッカス 館山市北条1589

7787 よしのや 館山市北条1589-11

7788 Camper（カンペール） 館山市北条1589-12

7789 居酒屋みなみの家族 館山市北条1589-13

7790 味処さがの 館山市北条1589-15

7791 タイ料理居酒屋バンダイ 館山市北条1589-15岡本ビル

7792 居酒屋純 館山市北条1589-15岡本ビル1F

7793 スナック マキシム 館山市北条1589-17

7794 四季 館山市北条1590-2

7795 カラオケ喫茶十八番 館山市北条1590-2

7796 シェアー 館山市北条1590-2

7797 洋風居酒家 ニューポニー 館山市北条1590番地の2

7798 SALVIACOFFEE 館山市北条1601

7799 SALVIACOFFEE 館山市北条1601

7800 居酒屋和吉 館山市北条1619-18

7801 飲食処はな田 館山市北条1619-18

7802 居酒屋カラオケ 安飲酔 館山市北条1619-18

7803 ゆかいなにわとりたち 館山市北条1625-1

7804 夢庵 館山バイパス店 館山市北条168-1

7805 KitchenRicky 館山市北条1708アークス1F

7806 カーサフレスカ 館山市北条1708アークス2階

7807 ULALAKA 館山市北条1708アークスe

7808 tu.ne. 館山市北条1712

7809 tu.ne.co 館山市北条1713-1

7810 かすやらーめん 館山市北条1729番地3

7811 江戸銀 館山市北条1751-1

7812 楽宴 館山市北条1751-9

7813 居酒屋ゆき 館山市北条1753

7814 ジャックと豆の木 館山市北条1753-2

7815 玄太 館山市北条1756-2

7816 居酒屋舞 館山市北条1766



7817 のぶりん 館山市北条1768

7818 ソムリエカフェイグレック 館山市北条1802-1

7819 割烹やっこ 館山市北条1817

7820 やき鳥信玄 館山市北条1834-1

7821 館山食堂 館山市北条1834-1館山食堂

7822 幸田旅館 館山市北条1837

7823 photon 館山市北条1843-8

7824 shirokuro-art 館山市北条1858-7高山ビル1階

7825 魚民館山東口駅前店 館山市北条1880-1房州第一ビル1階、2階

7826 キッチンハウス ココ 館山市北条1882-7

7827 居酒屋かみや 館山市北条1897-17

7828 ココット 館山市北条1897-18

7829 一歩 館山市北条1897-18

7830 割烹太田和 館山市北条1901-20

7831 カマル館山店 館山市北条1901-41

7832 緑川 館山市北条1901-46

7833 セントシュバイン 館山市北条2015セントシュバイン

7834 居食処　囍 館山市北条2092-1

7835 スナックフジ 館山市北条2156-7

7836 村長さん 館山市北条2221-7

7837 レストラン ココス館山北条海岸店 館山市北条2290-64

7838 くるまやラーメン 館山市北条2292

7839 とまや食堂 館山市北条2307-36

7840 居酒屋豊城家 館山市北条2307-8

7841 居酒屋千処 館山市北条241-10

7842 いわし照 館山市北条2542

7843 ビーアンビシャス 館山市北条2542-11

7844 キサブロー 館山市北条2542-2

7845 すなっく ふりーたいむ 館山市北条2542-2

7846 フォーユー 館山市北条2542-22

7847 民俗村 館山市北条2542-2昭和マンション1階D号

7848 居酒屋藤子 館山市北条2542-2昭和マンションC

7849 FriEnd.I 館山市北条2542-4

7850 櫟 館山市北条2542-6

7851 居酒屋とんちんかん 館山市北条2542-9

7852 しゃかりき号 館山市北条2542-9

7853 ニューバンク 館山市北条2542番地9

7854 スナックメグ 館山市北条2550

7855 遊（ゆう） 館山市北条2550-10TGビル1F

7856 OZ 館山市北条2550-10TGビル2F

7857 中華居酒屋食堂 正龍 館山市北条2550-17

7858 心愛 館山市北条2550-19

7859 遊友 館山市北条2550-1階

7860 クエスチョン 館山市北条2550-21-2階

7861 お食事処磯野家 館山市北条2550-23

7862 ナイトクラブデイバス 館山市北条2550-25

7863 すが家 館山市北条2550-25

7864 CASINO 館山市北条2550-25

7865 ROSE 館山市北条2550-30

7866 MaleficentLaica's 館山市北条2550-30-B-2

7867 BAROwL 館山市北条2550-32

7868 地魚串焼だるまや 館山市北条2550-32

7869 solido 館山市北条2550-34

7870 田舎 館山市北条2550-44

7871 希実 館山市北条2550-45

7872 ABC 館山市北条2550-45

7873 About-Ber CROSS 館山市北条2550-45-C-1

7874 ハニービー 館山市北条2550-54

7875 響 館山市北条2550-54両栄1-1

7876 スナックシュシュ 館山市北条2550-54両栄2-1

7877 ラリエ 館山市北条2550-54両栄ビル1-2

7878 チェンマイ 館山市北条2550-55

7879 ゆたか 館山市北条2550-55

7880 バラティエ 館山市北条2550-55

7881 ステラ 館山市北条2550-59

7882 プレミアム 館山市北条2550-6

7883 すぐるや 館山市北条2550-6

7884 スナックアンアン 館山市北条2550-6

7885 天使たちの場所 館山市北条2550-6

7886 寿し、酒処光徳 館山市北条2550-64

7887 ニュー パンザ 館山市北条2550-64

7888 歌・呑み処 IZAKAYA 館山市北条2550-64-102

7889 スナックジャスミン 館山市北条2550-67

7890 あかし家 館山市北条2550-67

7891 熟女十番館 館山市北条2550-79

7892 アマン 館山市北条2550-8

7893 海の四季 館山市北条2550-80

7894 スナックスカラベ 館山市北条2550-81

7895 居酒屋台北 館山市北条2550-81

7896 シーズン 館山市北条2550-81

7897 MAYBE 館山市北条2550-81

7898 BEAR 館山市北条2550-81第二TGビル102

7899 クィーンズジュエルバー 館山市北条2550-83

7900 パブモンゴル 館山市北条2550-83

7901 Queen 館山市北条2550-83

7902 パブウイング 館山市北条2550-84

7903 Rash 館山市北条2550-84

7904 BAR Liberty 館山市北条2550-84

7905 寄り処〇 館山市北条2550-86

7906 スナック kazumi 館山市北条2550-86

7907 有美 館山市北条2550-87

7908 SNACKZEN 館山市北条2550-87



7909 スナックRisky 館山市北条2550-88

7910 メルヘン 館山市北条2550-88

7911 TOGETHER 館山市北条2550の59

7912 光寿司 館山市北条2550の8

7913 AFRO アフロ 館山市北条2550の80

7914 千代 館山市北条2557

7915 とりごろ 館山市北条2557-10

7916 スナックえるも 館山市北条2557-10

7917 スナック矢矢 館山市北条2557-10

7918 もんじゃ・お好み・鉄板焼あかね 館山市北条2557-10

7919 エレガント 館山市北条2557-18

7920 オーシャン 館山市北条2557-18

7921 はなの舞館山店 館山市北条2557-39

7922 スナック未亜来 館山市北条2557-8

7923 ローム 館山市北条2557-8

7924 さがわ 館山市北条2557-8

7925 零 館山市北条2557-8テナントskeastC

7926 レストランレーヴ 館山市北条2570-12島田ビル一階

7927 クラブ姫 館山市北条2570-13

7928 肉バルRosso 館山市北条2576-12

7929 若松 館山市北条2578-25

7930 AcquaTozzo 館山市北条2595-1

7931 エリーゼ 館山市北条2603

7932 かわばた 館山市北条2603

7933 ての字屋 館山市北条2603-14

7934 汐舟 館山市北条2603-15

7935 素汝来こまつ 館山市北条2603-4

7936 スナック麗子 館山市北条2617

7937 ゆかり 館山市北条2617

7938 バーディー 館山市北条2617

7939 Chic 館山市北条2617

7940 LoungeBarShangrila 館山市北条2617

7941 スナックソワレ 館山市北条2617

7942 SeaSound 館山市北条2617

7943 しげりん 館山市北条2617

7944 スナック ノン 館山市北条2617

7945 ハーミット 館山市北条2617-14

7946 アラミス 館山市北条2617-14

7947 パンサー 館山市北条2617-14

7948 ESKINITA 館山市北条2617-16

7949 サロンこまどり 館山市北条2617-2

7950 お料理なかむらや 館山市北条2617-21

7951 ホルモン松蔵 館山市北条2617-21-1F-A

7952 ボードゲームカフェPLAY！ 館山市北条2617-21-1階B

7953 居酒屋キング 館山市北条2617-2階

7954 スナックラ・ティア 館山市北条2617-30

7955 セリナ 館山市北条2617-30

7956 酒処れい 館山市北条2617-32

7957 居酒屋ねぶた茶屋 館山市北条2617-33

7958 焼肉DINING大和 館山市北条2617-47

7959 居酒屋ばんや 館山市北条2617-51

7960 クラブ伏姫 館山市北条2617-51，52

7961 BarBILLION居酒屋マルーン 館山市北条2617-55

7962 CHANCE 館山市北条2617-55-2F

7963 匠味 館山市北条2617-56

7964 スナック絹 館山市北条2617-57

7965 酒楽処フリージャ 館山市北条2617-65

7966 麺屋でんでん 館山市北条2617-67

7967 スナックひろみ 館山市北条2617-7

7968 さかぐら北条店 館山市北条2617-9

7969 波奈総本店 館山市北条2619-6

7970 串一 館山市北条26-28-1

7971 暖暖 館山市北条2628-12

7972 レミング 館山市北条2628-12

7973 和洋創作ダイニングぼーのぼーの 館山市北条2636

7974 茂木寿し 館山市北条2636

7975 民宿 せいたろう 館山市北条2645

7976 海辺のダイニングKUMFA 館山市北条2674-11-2F

7977 cafedelmar 館山市北条2806

7978 Namikaze TATEYAMA 館山市北条2861

7979 たてやま旬鮨海の花 館山市北条2903

7980 TATEYAMAイタリア食堂 館山市北条2903マラガモール202

7981 尾道ラーメン 麺一筋 館山店 館山市北条2911

7982 お食事処 味の蔵 ふたご 館山市北条2911

7983 SHOT BAR azul 館山市北条2921

7984 エスオーユーホールディングス株式会社 館山市北条296

7985 グリルイシイ 館山市北条2966

7986 バイミースタンド館山店 館山市北条2966

7987 地魚料理・定食まさき 館山市北条422-1

7988 カラオケBanBan 館山店 館山市北条685

7989 マクドナルド 館山おどや店 館山市北条806-5

7990 サウンド スイッチ 館山市北条字浜新田2617番地30

7991 くるまやラーメン館山バイパス店 館山市湊30-1

7992 バーミヤン館山バイパス店 館山市湊31-1

7993 かつ波奈館山店 館山市湊49-1

7994 花水木 館山市湊字大神宮196-1

7995 FARMER´S CAFE 木更津市かずさ鎌足2-2-3

7996 オークラアカデミアパークホテル 木更津市かずさ鎌足2-3-9

7997 ほたる野ダイニング 木更津市ほたる野1-12-6

7998 スターバックスコーヒー木更津店 木更津市ほたる野1-15-2

7999 グラッチェガーデンズ木更津東店 木更津市ほたる野1-16-1

8000 ILMariolo 木更津市ほたる野1-20-2ラーゼンパラスト



8001 すし・創作料理一幸 木更津市ほたる野1-21-7

8002 夢庵 木更津東店 木更津市ほたる野1丁目19番地1

8003 オステリア レガーレ 木更津市ほたる野2丁目21-6

8004 のみくい処 ぼすちゃん 木更津市ほたる野2丁目33-11

8005 四季旬菜 いろり 木更津市ほたる野3-22-1

8006 PADELLA 木更津市羽鳥野6-21-4

8007 食事処おのでら 木更津市永井作1-10-8

8008 酒処北来屋 木更津市永井作1-2-7

8009 めし処みのり 木更津市永井作1-8-12

8010 むげん 木更津市永井作1-8-9

8011 居酒屋 花道 木更津市永井作2-1-31

8012 鮨一 木更津市永井作263-9

8013 居酒屋家族 木更津市永井作一丁目2番6号104号

8014 金糸雀 木更津市下烏田866-2

8015 竹岡屋 木更津市下烏田899-1

8016 勢鮨 木更津市貝渕1-6-16

8017 燦喜 木更津市貝渕2-10-5

8018 田所商店木更津店 木更津市貝渕3-13-24

8019 すき家 16号木更津貝渕店 木更津市貝渕4-10-9

8020 居酒屋咲久良 木更津市貝渕4-20-2

8021 いるか 木更津市貝渕4-20-2

8022 居酒屋 あきちゃん 木更津市茅野17-2

8023 カラオケ屋 木更津市茅野179

8024 小料理ひとみ 木更津市岩根3-11-16

8025 居酒屋気軽 木更津市岩根3-11-17

8026 居酒屋ゆうこ 木更津市岩根3-3-11

8027 カフェ・ド・ルウパン 木更津市岩根3-4-19

8028 居酒屋久保田 木更津市岩根3-4-2

8029 居酒屋 むらた 木更津市岩根3-6-5

8030 松葉寿司 木更津市岩根3-6-7

8031 鳥仙 木更津市岩根3-6-8

8032 呑み処ふみこ 木更津市岩根3丁目11-17

8033 茂寿司 木更津市岩根4-6-12

8034 居酒屋紙人形 木更津市祇園1-1-8

8035 72 木更津市祇園1-18-6祇園店舗

8036 COFFEE-BAR-GION 木更津市祇園1-18-9

8037 めぐちゃん 木更津市祇園1-18-9

8038 すしの楓 木更津市祇園1-19-7

8039 尾乃路 木更津市祇園1-24-4

8040 居酒屋より道 木更津市祇園1-25-10

8041 居酒屋 雨やどり 木更津市祇園1-25-10

8042 居酒屋自由者 木更津市祇園1-26-12

8043 カラオケステージなごみ 木更津市祇園1-26-18

8044 居酒屋 ぐっと 木更津市祇園1-26-18No．3

8045 ピッツェリアスクデット 木更津市祇園1-26-9

8046 居酒屋 蘭 木更津市祇園1丁目24-3

8047 ロダン 木更津市祇園2-28-3

8048 串焼き伊豆島 木更津市祇園2-28-7

8049 居酒屋河流 木更津市祇園2丁目30-32居酒屋河流

8050 御食事処 民芸茶屋 きよみず 木更津市祇園3-4-12

8051 蟹工船袖ヶ浦店 木更津市牛込310

8052 愛和 木更津市牛袋74

8053 パプリカホテルです 木更津市金田東1-20-20

8054 吉野家カインズホーム木更津店 木更津市金田東3‐1-3

8055 DoubleRoxer 木更津市金田東3-6-23

8056 焼肉DINING大和木更津金田店 木更津市金田東4-6-7

8057 潮そば まる仁 木更津市金田東5-42-2

8058 Nolan．cafe bar 木更津市金田東5丁目14番地7号

8059 来来亭 木更津店 木更津市金田東6-20

8060 木更津KiSARA 木更津市金田東6-3-6

8061 トラットリア クオーレ 木更津市金田東6-40-4

8062 Cucinays 木更津市金田東6-5-5

8063 やきとりだいちゃん 木更津市吾妻1-2-13

8064 居酒屋　みゆぅ♡ 木更津市吾妻1-2-7

8065 萩乃 木更津市吾妻1-3-24

8066 はなの舞陸上木更津駐屯地店 木更津市吾妻地先

8067 魚問屋食堂さかなやくろ 木更津市幸町3-1-15

8068 ロッシーニ 木更津市江川1338-1

8069 大直食堂 木更津市江川1516-7

8070 お食事処呑龍 木更津市江川632-6

8071 むさし家 木更津市江川字野際291番地14

8072 いちかわ 木更津市港南台1-25-9

8073 下越の居食屋新発田藩 木更津市港南台2-12-1

8074 みなと屋 木更津市港南台4-3-4

8075 居酒屋愛ちゃん 木更津市高砂1-2-14

8076 ことぶき 木更津市高砂1-3-26

8077 居酒屋 ひょうたん 木更津市高砂1-9-19

8078 やま半 木更津市高砂2-2-6

8079 居酒屋とみ路 木更津市高砂2-3-21

8080 炭人 木更津市高柳1-1-3

8081 小料理多香 木更津市高柳1466

8082 居酒屋 金千（かねせん） 木更津市高柳1466

8083 居酒屋翔依千 木更津市高柳2-1-4

8084 地味知亭 木更津市高柳2-1-4

8085 かつら 木更津市高柳2-1-4

8086 ニュー更科 木更津市高柳2-3-15

8087 茶屋のモンド 木更津市高柳2-3-16

8088 紅昇 木更津市高柳2-3-6

8089 まいど 木更津市高柳3-11-1

8090 中華料理 香源 木更津市高柳5211番地4

8091 ガスト 木更津北店 木更津市高柳谷原1053

8092 中華料理東東 木更津市桜井1600-4



8093 闘魂らぁめん 木更津市桜井331-1

8094 さくら屋 木更津市桜井704-113

8095 楽酒りんどう 木更津市桜井新町1-1-7

8096 居酒屋むつみ 木更津市桜井新町2-3-3

8097 焼肉レストラン安楽亭木更津中央店 木更津市桜井新町3-1-11

8098 カラオケ美っこ 木更津市桜井新町4-6-6

8099 香源 木更津市笹子340番地4

8100 ピザフレンチブルドック 木更津市小浜380-1

8101 居酒屋＆タイレストランワサナ 木更津市新宿1-20

8102 LAPAMILYA 木更津市新宿1-20-2号室

8103 はるみ 木更津市新宿1-23

8104 作兵衛 木更津市新宿3-3

8105 居酒屋ゆき 木更津市新田2-1-1

8106 山茶花 木更津市新田2-1-20

8107 中華料理 龍門 木更津市新田2-2-1

8108 東京ベイプラザホテル AREA 木更津市新田2-2-1

8109 ホテル銀河内 ウィンズ 木更津市新田3-1-24

8110 ホテル銀河 潮騒 木更津市新田3-1-24

8111 割烹いづみ 木更津市新田3-1-29

8112 木更津キッチン 木更津市真舟1-2-39

8113 時々カフェ 木更津市真舟3-13-4

8114 アリゾナ ルート 66 木更津市真舟3-4-2

8115 やきとりS 木更津市真舟4-2-13

8116 炭火焼鳥とりたつ 木更津市真舟5-1-27

8117 沖縄料理手作り豆富じゃむ 木更津市真舟5-7-17

8118 藤川旅館 木更津市真里121-7

8119 papan 木更津市真里47-1

8120 金本商店 木更津市真里谷215-1

8121 キャラバン 木更津市真里谷24

8122 幸春 木更津市菅生190-3

8123 やきとりけいちゃん 木更津市菅生836-1

8124 居酒屋 はちべえ 木更津市清見台1-19-22

8125 スナック夕月 木更津市清見台1-21-20

8126 小料理和 木更津市清見台1-23-11

8127 SNACKYO-KOSO 木更津市清見台1-3-19

8128 居酒屋カルチャーショック!! 木更津市清見台1-3-19

8129 ホルモン広場 木更津市清見台1-3-20

8130 夢想苑 木更津市清見台1-3-8

8131 居酒屋 花ごころ 木更津市清見台1-3-8

8132 山将 木更津市清見台1-3-9

8133 居酒屋はてな 木更津市清見台1-3-9

8134 スナック かかし 木更津市清見台1-3-9

8135 うさぎ 木更津市清見台2-26-15

8136 MakaMaka 木更津市清見台2-26-25

8137 Kitchen ＆ Cafe Bar 木更津市清見台2-26-25

8138 カフェメシ.ハグ 木更津市清見台2-28-17

8139 ホテルルートイン木更津和み 木更津市清見台2丁目29-11

8140 山麓うまや 木更津市清見台東1‐12‐16

8141 なめんなよ「又吉」木更津本店 木更津市清見台東1-2-16

8142 大衆割烹するが 木更津市清見台東1-2-24

8143 スナック五番街 木更津市清見台東1-26-20-102五番街ビル

8144 食事千昭 木更津市清見台東2-1-13

8145 食酒とむら 木更津市清見台東2-1-22

8146 旬彩魚 中むら 木更津市清見台東2-2-14

8147 CKトータルプロデュース 木更津市清見台東2-30-21

8148 菜々 木更津市清見台東2-5-28

8149 味香色 木更津市清見台東2-7-12

8150 庵 木更津市清見台東3-1-11

8151 居酒屋かづ 木更津市清見台東3-31-7

8152 和風スナック ふくろう 木更津市清見台東3-31-7

8153 シーホーク 木更津市清見台東3-31-7

8154 ばぁばの店朱酒 木更津市清見台東3-31-7大久保キサラズ店舗

8155 ONELOVE 木更津市清見台南1-1-20新栄ビル1F

8156 角一 木更津市清見台南1-9-10

8157 ぱぶすなっく 恵 木更津市清見台南1-9-3

8158 洋風居酒屋心美 木更津市清見台南2-1-1

8159 BARスパンダンガン 木更津市清見台南2-1-1

8160 居酒屋 ナナ 木更津市清見台南2-1-1

8161 スナックひろみ 木更津市清見台南2-1-2

8162 居酒屋ほたる 木更津市清見台南2-5-8

8163 スナックスター 木更津市清見台南3-6-1

8164 焼鳥ともみ 木更津市清見台南3-6-2

8165 アカシヤ 木更津市清見台南3-6-6

8166 居酒屋春香 木更津市清見台南3-6-6

8167 珈琲館ステンド・グラス 木更津市清見台南3丁目6-6

8168 道とん堀木更津店 木更津市清見台南4-3-1

8169 エフ 木更津市清見台南4-3-8

8170 スナック司 木更津市清見台南4-4-12

8171 中華料理香龍 木更津市清見台南4-4-12

8172 ステーキハウス桂 木更津市清見台南5-1-39

8173 かずさのお風呂屋さん 木更津市清見台南5-1-40

8174 居酒家 侍元 木更津市清見台南5-16-3-1F

8175 居酒屋 ことぶき 木更津市清川1-14-18

8176 黒毛和牛 木更津市清川1-19-12

8177 Grumpy 木更津市清川1-20-10

8178 やきとりSASUKE 木更津市清川1-20-7

8179 SUSHI DINING 遊 木更津市清川1-22-2-2F

8180 むさし 木更津市清川1-3-10

8181 寿し幸 木更津市清川1-3-19

8182 居酒屋 マミー 木更津市清川1丁目20-10

8183 博多・長浜らーめん一途 木更津市清川2-12-9

8184 焼肉大門 木更津市清川2-20-12



8185 Ristorante Pizzeria 木更津市清川2-22-20

8186 しゃぶ葉 木更津南店 木更津市請西1-15-20

8187 ココス木更津店 木更津市請西1-16-9

8188 マクドナルド 16号木更津店 木更津市請西1-18-31

8189 炭火牛たん一心亭 木更津市請西1-18-9

8190 焼肉寿々苑 木更津市請西1-5-14

8191 北海道生まれ和食処とんでん木更津店 木更津市請西1-5-22

8192 平川 木更津市請西1541

8193 カフェプルメリ 木更津市請西1561-23

8194 エルクハートフィールド 木更津市請西1899-13

8195 アジアンダイニングRomAsia 木更津市請西1899-9

8196 RestaurantOGATA 木更津市請西2-10-12RestaurantOGATA

8197 お食事処一心 木更津市請西2-10-16

8198 #ジビエ 木更津市請西2-10-16-103

8199 焼肉明月苑 木更津市請西2-1-20

8200 焼肉慶州苑 木更津市請西2-25-35

8201 興福順 木更津市請西2丁目4番13号

8202 居酒屋房 木更津市請西3-16-15

8203 居酒屋 日和 木更津市請西3-16-16

8204 福助屋 木更津市請西4-6-19

8205 厨房Mita 木更津市請西4-6-25

8206 居酒屋のみすけ 木更津市請西東3-1-1

8207 トラットリアデルフィーノ 木更津市請西東3-20-17

8208 お好み焼 壱ばん 木更津市請西東4-8-2

8209 こよう 木更津市請西東5-24-1

8210 芳信庵 木更津市請西東6-2-2

8211 ポポラマーマ木更津店 木更津市請西東7-12-21

8212 焼肉DINING大和木更津店 木更津市請西東7-12-3

8213 吟家 木更津市請西東7-12吉村ビル

8214 琥晴 木更津市請西南2-14-2日の出3102

8215 Kitchen&FarmSOIL 木更津市請西南2-14-2日の出Ⅲ101

8216 炭火焼肉ダイニング暖らん 木更津市請西南2-15-18

8217 コメダ珈琲店 イオンタウン木更津請西店 木更津市請西南2-27-1

8218 温野菜 木更津店 木更津市請西南4-2-6

8219 焼き鳥聡 木更津市請西南5-20-4

8220 ジョイフル木更津店 木更津市請西南5丁目26-6

8221 はま寿司 木更津請西店 木更津市請西南三丁目24番地4

8222 アースツリーカフェ 木更津市千束台1-18-1

8223 木更津タンメン キサタン 木更津市太田1-3-7

8224 Live＆Cafe 木更津市太田1-4-1

8225 やきとり天狗 木更津市太田1-4-9

8226 いきなりステーキ木更津店 木更津市太田1丁目3-20他

8227 スシロー木更津店 木更津市太田2-5-11

8228 ステーキ宮木更津店 木更津市太田3-7-8

8229 すし銚子丸木更津店 木更津市太田4-1-11

8230 天一景 木更津市太田4-12-19

8231 クッキング食堂あじ平 木更津市太田4-12-28

8232 スナック花の木 木更津市太田4-12-30

8233 居酒屋かかし 木更津市太田4-12-30

8234 すき家 木更津店 木更津市太田4-13

8235 中国料理東洋木更津店 木更津市太田4-14-1

8236 Shake 木更津市太田4-14-8

8237 松屋 R 木更津店 木更津市太田4-15-5

8238 E★HOUSE 木更津市太田4-19-1

8239 アドヴァンス 木更津市太田4-19-1ミヤシタテンポNo3

8240 中国料理・一福家 木更津市太田4-20-1

8241 らーめん道 房州 木更津市太田4-20-10

8242 和牛焼肉ぱんちゃん 木更津市太田4-2-22

8243 きさら寿し 木更津市太田4丁目13-16

8244 カラオケcafe＆Bar LARME 木更津市大寺1070

8245 木更津いか焼き 木更津市大和1-1-11

8246 コーヒーレストランモンシェリー 木更津市大和1-1-13

8247 ジェラートモンシェリー 木更津市大和1-1-13

8248 パブ・スナック火焔木 木更津市大和1-1-1おおつビル地下1階号室

8249 いち吉 木更津市大和1-1-5-2F

8250 鶏のジョージ木更津東口駅前店 木更津市大和1-1-5第2スズニビル1階2階

8251 串カツやまだ木更津店 木更津市大和1-3-15

8252 KINGASIA 木更津市大和1-3-15-2階

8253 浜小屋磯 木更津市大和1-3-16

8254 龍黒堂 木更津市大和1-3-16-1F

8255 房総魚男 木更津市大和1-3-2

8256 ZigZag 木更津市大和1-3-22F

8257 ホテルロイヤルガーデン 木更津市大和1-8-14ホテルロイヤルガーデン木更津

8258 すし処つどい 木更津市大和1-8-16

8259 ごはんクリエイト 木更津市大和1-8-3原ビル1F

8260 鶏豚キッチン むしゃむしゃ 木更津市大和1丁目3番地1

8261 おやじの台所もぐもぐ 木更津市大和1丁目9番4号

8262 木更津の煖 木更津市大和2-1-16-2F

8263 さかなやくろ木更津東口店 木更津市大和2-1-21

8264 居酒屋久保田 木更津市大和2-13-16

8265 Lounge sis 木更津市大和2-13-2

8266 LOUNGE MOON 木更津市大和2-13-2

8267 パブ クイーン 木更津市大和2-13-2

8268 パブリップス 木更津市大和2-13-2ソシアルシックスビル1F-B

8269 BARLOUNGEPURE 木更津市大和2-13-2ソシアルシックスビル2-C

8270 ソワ 木更津市大和2-16-13

8271 EastBlue 木更津市大和2-16-13門澤ビル

8272 和食料理居酒屋 大和 木更津市大和2-16-16

8273 ごくりっ 木更津市大和2-2-16

8274 和食 千石 木更津市大和2-8-13

8275 和ダイニング彦一 木更津市大和3丁目2番地13号

8276 Club Amie 木更津市大和二丁目13番2号



8277 DREAMS KITCHEN 木更津市大和二丁目一番一号

8278 鎌倉パスタイオンモール木更津店 木更津市築地1

8279 USシネマ木更津 木更津市築地1-4

8280 マクドナルドイオンモール木更津店 木更津市築地1-4

8281 五穀 木更津店 木更津市築地1-4

8282 デジキュー BBQ CAFE 木更津市築地1-4

8283 しゃぶ菜 木更津市築地1-4

8284 イオンモール木更津 一刻魁堂 木更津市築地1-4イオンモール木更津

8285 スターバックスコ-ヒ- 木更津市築地1-4イオンモール木更津

8286 ポムの樹イオンモール木更津店 木更津市築地1-4イオンモール木更津1階

8287 ピアサピド木更津店 木更津市築地1-4区画1020

8288 伊藤課長 イオンモール木更津店 木更津市築地1番4

8289 サイゼリヤ　イオンモール木更津店 木更津市築地1番-4

8290 餃子坊 香港亭 木更津市築地1番地4

8291 津多屋木更津店 木更津市中烏田52-1

8292 いづみ 木更津市中央1-15-19

8293 Japanese dining RAZZ 木更津市中央1-2-2

8294 有限会社山孝 木更津市中央1-3-31

8295 居酒屋みよちゃん 木更津市中央1-3-33

8296 ゆらん 木更津市中央1-4-2

8297 焼肉せきみや 木更津市中央1-4-61F

8298 豚39 木更津市中央1丁目7-10

8299 日置フード 木更津市中央2-1-24

8300 旬肴酒房 獅子丸 木更津市中央2-2-1

8301 ヤキトリバーJ's 木更津市中央2-2-15

8302 cafe＆barsatoa 木更津市中央2-2-1億次郎ビル2F

8303 房総浪漫炙り屋 木更津市中央2-2-2

8304 パブ出逢い 木更津市中央2-3-10

8305 Lounge花恋 木更津市中央2-3-10

8306 宝家 木更津市中央2-3-4

8307 寿司竹 木更津市中央2-3-8

8308 ラケル木更津店モカ 木更津市中央2-6-2

8309 居酒屋せつこ 木更津市中央2-6-21

8310 食べ処 やまはん 木更津市中央2-8-2

8311 お食事処「みなみ」 木更津市中央2-9-5

8312 山新 木更津市中央2丁目4番22号

8313 clubACE 木更津市中央3-1-1

8314 スナック凛 木更津市中央3-1-10

8315 ジュエルハート 木更津市中央3-1-10セントラル一番館1階

8316 PUBCLUBアヴェク・トワ 木更津市中央3-1-3タドコロビル1F

8317 スナック ルージュ 木更津市中央3-17-7

8318 PUBHOUSEMIN 木更津市中央3-17-8

8319 タイ居酒屋船 木更津市中央3-17-8

8320 ラウンジマニラ 木更津市中央3-2-41F

8321 居酒屋RINKU 木更津市中央3-2-7

8322 小料理ちどり 木更津市中央3-4-3

8323 木更津焼きそば 木更津市中央3-4-39

8324 チャイニーズレストラン 龍 木更津市中央3-4-7

8325 ガスト木更津中央店 木更津市中央3-9-6

8326 スーパー回転寿司やまと木更津店 木更津市中央3-9-8

8327 クラブ 橘 木更津市中央3丁目4番4号

8328 マクドナルド木更津金田店 木更津市中島172番地1

8329 くら寿司 木更津金田店 木更津市中島176番地1

8330 びいどろ茶房 木更津市中島4398-17

8331 はま寿司 木更津金田店 木更津市中島888

8332 オーシャンキッチン 木更津市中島地先海ほたる

8333 木更津庵 木更津市中島地先海ほたる

8334 海鮮三崎港 海ほたる店 木更津市中島地先海ほたるPA5F

8335 IDEBOKSweetsCafe 木更津市中島地先海ほたるPA内

8336 ロイヤルマリンコート 木更津市中島地先海ほたるパーキングエリア5階

8337 スターバックスコーヒー 木更津市中島地先東京湾横断道路

8338 有限会社 寿司啓 木更津市中尾1919-1

8339 君寿司 木更津市朝日1-2-27

8340 スナック千歳 木更津市朝日1-3-28

8341 おもてなし和食粋 木更津市朝日1-3-28

8342 まいん 木更津市朝日1-3-28

8343 パブ こだま 木更津市朝日1-3-28

8344 居酒屋 未来 木更津市朝日1-3-28

8345 AOZORA 木更津市朝日1-3-28ケーエムエーC-2

8346 スナック花 木更津市朝日1-6-27

8347 cafeBohemian 木更津市朝日1-6-7ハピーハイツ102

8348 おいしい薬膳AriHacafe 木更津市朝日1-6-7ハピーハイツ木更津103

8349 	㐂せん寿司 木更津市朝日1-7-9

8350 とれび庵 木更津市朝日2-7-23アンソスビル102号室

8351 ビッグボーイ 木更津店 木更津市朝日3-3-20

8352 サイゼリヤ 木更津朝日店 木更津市朝日3-3-25

8353 ゆで太郎木更津朝日店 木更津市朝日3-4-20

8354 串焼厨房 えん 木更津市朝日3-5-10

8355 デニーズ 木更津北店 木更津市朝日3-5-15

8356 有限会社 アバン 木更津市朝日3-6-15

8357 焼いちゃっ亭 木更津市朝日3-6-17

8358 HARVEST 木更津市潮見4-4-1

8359 勘十郎 木更津市潮見5-10-9

8360 濃厚とんこつラーメン むしゃむしゃ 木更津市潮見5-1-30

8361 湯の郷かずさ 木更津市潮見5-7-1

8362 つぼや 木更津市潮見7-3-2

8363 喜多方ラーメン坂内木更津店 木更津市長須賀1977-1

8364 スナックアキラⅢ 木更津市長須賀1989

8365 ラーメン大将 木更津市長須賀212

8366 麺屋月影木更津長須賀店 木更津市長須賀2384

8367 台湾料理 眞味 木更津市長須賀2532-1

8368 カラオケまねきねこ 木更津店 木更津市長須賀2533-1



8369 バーミヤン木更津長須賀店 木更津市長須賀293

8370 番茶 木更津市長須賀327-1

8371 和食処 うるわし 木更津市長須賀678-2

8372 キングバーベキュー 木更津市長須賀三反田1993-3

8373 かつ波奈 木更津店 木更津市長須賀字鍛冶の下1977-1

8374 五十番 木更津市椿424

8375 富 食堂 木更津市椿509-5

8376 月村 木更津市椿510-1

8377 ビリヤニハウス蓮 木更津市東太田1-10-22

8378 久四郎 木更津市東太田1-11-14

8379 lounge　You2 木更津市東太田1-11-14

8380 カラオケ・居酒屋 花束 木更津市東太田1-11-14-B

8381 お食事処 お富さん 木更津市東太田1-11-3

8382 パブ薔薇家 木更津市東太田1-11-6

8383 ADDICTION 木更津市東太田1-11-6

8384 鶏ぞう 木更津市東太田1-11-6

8385 もんど 木更津市東太田1-11-7

8386 パブビリーヴ 木更津市東太田1-11-7-D

8387 番小屋ラーメン 木更津市東太田1-12-1

8388 yakitoriRoof 木更津市東太田1-1-24

8389 いろは 木更津市東太田1-1-24

8390 THANK′S 木更津市東太田1-12-6

8391 小料理美津江 木更津市東太田1-12-6

8392 居酒屋 木更津市東太田1-1-27

8393 居酒屋ゆうき 木更津市東太田1-1-28

8394 Reversecafe 木更津市東太田1-1-28-A101

8395 和風れすとらん 天昭 木更津市東太田1-17-13

8396 わが家 アジアダイニングRARA 木更津市東太田1-9-35

8397 Abaceria La antigua 木更津市東太田2-14-20鈴木ビル

8398 桜寿司 木更津市東太田2-14-21

8399 日本料理たかはし 木更津市東太田2-14-22須藤ビル1F

8400 うた屋 木更津市東太田2-16-4

8401 肉酒場 木更津市東太田2-16-5

8402 Kee's-Diner 木更津市東太田2-16-7サンライズビル1F

8403 bartorico 木更津市東太田2-16-7サンライズビル東202

8404 わらぶき 木更津市東太田2-16-8

8405 KiyomidaiCafe 木更津市東太田2-17-8

8406 オッパヤ 木更津市東太田2丁目14-20

8407 桜龍 木更津市東太田2丁目16番2

8408 居酒屋 色季 木更津市東太田3-8-3

8409 焼鳥おず 木更津市東太田3-8-3ハイツヒサB101

8410 居酒屋カスリ 木更津市東太田4-13-7

8411 めおと庵 木更津市東太田4-1-5

8412 くまちゃんち 木更津市東太田4-6-1

8413 本格炭炙えん 木更津市東太田4-6-4

8414 炭火焼鳥定吉 木更津市東太田一丁目12番4号3号室

8415 伝丸 木更津太田店 木更津市東太田三丁目3番13号

8416 Recess・K 木更津市東太田二丁目8番14号

8417 山内農場木更津東口駅前店 木更津市東中央1-1-13マコーラ第一ビル地下1階

8418 TWELVE 木更津市東中央1-1-16キャッスルプラザB-201

8419 BAROASIS 木更津市東中央1-1-16キャッスルプラザB号101

8420 ピッツァダイニングJOYs木更津店 木更津市東中央1-1-16キャッスルプラザ木更津B号館102

8421 ワインバルBON 木更津市東中央1-1-2

8422 OceanTableCafe 木更津市東中央1-3-12

8423 はなの舞 木更津店 木更津市東中央1-3-12

8424 カラオケバンバン 木更津店 木更津市東中央1-3-12

8425 木更津東口の庭鶏 木更津市東中央1-3-6

8426 屋台屋博多劇場木更津店 木更津市東中央1-3-8

8427 羽場 木更津市東中央1-4-10-2F和雅ビル

8428 じんた 木更津市東中央1-4-10和雅ビル一階

8429 串屋横丁木更津店 木更津市東中央1-4-5

8430 ダーツ＆レストラン たま～る 木更津市東中央1-4-6

8431 酒造ひぼし屋木更津本店 木更津市東中央1-4-6さつきビル1F

8432 THE COFFEE Kisarazu 木更津市東中央1-4-7

8433 10PEN 木更津市東中央1-5-12

8434 焼鳥と煮込み居酒屋心 木更津市東中央1-5-12

8435 ラーメン豚二郎 木更津市東中央1-5-12

8436 大衆酒場 零四三八 木更津市東中央2-10-14

8437 地のもんやまるみ 木更津市東中央2-10-15

8438 串吉 木更津市東中央2-10-15

8439 ビリヤードカフェ スプラッシュ 木更津市東中央2-10-17

8440 ライブスポットMick 木更津市東中央2-10-18江幡ビル2F

8441 夜カフェイタリアンカフカ 木更津市東中央2-10-19

8442 矢那屋～木更津駅前店～ 木更津市東中央2-10-19ゆみーる東中央参番館1階

8443 晄り 木更津市東中央2-10-5

8444 BARRELSBAR 木更津市東中央2-10-5

8445 日本酒酒造大和0906 木更津市東中央2-1-1

8446 こだわりもん一家 木更津店 木更津市東中央2-1-1

8447 cafe&barPIG 木更津市東中央2-11-1

8448 鳥ひろ 木更津市東中央2-11-1

8449 四季味宴席 たく 木更津市東中央2-11-1

8450 桂 木更津市東中央2-11-1

8451 カフカ 木更津市東中央2-11-1-D

8452 桂 木更津市東中央2-11-1-G

8453 Let'sgo!cafe 木更津市東中央2-11-6-1F

8454 肉汁地獄肉汁餃子製造所木更津店 木更津市東中央2-1-17

8455 魚菜酒肴 開花屋 木更津市東中央2-2-16

8456 函館赤ちょうちん東口店 木更津市東中央2-2-22

8457 房州酒場木更津商店 木更津市東中央2-2-23ユミール東中央2番館

8458 風乱JapaneseStyle 木更津市東中央2-7-15

8459 秀 木更津市東中央2-9-5

8460 豆ふ居酒屋やっこ屋WAFU総本店 木更津市東中央2丁目10番17号三東ビル1F



8461 七火家 木更津市東中央2丁目10番17号三東ビル1F

8462 cafeCHAMP 木更津市東中央2丁目2番1号

8463 グルメ酒家鳥勝 木更津市畑沢1-15-13

8464 ステーキガスト木更津南インター店 木更津市畑沢1303-1

8465 あみもと（株） 木更津市畑沢2-33-20

8466 居酒屋想 木更津市畑沢2-39-2

8467 楽久 木更津市畑沢3-13-6

8468 酔い処までい 木更津市畑沢3-16-4

8469 すずきCellar 木更津市畑沢3-19-3

8470 喜楽亭 木更津市畑沢3丁目12-11

8471 麺屋じゃらし 木更津市畑沢3丁目13-8

8472 一幸本店 木更津市畑沢南1-17-15

8473 Foods&BarSTICKY 木更津市畑沢南1-20-7

8474 キッチングリーングラス 木更津市畑沢南1-5-8-105

8475 居酒屋ひまわり 木更津市畑沢南2-36-14

8476 いろは寿し 木更津市畑沢南2-36-18

8477 石狩 木更津市畑沢南2-36-7

8478 龍園 木更津市畑沢南2-36-8

8479 とん髙庵 ひゃくらい 木更津市畑沢南2-36-9

8480 居酒屋あかかぶ 木更津市畑沢南5-2-10

8481 福寿し 木更津市畑沢南5-2-11

8482 木更津丿貫 木更津市畑沢南5-3-7

8483 居酒屋たちばな 木更津市畑沢南5-8-5-A-2

8484 大連の居酒屋つばき 木更津市畑沢南5-8-5坂本店舗A3

8485 ASOBOW 木更津市畑沢南5丁目2-10

8486 プチ・モンドール 木更津市八幡台6-2-1

8487 焼肉 おかめ 木更津市八幡台6-6-17

8488 鮨勘 木更津市八幡台八幡台2-7-15

8489 kamarmakan 木更津市畔戸1230-2

8490 SLつけ麺木更津 木更津市富士見1-1

8491 富貴 木更津市富士見1-10-1

8492 木更津ラーメン大輝 木更津市富士見1-10-24

8493 吉野家木更津駅前店 木更津市富士見1-1-1JR木更津駅東口改札外

8494 千年の宴木更津西口駅前店 木更津市富士見1-2-1アクア木更津ビルB館1階

8495 魚民木更津西口駅前店 木更津市富士見1-2-1アクア木更津ビルB館2階

8496 カラオケレインボー木更津店 木更津市富士見1-2-1スパークルシティ木更津9F

8497 朝日屋 木更津市富士見1-7-1

8498 さぬきうどん やまや 木更津市富士見1-7-13

8499 俺の焼肉 木更津市富士見1-7-1菅野ビル1階

8500 かげやん 木更津市富士見1-7-2

8501 いせもとカフェ 木更津市富士見1-8-12

8502 剣寿司 木更津市富士見1-9-25

8503 あたりや 木更津市富士見1-9-27

8504 お富さん 富士見店 木更津市富士見2-1-14

8505 居酒屋さんき 木更津市富士見2-1-3

8506 アメリカンクラブ 木更津市富士見2-1-4

8507 なべや 木更津市富士見2-1-7

8508 浜司 木更津市富士見2-2

8509 若穂 木更津市富士見2-2-12

8510 スナックハピネス 木更津市富士見2-2-12

8511 New蜻蛉 木更津市富士見2-2-12

8512 大海老 木更津市富士見2-2-12

8513 スナックとらい 木更津市富士見2-2-12

8514 大雅 木更津市富士見2-2-12

8515 つまみ処かがりん 木更津市富士見2-2-12

8516 花 木更津市富士見2-2-12

8517 トレミー48 木更津市富士見2-2-12-2F

8518 ふじみラーメン 木更津市富士見2-2-13

8519 フィリピンパブシャトル 木更津市富士見2-2-14

8520 食市場とことん 木更津市富士見2-2-14

8521 そば切り越路 木更津市富士見2-2-14

8522 BLISS 木更津市富士見2-2-14

8523 BAR＆SNACK 一 かず 木更津市富士見2-2-14

8524 韓国居酒屋けい 木更津市富士見2-2-14越路ビル

8525 clubCLAIR 木更津市富士見2-2-14越路ビル2F

8526 スナックバイオレット 木更津市富士見2-2-18

8527 パブスナックシェモワ 木更津市富士見2-2-18

8528 CLUB鐘音 木更津市富士見2-2-18楽天ビル2F

8529 アミュレット 木更津市富士見2-2-19

8530 花水樹 木更津市富士見2-2-2

8531 は な や 木更津市富士見2-2-2

8532 御食事処 かなめ 木更津市富士見2-2-2

8533 スナックスターライト 木更津市富士見2-2-7

8534 ラウンジ シュ シュ 木更津市富士見2-2-9

8535 ほうらいや 木更津市富士見2-3-16

8536 彩食酒房 瀧川 木更津市富士見2-3-16

8537 姫愛 木更津市富士見2-3-16有楽ビル1F

8538 一楽 木更津市富士見2-3-17

8539 田園 木更津市富士見2-3-31

8540 clubAllure 木更津市富士見2-3-34富士見ビル1F

8541 ClubCalme 木更津市富士見2-3-34富士見ビル1F

8542 スナック葵 木更津市富士見2-5-16

8543 きらら・きらら 木更津市富士見2-5-16

8544 ともの家 木更津市富士見2-5-16

8545 YoiNeko 木更津市富士見2-5-16法木ビル1号

8546 小料理一凜 木更津市富士見2-5-16法木ビル2．3号室

8547 カラオケエステル 木更津市富士見2-5-2

8548 パピヨン 木更津市富士見2-5-2

8549 ポプラ 木更津市富士見2-5-2

8550 しらさぎ 木更津市富士見2-5-2

8551 ブリエ 木更津市富士見2-5-21F-A

8552 clubKei 木更津市富士見2-5-2伸和ビル



8553 割烹松立 木更津市富士見2-5-48

8554 カフェバールフラン 木更津市富士見2-5-6

8555 NINE 木更津市富士見2-6-13

8556 カクテル＆輸入洋酒の店うすけぼー 木更津市富士見2-6-13CITYBOX1F

8557 鮨かねた 木更津市富士見2-6-13CITYBOXビル2F

8558 彩 木更津市富士見2-6-14

8559 スナッククール 木更津市富士見2-8-21

8560 株式会社テック・コーポレーション 木更津市富士見2丁目1番10号

8561 OWL アウル 木更津市富士見2丁目2-14

8562 Pubスナック PROUD ZERO 木更津市富士見2丁目2番12号

8563 Bijoux 木更津市富士見2丁目2番12号2階

8564 BLACK・WHITE 木更津市富士見2丁目3番1号

8565 パブスナック田舎 木更津市富士見2丁目3番34号富士見ビル

8566 すなっく 宇 木更津市富士見2丁目5番5号1階

8567 ケンタウルス 木更津市富士見2丁目6番15号プリティビル1階102号室

8568 エルシオン KISARAZU 木更津市富士見3-1-1

8569 かずさ炭焼きステーキ照葉樹 木更津市富士見3-1-15

8570 prane.studio 木更津市富士見3-2-27KUKULUHOTEL9階

8571 L'EPICUREAN 木更津市富士見3-2-27KUKULUHOTEL内1階

8572 レストラントルー 文京店 木更津市文京2-4-5

8573 牛角 木更津RS店 木更津市文京2-4-5夢遇館Ⅱ2F

8574 九龍 木更津市文京2-4-6

8575 内堀食堂 木更津市文京2-6-35

8576 29BAL木更津ニクバル 木更津市文京3-1-27

8577 中国ラーメン栄 木更津市文京3-1-50

8578 美華房 木更津市文京4-5-26

8579 なかなか 木更津市文京5-11-21

8580 びばぁく 木更津市文京6-7-8

8581 スパ三日月龍宮城 木更津市北浜町1番地

8582 若汐亭 木更津市北浜町1番地

8583 富士見亭ラウンジアクア 木更津市北浜町1番地

8584 三日月亭 木更津市北浜町1番地

8585 クレッセント 木更津市北浜町1番地

8586 カフェクレセント 木更津市北浜町1番地

8587 龍宮城スパ・ホテル三日月プール売店 木更津市北浜町1番地

8588 富士見亭バーラウンジ海ほたる 木更津市北浜町1番地

8589 華月 木更津市北浜町1番地

8590 マリオン 木更津市北浜町1番地

8591 ふじみ庵 木更津市北浜町1番地

8592 乃りたけ 木更津市北浜町1番地

8593 四季彩 木更津市北浜町1番地

8594 屋台コーナー 木更津市北浜町1番地

8595 富士見亭3階バイキングさくら 木更津市北浜町1番地

8596 富士見亭5階和食つばき 木更津市北浜町1番地

8597 有限会社つかさ 木更津市本郷1-11-16

8598 蔵楽 木更津市本郷1-7-18

8599 さかなとおさけうおべぇ 木更津市木更津1-1-32

8600 お食事処とも 木更津市木更津2-11-11

8601 やきとり居酒屋一番 木更津市木更津2-1-6

8602 どでかっちゃん 木更津市木更津3-1-1

8603 山麓 木更津市木更津3-6-7

8604 vertfonce 木更津市矢那2082

8605 なんこつ屋 木更津市矢那3780

8606 1分おむすび木更津本店 木更津市矢那3980

8607 吉翆亭 松戸市栄町1丁目11番地1

8608 香港家庭料理天津 松戸市栄町2-110-2

8609 居酒屋能代浜 松戸市栄町2丁目90番地中村マンション102

8610 四川風中国家庭料理CHINA天府 松戸市栄町3-170-8プラザ北松戸1F

8611 龍騰 松戸市栄町3-174-30

8612 酔仙楼 松戸市栄町3-181

8613 居酒屋きみ 松戸市栄町3丁目140番地38

8614 利兵衛 松戸市栄町3丁目140番地5

8615 居酒屋ナナ 松戸市栄町3丁目148番地13

8616 居酒屋 じろう 松戸市栄町3丁目170番地6

8617 愛香楼 松戸市栄町3丁目181-8

8618 めだか 松戸市栄町3丁目193番地7

8619 う奈ぎ道場 松戸市栄町4-242

8620 酒BARGino 松戸市栄町4-248-1嶋根マンション107

8621 ノンノン 松戸市栄町5-275-2

8622 飲み食い処我が家 松戸市栄町6-386

8623 スナックマロッカ 松戸市栄町6-447-4

8624 カラオケ喫茶＆スナックK＆K 松戸市栄町6-448-4

8625 レンガ 松戸市栄町6丁目386番地9

8626 スナックM 松戸市栄町6丁目431番地

8627 ねこ吉 松戸市栄町6丁目447番地15

8628 いいとも 松戸市栄町7-542-8

8629 九・七・八 松戸市栄町7-555-1

8630 更科 松戸市栄町7-563-2

8631 食事処千寿 松戸市栄町7丁目495-1サンハウス馬橋1F

8632 レストラン セリーヌ 松戸市栄町7丁目514番地

8633 たんぽぽ 松戸市栄町7丁目550-1

8634 居酒屋割烹 しずこ 松戸市栄町7丁目578番地

8635 インペル 松戸市栄町7丁目582番地14

8636 居酒屋こころ 松戸市栄町8-696-1

8637 ゆず 松戸市栄町8-696-1

8638 ベジバル・マルシェあい 松戸市栄町8-729-4

8639 たぬき村 松戸市栄町8丁目675番地30

8640 居酒屋＆スナック 射手座 松戸市栄町8丁目724番地

8641 百万弗 松戸市栄町西1-798-8

8642 中華和光 松戸市栄町西1丁目775番地5

8643 ダーツバーリット 松戸市栄町西1丁目798番地7

8644 居酒屋さくら 松戸市栄町西2-921-2



8645 mixsobahiro 松戸市栄町西2-921-2

8646 カフェテラス クオリティータイム 松戸市栄町西2丁目870番地1

8647 中華料理 大満 松戸市栄町西2丁目887番地2

8648 リーベ 松戸市栄町西2丁目920番地

8649 お好み焼道とん堀松戸馬橋店 松戸市栄町西3-1138-3

8650 ファミリーマート＋カラオケCLUBDAM松戸栄店 松戸市栄町西4-1171-1

8651 しゃかりき松戸店 松戸市栄町西4-1191

8652 しゃかりき松戸店 松戸市栄町西4-1191

8653 やきとり京ちゃん 松戸市栄町西4-1218-3

8654 とんこつ屋台ラーメン 貴生 松戸市栄町西4-1220-1

8655 れんげ食堂Toshu新松戸店 松戸市横須賀1-1-1

8656 カレーハウスCoCo壱番屋新松戸店 松戸市横須賀1-3-1

8657 肉割烹加賀屋 松戸市横須賀2-20-4

8658 鮨神谷 松戸市横須賀2-20-5コーポ梅澤1階

8659 笑がおの湯 松戸矢切店 松戸市下矢切115番地

8660 小料理若松 松戸市下矢切132-1

8661 法味庵吉野 松戸市下矢切138法味庵吉野

8662 ICHIGOICHIE 松戸市下矢切144-1グレイシャス矢切参番館B-2

8663 モール 松戸市下矢切50

8664 喫茶泉 松戸市下矢切50-12

8665 手打ちそば二丘 松戸市下矢切78-1

8666 ぽ庵 松戸市下矢切85

8667 はな膳八柱店 松戸市河原塚245番地1

8668 elarca 松戸市河原塚408-1せんぱく工舎

8669 すし銚子丸 松戸岩瀬店 松戸市岩瀬151番4

8670 金太楼鮨松戸東口店 松戸市岩瀬2

8671 末広 松戸市岩瀬4番地

8672 レストランフツロ 松戸市久保平賀396

8673 おもちゃばこ 松戸市久保平賀396-1

8674 藪喜そば 松戸市久保平賀397

8675 大衆割烹 大黒八柱店 松戸市金ケ作17番地1

8676 すし勘 松戸市金ケ作22-1インシュランスビル

8677 炉端串焼きDANRANだんらん 松戸市金ケ作24-1第5泉ビル101

8678 ピッコロ 松戸市金ケ作255番地10

8679 お好み焼き，もんじゃ 松戸市金ケ作270番地53

8680 ファンタジア 松戸市金ケ作27-2

8681 炭火焼肉ぼたん 松戸市金ケ作27-28泉第6ビル

8682 パブ・グラシアスス 松戸市金ケ作27-2ガクエン八柱ビル2階

8683 コーヒーハウスたかなし 松戸市金ケ作27-33

8684 Asian Dinig King 松戸市金ケ作274-58

8685 有限会社 紅龍 松戸市金ケ作27番地27

8686 CLUBANE-JU 松戸市金ケ作27番地の2ガクエン八柱ビル1階

8687 割烹松しま 松戸市金ケ作36-1

8688 旬菜・旬魚介魚藩 松戸市金ケ作408-144野口ビル1F

8689 惣菜 西山 松戸市金ケ作408-182

8690 和創ダイニングバー遊 松戸市金ケ作408-182田村ビル1F

8691 AVASH 松戸市金ケ作408-188富澤ビル1F

8692 いよ翠 松戸市金ケ作408-2

8693 築地 魚河岸 魚魚 Dining 松戸市金ケ作408-381

8694 乙姫 松戸市金ケ作408-381中澤ビル1F

8695 居酒屋 みほちゃん 松戸市金ケ作408-601

8696 桜花 松戸市金ケ作408-601

8697 くしせん 松戸市金ケ作408番地182

8698 えもん 松戸市金ケ作408番地601

8699 Bacchus 松戸市金ケ作412

8700 占い喫茶&BAR開運の扉 松戸市金ケ作412-1

8701 スナック 千恵 松戸市金ケ作412番地

8702 あんあん 松戸市金ケ作412番地

8703 恩 中華料理 松戸市金ケ作415-10

8704 大和路 松戸市金ケ作418-49

8705 cafe＆dining リンネ 松戸市金ケ作419-15

8706 クレソン 松戸市金ケ作419-31

8707 串郎 松戸市金ケ作419-40沢田ハイツ2号室

8708 楽夢 松戸市金ケ作419-48石橋莊B-1

8709 焼き鳥串焼き五六 松戸市金ケ作420-5沢田ちか店舗B号

8710 とんかつ味の里 松戸市金ケ作420番地5

8711 ウタリ 松戸市金ケ作422-2

8712 居酒屋ゆめか 松戸市金ケ作422植竹ビル1F

8713 釜めしみの多 松戸市金ケ作422番地

8714 ドトールキッチン EneJet常盤平 松戸市金ケ作騎射立場93-1

8715 夢庵 松戸串崎店 松戸市串崎新田218-1

8716 四季亭 松戸市串崎新田6-1

8717 山田うどん松戸八柱店 松戸市串崎南町1-18

8718 そば福 松戸市栗ケ沢788番地

8719 丸亀製麺松戸栗ヶ沢店 松戸市栗ケ沢825-1

8720 しゃぶ葉松戸栗山店 松戸市栗山11-1

8721 麵王矢切店 松戸市栗山27-6

8722 焼肉平城苑矢切店 松戸市栗山29-1

8723 ホルモン焼 焼八 松戸市栗山36-4

8724 ひかり寿し 松戸市栗山36-6

8725 ㈱サイゼリヤ 松戸矢切店 松戸市栗山38-4

8726 あじろ 松戸市栗山55-1

8727 有限会社 ナウコーポレーション 松戸市古ケ崎108番地

8728 魚がし寿司 松戸市古ケ崎2-3237-11魚がし寿司

8729 ピッツェリアカヴァッロ 松戸市古ケ崎2-3243-21

8730 珍來 松戸古ヶ崎店 松戸市古ケ崎2546

8731 うおかつ 松戸市古ケ崎2丁目3107番地2

8732 ふくちゃん 松戸市古ケ崎2丁目3173番地

8733 ラーメン ファミリー 松戸市古ケ崎2丁目3208番地

8734 手打そば 仁水 松戸市古ケ崎2丁目3237番地21

8735 五郎や 松戸市古ケ崎3-3345-3

8736 幸楽苑 松戸古ケ崎店 松戸市古ケ崎3丁目3364-1



8737 味処ひかり亭 松戸市古ケ崎4-3480

8738 大衆料理ゆき 松戸市古ケ崎4丁目3461番地7

8739 吉野家 松戸古ヶ崎店 松戸市古ケ崎4丁目3522-1

8740 生そばあずま松戸店 松戸市古ケ崎747-1

8741 ガスト松戸古ケ崎店 松戸市古ケ崎750-1

8742 源 松戸市胡録台326-16

8743 季節料理鹿角 松戸市胡録台326-21

8744 心春 松戸市胡録台326-5

8745 手打ち讃岐うどん源藤 松戸市五香1-33-20

8746 かつ徳 松戸市五香1丁目23番地25

8747 ふぃあてるぱうぜ 松戸市五香2-1-10

8748 壱角家松戸五香店 松戸市五香2-12-1

8749 サイゼリヤ松戸五香店 松戸市五香2-19-12

8750 有限会社武義 松戸市五香2丁目12番地の1

8751 くら寿司 松戸五香店 松戸市五香2丁目13番地7

8752 ガスト 松戸五香六実店 松戸市五香2丁目16番地1

8753 焼肉屋くいどん松戸五香店 松戸市五香3-7-2

8754 13湯麺 松戸市五香5-1-1

8755 カラオケ居酒屋さっちゃんの店 松戸市五香6-17-14-1階

8756 らぱぱら 松戸市五香6-17-17

8757 豚粉屋 松戸市五香6-17-9

8758 居酒屋喜楽 松戸市五香6丁目2-10

8759 久兵衛屋 松戸五香店 松戸市五香7-65-1

8760 幸楽苑松戸五香店 松戸市五香7丁目3-1

8761 朱宛五香六尾店 松戸市五香8-23-13

8762 しゃぶ葉 松戸五香店 松戸市五香8-3-2

8763 カレー＆スナックモホニ 松戸市五香8-44-6プラッツ五香A-105-E

8764 バーミヤン 松戸五香店 松戸市五香8丁目3番地3

8765 まる友 松戸市五香西1-32-1

8766 月丸 松戸市五香西1-33-1

8767 百里佳 松戸市五香西1丁目27番地6

8768 そば処岡田屋 松戸市五香西1丁目28番地18

8769 スナック麻理 松戸市五香西1丁目33番地2

8770 そば処 すずき 松戸市五香西1丁目33番地3

8771 カラオケスナックありんこ 松戸市五香西2-13-12

8772 ヴィオラ 松戸市五香西2-35-8

8773 福満苑 松戸市五香西2-36-1

8774 なごみ屋 松戸市五香西2-50-2

8775 居酒屋 ちと 松戸市五香西2丁目50-26

8776 ラーメンショップ 松戸市五香西2丁目50番地3

8777 スシロー松戸五香店 松戸市五香西3丁目1-5

8778 チョコビ亭 松戸市五香西4-19-7

8779 いざっく和歌 松戸市五香南1-11-7

8780 HAONGUYENSHOP 松戸市五香南1-11-7元山SRビル105

8781 リドス 松戸市五香南1-11-7細谷ビル2F

8782 鳥孝元山店 松戸市五香南1-12-1

8783 洋風居酒屋KOMUGI 松戸市五香南1-12-10

8784 居酒屋 にっこり屋 松戸市五香南1-12-6

8785 居酒屋みなみ風 松戸市五香南1-12-6WATビル1F

8786 Hurry'sBestCoffee 松戸市五香南1-13-1元山駅前ビル1階

8787 居酒屋パトーラ 松戸市五香南1-13-3

8788 元山リドス 松戸市五香南1-13-3

8789 千廣 松戸市五香南1-13-8

8790 DiningBar grassroots 松戸市五香南1-14-1

8791 百楽門元山店 松戸市五香南1-15-6ユーカリビル

8792 パリ食堂fume 松戸市五香南1-18-3

8793 カラオケ居酒屋わいわい 松戸市五香南1-20-11

8794 とんかつ坂井精肉店松戸元山店 松戸市五香南1-2-12

8795 きまぐれ 松戸市五香南1-6-11

8796 桝本 松戸市五香南1-7-3

8797 スナック小魔神 松戸市五香南1-7-5

8798 TRIPLE888 松戸市五香南1-7-5

8799 平八 松戸市五香南1-9-7

8800 とりよし 松戸市五香南1丁目10番地5

8801 HANG LOOSE 松戸市五香南1丁目7番地3

8802 ほろ酔いrollo 松戸市五香南2-15-11

8803 カラオケスナック草花 松戸市五香南2-15-12

8804 スナック喫茶その 松戸市五香南2-15-15

8805 焼鳥小粋 松戸市五香南2-18-12

8806 猫のあしあと 松戸市五香南2-18-2

8807 和友 松戸市五香南2-18-4

8808 串平 松戸市五香南2-24-10

8809 DECEM 松戸市五香南2-24-10-2F

8810 夢叶 松戸市五香南2-24-12

8811 インディアン レストラン サクラ 松戸市五香南2-24-15-1F

8812 ライブハウス 松戸市五香南2-31-5

8813 カラオケ居酒屋 ドレミ 松戸市五香南2-31-5

8814 小樽 松戸市五香南2-31-6

8815 あき 松戸市五香南2-31-8ピノキオビル102

8816 酒と食事と歌処 さくら 松戸市五香南2丁目17番地1

8817 ラーメン（海） 松戸市五香南2丁目18-12

8818 ショットバー ナナ 松戸市五香南2丁目25-3

8819 酒膳処 はら田 松戸市五香南2丁目25番地5

8820 鳥清 松戸市五香南3丁目11番地6

8821 焼肉きんぐ 松戸五香店 松戸市五香二丁目5番2

8822 はなの舞松戸駐屯地店 松戸市五香六実17

8823 いろり庵きらく新松戸店 松戸市幸谷571-3

8824 狸休 松戸市幸谷585番地

8825 Restaurant＆Cafe 松戸市幸谷617-12

8826 そば処 よし田 松戸市幸田1丁目7番地

8827 のみ処かっぱ 松戸市高塚新田135-1アキタヤビル

8828 居酒屋しんでん 松戸市高塚新田135-6



8829 日本マクドナルド 松戸高塚マミーマート店 松戸市高塚新田160-45

8830 華屋与兵衛 松戸高塚店 松戸市高塚新田167番地1

8831 喫茶ブーケ 松戸市高塚新田269

8832 ステーキガスト 松戸梨香台店 松戸市高塚新田301-1

8833 はま寿司 松戸高塚新田店 松戸市高塚新田335-1

8834 すし・創作料理 一幸 東松戸店 松戸市高塚新田336-1

8835 中華料理創味苑 松戸市高塚新田436

8836 サイゼリヤ 高塚新田店 松戸市高塚新田512番地122

8837 梨公苑 松戸市高塚新田558

8838 宝船 松戸市高塚新田585

8839 ユアーズキッチン88 松戸市高塚新田587-8

8840 新華飯店 松戸市高塚新田641-4

8841 スシロー高塚新田店 松戸市高塚新田字傘ノ棒512-1

8842 はな膳高柳店 松戸市高柳新田39番地1

8843 松竹園 松戸市根本10番地9

8844 摩天楼 松戸市根本12-9

8845 あんぽんたん 松戸市根本12-9丸商第2ビル1F

8846 台所カラオケねもと 松戸市根本12番地9号丸商第2ビル202

8847 山田 松戸市根本13-1

8848 Ten/10-Tsubo（てんつぼ） 松戸市根本13-1中銀マンシオン106

8849 松戸香房 松戸市根本13-1中銀マンション107号

8850 オステリアタナロ 松戸市根本135TSビル1F

8851 もつ焼 一休 松戸市根本217番地

8852 しぐれ 松戸市根本224

8853 Cafe+BarLOVERING 松戸市根本2番地16アムス松戸ブランティーク1階

8854 Monkey 松戸市根本3-1-1F

8855 ミナミ 松戸市根本447-1-1階

8856 香羊羊 串焼き専門店 松戸市根本448の2

8857 福宝苑 松戸市根本451-1ジュネパレス2階

8858 中華料理香羊羊 松戸市根本451-1ジュネパレス松戸第30テナント1F

8859 Amicounterbar 松戸市根本452-101

8860 PauHana 松戸市根本452篠崎建物102

8861 Vito 松戸市根本452篠崎建物103

8862 エメラルド 松戸市根本461

8863 カウンターバー 和美 松戸市根本461

8864 かねちゅう 松戸市根本461番地弁天会館201弁天会館

8865 ソウル 松戸市根本461弁天会館202

8866 ムーンライト 松戸市根本461弁天会館2F

8867 BAR金の卵 松戸市根本461弁天会館ビル203

8868 K.U.R.U.M.I. 松戸市根本461弁天会館ビル211

8869 兎に角松戸店 松戸市根本462番地

8870 株式会社 桜井電気商会 おでん気家 松戸市根本464

8871 居酒屋＆カラオケサチコ 松戸市根本466京葉第二ビル

8872 IMPACT 松戸市根本466第2京葉ビル2階204号室

8873 peace's 松戸市根本466第二京葉ビル207

8874 居酒屋よしば 松戸市根本466番地第二京葉ビル2F

8875 BARSITE!SITE!SITE! 松戸市根本472-5アーク松戸EAST1F

8876 炭火やきとり順風萬亭 松戸市根本488ディロップ松戸1F

8877 和幸松戸西口店 松戸市根本5-1

8878 長浜ラーメンフクフク 松戸市根本5-11

8879 ロイヤルホスト 松戸駅前店 松戸市根本5-2

8880 さんちゃん 松戸市根本56

8881 BARCREAM 松戸市根本56-1BARCREAM

8882 portaverde 松戸市根本56泉ビル3号室

8883 功 松戸市根本57-10

8884 華苑 松戸市根本57-1直江ビル101

8885 StandBar咲花 松戸市根本57-1直江ビル102

8886 中国料理大福元松戸駅店 松戸市根本5-9秋谷ビル1F

8887 カレーハウスCoCo壱番屋JR松戸駅西口店 松戸市根本5番地1根本グリーンコーポ1階

8888 パブカポタスト 松戸市根本5番地9秋谷ビル2F

8889 小料理ちょっと 松戸市根本62-1伊藤ビル1F

8890 ハートロック 松戸市根本6-3-1F

8891 らーめん風 松戸市根本6-4

8892 和 実花 松戸市根本6-4

8893 居酒屋陣太鼓 松戸市根本6番地3

8894 韓楽亭 松戸市根本71-2

8895 寿松 松戸市根本76番地2

8896 焼肉三味園 松戸市根本89

8897 スナック 恋のエサ。 松戸市根本9番地の1

8898 一幸 松戸根木内店 松戸市根木内117番地1

8899 しゃぶしゃぶ温野菜松戸北小金ボウル 松戸市根木内249-7-1F

8900 吉野家 北小金店 松戸市根木内26番地

8901 ありんこ 松戸市三矢小台2-6-5

8902 新華 松戸市三矢小台2丁目12番地16

8903 フルフル 松戸市三矢小台3-19-2

8904 生そば あずま 矢切店 松戸市三矢小台3-2-1

8905 ライラック 松戸市三矢小台3-2-21

8906 DailySurf 松戸市三矢小台4-10-8

8907 焼肉ホルモンジャンジャン 松戸市三矢小台4-14-26

8908 ひろ美 松戸市三矢小台4丁目14-2サンハイツ川甚102

8909 とんがらし 松戸市三矢小台4丁目3番地7

8910 中華東東 松戸市紙敷1-14-4

8911 すし松 松戸市紙敷116-2

8912 KiKi 松戸市紙敷1185-11

8913 珍来 松戸市紙敷119

8914 松戸甲羅本店 松戸市紙敷1-25-1

8915 中華料理福新 松戸市紙敷1519-24

8916 よしこ姉ちゃん家 松戸市紙敷1591-5

8917 山田うどん松戸高塚店 松戸市紙敷1594-1

8918 幸楽苑東松戸駅前店 松戸市紙敷933-1

8919 ブロンコビリー東松戸店 松戸市紙敷935-19

8920 沖寿司松戸店 松戸市主水新田340-1



8921 焼肉きんぐ 松戸主水店 松戸市主水新田535-10

8922 山田うどん主水店 松戸市主水新田537-1

8923 コメダ珈琲店松戸秋山店 松戸市秋山1-2-2

8924 スナック梨花 松戸市秋山2-26-1

8925 居酒屋 ほたる 松戸市秋山345

8926 ベル 松戸市秋山389-16

8927 昼カラオケ喫茶 松戸市秋山48

8928 Bistroすぷーん 松戸市秋山85-6

8929 ゆず庵 松戸秋山店 松戸市秋山一丁目2番1号

8930 ドトールコーヒーショップイオン北小金店 松戸市小金1

8931 スナックピリカマリ 松戸市小金13

8932 日本マクドナルド イオン北小金店 松戸市小金1番地

8933 すき家 北小金駅前店 松戸市小金1番地北小金ピコティ東館102

8934 おーちゃん 松戸市小金280-2

8935 フィールスパーシュ 松戸市小金2ピコティ西館109

8936 や台ずし北小金駅南口町 松戸市小金2ピコティ西館113区画

8937 朝日屋 松戸市小金2ピコティ北小金西館202

8938 カフェドオオタ 松戸市小金2番地ピコティ西館2F201号

8939 ポポラマーマ北小金店 松戸市小金2番地北小金ピコティ西館2F

8940 どさん子大将 小金店 松戸市小金323番地

8941 リビングルーム蘭 松戸市小金4-13

8942 アジアンダイニングカフェヒラモティ 松戸市小金43-8

8943 やきとり大吉北小金店 松戸市小金44-1-2やきとり大吉北小金店

8944 日高屋北小金店 松戸市小金442-14秋山ビル2階

8945 北小金しちりん 松戸市小金443北小金ビル1階

8946 ルキナ北小金 松戸市小金53イタクラビル2F

8947 松乃家 北小金店 松戸市小金8番地3階

8948 庄や 北小金店 松戸市小金8番地4

8949 黄金苑 松戸市小金きよしケ丘1-4-21

8950 居酒屋ようこ 松戸市小金きよしケ丘1-4-5

8951 一福飯店 松戸市小金きよしケ丘1-4-5

8952 お多福 松戸市小金きよしケ丘1-4-5

8953 キッチンひまわり 松戸市小金きよしケ丘1-4-9

8954 旬の酒菜幸甚 松戸市小金きよしケ丘1-4-9

8955 香香ラーメン 松戸市小金きよしケ丘2-1

8956 花のれん 松戸市小金きよしケ丘2-10-15

8957 酒場あやめ 松戸市小金きよしケ丘2-1-1

8958 コメダ珈琲店松戸北小金店 松戸市小金きよしケ丘2-2-1

8959 牛たん 凜 松戸市小金きよしケ丘2-2-2

8960 とり坊 松戸市小金きよしケ丘2丁目1

8961 赤煉瓦 松戸市小金きよしケ丘3-20-2

8962 福寿庵 松戸市小金きよしケ丘3-20-2

8963 憩いのお店幸ちゃん 松戸市小金きよしケ丘3-4-10

8964 ナポリ 松戸市小金きよしケ丘3-5-7

8965 星乃珈琲店松戸きよしが丘店 松戸市小金きよしヶ丘3-6-3

8966 洋麺屋五右衛門松戸きよしヶ丘店 松戸市小金きよしケ丘3-7-1

8967 アジアン料理サンサル 松戸市小金きよしケ丘3-9-13

8968 松屋北小金店 松戸市小金きよしケ丘3丁目20番地5

8969 ガスト北小金店 松戸市小金きよしケ丘4-11-1

8970 博多利中華料理屋 松戸市小金きよしケ丘4-15-1

8971 G．P．RAJDARBAR 松戸市小金きよしケ丘4-15-4

8972 すし和食処ひら河 松戸市小金きよしケ丘一丁目1番地の4

8973 カラオケプレステージ 松戸市小金きよしケ丘一丁目1番地の4

8974 とり竹 松戸市小金原2-14-11

8975 津山 松戸市小金原2-14-5

8976 MARIA 松戸市小金原2-14-5

8977 紫 松戸市小金原2-14-5

8978 スナック こころ 松戸市小金原2丁目12番地2

8979 焼肉レストラン美食王国 松戸市小金原3-17-42コーポユタカ1F

8980 はま寿司 松戸小金原店 松戸市小金原3-6-17

8981 祭 松戸市小金原4-11-29

8982 スナックディンプル 松戸市小金原4-11-31ハイツ向原103

8983 ふらっと 松戸市小金原4-29-2

8984 扇寿し 松戸市小金原5-19-11

8985 串揚げ工房穂sui 松戸市小金原5-29-13

8986 はる 松戸市小金原5-29-13

8987 Ghumte 松戸市小金原5-29-9

8988 大衆ダイニング 縁 松戸市小金原5-29-9

8989 相模丼丸小金原店 松戸市小金原5-30-4ラフィーヌ・ナミキ104

8990 ままごとや 松戸市小金原5-4-23

8991 有限会社ミカワヤ 松戸市小金原5丁目24番地2

8992 華屋与兵衛 松戸小金原店 松戸市小金原5丁目29番地7

8993 楽だこ 松戸市小金原6-11-1

8994 和処 魚禅 松戸市小金原6-11-19

8995 やき鳥とり美 松戸市小金原6-11-5

8996 大将 松戸市小金原6-11-5

8997 カラオケ居酒屋花音 松戸市小金原6-12-3

8998 海洋Ⅱ 松戸市小金原6-12-5

8999 R-S 松戸市小金原6-2-6

9000 香港料理勝 松戸市小金原6-5-17

9001 孝作 松戸市小金原6-8-9ブルームハナノイ101

9002 手打ちそば新玄 松戸市小金原6丁目12-2

9003 居酒屋秀ちゃん 松戸市小金原6丁目12番地2

9004 名菜酒家珍来 松戸市小金原6丁目2番地11

9005 DiningK 松戸市小金原6丁目5-10小金原商店街福岡店舗1F

9006 スナック AYA 松戸市小金原6丁目8番地9

9007 うな亭 松戸市小金原7-17

9008 やきとり悠 松戸市小金原7-17-35

9009 レストランセラヴィ 松戸市小金原7-34-26

9010 喜喜 松戸市小金原7-9-10

9011 居酒屋かづ 松戸市小金原7-9-3

9012 大福元小金原店 松戸市小金原7丁目12番地8



9013 中国料理 格林豐 松戸市小金原7丁目18-13

9014 東龍 松戸市小金原8-12-1

9015 アカネ 松戸市小金原8-20-10

9016 手打ラーメン栄康園 松戸市小金原8-30-24

9017 いち遊 松戸市小金原8-33-3

9018 飲み食い処 よっけ 松戸市小金原8丁目28番地1

9019 スタジオ山河 松戸市小金原8丁目3番地18

9020 酒処石もり 松戸市小金原8丁目3番地18

9021 夢庵 松戸小金原店 松戸市小金原8丁目3番地4

9022 飲み食い処 わっと 松戸市小金原9-36-17

9023 そば処よし田 松戸市小金上総町19-3

9024 北海道生まれ和食処とんでん松戸小根本店 松戸市小根本172-1

9025 かっぱ寿司 松戸店 松戸市小根本196-1

9026 HOTELSUZUKA 松戸市小根本20-15HOTELSUZUKA

9027 山麓 松戸市小根本20-20

9028 ソナタ 松戸市小根本20-3-2F

9029 炭火焼鳥あほうどり 松戸市小根本20-39松戸カネカビル1F

9030 焼肉清京園 松戸市小根本20-3井上マンション102

9031 SnackYURI 松戸市小根本20-3井上マンション1階101号室

9032 レストランパトーラ 松戸市小根本20-46

9033 MONKEYHOUSE 松戸市小根本20-49

9034 nice・・ 松戸市小根本20-6

9035 スナック龍 松戸市小根本20番地28号1F

9036 パナシェ 松戸市小根本20番地46

9037 FlyingPig 松戸市小根本2-9吉ビル1階

9038 酒食処円居 松戸市小根本42-3アセット松戸2-102

9039 MATSUDOMONJA 松戸市小根本42-3アセット松戸Ⅱ101

9040 麺処となみ 松戸市小根本51-5

9041 ひだまり家KITCHEN 松戸市小根本51-6第5MYビル101号

9042 中華そば まるき 松戸市小根本51番地2

9043 台湾料理五福亭 松戸市小根本52番地2レジデンス・ユーカリ102

9044 有限会社やぶ久 松戸市小根本56番地4

9045 カフェ・ド・パルファン 松戸市小根本84-1

9046 鳥まつ 松戸市小山25

9047 スナックあゆみ 松戸市小山35-2松戸パレス108

9048 味遊 松戸市小山92-1

9049 いなほ 松戸市小山96

9050 富士美寿司 松戸市松戸1005

9051 福新 松戸市松戸1017-1

9052 ルウァンタイ 松戸市松戸1111-9

9053 自家製麺 杵屋 松戸市松戸1-1181

9054 スポーツバーPAPABAMP 松戸市松戸1139-2ライオンズステーションタワー1F

9055 サイゼリヤ 松戸市松戸1139番地2-102号

9056 焼きそばのまるしょうイトーヨーカドー松戸店 松戸市松戸1149

9057 リンガーハット イトーヨーカドー松戸店 松戸市松戸1149

9058 GREENROOM 松戸市松戸1149

9059 はなまるうどん イトーヨーカドー松戸店 松戸市松戸1149

9060 Bull Pulu 松戸市松戸1149

9061 スターバックスコーヒー プラーレ松戸店 松戸市松戸1149-1

9062 サーティワンアイスクリーム 松戸市松戸1149-1

9063 松戸飯店 松戸市松戸1149-1-6Fプラーレ松戸

9064 四六時中松戸店 松戸市松戸1149-1プラーレ6階

9065 サンマルクカフェ　プラーレ松戸店 松戸市松戸1149-1プラーレ松戸5F

9066 しゃぶしゃぶ牛太松戸店 松戸市松戸1149-1プラーレ松戸6階

9067 いきなりステーキイトーヨーカドー松戸店 松戸市松戸1149フードコート2階

9068 パステルイタリアーナ松戸店 松戸市松戸1149番地1

9069 味噌らーめん莢 松戸市松戸1150ニューハイム松戸101

9070 ばか酒場 松戸市松戸1150松戸東信ビル1階

9071 キッチンサクラ 松戸市松戸1150東信ビル1階

9072 ムンバイ 松戸市松戸1150番地ニューハイム松戸ビル2F

9073 松戸ビール 松戸市松戸1151-2

9074 バーファイブ 松戸市松戸1164-1シェスタビル

9075 蝙蝠 松戸市松戸1164-1シエスタビルⅡ1F

9076 ぱーりぃえんじぇる 松戸市松戸1168-4

9077 銀河の里 松戸市松戸1168-4-2F

9078 スナックSUN 松戸市松戸1168-4吉田ビル4階

9079 日本海庄や 松戸東口店 松戸市松戸1173番地1

9080 歌うんだ村 松戸東口店 松戸市松戸1173番地1

9081 庄や 松戸店 松戸市松戸1175-1

9082 日高屋松戸東口店 松戸市松戸1176-1

9083 居酒屋いちや松戸 松戸市松戸1176-13秀姫ビル2階

9084 Taverna 松戸市松戸1176-13秀姫ビル3階

9085 パスタの店スピガ 松戸市松戸1176番地4

9086 とんかつ割烹とみた 松戸市松戸1177マチビル2階

9087 赤舎利一筋もり一松戸東口店 松戸市松戸1178小松ビル1F

9088 カオリ 松戸市松戸1178番地

9089 大かまど飯 寅福 アトレ松戸店 松戸市松戸1181

9090 鎌倉パスタ アトレ松戸店 松戸市松戸1181

9091 焼肉トラジ アトレ松戸店 松戸市松戸1181

9092 小陽春 松戸市松戸1181

9093 築地銀だこ 松戸市松戸1181アトレ松戸1F

9094 ヴィ・ド・フランス松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸1F108区画

9095 タリーズコーヒーアトレ松戸 松戸市松戸1181アトレ松戸5階

9096 とんかつ新宿さぼてん アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸7F

9097 チーズエッグガーデンアトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸7階

9098 仙臺たんや利久アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸店

9099 東京ガパオ アトレ松戸店 松戸市松戸1181アトレ松戸店7階

9100 ベックスコーヒーショップ松戸店 松戸市松戸1181番地

9101 スターバックスコーヒー アトレ松戸店 松戸市松戸1181番地

9102 にはちや 松戸店 松戸市松戸1225-5

9103 鳥貴族松戸東口店 松戸市松戸1225良文堂ビル6階

9104 テング酒場松戸店 松戸市松戸1225良文堂ビルB1F



9105 ドトールコーヒーショップ松戸東口店 松戸市松戸1226-5

9106 一茶 松戸市松戸1227-1

9107 インド・ネパール料理タァバン 松戸市松戸1228-1

9108 武蔵家 松戸店 松戸市松戸1228-1

9109 Buddy 松戸市松戸1228-1

9110 カラオケまねきねこ松戸東口店 松戸市松戸1228-1

9111 膳○ 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル105

9112 らぁめん一撃 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル1F102

9113 BarTailO`Cock 松戸市松戸1228-1松戸ステーションビル3階13号室

9114 ジャングルクラブ 松戸市松戸1228番地

9115 翔軼屋 松戸市松戸1228番地

9116 月の夢 松戸市松戸1228番地1松戸ステーションビル405

9117 はなの舞松戸東口店 松戸市松戸1228番地1松戸ステーションビルB1

9118 割烹着バル 松戸市松戸1228番地の1

9119 STANDING BAR こと屋 松戸市松戸1230

9120 立花 松戸市松戸1230

9121 ガスト松戸駅東口店 松戸市松戸1230-1

9122 吉野家松戸東口店 松戸市松戸1230-1ニュートウキョウセブンプラザ

9123 リストランテ ミオ 松戸市松戸1230-1ピアザビル7F

9124 マクドナルド 松戸駅前店 松戸市松戸1230-2ピアザ松戸ビル3階

9125 生つくね元屋松戸店 松戸市松戸1230番地の1ピアザビル1階

9126 喫茶室川名 松戸市松戸1230番地ピアザ松戸1F

9127 Link松戸店 松戸市松戸1231

9128 ねんごろ屋 松戸市松戸1231

9129 カラオケBanBan松戸駅東口店 松戸市松戸1231

9130 MTM姫作 松戸市松戸1231番地

9131 Chaleur 松戸市松戸1231番地

9132 アステシオメンバーズ 松戸市松戸1231番地

9133 目利きの銀次 松戸市松戸1231番地

9134 松戸中華そば富田食堂 松戸市松戸1239-1関根ビル1F

9135 チューリップ 松戸市松戸1240-3

9136 子組 松戸市松戸1240-3エクセル松戸102

9137 雷松戸駅東口店 松戸市松戸1240番地の3エクセル松戸103号室

9138 松戸大勝軒 松戸市松戸1277宮沢第2ビル1F

9139 ピッツェリア バフェット 松戸市松戸1278

9140 クレープリー ブルトン 松戸市松戸1278ワタナベビル2F

9141 コルコバード 松戸市松戸1281-12-2階

9142 鉄板焼 旬 松戸市松戸1281番地

9143 コメダ珈琲店松戸伊勢丹通り店 松戸市松戸1286-1北辰松戸ビル2階

9144 ジョナサン松戸駅西口店 松戸市松戸1287番1

9145 イタリアンキッチンウーノ 松戸市松戸1291

9146 有限会社 味の東山 松戸市松戸1291-4

9147 とん豚びょうし 松戸市松戸1291古賀ビル101

9148 桜 松戸市松戸1291番地1古賀ビル地下1階

9149 バー あたしンち 松戸市松戸1291番地の1

9150 串カツ田中松戸店 松戸市松戸1292-1

9151 ドトールコーヒーショップ松戸店 松戸市松戸1305-2サンライズビル

9152 株式会社サイゼリヤ 松戸銀座通り店 松戸市松戸1305-4秀和ハウスビル2F

9153 CHAOVIETNAM 松戸市松戸1307-1

9154 ことこと 松戸市松戸1307-1

9155 タリーズコーヒー キテミテマツド店 松戸市松戸1307-1

9156 じげもんちゃんぽん 松戸市松戸1307-1キテミテマツド10F

9157 とりどりキッチン 松戸市松戸1307-1キテミテマツド10F-121区画

9158 ガッチキ 松戸市松戸1307-1キテミテマツド10階

9159 楽楽屋松戸店 松戸市松戸1307-1キテミテマツド11F

9160 韓宮松戸店 松戸市松戸1307-1キテミテマツド11F

9161 ゴンチャ松戸店 松戸市松戸1307-1キテミテマツド1階

9162 らーめん森田屋 松戸市松戸1307-1キテミテマツドフードコート10階

9163 海華松戸店 松戸市松戸1329番地1F

9164 Bar＆Diner毘 松戸市松戸1330-6NK松戸駅前ビル102

9165 すなっくちょっと 松戸市松戸1330番地6

9166 てん天 松戸市松戸1336-7

9167 天廣堂 松戸市松戸1339-1

9168 cafedeSORA 松戸市松戸1339高橋ビル1F

9169 小料理吉竹 松戸市松戸1339番地

9170 よい処ほのじ 松戸市松戸1339番地高橋ビル1F-4

9171 Tinykitchenandcounter 松戸市松戸1344-16

9172 GONZO 松戸市松戸1344-3

9173 masahiro 松戸市松戸1393ベルハイツ1F

9174 わがまま 松戸市松戸1395

9175 桝屋分店 松戸市松戸1721番地

9176 料亭富吉 松戸市松戸1757

9177 casamia 松戸市松戸1764-8

9178 居酒屋 黄色いハンカチ 松戸市松戸1776-2

9179 居酒屋いい友 松戸市松戸1779第一相模マンション103

9180 日本蕎麦田中家 松戸市松戸1834-14田中ビル

9181 伊呂波 松戸市松戸2026-1

9182 Dining&BarHAO 松戸市松戸2027番地の3エミネンスササガワ101

9183 レストラン喫茶松戸スエヒロ 松戸市松戸2060番地商工会議所内1F

9184 松屋 松戸七畝割店 松戸市松戸2303-16

9185 居酒屋貢ちゃん 松戸市松戸891

9186 喫茶スナックすず 松戸市松戸899番地2

9187 大江戸そば松戸店 松戸市松戸亀井1181番地5

9188 焼肉 松林苑 松戸市松戸新田109番地

9189 らーめんめんぱち 松戸市松戸新田119

9190 レストランこんどる 松戸市松戸新田133番地4

9191 味処 むさし野 松戸市松戸新田133番地4

9192 和風ダイニング膳ZEN 松戸市松戸新田15-17

9193 おいしいごはんとおやつとガーデン 松戸市松戸新田17-89

9194 新屋 野菊野店 松戸市松戸新田22番地

9195 秋田亭 松戸市松戸新田24

9196 晴れる家CAFE 松戸市松戸新田24-3-17



9197 ベトナム料理店 オーセンティック 松戸市松戸新田24-3-2

9198 SORABORArestaurant 松戸市松戸新田270-11

9199 SOMAIYAKEBABandASIANCURRYRESTAURANT 松戸市松戸新田270-16

9200 松のや松戸新田店 松戸市松戸新田289-6

9201 むさしの森珈琲 松戸新田店 松戸市松戸新田291-1

9202 はま寿司 松戸新田駅北店 松戸市松戸新田293-5

9203 あざみや 松戸市松戸新田30

9204 江戸ッ子寿司 松戸市松戸新田30南部市場V棟1号

9205 元氣morimori 松戸市松戸新田30番地食堂棟10，11，20，21，22

9206 LaughFull's 松戸市松戸新田463-1コートウィッシュ1階

9207 肴処千の夏 松戸市松戸新田488-1

9208 トンボ 松戸市松戸新田488-1

9209 とんかつ かつ花 松戸市松戸新田490番地120

9210 四季浜 松戸市松戸新田501番地48

9211 源平うどん 松戸市松戸新田556番地

9212 香港料理家 松戸市松戸新田557-11

9213 パブレストラン歩笑夢 松戸市松戸新田566-12

9214 みのり家 松戸市松戸新田573

9215 PINO 松戸市松戸新田573-13鈴木貸店舗102

9216 中華そば志の田 松戸市松戸新田573-2-102ニューコーポ稔台

9217 炭火ホルモン焼 しちりん稔台店 松戸市松戸新田573番地

9218 手打ちうどん丸亀 松戸市松戸新田573番地2ニューコーポ稔台

9219 イベントハウスメロディー 松戸市松戸新田575-20-205

9220 くし焼き家族ちゃぶだい 松戸市松戸新田575-20スドウビル1F

9221 インド・ネパールレストラン 松戸市松戸新田575-22

9222 SALUD&REEL 松戸市松戸新田575-22第1水野ビル2階

9223 気楽家 松戸市松戸新田575-22第一水野ビル202

9224 カスタネット 松戸市松戸新田575-22第一水野ビル203

9225 お家バルCerdorico 松戸市松戸新田577

9226 のら 松戸市松戸新田577

9227 二代目田舎屋 松戸市松戸新田577-28

9228 居酒屋 つか 松戸市松戸新田577-37

9229 やきとり福ちゃん 松戸市松戸新田577-41

9230 タイレストランコンカノック 松戸市松戸新田577-57

9231 養老乃瀧加盟店稔台駅前店 松戸市松戸新田577江川ビル2階

9232 寿々喜そば 松戸市松戸新田577番地

9233 スナックニューポピー 松戸市松戸新田577番地36

9234 居酒屋あんちゃん 松戸市松戸新田577番地50

9235 のみくい処 あじ清 松戸市松戸新田579-28

9236 炭焼やきとり千人力みのり台店 松戸市松戸新田579-28シャトーナカムラ102

9237 香々菜 松戸市松戸新田579-8

9238 ハートリブカフェ 松戸市松戸新田579番地9

9239 みかさ 松戸市松戸新田580

9240 串焼ぼー屋 松戸市松戸新田582-1花日和みのり台店舗103号

9241 居酒屋わさび 松戸市松戸新田582番地1

9242 お食事処きかく 松戸市松戸新田585-35

9243 マカロニ市場 松戸店 松戸市松戸新田67-1

9244 おんま 松戸市松飛台112-25

9245 博多長浜らーめんもりや 松戸市松飛台112-26

9246 やぶ久 松戸市松飛台151番地9

9247 レストランクローバー 松戸市松飛台155番地4

9248 スナック 泉 松戸市松飛台160番地19

9249 居酒屋力 松戸市松飛台160番地21

9250 スナック プリーズ 松戸市松飛台160番地32

9251 間居圡 松戸市松飛台173-14

9252 FOREST 松戸市松飛台173-3

9253 CASAISHII 松戸市松飛台204-10

9254 カラオケカフェラウンジOHANA 松戸市松飛台204-14GE松飛台1階

9255 osteriaciccicoco 松戸市松飛台204-15

9256 あずま 松戸市松飛台204番地12

9257 炭火や福博 松戸市松飛台205

9258 ASIAN KITCHEN 松戸市松飛台259-2

9259 松屋 松戸松飛台店 松戸市松飛台259-5

9260 定食 杉 松戸市松飛台259番地2

9261 飛龍 松戸市松飛台260

9262 レストランバーSamy 松戸市松飛台264-5

9263 がちまやー 松戸市松飛台264-5-1階

9264 夢街道 松戸市松飛台267-1

9265 百楽門松飛台店 松戸市松飛台335-1メディア1F

9266 高橋水産松飛台店 松戸市松飛台393番地アイランドヒルズ1階

9267 CUMIN&CORIANDER 松戸市松飛台532-6-1F

9268 お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼あらじん 松戸市松飛台540-1

9269 酔処もみじ 松戸市松飛台543-4

9270 時のアトリエ 松戸市松飛台548番地4優ビル103号

9271 観世 松戸市松飛台69番地4

9272 ケンタッキーフライドチキン 松戸市上本郷1丁目3064番地

9273 インドカレーレストランレッドローズ 松戸市上本郷2202インドカレーレストランレッドローズ

9274 旬魚旬菜鮨匠 松戸市上本郷2207

9275 カジュアルバー・ネオ 松戸市上本郷2234-1

9276 炭火焼肉 松林苑 松戸市上本郷2648番地6

9277 古瓶 松戸市上本郷2675-1102

9278 玉米家 松戸市上本郷2933番地10

9279 手打ちそば長幸 松戸市上本郷301-30

9280 あかし鮨 松戸市上本郷301番地96

9281 かみなか 松戸市上本郷3048-4

9282 牛’S 倶楽部 松戸市上本郷3059番地

9283 喫茶 ジロー 松戸市上本郷3195

9284 伍庵 松戸市上本郷3290-5

9285 串焼き旬菜 えんむすび 松戸市上本郷3324

9286 中華そば藤 松戸市上本郷3386

9287 福竜 松戸市上本郷3436番地3

9288 美春 松戸市上本郷3丁目4079番地1



9289 旬香 松戸市上本郷4073-1

9290 お好み焼北 松戸市上本郷4079番地5

9291 (有)松葉鮨 松戸市上本郷4144番地

9292 居酒屋ゆみや 松戸市上本郷434

9293 スナックぼへみあん 松戸市上本郷434-13

9294 モリエール 松戸市上本郷4688宏和ハイフォーム1F

9295 レストランベロ 松戸市上本郷594松戸競輪場

9296 有限会社 松戸競輪場売店（2号売店） 松戸市上本郷594番地

9297 有限会社 松戸競輪場売店 松戸市上本郷594番地

9298 スタジオ来夢来人 松戸市上本郷617-1

9299 酒のほそみち 稲穂 松戸市上本郷618-1

9300 中華居酒屋テレサ 松戸市上本郷618番1-110号

9301 あかね 松戸市上本郷618番地1第8松戸マンション109

9302 しげ七 松戸市上本郷618番地第八マンション111号

9303 kitchen&cafeえびす亭 松戸市上本郷854

9304 豚骨ラーメン専門店とんちゃん松戸北松戸店 松戸市上本郷854-1北松戸第三京葉ハイツ105

9305 キッチン ひより 松戸市上本郷855-4恩田店舗

9306 居酒屋た古八 松戸市上本郷858-2

9307 夜浪漫 松戸市上本郷858-4

9308 バンラック 松戸市上本郷858-4北松戸駅西口ビル2F

9309 や台ずし北松戸駅西口町 松戸市上本郷858-4北松戸西口ビル1F

9310 中華料理天津 松戸市上本郷859-3

9311 キッチン＆カラオケこすもす 松戸市上本郷859-7

9312 根ぎし 松戸市上本郷859番地9

9313 日本マクドナルド 北松戸店 松戸市上本郷889-3

9314 三和園 松戸市上本郷893-4TMビル1F

9315 鳥貴族北松戸店 松戸市上本郷894-5みつる第2ビル1階

9316 お食事処味さわ 松戸市上本郷900松丸ビル1F

9317 居酒屋ひなげし 松戸市上本郷900松丸ビル1F

9318 カラオケスナックアマポーラ 松戸市上本郷900松丸ビル2F

9319 中華食堂 日高屋 北松戸店 松戸市上本郷901-3

9320 COCKNEYCAFE 松戸市上本郷901-32F

9321 居酒屋 さわ 松戸市上本郷901番地

9322 肉玉そばおとど 松戸市上本郷901鈴木ビル1F

9323 おすし家のいらぶ 松戸市上本郷904-7竹内ビル1階

9324 炭火焼 しちりん北松戸店 松戸市上本郷904番地

9325 松屋北松戸店 松戸市上本郷904番地6

9326 麺屋ひなた 松戸市上本郷905-5-1F

9327 微巣登路 松戸市上本郷905番地1

9328 王記餃子 松戸市上本郷905番地の3吉田ビル1F

9329 満天酒場 北松戸店 松戸市上本郷907-1

9330 ナイトハウスサファイア 松戸市上本郷907-1北松戸ビル2F

9331 エビス北松戸総本店 松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル1F

9332 Grandirふれ愛 松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル2階

9333 workeshotBAR 松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル3F

9334 居酒屋秋乃葉 松戸市上本郷908-3コスモシティ北松戸1F

9335 カラオケALL北松戸店 松戸市上本郷908第三北松戸サンロードス1階

9336 cafeOne 松戸市常盤平1-11-8サラブレッドⅠ

9337 旬菜 わさび 松戸市常盤平1-16-1

9338 サンエトワール常盤平店 松戸市常盤平1-29

9339 日高屋 常盤平南口店 松戸市常盤平1-29-3

9340 ペパーミント 松戸市常盤平2-24-2-B-4

9341 カラオケ本舗まねきねこ 常盤平店 松戸市常盤平2-8

9342 ひとつぶ 松戸市常盤平2-9-1第2石川ビル3F

9343 トラットリアルッカ 松戸市常盤平2-9-4第3石川ビル105

9344 辣碗 松戸市常盤平2-9-4第三石川ビル1階1号室

9345 や台ずし 常盤平駅南口町 松戸市常盤平2-9-5

9346 や郷 松戸市常盤平2丁目9番地4

9347 サイゼリヤ常盤平駅前店 松戸市常盤平3-10-1

9348 八剣食堂ときわ平店 松戸市常盤平3-10-1セブンタウン常盤平1F

9349 コーヒーショップサントス 松戸市常盤平3-11-1西友ストアー1F

9350 サクティ常盤平店 松戸市常盤平3-11-1西友常盤平店B1

9351 サンマルク松戸常盤平店 松戸市常盤平3-13-1

9352 華屋与兵衛 松戸常盤平店 松戸市常盤平3-13-1

9353 丼丸 凛 常盤平さくら通り店 松戸市常盤平3-13-7

9354 祥 松戸市常盤平3-16-4

9355 ふく味亭 松戸市常盤平3-20

9356 居酒屋 京 松戸市常盤平3-21-1

9357 FratCafe 松戸市常盤平3-2-14鶴見ハイツ101

9358 居酒屋椿 松戸市常盤平3-21寿々喜荘101号

9359 金太楼鮨ときわ平店 松戸市常盤平3-7-9

9360 カラオケバー星に願いを 松戸市常盤平3-9-7

9361 ココス 常盤平店 松戸市常盤平3丁目12番地1

9362 トッパー 松戸市常盤平3丁目13番地2

9363 キッチンポワール 松戸市常盤平3丁目22番地7

9364 ㈲もりた屋 松戸市常盤平3丁目29番地

9365 四季亭 松戸市常盤平4-13-41

9366 プラッツ 松戸市常盤平4-3-1

9367 CLUBDREAM 松戸市常盤平5-11-10

9368 ぱぶ 金太郎 松戸市常盤平5-11-10

9369 CLUB POSITANO 松戸市常盤平5-11-10

9370 炭火焼肉しちりん五香西口店 松戸市常盤平5-11-10本田ビル101

9371 アイリーンフィリピンストア＆レストラン 松戸市常盤平5-11-10本田ビル201

9372 カラオケまねきねこ五香店 松戸市常盤平5-11-12

9373 HANA 松戸市常盤平5-11-13

9374 スナックさくら 松戸市常盤平5-11-19秋吉ビル2F

9375 麺屋むどう 松戸市常盤平5-11-23

9376 囲酒歌屋JUJU 松戸市常盤平5-11-31

9377 パパラッチ 松戸市常盤平5-11-5

9378 GrandBleu 松戸市常盤平5-11-9今井ビル1F

9379 ラウンジラ・ブーム 松戸市常盤平5-12-15チェリービーンズ102

9380 イベントBAR なかよし 松戸市常盤平5-14-20ベルビル80-2F



9381 のの花 花のれん木屋 五香店 松戸市常盤平5-14-29

9382 カラオケシェイクハンド五香店 松戸市常盤平5-15-7カラオケシェイクハンド内

9383 ザ・ファイン 松戸市常盤平5-16-10遠山ビル2F

9384 タベルナポルポーレ 松戸市常盤平5-16-1EC-7

9385 珈琲館五香店 松戸市常盤平5-17-10

9386 RIDOS味一番 松戸市常盤平5-17-10シャルネ95

9387 samasamawarung 松戸市常盤平5-17-10シャルネ951階

9388 丸昇 松戸市常盤平5-17-3

9389 J＆N DINER 松戸市常盤平5-17-4

9390 高麗 松戸市常盤平5-17-4吉岡ビル1階

9391 季節料理吉太 松戸市常盤平5-17-6

9392 花車 松戸市常盤平5-18-11

9393 ソウルキッチン 松戸市常盤平5-18-13

9394 や台ずし五香駅西口町 松戸市常盤平5-18-4-1F

9395 なか卯　五香駅前店 松戸市常盤平5-19-1五香駅西口ビル

9396 イデカフェ五香駅店 松戸市常盤平5-19-1五香駅西口ビル3階

9397 焼肉東京苑 松戸市常盤平5-20-1

9398 パルコ 松戸市常盤平5-20-11

9399 コロラド五香店 松戸市常盤平5-20-11-1F

9400 串焼き処日比谷鳥こまち五香店 松戸市常盤平5-20-4

9401 カウンターバーDOLCE 松戸市常盤平5-20-4

9402 OASIS 松戸市常盤平5-20-4

9403 金利来 松戸市常盤平5-21-5

9404 スナック宝石 松戸市常盤平5-21-7

9405 GOP柳笑店 松戸市常盤平5-23-2

9406 すづ嬉 松戸市常盤平5-24-18

9407 ふれあいせつ 松戸市常盤平5-24-18

9408 洋風居酒屋茶々 松戸市常盤平5-24-18

9409 JAZZINTeagarden 松戸市常盤平5-24-18木原店舗A号室

9410 喫茶＆スナック和 松戸市常盤平5-25-20

9411 洋麺屋五右衛門五香店 松戸市常盤平5-26-6

9412 AQUAVITE 松戸市常盤平5-28-1むさし家ビル2階

9413 カフェ･フェリース 松戸市常盤平5-28-2カミオカビル2F

9414 友絆酒房 紙や 松戸市常盤平5-28-5

9415 たこ焼バルなんば一番松戸五香 松戸市常盤平5-28-5ジュウエル常盤平1階

9416 炭火やきとりのぶちゃん 松戸市常盤平5-28-6岡本ビルB号

9417 酒処小雪 松戸市常盤平5-3-19

9418 ティーラウンジ いしかわ 松戸市常盤平5-7-12

9419 長寿庵 松戸市常盤平5-7-3

9420 伊勢寿司 松戸市常盤平5-7-7

9421 でしべる 松戸市常盤平5-7-7-106

9422 炭火焼牛たん杜の月 松戸市常盤平5-8-1サンヴィラ常盤平106

9423 プラスワン 松戸市常盤平5-8-5

9424 dannyshotbar 松戸市常盤平5丁目11-36五香ビル1F

9425 居酒屋 いなかっぺ大将 松戸市常盤平5丁目11番地

9426 すき家 五香駅前店 松戸市常盤平5丁目11番地12

9427 やきとり 栄 松戸市常盤平5丁目11番地13

9428 庄や 五香店 松戸市常盤平5丁目11番地13

9429 居酒屋まもちゃん 松戸市常盤平5丁目11番地9

9430 ClubTIARA 松戸市常盤平5丁目11番地の10本田ビル302号室

9431 鳥貴族 五香駅前店 松戸市常盤平5丁目11番地の12

9432 CLUB BULAKLAK 松戸市常盤平5丁目11番地の13

9433 目利きの銀次 松戸市常盤平5丁目11番地の13

9434 桜香飯店 松戸市常盤平5丁目16番地EC-6号

9435 アジアンレストランスパイスパレス 松戸市常盤平5丁目-17‐13

9436 ケンタッキーフライドチキン 松戸市常盤平5丁目17番地15

9437 BARB→rain 松戸市常盤平5丁目17番地の13戸張ビル2階

9438 本陣串や 松戸五香駅前店 松戸市常盤平5丁目18番地3

9439 三代目鳥メロ五香西口駅前店 松戸市常盤平5丁目20番地の4

9440 カラオケ館 松戸五香店 松戸市常盤平5丁目24番地1号

9441 ㈱安楽亭 松戸五香店 松戸市常盤平5丁目26番地7

9442 五香やたい村 松戸市常盤平5丁目28番地4小川ビルB1

9443 INFINITY 松戸市常盤平5丁目28番地の4小川ビル2F-A

9444 カラオケハウス泉 松戸市常盤平6-22-4

9445 食彩い志い 松戸市常盤平6-3-4

9446 香 松戸市常盤平6丁目3番地14

9447 からあげバカ一代 松戸市常盤平7-24-2

9448 京懐石和楽 松戸市常盤平7-26-6

9449 大黒寿司 松戸市常盤平7-30-14

9450 とんかつ 峰 松戸市常盤平7丁目18番地

9451 ロイヤルホスト 常盤平店 松戸市常盤平7丁目23番地4

9452 常盤平 更科 松戸市常盤平7丁目4番地21

9453 KAMAYAN 松戸市常盤平五丁目12番地の3

9454 花車別館 松戸市常盤平五丁目13番地の9

9455 日高屋 五香西口店 松戸市常盤平五丁目28番1号

9456 パルフェ 松戸市常盤平五丁目28番地4小川ビル1F

9457 甚兵衛 松戸市常盤平陣屋前11-2

9458 One Table 松戸市常盤平陣屋前1-13

9459 天ぷら旬彩天つね 松戸市常盤平陣屋前1-13第一高橋ハイツ102

9460 おけさ 松戸市常盤平陣屋前1-17

9461 レストランディ・マーレ 松戸市常盤平陣屋前4-13鈴木ビル1F

9462 居酒屋歌族 松戸市常盤平西窪町7-21

9463 とり藤 松戸市常盤平西窪町7番地29

9464 まるか 松戸市常盤平柳町1番地2

9465 牡蠣小屋 海賊船 煙 松戸市常盤平柳町27-24

9466 えぞふじ 松戸市常盤平柳町27番地24

9467 日本料理 てんしょう 松戸市常盤平柳町2番地2

9468 いずみ食堂 松戸市新作1128番地

9469 ニカカレーショップ 松戸市新作384

9470 津軽 松戸市新作384-2

9471 AB'sbar 松戸市新作384-2

9472 カネルスタミナラーメン 松戸市新作385



9473 AUTOBOY 松戸市新松戸1-160

9474 RB’s ひつじ屋 松戸市新松戸1-186

9475 欧風バルBON 松戸市新松戸1-186第二ロイヤルマンション105

9476 EN 松戸市新松戸1-200イーグルビル1F

9477 KHAJAGHARSANSAR 松戸市新松戸1-201大勘ビル102

9478 酒と肴エビスヤ 松戸市新松戸1-209-2

9479 カラオケ居酒屋のんべえ 松戸市新松戸1-214

9480 花鳥風月 松戸市新松戸1-214

9481 鉄板ダイニングきてや 松戸市新松戸1-216-1

9482 大衆酒蔵まこちゃん 松戸市新松戸1-216-2

9483 スタンドバイミー 松戸市新松戸1-218

9484 たぬきときつね 松戸市新松戸1-218プチハイム102

9485 いろは乃ゐ 松戸市新松戸1-225

9486 CAFE＆BARKANBAR 松戸市新松戸1-225池田マンション102

9487 キッチン こなん 松戸市新松戸1-227-2

9488 ブルックリン・ドギーズ 松戸市新松戸1-229-2シミズ店舗1階

9489 韓国家庭料理（豚）どんまる 松戸市新松戸1-229-3

9490 洋風居酒屋ひろ 松戸市新松戸1-241

9491 BAR寫樂 松戸市新松戸1-241八木原コーポ

9492 餃子の王将新松戸店 松戸市新松戸1-301-3

9493 家庭料理いち 松戸市新松戸1-318

9494 Bistromonchouchou 松戸市新松戸1-318新松戸ビル101

9495 居酒屋えみりか 松戸市新松戸1-318新松戸ビル102号室

9496 居酒屋じゅん（大人の駄菓子屋） 松戸市新松戸1-354-1TOビル

9497 B級酒場新松戸 松戸市新松戸1-354-22F

9498 こってりらーめん誉 松戸市新松戸1-354-2旭ビル101号室

9499 鮨芳 松戸市新松戸1-363

9500 鳥彩々新松戸店 松戸市新松戸1-364-2きいろいビル2F

9501 かずさ 松戸市新松戸1-367-2

9502 割烹びわ亭 松戸市新松戸1-367-3浅野ビル2階

9503 りすとらんて轍 松戸市新松戸1-374-1政和ビル地下1階

9504 味のれん菜の花 松戸市新松戸1-375第2中山ビル1F

9505 とうがらし2 松戸市新松戸1-414大清堂ビル102

9506 わん仔 松戸市新松戸1-415-2第2追分ビル1階

9507 ここ憩 松戸市新松戸1-415-3

9508 とんかつと季節料理 港や 松戸市新松戸1-422-2

9509 kudo'sBAR 松戸市新松戸1-422-2クィーンズビル2階

9510 やきとりととや 松戸市新松戸1-430

9511 カラオケ居酒屋レイワ 松戸市新松戸1-442-2

9512 鳥すけ 松戸市新松戸1-448-2-101藤喜ビル

9513 トラットリアアルレッキーノ 松戸市新松戸1-448-3

9514 NHA QUE 松戸市新松戸1-450-1

9515 日高屋新松戸店 松戸市新松戸1-480-1ファミールオンダ1階

9516 居酒屋　GUI吞 松戸市新松戸1-481

9517 ローズジャンケンケバブ 松戸市新松戸1-482

9518 日本マクドナルド 新松戸駅前店 松戸市新松戸1-482

9519 カラオケマック新松戸駅前店 松戸市新松戸1-485

9520 三代目鳥メロ新松戸駅前店 松戸市新松戸1-485本田ビル2F

9521 目利きの銀次新松戸駅前店 松戸市新松戸1-485本田ビル3階

9522 Patchwork（パッチワーク） 松戸市新松戸1-486

9523 レストランバーアドニス 松戸市新松戸1-486栄場ビル2F

9524 diningcoinbarCOLOR 松戸市新松戸1-486栄場ビル3F

9525 エベレスト村 松戸市新松戸1-486榮場ビル102

9526 だんまや水産新松戸店 松戸市新松戸1-493プラザハイツ2階

9527 七五三 松戸市新松戸1丁目197番地山喜コーポ103

9528 SONSEN 松戸市新松戸1丁目217番地

9529 だいにんぐ どりんか 松戸市新松戸1丁目227番地

9530 居酒屋 こぶた 松戸市新松戸1丁目240-1

9531 鮨 多美屋 松戸市新松戸1丁目375番地

9532 焼麦大郎 松戸市新松戸1丁目414大清堂ビル101

9533 赤煉瓦 松戸市新松戸1丁目415番の3

9534 赤煉瓦 1F 松戸市新松戸1丁目415番の3-1F

9535 薙熟成鶏十八番 松戸市新松戸1丁目422-1

9536 ㈲華苑飯店 松戸市新松戸1丁目431番地

9537 夜来香 松戸市新松戸1丁目481番地ピアビル2階

9538 食彩厨房 いちげん 新松戸店 松戸市新松戸1丁目493番地

9539 ペッパーランチ新松戸店 松戸市新松戸2-108

9540 パブ・キャンドル 松戸市新松戸2-108

9541 えびす顔 松戸市新松戸2-108

9542 クルーセ 松戸市新松戸2-108-3F

9543 カラオケスナック蒲公英 松戸市新松戸2-108太陽新松戸ビル2F-A

9544 ふじ子ちゃん 松戸市新松戸2-114-2プラザニュー松戸ビル2F-A

9545 3-carat 松戸市新松戸2-114-2プラザニュー松戸ビル3F-B

9546 七輪焼肉安安新松戸店 松戸市新松戸2-115-2アストリア新松戸店ビル2F

9547 串カツ田中 新松戸店 松戸市新松戸2-118

9548 SOUNDBARFIREBIRD 松戸市新松戸2-118新松戸ビル501

9549 華記食府 松戸市新松戸2-121-1Fグランドプラザ新松戸

9550 屋台屋博多劇場新松戸店 松戸市新松戸2-1-3

9551 ナイトラウンジМ 松戸市新松戸2-14銀座ビルB1F

9552 居酒屋匠海 松戸市新松戸2-15-2

9553 スナック未知 松戸市新松戸2-15-2フリテンビル2F

9554 あみ焼元祖しちりん新松戸本店 松戸市新松戸2-1-5しちりんビル1階

9555 キタノイチバ新松戸駅前店 松戸市新松戸2-16ハクアイビル4階

9556 屋台ラーメンめん吉新松戸店 松戸市新松戸2-17-7

9557 二天一流 松戸市新松戸2-17-8

9558 大庄水産 新松戸西口店 松戸市新松戸2-18

9559 昇龍 松戸市新松戸2-21

9560 鳥貴族新松戸店 松戸市新松戸2-22T’sビル2階

9561 山勝角ふじ総本店 松戸市新松戸2-22TSビル101

9562 牛角新松戸店 松戸市新松戸2-27小野村ビル1F

9563 丸昇 松戸市新松戸2-28

9564 居酒屋途中 松戸市新松戸2-29三井ビル1F



9565 totochee 松戸市新松戸2-30

9566 ととり 松戸市新松戸2-31-1

9567 ベトナム料理 TRA MY QUAN 松戸市新松戸2-31-2若しばビル1F

9568 百円酒場135 松戸市新松戸2-31-2若柴ビル2階

9569 キアンキャバブ 松戸市新松戸2-33スズカメビル1階

9570 山和 松戸市新松戸2-6

9571 金太楼鮨新松戸店 松戸市新松戸2-8

9572 ラ・ベルファムひろこ 松戸市新松戸2丁目108太陽新松戸ビル3階A号室

9573 まんぷく亭 松戸市新松戸2丁目112番地

9574 スナックニュー未来 松戸市新松戸2丁目114-2プラザニュー松戸ビル3階

9575 中国パブ美恋 松戸市新松戸2丁目114番地の2プラザ二ユー松戸ビル2階

9576 コメダ珈琲店新松戸駅前店 松戸市新松戸2丁目121新松戸駅前ビル2階

9577 土間土間 新松戸店 松戸市新松戸2丁目122番地

9578 隠れ庵忍家新松戸駅前店 松戸市新松戸2丁目16番地ハクアイビル3F

9579 炭火串焼厨房 元屋 新松戸店 松戸市新松戸2丁目21番地

9580 松屋 新松戸西口店 松戸市新松戸2丁目21番地103

9581 隠れ家 和三 松戸市新松戸2丁目29番地1

9582 ベトナム料理 TRA MY QUAN 松戸市新松戸2丁目31番地2

9583 おでん新松戸 松戸市新松戸2丁目31番地4

9584 綱長井 松戸市新松戸2丁目32番地

9585 居酒屋すな川 松戸市新松戸2丁目33番地スズカメビル102

9586 ほっとたいむ 松戸市新松戸2丁目35番地

9587 SHOTBARWilly's 松戸市新松戸2丁目35番地コーポコーエイ

9588 香留花 松戸市新松戸2丁目36番地1

9589 麺道GENTEN 松戸市新松戸3-124-1

9590 ベトナム料理研究所 松戸市新松戸3-124-2-1F

9591 中華点点 松戸市新松戸3-131-1

9592 将門 松戸市新松戸3-141

9593 お好み焼きおいしん坊 松戸市新松戸3-174-1

9594 ラシーヌプロフォンド 松戸市新松戸3-178-1

9595 TUTU 松戸市新松戸3-2-2

9596 王記厨房 松戸市新松戸3-2-2

9597 丸亀製麺 イオンフードスタイル新松戸店 松戸市新松戸3-2-2

9598 かぶき屋 松戸市新松戸3-242-2

9599 Cafe×DiningWithaWill 松戸市新松戸3-242-3

9600 アビルコーヒープラス 松戸市新松戸3-265

9601 一瑳 松戸市新松戸3-265フラワーマンション102

9602 ら～めん壱寅家 新松戸店 松戸市新松戸3-279

9603 CoworkingSpaceFlat 松戸市新松戸3-289SBC第一ビル2階

9604 Bellos 松戸市新松戸3-290

9605 ビストロジャルダンセゾニエ 松戸市新松戸3-292

9606 炭火焼鳥三代目とりかつ 松戸市新松戸3-293-101

9607 ラニオハナ 松戸市新松戸3-303-6

9608 西伊豆料理ろぺ 松戸市新松戸3-329-1

9609 小料理わかさ 松戸市新松戸3-349-2

9610 九州郷土料理雄 松戸市新松戸3-40オーク新松戸1F

9611 長寿庵 松戸市新松戸3-416-4

9612 レブステーキ 松戸市新松戸3-418サングレードビル101

9613 山勝角ふじ新松戸 松戸市新松戸3-418サングレードビル1F

9614 レストランなかい 松戸市新松戸3丁目117番地2

9615 居酒屋こしごえ 松戸市新松戸3丁目174-2

9616 笑実 松戸市新松戸3丁目194

9617 ヌードルハウス50番 松戸市新松戸3丁目258番地1

9618 すし銚子丸 新松戸店 松戸市新松戸3丁目277番地

9619 THE VOICE RESKARA 松戸市新松戸3丁目283

9620 hot and hot 松戸市新松戸3丁目292

9621 ポポラマーマ 松戸市新松戸3丁目2番地2

9622 しゃぶ源 松戸市新松戸3丁目313番地

9623 有限会社 一番軒 松戸市新松戸3丁目420番地2

9624 NightAndDay 松戸市新松戸4-150-4

9625 BarAmaro 松戸市新松戸4-26-1ハートビル1F

9626 レッドロブスター新松戸店 松戸市新松戸4-45

9627 エッグスカントリー 松戸市新松戸4-56松正ビル2F

9628 インド・ネパール料理RAIGARH-ライガル- 松戸市新松戸4-85-3

9629 中華料理 あんり 松戸市新松戸4丁目206番地

9630 バーミヤン新松戸店 松戸市新松戸5-126

9631 チキチキすみだ3号店 松戸市新松戸5丁目148

9632 ダイニングバーAhya 松戸市新松戸5丁目150番地

9633 OSTERIADonTomo 松戸市新松戸6-1-12F鈴成ビル

9634 炭火焼肉しんら 松戸市新松戸6-1-2

9635 そば処けやき庵 松戸市新松戸6-1スズナリビル

9636 ふるさと 松戸市新松戸6-21-2

9637 文良 松戸市新松戸6-32サンライトハイツⅡ1F

9638 おとゝ屋 松戸市新松戸6丁目203番地

9639 Kebab ＆ Sports Bar 松戸市新松戸6丁目51スズヨシハイツ

9640 居酒屋 ふじ 松戸市新松戸6丁目88番地8

9641 じゃっこい 松戸市新松戸7-162-2

9642 エッセン 松戸市新松戸7-184-2

9643 ラーメン現代 松戸市新松戸8-1

9644 リトルベトナム 松戸市新松戸一丁目367-1

9645 アジアンキッチン テルテルテイ 松戸市新松戸一丁目367番地の1

9646 ALPHASHOTBAR 松戸市新松戸一丁目486番地栄場ビル301

9647 揚州商人新松戸店 松戸市新松戸南1-356-2ジュネパレス新松戸第181F

9648 オリーブの丘新松戸店 松戸市新松戸南1-369

9649 鉄板焼 小島 松戸市新松戸南1丁目296番地7

9650 バラード 松戸市新松戸南2-350

9651 カラオケヒロ 松戸市新松戸南2-351UHマンション1F

9652 COCONUT DINING BAR 松戸市新松戸北1-12-3

9653 カラオケラウンジルビア 松戸市新松戸北1-12-3ニュー松戸コーポA棟106

9654 麺家がむしゃら 松戸市新松戸北1-5-5

9655 ラウンジ月 松戸市新松戸北1丁目10番地1メゾンツジヤマ102

9656 鮨亭 くびき 松戸市新松戸北1丁目12番地3



9657 レストランST 松戸市新松戸北1丁目3番地4

9658 高橋水産新松戸店 松戸市新松戸北2-18-7

9659 和牛焼肉琉 松戸市新松戸北2-2-13

9660 カフェ・ド・ベアー 松戸市新松戸北2-2-3

9661 呑喰処我母 松戸市西馬橋1-1-16

9662 美佳楽 松戸市西馬橋1-16-11

9663 ラ・コリーヌ洋菓子店 松戸市西馬橋1-50-12

9664 麺やふくろう 松戸市西馬橋1-5-10

9665 居酒屋和楽 松戸市西馬橋1-7-3

9666 秀丸亭 松戸市西馬橋1丁目5番地11

9667 やきとり大八 松戸市西馬橋1丁目9番地12

9668 ココス松戸馬橋店 松戸市西馬橋2-1-1

9669 和洋cuisineBAR一と九 松戸市西馬橋3-1-1

9670 kyonkyon 松戸市西馬橋3-17-13

9671 レインボー 松戸市西馬橋3-2-2

9672 とまと 松戸市西馬橋3-27-4

9673 マルシェ 松戸市西馬橋3-51-11

9674 長松 松戸市西馬橋3丁目47番地14

9675 ひら乃 松戸市西馬橋3丁目4-8

9676 自家製手打ラーメンの店 山喜 松戸市西馬橋3丁目8番地10

9677 ぱぷりか 松戸市西馬橋3丁目8番地26

9678 一光 -松戸店- 松戸市西馬橋幸町120

9679 カラオケスナックマリ 松戸市西馬橋幸町120-103第2スカイハイツ

9680 ポコ・ア・ポコ 松戸市西馬橋幸町130スカイタウン松戸102号

9681 デニーズ 馬橋店 松戸市西馬橋幸町139番地

9682 北海道生まれ和食処とんでん馬橋店 松戸市西馬橋幸町158

9683 勘久狼 松戸市西馬橋幸町15東風ビル2F

9684 アポニー 松戸市西馬橋幸町163-4

9685 FC合同会社 松戸市西馬橋幸町1番地伊藤ビル2A

9686 壱角家馬橋店 松戸市西馬橋幸町32

9687 COFFEEPUBふれんど居酒屋駒 松戸市西馬橋幸町35木村ビル2F

9688 ナイトラウンジエテルナ 松戸市西馬橋幸町38ホワイトハウス102

9689 鮨よこ瀬 松戸市西馬橋幸町39木村マンション1階

9690 北京菜館 松戸市西馬橋幸町80番

9691 居酒屋 豊見城 松戸市西馬橋幸町92番地

9692 居酒屋酔笑 松戸市西馬橋幸町92番地清光マンション104

9693 Newclassic 松戸市西馬橋幸町幸町32小林ビル2F

9694 歌謡スタジオ歌練 松戸市西馬橋蔵元町104-2

9695 台湾料理萬福園 松戸市西馬橋蔵元町104番地の2

9696 馬橋HAND-CLAP 松戸市西馬橋蔵元町125ムトービルB1F

9697 温石千田 松戸市西馬橋蔵元町133

9698 (鳥)はじめ 松戸市西馬橋蔵元町153第2フジコーポ101

9699 韓国家庭料理おんぎ 松戸市西馬橋蔵元町155-1F

9700 さち 松戸市西馬橋蔵元町155アイチビル102

9701 みかづき 松戸市西馬橋蔵元町155アイチビル103

9702 とん太郎 松戸市西馬橋蔵元町165

9703 縁屋 松戸市西馬橋蔵元町165第二みのりコーポ

9704 ゆで太郎馬橋店 松戸市西馬橋蔵元町173

9705 スナック橋 松戸市西馬橋蔵元町186

9706 大はし 松戸市西馬橋蔵元町186

9707 やよい 松戸市西馬橋蔵元町197-1

9708 高砂 松戸市西馬橋蔵元町198-3

9709 や台ずし馬橋駅西口町 松戸市西馬橋蔵元町34-3

9710 旬菜さつき 松戸市西馬橋蔵元町35深野ビル102

9711 千成亭 松戸市西馬橋蔵元町71-4

9712 スナックさかえ 松戸市西馬橋蔵元町79番地

9713 モスバーガー 馬橋駅前店 松戸市西馬橋蔵元町8

9714 CommunityCafeRiviera 松戸市千駄堀523-2

9715 わいず松戸店 松戸市大橋403-7Y＆Jプラザ館1階

9716 家庭料理飲み食い処はせべ 松戸市大橋413

9717 酒どころ姉妹 松戸市大橋413-1

9718 マジョリカ 松戸市大橋413-3

9719 タイ料理店クルアタイ 松戸市大橋64-3

9720 勝チャン 松戸市大金平2-91-1

9721 BEER＆カラオケひまわり 松戸市大金平2-97-1

9722 レストランみその 松戸市大金平3-188-21

9723 Asian Foods’ 松戸市大金平3丁目163-3

9724 ばんがさ 松戸市大金平5-357-3

9725 下町っ子 松戸市大金平5-383-9

9726 龍桂林 松戸市大谷口421-1

9727 麗香餃子房 松戸市大谷口530-3

9728 蝦夷サカバータッテューヤ 松戸市竹ケ花213-7

9729 千菓進 松戸市竹ケ花西町304番地19

9730 長寿庵 松戸市竹ケ花西町307-9

9731 焼肉平城苑松戸店 松戸市中根長津町26

9732 さるかに 松戸市中矢切589-6

9733 居酒屋道子 松戸市中和倉131-3

9734 スナックトゥモロー 松戸市中和倉137-1

9735 居酒屋 ふれんど 松戸市中和倉138番地2

9736 呑み処虎鉄 松戸市中和倉161-1

9737 居酒屋カラオケ のあ 松戸市仲井町1-120

9738 ちどり 松戸市仲井町1-120

9739 スナック エルム 松戸市仲井町1-120

9740 中華料理好運来 松戸市仲井町2-40喜弘ビル106・107号室

9741 CounterBarFuture 松戸市仲井町2-40喜弘ビル203号室

9742 サロンすいせん 松戸市仲井町2-6-4キャッスル渡辺202

9743 お食事処寿々久 松戸市仲井町2丁目40番地喜弘ビル105喜弘ビル

9744 稲廼家 松戸市仲井町2丁目46番地

9745 菊よし 松戸市仲井町2丁目69番地3

9746 うまかいちば 松戸市仲井町3-111

9747 ル・モンド 松戸市仲井町3-111高橋マンション101

9748 憩処永吉 松戸市仲井町3-1渡辺ビル103号



9749 居酒屋味喜屋 松戸市仲井町3-22

9750 手打ちそばひなり 松戸市仲井町3-25第二アンビルマンション101

9751 風味宴 松戸市仲井町3-3

9752 岩手の台所かめすけ 松戸市仲井町3-3染谷ビル101

9753 カラオケスナック順 松戸市仲井町3-3染谷ビル103号

9754 カラオケステージグランプリ 松戸市仲井町3-4稲川ビル2F

9755 魚家族 松戸市仲井町3-71第3アンビルマンション店舗5号室

9756 魚勝 松戸市仲井町3-74

9757 有限会社 大八北珍 松戸市仲井町3丁目13番地

9758 スイートピィー 松戸市仲井町3丁目71番地

9759 彩貴食堂 松戸市殿平賀195

9760 愛ちゃん 松戸市殿平賀195-13

9761 スナック恋さん 松戸市殿平賀195-13

9762 かさや 松戸市殿平賀195-13大塚貸家102

9763 VINHAN 松戸市殿平賀195ノースウイング2F

9764 かたしな 松戸市殿平賀195番地21

9765 香香餃子房 松戸市殿平賀195藍川ビル1F

9766 虎昇 松戸市殿平賀199-1北産ビル1階

9767 不知火 松戸市殿平賀199-24

9768 OsteriaDaTaka 松戸市殿平賀205

9769 モダン割烹一の糸 松戸市殿平賀68-1

9770 どんぶら来キッチン 松戸市殿平賀72番地第3みどりハイツ1F

9771 スバル 松戸市殿平賀80番地2

9772 からあげキッチン 松戸市殿平賀82

9773 季 松戸市殿平賀82番地

9774 しの田 松戸市田中新田55-5

9775 食彩厨房 いちげん 東松戸店 松戸市東松戸1-142

9776 イデカフェ東松戸駅店 松戸市東松戸1-143

9777 いろり庵きらく 東松戸店 松戸市東松戸1-1JR東松戸駅敷地内

9778 KFC東松戸店 松戸市東松戸2-158

9779 一休 松戸市東松戸2-3-1ヴィクトワール東松戸1F

9780 日本マクドナルド 東松戸駅前店 松戸市東松戸3-1-15

9781 山田うどん松戸東店 松戸市東松戸3-5-1

9782 ハピカラ東松戸駅前店 松戸市東松戸3-6-11

9783 もののこころ 松戸市東松戸3-6-11レアル東松戸1F

9784 シュルプリース 松戸市東松戸3-6-9

9785 アゲノAGENO 松戸市東松戸3-6-9-102

9786 しちりん東松戸駅前店 松戸市東松戸3丁目1-12

9787 かつや東松戸駅前店 松戸市東松戸3丁目17-8

9788 鳥貴族東松戸店 松戸市東松戸3丁目6-11レアル東松戸3階

9789 焼肉まさ実や 松戸市東松戸一丁目3番地の13

9790 さかなや道場東松戸店 松戸市東松戸二丁目199番地

9791 コメドール 松戸市東平賀102-2

9792 CANTABILE 松戸市東平賀2

9793 キッチンカー和 松戸市東平賀20イーストコート207

9794 金と銀 北小金店 松戸市東平賀244-5

9795 まる獅子 松戸市東平賀244-5石井ビル1階

9796 中国料理福源楼 松戸市東平賀245-7

9797 中華風家庭居酒屋TOMO 松戸市東平賀246番地4-1階

9798 Throbber 松戸市東平賀313-2松本ビル3階

9799 monlapin 松戸市東平賀3-2

9800 牛角松戸北小金店 松戸市東平賀381-1

9801 ちゅらさん。 松戸市東平賀3‐8H1ビル1階

9802 食彩 花菖蒲 松戸市東平賀42-2

9803 成忠 松戸市東平賀486

9804 息庵 松戸市東平賀5

9805 とんかつとん吉 松戸市東平賀567番地2

9806 太閤 松戸市南花島1-1-4

9807 焼肉ライク 松戸南花島店 松戸市南花島1丁目6番地の3

9808 もつ焼のんき 松戸市南花島1丁目7番地13

9809 花とら 松戸市南花島2-22-3

9810 バングラデシュレルトラン居酒屋モントウ 松戸市南花島3-43-16

9811 ちゅらさん 松戸市南花島3-45-6コミヤハイツ1-C

9812 居酒屋ぱーぷる 松戸市南花島3-45-9

9813 味彩 松戸市南花島3-45-9吉村ビル101号

9814 大福元上本郷店 松戸市南花島3丁目43番地10花島マンション1F

9815 焼肉ひきち 松戸市二ツ木1281-1

9816 日本マクドナルド 6号新松戸店 松戸市二ツ木1782-1

9817 びっくりドンキー松戸店 松戸市二ツ木1782番地1

9818 中華料理沅興 松戸市二ツ木1903-103

9819 スナックデン 松戸市二ツ木285

9820 ホル元 松戸市二ツ木285

9821 木曽路 新松戸店 松戸市二ツ木342

9822 ふぐ家 松戸市二ツ木二葉町198-17

9823 ラーメン横綱松戸店 松戸市二ツ木二葉町198-5

9824 山勝角ふじ 松戸市二十世紀が丘柿の木町16-2神谷ビル1階

9825 ビザヤ インドカレーレストラン 松戸市二十世紀が丘柿の木町18

9826 かよう軒 松戸市二十世紀が丘丸山町123

9827 スエヒロカン松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町131

9828 くら寿司 松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町33

9829 丸亀製麺 松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町83-87

9830 温野菜松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町84

9831 牛角 松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘丸山町84

9832 くいしん坊 松戸市二十世紀が丘戸山町48-3

9833 そば切り 源四郎 松戸市二十世紀が丘戸山町52-2

9834 デニーズ 二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘中松町20

9835 かつや松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘中松町8

9836 中華厨房ゆうえん 松戸市二十世紀が丘萩町10-4

9837 三葉亭 松戸市二十世紀が丘萩町1-2

9838 祭家 松戸市二十世紀が丘萩町1-2

9839 伊勢源 松戸市二十世紀が丘萩町135

9840 Lutea 松戸市二十世紀が丘萩町135高橋ビル1階A号室



9841 揚州商人松戸二十世紀ヶ丘店 松戸市二十世紀が丘萩町15-1

9842 きくりん 松戸市二十世紀が丘萩町157

9843 OverTake 松戸市二十世紀が丘萩町157番地

9844 KEY'S 松戸市二十世紀が丘萩町17-3

9845 鳥政 松戸市二十世紀が丘萩町204

9846 ダッカダイニングアンドカフェ 松戸市二十世紀が丘萩町206

9847 四季彩亭花くら 松戸市二十世紀が丘萩町214-3102

9848 中華レストラン松華（そんふぁ） 松戸市二十世紀が丘萩町219-2シャトー萩1F

9849 喫茶&パブ梵 松戸市二十世紀が丘萩町225YASUIビル第31階A

9850 せんなり 松戸市二十世紀が丘萩町225進和ビルB1

9851 みさと 松戸市二十世紀が丘萩町229

9852 田所商店松戸二十世紀が丘店 松戸市二十世紀が丘萩町232

9853 バーミヤン松戸二十世紀ケ丘店 松戸市二十世紀が丘萩町253-1

9854 ドルチェ 松戸市二十世紀が丘萩町264

9855 食 吉野 松戸市二十世紀が丘萩町264

9856 天喜 松戸店 松戸市二十世紀が丘美野里町186

9857 天ぷら天乙 松戸市二十世紀が丘梨元町5-4

9858 大福元 松戸市二十世紀が丘梨元町94番地1

9859 カレーハウス CoCo壱番屋 松戸市二十世紀が丘梨元町97

9860 日本一 松戸市日暮1-1-1

9861 紫福坊 松戸市日暮1-1-1新京成電鉄八柱駅第二ビル3階B号室

9862 まいちゃ亭 松戸市日暮1-1-1八柱駅ビル4FD号室

9863 プロント八柱駅店 松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル3階

9864 鮪市場 新京成八柱駅店 松戸市日暮1-1-2

9865 吉野家 新京成 八柱駅店 松戸市日暮1-1-2

9866 カレーハウスミスベベ 松戸市日暮1-1-2新京成八柱駅ビル1F

9867 楽飲舞館 松戸市日暮1-13-3

9868 日本マクドナルド 八柱イトーヨーカドー店 松戸市日暮1-15

9869 ポイント八柱店 松戸市日暮1-15-20

9870 有賀藤 松戸市日暮1-16-15新八柱岩本ビル201

9871 TAEco 松戸市日暮1-16-15新八柱岩本ビル202

9872 土間土間 新八柱店 松戸市日暮1-16-16

9873 やきとりの扇屋 八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16

9874 焼鳥日高新八柱店 松戸市日暮1-16-16

9875 カラオケBANBAN 八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16

9876 くいもの屋わん新八柱駅前店 松戸市日暮1-16-16アミューズプラザ83F

9877 日高屋新八柱店 松戸市日暮1-16-1RG八柱ビル1階

9878 ポポラマーマ新八柱店 松戸市日暮1-16-1RG八柱ビル2F

9879 千年の宴新八柱駅前店 松戸市日暮1-16-1RG八柱ビル2階

9880 グネスカレーケバブ 松戸市日暮1-1-6湯浅ビル1F

9881 どん きさろく 松戸市日暮1-17-10

9882 よごぜん 松戸市日暮1-2-1

9883 newloungeepi 松戸市日暮1-2-1違鷹ビル2F

9884 new lounge epi 松戸市日暮1-2-1違鷹ビルB1F

9885 わたしの厨房香香 松戸市日暮1-2-3島本ビル1F

9886 AUDIENCE 松戸市日暮1-2-8雅裕ビル3F

9887 居酒屋まいう亭 松戸市日暮1-2-8雅裕ビルB102

9888 Kingyo 松戸市日暮1-2-8雅裕ビルB1F

9889 BARSO-WHAT 松戸市日暮1-3-10

9890 スペイン料理PUERTO 松戸市日暮1-3-13八柱ビル1F

9891 カフェ＆カクテルファウンテンヒル 松戸市日暮1-3-5シーバードⅡビル2F

9892 八柱リドス 松戸市日暮1-3-6

9893 Aria 松戸市日暮1-3-6-401

9894 ニューサンティ 松戸市日暮1-3-6第3ノジマビル2階

9895 ふれあい町立ち呑みゆうちゃん 松戸市日暮1-3-6飯島ビル102

9896 海華 松戸市日暮1-3-8

9897 スナック マキ 松戸市日暮1-3-9

9898 居酒屋日昇 松戸市日暮1-3-9スペース八柱1階

9899 南海 松戸市日暮1-3-9スペース八柱5F

9900 魚夢 松戸市日暮1-5-13中川ビル1F

9901 アドニス 松戸市日暮1-5-16-101

9902 ベルモア 松戸市日暮1-5-16-2階

9903 集 松戸市日暮1-5-21-202ラ．ファーブル中川

9904 千鳥 松戸市日暮1-5-7第2飯島ビル1階

9905 大衆割烹繁吉 松戸市日暮1-5-9グリーンプラザ1F

9906 旬彩月うさぎ 松戸市日暮1-6-5第3yoshiya八柱ビル1階

9907 R-key 松戸市日暮1-6-5第3YOSHIYA八柱ビル2F

9908 パブラウンジシェリー 松戸市日暮1-6-5第3ヨシヤビル4F

9909 ベッラビスタ 松戸市日暮1-7-2コーヨービル1F

9910 はつかり 松戸市日暮1-7-6

9911 CAMOO 松戸市日暮1丁目10番地5

9912 サイゼリヤ松戸八柱店 松戸市日暮1丁目14番地3

9913 カラオケBanBan八柱駅前2号店 松戸市日暮1丁目16-1

9914 一心水産八柱店 松戸市日暮1丁目1番2号八柱駅第一ビル1階

9915 カフェ・ベローチェ 松戸市日暮1丁目1番地1

9916 花の舞八柱駅ビル店 松戸市日暮1丁目1番地1八柱駅第2ビル4F

9917 ハースブラウン新京成八柱駅店 松戸市日暮1丁目1番地2

9918 鳥貴族 八柱店 松戸市日暮1丁目1番地の1

9919 どさん娘 まこちゃん 松戸市日暮1丁目20番地5

9920 歌謡スタジオさくら 松戸市日暮1丁目2番地3島本ビル2F

9921 WHITEs 松戸市日暮1丁目3-6

9922 半蔵 松戸市日暮1丁目3番地10中山ビル1階

9923 Lounge Veil 松戸市日暮1丁目3番地13

9924 居酒屋ふじ 松戸市日暮1丁目5番地7飯島ビル1階

9925 LoungesnackSoma 松戸市日暮1丁目6番地5第3YOSHIYA八柱ビル3F

9926 アンジェイ 松戸市日暮1丁目6番地5第三ヨシヤビル5F

9927 ふるさとの味ひさご 松戸市日暮2-1-4

9928 CLUBRyan 松戸市日暮2-2-10小田ハイツ1fB

9929 スナック 耀 かがやき 松戸市日暮2-2-8

9930 BLUSH 松戸市日暮2-2-8

9931 Anela 松戸市日暮2-2-8勝照ビル2階-A

9932 パブスナックK 松戸市日暮2-2-8勝照ビル3-C



9933 UP1 松戸市日暮2-2-8勝照ビル4-C

9934 ファンキー 松戸市日暮2-2-8勝照ビル4F-A

9935 カフェ＆バー デイズ 松戸市日暮2-5-11

9936 ちゃんす 松戸市日暮2-6-1

9937 優 松戸市日暮2丁目2-8勝照ビル3F-B

9938 カウンターBARK‐flage 松戸市日暮2丁目2番地の6丸商八柱ビルB1階

9939 スナック Ruby 松戸市日暮2丁目2番地の8

9940 牛角 八柱店 松戸市日暮2丁目6番地1

9941 鉄板ダイニングEBISU 松戸市日暮3-10-33

9942 RosSiam 松戸市日暮3-12-1矢野マンション101

9943 居酒屋幸 松戸市日暮3-12-1矢野マンション102

9944 炭火焼肉元気 松戸市日暮3-2-1コーポサンエイト102

9945 赤とんぼ 松戸市日暮399-27

9946 ジョリーパスタ八柱店 松戸市日暮3丁目10番地12

9947 うえ村 松戸市日暮3丁目12番地1

9948 隠れ家静 松戸市日暮5-133

9949 大福 松戸市日暮5-181

9950 ガスト新八柱駅前店 松戸市日暮5-194

9951 みや亭 松戸市日暮5丁目194日暮ビル2階

9952 すし銚子丸 八柱店 松戸市日暮5丁目53番地

9953 七輪焼肉安安八柱店 松戸市日暮6-196

9954 あじて 松戸市日暮6-84八柱京葉ハイツ103号

9955 彩食家えんどれす 松戸市日暮6丁目162番地

9956 sacko 松戸市日暮6丁目84番地

9957 リンガーハット 松戸八柱店 松戸市日暮6丁目90番地

9958 庄や 新八柱南口店 松戸市日暮一丁目2番8号

9959 Going 松戸市日暮二丁目3番地の8

9960 中華料理稲毛屋 松戸市馬橋100-1

9961 俺の丼丸 馬橋店 松戸市馬橋102番地

9962 そば処 兎屋 松戸市馬橋104-1

9963 あら川 松戸市馬橋106

9964 呑み処たかはし 松戸市馬橋117-1

9965 松屋 馬橋店 松戸市馬橋117-1

9966 はなの舞馬橋東口店 松戸市馬橋117番1田口ビル2階

9967 備長炭火ホルモン焼 松戸市馬橋117番地の1

9968 ヴィ・ド・フランス馬橋店 松戸市馬橋121

9969 日高屋 JR馬橋東口店 松戸市馬橋121番地

9970 庄や 馬橋店 松戸市馬橋122番地

9971 カラオケステーション美馬 松戸市馬橋1786-3

9972 魚民馬橋西口駅前店 松戸市馬橋179馬橋ステーションモール1階

9973 スポーツBARSteel 松戸市馬橋1800三和ビル1F

9974 INDIAN RESTAURANT 松戸市馬橋1800三和ビル1F

9975 スナック 紀久 松戸市馬橋1806番地

9976 スナックじゅん 松戸市馬橋1825

9977 ひとやすみ 松戸市馬橋1890

9978 小春 松戸市馬橋1890-2

9979 手作りの店鶴 松戸市馬橋1893-1

9980 季節料理 ちゃん 松戸市馬橋1905

9981 上むら 松戸市馬橋1971番地2

9982 松村商店 松戸市馬橋1978-1

9983 らあめん花月 嵐 馬橋店 松戸市馬橋2276番地3

9984 カフェ・ド・ウイッシュ 松戸市馬橋2543番地

9985 ビーグル 松戸市馬橋301

9986 チャイニーズバル 三顧礼 松戸市馬橋301-1

9987 鳥利 松戸市馬橋307

9988 カラオケ＆喫茶ミニモコ。 松戸市馬橋3323番地

9989 のるさ 松戸市馬橋494番地5

9990 居酒屋かけだし。 松戸市馬橋96

9991 焼肉きんぐ松戸八ケ崎店 松戸市八ケ崎1-10-6

9992 バカアイノトナリ令和亭 松戸市八ケ崎1-1-1京葉ハイツ101号

9993 バカみたいに愛してた 松戸市八ケ崎1-1-1京葉ハイツ102号

9994 ジョナサン 松戸八ケ崎店 松戸市八ケ崎1-31-9

9995 ビリー・ザ・キッド 松戸市八ケ崎1丁目1-1

9996 勝めし屋 松戸市八ケ崎2-8-1

9997 山本のハンバーグテラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1

9998 山本メンチカツセンター 松戸市八ケ崎2-8-1

9999 マザー牧場CAFE&SOFTCREAM 松戸市八ケ崎2-8-1

10000 Bakery Table 松戸市八ケ崎2-8-1

10001 しゃぶ菜 テラスモール松戸 松戸市八ケ崎2-8-1

10002 柿安ミートエクスプレス 松戸市八ケ崎2-8-1

10003 ナワブ 松戸市八ケ崎2-8-1

10004 はなまるうどん テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1

10005 マザーリーフティースタイル 松戸市八ケ崎2-8-1

10006 モンスターグリル テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1

10007 ラケル テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1

10008 フレッシュネスバーガーテラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1

10009 ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 松戸市八ケ崎2-8-1

10010 コメダ珈琲店テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸

10011 パールレディテラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸1F

10012 京都勝牛テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2F

10013 テラスモール松戸歌行燈ゑべっさん 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階

10014 かつ敏テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階

10015 串家物語テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階

10016 さち福やテラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階

10017 カプリチョーザテラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階

10018 東京餃子軒テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸3F

10019 松戸富田麺桜 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸3階

10020 サンマルクカフェ　テラスモール松戸店 松戸市八ケ崎2-8-1テラスモール松戸3階

10021 茶房 鳩 松戸市八ケ崎3-1-13

10022 樹々 松戸市八ケ崎3丁目1番5

10023 なかだ 松戸市八ケ崎3丁目63番地39

10024 里 松戸市八ケ崎3丁目77番地1



10025 韓国家庭料理 愛蘭 松戸市八ケ崎4-35-8

10026 向日葵 松戸市八ケ崎5-15-15

10027 ラリグラス 松戸市八ケ崎5-2-4

10028 お好み焼ひまわり 松戸市八ケ崎6-46-7

10029 ちょうし屋 松戸市八ケ崎6-51-1

10030 サンポ珈琲松戸八ヶ崎店 松戸市八ケ崎7-31-5

10031 カフェ シャコンヌ 松戸市八ケ崎7-45-3

10032 焼肉レストラン 安楽亭 松戸八ケ崎店 松戸市八ケ崎8-1-5

10033 レストランシエロ 松戸市八ケ崎8-21-4

10034 スシロー 松戸八ケ崎店 松戸市八ケ崎8丁目33

10035 スナック妙子 松戸市樋野口564番地2

10036 山崎 松戸市樋野口599

10037 とんかつ三太 松戸市樋野口608-1

10038 五色亭 松戸市樋野口613番地

10039 ライブカフェステージV 松戸市樋野口634-1-2階

10040 炭火やき鳥樂（らく） 松戸市平賀11-1

10041 自家焙煎珈琲店かふぇどえんで 松戸市平賀11-1

10042 ラッキー 松戸市北松戸1-2-6

10043 サイゼリヤ 北松戸店 松戸市北松戸1丁目7番地6

10044 トラットリアパーチェ 松戸市北松戸2-18-6オビビル102

10045 千歳 松戸市北松戸2-6-5信和ビル一階

10046 ティンク 松戸市北松戸2丁目3番7号

10047 はな膳北松戸店 松戸市北松戸2丁目6番地1岡田ビル3F

10048 麺座まねき 松戸市北松戸2丁目7番地3

10049 Buonappetito 松戸市北松戸3-1-23

10050 雷本店 松戸市北松戸3-1-76

10051 デニーズ 松戸日暮店 松戸市牧の原1-110

10052 藍屋 松戸八柱店 松戸市牧の原1丁目111番地

10053 居食家 響 松戸市牧の原1丁目1番地3

10054 焼肉春喜家 松戸市牧の原1丁目5番地

10055 磯丸水産松戸西口駅前店 松戸市本町1-10

10056 四川担々麺どういうわけで 松戸市本町1-11KYS2ビル1F

10057 炭火焼肉家門 松戸市本町1-11KYSⅡビル2階

10058 カラオケルーム歌広場松戸西口駅前店 松戸市本町1-12日発ビル5階

10059 CROPS1991 松戸市本町11-3岡田ビル2F-201

10060 松屋松戸店 松戸市本町1-18

10061 七輪焼肉安安松戸店 松戸市本町1-1松栄館ビル2F

10062 金太楼鮨松戸駅前通店 松戸市本町12-12

10063 鳥貴族松戸西口店 松戸市本町1-23AMSビル3階

10064 居食屋ダイニング 「パストール」 松戸市本町12-5

10065 松戸たかしま 松戸市本町13-11三田ビル101

10066 トラットリアイルレガーロ 松戸市本町14-14

10067 karugamocoffee 松戸市本町14-18松戸トシオビル2F

10068 cagoshowbar 松戸市本町14-20第2ビューハイツ

10069 バーベルジェール 松戸市本町14-20第2ビューハイツ102

10070 クシクモ 松戸市本町14-20第2ビューハイツ104

10071 カウンターシャララ 松戸市本町14-20第2ビューハイツ201-B

10072 ふたり 松戸市本町14-20第2ビューハイツ2階

10073 般若湯 松戸市本町14-8クレスト松戸

10074 魔乃巣 松戸市本町14-9

10075 DIMENSION 松戸市本町14-9

10076 居酒屋美さと 松戸市本町14-9

10077 ジンギスカン倶楽部道 松戸市本町14-9泉ビル1階

10078 ノグチ屋 松戸市本町15-11

10079 居酒屋ゆみ 松戸市本町15-13

10080 BAR 魚 魚 松戸市本町15-14

10081 季節料理ともこ 松戸市本町15-15

10082 Bar gold タロー 松戸市本町15-16

10083 たこ焼き鉄板焼お祭りや 松戸市本町15-20

10084 福福 松戸市本町15-21

10085 ババァーズバー 松戸市本町15-26

10086 松戸酒場 松戸市本町15-27

10087 カレー専門店印度 松戸市本町15-7

10088 上州屋 松戸市本町15番地17

10089 ななかまキッチン 松戸市本町16-1

10090 BAR MARIKS 松戸店 松戸市本町17-10

10091 洋風居酒屋EL・TIGRE 松戸市本町17-15小林ビル1F

10092 Kappou結 松戸市本町17-19松戸伸和ビル1F

10093 作農そば職人藤助 松戸市本町17-25

10094 KissdB 松戸市本町17-262F

10095 やよい軒松戸本町店 松戸市本町17-7松葉ビル1F

10096 ラーメン二郎 松戸駅前店 松戸市本町17-9

10097 松戸酒場Ⅱ 松戸市本町17番地9

10098 サブウェイ 松戸駅西口店 松戸市本町18-13

10099 BARTAVERN 松戸市本町18-2

10100 松戸 神豚 松戸市本町18-2

10101 Rizz 松戸市本町18-3

10102 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 松戸市本町18-6

10103 軍次家 松戸市本町18-9

10104 TAPA’S BAR 松戸市本町1-9

10105 EVEREST GRILL BAR 松戸市本町19-10-1F

10106 串かつ でんがな 松戸店 松戸市本町19-13第一中島ビル1階

10107 生つくね元屋松戸2号店 松戸市本町19-13第一中島ビル2階

10108 Bar Dio bestia 松戸市本町19-14平野第二ビルB1F

10109 サウナ・カプセルインクレスト 松戸市本町19-18

10110 美濃樽 松戸市本町19-20

10111 SAZANLADY 松戸市本町19-22西澤ビル4F

10112 すき家 松戸駅西口店 松戸市本町19番地23宝星ビル1階

10113 酒処「ひよし」 松戸市本町19番地9

10114 時の居酒屋 刻 松戸店 松戸市本町1番地1

10115 北海道らーめん ひむろ松戸店 松戸市本町1番地13

10116 オアシス・とも 松戸市本町1番地9



10117 乱蜜 松戸市本町1番地の18

10118 club Luna 松戸市本町1番地の18

10119 焼肉 あがり 松戸市本町20-1

10120 焼肉さくら亭 松戸市本町20-10

10121 縁宴 松戸市本町20-10ル・シーナビル3階

10122 Wine&Dining蔵人 松戸市本町20-10ル・シーナビルB1

10123 牛角 松戸アネックス店 松戸市本町20-13

10124 かまどか 松戸店 松戸市本町20-13

10125 土間土間 松戸西口店 松戸市本町20-13東進ビル3F

10126 日高屋 松戸西口駅前店 松戸市本町20-16

10127 スカイブルー 松戸市本町20-17新角ビル4F

10128 えちご松戸店 松戸市本町20-1新角ビル2階

10129 べー太郎 松戸市本町20-1新角ビル2階

10130 カラオケマック松戸店 松戸市本町20-20

10131 中華厨房ゆうえん 松戸市本町20-20

10132 タベルナ・デル・ヴィットリオ 松戸市本町20-20田村ビル

10133 海鮮処寿し常 松戸駅前店 松戸市本町20-3

10134 大衆割烹大黒 松戸市本町20番地17

10135 やきとりセンター 松戸市本町20番地17

10136 吉野家 松戸西口店 松戸市本町20番地2

10137 とらふぐ亭 松戸店 松戸市本町20番地8

10138 Pub Snack ANABA 松戸市本町20番地8

10139 備長炭火ホルモン焼 松戸市本町20番地の8

10140 喫茶富士 松戸市本町21-15

10141 のみや 舞姫 松戸市本町21-15

10142 鍛冶屋文蔵 松戸店 松戸市本町21-16

10143 じとっこ組合松戸店 松戸市本町21-1第二中島ビル2階

10144 カラオケスナック海 松戸市本町21-21ツカダビル1階

10145 小柳亭 松戸市本町21-3

10146 Pizzeria&Bar次男房 松戸市本町21-9田村ビル1階

10147 吉泉 松戸市本町21番地17

10148 アリス 松戸市本町21番地の21

10149 ゆで太郎松戸本町店 松戸市本町23-1佐幸ビル1F

10150 中国菜 戸芽主 松戸市本町23-3

10151 BlueHorse 松戸市本町23-3アーク松戸ビル2階

10152 カラオケ本舗まねきねこ 松戸西口店 松戸市本町23-5

10153 BEEFIMPACT松戸店 松戸市本町23-5土屋ビル1階

10154 粉や松戸店 松戸市本町23-5土屋ビル2F

10155 おさかなや和樽 松戸市本町2-4ハシヤマビル地下1階

10156 ナワデュルガ 松戸市本町25-3

10157 らーめん大 松戸店 松戸市本町25-5

10158 ビストロアンシャンテ 松戸市本町25-5第8玉屋ビル2F

10159 ソウル明洞 松戸市本町25番地の7山本ビル1F

10160 な兵衛 松戸市本町3-10

10161 松戸 神鶏 松戸市本町3-11

10162 治平鮨 松戸市本町3-13

10163 博多酒場きなっせい 松戸市本町3-13こべに屋ビル2階

10164 ペッパーランチ 松戸店 松戸市本町4-20

10165 松乃家 松戸店 松戸市本町4-4

10166 ジャムカフェ 松戸市本町4-8

10167 ワインバル407 松戸市本町4-8

10168 九州熱中屋 松戸LIVE 松戸市本町4-8

10169 星乃珈琲店松戸駅前店 松戸市本町4-9

10170 居酒屋大都会松戸店 松戸市本町4-9流鉄松戸ビル地下1階

10171 酒蔵 日本海 松戸市本町4番地12-4

10172 ym. 松戸市本町5-3buildingC2B

10173 カフェ・ベローチェ 松戸店 松戸市本町5番地9

10174 バー立屋 松戸市本町6-12第3太洋マンション102

10175 サウザンシーズン（1000SEASON'） 松戸市本町6番地8

10176 株式会社関宿屋 松戸市本町7番地2

10177 菜酒三昧寿波 松戸市稔台1059-1コーポすずき1FA号

10178 榮鳳 松戸市稔台1064番地1

10179 MEKENI 松戸市稔台1-10-18

10180 ダイニングバーKUROOBI 松戸市稔台1-10-20HOSHITOMOヒルズ1号

10181 矢切の渡し 松戸市稔台1-1-1

10182 アブリール 松戸市稔台1-11-1原田ビル1F

10183 栗駒 松戸市稔台1-11-20

10184 しんや 松戸市稔台1-11-20荒木ビル101

10185 招き猫 松戸市稔台1-11-20荒木ビル103

10186 台湾料理百楽門酒家 松戸市稔台1-1-13

10187 ラーメン太古洞 松戸市稔台1-11-4

10188 旬菜 松戸市稔台1-1-15

10189 シャマーマハル 松戸市稔台1-1-21

10190 ロードランナー 松戸市稔台1-12-11

10191 鵬龍 松戸市稔台1-12-15第2山田ビル105

10192 鳥ェ門 松戸市稔台1-13-1

10193 ステーキ・洋食HAYASHI 松戸市稔台1-13-1第1山田ビル103

10194 稔台苑 松戸市稔台1-13-2第1林ビル102

10195 スナック やすらぎ 松戸市稔台1132番地5

10196 麺割烹 亀壱 松戸市稔台1-14-2

10197 串焼き つくし 松戸市稔台1-14-20

10198 汐華 松戸市稔台1-14-3サテライトビル1F

10199 マドンナ 松戸市稔台1-15-1

10200 幸寿司 松戸市稔台1-15-19

10201 凛 松戸市稔台1-15-19シャリム川上1F0001号

10202 トリポーズカフェ 松戸市稔台1-1-8松倉ビル1階

10203 喫茶スナック ハピネス 松戸市稔台1-21-1

10204 喫茶アベイユ 松戸市稔台1-21-1あかぎハイツ109号室

10205 ミニサロンJ 松戸市稔台1-2-11メゾン旭101

10206 うなぎ天ぷらまつど 松戸市稔台1-23-1

10207 SEKITOBA 松戸市稔台1-29-3原田ビル101

10208 呑み処かのや 松戸市稔台1-3-18コーポ石原101



10209 ジィール 松戸市稔台1-32-16

10210 Hoshinobar 松戸市稔台1-3-31

10211 みふじ 松戸市稔台1-8-1

10212 ステーキレストランハイウエー 松戸市稔台1-9-6

10213 鰻 にし村 松戸市稔台1丁目1-21

10214 カフェテラス ミナミ 松戸市稔台1丁目12番地11

10215 ちゃあちゃん 松戸市稔台1丁目12番地4

10216 なごみ処 青梅 松戸市稔台1丁目13番地1第一山田ビル

10217 矢切の渡し（カラオケ広場 みんみん） 松戸市稔台1丁目1番地1

10218 美沙欧 松戸市稔台1丁目1番地20

10219 グレードワン 松戸市稔台2-1-21

10220 縁結び 松戸市稔台2-21-1

10221 まいど居酒屋 松戸市稔台2丁目21-1

10222 ブルートレイン 松戸市稔台2丁目30番地1KYビル1階

10223 庭亭松戸店 松戸市稔台3-40-1

10224 大福元 松戸市稔台3丁目43番地7

10225 満留賀本店 松戸市稔台4-2-2

10226 エイホウ飯店 松戸市稔台5-11-3

10227 インド・ネパール料理 タァバン 松戸市稔台7-13-2

10228 酉祐 松戸市稔台7-13-2第3山田ビル105

10229 松月庵 松戸市稔台7-15-1

10230 有限会社 焼肉藤苑 松戸市稔台7-15-11

10231 酒彩はや川 松戸市稔台7-15-11臼井ビル102

10232 和・洋・中華レストラン 虎 松戸市稔台7-2-17

10233 カラオケ居酒屋麗ちゃん 松戸市稔台7-2-17-105スプリングハイツ

10234 スナックアヒル 松戸市稔台7-2-17-201

10235 心彩紡酒えん 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ102

10236 HystericGrandma 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ106号

10237 おでん屋 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ107号

10238 一番軒 松戸市稔台7-2-17スプリングハイツ109

10239 のぶさん 松戸市稔台7-2-7

10240 くわっちぃダイニング玉城家 松戸市稔台7-2-7遠藤ビル1F

10241 BEBEMOS 松戸市稔台7-2-7遠藤ビル2F

10242 沖縄料理島人 松戸市稔台7-3-22島田ビル103

10243 さんのじ 松戸市稔台7-58-15

10244 鮨藤 松戸市稔台7-62-1

10245 ラーメン　みちる屋 松戸市稔台7-7-13

10246 安楽亭みのり台店 松戸市稔台8-1-2

10247 吉野家 松戸みのり台店 松戸市稔台8-1-6

10248 とんこつ屋台ラーメン 貴生 松戸市稔台8-40-27

10249 チャエカナ 松戸市稔台8-40-27メゾンスズキ

10250 成都担担面 松戸市稔台8丁目40-19

10251 麺響 万蕾 松戸市稔台一丁目1-17

10252 ステーキ＆ハンバーグ いわたき野菊野店 松戸市野菊野11番4号

10253 すし処たかの 松戸市野菊野1番地104

10254 しの 松戸市緑ケ丘1-81-3

10255 マベルマート 松戸市緑ケ丘2-233-3

10256 金八寿司 松戸市緑ケ丘2-358-1

10257 居酒屋みちくさ 松戸市緑ケ丘2丁目232番地3

10258 お好み焼つくし 松戸市緑ケ丘2丁目233番地13

10259 ピザ工房馬車道松戸六高台店 松戸市六高台1-78

10260 田所商店松戸六高台店 松戸市六高台1-84

10261 はま寿司 松戸六高台店 松戸市六高台1丁目79番

10262 孫悟空 松戸市六高台2-147

10263 ココス 松戸六高台店 松戸市六高台2丁目47番地3

10264 もんじゃ月島松戸六高台店 松戸市六高台2丁目47番地4

10265 居酒屋しんちゃん 松戸市六高台3-101-1

10266 豆のり亭 松戸市六高台3-81-8

10267 鳥新 松戸市六高台3丁目84番地

10268 レストランマーレベント 松戸市六高台4-204-2

10269 韓国料理ととり 松戸市六高台4-208

10270 さくらcafe 松戸市六高台4-92-1

10271 ポキホキ 松戸市六高台4-92-1-108近鉄ハイツ六実

10272 Lico 松戸市六高台4丁目134-3

10273 道とん堀松戸六高台店 松戸市六高台6-10

10274 waRAu 松戸市六高台6-6-11

10275 六実牧場 松戸市六高台6-9-1小宮山ビル103号

10276 花の小径 松戸市六高台7-133

10277 高橋水産六高台店 松戸市六高台7-141

10278 焼肉やきやき 松戸市六高台8-126-7

10279 火の国 松戸市六高台8-58

10280 鮨割烹大江戸商人 松戸市六高台8-60-2

10281 蕎楽 たか木 松戸市六高台8丁目64番地

10282 KOHINOOR INDIAN 松戸市六高台9-166

10283 カラオケらん 松戸市六高台9-69-8

10284 七輪焼肉安安松戸六実店 松戸市六実1-15-1

10285 らあめん花月嵐松戸六実店 松戸市六実1-15-5

10286 パスタナポレターナ松戸六実 松戸市六実1-15-6

10287 そらまめ食堂 松戸市六実1-25-1

10288 まな 松戸市六実2-10-1

10289 居酒屋清か 松戸市六実2-12-2

10290 づぼら苑 松戸市六実3-18-1

10291 ふたたび 松戸市六実3-23-3

10292 阿久利 松戸市六実3-23-7

10293 ぽあん 松戸市六実3-8-10

10294 酒房はなや 松戸市六実3丁目14番地13

10295 つる家 松戸市六実3丁目16番地1

10296 本格釜焼き料理かまど 松戸市六実4-2-19

10297 居酒屋酔仙 松戸市六実4-2-19

10298 居酒屋 ドリーム 松戸市六実4-3-2

10299 ラーメン専門 三代目 月見軒 松戸市六実4-3-2岡田ビル1階

10300 居酒屋美也子 松戸市六実4-3-7



10301 立飲み処ひで 松戸市六実4-5-1第二石原1F

10302 らーめん味咲 松戸市六実4-5-5

10303 ひょっこりごん助六実店 松戸市六実4-9-6

10304 花の詩 松戸市六実4丁目3番地4

10305 三角屋 松戸市六実5-25-7

10306 中華料理 いしぐろ 松戸市六実5丁目22番地7

10307 みつ 松戸市六実7-5-10

10308 お好み焼愛 松戸市和名ケ谷1313-14

10309 夢庵 松戸和名ケ谷店 松戸市和名ケ谷1430番地1

10310 ラドン温泉湯るり株式会社 松戸市和名ケ谷823

10311 ごちそう屋 松戸市和名ケ谷947-3

10312 ビッグボーイ野田つつみ野店 野田市つつみ野1-2-4

10313 スシローウニクス野田店 野田市つつみ野1丁目1番地3

10314 焼肉きんぐ　野田つつみ野店 野田市つつみ野1丁目2番地14

10315 タリーズコーヒー ウニクス野田店 野田市つつみ野一丁目1番地2

10316 台湾料理　鴻鑫 野田市なみき1丁目1番地14

10317 寿し屋のきたじま 野田市なみき1丁目27番地14

10318 居酒屋のんのん 野田市なみき1丁目28番地8

10319 居酒屋笑福 野田市なみき3-5-12

10320 旬の台所 美湖 野田市なみき4丁目23番地3

10321 久兵衛屋 野田みずき店 野田市みずき1丁目15番地1-1

10322 Hamilton R 野田市みずき1丁目16番地2

10323 わ乃風 野田市みずき1丁目16番地20

10324 ココス野田みずきSC店 野田市みずき3丁目1番地

10325 来来亭野田みずき店 野田市みずき一丁目12番地2

10326 ピザ工房馬車道野田店 野田市横内16-1

10327 熟成焼肉いちばん野田店 野田市横内1番地1

10328 焼肉平城苑寛雅亭野田店 野田市横内21-2

10329 AsianEthnicDining 野田市横内55番地2

10330 味の民芸野田国道16号店 野田市横内57-1

10331 焼肉レストラン安楽亭野田店 野田市横内59-2

10332 東海苑 野田市横内67番地2

10333 すぎのや本陣野田店 野田市横内68番地1

10334 丸亀製麺 野田市横内68番地3

10335 さくら 野田市下三ケ尾339番地9

10336 吉野家 16号線 下三ヶ尾店 野田市下三ヶ尾404番地8

10337 中国食堂シャオ 野田市下三ケ尾447-12

10338 レストランボヌール 野田市花井1丁目1番2号ビジネスホテル野田地下1階

10339 のだ温泉 ほのか 野田市花井1丁目1番地2

10340 ビジネスホテル野田宴会場 野田市花井1丁目1番地2ビジネスホテル野田

10341 寿司 割烹 松和 野田市花井1丁目21番地4

10342 樹林 野田市花井201-1花井ガーデン101

10343 串焼一 野田市花井201番地

10344 パブスナック 亜夢留 野田市花井248番地

10345 一膳 野田市花井249番地37セイコービル1F

10346 岩八 野田市花井262番地25

10347 一幸 野田店 野田市花井263番地4

10348 びっくりドンキー野田店 野田市花井364-10

10349 餃子の王将 野田店 野田市花井364番地2

10350 有限会社 長命庵 野田市関宿台町1674番地

10351 そば処 喜むら 野田市関宿台町2111番地

10352 福富飯店 野田市関宿台町2583番地

10353 寿司常 野田市関宿台町290

10354 ラーメン青木亭野田店 野田市岩名1697-6

10355 栄勝軒 野田市岩名1748-6

10356 韓国ダイニング韓 野田市岩名1丁目26番地の4

10357 居食屋十八番炭火ダイニング光秀 野田市岩名1丁目27番16

10358 居酒屋おばあちゃんち 野田市岩名1丁目27番地29

10359 喰いもんやともよし 野田市岩名2014-2

10360 居酒屋まんさく 野田市岩名2015番地41

10361 中華料理盛楽 野田市岩名2023-51

10362 マーメイド 野田市岩名2023番地18

10363 居酒屋川間らー麺 野田市岩名2023番地42

10364 居酒屋 山登 野田市岩名2023番地46

10365 Cafe＆DiningToshi 野田市岩名2-14-1

10366 ラーメン紅葉 野田市岩名2-7-13

10367 セミナトーレ 野田市岩名2-7-30コーポ倉持101

10368 竜馬 野田市岩名2-7-31-102コーポ秋山

10369 ベイビーズ ブレス 野田市岩名2丁目28番地26号

10370 旬鮮 酢寿喜 野田市岩名一丁目27番地17

10371 来人喜人 野田市岩名二丁目8番地3

10372 千葉レジャーランド野田店 野田市吉春776-1

10373 麺場 龍吟 野田店 野田市宮崎108-3

10374 寿司割烹みのわ 野田市宮崎133-17

10375 中国料理 楼蘭 野田市宮崎134番地

10376 有限会社食楽フーズ正楽園 野田市宮崎157番地13

10377 かつや野田宮崎店 野田市宮崎157番地17

10378 ひょうたん島 野田市宮崎53番地11

10379 食事処呑み処ながの 野田市桐ケ作554-1

10380 酒処 平吉 野田市桐ケ作757番地

10381 すぎのこ 野田市桐ケ作893-10

10382 朝日屋蕎麦店 野田市古布内1491番地5

10383 お食事いしか和 野田市古布内1492番地11

10384 中華料理 久世亭 野田市古布内1493番地1

10385 本気のやきとり Red K 野田市古布内1541番地5

10386 スナック檸檬 野田市古布内1763-4

10387 田舎料理とくべえ 野田市古布内295番地3

10388 寿 野田市古布内990-11

10389 たか寿司 野田市五木新町8-33

10390 ヒガシノホウ 野田市光葉町1-49-2

10391 Meet Up Under The Tree 野田市光葉町2丁目4番地1

10392 すたみな太郎野田桜の里店 野田市桜の里2-2-1



10393 スターバックスコーヒー 野田桜の里店 野田市桜の里2丁目6番地5

10394 y ＆ y 野田市桜の里二丁目6番地44

10395 お食事処和畝 野田市桜台195番地2

10396 大衆小料理ゆき 野田市桜台195番地34

10397 更科 野田市桜台72番地3

10398 一心堂 野田市三ツ堀106番地2

10399 ジャルディーノ伊太利亭 野田市山崎1191-2 

10400 居酒屋蔵 野田市山崎1289番地

10401 後楽園 野田市山崎1291番地2

10402 中華料理 元 祥 野田市山崎1372番地1

10403 スナック舞 野田市山崎1411-5MYJマンションUMESATO101号

10404 スナック 景 野田市山崎1426番地

10405 木の実 野田市山崎1427番地

10406 梅むら 野田市山崎1586番地

10407 北海道生まれ和食処とんでん野田店 野田市山崎1594-42

10408 一福 野田市山崎1644番地19

10409 ニュー梅よし 野田市山崎1840番地1

10410 アジア料理ヒマラヤキッチン 野田市山崎1848-6サンライズビル1階

10411 大松 野田市山崎1848番地8

10412 スナックるるべ 野田市山崎1848番地9

10413 中華飯店はすみ 野田市山崎1850番地1

10414 ふく鳥 野田市山崎1956番地2

10415 居酒屋 まゆみ 野田市山崎1956番地6

10416 おにてい 野田市山崎1968-5

10417 炎麻堂 中国四川料理 野田市山崎1968番3

10418 居酒屋花 野田市山崎1968番地4

10419 田むら家 野田市山崎1970-1

10420 まかないやたろ吉 野田市山崎2464

10421 ドリーム 野田市山崎2535-8

10422 屋台らーめん山崎店 野田市山崎2626-3

10423 シャンティ 野田市山崎2628-35

10424 イタリア食堂KINGSTAR 野田市山崎2632-9

10425 幸楽苑野田山崎店 野田市山崎2636番地1

10426 辛麺辛坊 野田市山崎2638-35アピテ・クレール101

10427 ALADDIN 野田市山崎2638-35アピテ・クレール店舗105号

10428 Cafe&DiningSLOW 野田市山崎2638-35アピテクレール103号

10429 家庭料理萬福 野田市山崎2638-63

10430 百香亭野田店 野田市山崎2638-68ハーティービル1F

10431 赤ちょうちん 野田市山崎2638番地66

10432 パスタータ 野田市山崎2661番地66

10433 伊澤家 野田市山崎2701

10434 居酒屋浜奨 野田市山崎2701番地27

10435 一心 野田市山崎2702番地132

10436 栄寿 野田市山崎2715-25

10437 はな膳梅郷店 野田市山崎貝塚町11番地1

10438 ガスト 野田梅郷店 野田市山崎貝塚町11番地5

10439 野天風呂 湯の郷 野田市山崎貝塚町5番地2

10440 野田家 野田市山崎貝塚町6-4

10441 てんぷら まと芽 野田市山崎新町19番地3

10442 カラオケ次木 野田市次木178番地9

10443 らあめんまるおう 野田市次木337

10444 日本料理しみずや 野田市七光台128-1日本料理しみずや

10445 Happiness 野田市七光台184-5

10446 くいしんぼう 野田市七光台237番地29

10447 She'Z 野田市七光台351-6

10448 マクドナルドイオンタウン野田七光台店 野田市七光台4-2

10449 ガスト野田七光台店 野田市七光台424番地28

10450 居酒屋小雪 野田市七光台428-3

10451 インドレストラン ロシニ 野田市七光台428-90

10452 より道 野田市七光台428番地3

10453 伊予製麺イオンタウン野田店 野田市七光台4-2イオンタウン七光台内

10454 技の福兆イオンタウン野田七光台店 野田市七光台4-2イオンタウン野田七光台J棟

10455 焼肉酒家　牛角　イオンタウン野田七光台店 野田市七光台4-2イオンタウン野田七光台M棟

10456 久兵衛屋 野田七光台店 野田市七光台441番地12

10457 七光台温泉 野田市七光台4番地2

10458 バーミヤン野田七光台店 野田市七光台4番地2

10459 道とん堀野田店 野田市七光台4番地2

10460 ケンタッキーフライドチキン 野田市七光台4番地2E棟

10461 吉祥餃子 野田市春日町15-10

10462 居酒屋 まさ香 野田市春日町1番地1

10463 台湾料理 香満園 野田市春日町4番地8

10464 鑫隆園 野田市上花輪1150-3

10465 味処○二 野田市上花輪1276

10466 ティアラ 野田市上花輪1541-102

10467 住吉 野田市上花輪1551番地

10468 BARFoo 野田市上花輪611-7

10469 たるふじ 野田市上花輪611番地

10470 みち草 野田市上花輪618-9

10471 ことぶき 野田市上花輪618番地

10472 有限会社久田家 野田市上花輪850

10473 居酒屋幸 野田市上花輪新町31-1

10474 中華料理金太郎飯店 野田市上花輪新町36-6金太郎飯店

10475 そば処みやび 野田市上花輪新町36番地3

10476 定食 ロケット 野田市上三ヶ尾205番地17

10477 駒鮨 野田市新田戸669番地4

10478 ちゃ家 野田市親野井140-2

10479 クリビューゴルフクラブ＆ホテル 野田市瀬戸548

10480 割烹旅館水明荘 野田市瀬戸835

10481 和風レストランとん平 野田市清水1095

10482 勢喜音 野田市清水1095

10483 和多家 野田市清水1111

10484 寿司虎 野田市清水266番地



10485 アベニュー 野田市清水405番地1

10486 寿司長 野田市清水419番地24

10487 カラオケ桜 野田市清水431-4

10488 酒処じゅん子 野田市清水431-4

10489 らあめん寺子屋 しみず 野田市清水434番地30

10490 中華ゆう居酒屋 野田市清水441番地

10491 うなぎ山口 野田市清水44番地1

10492 中国料理 成久 野田市清水451番地2

10493 かくれん房 野田市清水466-22

10494 ココス野田愛宕店 野田市清水51-1

10495 お食事処宮 野田市清水607-14

10496 カレー屋駒ちゃん 野田市清水619-1

10497 サイゼリヤ野田愛宕店 野田市清水62番地1

10498 コミュニティカフェ蔵楽 野田市清水68番地

10499 うなぎ 川村 野田市清水71番地2

10500 ダイニング ゆたか 野田市清水公園東1丁目11番14号

10501 中華料理やまき 野田市清水公園東2-3-6

10502 居酒屋とりや 野田市西高野351

10503 カレーハウスCoCo壱番屋野田船形ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店 野田市泉1-1-1カレーハウスCoCo壱番屋野田船形ショッピングセンター店

10504 やよい軒 野田船形店 野田市泉1丁目1番地1

10505 ゆで太郎16号野田泉店 野田市泉3丁目2番地1

10506 蚕多奈 野田市船形1119番地5

10507 森の喫茶 もみじ 野田市船形1596番地

10508 百花 野田市船形1597番地

10509 伝丸 野田店 野田市船形1639番地

10510 吉野家 16号線 野田店 野田市船形2850番地1

10511 キッチンカー たなごころ 野田市船形猪穴2881-1

10512 お富さん 野田市大殿井83番地159

10513 RAMBER 野田市大殿井字真福寺谷津19番地5

10514 芳春 野田市谷津744番地

10515 有限会社 珍眠 野田市谷津849番地

10516 ふくまさ 野田市谷津872番地4

10517 壱番亭関宿店 野田市中戸500番地1

10518 ひよこ 野田市中根169-5

10519 カラオケ＆居酒屋花 野田市中根193-20

10520 居酒屋ちゅんちゅん 野田市中根193-20小沢ハイツ101

10521 カラオケメイ 野田市中根225番地

10522 中国家庭料理菜工房 野田市中根248-2

10523 KFC野田店 野田市中根302-1

10524 喫茶うさぎ 野田市中根36番地

10525 ピーコック野田店 野田市中根36番地1

10526 茶曜日 野田市中根36番地1

10527 晴晴飯店 イオンノア店 野田市中根36番地1

10528 サーティワンアイスクリーム 野田市中根36番地1

10529 たい吉 野田市中根36番地1

10530 イデカフェイオンノア店 野田市中根36番地1イオンショッピングセンターノア店1階

10531 めん処 はれる屋 野田市中根36番地1イオンノア店1F

10532 広島風お好み焼きたまや 野田市中根38-21

10533 四季彩温石 野田市中根38-30

10534 P.trip 野田市中根47-3

10535 魚菜だんらん食堂野田店 野田市中根5-12

10536 くら寿司 野田店 野田市中根57番地1

10537 しゃぶしゃぶどん亭野田店 野田市中根6-4

10538 十八番 野田市中根69

10539 磯のがってん寿司野田店 野田市中根6番地7

10540 清寿司 野田市中根71番地

10541 横浜家系ラーメンやまふじ家野田店 野田市中野台106-1

10542 あじ平 野田店 野田市中野台1085番地8

10543 あさひ 野田市中野台123番地7

10544 中華料理 元祥 野田市中野台125番地1

10545 シャレード 野田市中野台1-3

10546 レストランニューコザック 野田市中野台141番地

10547 あそかの食卓 野田市中野台143番地1

10548 小料理かをり 野田市中野台178番地10

10549 パブスナックBee 野田市中野台262

10550 懐石・割烹泉亭 野田市中野台265

10551 髙橋 野田市中野台346

10552 千歳家 野田市中野台346

10553 スナックイーグル 野田市中野台421

10554 カラオケ居酒屋べべ 野田市中野台421

10555 とんかつかねしん 野田市中野台440番地

10556 居酒屋 こらしょ 野田市中野台443番地

10557 居酒屋心愛 野田市中野台791

10558 もつたけ 野田市中野台791番地

10559 北国の味金鍋 野田市中野台824-7

10560 カラオケ初 野田市中野台825番地1

10561 梅竹 野田市中野台97-2

10562 ラーメン居酒屋 ぼーよし 野田市中野台鹿島町23番地4

10563 スナックドレミ 野田市中野台鹿島町33番地8

10564 ノンノン 野田市中野台鹿島町5-9

10565 りらくCafe 野田市中野台鹿島町6-1

10566 いげた家 野田市中里407番地

10567 居酒屋 山ちゃん 野田市中里508番地

10568 柳寿司 野田市中里543番地

10569 桜カラオケスタジオ 野田市中里545

10570 ごえんや 野田市中里568

10571 リトル・ボグ・ブラザー 野田市中里620番地4

10572 和み 野田市鶴奉14番地1

10573 マクドナルド16号野田店 野田市鶴奉19

10574 ガスト 野田店 野田市鶴奉1番地1

10575 レストラン グルメ 野田市鶴奉4番地3

10576 小林商店 野田市鶴奉84番地6



10577 とんQ野田店 野田市堤根112-6

10578 喫茶スナック優 野田市堤根130-1

10579 からやま野田店 野田市堤根18番地2

10580 イタリアンレストランコメ・スタ野田市本店 野田市堤根238

10581 ラーメン山岡家 野田店 野田市堤根7番地1

10582 ミスタードーナツ野田花井 野田市堤根98

10583 はま寿司 野田堤台店 野田市堤台125番地1

10584 かつ敏 野田店 野田市堤台125番地3

10585 幸楽苑野田堤台店 野田市堤台125番地4

10586 リエゾン 野田市堤台438番地126

10587 Mehman Saraye レストラン 野田市東金野井1070番地2

10588 カラオケスタジオ 遊人 野田市東金野井949番地1

10589 美味 野田市東高野31番地1

10590 大野屋ドライブイン 野田市東高野78番地2

10591 アリス 野田市東高野94

10592 蕎麦酒房芝甲 野田市東宝珠花173蕎麦酒房芝甲

10593 かどいち 野田市東宝珠花256番地

10594 稲豊 野田市東宝珠花275番地3

10595 椎紗伊土 野田市東宝珠花446-1

10596 タンバヤン 野田市二ツ塚430番地の76

10597 良ちゃん 野田市日の出町11番地1

10598 中華 たけのこ 野田市日の出町11番地10

10599 新角 野田市日の出町19番地2

10600 ばんどう太郎関宿店 野田市柏寺476-1

10601 天心楼 野田市柏寺606番地1

10602 居酒屋悠香 野田市柏寺612

10603 らあめん花月嵐　野田七光台店 野田市蕃昌216番地16

10604 天ぷら季節料理天晴 野田市蕃昌216番地18

10605 横浜道野田蕃昌店 野田市蕃昌257-10

10606 日乃屋カレー野田店 野田市蕃昌257番地10

10607 もちもちの木野田店 野田市蕃昌287-2

10608 洋食・和食わかくさ 野田市蕃昌32番地7

10609 ラーメン 七福 野田市蕃昌57番地

10610 竹寿司 野田市尾崎189

10611 夢心（ドリームハート） 野田市尾崎254

10612 BARRIO GRILL 野田市尾崎254

10613 LOTUS 野田市尾崎254番地

10614 いざかやROUND1 野田市尾崎254番地石山ビル内1階

10615 チャイニーズダイニング遊琳 野田市尾崎25-5

10616 お多福 野田市尾崎307番地

10617 しちりん川間店 野田市尾崎70番地6

10618 中国料理チャオチャオ 野田市尾崎73番地7

10619 スタジオシャイン 野田市尾崎74

10620 ポトス 野田市尾崎811-56

10621 カフェフォーユー 野田市尾崎811番地45

10622 居酒屋宮貴 野田市尾崎811番地46藤崎店舗

10623 豚珍館 野田市尾崎815-100

10624 キッチン味工房 野田市尾崎815-24

10625 ミュージッククラブファイン 野田市尾崎815-93

10626 竈ダイニングたまのや 野田市尾崎815番地93-1階

10627 BarOMONAGA 野田市尾崎830-4

10628 インド・ネパール料理 カレーハウス 野田市尾崎837-12

10629 日本海庄や川間店 野田市尾崎837-63

10630 カラオケ居酒屋愛 野田市尾崎837-9

10631 スナック しゃ蘭 野田市尾崎837番地9

10632 白龍 野田市尾崎839番地7

10633 イザックさくら 野田市尾崎840-24

10634 HANMERcafe&bar 野田市尾崎840-9

10635 きん太郎 野田市尾崎840番地16

10636 満留賀 野田市尾崎840番地17

10637 USAGI 野田市尾崎843-6井口ビル102

10638 居酒屋コッコ川間駅前店 野田市尾崎843-6井口店舗1F

10639 御神火 野田市尾崎843-7

10640 やまだ家 野田市尾崎846-22

10641 やきとりかっぱ 野田市尾崎846-30

10642 たむろうPADIS 野田市尾崎846番地13

10643 Bar 918@ Dining Cafe 野田市尾崎846番地25

10644 ポピー 野田市尾崎846番地29

10645 PUB 愛 野田市尾崎846番地7

10646 SEAHORSE 野田市尾崎848-9

10647 cafedeinden 野田市尾崎848番地8

10648 隆福中華料理 野田市尾崎848番地の9

10649 あすか 野田市尾崎849-12

10650 スナック藤 野田市尾崎849-13

10651 居酒屋・スナックともしび 野田市尾崎849番地11

10652 カラオケハウスさつき 野田市尾崎849番地11

10653 茉莉花 野田市尾崎850-10

10654 麺屋優希 野田市尾崎850-10

10655 居酒屋二郎 野田市尾崎902-55

10656 SKYrestobar 野田市尾崎902-56

10657 天国 野田市尾崎902番地52

10658 北浜 野田市木間ケ瀬1547番地6

10659 居酒屋ダイニング傳 野田市木間ケ瀬1838

10660 居酒屋 刈羽 野田市木間ケ瀬1938番地38

10661 飲み処 エミ― 野田市木間ケ瀬2092番地3

10662 すしの喜八 野田市木間ケ瀬2107番地1

10663 カラオケ喫茶ロード 野田市木間ケ瀬2377番地10

10664 居酒屋お福ちゃん 野田市木間ケ瀬2444番地5

10665 有限会社とみや 野田市木間ケ瀬2571番地1

10666 関宿らーめん 野田市木間ケ瀬2640-45

10667 台湾料理 香満園 野田市木間ケ瀬2702番地1

10668 AGDESI 野田市木間ケ瀬3039番1



10669 食処・呑処雨やどり 野田市木間ケ瀬3041-5

10670 利根 菜の花 野田市木間ケ瀬365番地1

10671 PAO 八珍 野田市木間ケ瀬3815番地10

10672 カラオケスタジオ扇 野田市木間ケ瀬469-4

10673 ALIINDEIANRESTURANT 野田市木間ケ瀬4700番地1

10674 末広 野田市木間ヶ瀬481番地1

10675 浜清 野田市木間ケ瀬5033番地1

10676 札幌ラーメンどさん子 野田市木間ケ瀬5300番地5

10677 大むら 野田市木間ケ瀬5300番地8

10678 しょう平 野田市木間ヶ瀬5301番地4

10679 HoTPoT 野田市木間ケ瀬5423番地1

10680 つかさ 野田市木間ケ瀬598番地6

10681 居酒屋島 野田市木間ケ瀬687-9

10682 くつろぎ処 おもや 野田市木間ヶ瀬727番地7

10683 居酒屋山ちゃん 野田市木間ケ瀬741-8

10684 和田商店 野田市木間ケ瀬9351

10685 カラオケ居酒屋さのじ 野田市木野崎1341番地

10686 日本料理山市 野田市木野崎1638-11

10687 福八食堂 野田市木野崎1640

10688 えむず 野田市木野崎1654番地10

10689 長寿庵 野田市木野崎1692-38

10690 飲み処食い処甚 野田市目吹1439-8

10691 唐龍 野田市目吹1574-2

10692 まこちゃんラーメン道楽 野田市目吹1686番地

10693 山田うどん 芽吹店 野田市目吹1704番地1

10694 花いちもんめ 野田市目吹176番地1

10695 不老庵 野田市目吹2000番地

10696 南山 野田市目吹572-16

10697 懐石料理かんざ 野田市目吹658

10698 こな金 野田市野田254

10699 なゝつやそば店 野田市野田25番地

10700 VERY 野田市野田273

10701 ギルドハウス野田 野田市野田279番地10

10702 正華楼 野田市野田312

10703 ナイトパブ和 野田市野田329番地

10704 居酒屋鳥善 野田市野田329番地16

10705 龍華苑 野田市野田329番地22

10706 Flat9cafe 野田市野田428-37

10707 ビジネス旅館梓 野田市野田430番地

10708 美酒酔家 まつ葉 野田市野田478番地

10709 かづ栄 野田市野田494

10710 CABIN 野田市野田524-25

10711 リアルインドカレーMAHEK 野田市野田560-1

10712 ビストロ マイド 野田市野田560番地1-101

10713 居酒屋とも 野田市野田562番地

10714 居酒屋ちよこ 野田市野田562番地

10715 生成寿し 野田市野田562番地2

10716 炭火焼鳥とりしゅう 野田市野田568番地

10717 やきとりあら川 野田市野田577

10718 酒処たまご 野田市野田638-1第一正木屋ビル103号

10719 酒処紅屋 野田市野田651

10720 ナイトスポットヘヴン 野田市野田667-10

10721 大衆酒場 みや田 野田市野田667番地

10722 おでん屋 てきとう 野田市野田672番地

10723 お好み焼き神戸 野田市野田740-102

10724 HEAVEN 野田市野田757-6石山ビル1F

10725 居酒屋マーちゃん 野田市野田757番地6

10726 火ノ鳥 野田市野田757番地8

10727 中国料理幸楽愛宕店 野田市野田758

10728 パブ美魔女 野田市野田765-1

10729 とき和 野田市野田767-21

10730 	立呑みとりきん 野田市野田779-1イーサークルビル1A

10731 Noodle&Bar庵 野田市野田779-1イーサークルビル1B

10732 スナックエンジョイ 野田市野田785番地

10733 中華樹浬庵 野田市野田787番地10

10734 ON DRAFT-ATAGO- 野田市野田787番地10

10735 居酒屋真心 野田市野田787番地10-103

10736 cafe & lounge FORTUNE 野田市野田787番地10-105号

10737 大樽 野田市野田791

10738 炭火焼肉満良 野田市野田791番地

10739 イザック直樹 野田市野田791番地7

10740 中華料理・コバ 野田市野田792番地1

10741 お弁当ゆたか 野田市野田808-3

10742 砂咲亭 野田市野田809-1

10743 中華ゆたか 野田市野田812-1

10744 若葉寿司 野田市野田815

10745 やきとり大ちゃん 野田市野田815

10746 モスバーガー野田愛宕店 野田市野田836番地

10747 一松 野田市野田858番地

10748 コスモス 野田市野田891番地

10749 普恋人 野田市柳沢206-7

10750 中華火龍人 野田市柳沢228-17

10751 ミュージックバーパンチョス 野田市柳沢23番地

10752 喜楽食堂 野田市柳沢242番地

10753 カラオケスタジオチェリー 野田市柳沢247

10754 京料理味しん 野田市柳沢36

10755 カラオケバルsakuya-咲夜- 野田市柳沢36-5堀越コーポA-103

10756 居酒屋 ちーちゃん 野田市柳沢36番地5

10757 ふじや 野田市柳沢49番地2

10758 中華海鮮料理 櫻 野田市柳沢53

10759 高砂 野田市柳沢64番地7

10760 料理処いなほ 野田市柳沢75-22



10761 和び亭 茂原市粟生野1014-1

10762 ikeda-ya 茂原市粟生野3344

10763 coffee＆BEERあおの 茂原市粟生野3498-35

10764 ゆで太郎茂原店 茂原市押日358-4

10765 居酒屋春 茂原市押日404-7

10766 バル・バローロ 茂原市押日500-1

10767 呑み処ろまんす 茂原市下永吉1003番地2

10768 台所屋 かつ彩 茂原市下永吉1279-1

10769 てっぱんのけんちゃん 茂原市下永吉1283-2

10770 酒窩　居酒屋 茂原市下永吉1283-2

10771 寿司・活魚料理・魚がし 茂原市下永吉172-4

10772 スナック出逢い 茂原市下永吉191-1

10773 やきとり絶好調茂原本店 茂原市下永吉215-1

10774 株式会社B.u 茂原市下永吉2657-2

10775 パブマガジン 茂原市下永吉444-1

10776 タイレストランパクチ 茂原市下永吉660-3

10777 御食事処串揚大つか 茂原市下永吉660番地1

10778 将福 茂原市下永吉871-1下永吉店舗

10779 SNACKA 茂原市下永吉875-1

10780 スナックLaLaLa 茂原市下永吉875番地1

10781 DogBarrierfreeCafe茂原珈琲 茂原市下永吉894-1

10782 エスオーユーホールディングス株式会社 茂原市綱島829番地1

10783 炭火焼肉美味 茂原市高師1-1

10784 串屋横丁茂原駅前店 茂原市高師1-3

10785 洋風のみ処マジョラムホール 茂原市高師14番地7

10786 サイゼリヤ 茂原高師 茂原市高師1665-3

10787 ガスト茂原店 茂原市高師1679-2

10788 ビッグボーイ 茂原店 茂原市高師1693番地2

10789 茂原儀式殿 茂原市高師2160番地9

10790 居酒屋ひで 茂原市高師350-5

10791 小料理 くさの 茂原市高師350-9

10792 玉寿司 茂原市高師411-1

10793 寿し割烹くぼ田 茂原市高師563-11

10794 かれーうどん わびすけ 茂原市高師6-3コーナーハウス102

10795 ジャランルルス 茂原市高師688

10796 カラオケBARプリンセス 茂原市高師688金子ビル2F

10797 カラオケ孔雀 茂原市高師705

10798 スナックムーンライト 茂原市高師706

10799 茂原居酒屋 茂原市高師706-1F

10800 ナイトラウンジM 茂原市高師707-10NB第三ビル2階

10801 スナック梅花 茂原市高師707-8

10802 台湾食飲キキ 茂原市高師707-8

10803 曄クラブ 茂原市高師707番地10

10804 キッチンハウス 茂原市高師751-9

10805 食事処のんべぇ 茂原市高師751番地8

10806 寿し居酒屋ゆらら 茂原市高師762-10春日ビル2階

10807 みやこ食堂 茂原市高師766

10808 海鮮居酒屋魚正 茂原市高師770

10809 一善 茂原市高師77-27田辺店舗103

10810 雪 茂原市高師77番地27

10811 SNACKTheQueen 茂原市高師824

10812 もばら屋台 ごっちゃん 茂原市高師824-4

10813 スナック みゆき 茂原市高師824番地1

10814 古民家居酒屋もんしち 茂原市高師825

10815 薪窯ピッツァ＆グリルHACHI 茂原市高師825

10816 写楽 茂原市高師826

10817 かなで 茂原市高師826

10818 カウンターダイニングフーケ 茂原市高師826-1

10819 mimosa 茂原市高師826-1

10820 寿々女 茂原市高師828

10821 鉄板酒屋もんぱち 茂原市高師828-1

10822 呑み処なっつん 茂原市高師831-1

10823 麺処むらた屋 茂原市高師831-12今井ビル1階

10824 牛たん専門店勇 茂原市高師831-15

10825 Dining 颯那 茂原市高師831-8

10826 我喜大勝 茂原市高師831番地1我喜大勝

10827 鳥鳥 茂原市高師845

10828 海鮮料理 海王 茂原市高師845-101

10829 グローバルダイニングSOCO 茂原市高師845-50

10830 ニューきくや 茂原市高師85番地

10831 居酒屋 大寿 茂原市高師877番地1

10832 コーヒーショップ フルフル 茂原市高師976

10833 有限会社勢寿し 茂原市高師台1-10-15

10834 ココス茂原店 茂原市高師台2-1-4

10835 麺屋むげん 茂原市高師台2-5-2

10836 はま寿司 茂原高師台店 茂原市高師台2丁目1番地2

10837 松のや 茂原店 茂原市高師台3-1-4

10838 道とん堀 茂原店 茂原市高師台3-7-5

10839 吉野家 128号線 茂原高師店 茂原市高師地美1678

10840 二幸支店 茂原市高師町1丁目3番11号

10841 割烹さろんつくし 茂原市高師町2-5-2

10842 丸福 茂原市高師町2丁目3番3

10843 彩工房しなの 茂原市高師町3-11-6

10844 呑み処れいこ 茂原市高師町3-12-11

10845 農家の食堂 茂原市高師町3-2-10

10846 山どり 茂原市高師町3-5-1

10847 松寿司 茂原市高師町3-5-5

10848 居酒屋福ろう 茂原市高師町3丁目12-11

10849 くるまやラーメン茂原店 茂原市高師町3丁目4番地の1

10850 cafeNANOiE 茂原市高田654

10851 焼肉レストラン 太陽 茂原市腰当1182-5

10852 中華料理昇龍 茂原市腰当1255



10853 創 茂原市腰当1280-9

10854 モスバーガー新茂原店 茂原市腰当38-1

10855 おしんこ 茂原市腰当444-1

10856 スシロー茂原店 茂原市腰当888-2

10857 La・宗純 茂原市腰当978

10858 しゃぶ葉 新茂原店 茂原市腰当宮ノ台1202

10859 K 茂原市三ヶ谷1377-1

10860 居酒屋台北 茂原市三ケ谷1814-5

10861 葉月 茂原市七渡2455-44

10862 飲み食い処万年 茂原市七渡2455番地19

10863 Key West 茂原市七渡31-2

10864 宝島 茂原店 茂原市小林1532-1

10865 すし銚子丸 茂原店 茂原市小林1606-10

10866 デニーズ 茂原北店 茂原市小林1606-10

10867 カラオケレインボー茂原店 茂原市小林1606-10セントラルモール2F

10868 すき家 128号茂原小林店 茂原市小林1619番2

10869 無添くら寿し 茂原店 茂原市小林1973-1

10870 かっぱ寿司茂原店 茂原市小林1978番地32

10871 温野菜 茂原店 茂原市小林2003番地1

10872 鶏豚牛焼きなかの 茂原市小林2006

10873 ステーキ宮茂原店 茂原市小林2248-9

10874 ステーキ共和国茂原大使館 茂原市小林2324-1

10875 大衆イタリアン食堂大福茂原店 茂原市小林2330-1

10876 くるまやラーメン新茂原店 茂原市小林2552番地

10877 北海道生まれ和食処とんでん茂原店 茂原市小林2612-1

10878 末広庵 茂原市小林2933-4

10879 翔 茂原市小林3135番地

10880 小笹 茂原市小林3136

10881 居酒屋まさ 茂原市小林3136

10882 お食事処居酒屋十兵衛 茂原市小林3136-4

10883 ぴーすそんぐ 茂原市小林3181-9

10884 カクテルバーSunBridge 茂原市小林3181-9

10885 ほっこり居酒屋朋 茂原市小林3181-9セブン長谷川2F

10886 花の木亭 茂原市小林3703-19

10887 居酒屋凛 茂原市上永吉971

10888 真名カントリークラブ 新館レストラン 茂原市上太田476番地

10889 かね八寿し渡辺 茂原市上茂原220-84

10890 焼はな 茂原市上茂原440-8

10891 辰巳屋 茂原市上林61-1

10892 居酒屋くのいち 茂原市上林79-2

10893 真名カントリークラブ 本館レストラン 茂原市真名1744番地

10894 J｀z CAFE 茂原市西野363

10895 カラオケBanBan 茂原駅前店 茂原市千代田町1-10-5

10896 笑笑茂原南口駅前店 茂原市千代田町1-10-6中山ビル1階

10897 魚民茂原南口駅前店 茂原市千代田町1-10-6中山ビル2階

10898 タイ料理・ターンタワン 茂原市千代田町1-1-10小関ビル2F

10899 レストラン喫茶モック 茂原市千代田町1-11-1

10900 洋風居酒屋次世大 茂原市千代田町1-11-1

10901 おうちカフェバー ワンコイン 茂原市千代田町1-11-1

10902 MID POINT TAVERN 茂原市千代田町1-11-1日下ビル1階

10903 お食事＆酒場かるみあM 茂原市千代田町1-11-1日下ビル2階

10904 ラウンジUN 茂原市千代田町1-11-5

10905 ダイニング・バル539 茂原市千代田町1-2-6

10906 カフェ・アドリアーノ 茂原市千代田町1-5-2タムラシティビル2階

10907 屋台屋博多劇場茂原店 茂原市千代田町1-6-1-12サンヴェル1F

10908 レストランざっくばらん 茂原市千代田町1-7-3

10909 CONA 茂原店 茂原市千代田町1-7-6

10910 稲わら家 茂原市千代田町1-9-2

10911 茂原バル モンパカ 茂原市千代田町1-9-2オーシャンビル1F

10912 MGMGRAND 茂原市千代田町1-9-4

10913 居酒屋ありんこ 茂原市千代田町1丁目11の1

10914 Lounge egg 茂原市千代田町1丁目11番1号

10915 あーとらうんじ 四季 茂原市千代田町1丁目1番10号

10916 アルファ 茂原市千代田町1丁目6番

10917 中華そば鷸 茂原市千代田町1丁目7-3

10918 やきとり大吉茂原店 茂原市千代田町1丁目8番3号

10919 miniCLUBスナッツン 茂原市千代田町2-1-6-1F

10920 居酒屋一平 茂原市千代田町2-2-11

10921 パブハーミット 茂原市千代田町2-4-5

10922 クラブ紅唇 茂原市千代田町2-4-5中村ビル1階

10923 CLUB響 茂原市千代田町2-4-5中村ビル2F

10924 和味絆 茂原市千代田町2-5-13

10925 マブハイ 茂原市千代田町2-5-13

10926 酒処のん 茂原市千代田町2-5-13千代田ビル1F

10927 ゆう 茂原市千代田町2-5-21

10928 junon 茂原市千代田町2-5-21

10929 LEPROTTO 茂原市千代田町2-5-22

10930 クラブ桂 茂原市千代田町2-5-6

10931 ラ・メルコルディ 茂原市千代田町2-5-6

10932 BarOneForAll 茂原市千代田町2-5-7

10933 大衆割烹 網元 茂原市千代田町2-7

10934 スナックSALA 茂原市千代田町2-7-27

10935 大衆割烹金八 茂原市千代田町2丁目5番2号

10936 鳥伴 茂原市千代田町二丁目2番18号

10937 ニュークリスタル 茂原市千代田町二丁目7番地27

10938 居酒屋美波 茂原市千沢861-1

10939 居酒屋稲ちゃん 茂原市千沢977-1

10940 居酒屋涼 茂原市千町3638

10941 かつ尾寿司 茂原市早野1227-11かつ尾寿司

10942 スナック かよ 茂原市早野1326-1

10943 居酒屋ひろみ 茂原市早野1342番地7

10944 バーミヤン茂原早野店 茂原市早野1347番地1



10945 居酒屋「いいわよ」 茂原市早野1413

10946 スナック ルビー 茂原市早野1413

10947 麺処 信心 茂原市早野1413

10948 早野1440 茂原市早野1440

10949 居酒屋 華いち 茂原市早野1486

10950 菊仙 茂原市早野1650-11

10951 きのこ 茂原市早野1886-1

10952 食彩酒房びいの 茂原市早野1974-11

10953 居酒屋 幸 茂原市早野1982-1

10954 居酒屋 ゆめ 茂原市早野1982-1

10955 居酒屋まぁちゃん 茂原市早野1982-1-B108

10956 カプラオ 茂原市早野1982-2

10957 スナック紅 茂原市早野1982-2早野店舗A-102

10958 海冨渡 茂原市早野2246-1

10959 くぼや 茂原市早野2274-13

10960 シューレスジョー 茂原市早野2274番地11号

10961 すし処・一品料理 みどり川 茂原市早野2361-6

10962 麺やうしお 茂原市早野2465-11

10963 ホウセンカ 茂原市早野2495-1

10964 居酒屋ミカ 茂原市早野2498-6

10965 お食事処 さと 茂原市早野2650番地5

10966 おお野 茂原市早野2654

10967 レイナ 茂原市早野2696-4

10968 クリスタル 茂原市早野2696番地1

10969 スナックライト 茂原市早野2697

10970 カラオケ居酒屋はっぴぃー 茂原市早野2697-1

10971 居酒屋もも 茂原市早野2697-2

10972 小料理 こゆき 茂原市早野2697-2

10973 生麺焼そば まるやま 茂原市早野2703-7森店舗105号

10974 寿し正 茂原市早野2716番地1

10975 御食事処つるおか 茂原市早野2719-3

10976 福ずし 茂原市早野2747

10977 カルチエラタン 茂原市早野2911

10978 PUBあゆみくらぶ 茂原市早野2945-1

10979 扇寿司 茂原市早野2986-5

10980 焼肉 新羅 茂原市早野2988

10981 居酒屋花×2 茂原市早野2999-1

10982 亥翔 茂原市早野3006

10983 居酒屋 暖簾 茂原市早野3031-3

10984 イザカヤ湯ざわ 茂原市早野658番地3

10985 オーシャンゼリゼ 茂原市早野新田187-6

10986 炭火焼鳥 ゆとり 茂原市早野新田187-6

10987 磯八 茂原市早野新田187-8

10988 クラブ凜 茂原市早野新田187-8

10989 アイリス 茂原市早野深山貸店舗104

10990 ポポロピ 茂原市台田766-1-c

10991 ゆう久庵 茂原市大芝107-4

10992 中国料理龍龍 茂原市大芝24-7

10993 Fattaamano 茂原市大芝3-1-2

10994 旨飯彩酒 こんどりの小屋 茂原市大芝3-14-2

10995 ジョイフル茂原店 茂原市大芝402番4

10996 らーめん五衛門茂原店 茂原市大芝512

10997 俵 茂原市谷本175-10

10998 JAZZCAFEMJQ 茂原市谷本1869

10999 レストランオブリガード 茂原市谷本2123-1

11000 居酒屋 和 なごみ 茂原市中の島町72-1

11001 串屋横丁茂原町保店 茂原市町保10-156

11002 HALEO 茂原市町保10-4-1F

11003 トントン 茂原市町保11-39コーポ町保103

11004 はなの舞 茂原南口店 茂原市町保1-15

11005 居酒屋すまいる 茂原市町保12-119

11006 カフェテラス Bi＆Li 茂原市町保12-35

11007 やきとりかおる 茂原市町保12-63

11008 和酒と和肴茂原かつ樹 茂原市町保14-3

11009 ヴィ・ド・フランス茂原店 茂原市町保1アルカード内

11010 clubREALIZE 茂原市町保1第一木島ビル2F

11011 クラブ 月世界 茂原市町保1番地15

11012 ロッテリア アルカード茂原FS店 茂原市町保1番地茂原駅ビル

11013 居酒屋村さ来茂原店 茂原市町保1木島ビル2F

11014 （有）かつら寿司 茂原市町保22

11015 酒亭ゆめじ 茂原市町保22番地

11016 食楽飲旨 茂原市町保24

11017 小料理宮古 茂原市町保27番地6

11018 居酒屋ぶん太 茂原市町保29番地

11019 飲酒徳永 茂原市町保4

11020 ペッシェアズーロ 茂原市町保4番地86

11021 バッファロー 茂原市町保6-50

11022 マルサカバ 茂原市町保7-3

11023 居酒屋のぐっちゃん 茂原市町保7-3ゴールドビル1F

11024 CLUBDior 茂原市町保7-3深山店舗2階2号室

11025 M＆m’s 茂原市町保7-93

11026 Lounge Ageha 茂原市町保7番105長谷川ビル3階

11027 （有）二幸総本店 茂原市町保7番地

11028 ラウンジハニー 茂原市町保7番地93-2階

11029 居酒屋 より道 茂原市長清水106

11030 居酒屋とまと 茂原市長清水106長清水マンション104号

11031 みどり 茂原市長清水106長清水マンション105号

11032 甚兵衛 茂原市長清水141

11033 居酒屋みかん 茂原市長清水143

11034 中華ガキ大将茂原店 茂原市長谷1116-1

11035 ガナパチインドレストラン 茂原市長尾2489番地の1

11036 一幸茂原店 茂原市長尾2499



11037 炭火焼肉 牛角 茂原店 茂原市長尾2500番地1

11038 すたみな太郎茂原店 茂原市長尾2546-1

11039 ラーメン魁力屋 茂原店 茂原市長尾2556-1

11040 麺処さや 茂原市長尾2577

11041 Truth 茂原市長尾2603-1

11042 蘭 茂原市長尾265-6

11043 KRB 茂原市長尾2693-2

11044 居酒屋 善吉 茂原市長尾2693番地33

11045 たんぽぽ 茂原市長尾2695-14

11046 カラオケハウスうちきち新茂原店 茂原市長尾269番地24

11047 居酒屋 みやちゃん 茂原市東郷1696

11048 龍王園 茂原市東郷1797-13龍王園

11049 B＆I 3163 茂原市東郷1900

11050 きよせ 茂原市東郷2277番地1

11051 居酒屋ひまわり 茂原市東郷685

11052 GOOSE 茂原市東部台1-6-4

11053 らぁ麺三軒屋茂原店 茂原市東部台2-1-4

11054 とん膳茂原店 茂原市東部台2丁目1番10号

11055 日の出 茂原市東部台3-1-1

11056 ベリーズカフェ 茂原市東部台3-20-10

11057 とんかつ串揚げ 優膳 茂原市東部台3-26-10

11058 バードランド 茂原市東部台3-7-5

11059 中国料理チャイナ 茂原市東部台3丁目26番9号

11060 串焼えんや 茂原市東茂原13-66

11061 すき家128号東茂原店 茂原市東茂原1番地41

11062 ジョナサン東茂原店 茂原市東茂原3番地4

11063 ONCEUPONATIME 茂原市東茂原9-132

11064 夢庵 東茂原店 茂原市東茂原9番地2

11065 レストラン チェリーロード 茂原市道表21番地13

11066 らいもん茂原店 茂原市道表2-2

11067 松屋 茂原店 茂原市道表2番地12

11068 焼肉 萬那 茂原市道表6-1

11069 Dining&BarLaCuna 茂原市道表8-4

11070 キッチン＆カフェ はるの 茂原市内長谷306番地4

11071 SIX TWO 茂原市内長谷416-1-1F

11072 カレーハウスCoCo壱番屋千葉茂原店 茂原市内長谷417-1

11073 和食「穂」みのり 茂原市内長谷474-2

11074 居酒屋再会 茂原市南吉田347番地8

11075 鈴蘭小屋 茂原市南吉田3808

11076 ラ ポム キッチン 茂原市萩原町1丁目69番地

11077 くつろぎダイニング実家 茂原市萩原町2-84

11078 カラオケまねきねこ 茂原駅前店 茂原市八千代1-1-4

11079 大雄 茂原市八千代1-17-14

11080 ろばた焼大和 茂原市八千代1-19-6

11081 中国料理鉄人 茂原市八千代1-20-9

11082 bongout（ボングー） 茂原市八千代1-2-6

11083 ビストロ 開花亭 茂原市八千代1-3-1

11084 ステーキしゃぶしゃぶ桂 茂原市八千代1-4-20

11085 焼肉萬福 茂原市八千代18-2

11086 らーめんコジマル本店 茂原市八千代1-8-7-1階

11087 （有）割烹かたおか 茂原市八千代1丁目17番

11088 HOTELTHEBELLE 茂原市八千代2-1-15

11089 居酒屋民族村 茂原市八千代2-12-6

11090 にゅ-さくら 茂原市八千代2-5-6

11091 麺処道[dou] 茂原市八千代2-5-6

11092 コーヒーセカンド 茂原市八千代2丁目1-1

11093 居酒屋柱英 茂原市八千代2丁目2-1

11094 スナック ダイヤモンド 茂原市八千代2丁目5-6

11095 夕渚 茂原市八千代3-11-8

11096 炭っこ 茂原市八千代3-12-11

11097 日の出 茂原市八千代3-12-11

11098 Non Stop 茂原市八千代3-12-5

11099 蛍（ほたる） 茂原市八千代3-12-5

11100 居酒屋ほのか 茂原市八千代3-12-5武藤店舗B-102

11101 竹りん 茂原市八千代3-13-9

11102 竹りん 茂原市八千代3-13-9

11103 有限会社二幸八千代 茂原市八千代3-1-7

11104 （有）グリル若潮 茂原市八千代3-8-6

11105 フランス割烹 和牛ステーキ 茂原 竹田屋 茂原市八千代3丁目11-5

11106 ココス茂原八千代店 茂原市八千代3丁目2番3号

11107 Reve 茂原市八千代一丁目8番地9SSビル1F

11108 インド料理タージ・マハル 茂原市八千代二丁目4番地16号

11109 K＆Dうちやま 茂原市八幡原166番地

11110 ニューロード 茂原市法目1255-12

11111 居酒屋．スタジオありす 茂原市法目1547-2

11112 やきとり辰ちゃん 茂原市法目1606-5

11113 トラットリアポポラーレ 茂原市法目1917-1

11114 フェスタ 茂原市法目1932-4

11115 御食事処琴雪 茂原市法目625番地7

11116 Dining&Naturalウチノソト 茂原市法目697-3

11117 ラーメン 大勝 茂原市法目723-1

11118 そば・うどんゆうちゃん 茂原市法目767-4

11119 横浜家系ラーメン吟家茂原バイパス店 茂原市法目787-4

11120 まりんぴーす 茂原市法目787-5

11121 カラオケ酒場シューズ 茂原市法目929-1

11122 一本花 茂原市北塚1234-3

11123 ロイヤルインドレストラン 茂原市北塚1247-1

11124 焼肉すずや 茂原市北塚947-7

11125 すし屋の銀ちゃん 茂原市本小轡1144番地7

11126 ホルモン萬福 茂原市本小轡1247

11127 祭り屋わだち 茂原市本納1576-1

11128 名出園 茂原市本納1740-11



11129 居酒屋むぎっ子 茂原市本納1759-3

11130 Studio Clove 茂原市本納1765-3

11131 レンタルキッチン エコウィン 茂原市本納1789-6

11132 カフェ ミント 茂原市本納1798

11133 居酒屋ラッキータイ料理 茂原市本納2239

11134 エスオーユーホールディングス株式会社 茂原市本納2309

11135 みふね 茂原市本納2407

11136 居酒屋来恋 茂原市本納2526-3

11137 タイ料理カポン 茂原市本納3200-22

11138 福福家 茂原市茂原1172-2

11139 和伊ダイニングやどりぎ 茂原市茂原1172-3

11140 矢代 茂原市茂原1228

11141 カラオケ喫茶はなこ 茂原市茂原1510

11142 地中海・スペイン料理バスク 茂原市茂原1548-8

11143 サイゼリヤ茂原警察署前店 茂原市茂原1570番地1

11144 PEACE COFFEE 茂原市茂原15番地5

11145 京田村 茂原市茂原220

11146 レストラン ジャンゴ 茂原市茂原226番地1

11147 炭火焼ステーキ幡野 茂原市茂原295-1

11148 お食事処みよし 茂原市茂原349

11149 長浜 茂原市茂原432

11150 どんなか川 茂原市茂原440-2

11151 DiningRestaurantColumbus 茂原市茂原443-4

11152 大和屋旅館 茂原市茂原519

11153 串焼関や 茂原市茂原553-1

11154 よっちゃんち 茂原市茂原588

11155 縁にし 茂原市茂原588

11156 居酒屋きんすい 茂原市茂原588

11157 谷口屋 茂原市茂原591-1

11158 ワーウ焼肉 茂原市茂原593-1

11159 狼煙 茂原市茂原599-1

11160 ARBOR 茂原市茂原644-11

11161 居酒屋みな実 茂原市茂原644-11市東ビル一階

11162 キッチンすぎざき 茂原市茂原645

11163 太助 茂原市茂原645

11164 らみゅーず 茂原市茂原693番地

11165 マクドナルド茂原店 茂原市茂原85番地1

11166 養老乃瀧茂原東部台店 茂原市木崎2276番地1

11167 ラーメン一本やり 茂原市木崎291番地1

11168 隆ちゃん弁当 茂原市緑ケ丘1丁目42番3-1-6

11169 お食事処みねしま 茂原市六ツ野1904-7

11170 カフェラウンジ華 茂原市六ツ野1961-2KSビル4階

11171 魚料理こうの 茂原市六ツ野2927

11172 ナイトシアターエリ 茂原市六ツ野2927番地2

11173 居酒屋あかね 茂原市六ツ野3712-2

11174 エスオーユーホールディングス株式会社 茂原市六ツ野3863-3

11175 ウエストエンド 茂原市六ツ野4002

11176 吟家 茂原市六ツ野4010-3

11177 台湾料理海林茂原店 茂原市六ツ野4104

11178 びっくりドンキー茂原店 茂原市六ツ野八貫野2785-1

11179 つがるの里 茂原市鷲巣481-4

11180 ガスト 成田土屋店 成田市ウイング土屋105

11181 びっくりドンキー成田店 成田市ウイング土屋106

11182 マンマパスタ成田 成田市ウイング土屋112-2

11183 しゃぶしゃぶどん亭成田店 成田市ウイング土屋112番

11184 スシロー成田店 成田市ウイング土屋112番地

11185 Player'scafeSTYLE 成田市ウイング土屋172GRANDEZZA201

11186 北陸富山の美味とやまや 成田市ウイング土屋172グランデッツァ101

11187 ワンディー 成田市ウイング土屋185番地

11188 いなせ庵 イオン成田店 成田市ウイング土屋24

11189 東京餃子軒 成田市ウイング土屋24

11190 海鮮三崎港 イオンモール成田店 成田市ウイング土屋24

11191 しゃぶ葉 成田店 成田市ウイング土屋24

11192 FOOD BOAT Cafe 成田市ウイング土屋24

11193 HALAL DOSA BIRYANI 成田市ウイング土屋24

11194 カプリチョーザ トマト＆ガーリック 成田市ウイング土屋24

11195 創造中華 華星 成田市ウイング土屋24

11196 ベーカリーレストランサンマルク 成田市ウイング土屋24

11197 サンマルクカフェ イオンモール成田店 成田市ウイング土屋24

11198 URIDURI（ウリドゥリ） 成田市ウイング土屋24

11199 マクドナルド イオンモール成田店 成田市ウイング土屋24

11200 サイゼリヤ イオンモール成田店 成田市ウイング土屋24

11201 博多ラーメン 鉄馬 成田市ウイング土屋24

11202 WHO’S TEA 成田市ウイング土屋24-1F

11203 D'sSweetMarche 成田市ウイング土屋24イオンモール成田2F

11204 マメココロスタンド 成田市ウイング土屋24イオンモール成田2F

11205 ディッパーダン成田店 成田市ウイング土屋24イオンモール成田2F

11206 焼豚専門カンブリ屋 成田市ウイング土屋24イオンモール成田2階フードコート内

11207 タリーズコーヒーwithUイオンモール成田 成田市ウイング土屋24イオンモール成田店

11208 タイ国惣菜屋台料理 ゲウチャイ 成田市ウイング土屋24番地

11209 ケンタッキーフライドチキン 成田市ウイング土屋24番地

11210 デリシュー 成田店 成田市ウイング土屋24番地

11211 スターバックスコーヒー 成田市ウイング土屋24番地

11212 紅虎餃子房イオンモール成田店 成田市ウイング土屋24番地イオンモール成田

11213 金兵衛 成田市ウイング土屋254ウイング21ビル1F

11214 ラムじいさんのインドカレー 成田市ウイング土屋262タイムスビル101

11215 手仕事膳所いち川 成田市ウイング土屋268番地成田時計台ビル1F

11216 とん膳成田店 成田市ウイング土屋57番地

11217 ビッグボーイ 成田ウイング店 成田市ウイング土屋61

11218 すし銚子丸 成田店 成田市ウイング土屋65

11219 吉野家パビリオン成田店 成田市ウイング土屋80

11220 牛角ヒューマックス成田店 成田市ウイング土屋80



11221 カラオケ まねきねこ 成田土屋店 成田市ウイング土屋80

11222 温野菜 ヒューマックス成田店 成田市ウイング土屋80番地

11223 和食処寛吉 成田市ウイング土屋81

11224 成田大勝軒 成田市ウイング土屋88

11225 焼肉屋さかい成田店 成田市ウイング土屋89

11226 （株）ブロンコビリー成田店 成田市ウイング土屋91

11227 一幸成田店 成田市ウイング土屋93

11228 カサデナラ 成田市はなのき台1-227

11229 ガスト ウニクス成田店 成田市はなのき台2丁目25番地1

11230 宮本旅館 成田市伊能2058

11231 すし勝 成田市伊能554

11232 たのしや 成田市囲護台1099-3

11233 BISTRO厨房 じゃんぐる 成田市囲護台1101-8

11234 蓮 成田市囲護台1-1-1

11235 ささ木 成田市囲護台1-1-2

11236 沖縄料理にらいかない 成田市囲護台2-1-5

11237 ちゃんと家ダイニング成田西口店 成田市囲護台2-2-5高橋苺園ビル1階

11238 居酒屋空海 成田市囲護台2-8-2

11239 RISTORANTE&BARSOLA 成田市囲護台3-1-13

11240 カラオケピアス 成田市猿山382-4

11241 スナック＆喫茶杏花村 成田市押畑1052-5

11242 カラオケ愛 成田市下方1205

11243 和食・川魚 錦谷 成田市下方1382-2

11244 春夏秋冬 わき田 成田市加良部5-9-9

11245 夢庵 成田中央通り店 成田市加良部6-2

11246 居酒屋信長 成田市花崎町146-8成田フラッツ103号

11247 ヴィネリア 成田市花崎町527-1

11248 スナック エミ 成田市花崎町528

11249 KanPai 成田市花崎町529-1

11250 WhichOne 成田市花崎町529-1hanazakiyokotyouA棟

11251 串あげ串ノ丈 成田市花崎町529-2

11252 沖縄創作ダイニングビリーヴなんくるないさ 成田市花崎町530-1

11253 クラブ瑠璃 成田市花崎町530-2エリーゾ表参道

11254 ひつじや 成田市花崎町531-4金澤ビル1階

11255 Barcharmant 成田市花崎町531伊佐治ビル101

11256 奈々雪茶屋 成田市花崎町532-3-2F

11257 オツル 成田市花崎町532土屋ビル2F

11258 比内地鶏・天ぷら秋風 成田市花崎町532土屋ビルC号

11259 九四八成田店 成田市花崎町533-1

11260 塚田農場成田店 成田市花崎町533-10プレドラガールnarita1階

11261 タイ料理バーン・プータイ 成田市花崎町533-12

11262 うっとり成田店 成田市花崎町533-13

11263 串焼屋鶏ごっち成田店 成田市花崎町533-15

11264 BARZEBRA 成田市花崎町533-9

11265 ラーメンばやし 成田市花崎町533-9

11266 ピッツェリア ポジターノ 成田市花崎町533番地

11267 SUSHI創菜ダイニング黒子 成田市花崎町534

11268 Honey&Be 成田市花崎町535-3大日ビル

11269 株式会社江戸ッ子寿司 成田市花崎町536-10

11270 旨いもん処大和 成田市花崎町536サンロードビル1F

11271 ラマンチャ 成田市花崎町536マルミヤビル2階

11272 Umbrella 成田市花崎町537成田サンロードビル301号室

11273 ディライト 成田市花崎町537成田サンロードビル3階

11274 SpanshItarianHANA 成田市花崎町538-1林ビル102

11275 ザヴァージン 成田市花崎町538はやしビル1F

11276 株式会社江戸ッ子寿司 成田市花崎町736

11277 炭焼き餃子 あきら 成田市花崎町736

11278 蕎麦いちふく 成田市花崎町736-3

11279 韓国食堂イテウォン 成田市花崎町736-31

11280 ビッグエコー京成成田駅前店 成田市花崎町736-3-2F印宮ビル

11281 モッツバー福の家 成田市花崎町736-4

11282 焼肉屋田中商店開運橋通り店 成田市花崎町736-4

11283 旬彩 じらいや 成田市花崎町736-51

11284 わイルドチキン 成田市花崎町736-51開運ビル

11285 沖縄料理琉球村 成田市花崎町736-51開運ビル3F

11286 HANAICHI871 成田市花崎町736-63

11287 居酒屋ほっと 成田市花崎町736-68

11288 大衆酒場豚に真珠 成田市花崎町750-1沢田ビル101

11289 和風スナックあいちゃん 成田市花崎町750-2

11290 BARはねあがり 成田市花崎町750-34

11291 ローズヒップ 成田市花崎町750-34

11292 焼きとり会館源起 成田市花崎町750-34沢田ビル2F

11293 ステーキ肉男 成田市花崎町750-34沢田ビルB1

11294 居酒屋毘酒門天 成田市花崎町750-9

11295 らあめんclover 成田市花崎町766-2

11296 YASAI STYLE 成田市花崎町798-10

11297 五味酉 成田市花崎町798-6

11298 スパイラルステア―ケース 成田市花崎町799-62F新城ビル

11299 つぼ八京成成田駅前店 成田市花崎町814-19シティ成田ビル2階

11300 カラオケアリス 成田市花崎町814-19シティ成田ビル4階

11301 美味辛厨房まるから成田店 成田市花崎町814-23

11302 ひっぱりだこ成田駅前店 成田市花崎町814-24

11303 六調子 成田市花崎町814-24

11304 立ち呑み処 はっぴい 成田市花崎町814-24

11305 ハートビート 成田市花崎町814-24-2F

11306 スナックバー愛夢 成田市花崎町814-26希光ビル3F

11307 横浜家系ラーメン花崎家 成田市花崎町814-28ローズビル1F

11308 BarLepin 成田市花崎町814-28ローズビル5階

11309 だん 成田市花崎町814-32

11310 餃子の王将京成成田駅前店 成田市花崎町814-33

11311 カラオケの李美 成田市花崎町814-45

11312 しんゆうGUSUKU 成田市花崎町814-45榎本ビル101号室



11313 背脂らーめん宮本 本店 成田市花崎町814-5

11314 ホルモン焼肉　牛〇食堂 成田市花崎町814-5

11315 低温調理ダイニングilmare 成田市花崎町814-51成田第二正和ビル

11316 よろず屋成田 成田市花崎町814-55

11317 北海道はなの舞成田店 成田市花崎町814-56かわいビル1F・2F

11318 水産酒場 徳三丸 成田市花崎町814-74

11319 水産酒場 徳三丸 成田市花崎町814-74

11320 農家の野菜×創作料理101 成田市花崎町814-9山田ビルB1

11321 四川ダイニング櫻道 成田市花崎町814番地56かわいビル2FI号室

11322 月の家 成田市花崎町816

11323 まちのや 成田市花崎町816

11324 オリベートNARITA 成田市花崎町816

11325 レストランバー テッパツヤ 成田市花崎町816

11326 大ちゃん 成田市花崎町816

11327 酒粋処 まっすぐ 成田市花崎町816-1

11328 九州創作料理と厳選肉 結 成田駅前店 成田市花崎町816-15

11329 マクドナルド 成田駅前店 成田市花崎町816-2

11330 備長炭焼七左衛門 成田市花崎町816-21水野ビル1F

11331 NIGHTFAIRLastBlue 成田市花崎町816-23山田ビル2F

11332 ひばり 成田市花崎町816-25

11333 日高屋成田東口店 成田市花崎町816-2-9信水舎ビル

11334 MAXIMODINERNARITA 成田市花崎町816-2F

11335 JAPANESEDAINING和民成田店 成田市花崎町816-2若松ビルB1F

11336 寅屋本店 成田市花崎町816-4

11337 もつ焼き寅屋京成店 成田市花崎町816-41F

11338 NEWCLUBONE 成田市花崎町816プライムレーベル3F

11339 獅子舞 成田市花崎町816水野ビル2階

11340 クラブ雅 成田市花崎町816水野ビル3階

11341 MAXICAFE 成田市花崎町816番地2

11342 ふる里 成田市花崎町817-2F

11343 川の音成田 成田市花崎町818-1

11344 ホテルウェルコ成田ハーフタイム 成田市花崎町818-1

11345 隠れ家 個室ダイニング 黒子 成田市花崎町818-1-B1

11346 居楽屋 白木屋 成田市花崎町818信水舎ビル1F

11347 京成成田ホルモンおいで屋/魚民 成田市花崎町818信水舎ビル2階

11348 北海 成田市花崎町821-1階

11349 串かつでんがな 成田市花崎町828-11

11350 大和寿司 成田市花崎町828-11

11351 本格中華料理 八福 成田市花崎町828-11

11352 ビッグエコー成田駅前店 成田市花崎町828-11スカイタウン成田201

11353 クラブニューこづち 成田市花崎町828-11スカイタウン成田地下1階

11354 株式会社サイゼリヤ 京成成田駅前店 成田市花崎町828-12

11355 こだわりもん⼀家成⽥店 成田市花崎町828-8

11356 鳥正 成田市花崎町828番地11スカイタウン成田B1

11357 隠れ家個室居酒屋くろ助 成田市花崎町830-10

11358 華舞花 成田市花崎町830-19N．K-7ビル2階

11359 手羽唐・旨もん手羽市成田店 成田市花崎町830-21

11360 そば酒房ひぐらし 成田市花崎町839

11361 BardeNero 成田市花崎町839-1

11362 屋台屋博多劇場 成田市花崎町839-1

11363 NaritaRadioTaps 成田市花崎町839-1

11364 大衆馬肉料理 跳ね馬 成田市花崎町839-1

11365 鶴亀堂 成田市花崎町839-12

11366 寅屋 成田市花崎町839-1-2

11367 三代目鳥メロ成田駅前店 成田市花崎町839-1フローラル花咲ビル2F

11368 DOUZE COFFEE 成田市花崎町839-3

11369 海鮮屋鳥丈 成田市花崎町839-34

11370 もんぶらん 成田市花崎町839-35

11371 創作中華 千離宮 成田市花崎町839-36

11372 Ａｚｚｕｒｒｏ　成田店 成田市花崎町839-36

11373 Azzurro成田店 成田市花崎町839-36フォルテーヌ1F

11374 磯丸水産JR成田東口店 成田市花崎町839番地

11375 シンデレラ 成田市花崎町839番地40芙蓉ビル1階

11376 ClubJoker 成田市花崎町839番地40芙蓉ビルB1F

11377 富婦㐂 成田市花崎町841

11378 Middle 成田市花崎町842

11379 パブスナック東洋 成田市花崎町842

11380 seeds 成田市花崎町842-2

11381 MEEMOOBOO 成田市花崎町842-201

11382 barRoad. 成田市花崎町842旭ビル2階202

11383 ジュン 成田市花崎町843

11384 Jalan baru 成田市花崎町843

11385 みちふじ 成田市花崎町843-2

11386 今宵、成田で世界の肉料理とごほうびワインを 成田市花崎町845-1

11387 鳥半魚半 成田市花崎町846

11388 海鮮・炭焼き あきら 成田市花崎町846

11389 めし屋 一早 成田市花崎町846-1

11390 ラーメンボーイズ 成田市花崎町846-16-1F

11391 YOCHIBAL 成田市花崎町847-1

11392 MusicLaboBACKDROP 成田市花崎町853-10

11393 路地裏バルCoyote 成田市花崎町853-11

11394 ロード 成田市花崎町853-6

11395 GirlsCafeD 成田市花崎町853-7

11396 GOLD 成田市花崎町853-7第2印東ビル1階

11397 和光 成田市花崎町853-8

11398 さわらや 成田市花崎町854-9

11399 mr.kanso成田店 成田市花崎町856

11400 CLUBダイヤモンド 成田市花崎町856-3

11401 居酒屋こころ 成田市花崎町856-4

11402 串本 成田市花崎町857-6串本ビル

11403 成田肉横丁 成田市花崎町904

11404 京都銀ゆば京成成田駅前店 成田市花崎町906アパホテル京成成田駅前1F



11405 山内農場京成成田東口駅前店 成田市花崎町959京成成田東口第一森田ビル1階

11406 ミートスタンドグリル＆バー 成田市花崎町959森田ビル1F

11407 鮨 やまと 成田市花崎町968

11408 レストランSTELLA 成田市花崎町970リッチモンドホテル1F

11409 有限会社とみさわ 成田市滑川69-1

11410 タイレストランラープコンケーン 成田市官林376-29

11411 トムヤムクン 成田市官林376-29

11412 ツイン 成田市官林376-29

11413 スナックレモン 成田市官林376-29

11414 酒処あや 成田市官林385-818

11415 バーン グラーン パー 成田市官林388番地283

11416 割烹関源 成田市関戸104

11417 Ochanery 成田市吉岡1113-1

11418 篝 成田市吉岡1124-31

11419 株式会社乃どり 成田市吉倉150-10

11420 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 成田市吉倉241-1

11421 居酒屋あかり 成田市久井崎155-36

11422 飄々 成田市橋賀台1-45-3佐野田ビル1F

11423 ピザ工房馬車道成田店 成田市郷部1314

11424 宝島 成田店 成田市郷部1360

11425 御食事処扇 成田市郷部1364

11426 サイゼリヤ 成田郷部店 成田市郷部1397

11427 コパン 成田市玉造3-6-1

11428 和風れすとらんオリーブ 成田市玉造3-6-1-4

11429 スイヤ 成田市玉造3-6-8-102

11430 ル・クレール 成田市玉造4-12-2

11431 アトリエコリジェ 成田市玉造5丁目45-7

11432 謝朋殿 成田国際空港店 成田市古込1-1

11433 スターバックスコーヒー 成田市古込1-1

11434 エヌズコート 成田市古込1-1

11435 銀だこハイボール酒場 成田市古込1-1

11436 おぼんdeごはん成田空港店 成田市古込1-1成田国際空港第2ターミナルビル4F

11437 吉野家成田国際空港第2本館店 成田市古込1-1第2旅客ターミナルビル本館2階M2216

11438 カフェ＆バー アビオン 成田市古込字古込1-1

11439 エクセルシオールカフェ 成田市古込字古込1-1

11440 タリーズコーヒー成田空港第2ターミナル 成田市古込字古込1番1成田国際空港内第2旅客ターミナル本館3階制限区域

11441 海鮮三崎港 成田空港第1ビル店 成田市御料牧場1-1

11442 cafevi-vo 成田市公津の杜1-13-14

11443 蔵馬 成田市公津の杜1-13-17日掘ビル

11444 ナルサワパスタ 成田市公津の杜1-13-8-1F

11445 すし處辰巳 成田市公津の杜1-14-3

11446 中華 えんちゃん 成田市公津の杜1-2-12

11447 鳥玄成田公津の杜店 成田市公津の杜1-2-9FUJIビル102

11448 かに、海鮮和食大和 成田市公津の杜2-2-3

11449 ドトールコーヒー エネジェット公津の杜店 成田市公津の杜2-27-1

11450 華の湯 成田市公津の杜2-40-1

11451 喫茶スナックパール 成田市公津の杜2-6-4

11452 ポルチェリーノ 成田市公津の杜2-6-8

11453 和食処若木 成田市公津の杜3-3-6

11454 Agree 成田市公津の杜3-37-3

11455 旬の味覚ふく。 成田市公津の杜3-37-3メゾンドヴュー101

11456 cafeatempo 成田市公津の杜3-37-3メゾンドヴュー102

11457 くるまやラーメン成田公津店 成田市公津の杜3-38-1

11458 しゃぶ葉 公津の杜店 成田市公津の杜3-40-11

11459 リストランテ アントン 成田市公津の杜3-6-4-1F

11460 寿司処 飯田 成田市公津の杜3-6-5

11461 ライトハウス 成田市公津の杜3-6-5ソレイユビル101

11462 創作料理旨い酒孫右衛門 成田市公津の杜3-6-7-104

11463 亀鰻 成田市公津の杜3丁目37番地3号

11464 鼎 成田市公津の杜3丁目6番地5

11465 洋食屋モリキチ 成田市公津の杜4-12

11466 新中華中国四川料理 成田市公津の杜4-12プロシードCO-Z東A-1

11467 薪と炭焼きいと半 成田市公津の杜4-12プロシードCO-Z東館A2

11468 AND...You公津の杜 成田市公津の杜4-12プロシードCO-Z東館E号

11469 サイゼリヤ 成田ユアエルム店 成田市公津の杜4-5-1

11470 PizzeriaebarLEGAME 成田市公津の杜4丁目12番地CO-Z東館D号

11471 株式会社成毛家 成田市幸町395

11472 食事処酒処陽（HARU） 成田市幸町397

11473 ウエスト成田店 成田市江弁須490-12

11474 すき家 成田江弁須店 成田市江弁須490-16

11475 ケンタッキーフライドチキン 成田市江弁須490-2

11476 とんQ成田ニュータウン店 成田市江弁須96-31

11477 焼肉むさし成田店 成田市江弁須字下谷96-36

11478 ごはんや弘 成田市高1105-2

11479 弓田食堂 成田市高171

11480 多国籍料理「ガンダーラ」 成田市高478-1

11481 成田・虎智庵 成田市高544-1

11482 まきばの浜ちゃん 成田市高岡1661

11483 スナックライズ 成田市三里塚105

11484 スターバックスコーヒー成田空港店 成田市三里塚1-1

11485 京成 友膳 成田市三里塚1-1

11486 ドトールコーヒー 成田空港第一ターミナルビル店 成田市三里塚1-1

11487 カフェ＆バー アビオン 成田市三里塚1-1成田国際空港

11488 すし京辰 成田市三里塚1-1成田国際空港第1ターミナル3F

11489 すし京辰成田空港店 成田市三里塚1-1成田国際空港第1ターミナル第3サテライト

11490 TATSU 成田市三里塚1-1成田国際空港第1ターミナル中央エリア

11491 肉料理やきすきやんま 成田市三里塚1-1成田国際空港第1ターミナル中央ビル4F

11492 TokyoFoodBar成田空港店 成田市三里塚1-1成田国際空港第1旅客ターミナルビル内3F第5サテライトS3010

11493 奈美喜食堂 成田市三里塚157

11494 鮨割烹お好み焼 弥しろ 成田市三里塚46

11495 サブウェイ成田空港第1ターミナル南ウイング店 成田市三里塚御料1-1

11496 京花 成田市三里塚御料1-1321



11497 すし佐七 成田市三里塚御料1-1362

11498 お茶漬け・やきとり 味佳 成田市三里塚御料1-198

11499 だし茶漬けえん成田空港店 成田市三里塚御料1-1成田国際空港内第1旅客ターミナル中央ビル本館4F

11500 焼肉HAPPY 成田市三里塚御料1-218

11501 niboshinoodle烏 成田市三里塚御料1-220

11502 バーミヤン 成田三里塚店 成田市三里塚御料1-245

11503 焼肉ホルモン亭 成田市三里塚御料1-288

11504 関西居酒屋四季 成田市三里塚御料1-307

11505 麻希 成田市三里塚御料1-855

11506 caffeLAT.25°成田空港第1ターミナル店 成田市三里塚御料牧場1-1

11507 台湾料理味や 成田市三里塚光ケ丘1-375

11508 ダイニングバーピクシィ 成田市三里塚光ケ丘1-378石橋第2ビル105

11509 居酒屋わらべ 成田市三里塚光ケ丘1-378石橋第二ビル

11510 成田AICエアポートホテルレストラン 成田市三里塚光ケ丘1-409

11511 ビストロ サリュー 成田市三里塚光ケ丘1-584

11512 成田 牛武 成田市三里塚光ケ丘1-740

11513 川波 成田市三里塚光ケ丘1-755

11514 海豚亭 成田市山之作273-1

11515 ココス 成田店 成田市寺台28-1

11516 すき家成田東店 成田市寺台28-1

11517 韓国食堂ユリ 成田市寺台48-4

11518 タイシティ 成田市寺台51-1

11519 K．K．名取亭 成田市寺台575

11520 ロイヤルホスト成田店 成田市寺台川向9-11

11521 成田東武ホテルエアポート 成田市取香320の1

11522 成田東武ホテルエアポート 成田市取香320の1

11523 ほかけ鮨 ホテル日航成田店 成田市取香500

11524 ホテル日航成田コーヒーラウンジ 成田市取香500ホテル日航成田

11525 ホテル日航成田サンセットラウンジ 成田市取香500ホテル日航成田

11526 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 成田市取香500ホテル日航成田

11527 ホテル日航成田中華レストラン桃李 成田市取香500ホテル日航成田

11528 東麺房成田店 成田市取香529

11529 すき家 成田取香店 成田市取香529番1

11530 天丼の店アラジン 成田市取香530-24

11531 ありが豚 成田市取香560

11532 フレッシュネスバーガー 成田市取香字上人塚148-1

11533 仙臺たんや利久 成田空港第3ターミナル店 成田市取香字上人塚148-1

11534 リンガーハット成田空港第3旅客ビル店 成田市取香字上人塚148-1

11535 ぼてぢゅう屋台成田国際空港店 成田市取香字上人塚148-1成田国際空港第3旅客ターミナルビル本館2階フードコート内

11536 TATSUSUSHI 成田市取香字上人塚148-1第3旅客ターミナル2階L2037

11537 caffeLAT.25°成田空港第3ターミナル2F店 成田市取香字上人塚148番地1

11538 caffeLAT.25°成田空港第3ターミナル3F店 成田市取香字上人塚148番地1

11539 紅虎小吃店 成田市取香字上人塚148番地1

11540 海幸 しのぶ 成田市宗吾2-278-1

11541 カフェ 和蘭豆 成田市宗吾2-478-2

11542 cafeウチのキ-マカレー 成田市宗吾3-538-1

11543 まぐろや食堂 成田市宗吾3-565-1

11544 鶏が先か卵が先か 成田市宗吾3-565-1-13-1

11545 中国料理伯竜 成田市宗吾3-575-16

11546 季節料理 青山 成田市宗吾3-631

11547 福仙 成田市十余三27-6

11548 ヒルトン成田オープンキッチン（テラスレストラン） 成田市小菅456

11549 ヒルトン成田テラスバー 成田市小菅456ヒルトン成田

11550 ヒルトン成田中国料理梅園 成田市小菅456ヒルトン成田

11551 ヒルトン成田日本料理松風 成田市小菅456ヒルトン成田

11552 成田ビューホテル（トップレストラン） 成田市小菅700

11553 成田ビューホテル 成田市小菅700

11554 成田ビューホテル（中国レストラン）1F 成田市小菅700

11555 稲の穂 成田市松崎1249

11556 酒らん童 成田市松崎内小代1827-1

11557 御食事処いとう 成田市松子373

11558 海鮮処大元 成田市上町497

11559 ことのは 成田市上町504サングリーン成田ハイツ1F

11560 さくら寿し 成田市上町504番地サングリーン成田ハイツ一階店舗

11561 シャルルフレンチル・タンドール 成田市上町507-2

11562 SKINPRAY 成田市上町508オーツービル201号

11563 ライオンズ・デン 成田市上町514

11564 一ふじ 成田市上町521

11565 Little Italy 成田市上町521-3

11566 Grilledmeat玄 成田市上町521-4

11567 鳥伊勢 成田市上町521番地

11568 ビストロコパン 成田市上町551ビストロコパン

11569 マルチョウ 長谷川 成田市上町552

11570 SHARE'sKitchen 成田市上町553-2

11571 鴻福居 成田店 成田市上町555-2

11572 アルボル 成田市上町556-1五番幹

11573 衛正 成田市上町556-1五番幹3A

11574 クラウドナイン 成田市上町556-1五番幹ビル2階

11575 TheSenny's 成田市上町558-1

11576 TRATTORIA 寿々喜 成田市上町858

11577 ブラジル レストラン テコテコ 成田市上町858-1

11578 居酒屋 五月 成田市上町858-1

11579 所ちぃん 成田市上町858-17

11580 金星 成田市上町858番地17

11581 駒寿し 成田市新田301-3

11582 FarmHousekitchenクレソン 成田市水の上964-90

11583 軽食・喫茶ゆう 成田市成井423-10

11584 一力 成田市成田430

11585 寿し処 瓢箪 成田市西三里塚1-105

11586 くるまラーメン 成田市西三里塚1-90

11587 希花束 成田市西三里塚1の580

11588 La・銀兆 成田市西三里塚262-1



11589 醍醐 成田市西大須賀1000

11590 かじや飲食店 成田市西大須賀1434-5

11591 南洋飯店 成田市赤坂2-1-10

11592 中華料理 福縁 成田市赤坂2-1-10

11593 MAMMA IN CUCINA 成田市赤坂2-1-10ボンベルタ

11594 ビンディ 成田市赤坂2-1-10ボンベルタ成田4階

11595 コメダ珈琲店 成田ニュータウン店 成田市赤坂3-4

11596 呑み処食い処つうちゃん 成田市川栗805-4

11597 ダイニング 花遊膳 成田市川上245-582

11598 カラオケ アイリス 成田市川上245-583

11599 和食料理髙はし 成田市川上245-698

11600 タイレストランひめちゃん 成田市川上245-702

11601 カラオケ恋歌 成田市川上245-702

11602 カラオケなつみ 成田市川上245-702川上店舗105号

11603 かしわ 成田市前林1138-4

11604 CafeBar151A 成田市前林614-2

11605 千寛 成田市前林621-1

11606 中華料理店開進 成田市前林804-1

11607 御食事処龍ちゃん 成田市多良貝245-420

11608 台方ラーメン 成田市台方299

11609 ホテルマイステイズプレミア成田B1 成田市大山31番地

11610 ホテルマイステイズプレミア成田1F 成田市大山31番地

11611 ホテルマイステイズプレミア成田11F 成田市大山31番地

11612 ホテルマイステイズプレミア成田11F 成田市大山31番地

11613 ホテルマイステイズプレミア成田11F 成田市大山31番地

11614 オステリアラ・カンパーニャ 成田市大山658

11615 ReadytoFlight!NARITA 成田市大室680

11616 ポローニア 成田市大清水129

11617 焼肉屋 田中商店 成田市大清水213-1

11618 野沢羊肉店 成田市大清水66

11619 荒磯 成田市大袋653-12

11620 TOASTANDHONEY 成田市大竹295

11621 台湾料理烏來 成田市中台6-1-3の2

11622 居酒屋かた山 成田市中台6-1-6中台ショッピングセンター

11623 鰻こなや 成田市仲町389粉名屋

11624 国之家 成田市仲町390

11625 鰻福亭 成田市仲町394鰻福亭

11626 居酒屋途中駅 成田市長沼2873-2

11627 かっぱ 成田市津富浦1207

11628 仁康 成田市田町321

11629 三久 成田市田町330-2

11630 桐之家 成田市田町58

11631 食事処小料理こくぶ 成田市土屋1039-3

11632 高倉町珈琲成田店 成田市土屋1109-4

11633 からやま成田店 成田市土屋1189-1

11634 くら寿司 成田土屋店 成田市土屋1288-1

11635 カレーハウスCoCo壱番屋成田空港通店 成田市土屋1305-1

11636 九州博多ラーメンぽんこつ亭 成田市土屋1314-2

11637 焼肉 友苑 成田市土屋1411

11638 ごはん処 とらきち 成田市土屋170-1

11639 ミスタードーナツイオン成田ショップ 成田市土屋24

11640 道とん堀成田店 成田市土屋402-1

11641 BuschenSchank 成田市土屋411-1

11642 とんとん亭 成田市土屋411-1

11643 鮨処 いしい 成田市土屋411-1

11644 居酒屋粋 成田市土屋411番地1

11645 百香亭成田店 成田市土屋516-4青柳ビル1F

11646 そば処 新兵衛 成田市土屋517-1

11647 お食事処 たばたや 成田市東ノ台1092-26

11648 童夢 成田市東ノ台953-4

11649 東魁飯店 成田市東町107-1

11650 かつや成田東町店 成田市東町108-1

11651 木更津タンメン キサタン 成田店 成田市東町109-1

11652 つけ麺天道成田店 成田市東町112-2

11653 MINDANAO RESTO BAR 成田市東町127-4

11654 プーウエスト 成田市東町127-4

11655 AIKOSHANGOUTRESTOBAR 成田市東町127-4遠藤ビル101

11656 熊のや 成田市東町127-4遠藤ビル102

11657 フォルクス成田店 成田市東町168-1

11658 花むら 成田市東町85-16

11659 有限会社成田ひがし屋ホテル 成田市東町92-2

11660 もくもく 成田市東町92-3

11661 韓国食堂チヂミ 成田市東町92-3林店舗2号店

11662 丸源ラーメン成田店 成田市東和田565-6

11663 居酒屋さかえ 成田市南羽鳥1812-1

11664 有限会社香車 成田市南羽鳥1815-3

11665 清暢庵 成田市南羽鳥迎山1279-2

11666 蕎麦なめ木 成田市南平台1169-17

11667 鮨処つち弥 成田市馬橋1-11

11668 dearsherry 成田市馬橋1-18ウェルストン2階

11669 山茶花 成田市馬橋1-18ウエルストンビル1F

11670 居酒屋宮 成田市馬橋1-9

11671 バーラボ 成田市馬橋1-9宮本第一ビル101

11672 DiningBarJET8 成田市馬橋7-21

11673 Cafe＆KitchenDan-Ran 成田市馬橋8-3成田駅構内西口2F

11674 天勇 成田市馬乗里591-24

11675 AUBE Dinning 成田市畑ケ田852

11676 居酒屋 金龍 成田市飯岡10

11677 カラオケマック成田店 成田市飯仲11-10

11678 はま寿司 成田飯仲店 成田市飯仲11-17

11679 ステージフィフティ・ワン 成田市飯仲14-10

11680 DHOOM 成田市飯仲14-3ハイドリーム101



11681 居酒食堂わ楽 成田市飯仲14-3ハイドリーム103

11682 いきなりステーキ成田飯仲店 成田市飯仲42-19

11683 らーめん一代 成田市飯仲45成田市場内

11684 由亀 成田市飯田町1-10

11685 居酒屋 あぶちゃん 成田市飯田町1-10

11686 博千 成田市飯田町1-10-6

11687 小料理 華道 成田市飯田町128-26

11688 居酒屋はなみずき 成田市飯田町128-41

11689 呑み喰い処和雅家 成田市飯田町135-80

11690 ステーキハウスモウモウ 成田市飯田町143-11

11691 アジアンダイニング縁 成田市飯田町143-6

11692 マクドナルド成田ニュータウン店 成田市飯田町143-7

11693 じなん坊 成田市飯田町145-9

11694 新富寿司 成田市飯田町150-1

11695 ひかり食堂 成田市飯田町150-1

11696 西洋料理とスパゲッティーの店 成田市飯田町157-15

11697 なりた大鮨 成田市飯田町157-26

11698 モスバーガー成田ニュータウン店 成田市飯田町158-16

11699 らーめんどてちん 成田市飯田町161-11

11700 ココス 成田飯田町店 成田市飯田町161-2

11701 中華麺琢 成田市飯田町177-43

11702 PIZZERIAANIMA 成田市飯田町182-1江波戸ビル101

11703 おか天 成田市飯田町183-3

11704 デニーズ成田店 成田市飯田町2-10

11705 Darts&SportsATTIC 成田市飯田町2-92

11706 玉菜家 成田市飯田町2-94

11707 居酒屋 Amaki 成田市飯田町2-94

11708 NEO 成田市飯田町2-94

11709 辛い屋 成田市飯田町2-94吉野屋店舗3号室

11710 時代おくれ 成田市飯田町98-4Fビル

11711 和食レストランとんでん成田店 成田市美郷台1-11-1

11712 麺場田所商店成田店 成田市美郷台1-11-2

11713 ヤキトリ大吉成田店 成田市美郷台1-18-8

11714 やよい軒 成田美郷台店 成田市美郷台1-19-11

11715 マクドナルド408成田美郷台店 成田市美郷台1丁目19-13

11716 さざんか 成田市美郷台2丁目14-30

11717 杉のや 成田市美郷台3-11-12

11718 翁本家 成田市美郷台3-1-14

11719 醉仙閣 成田市美郷台3-16-14

11720 徳樹庵成田美郷台店 成田市美郷台3-17-3

11721 スターバックスコーヒー成田美郷台店 成田市美郷台3-1-8

11722 カラオケ本舗まねきねこ成田店 成田市美郷台3丁目1-5

11723 魚べい 成田美郷台店 成田市美郷台3丁目17-3

11724 カラオケばー庵 成田市不動ケ岡1114-5

11725 山乃家 成田市不動ケ岡1746

11726 PUBMARQUEZ 成田市不動ケ岡2117-7クワハラビル2F

11727 クラブ貴子 成田市不動ケ岡2118-35TKビル1階

11728 DM2HANGOUT 成田市不動ケ岡2118-35TKビル3階

11729 松屋51号線成田店 成田市不動ケ岡2148-6

11730 ガスト成田店 成田市不動ケ岡2154-1

11731 おいでやす膳 成田市並木町156-17

11732 来て烈 成田市並木町156-18

11733 やきとりと地酒処ききょう 成田市並木町156-19

11734 居酒屋くみ 成田市並木町156-19

11735 KaraokeJUN 成田市並木町156番13小川ビル102

11736 三姉妹 成田市並木町167-18

11737 居酒屋 小百合 成田市並木町204-4

11738 すたみな太郎成田店 成田市並木町217-1

11739 味道園 成田市並木町219-168

11740 カラオケハウスゆきちゃんAvalon 成田市並木町219-209

11741 ファンタジー 成田市並木町219-209金杉店舗104号室

11742 PUBIRENE 成田市並木町219-251

11743 Insomnia 成田市並木町219-251ヤマサンA棟

11744 幸むら 成田市並木町219-41たもつビル1階

11745 から好し 成田並木町店 成田市並木町219-72

11746 くし平 成田市並木町219番地41

11747 鳥丈成田店 成田市並木町221-276

11748 BISTROMOZU 成田市並木町67

11749 旬彩創作才蔵 成田市並木町76-1

11750 セグズ カフェ アンド ダイナー 成田市並木町字野沢台143-24

11751 居酒屋瀬お 成田市宝田901

11752 台所まるみ 成田市北羽鳥2203

11753 大雅飯店 成田市北羽鳥2279-3

11754 ANAクラウンプラザホテル成田 成田市堀之内68番

11755 ANAクラウンプラザホテル成田 成田市堀之内68番

11756 9秒カレー成田店 成田市本三里塚1001-484

11757 立喰そば屋 成田市本三里塚172-13

11758 安 成田市本三里塚203-19

11759 和風スナックてまり 成田市本三里塚207-23

11760 ラーメン真ちゃん 成田市本三里塚207-3

11761 酒場夢 成田市本城153-2

11762 LEYON 成田市本城243-7

11763 rapporti 成田市本城32-13

11764 花壇 成田市本城33-3

11765 居炉鳥 成田市本城33-9根本アパートA棟1階

11766 田中屋本店 成田市本町332

11767 田川家 成田市本町334

11768 日野屋 成田市本町346

11769 松鮨 成田市本町574-4

11770 Pоcо・a・Pоcо 成田市名古屋1374-223

11771 居酒屋里 成田市野毛平210

11772 つけ麺 秋山 成田市野毛平211



11773 居酒屋としちゃん 成田市野毛平71-56

11774 龍 成田市竜台381

11775 和食喜八 佐倉市ユーカリが丘1-1-25

11776 One&OnlyCafeユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘2-1-11、1-12

11777 スターバックスコーヒー ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘2-32-16

11778 飲み処たこ焼き八屋 佐倉市ユーカリが丘2-32-6

11779 ♯ Burgerholic 佐倉市ユーカリが丘2-32-6

11780 カレーハウスCoCo壱番屋 佐倉市ユーカリが丘2丁目32-1

11781 なのはな亭キッチン 佐倉市ユーカリが丘3-2-1101号山万サンサンビル

11782 なのはな亭 佐倉市ユーカリが丘3-2-1104号山万サンサンビル

11783 アクア・ユーカリ 佐倉市ユーカリが丘3丁目2-1

11784 ラ・カパンナ 佐倉市ユーカリが丘3丁目3-11高橋ビル1F

11785 びっくりドンキー佐倉ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘3丁目4-1

11786 串焼屋鶏ごっちユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘4-1-1A-3

11787 シネマサンシャイン ユーカリが丘 佐倉市ユーカリが丘4-1-4

11788 そば処 すずの家 本店 佐倉市ユーカリが丘4-1-5

11789 里山transit 佐倉市ユーカリが丘4-1スカイプラザモール2階

11790 鳥八 佐倉市ユーカリが丘4-3

11791 中国料理やぜず 佐倉市ユーカリが丘4-3-2階ジョイナード2

11792 北海道ファーマーズダイニング 佐倉市ユーカリが丘4-3ジョイナード2F14号

11793 魚民ユーカリが丘駅前店 佐倉市ユーカリが丘4-8-6ユーカリが丘駅前ビル2階

11794 カプリチョーザユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘4丁目1-1

11795 庄や ユーカリが丘駅前店 佐倉市ユーカリが丘4丁目8-1

11796 SobaCafe3〇1 佐倉市ユーカリが丘6-4-1

11797 道とん堀ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘6-5-1

11798 ヴァンガード 佐倉市ユーカリが丘6丁目4-1

11799 マンダリン・キャップ 佐倉市ユーカリが丘四丁目8番1号

11800 手打蕎麦 三乗 佐倉市井野1362-3

11801 レストラン秀和 佐倉市井野1422

11802 やよい軒 佐倉井野店 佐倉市井野1429-2

11803 みろべー 佐倉市井野1444番地26

11804 北海道ラーメン 帯広ロッキー 勝田台店 佐倉市井野1467-23

11805 マクドナルド 296志津店 佐倉市井野1473-5

11806 本陣串や 勝田台井野店 佐倉市井野1485

11807 カラオケBanBan 勝田台店 佐倉市井野1487-2

11808 かつ波奈佐倉志津店 佐倉市井野1491

11809 カラオケ居酒屋ナインワン 佐倉市井野1491-1

11810 らーめんどてちん3 佐倉市井野1491-1

11811 七輪房 井野店 佐倉市井野1495番地1

11812 高倉町珈琲勝田台店 佐倉市井野1533-1

11813 北海道生まれ和食処とんでん勝田台店 佐倉市井野1534-16

11814 居酒屋恋子 佐倉市井野1536-15キューブ3

11815 楚 天 佐倉市井野1536番地16

11816 Sausage&Bar2by 佐倉市井野1544-14Sausage＆Bar2by

11817 ほほ笑み 佐倉市井野1544-17

11818 スナック＆喫茶 ラビアン 佐倉市井野1544-30

11819 ふるさと 佐倉市井野1544番地29

11820 ChineserestaurantShangri・La 佐倉市井野1547-1雅ビル1F

11821 すき家296号佐倉井野店 佐倉市井野1572番地2

11822 スシロー勝田台店 佐倉市井野字庚申前1461番地17

11823 手打らーめん珍来かのや 佐倉市井野字南側1547-3

11824 くらしき 佐倉市井野町107-1

11825 すし銚子丸 志津店 佐倉市井野町60番地2

11826 とろこくチャーシューごとく勝田台店 佐倉市井野町66-1

11827 いいとも 佐倉市稲荷台1-10-1-203

11828 麺屋青山 佐倉市稲荷台1-10-2

11829 居酒屋祭 佐倉市稲荷台1-10-2倉田ビル1階

11830 炭火・海鮮三心 佐倉市稲荷台1-12-4

11831 美味佳楽酔 佐倉市稲荷台1丁目10-1相川ビル202号

11832 串焼き炙りや炭いち 佐倉市稲荷台2-1-1アースライト臼井103号室

11833 有限会社はせがわ 佐倉市稲荷台2-14-14

11834 リストランテカステッロ 佐倉市臼井1567番地2

11835 時の砂 佐倉市臼井1800-150清藤店舗中2階102号

11836 日本料理一元 佐倉市臼井1851-1

11837 居酒屋おおいわ 佐倉市臼井台1278-4

11838 和風料理 田子作 佐倉市臼井台506番地15

11839 居酒屋佐蔵 佐倉市栄町10-24-1F佐蔵

11840 酒処恋い恋 佐倉市栄町10-9

11841 庄や京成佐倉店 佐倉市栄町18-14佐倉Nビル

11842 とりのごん助京成佐倉店 佐倉市栄町18-5十九浦店舗1階

11843 インド・ネパールレストラン シリザナ 佐倉市栄町19-5-109号

11844 ヤチクロバーガー 佐倉市栄町19-7

11845 酒仙房 SinRA 佐倉市栄町21番地15

11846 ガスト佐倉店 佐倉市栄町22番地11

11847 ステーキガスト佐倉店 佐倉市栄町22番地11

11848 藍屋 佐倉店 佐倉市栄町22番地11

11849 花びし 佐倉市栄町5-3

11850 TrattoriaNoce 佐倉市栄町7-8三陽ビル101

11851 酒家味山 佐倉市栄町9-1

11852 泡盛沖縄料理なんくるないさ 佐倉市王子台1-15-18

11853 中國料理 Kuji Kuji 佐倉市王子台1-15-20

11854 居酒屋いっちゃん 佐倉市王子台1-18-9

11855 居酒屋ひめ 佐倉市王子台1-18-9立田ハイツ103

11856 たけよし 佐倉市王子台1-18-9立田ハイム102

11857 スナックふれ愛 佐倉市王子台1-20-13

11858 鉄板焼 ドンキー 佐倉市王子台1-21-8

11859 炭火串焼白丸 佐倉市王子台1-22-13海佑ビル202

11860 旬菜魚 五十嵐 佐倉市王子台1-22-17

11861 CLUBS 佐倉市王子台1-22-7-2F

11862 鳥貴族京成うすい店 佐倉市王子台1-22-8

11863 晴晴飯店イオン臼井店 佐倉市王子台1-23

11864 酒処明 佐倉市王子台1-24-29



11865 カラオケBanBan 佐倉王子台店 佐倉市王子台1-26-1

11866 さっぽろ亭きあい岳ヒュッテ 佐倉市王子台1-26-10

11867 焼肉レストラン 南江 佐倉市王子台1-26-9

11868 ナイトパブMAKI 佐倉市王子台1-27-3ダイアパレス京成臼井703

11869 ADay 佐倉市王子台1-8-6伊藤ビル2F

11870 リストランテラ、ポモドーロ 佐倉市王子台1丁目21-20

11871 中華料理50番 佐倉市王子台1丁目24番21猊倉ビル1FB室

11872 料理とワインの庄 茜 佐倉市王子台1丁目26-17

11873 居酒屋 ぐびっと 佐倉市王子台1丁目27番地13

11874 龍華 佐倉市王子台2-26-11

11875 Buona Vita 佐倉市王子台2-26-12

11876 コメダ珈琲店 佐倉王子台店 佐倉市王子台2-28-6

11877 ファンタジィ 佐倉市王子台2-29-12

11878 リンガーハット佐倉王子台店 佐倉市王子台2丁目12-12

11879 すき家 佐倉店 佐倉市王子台2丁目12-22

11880 宝島 佐倉王子台店 佐倉市王子台2丁目28-10

11881 美食処和さ美 佐倉市王子台3-1-2花島ビル2F

11882 まっこす 佐倉市王子台3-15-4

11883 株式会社鮨いく本 佐倉市王子台3-15-6

11884 らーめん おぐり 佐倉市王子台3-26-12

11885 ココス佐倉王子台店 佐倉市王子台3-26-6

11886 花水月 佐倉市王子台3-7-17

11887 なごみ 佐倉市王子台3-7-17

11888 プロヴァンス 佐倉市王子台3丁目1-17

11889 焼肉＆居酒屋あき 佐倉市王子台3丁目15-3

11890 日本料理 花苑 佐倉市王子台3丁目27-12

11891 スパゲッティ専科 すたじおーに 佐倉市王子台3丁目3-1

11892 Mon-Pet-Cua（モンペットクア） 佐倉市王子台4-13-12

11893 /ZERO 佐倉市王子台4-13-16-202

11894 居酒屋 みなみ 佐倉市王子台4-28-18

11895 四季旬彩飛夢 佐倉市王子台5-4-35

11896 ピッツェリアプリマプンタ 佐倉市王子台6-10-1

11897 ゆで太郎佐倉王子台店 佐倉市王子台6-26-10

11898 バーミヤン佐倉王子台店 佐倉市王子台6丁目26-3

11899 ビッグボーイ 佐倉王子台店 佐倉市王子台6丁目27-1

11900 鮨・創作料理一幸 佐倉市下志津780-11

11901 はま寿司 佐倉下志津店 佐倉市下志津字宮下575-21

11902 焼き鳥佳子 佐倉市下勝田1-32

11903 森のレストランクオーコ 佐倉市下勝田423

11904 ウィズモア佐倉 佐倉市海隣寺町13-6

11905 風流 佐倉市海隣寺町13-8

11906 ゆで太郎佐倉岩富店 佐倉市岩富4-3

11907 イタリアン食堂Legare 佐倉市吉見1234-1

11908 レストラン SADAF 佐倉市吉見602-32

11909 EDEN 佐倉市宮ノ台3-1-10

11910 そば処味楽庵 佐倉市宮ノ台3丁目3-8

11911 居酒屋藤 佐倉市宮ノ台4-2-14

11912 韓国家庭料理愛 佐倉市宮ノ台6-3-9

11913 麺場四代目佐倉駅前食堂 佐倉市宮前3-12-2

11914 まる勝 佐倉市宮前3-14-1

11915 蓮花 佐倉市宮前3-14-12大勝ビル1階

11916 花てまり 佐倉市宮前3-14-12大勝ビル1階西側

11917 居酒屋 与作 佐倉市宮前3丁目14-9

11918 Cafeせん 佐倉市江原520

11919 cafe_bistro365 佐倉市江原650-3

11920 CAFE&DINING沙久良 佐倉市江原台1-22-6

11921 ららポーク 佐倉市高岡453の1番地

11922 ジョナサン 佐倉高岡店 佐倉市高岡463番地2

11923 すぎのや本陣佐倉店 佐倉市高岡481-3

11924 千成ラーメン佐倉西店 佐倉市坂戸1426番地2

11925 かつや佐倉店 佐倉市寺崎字仲反町1634-1

11926 スシロー佐倉寺崎北店 佐倉市寺崎北1-7-4

11927 総 夢天下 佐倉市寺崎北2-3-7

11928 かっぱ寿司 佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北3-3-11

11929 やよい軒佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北3-8-9

11930 牛角ビュッフェ 佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北3丁目3-13

11931 マクドナルド 佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北4-11-5

11932 インド料理タージュ 佐倉市寺崎北4-2-11

11933 はなまるうどん 佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北4-2-3

11934 吉野家佐倉寺崎店 佐倉市寺崎北4丁目1-5

11935 すし銚子丸 佐倉店 佐倉市寺崎北五丁目1番地9

11936 フライングガーデン佐倉ベイシア前店 佐倉市寺崎北四丁目2番地10

11937 スターバックスコーヒー ベイシア佐倉店 佐倉市寺崎北六丁目1-2

11938 ステーキ宮佐倉店 佐倉市春路1-1-2

11939 やきとり たっちゃん 佐倉市小竹1299番地1

11940 吉野家佐倉ユーカリが丘店 佐倉市上座1205番地1

11941 元祖 札幌や 佐倉市上座1239

11942 小料理やもと 佐倉市上座1431-24

11943 居酒屋はません 佐倉市上座520-8

11944 炭火焼肉和平ユーカリが丘店 佐倉市上座523-2

11945 Pool＆DartsTrigger 佐倉市上座558-18

11946 牛角ビュッフェ佐倉ユーカリヶ丘店 佐倉市上座567

11947 sunnykitchen 佐倉市上座577-2鈴木ビル

11948 ラーメンとん太 佐倉市上座577番地2

11949 赤からユーカリが丘店 佐倉市上座588-2

11950 北海道生まれ和食処とんでんユーカリが丘店 佐倉市上座652-1-1

11951 鮨やまとユーカリが丘店 佐倉市上座664-1

11952 和風レストランはなしま 佐倉市上座796番地1

11953 中国料理彩雲 佐倉市上志津1043-26

11954 ケンタッキー・フライド・チキン志津店 佐倉市上志津1600-1

11955 味道園 佐倉市上志津1637番地1

11956 スナックロータス 佐倉市上志津1644番地13



11957 ブラッスリーそれいゆ 佐倉市上志津1656-51

11958 インドダイニングサティー 佐倉市上志津1656番地4

11959 割烹みよか 佐倉市上志津1657-26

11960 居酒屋 たまみ 佐倉市上志津1660

11961 LOOSECOFFEE 佐倉市上志津1660-35

11962 柳 佐倉市上志津1660番地15清田ビル2階

11963 ひろしま亭 佐倉市上志津1663-15-1階

11964 庄や 志津南口店 佐倉市上志津1663-18

11965 大衆酒場 良ちゃん 佐倉市上志津1663-18

11966 居酒屋ねぶた 佐倉市上志津1663-2

11967 隠れ家 佐倉市上志津1663-2

11968 どんぐり 佐倉市上志津1663-26

11969 お好み焼みやざき 佐倉市上志津1663-7

11970 AMPERSAND 志津店 佐倉市上志津1667-17

11971 瑠美 佐倉市上志津1668-3

11972 カラオケ居酒屋松 佐倉市上志津1668-3岡島ビル1階

11973 山ゆり 佐倉市上志津1668-4

11974 ワンディッシュカボシャール 佐倉市上志津1669

11975 志津 菊富士2号店 佐倉市上志津1669

11976 志津 佐倉市上志津1669-14

11977 居酒屋まこ 佐倉市上志津1669-33立崎ビル1F

11978 居酒屋 桔梗 佐倉市上志津1669-57

11979 紅屋 佐倉市上志津1669-6

11980 馬刺しもつ鍋のつね 佐倉市上志津1669-61

11981 ニューナマステ 佐倉市上志津1669-81

11982 居酒屋どんちゃん 佐倉市上志津1669-82

11983 and YEEL 佐倉市上志津1671-11

11984 みやこ 佐倉市上志津1762番地31

11985 カラオケ喫茶トトロパートⅡ 佐倉市上志津1766-20山下ビル

11986 味処 とんぼ 佐倉市上志津1766番地

11987 居酒屋 卑弥呼 佐倉市上志津1766番地22

11988 LA BARCA 佐倉市上志津1783-5

11989 SoundStreamsakura 佐倉市上志津1785-3岩井ビル2F

11990 Azul'L 佐倉市上志津1819-4飯島ビル2階

11991 うの花 佐倉市上志津1820

11992 居酒屋まーちゃん 佐倉市上志津1822-20

11993 魚炉 佐倉市上志津1822-20

11994 きくちゃん 佐倉市上志津1822-41

11995 美翔 佐倉市上志津1822番地20

11996 炉ばた焼 美浜 佐倉市上志津1824番地8

11997 株式会社 佐倉娘 佐倉市上志津856-11

11998 焼肉鴨緑江 佐倉市城188-160

11999 京月 佐倉市城190番地

12000 イタリアンレストランZucca 佐倉市城343-3プチモンドさくら1-E

12001 洋風居酒屋 フレンド 佐倉市城602番地2

12002 深川 佐倉市城784番地63

12003 富久扇 佐倉市城松ヶ丘188-151

12004 カフェドどぅおーも 佐倉市新臼井田9-20

12005 月曜日のキーマカレー 佐倉市新臼井田9-20

12006 （有）おかやま 佐倉市新町104-1

12007 酒処結 佐倉市新町151-2

12008 咲く楽んぼ 佐倉市新町18-1

12009 おふくろ食堂 -神門屋- 佐倉市神門296-1

12010 タンメン しょうや 佐倉市生谷1217-6

12011 パスタ＆ダイニング沙久良染井野店 佐倉市生谷1507-1

12012 あとりえ ありす 佐倉市生谷1558-5

12013 すしめん処大京そめい野店 佐倉市生谷1559-40

12014 ジョリーパスタ王子台店 佐倉市生谷字間野1559-38

12015 オリベート ユーカリが丘 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

12016 サイゼリヤ イオンタウンユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

12017 鎌倉パスタイオンタウンユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3-1F

12018 焼肉屋くいどんイオンタウンユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3東街区1F

12019 天丼てんや志津店 佐倉市西志津1-10-3

12020 お好み焼きとんぼ 佐倉市西志津2-10-20

12021 Cafe＆kitchenmAriage 佐倉市西志津2-8-1

12022 肉酒場信玄 佐倉市西志津2-8-7

12023 もつ一 佐倉市西志津2丁目13-93

12024 台湾料理弘祥西志津店 佐倉市西志津4-27-11

12025 より処えん 佐倉市西志津5-10-11

12026 サイゼリヤ 佐倉西志津店 佐倉市西志津6丁目1-1

12027 焼肉ソウル館 佐倉市石川295-3

12028 レストランアンシャンテ 佐倉市石川577-13

12029 喜久寿司 佐倉市千成2丁目22-1

12030 佐倉天然温泉 澄流 佐倉市染井野4-7-3

12031 KINGS 佐倉市大崎台1-20-5-102パストラル佐倉

12032 馳走かく田 佐倉市大崎台1-20-5パストラル佐倉101

12033 はなの舞 JR佐倉南口店 佐倉市大崎台1-2-4

12034 魚民佐倉南口駅前店 佐倉市大崎台1-4-10TMK宍倉ビル1階2階

12035 ハピカラ佐倉駅前店 佐倉市大崎台1-4-17

12036 ピスタ・ピスタ 佐倉市大崎台1-4-2

12037 久蔵 佐倉市大崎台1-6-1

12038 正源 佐倉市大崎台1-8-11

12039 寿司和食横田 佐倉市大崎台1丁目11-14

12040 中華料理 宝来 佐倉市大崎台1丁目17-17

12041 トルシー 佐倉市大崎台4-1-2長沢ビル1ー3

12042 ウエスト 佐倉店 佐倉市大崎台4丁目1-1

12043 丈味 佐倉市大蛇町712番地

12044 メルス＆シェイカーズ 佐倉市大蛇町801番地1

12045 波かぜ 佐倉市中志津1-1-1

12046 海鮮創作居酒屋花と華 佐倉市中志津1-16-5

12047 花蝶鮨 佐倉市中志津1-18-18

12048 麻屋 佐倉市中志津1-21-11佐倉1



12049 馬記 佐倉市中志津1-21-11佐倉1号

12050 華屋与兵衛佐倉志津店 佐倉市中志津1-35-16

12051 手打ちらーめん利久 佐倉市中志津1-36-8

12052 寿々㐂 佐倉市中志津1-6-4

12053 レストラン マサイチ 佐倉市中志津1-6-6

12054 磯料理 浜勝 佐倉市中志津3丁目34-2

12055 居酒屋武正 佐倉市中志津4-1-9

12056 そば処嘉亭 佐倉市中志津4-20-1

12057 タヴェルナパッキア 佐倉市中志津6-16-1

12058 カフェオリーブ 佐倉市中志津7-7-9

12059 吟家佐倉店 佐倉市長熊445-1

12060 韓家 佐倉市長熊449-1-3

12061 RAGUMAN2014 佐倉市鏑木仲田町11-2

12062 釣りバカ一代 佐倉市鏑木仲田町11-2

12063 居酒屋あかり 佐倉市鏑木町1007-6

12064 スナック 殿 佐倉市鏑木町1135番地9

12065 ます美 佐倉市鏑木町1150-2

12066 酒処桜 佐倉市鏑木町1151-7

12067 眞美 佐倉市鏑木町1169

12068 みはる 佐倉市鏑木町1205-10

12069 新寿司 佐倉市鏑木町1205番地7

12070 カラオケ 翼 佐倉市鏑木町2-2-25

12071 食い処あだち 佐倉市鏑木町2-7-17

12072 佐倉時代屋 佐倉市鏑木町2丁目2-23

12073 焼肉大王 中央店 佐倉市鏑木町2丁目7-4

12074 居酒屋 よっちゃん 佐倉市鏑木町491-15

12075 ダイニング富貴亭 佐倉市鏑木町二丁目7番地5

12076 焼鳥俊助 佐倉市田町100-3

12077 居酒屋 ほうずき 佐倉市田町224番地9

12078 台湾料理弘祥佐倉店 佐倉市田町226-1

12079 バー&レストランソレラ 佐倉市田町65番地

12080 めん丸佐倉店 佐倉市藤沢町44-1

12081 くーたん 佐倉市鍋山町36-21-1F山下ビル

12082 ラリグラス 佐倉市南ユーカリが丘1-1

12083 サイゼリヤ ユーカリが丘店 佐倉市南ユーカリが丘11-1

12084 焼肉屋田中商店ユーカリが丘店 佐倉市南ユーカリが丘1-12Fスカイプラザステーションタワー2

12085 ジョナサン佐倉ユーカリが丘店 佐倉市南ユーカリが丘14-1

12086 豫園 佐倉市南ユーカリが丘14-2

12087 江戸ッ子寿司 佐倉市南ユーカリが丘14番地2

12088 フランス食堂Naru 佐倉市白銀2-3-3

12089 蕎麦処虹庵 佐倉市八幡台3-11-1

12090 酒処 希 佐倉市表町1-10-12

12091 AGEHA 佐倉市表町1-10-6

12092 庄や JR佐倉駅北口店 佐倉市表町1-1-2

12093 居酒屋楓 佐倉市表町1-18-11

12094 目利きの銀次佐倉北口駅前店 佐倉市表町1-2-4清水商店1階

12095 ピュア・ナイト 佐倉市表町1-3-14

12096 歩歩歩 佐倉市表町1-4-1

12097 tachinomi-yaゑびす 佐倉市表町1-4-1大洋興業ビル1F

12098 シャイン 佐倉市表町1-4-1大洋興業ビル2階202

12099 李香苑 佐倉市表町1-7-1

12100 弥生 佐倉市表町1-7-11

12101 すし酒処 まつなか 佐倉市表町1-7-3

12102 MAHALO 佐倉市表町1-7-3-102

12103 Bar8-9-8 佐倉市表町1-8-11

12104 幸龍 佐倉市表町1-8-12

12105 レストランジョイフル 佐倉市表町1丁目13-3

12106 居酒屋みのる 佐倉市表町1丁目6番地1

12107 杏 佐倉市表町1丁目8-12

12108 中華料理楓橋 佐倉市表町2-3-10

12109 LacucinadelCovo 佐倉市表町2-3-10

12110 カウンター'sキッチン バンブー 佐倉市表町2-3-10

12111 リメンバー 佐倉市表町2-3-10TTビル1F

12112 ナイト・スポットハイブリッジ 佐倉市表町2丁目3-10

12113 寿司割烹むら松 佐倉市表町3-13-27

12114 フランス料理シェ・ムラ 佐倉市表町3-1-5

12115 やきとりいしい 佐倉市表町3-15-14やきとりいしい

12116 えんや 佐倉市表町3-1-8

12117 麺処丹治 佐倉市表町3-21-5ヘルメス佐倉102

12118 きらら 佐倉市表町3-3-5さくら第1ビル1F

12119 居酒屋 さかえ 佐倉市表町3丁目15-11

12120 ケンタッキーフライドチキン佐倉店 佐倉市表町3丁目20-6

12121 福来軒 佐倉市表町3丁目6-6

12122 クイーン 佐倉市表町3丁目7番地15

12123 八平寿し 佐倉市表町4-1-15

12124 ココス佐倉表町店 佐倉市表町4丁目1-5

12125 さくら亭 佐倉市野狐台町101番地4

12126 レストランCosta 佐倉市野狐台町109-2

12127 多楽福亭 佐倉市野狐台町92-7

12128 お好み焼 醇 佐倉市六崎1051-1

12129 横浜家系佐倉家 佐倉市六崎1053-1

12130 ルビーズケバブ 佐倉市六崎1321-195

12131 ルビーズ ケバブ 佐倉市六崎1321-195

12132 餃子の王将 JR佐倉駅北口店 佐倉市六崎235-2

12133 台湾料理八福 佐倉市六崎985-1

12134 呑々娘 東金市一之袋269-12

12135 味里 東金市一之袋286番地

12136 夢庵 東金店 東金市押堀49番地1

12137 宝島東金店 東金市押堀669番地1

12138 韓国料理と居酒屋オモニ 東金市家徳176

12139 やきとり串っ子 東金市家徳461-1

12140 誠寿司 東金市家徳65-4



12141 ベトコンラーメン大昇東金店 東金市家徳668-5

12142 市兵ヱ 東金市家徳71-5

12143 大仙 東金市家徳73-4

12144 ミスターワイズマン東金店 東金市家之子798-1

12145 ワンネス 東金市季美の森東1丁目1-3

12146 ドッピエッタ 東金市季美の森東1丁目590-5

12147 居酒屋一 東金市求名382フェニックスビル101

12148 居酒屋心 東金市求名57-2

12149 カサブランカ 東金市求名字相之道155番8

12150 居酒屋心音 東金市幸田780

12151 麺家一徹本店 東金市山田1152-9

12152 みきの湯 東金市山田1155番地1

12153 もつ鍋 みやび 東金市山田952-6

12154 横浜家系ラーメン吟家東金店 東金市小野73-1

12155 和風スナック小野城 東金市小野82-9

12156 ラーメン・餃子 あさか 東金市上谷3439番地150

12157 創作料理 広宣 東金市上武射田1467番地2

12158 ムーンシャイン 東金市川場1052-12

12159 BarcinQ 東金市川場1052-12丸山店舗5号室

12160 スナック＆タイレストランSAWA 東金市川場1052-13

12161 居酒屋 東金 東金市川場1052-13高橋店舗2号室

12162 スナック・イン・キャビン 東金市川場1052番地

12163 居酒屋くろべぇ 東金市川場1065-2川場マンション102

12164 コーヒーとサラダの店ハングリー・ベアー 東金市川場1079番地1

12165 居酒屋 マキ 東金市川場52-3

12166 タイ居酒屋めおぽん 東金市川場52番地

12167 花福 東金市台方1092-1

12168 旬菜らーめんえむず 東金市台方1198

12169 マイルーム・K 東金市台方1220-1

12170 台湾料理 広源 東金市台方1999-1

12171 ラーメンくるまや 東金店 東金市台方362番地1

12172 珍来東金店 東金市台方377

12173 竜ちゃん 東金市台方495番地3

12174 かっぱ寿司 東金店 東金市台方868番地2

12175 寿司割烹寿々木 東金市台方920-1

12176 らぁめん屋うどす 東金市台方932-1

12177 じゃんけん 東金市田間1011-1

12178 大衆割烹むさし 東金市田間1011ハニーハイツ

12179 クリオネ 東金市田間109-2

12180 カラオケまねきねこ 東金店 東金市田間1-12-14

12181 bar 飛鳥 東金市田間115-1

12182 琥珀 東金市田間116-2オリオン東金ビル1階

12183 道とん堀東金店 東金市田間1-22-12

12184 香 東金市田間1-22-3

12185 麺場田所商店東金店 東金市田間1260-2

12186 お食事処はしもとや 東金市田間1279-4

12187 花船 東金市田間1332-5

12188 いきいき食堂 東金市田間1-7-12

12189 LOG 東金市田間2-16-2

12190 和ダイニングゆず 東金市田間2-16-2

12191 肉バルSUNNYDAY 東金市田間2163

12192 中国料理 大 陸 東金市田間26番地

12193 カラオケ酒場ばんぶー 東金市田間2丁目16-1

12194 めしやKIRAKU 東金市田間3-25-5めしやKIRAKU

12195 醤道VER東金 東金市田間3-56-1醤道

12196 プレジール 東金市田間3丁目38番9

12197 中華海鮮市場アジアン 東金市田間3丁目54番地14

12198 乾杯 東金市田間3丁目56番地1

12199 BANANA MOON 東金市田間4番地1

12200 スシロー 東金店 東金市田間589番地1

12201 ビッグボーイ東金店 東金市田間748番地3

12202 URAGAMI 東金市田間781-11

12203 はま寿司 東金店 東金市田間783-2

12204 すき家 東金BP店 東金市田間846番地5

12205 すし・創作料理一幸東金店 東金市田間85-1

12206 ぺぱみんと 東金市田間85-3コーポトツキ104

12207 居ザックソナタ 東金市田間85-3セントラルビル101

12208 藤堂製麺 北京料理東順閣 東金市田間884-3

12209 ジョナサン 東金店 東金市田間94番地

12210 パラディーソ 東金市田間961-4

12211 カレーハウスCoCo壱番屋東金国道126号店 東金市田間99-9

12212 焼肉レストラン太陽 東金市田間一丁目12番地1

12213 ラーメン めん丸 東金市田間一丁目1番地5

12214 やよい軒 東金田間店 東金市田間字村上1264

12215 田舎茶屋 なごみ亭 東金市東岩崎1-1-12

12216 らーめんゴッチ 東金市東岩崎1-12

12217 会席亭かくじゅう 東金市東岩崎11-20

12218 立川マシマシ東金市役所ご近所店 東金市東岩崎1-15三宅ビル101号

12219 炭火焼きほるもんセンター 東金市東岩崎1-15三宅ビル103号

12220 イザック王様 東金市東岩崎1-15三宅ビル201

12221 エスポアール 東金市東岩崎12-1

12222 水車小屋 東金市東岩崎1-23

12223 カラオケラウンジK 東金市東岩崎1-2岩澤ビル1階

12224 和楽酒房宴 東金市東岩崎13-8

12225 鮨正 東金市東岩崎13番地9

12226 東薫酒場まる東金店 東金市東岩崎1-5東金商工会館1階

12227 ナイトラウンジ美紗 東金市東岩崎16-16

12228 串かつ銀ちゃん 東金市東岩崎16-16

12229 魚民東金東口駅前店 東金市東岩崎1-6-1篠原ビルディングⅡ1階

12230 養老乃瀧東金店 東金市東岩崎19-1

12231 大英 東金市東岩崎2-10

12232 ラーメン玉子家 東金市東岩崎2-10エビスビル107



12233 酒味三昧Tatsu 東金市東岩崎2-16-7センチュリービル1F

12234 CafeQuick 東金市東岩崎2-2

12235 東金大衆酒場 東金市東岩崎2-2

12236 中国料理かとう 東金市東岩崎2-3

12237 早苗 東金市東岩崎2-3

12238 あけみ 東金市東岩崎24-8

12239 琴のや 東金市東岩崎24-8

12240 居酒屋酔ろこんで 東金市東岩崎24-8ジェイビル204

12241 カラオケラウンジLaLa 東金市東岩崎25-12サンイースト2F20D

12242 呑み処内山 東金市東岩崎25-12サンイースト東金1階10D

12243 Stay Gold 東金市東岩崎25番地12

12244 赤から東金店 東金市東岩崎25番地7

12245 食事処くいしんぼ 東金市東岩崎2丁目25番4号

12246 支那そば つくも 東金市東岩崎2番地2

12247 本陣 東金市東岩崎4番地6

12248 山内農場東金東口駅前店 東金市東岩崎6-1篠原ビルディングⅡ1階

12249 萬福飯店 東金市東岩崎8-10サンピア1F萬福飯店

12250 イタリアンレストラン サイゼリヤ 東金市東岩崎8-10サンピア内

12251 とんかつみつはし 東金市東岩崎8‐2

12252 リストランテポンテ・テルツォ 東金市東岩崎8‐2

12253 中華料理餃子市 東金市東金1010-1

12254 DiningBarKJ 東金市東金1149-1ラクール東金1階

12255 割烹喜良久 東金市東金1184番地

12256 のみたや 東金市東金1226番地

12257 九十九館 東金市東金1244番地

12258 詩音 東金市東金1277-1

12259 居酒屋みふゆ 東金市東金1277-1

12260 居酒屋しーちゃん 東金市東金1277-1

12261 居酒屋のんこ 東金市東金1277番1-C号

12262 ラーメンぼのぼの 東金市東金128-2

12263 フセ分店 東金市東金1619番地3

12264 石焼ダイニング 伸 東金市東金255-1

12265 鈴木屋 東金市東金364番地5

12266 すし銚子丸 東金店 東金市東金538番地2

12267 こだわりとんかつとん膳 東金市東金540番地2

12268 東金酒場 東金市東金547-1

12269 海鮮串ものや天下人 東金市東金547-1

12270 牛角東金店 東金市東金549-1

12271 くら寿司 東金店 東金市東金549-5

12272 志津本 東金市東金582

12273 鳥忠 東金市東金587-1

12274 三はし寿し店 東金市東金588番地

12275 有限会社 栄楽産業 東金市東金855番地

12276 スナック 巴里人 東金市東金984-5

12277 スナックすずらん 東金市東金984-6

12278 居酒屋 あおば 東金市東金984-6

12279 株式会社東京庵 東金市東金988番地

12280 まごや 東金市東金990

12281 ステーキ宮東金店 東金市東金字新宿下861-1

12282 笑福 東金市東上宿14-5

12283 とん喜 東金市東上宿14-7

12284 創作酒場 炎鶏 東金市東上宿14-7

12285 もんじゃHOUSE 東金市東上宿16-3

12286 鳥玄東金店 東金市東上宿16-3松喜ビル101

12287 東金江戸銀 東金市東上宿16-3松戸ビル107号

12288 モスバーガー東金店 東金市東上宿1-6-81

12289 炉端焼鬼っ子 東金市東上宿2-14-7

12290 創作ダイニング鈴 東金市東上宿2-16-3

12291 八燦 東金市東上宿24-12

12292 居酒屋 清美 東金市東上宿24-12

12293 喫茶ふらっと 東金市東新宿10-19

12294 蓬莱閣 東金市東新宿11-1

12295 食彩酒房 冬来 東金市東新宿12-5

12296 コーヒーハウスきり株 東金市東新宿12番地26

12297 まほろば時 東金市東新宿18-1酒造ビル102

12298 フランス割烹竹田屋東金店 東金市東新宿1-8-4

12299 BONDS．SWG 東金市東新宿1丁目8-17グリーンビル1F

12300 黒潮スタジアム 東金市東新宿20-12

12301 麺diningけいず 東金市東新宿20-12高橋ビル1F5号

12302 ポジャンマチャ 東金市東新宿20-3

12303 旬彩じん 東金市東新宿20-3石橋ビル1F

12304 華花 東金市東新宿20-3石橋ビル2階

12305 焼肉屋田中商店東金店 東金市東新宿20-7

12306 ガスト東金店 東金市東新宿20番地8

12307 ココス東金店 東金市東新宿21-10

12308 鬼の隠れ家あまのじゃく 東金市東新宿21-19

12309 かつや 千葉東金店 東金市東新宿21-3

12310 大漁百鬼丸 東金市東新宿21-5

12311 ちむにい 東金市東新宿2丁目1番

12312 食楽酒家与っ太 東金市東新宿7-20

12313 茶坊主 東金市道庭554

12314 七番館 東金市道庭657-1

12315 カラオケBanBan 東金店 東金市道庭661-1

12316 居酒屋多楽福 東金市道庭937-1

12317 焼肉居酒屋アリゾナ 東金市道庭954番1グランピエール102

12318 ヴィーナス カフェ 東金市道庭字塚田938

12319 ステーキ共和国 東金大使館 東金市南上宿11-2

12320 嘉門 東金市南上宿11-33小林ビル102

12321 イタリア料理 タカモリ 東金市南上宿19-14

12322 a.Un 東金市南上宿19-14JAIRO東金101

12323 広島お好み焼・鉄板焼ふくや 東金市南上宿19-14平賀ビル103号

12324 マクドナルド 126東金店 東金市南上宿2-10-13



12325 かみや 東金市南上宿2-11-33

12326 酒処和（なごみ） 東金市南上宿2-11-33小林ビル104号

12327 Garage99 東金市南上宿2-11-39

12328 幸の木 東金市南上宿22-7

12329 居酒屋酔いしょ 東金市南上宿22-7-103ハート＆ハートビル

12330 居酒屋 やひろ 東金市南上宿22-7-107

12331 あじと 東金市南上宿22-7ハート＆ハートビル106

12332 T-RUMIN 東金市南上宿22-7ハート＆ハートビル202

12333 水戸屋 東金市南上宿23-28ukハイツ102

12334 居酒屋なでしこ 東金市南上宿30-10

12335 鳥一 東金市南上宿3-22-7

12336 まいちゃん 東金市南上宿3-22-7ハート＆ハートビル2階5号室

12337 リトルチャイナ豊 東金市南上宿38-10

12338 Dスターセブン 東金市南上宿38-29

12339 九州ごはんどんたく 東金市南上宿7-4

12340 Trattoria da Solivo 東金市日吉台4丁目3番地2

12341 BEAUIMAGE 東金市八坂台1-8エストーレホテルアンドテニスクラブ1階

12342 バーミヤン東金文化会館前店 東金市八坂台2丁目1番地

12343 ガーデンカフェ ルイーズ 東金市八坂台3-2-1

12344 牛まる 東金市福俵17-1

12345 CLUB CHANCE 東金市福俵450-1

12346 松作 東金市福俵474の1

12347 居酒屋 華 東金市福俵93-1

12348 カラオケ居酒屋 東金市北幸谷1130-1

12349 コンそば 東金市北幸谷1131-2

12350 有限会社 ことのや 東金市北之幸谷325番地7

12351 ギャルソン 東金市北之幸谷56-1

12352 居酒屋すず 東金市北之幸谷56‐1

12353 Snackらぶらぶ 東金市北之幸谷56‐1

12354 玉くし 東金市堀上180番地21

12355 南インド料理 CHENNAI 東金市堀上249-4

12356 Bistro HERO 東金市堀上249-4

12357 かおす 東金市堀上249-9

12358 BAR華月 東金市堀上251-1ホーコービル1階

12359 スナックエンジェル 東金市堀上252-6

12360 吉野家126号線東金堀上店 東金市堀上256

12361 アミューズ 東金市堀上320-1

12362 居酒屋花恋 東金市堀上321-2

12363 餃子の王将東金店 東金市堀上33-1

12364 居酒屋華 東金市堀上430-1

12365 貴壱 東金市堀上455

12366 カラオケサロン ウイッチ 東金市油井63-2

12367 東金ステーキMOG 東金市油井99-1

12368 ハニービー いとう 旭市イ1290-1

12369 KITCHEN TSUNAGU 旭市イ1326

12370 ソース 旭市イ1393

12371 葉菜 旭市イ1393-7

12372 ポマド・ロッソ 旭市イ1393-7

12373 CIRCOLO 旭市イ1393-7

12374 酔い処仁 旭市イ1697-3

12375 なおっぺ 旭市イ2073-3

12376 鳥雅 旭市イ2084-2

12377 サッポロラーメンくるまや 旭市イ2085-3

12378 たかね 旭市イ2156-2

12379 ドンファン 旭市イ2156-3

12380 uno 旭市イ2604-1

12381 ぼうの 旭市イ2604-1

12382 和食ダイニング＆Bar武藤 旭市イ2606-1

12383 おばんざい一松 旭市イ2606-1

12384 カラオケJuJu 旭市イ2606-1

12385 キッチン K 旭市イ2606-1

12386 TEDDY 旭市イ2606-1-3

12387 カラオケBanBan旭店 旭市イ2670

12388 魚民旭サンモールショッピングセンター前店 旭市イ2673-1大新観光パールショップビル1階

12389 NaKaMa 旭市イ2674番地1

12390 サンモールシネマコンセッション 旭市イ2676-1

12391 パッション ルージュ サンモール旭店 旭市イ2676-1

12392 kitchen 椿 旭市イ2676-1

12393 轟 旭市イ2758-1

12394 伝丸126号旭警察署前店 旭市イ2795-1

12395 中華そば海猫 旭市イ2826-1

12396 OSTERIA BAR Piacere 旭市イ2826-1

12397 グリーンジム 旭市イ2870-1

12398 鉄五郎 旭市イ3041ハヤシビル1F

12399 アマポーラ 旭市イ3041林ビル203

12400 バロンドール 旭市イ3041林ビル2F

12401 温情 旭市イ3515-1

12402 M 旭市イ4656

12403 King 旭市イ4656-2階

12404 居酒屋博海 旭市ニ1056-2

12405 興福順 旭市ニ1068-1F

12406 デニーズ 千葉旭店 旭市ニ1108-12

12407 松屋 旭店 旭市ニ1131-1

12408 （有）旭又兵衛 旭市ニ1223

12409 ペパーミント 旭市ニ137

12410 晩や二代目 旭市ニ1812-1

12411 さかな亭 旭市ニ1812柴田観光商事ビル1-1

12412 とんかつ大成 旭市ニ1838-1

12413 中国料理龍龍 旭市ニ1859-1

12414 晩や三代目 旭市ニ1859-1

12415 拉麺なるい旭店 旭市ニ1861-1

12416 とおりゃんせ 旭市ニ1871-2



12417 中華料理シャンリ 旭市ニ1923

12418 和彩一献まる 旭市ニ2087

12419 郷金 旭市ニ2101

12420 モスバーガー旭店 旭市ニ233-1

12421 食菜酒房きらく 旭市ニ2358

12422 ホテル サンモール 宴会場 旭市ニ236-1

12423 大雅亜 旭市ニ2462-4

12424 焼肉 漢江 旭市ニ2531-1

12425 くっきんぐ 旭市ニ2559-1

12426 St.cafeLuana 旭市ニ2559-1

12427 ダイニングキッチンアリス 旭市ニ2559-1

12428 酒処 梅花 旭市ニ2559-1202号室

12429 大衆鍋酒場こんろ 旭市ニ2737-19

12430 くし吉 旭市ニ2737-19

12431 ラ・ティーナ 旭市ニ2737番地20

12432 ジンギスカンおざわ 旭市ニ2741-2

12433 居酒屋としこ 旭市ニ280の1

12434 哲平本店 旭市ニ2825-1

12435 カフェシャノアール 旭市ニ2828-1

12436 パティオ 旭市ニ2831

12437 磯のガキ大将ももたろう 旭市ニ2880

12438 多味屋 ペコペコ 旭市ニ2938-1

12439 かっぱ寿司 旭店 旭市ニ3149-1

12440 宝島旭店 旭市ニ3150-2

12441 マクドナルド126旭店 旭市ニ3168-1

12442 こだわり とんかつ とん膳 旭市ニ3174

12443 和風レストラン伊万里 旭市ニ3268-1

12444 あさひホール 旭市ニ3906

12445 将軍 旭市ニ3906

12446 酒処 麗 旭市ニ3908-2

12447 Lynx 旭市ニ3908-3

12448 韓国家庭料理あさひ家 旭市ニ3908-3

12449 晩や食堂 旭市ニ400-1

12450 地産地消中華料理千野花 旭市ニ401-2

12451 居酒屋弘樹 旭市ニ408-1IMCビル2階

12452 ビッグボーイ千葉旭店 旭市ニ459

12453 にわ国道店 旭市ニ463

12454 ココス旭店 旭市ニ515

12455 珈琲所コメダ珈琲店千葉旭店 旭市ニ517-3

12456 サイゼリヤ 旭店 旭市ニ520-1

12457 だんまや水産旭店 旭市ニ5246

12458 ガスト旭店 旭市ニ525-1

12459 なか卯 126号旭店 旭市ニ5383-7

12460 御食事処候 旭市ニ5383-9

12461 カラオケハウスりずむ 旭市ニ5553-7

12462 たんぽぽ 旭市ニ5585-1

12463 スナックりょう 旭市ニ5585の1

12464 なのはな畑 旭市ニ5645-1

12465 縁 旭市ニ5647-1

12466 ない斗 旭市ニ5668-13

12467 カラオケスタジオ想出 旭市ニ5850-33

12468 あぶり 旭市ニ5850-4

12469 洗心亭 旭市ニ5853-56

12470 九谷 旭市ニ5854の1

12471 会席料理つとや 旭市ニ5855-5

12472 SportsCafeACADEMY 旭市ニ5863-9アカデミークラブハウス

12473 横浜家系ラーメン吟家旭店 旭市ニ5886-10

12474 ばんどう太郎旭店 旭市ニ5941-5

12475 こな王 旭市ニ5941-9

12476 味平 旭市ニ5970-103

12477 ダイニングなでしこ 旭市ニ5970-172

12478 カラオケハウス唄ごえ 旭市ニ5970-189

12479 RestaurantKOU 旭市ニ6016-7

12480 スシロー旭店 旭市ニ6017-7

12481 弥助鮨 旭市ニ6113-5

12482 M．magic 旭市ニ6113-6

12483 楽今 旭市ニ6114-10

12484 くろた 旭市ニ6114-12

12485 アジアンダイニングFESTA 旭市ニ6293-3

12486 NEWメーサイ 旭市ニ6458

12487 わさび 旭市ニ6458

12488 小料理綾 旭市ニ6458-7

12489 Gril the Vond 旭市ニ6469-1-2F

12490 矢ざわ 旭市ニ6548

12491 はま寿司 旭店 旭市ニ字鎌田101番地

12492 すき家 旭店 旭市ニ字宮前1684-1

12493 スナック喫茶ポニー 旭市ハ110-23

12494 下新 旭市ハ1372

12495 ロイヤルインド レストラン 旭市ハ246番地3

12496 居酒屋 光 旭市ハ300-3番地

12497 トレンタクワットロ 旭市ハ688

12498 漁り火 旭市ハ688

12499 Grill 月 旭市ロ1339-1

12500 レストランバーダンディ 旭市ロ1403-1

12501 居酒屋 つじ 旭市ロ1453-1

12502 中国料理香妃 旭市ロ1553-2

12503 とも栄鮨 旭市ロ234-3

12504 さかなのしっぽ 旭市ロ429番地3

12505 和己 旭市ロ451番地1

12506 奥 旭市ロ496-3

12507 酔亭 志ん生 旭市ロ500

12508 でこぽん 旭市ロ523



12509 酒処もくれん 旭市ロ523

12510 カフェ サンペイ 旭市ロ645

12511 南 麗 旭市ロ725

12512 こな王2号店 旭市ロ737

12513 鍵 旭市ロ751-4

12514 昇月ビヤスタンド 旭市ロ853-8

12515 有限会社下根屋旅館 旭市ロ889番地

12516 加満家 旭市ロ952

12517 二玉家 旭市井戸野117-1

12518 Garlicplus 旭市井戸野2549-1

12519 焼肉 しいな牧場 旭市井戸野3642-1

12520 ひかりや 旭市井戸野3655-3AR館1階1号

12521 酒処店店 旭市井戸野4002-15

12522 Happy 旭市井戸野4002-6

12523 居酒屋女女 旭市井戸野4268-53

12524 コミックBARひげ娘 旭市井戸野4268-53グリーンハウス1fヒガシ側

12525 居酒屋のんべえ 旭市井戸野5970-112

12526 海夕 旭市井戸野817

12527 相模屋 旭市横根1291

12528 WaiiWaiRamen8 旭市横根1333-6

12529 サザエ 旭市横根1355-5

12530 味源 旭市横根3258-1

12531 コウゴ牧場 直営焼肉 大黒や 旭市横根3259-1

12532 少林飯店 旭市下永井377-2

12533 しらす亭 旭市下永井519-12

12534 かっちゃん 旭市下永井542

12535 浜ゆう 旭市下永井801-10

12536 こゆき 旭市鎌数10192

12537 カンヤストアー 旭市鎌数10427-11

12538 しげまる 旭市鎌数10445の5

12539 和風スナック舞 旭市鎌数1134-1

12540 かっぱ 旭市鎌数1387-6

12541 家庭料理しき彩 旭市鎌数148

12542 New Club ATR’S 旭市鎌数148

12543 スナック狸穴 旭市鎌数238-3

12544 スナックあきし乃 旭市鎌数238-3

12545 らぁ麺 結 旭市鎌数2544-13

12546 カフェレストランぶん 旭市鎌数3820-1

12547 焼肉レストラン 牛車 旭市鎌数3821-1

12548 DININGROKU 旭市鎌数3822-2

12549 レストラン カフェ ノエル 旭市鎌数4356-6

12550 TAJ 旭市鎌数556-2

12551 金の玉．光 旭市鎌数74-2

12552 フジストアー 旭市鎌数8486-13

12553 飯処・酔処まんま 旭市鎌数9237-6VIP911-C

12554 宇受売（鎌数店） 旭市鎌数9360-5

12555 一力 旭市鎌数9381-2

12556 東陽 旭市鎌数9419-3

12557 磯野家 旭市鎌数9419-3第3コーポ川西101号

12558 萬 旭市鎌数9434-7

12559 かね政 旭市鎌数9570-10

12560 ブアトン 旭市鎌数9878

12561 鴨料理才兵衛 旭市幾世789

12562 るびい 旭市琴田2823-10

12563 Pub マイン 旭市琴田2823-10

12564 洋食ダイニングフライパン 旭市琴田2823-8

12565 りっぷす 旭市琴田3536-2

12566 庫吉 旭市琴田3567

12567 鮮魚 あさひ丸 旭市琴田3818

12568 あこ 旭市琴田3818-6

12569 スナックラビット 旭市駒込460-1

12570 きみずか 旭市見広21-2

12571 鳥とん旭店 旭市後草1130-1

12572 バレンタイン 旭市後草1215番地2

12573 モラードタイ 旭市後草1215番地2

12574 食事処大名亭 旭市後草1260-5

12575 宇受売 本家 旭市後草1383

12576 ゆり 旭市後草1576-3

12577 大衆食堂 伊右衛門 旭市後草1933

12578 ニューなかよし 旭市後草2003-1

12579 和食や 旭市後草2008

12580 もち 旭市後草777-4

12581 酒房 龍馬 旭市江ケ崎1216-3

12582 キャットテール 旭市江ケ崎1374-1

12583 せきね 旭市江ケ崎1440-10

12584 COGO 旭市江ケ崎1603

12585 スナックチャイヨー 旭市江ケ崎1604

12586 居酒屋へいべい 旭市江ケ崎1604

12587 彩食健美舞 旭市江ケ崎1604

12588 ThaiZaabタイザーブ 旭市江ケ崎1604

12589 瀬戸 旭市江ケ崎1624-1

12590 居酒屋なじみ 旭市江ケ崎1634-8

12591 Luana・Aina 旭市江ケ崎1637-1

12592 すしやの魚々村 旭市江ケ崎1638-15

12593 和風れすとらんあかべこ 旭市江ケ崎1654-13

12594 食いだおれ 旭市江ケ崎1654-16

12595 風来坊 who-lie-bow 旭市江ケ崎1654-16

12596 次郎長 旭市江ケ崎1654-24

12597 香蘭 旭市江ケ崎1654-24

12598 K ＆ M 旭市江ケ崎1654-31

12599 cadi 旭市江ケ崎1654-37

12600 愛 旭市江ケ崎1654-37



12601 スナック美沙 旭市江ケ崎1654-39

12602 帆夏 旭市江ケ崎1654-39

12603 居酒屋ワインレッド 旭市江ケ崎1654-40

12604 キッチンおこのみ 旭市江ケ崎1654-5

12605 酔い処ふらり 旭市江ケ崎1654-55

12606 雛 旭市江ケ崎1654-6

12607 Cuisine Sois 旭市江ケ崎1664-2

12608 とらちゃん 旭市江ケ崎1669-7

12609 バンハオ 旭市江ケ崎507-2アズマA

12610 スナックYOU 旭市江ケ崎字初崎1604

12611 タイ料理ボアルアン 旭市三川11596-1

12612 CafeLOHAS 旭市三川12156-1

12613 レストランプリモピアット 旭市三川12194-1

12614 平公 旭市三川12194-7

12615 なるい 旭市三川2887-1

12616 串や 旭市三川4075-1

12617 カラオケカフェニューあかし 旭市三川4088-3

12618 ディライト 旭市三川4096-8

12619 寿司 しもふさ 旭市三川4443-1

12620 銚子屋 旭市三川4783

12621 磯料理 銚子屋 旭市三川4815-1

12622 民宿武駒 旭市三川4938

12623 季節料理勘平衛 旭市三川4955-12

12624 スナック太陽 旭市三川5510-2

12625 居酒屋出船 旭市三川5918-3

12626 天咲 旭市三川5929-62

12627 居酒屋かなや 旭市三川5931-8

12628 カラオケパブちぐさ 旭市三川5951-1

12629 味処あらい 旭市三川5972-131

12630 お魚とお肉の店まーすけ 旭市三川6134-37

12631 華王飯店 旭市三川6172-1

12632 お好み焼きもんじゃつむぎ 旭市三川6172-13

12633 YOU 旭市三川6172-5

12634 上総屋 旭市三川6191-1

12635 園芸酒場ケン＆双葉 旭市三川6224-5ドリームハウスC

12636 パラダイス 旭市三川6233-5

12637 千春 旭市三川6277-3

12638 夕涼華三姉妹 旭市三川6375

12639 こころ 旭市三川6458-3

12640 ラーメン屋うまいもん和 旭市三川6557-3

12641 居酒屋十色 旭市三川6777-1

12642 疲れた時は飲みに立ち寄って 旭市三川6777-1仙造村1-1

12643 ごんにも 旭市三川7257-1

12644 歌謡スタジオ秀花 旭市蛇園2763

12645 cafe館忍 旭市蛇園2832-2

12646 傳兵衛 旭市蛇園2982-2

12647 なみ川 旭市蛇園771-1

12648 川端屋 旭市秋田1256

12649 株式会社 スーパーコック 旭市秋田1490-3

12650 魚定 旭市秋田1762-31

12651 カントリーハウス 海辺里 旭市上永井1217

12652 カラオケスタジオ愛LAND 旭市新町585-2

12653 トンタイ 旭市新町667番地

12654 ニュートンタイ 旭市新町667番地

12655 UPTOWNcafe 旭市新町76-4

12656 あきの 旭市新町829-2

12657 割烹活魚 すずき 旭市神宮寺3972

12658 ホテルプリンセス 旭市神宮寺4002-3

12659 やき鳥屋でんえん 旭市神宮寺7428-1

12660 スナックコテージ 旭市仁玉653

12661 有限会社 干潟八萬石 旭市清和乙662-7

12662 川 治 旭市清和甲1442-3

12663 輪 旭市西足洗1177

12664 居酒屋ひでこ 旭市西足洗1177-1

12665 ティーハウスガリバー 旭市西足洗3042

12666 唐変木 旭市西足洗3042

12667 野重鮮魚店 旭市西足洗3214

12668 ニューハーモニー 旭市西足洗527-8

12669 つどい 旭市西足洗644-2

12670 宝寿司 旭市西足洗655

12671 馬酔木 旭市川口15-1

12672 今久 旭市川口3435-7

12673 魚料理 しんば 旭市川口3438-18

12674 和 旭市泉川1506

12675 カラオケドレミ 旭市足川3965

12676 鮨よし 旭市足川3985

12677 季節料理かりん 旭市足川4361-1

12678 葵 旭市足川4797-2

12679 手打ちそばえんどう 旭市中谷里7835-3

12680 カラオケ＆ダンススタジオマリーン 旭市中谷里8308-9

12681 カラオケ ライム 旭市椎名内2651-5

12682 磯なぎ荘 旭市椎名内3259-4

12683 夢のひろば辰 旭市鏑木3705-2

12684 カラオケ居酒屋チェリー 旭市東足洗1097-2

12685 タイ料理ルァンカーウ 旭市東足洗1414

12686 スナック NaNa 旭市東足洗1423-1

12687 スナックMOON 旭市東足洗1424-1

12688 OWL 旭市東足洗1424-1

12689 Natural 旭市東足洗1424-1C号室

12690 スナック悠河 旭市東足洗1461

12691 スナックキミー 旭市東足洗1461番地1階2号室

12692 唄ごえハウスきよし 旭市東足洗1632-3



12693 やまろく 旭市東足洗2743

12694 空 旭市東足洗2778-73

12695 天然温泉旭の湯 旭市東足洗字浜方2778番地47

12696 Lounge 4C 旭市東足洗字北入1461番地

12697 向陽 旭市萩園1132

12698 和風ダイニングゆず 旭市萩園1221

12699 居酒屋 友 旭市萩園996

12700 鳥久 旭市飯岡1884

12701 うまいもん処地雷や 旭市飯岡3241-1

12702 幸喜 旭市飯岡3346

12703 鳥忠 旭市飯岡3508

12704 LEAF 旭市米込1395-10

12705 らーめん香華 旭市米込1395-22

12706 おさかなや 旭市米込1395-30

12707 市造 旭市野中4206

12708 ナタズカフェ 旭市萬歳1407-1

12709 嘉儀屋 旭市萬歳1586

12710 香取屋 旭市萬歳2648

12711 居酒屋あいちゃん 旭市萬力1695

12712 中華餃子坊風月 旭市萬力2917-22

12713 あじ処 春 旭市萬力3401-8

12714 ガスト習志野スーパービバホーム 習志野市茜浜1丁目1番1号

12715 とんかつ まる藤 新習志野店 習志野市茜浜1丁目1番1号

12716 新橋やきとん新習志野店 習志野市茜浜2-1-1JR新習志野駅構内

12717 CafeBar湯～ねる 習志野市茜浜2-2-1

12718 ペッパーランチミスターマックス新習志野店 習志野市茜浜2-2-1

12719 はなまるうどん 習志野市茜浜2-2-1-B棟2階

12720 ポポラマーマ・焼鳥をどり新習志野店 習志野市茜浜2-2-1ミスターマックス新習志野ショッピングセンター

12721 とんかつ大和楽黒豚そば 習志野市茜浜2-2-1メルクス新習志野2階

12722 幸楽苑新習志野店 習志野市茜浜2丁目19-3

12723 サイゼリヤ 新習志野店 習志野市茜浜2丁目19番3号

12724 すき家 新習志野店 習志野市茜浜2丁目1番12号

12725 養老乃瀧 新習志野 習志野市茜浜2丁目1番8号

12726 カレーハウスCoCo壱番屋 習志野市茜浜2丁目2番1号

12727 しおかぜホール茜浜内売店 習志野市茜浜3-7-6

12728 居酒屋にしぐち 習志野市屋敷3-1-21

12729 桂林餃子満足幕張本郷店 習志野市花咲1-3-24

12730 朝寝坊 習志野市花咲1-3-24ベルズ104

12731 長江飯店 習志野市花咲2丁目2番24号

12732 西や 習志野市香澄3-7-15

12733 更科 京屋 習志野市香澄4丁目5番1号

12734 インドレストランババ 習志野市鷺沼1-6-7

12735 ロティスリーアターブル 習志野市鷺沼1-8-16メゾンスリージェ1F

12736 まる太食堂 習志野市鷺沼2丁目5番29号

12737 幸楽苑幕張インター店 習志野市鷺沼3丁目17番22号

12738 四季の旬彩なつみ 習志野市鷺沼4-4-2

12739 バーミヤン 習志野鷺沼店 習志野市鷺沼4丁目1番3号

12740 松屋 幕張インター店 習志野市鷺沼5-6-5

12741 安楽亭幕張インター店 習志野市鷺沼5丁目5番45号

12742 はま寿司幕張IC店 習志野市鷺沼5丁目6番5号

12743 居酒屋羽黒 習志野市鷺沼台3-13-6

12744 中華レストラン かなざわ 習志野市鷺沼台3丁目13番6号

12745 レブステーキ 習志野市実籾1-2-12メディカルセンタービル2F

12746 パブマリーン 習志野市実籾1-2-15興和ビル2階

12747 麺処力丸 習志野市実籾1-2-15興和実籾ビル1階

12748 スナックチェリー 習志野市実籾1-4-1

12749 居酒屋暮六つ 習志野市実籾1-4-1

12750 和料理蜻蛉 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ1F

12751 居酒屋あぜ道 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ習志野

12752 居酒屋あづさ 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ習志野

12753 ONEMORE 習志野市実籾1-4-1ゴールドショップ習志野B1-14

12754 藤 習志野市実籾1丁目4番1号

12755 居酒屋 さくら 習志野市実籾1丁目4番1号

12756 カラオケ茶房 ゆう 習志野市実籾1丁目4番1号

12757 ガスト 実籾店 習志野市実籾2丁目4番10号

12758 幸杏 習志野市実籾3-1-1

12759 聚楽太閤 習志野市実籾3-1-1

12760 一聚丸 習志野市実籾3-1-2伊原店舗103

12761 ハイボールバーシルナージュ 習志野市実籾3-1-2伊原店舗1階102号室

12762 もんじゃ焼き永吉 習志野市実籾3-1-4

12763 granMash 習志野市実籾3-3-1アルポルト1F

12764 吟家実籾店 習志野市実籾3-7-5

12765 タンドリー実籾店 習志野市実籾3丁目1番2号

12766 くるまやラーメン実籾店 習志野市実籾3丁目24番1号

12767 居酒屋ひとやすみ 習志野市実籾4-1-1-107

12768 ソウサクビストロ＆カフェMai921 習志野市実籾4-12-18-101

12769 カラオケパブフランク 習志野市実籾4-12-23フランクビル2F

12770 さかなや道場実籾駅前店 習志野市実籾4-1-3コープリーコート1F

12771 ぽっぽラーメン 習志野市実籾4-24-6

12772 DiningkitchenFy'sLimit 習志野市実籾4-3-1-102米倉ビル

12773 アヴェニュウ 習志野市実籾4-3-9

12774 居酒屋 長門 習志野市実籾4-4-15

12775 紅鶴楼 習志野市実籾4-4-6

12776 らーめん柊 習志野市実籾4-5-14クローカス

12777 遊酒処しろひげ 習志野市実籾4丁目12番18号

12778 炭火焼鳥大福 習志野市実籾4丁目12番22号

12779 やきとり珍来 習志野市実籾4丁目1番13号

12780 鳥昭 習志野市実籾4丁目1番1号

12781 松利 習志野市実籾4丁目1番1号

12782 カラオケ BanBan 実籾駅前店 習志野市実籾4丁目1番1号真壁ビル2F

12783 とれぴち漁幸 習志野市実籾4丁目1番9号

12784 鈴蘭苑 習志野市実籾4丁目34番5号



12785 めん坊華乃屋 習志野市実籾4丁目3番35号横川ビル103

12786 八幡家 習志野市実籾4丁目6番3号

12787 唐揚げ専門 やまだ商店 習志野市実籾5-1-1

12788 や台ずし実籾駅前町 習志野市実籾5-1-5

12789 居酒屋のんちゃん 習志野市実籾5-23-23

12790 日だまり 習志野市実籾5-23-24

12791 ごはんcafekuu 習志野市実籾5-23-25高橋司店舗

12792 スナック芳恵 習志野市実籾5-28-24

12793 とりのぜん一鳥 習志野市実籾5-3-24白鳥ビル

12794 スナック＆パブ善sun 習志野市実籾5-3-24白鳥ビル2階

12795 玉屋食堂 習志野市実籾5-8-1

12796 猪・鹿 習志野市実籾5-8-6

12797 伊太そば 習志野市実籾5-8-8

12798 スナックニューレスト 習志野市実籾5-8-8

12799 居酒屋 みき 習志野市実籾5丁目23番25号

12800 居酒屋 カツヒコ 習志野市実籾5丁目24番3号

12801 瓢たん 習志野市実籾5丁目8番6号

12802 寿司ふじ 習志野市実籾5丁目8番8号

12803 焼肉黒べこや 習志野市実籾6-28-1

12804 コナズ珈琲幕張店 習志野市芝園1-2-2

12805 ラウンドワン習志野店 習志野市芝園1丁目4番5号

12806 ラウンドワン習志野店 習志野市芝園1丁目4番5号

12807 すし栄 習志野市秋津4-15-8

12808 ワルツ 習志野市泉町2丁目1番33号

12809 CRACCaITALIAN 習志野市奏の杜2-4-1ベルグランデ奏の杜101

12810 ばんから奏の杜フォルテ店 習志野市奏の杜2丁目1番1号

12811 モスバーガーフォルテ津田沼店 習志野市奏の杜2丁目1番1号

12812 サイゼリヤ ベルク津田沼 習志野市奏の杜2丁目1番1号

12813 津田沼のお弁当千串屋本舗 習志野市袖ケ浦1-4-1カドヤ店舗

12814 五輪食堂 習志野市袖ケ浦3-5-4袖ケ浦団地ショッピングセンター内101号室

12815 小料理らんまる習志野店 習志野市袖ケ浦5丁目7番13号

12816 スターカフェ 習志野市大久保1-16-13

12817 横浜家系ラーメン 蓮 習志野市大久保1-16-13

12818 龍翔堂千葉大久保店 習志野市大久保1-16-15

12819 房総式ラーメン人力船 習志野市大久保1-16-18

12820 海と大地と炙り焼海炎 習志野市大久保1-16-18

12821 アジアンダイニングバーポカラ 習志野市大久保1-16-18-1F

12822 CAFEMARUKA 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ2C

12823 バレルカフェAims 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ2E

12824 山勝角ふじ 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ2F

12825 ヴイーナス 習志野市大久保1-16-18プラザグレミオ2F号

12826 ブラックセイント 習志野市大久保1-16-7

12827 晴の厨 習志野市大久保1-16-7

12828 老上海点心 習志野市大久保1-17-13

12829 冨士寿司 習志野市大久保1-18-10

12830 安安食堂 習志野市大久保1-18-5

12831 魁男飯 習志野市大久保1-18-5岡野ビル1階

12832 TresCafe 習志野市大久保1-18-9ライズインハウス101

12833 麺屋時茂京成大久保店 習志野市大久保1-18-9ライズインハウス103

12834 串カツ田中京成大久保店 習志野市大久保1-21-12ニューTKビル1階

12835 鳥貴族千葉大久保店 習志野市大久保1-22-13

12836 桂林餃子満足 習志野市大久保1-23-11

12837 味四川四川ダイニング 習志野市大久保1-23-11-2F

12838 かをり本丸 習志野市大久保1-24-16ラ・カーサピッコラ1階

12839 日高屋京成大久保店 習志野市大久保1-24-3

12840 サイゼリヤ京成大久保駅前店 習志野市大久保1-24-3

12841 BARCHARUTA 習志野市大久保1-24-3市角貸店舗2F

12842 ゴールドピザ 習志野市大久保1-25-12ファンタジア第一ビル1階

12843 タピオカミルクティー専門店一茶 習志野市大久保1-25-14

12844 陳家黄金チャーハン宴工房 習志野市大久保1-25-17

12845 そば処 いっぴんさん 習志野市大久保1-27-3

12846 さくら 習志野市大久保1-28-14サトウビル101

12847 肉の店鳥吉 習志野市大久保1-29-1

12848 や台ずし京成大久保町 習志野市大久保1-29-1

12849 海鮮旬菜Ojima 習志野市大久保1-29-12

12850 ゴリ兄酒場 習志野市大久保1-29-3

12851 大衆酒場YOーHEY 習志野市大久保1-29-3

12852 グラッチェガーデンズ 習志野大久保店 習志野市大久保1丁目15番11号

12853 ramencase-K 習志野市大久保1丁目16-18プラザグレミオ1E

12854 ラーメン 大虎 京成大久保店 習志野市大久保1丁目18番12号

12855 炭焼家 串じまん 習志野市大久保1丁目18番12号

12856 松屋 京成大久保店 習志野市大久保1丁目21番12号

12857 ビッグエコー 京成大久保駅前店 習志野市大久保1丁目21番12号

12858 ステーキ共和国大久保大使館 習志野市大久保1丁目23番11号

12859 牛角 京成大久保店 習志野市大久保1丁目23番17号

12860 ミスタードーナツ 習志野市大久保1丁目23番1号

12861 コンフィ 習志野市大久保1丁目24番17号

12862 マクドナルド京成大久保店 習志野市大久保1丁目24番1号

12863 無国籍居酒屋瑶酔 習志野市大久保1丁目24番7号

12864 怪人23面相 習志野市大久保1丁目29番1号

12865 富寿司 習志野市大久保1丁目5番1号

12866 らーめんパンケ 習志野市大久保2-1-1

12867 居酒屋千 習志野市大久保2-1-12押野ビル2階

12868 すなっく 花紋 習志野市大久保2-1-17

12869 お好み焼おさ村 習志野市大久保2-4-1-101

12870 まんぷく食堂 習志野市大久保2-5-3

12871 桂香 習志野市大久保2-6-1-607

12872 レストラン・バロック 習志野市大久保2丁目1番17号

12873 小料理 よってけ 習志野市大久保3-10-21

12874 ダンスカフェゴードン 習志野市大久保3-11-19

12875 酒、肴、すし旬菜わさび 習志野市大久保3-11-22-11-1F

12876 拉麺いさりび京成大久保店 習志野市大久保3-11-24



12877 ラーメン どやどや 習志野市大久保3-12-11

12878 インド＆アジア料理レストランサンティ 習志野市大久保3-12-5-103

12879 肉乃本気丼 習志野市大久保3-13-12

12880 マンドリン ハンバーガーキッチン 習志野市大久保3-13-12-101

12881 麺家西陣 習志野市大久保3-13-4大久保ビル1階

12882 ひつじん 習志野市大久保3-15-1

12883 一ツ喜 習志野市大久保3-15-19

12884 菊粋 習志野市大久保3-15-23

12885 あじさい 習志野市大久保3-15-8

12886 旬菜処たけ 習志野市大久保3-7-15

12887 すい～と 習志野市大久保3-7-16

12888 みんなの店プラスワン 習志野市大久保3-9-12-1F

12889 居酒屋さっちゃん 習志野市大久保3丁目11番14号

12890 ときわ 習志野市大久保3丁目12番5号

12891 Bar Copine 習志野市大久保3丁目12番5号

12892 どろそば屋 ひろし 習志野市大久保3丁目12番5号

12893 市場食堂八 習志野市大久保3丁目12番5号伊藤ハイツ101

12894 鳥勝 習志野市大久保3丁目15番2号1階

12895 居酒屋 美豚 習志野市大久保3丁目15番8号

12896 居酒屋 おかめ 習志野市大久保3丁目15番9号

12897 信州手打そば処くるみ庵 習志野市大久保4-2-1メゾン都築1F

12898 居酒屋スキャット 習志野市大久保4-3-17

12899 ココス 習志野大久保店 習志野市大久保4丁目11番23号

12900 季節料理ふじ 習志野市大久保4丁目4番19号

12901 ニュー金さん 習志野市大久保4丁目7番5号

12902 小料理わかい 習志野市大久保4丁目9番13号

12903 カラオケ居酒屋風歌 習志野市谷津1-11-8坂東ビル1階

12904 プティ・ラ・シェット 習志野市谷津1-13-10

12905 マザーズクレープ 津田沼店 習志野市谷津1-16-1

12906 和風レストラン彩茶房 習志野市谷津1-16-1モリシア9F

12907 カラオケレインボー津田沼駅前店 習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼10F

12908 きっちょう庵 習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼8F

12909 三才坊 習志野市谷津1-16-1モリシア津田沼9階

12910 Indo ryori NISHAN 習志野市谷津1-17-9

12911 ジリオーラ 習志野市谷津1丁目10番9号

12912 居酒屋古都 習志野市谷津1丁目11番8号

12913 小料理焼きとり伸 習志野市谷津1丁目11番8号坂東ビル1F

12914 イタリアンレストランRikuChika 習志野市谷津1丁目13番10号ヤマワロイヤルパレス103号

12915 タリーズコーヒーモリシア津田沼 習志野市谷津1丁目16-1モリシア津田沼1F

12916 有限会社 浜田山やぶ 習志野市谷津1丁目16番1号

12917 スターバックスコーヒー 習志野市谷津1丁目16番1号

12918 銀座アスター津田沼賓館 習志野市谷津1丁目16番1号

12919 津田沼囲碁クラブ 習志野市谷津1丁目16番1号

12920 サンマルクカフェ モリシア津田沼店 習志野市谷津1丁目16番1号

12921 マクドナルド津田沼モリシア店 習志野市谷津1丁目16番1号

12922 すき家 モリシア津田沼店 習志野市谷津1丁目16番1号

12923 鎌倉パスタモリシア津田沼店 習志野市谷津1丁目16番1号モリシア津田沼2F

12924 鳥料理 味味 習志野市谷津1丁目19番23号

12925 源七 習志野市谷津2-1-16源七

12926 すき家 14号習志野谷津店 習志野市谷津2丁目18番45号

12927 ジョナサン 谷津店 習志野市谷津2丁目2番22号

12928 旬 習志野市谷津2丁目4番30号

12929 優 習志野市谷津3-1-7

12930 ダンススタジオ 舞夢 習志野市谷津3丁目12番36号

12931 味香園 習志野市谷津3丁目12番36号2F

12932 小いで 習志野市谷津3丁目17番18号

12933 お食事処 轍 習志野市谷津4-5-19

12934 銀のひつじ 習志野市谷津4-5-20

12935 鉄ちゃん 習志野市谷津4-5-25

12936 ほうらい 習志野市谷津4-6-28

12937 金のうさぎ 習志野市谷津4-6-28

12938 和みダイニング胡桃 習志野市谷津4-6-30

12939 居酒屋鈴之助 習志野市谷津4-6-31

12940 ～ならしのクラフトビール～ むぎのいえ 習志野市谷津4-6-33

12941 池 田 屋 習志野市谷津4丁目4番13号

12942 インド料理サンティ 習志野市谷津4丁目5番21号YH-3ビル102

12943 天久 習志野市谷津4丁目6番30号

12944 cafe’螢明舎 習志野市谷津4丁目6番34号

12945 串特急谷津店 習志野市谷津4丁目6番35号

12946 ふぐ・釜めし芳の 習志野市谷津5-13-6

12947 GARULA GARAGE 習志野市谷津5-40-25

12948 DaAlfredo 習志野市谷津5-4-11

12949 鮨善 習志野市谷津5-4-15

12950 居酒屋つくし 習志野市谷津5-4-16

12951 居酒屋凪 習志野市谷津5-4-8-1F

12952 A-tanSegunda 習志野市谷津5-5-10

12953 インド料理＆バー ハヴェリ 習志野市谷津5-5-16-101

12954 大衆料理陣屋 習志野市谷津5-5-2

12955 酒楽 習志野市谷津5-5-3

12956 居酒屋蔵 習志野市谷津5-6-1

12957 居酒屋ふる里 習志野市谷津5-6-1

12958 湊 寿 し 習志野市谷津5丁目31番18号

12959 季節料理あきた 習志野市谷津5丁目5番15号

12960 海月 習志野市谷津5丁目5番16号102

12961 居酒屋 なでしこ 習志野市谷津5丁目5番3号

12962 肉の万世津田沼店 習志野市谷津6-21-17

12963 かいざん 習志野市谷津6丁目21番4号

12964 大衆酒場 西もり 習志野市谷津7-10-3

12965 元氣七輪焼肉牛繁ロハル津田沼店 習志野市谷津7-7-1

12966 ドトールコーヒーショップ 津田沼南口店 習志野市谷津7-7-1

12967 銀だこ鉄板道場 Loharu津田沼店 習志野市谷津7-7-1

12968 東京油組総本店 津田沼組 習志野市谷津7-7-1



12969 田所商店 津田沼店 習志野市谷津7-7-1-1F

12970 津田沼Cafe&Diningペコリ 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼A棟B1階

12971 楽楽屋津田沼店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼B1F

12972 カラオケルーム歌広場Loharu津田沼店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼B1階

12973 IKUKO津田沼店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼B館1F

12974 鳥貴族津田沼南口店 習志野市谷津7-7-1Loharu津田沼地下1階

12975 ロイヤルホスト 津田沼駅前店 習志野市谷津7丁目7番1号

12976 湘南パンケーキ Loharu津田沼店 習志野市谷津7丁目7番地1号

12977 ㈱サイゼリヤ 津田沼南口店 習志野市谷津7丁目8番

12978 ラ・シェット 習志野市谷津7丁目8番7号

12979 松のや 津田沼南口店 習志野市谷津7丁目9番16号

12980 松屋 津田沼南口店 習志野市谷津7丁目9番16号

12981 サイゼリヤ イトーヨーカドー津田沼店 習志野市津田沼1-10-30

12982 カフェ・ベローチェ新津田沼店 習志野市津田沼1-10-34津田沼12番街店舗2・3F

12983 みんなの居酒屋ありがとう津田沼店 習志野市津田沼1-10-41

12984 呑食堂バルくり 習志野市津田沼1-10-41

12985 栄昇らーめん 匠 習志野市津田沼1-10-41

12986 ヒマラヤ 習志野市津田沼1-10-41

12987 松屋津田沼店 習志野市津田沼1-10-41

12988 ぱぶ茶屋祭 習志野市津田沼1-10-41十番街ビル1階

12989 デリフランス津田沼店 習志野市津田沼1-1-1

12990 日高屋 津田沼駅南口店 習志野市津田沼1-1-1

12991 Bull Pulu 習志野市津田沼1-1-1

12992 エクセルシオールカフェ 津田沼北口店 習志野市津田沼1-1-1

12993 しゃぶ葉 津田沼駅前店 習志野市津田沼1-11-4

12994 カラオケまねきねこ津田沼北口店 習志野市津田沼1-11-4

12995 赤から津田沼店 習志野市津田沼1-2-1

12996 温野菜津田沼駅前店 習志野市津田沼1-2-1

12997 健勝軒 習志野市津田沼1-2-11

12998 サンズ・ダイナー 習志野市津田沼1-2-12三山ビル1F

12999 ポックン 習志野市津田沼1-2-12三山ビル2F

13000 はいさい！ 習志野市津田沼1-2-12三山ビル3F

13001 Chatime津田沼店 習志野市津田沼1-2-13OKビル2F

13002 もつ焼 坊っちゃん 習志野市津田沼1-2-14

13003 旬鮮酒場天狗津田沼店 習志野市津田沼1-2-16堀越ビル3F

13004 洋麺屋五右衛門津田沼店 習志野市津田沼1-2-19

13005 富士そば津田沼店 習志野市津田沼1-2-19つるやビル

13006 鳥貴族新津田沼店 習志野市津田沼1-2-1十三ビル・5階

13007 牛角津田沼駅前通り店 習志野市津田沼1-2-1十三ビル4F

13008 くいもの屋わん津田沼店 習志野市津田沼1-2-1十三ビル4階

13009 DiveAward株式会社 習志野市津田沼1-2-22小倉ビル4F

13010 いわ鬼 習志野市津田沼1-2-24

13011 鎌倉パスタダイニングイオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13012 めっちゃバナナ 習志野市津田沼1-23-1

13013 サブウェイイオン津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13014 中華101 習志野市津田沼1-23-1

13015 四六時中津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13016 たまごやとよまるイオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13017 幸楽苑ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13018 はなまるうどん イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13019 珈琲館イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13020 フードボートカフェイオン津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13021 築地銀だこ イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1

13022 いきなりステーキイオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1-1Fフードコート内

13023 和幸イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼

13024 台湾点心房イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼3F

13025 鹿鳴軒 習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼3F314区画

13026 タリーズコーヒーイオンモール津田沼 習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼店2F

13027 大阪王将 津田沼北口店 習志野市津田沼1-2-7

13028 津田沼っ子居酒屋とりとんくん 習志野市津田沼1-2-8はまゆうパスタビル地下一階

13029 ディッパーダン ミーナ津田沼店 習志野市津田沼1-3-1

13030 肉と日本酒バル ワラカド津田沼店 習志野市津田沼1-3-11

13031 もつ焼 坊っちゃん 新津田沼店 習志野市津田沼1-3-11

13032 日高屋 新津田沼店 習志野市津田沼1-3-11

13033 家族亭 習志野市津田沼1丁目10番30号

13034 てんや 新津田沼店 習志野市津田沼1丁目10番34号

13035 Theハイカラ屋 習志野市津田沼1丁目10番41号

13036 我馬らーめん 習志野市津田沼1丁目10番41号十番街ビル103

13037 クニーズバー 習志野市津田沼1丁目10番41号津田沼10番街ビル2F

13038 カラオケ館 津田沼店 習志野市津田沼1丁目11番2号

13039 ジョナサン津田沼駅前店 習志野市津田沼1丁目11番4号

13040 牛角 津田沼店 習志野市津田沼1丁目11番6号

13041 サイゼリヤ 津田沼イオン前店 習志野市津田沼1丁目12番4号

13042 いろり庵 きらく ペリエ津田沼店 習志野市津田沼1丁目1番1号

13043 ロッテリア JR津田沼ペリエ店 習志野市津田沼1丁目1番1号

13044 デニーズ津田沼駅前店 習志野市津田沼1丁目1番1号

13045 ごはん処 大戸屋 イオン津田沼店 習志野市津田沼1丁目23番1号

13046 サーティワンアイスクリーム 習志野市津田沼1丁目23番1号

13047 リンガーハット イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1丁目23番1号

13048 海鮮三崎港 津田沼イオンSC店 習志野市津田沼1丁目23番1号

13049 マクドナルド イオン津田沼店 習志野市津田沼1丁目23番1号

13050 すき家イオンモール津田沼店 習志野市津田沼1丁目23番1号

13051 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 習志野市津田沼1丁目2番19号

13052 三代目 鳥メロ 津田沼北口店 習志野市津田沼1丁目2番1号

13053 スパゲッティバジリコミーナ津田沼店 習志野市津田沼1丁目3番1号

13054 スターバックスコーヒー 習志野市津田沼1丁目3番1号

13055 カルビハウスはし野 習志野市津田沼2-2-29

13056 田舎料理きのこ 習志野市津田沼2-4-23川島ビル1階

13057 酒処ほのか 習志野市津田沼2-4-23川島ビル2F

13058 津田沼必勝軒 習志野市津田沼2-5-9

13059 麺屋宜候 習志野市津田沼2-6-34

13060 欧風食堂タブリエ 習志野市津田沼2-6-34-105



13061 BarM`s 習志野市津田沼2-6-34白鳥ビル205号室

13062 栄昇らーめん 習志野市津田沼2丁目1番10号

13063 テキサス 津田沼 習志野市津田沼2丁目6番34号

13064 やきとりMAJO 習志野市津田沼2丁目6番34号白鳥ビル

13065 ビストロ ポトフ 習志野市津田沼2丁目8番6号

13066 郷 習志野市津田沼3-20-17三田ビル1F

13067 レストランあけぼの 習志野市津田沼3-9-16

13068 酒処きみ 習志野市津田沼3丁目1番6号

13069 和食 瀧もと 習志野市津田沼3丁目3番17号

13070 四葉茶坊津田沼店 習志野市津田沼4-10-31-101

13071 普段着ワイン酒場ワイガヤ 習志野市津田沼4-1-22

13072 神楽坂つくし 習志野市津田沼4-6-10十番ビル1F

13073 海鮮たか丸 習志野市津田沼4-9-16

13074 パブラウンジちはる 習志野市津田沼4-9-16-3階

13075 津田沼千串屋本舗 習志野市津田沼4-9-17竹村ビル1階

13076 庄や 京成津田沼店 習志野市津田沼4丁目10-34

13077 日高屋 京成津田沼店 習志野市津田沼4丁目10番33号

13078 そぷらのシチュー 習志野市津田沼4丁目1番23号

13079 Longhorn 習志野市津田沼4丁目1番24号

13080 マクドナルド京成津田沼店 習志野市津田沼4丁目9番12号

13081 スナック かりん 習志野市津田沼4丁目9番17号

13082 カフェ食堂ペンネン・ネネム 習志野市津田沼5-10-9

13083 横濱魚萬京成津田沼南口駅前店 習志野市津田沼5-11-10吉田ビル1階

13084 カレーハウスCoCo壱番屋京成津田沼駅前店 習志野市津田沼5-11-12

13085 割烹居酒屋深雪 習志野市津田沼5-11-14

13086 から揚げの本田商店京成津田沼店 習志野市津田沼5-11-14COLUMN211F-Ⅱ

13087 飲み食い酒場飯場 習志野市津田沼5-11-14コラム21-101

13088 リバティハウスガロ 習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼3F

13089 中国料理タケちゃん 習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼3階

13090 コーヒーハウスチャオ 習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼3階

13091 居酒屋志水 習志野市津田沼5-12-12京成サンロード3F

13092 ヘルスケアカフェ レヴェンテ 習志野市津田沼5-14-27

13093 中華ダイニング志福楼 習志野市津田沼5-1-8-1階

13094 寿々本 習志野市津田沼5-2-23

13095 フード ショップ グランマ・マリリン 習志野市津田沼5-3-7

13096 レストランヴィーニュ 習志野市津田沼5-4-30第2伊藤ビル1F

13097 くしきゅう京成津田沼店 習志野市津田沼5丁目11番8号土屋ビル1F

13098 レストランキャラバンサライ 習志野市津田沼5丁目14番5号

13099 TIMES BAR ange 習志野市津田沼5丁目9-6

13100 居酒屋もり 習志野市津田沼6-12-4プレミールS

13101 居酒屋かぶちゃん 習志野市津田沼6-14-28中島店舗104号

13102 酒処きた 習志野市津田沼6-2-3

13103 中華ゆり 習志野市津田沼6-3-10

13104 博多亭司 習志野市津田沼6丁目14-28-103

13105 ラーメンハウス Ton Ton 習志野市津田沼6丁目2番2号

13106 やぶ大町 習志野市津田沼6丁目2番3号

13107 ゆき 習志野市津田沼6丁目4番10号

13108 スナックパール 習志野市津田沼7-1-15

13109 居酒屋歩 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビル1F

13110 おかぼん 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビル1F-2

13111 めんどいねん屋 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビル1F-4

13112 居酒屋和楽 習志野市津田沼7-1-15長谷川ビルT3号

13113 春一番 習志野市津田沼7-18-25

13114 Mr.&フライパン 習志野市津田沼7-2-21

13115 結う家 習志野市津田沼7-3-1-103メゾンドール三代川

13116 ガロ 習志野市津田沼7-5-14駒崎ビル

13117 ロマン 習志野市津田沼7丁目1番10号

13118 スナック かりん 習志野市津田沼7丁目1番15号

13119 洋風居酒屋シルクロード 習志野市東習志野1-5-13

13120 MoMoHouse 習志野市東習志野2-1-14

13121 蘇洲 習志野市東習志野2-18-14

13122 鳥よし 習志野市東習志野2-8-31

13123 らーめん太一 習志野市東習志野2丁目20番1号

13124 コーヒー＆スナック CRAYON 習志野市東習志野2丁目3番14号

13125 食処 酒処 くれよん 習志野市東習志野2丁目3番14号

13126 洋風居酒屋イヴEve 習志野市東習志野3-11-11

13127 利香 習志野市東習志野3-13-23

13128 らーめん 天雅 習志野市東習志野3丁目13番25号

13129 秀 鮨 習志野市東習志野3丁目1番4号

13130 千秋 習志野市東習志野4-7-10

13131 魚べい 東習志野店 習志野市東習志野4丁目20番21号

13132 クール101 習志野市東習志野5-1-25

13133 赤門八千代台店 習志野市東習志野5-16-16

13134 八光 習志野市東習志野5-18-14

13135 麺乃Hou～鳳翔～Sho 習志野市東習志野5-19-15

13136 和食さと東習志野店 習志野市東習志野5-30-5

13137 デニーズ東習志野店 習志野市東習志野5丁目12番23号

13138 ガジュカフェ 習志野市東習志野6-3-5

13139 四六時中東習志野店 習志野市東習志野6-7-8イオンタウン東習志野1階

13140 炉ばた焼なか川 習志野市東習志野6丁目10番3号

13141 さかい鮨 習志野市東習志野6丁目1番2号

13142 サーティワンアイスクリーム 習志野市東習志野6丁目7番8号

13143 マクドナルド東習志野店 習志野市東習志野7-1-1

13144 菊富士ならしの 習志野市東習志野8-15-19

13145 猫カフェ十にゃん十色 習志野市東習志野8-21-27

13146 らーめんハウスドン 習志野市東習志野8-23-1

13147 台湾料理天和 習志野市東習志野8-27-30

13148 バーミヤン 東習志野店 習志野市東習志野8丁目1番13号

13149 スナック慶 習志野市藤崎1-17-7

13150 月 習志野市藤崎2-19-15

13151 吉野家習志野藤崎店 習志野市藤崎4丁目3番15号

13152 ふたば食堂 習志野市藤崎5-2-19



13153 SpaResort菜々の湯2F 習志野市本大久保1-1-1

13154 SpaResort菜々の湯1F 習志野市本大久保1-1-1

13155 大久保長寿庵 習志野市本大久保1丁目5番9号

13156 ダリー 習志野市本大久保2-10-24江戸屋ビル3F

13157 かくれ蔵しんのすけ 習志野市本大久保3-11-22

13158 居酒屋凧 習志野市本大久保3-6-6

13159 ペンギン 習志野市本大久保3-8-10

13160 松葉寿し 習志野市本大久保3-9-1

13161 キッチンぽん太 習志野市本大久保3-9-4

13162 更科 習志野市本大久保3丁目3番21号

13163 上州 習志野市本大久保3丁目8番11号

13164 そば処二葉 習志野市本大久保3丁目9番3号

13165 くにじ 習志野市本大久保5-3-16

13166 居酒屋JIPANG 習志野市本大久保5-4-1ハウスララ1-B

13167 中華料理 一番 習志野市本大久保5丁目3番22号

13168 肴鹿しま 習志野市本大久保5丁目6番28号

13169 オステリアカーロパパ 柏市あけぼの1-1-3-101パサニア

13170 寿し遠藤 柏市あけぼの1-6-19さらきくビル1F

13171 KATEcafe 柏市あけぼの1-6-19第一喜久水ビル3階302号

13172 木曽路 柏店 柏市あけぼの1丁目5番18号

13173 株式会社 うどん市 柏市あけぼの2丁目1番33号

13174 フォルクス柏店 柏市あけぼの3-11-1

13175 本格中華清香閣 柏市あけぼの3-1-21

13176 Teatrino Polano 柏市あけぼの3-3-3-1F

13177 お好み焼じゅうじゅ 柏市あけぼの4-3-21柏あけぼのビル1階

13178 ごはんもん末吉 柏市あけぼの4-6-1栗山ビル105

13179 そば処福本 柏市あけぼの4-8-2

13180 柏の木 柏市あけぼの5-4-6メゾンポミエス101

13181 洋食の渡辺 柏市あけぼの5丁目1番18号

13182 中華 悠楽 柏市かやの町2番地10

13183 居酒屋 匠 柏市かやの町2番地13-102

13184 らうかふぇ 柏市しいの木台3-24-31

13185 居酒屋珠美 柏市しいの木台5-25-12

13186 ビークラブ（B-CLUB） 柏市しいの木台5-47-22

13187 英 柏市つくしが丘1-12‐1

13188 アゼリア 柏市つくしが丘1丁目4番3号

13189 酒菜や 柏市つくしが丘2-9-14

13190 有限会社すし源 柏市つくしが丘3-3-8

13191 並木 柏市つくしが丘4-1-7マミー店舗1階

13192 居酒屋さん八 柏市つくしが丘4-2-10

13193 鮨処いな田 柏市つくしが丘4丁目11番12号

13194 オサカナレストラン味遊 柏市つくしが丘4丁目4番3号

13195 居酒屋里 柏市ひばりが丘4番地1ふる里ビル1階

13196 笹 柏市ひばりが丘5番地11

13197 ニューギターラ 柏市ひばりが丘7番地14

13198 いこいの店故郷 柏市ひばりが丘7番地14小林マンション102

13199 源寿司 柏市みどり台3-26-7

13200 吉福 柏市旭町1-10-1

13201 手羽唐・旨もん手羽市柏店手羽唐・旨もん手羽市柏店 柏市旭町1-10-14

13202 銀座ラムしゃぶ金の目柏西口店 柏市旭町1-10-18-1階アサヒセンチュリー

13203 赤から柏西口店 柏市旭町1-10-18-2階アサヒセンチュリー

13204 屋台ラーメンめん吉柏店 柏市旭町1-10-2

13205 じろう庵 柏市旭町1-10-2

13206 チャリズ倶楽部 柏市旭町1-10-2

13207 とん八 柏市旭町1-10-2深澤ビル3F

13208 炭火焼鳥キッチンひよこ あさひ通り店 柏市旭町1-10-3原ビル2階

13209 萬味 柏市旭町1-10-4

13210 こだわり鮮魚と炭焼地鶏 炉～ひばち～  （鮨処 粋） 柏市旭町1-10-5-1F

13211 焼とりつかさ 柏市旭町1-10-5丸誠ビル

13212 Amuser 柏市旭町1-10-6道脇ビル1F

13213 スナック櫻 柏市旭町1-10-8松田ビル1F

13214 隠れ家ひで 柏市旭町1-11-14

13215 FARMERS TABLE 柏市旭町1-11-1アサヒスクエア1F

13216 発酵料理麹蔵極 柏市旭町1-11-1アサヒスクエアビル2F

13217 志じま 柏市旭町1-1-12

13218 LaSTAN 柏市旭町1-11-3

13219 大阪焼肉ホルモン ふたご 柏市旭町1-11-3バロンビル1F

13220 スナックコヒロ 柏市旭町1-11-4橘ビル2階

13221 玄品柏 柏市旭町1-1-16-1階中崎ビル

13222 ねんごろ屋 柏店 柏市旭町1-1-16中崎ビル3F

13223 94CONG 柏市旭町1-11-8マルコビル

13224 串カツ田中 柏西口店 柏市旭町1-1-19ヤブキビル1階

13225 やきとり家すみれ柏西口店 柏市旭町1-1-19ヤブキビル2階

13226 焼肉酒場 ともさんかく 西口店 柏市旭町1-1-19第二豊倉ビル1F

13227 カラオケまねきねこ柏西口店 柏市旭町1-1-19矢吹ビル4～7F

13228 カラオケBanBan 柏駅西口店 柏市旭町1-1-1島田ビル2．3F

13229 カラオケONE柏店 柏市旭町1-1-21安田ビル2F

13230 ハブ柏西口店 柏市旭町1-1-21安田ビルB1F

13231 炭火焼酒場旭町ホルモン 柏市旭町1-14-12ラポーラフジ1階

13232 とらとら 柏市旭町1-14-8日の出ビル1F

13233 てけてけ柏西口店 柏市旭町1-1-4アサノビル地下1階

13234 旬彩台所513 柏市旭町1-1-8第1関口ビル2F

13235 カレーハウスCoCo壱番屋JR柏駅西口店 柏市旭町1-1-8第一関口ビル1階

13236 Buffalo's 柏市旭町1-1-8地下1階第一関口ビル

13237 日本料理丸山 柏市旭町1-2-13深野マンション103

13238 BARM's 柏市旭町1-3-12-2F

13239 紫光 柏市旭町1-3-14

13240 焼き鳥いっしん 柏市旭町1-3-14

13241 スープ春雨四川麻辣燙 柏市旭町1-3-14

13242 Girl’s Bar Meteor 柏市旭町1-3-14MC旭町ビル2階

13243 Mar'sBAR 柏市旭町1-3-14第3東和ビル2F

13244 やさい料理つむぎや 柏市旭町1-3-20ハイツ松原101



13245 鮨さくら 柏市旭町1-3-3SKヴィラⅡ1階

13246 東池袋大勝軒いちぶん 柏市旭町1-3-3マスダビル1階

13247 LADY BOY 柏市旭町1-3-3マスダビル3F

13248 杏 柏市旭町1-3-6

13249 ILMITZ 柏市旭町1-3-6サンハイツ101

13250 愛ランド 柏市旭町1-3-7

13251 日本酒とおでんやたいち 柏市旭町1-4-11

13252 GRANDIR 柏市旭町1-4-11インシュランスビルⅦ-Ⅱ-102

13253 こだわりもん一家柏店 柏市旭町1-4-13プリモ柏

13254 麺屋こうじ 柏市旭町1-4-15

13255 大衆酒場あさひ通りのさかなのとも 柏市旭町1-4-16

13256 Azzurro柏店 柏市旭町1-4-16カネマツビル1F

13257 大衆焼肉わだい家柏店 柏市旭町1-4-16前沢ビル22階

13258 もつ焼き串あげ盥～たらい～ 柏市旭町1-4-17

13259 大衆酒蔵 宝船 柏市旭町1-4-17前澤ビル2F

13260 吉野家柏西口店 柏市旭町1-4-18

13261 ニュークラブ シルクロード 柏市旭町1-4-19AKビル4階

13262 CLUB 熟女 柏市旭町1-4-19AKビル5階

13263 コンパル西口店 柏市旭町1-4-19吉野ビル1F

13264 エビバルEBIZO 柏西口店 柏市旭町1-4-19吉野ビル2階

13265 横浜家系ラーメン薫風家 柏市旭町1-4-1柏プラザホテルアネックスB1F

13266 サイゼリヤ柏西口店 柏市旭町1-4-1柏プラザホテルアネックスB1F

13267 BARTezuka 柏市旭町1-4-7タクビル1F

13268 SALONE 柏市旭町1-4-7タクビル1階

13269 pab・sang柏髙島屋ステーションモール店 柏市旭町1-5-1

13270 イデレストラン柏髙島屋ステーションモール店 柏市旭町1-5-1柏髙島屋ステーションモール新館専門店10階

13271 ばらかもん 柏市旭町1-5-4プラザパスカ2F

13272 くいものや チャカ 柏店 柏市旭町1-5-4プラザパスカ5F

13273 THE GREAT DINER 柏市旭町1-5-4プラザパスカ7F

13274 ちばチャン 柏店 柏市旭町1-5-4プラザパスカB1F

13275 七輪焼肉安安柏店 柏市旭町1-5-7第一豊倉ビルB1F

13276 屋台屋博多劇場柏店 柏市旭町1-6-3関和ビル1F

13277 こってりらーめん誉 柏市旭町1-7-11

13278 Gracias 柏市旭町1-7-11-2FのA

13279 NewClub 輝夜 柏市旭町1-7-11MYBL2-2F-B

13280 GAIA 柏市旭町1-7-11MYBL2-3階B

13281 ラージャ 柏市旭町1-7-11MYビル1F

13282 ジンギスカン織姫 柏市旭町1-7-11神田ビル1階

13283 寿司茶屋彦太 柏市旭町1-7-12

13284 割烹BARまつり 柏市旭町1-7-16

13285 六文銭 柏市旭町1-7-16田所ビル1F

13286 カラオケBARHARU 柏市旭町1-7-16柏中央第2ビル3F

13287 柏薬酒BARROUTE333 柏市旭町1-7-16柏中央第二ビル2階

13288 GABU 柏市旭町1-7-17

13289 ヒマラヤユキノシタ 柏市旭町1-7-17

13290 dessertbarObico 柏市旭町1-8-9エリートイン柏103

13291 美味辛厨房 まるから柏店 柏市旭町1丁目10番14号

13292 珍來 柏西口店 柏市旭町1丁目10番3号

13293 クラブ ショパール 柏市旭町1丁目10番3号原ビル4F

13294 Darts Bar Stinger 柏市旭町1丁目10番6号道脇ビル3階

13295 ポニーテール 柏市旭町1丁目11-3バロンビル6階

13296 栖 柏市旭町1丁目12番13号三晃第5ビル1F

13297 みのりか 柏市旭町1丁目14番14号

13298 庄や 柏西口店 柏市旭町1丁目1番1号K＆Kビル1ー3階

13299 さかなや道場柏西口店 柏市旭町1丁目1番2号YKー7ビルB1F

13300 日高屋 柏西口店 柏市旭町1丁目1番8号JMJ柏ビル

13301 炭火焼居酒屋八っちゃん柏西口店 柏市旭町1丁目3番13号

13302 お好み焼 勝和 柏市旭町1丁目3番6号

13303 コージーバー トリアス 柏市旭町1丁目4番11号2階

13304 鳥貴族柏あさひ通り店 柏市旭町1丁目4番16号カネマツビル2階

13305 しちりん 柏西口店 柏市旭町1丁目4番16号前沢第2ビル1階

13306 Oscar Queen 柏市旭町1丁目4番19号AKビルⅠ

13307 銀座アスターベルシーヌ柏 柏市旭町1丁目5番1号

13308 ふうりん 柏市旭町1丁目7番11号MYビル5F

13309 スナックムークンハ 柏市旭町1丁目7番地11MYビル24階A

13310 YOURS 柏市旭町1丁目7番地11MYビル2-5階B

13311 馬酔木 柏市旭町1丁目8番6号

13312 PEC 柏市旭町2-1-4

13313 とんかつ 瓢 柏市旭町2-2-2第一松崎ビル1F

13314 Osteria le Terre 柏市旭町2-5-6G-クレスト1F

13315 麺屋音柏店 柏市旭町2丁目1-5金子ビル

13316 ラーメン おうか 柏市旭町3-3-10

13317 日本料理風の音 柏市旭町3-3-27ポプラコート1F

13318 まことや 柏市旭町3丁目3番16号

13319 柏甲羅本店 柏市旭町4-1-7

13320 スナックマーレ 柏市旭町4-5-11

13321 焼肉 べこ壱 柏市旭町4-5-3

13322 ココス柏豊四季店 柏市旭町4-5-5

13323 きぼうのうどん 柏市旭町4-8-29

13324 清水庵 柏市旭町4丁目5番7号

13325 焼肉レストラン安楽亭柏旭町店 柏市旭町5-3-43

13326 双葉飯店 柏市旭町7-1-10アップレッソ柏

13327 さか菜や うみどり 柏市旭町7-3-5

13328 島酒場かでなす 柏市旭町一丁目1番19号ヤブキビル3F号室

13329 ひるふぁーむ 柏市伊勢原1-1-1

13330 萬来軒 柏市永楽台2-4-2

13331 らららあんどぅ 柏市加賀3-14-6福田建物

13332 焼トリあん 柏市加賀3-17-13

13333 松栄軒 柏市加賀3-20-5

13334 和びすけ 柏市加賀3-24-5

13335 しんきょう 柏市加賀3-24-5プログレス藤田103

13336 雅 柏市加賀3-25-11



13337 カラオケスナックNATSUMi 柏市加賀3-27-3

13338 興隆 柏市加賀3-3-2

13339 カラオケスタジオチェリー増尾店 柏市加賀3丁目17番14号

13340 庄や 増尾店 柏市加賀3丁目24番6号伊藤ビル

13341 居酒や 誠 柏市加賀3丁目25番10号

13342 モナ 柏市加賀3丁目28番8号

13343 中国料理 元祥 柏市花野井101-7

13344 ごはんや 輔 柏市花野井415

13345 中國料理熊福 柏市花野井620-5

13346 カレーハウスCoCo壱番屋ヨークマート柏花野井店 柏市花野井681

13347 ひらご寿司 柏市花野井719-16

13348 天ぷら磯料理はな乃 柏市花野井720-150

13349 ひとやすみ 柏市花野井720-19

13350 マイ・キッチン 柏市花野井746-276

13351 うな幸 柏市花野井749-17

13352 そば膳席砂場 柏市花野井749-24

13353 居酒屋こぶた 柏市花野井750-18

13354 小料理八重ちゃん 柏市花野井750番地56

13355 Lotus 柏市花野井766-1

13356 味笑 柏市花野井768

13357 はな膳花野井店 柏市花野井836-1

13358 仕出し料理はな膳花野井店 柏市花野井836-3

13359 蔵出し味噌 麺場 龍吟 柏市花野井896-3

13360 東洋軒 柏市関場町2-1

13361 和食 全国の地酒 瀧 柏市岩井785番地20

13362 カラオケスナック こすもす 柏市亀甲台町1-6-2

13363 餃子房 柏市亀甲台町1-6-22

13364 居酒屋ゆり 柏市亀甲台町1-6-2若葉ビル101号

13365 なかだ 柏市亀甲台町1丁目4番3号

13366 一蘭 柏店 柏市吉野沢1-13

13367 かつや 南柏店 柏市吉野沢1番地5

13368 天下一品柏店 柏市吉野沢2-10-4

13369 太陽食堂 柏市逆井1-1-29

13370 かしわ亭逆井店 柏市逆井13-9ユーカリビル1F

13371 ばんや 柏市逆井13番地9ユーカリビル102

13372 菜べくら 柏増尾店 柏市逆井2-31-6

13373 あじさいアンドスターライトマミ 柏市逆井2-33-3

13374 小春 柏市逆井4丁目25番64号

13375 四季亭 柏市金山185-2四季亭

13376 花小鳥COFFEESTAND 柏市呼塚新田204-23北柏ふるさと公園内

13377 クー・ド・マサ 柏市戸張950番地14

13378 豪賊の極み 柏市五條谷134V-Zone柏店内

13379 Riders cafe Racer 千葉 柏店 柏市五條谷上谷ツ台49-10

13380 串郎 柏市光ケ丘2-14-14

13381 BarBEG 柏市光ケ丘2-14-14

13382 アジアンダイニング ニューエベレストパラダイス 柏市光ケ丘2-19-10

13383 中華菜館 光ヶ丘店 柏市光ケ丘2-3-7

13384 天藤 柏市光ヶ丘2丁目14番14号

13385 ジョナサン 柏光ケ丘店 柏市光ヶ丘2丁目21番12号

13386 humoresque 柏市光ケ丘3-5-14

13387 松之寿司 柏市光ケ丘4-9-2

13388 母-母 柏市光ケ丘4丁目2番1号

13389 朝日屋 柏市光ヶ丘4丁目9番3号

13390 ReitakuCafe 柏市光ケ丘団地1番1号

13391 地鶏ふくどり 柏市光ケ丘団地内4-200-1-7グリーンタウン光ケ丘

13392 陣 柏市向原町1-25小池ビルB1号室

13393 くつろ木 柏市向原町1-27

13394 Takiko 柏市向原町1-27-2F

13395 カフェライン 柏市広町2-2カフェラインミュージックルームス

13396 呑んべえ 柏市高田1009-22

13397 文八 柏市高田1009-31

13398 鮨処和かな 柏市高田1009番地33

13399 ほたる 柏市高田1011-33

13400 松紀 柏市高田1028-7

13401 向日葵 柏市高田1076番地1グリーンハイツマスダ101

13402 やきとりつくし 柏市高田1086番地の1

13403 味処ぎん亭 柏市高田1283-4

13404 癒し茶屋とちっこ 柏市高田1331-6

13405 定食田なか 柏市高田1331番地8

13406 カラオケ BanBan 柏高田店 柏市高田1332-5パンドラ柏高田ビル1F

13407 四季料理麗 柏市高田146番地4

13408 夢館和風らーめん専門店 柏市高田258

13409 中華料理天来 柏市高田476-32

13410 焼肉くらちゃん 柏市高田837-1

13411 ラ・ヴォリエラ 柏市高田88-1

13412 CHINESEDINING心樹 柏市高田89-1

13413 はな膳柏高田店 柏市高田字上102番地の1

13414 和食処栄亭 柏市高南台3丁目12番2号

13415 Clover cafe 柏市高柳1113-10

13416 トラットリアモモンガの森 柏市高柳123-2

13417 居酒屋千穂 柏市高柳1478

13418 居酒屋つづく 柏市高柳1478-5

13419 ふうき 柏市高柳1497-9

13420 有限会社かつ美食堂 柏市高柳1514-22

13421 ease 柏市高柳1-5-21

13422 鳥安 柏市高柳1929-11

13423 御料理吟やなぎ 柏市高柳2-5-24

13424 百楽門高柳店 柏市高柳471

13425 マクドナルド 高柳店 柏市高柳471-1

13426 支那そば ふなとり 柏市高柳713番地13

13427 スナック樹樹 柏市高柳792-3

13428 すし処 大野家 柏市高柳新田1番地8



13429 きそばかねこ 柏市高柳新田5-6

13430 ココス南柏店 柏市今谷上町1-69

13431 笑 タイム 柏市今谷上町35-24

13432 浜寿司 柏市今谷上町35番地23

13433 タージ・マハル 柏市今谷上町37-1

13434 ONE STEP 柏市今谷上町37-2

13435 にえもん 柏市今谷上町41-73

13436 ピッコロ 柏市今谷上町42-7

13437 スナックかくれ宿 柏市今谷上町43-34

13438 cafe&diningbarDAN 柏市今谷上町65-1

13439 飲食楽部けや木 柏市今谷上町65-7

13440 Bar月光 柏市今谷上町65-7ラポルト店舗

13441 大吉南柏店 柏市今谷上町69-7スイショウビル1A

13442 すし家ぶんご 柏市今谷上町69-7スイショウビル1B

13443 キッチンホーリー 柏市今谷上町70-2KSビル102号

13444 東葛まるかく 柏市今谷上町71

13445 ㈲染谷酒店 柏市根戸1827

13446 ひまわり 柏市根戸1863番地

13447 寿司割烹 こころ 柏市根戸1915-1

13448 居酒屋ひで 柏市根戸213-1

13449 家庭料理酒処Ohana 柏市根戸215-1

13450 カラオケじじばば 柏市根戸215-1

13451 麺AKIBA 柏市根戸216-1

13452 長寿庵 柏市根戸386-19

13453 ろばた焼つかさ 柏市根戸406番地4

13454 LAPORTEVERTE 柏市根戸445-31-1階

13455 日本料理子の刻 柏市根戸455-1日本料理子の刻

13456 元祥 柏市根戸467-151

13457 自然素材yosagena 柏市根戸467-30-103

13458 Bar案山子 柏市根戸467-30広瀬ビル1-1

13459 スナック門 柏市根戸467-73

13460 おにぎり 藤 柏市根戸467番地35

13461 大衆割烹山﨑 柏市根戸467番地43

13462 寿し美幸 柏市根戸469番地7

13463 かんな 柏市根戸471番地46

13464 はな膳北柏店 柏市根戸473番地7

13465 ルンバ 柏市根戸474番地

13466 柏市根戸474番地

13467 居酒屋一 柏市根戸480

13468 お食事処ごとう 柏市根戸483

13469 カラオケ Happy 北柏店 柏市根戸483-182

13470 鳥勢 柏市根戸483番地

13471 あみ焼元祖しちりん北柏北口駅前店 柏市根戸字花戸原264-4

13472 日高屋 北柏南口店 柏市根戸字中馬場1901番地

13473 kashiwaハンバーグ居酒屋POW 柏市桜台3-11染谷ハイツ101

13474 うなぎ川秀 柏市篠籠田1121-10

13475 中華料理味の八里 柏市篠籠田1457-18

13476 ピザ工房馬車道柏豊四季店 柏市篠籠田1462-3

13477 お刺身居酒屋かな川 柏市篠籠田1489-33

13478 永楽 柏市篠籠田1489番地27

13479 麺屋ひぶた 柏市篠籠田969-1今泉コーポ1階

13480 生そば松島 柏市若柴1-172

13481 居酒屋風カラオケAn 柏市若柴1-176

13482 居酒屋ここよ 柏市若柴1-179

13483 韓国居酒屋ドレミ 柏市若柴1-25レジデンス北斗102

13484 コｧフォーラパー 柏市若柴1-25レジデンス北斗105

13485 手打そば 半左衛門 柏市若柴140番地1

13486 ラーメン 山岡家 柏店 柏市若柴143番地1

13487 家庭料理かずちゃん 柏市若柴162-32

13488 しちりん 柏の葉キャンパス東口駅前店 柏市若柴164-4柏の葉キャンパス149-6  KADO102

13489 山内農場柏の葉キャンパス東口駅前店 柏市若柴170番地2柏の葉キャンパス149街区10ノートル・レ―ヴ井上1階

13490 魚民柏の葉キャンパス東口駅前店 柏市若柴170番地2柏の葉キャンパス149街区10ノートル・レ―ヴ井上2階

13491 和食会席漁師の里 柏市若柴173番地8柏の葉キャンパス151街区B棟SB-5号

13492 タリーズコーヒーTX柏の葉キャンパス駅前 柏市若柴174

13493 マクドナルド 柏の葉キャンパス駅前店 柏市若柴174

13494 祇園茶寮×タニタカフェ 柏市若柴175

13495 築地銀だこ ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175

13496 海鮮三崎港 ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175

13497 サンマルクカフェ ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175

13498 鳥玉　ららぽーと柏の葉 柏市若柴175

13499 牛たん伊之助 柏市若柴175ららぽーと柏の葉

13500 仙令鮨 柏市若柴175ららぽーと柏の葉1F

13501 てんや ららぽーと柏の葉 東急ストア店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉1階

13502 大戸屋ごはん処 ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3F

13503 BISTRO309 ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3F

13504 まきのららぽーと柏の葉 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3F

13505 TUTU 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3F331区画

13506 串家物語ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13507 COPIN柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13508 モスバーガー ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13509 サーティワンアイスクリーム ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13510 牛角次男坊・温野菜GOZEN ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13511 丸亀製麺　ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階

13512 サブウェイららぽーと柏の葉店 柏市若柴175ららぽーと柏の葉3階フードコート内

13513 MOVIX柏の葉 柏市若柴175ららぽーと柏の葉4階

13514 鎌倉パスタららぽーと柏の葉店 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉3F

13515 富金豚 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉3F

13516 紅虎餃子房 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉3F

13517 タリーズコーヒー ららぽーと柏の葉店 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉3F

13518 八菜 Deux Branches 柏の葉店 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉3F

13519 オムライスLABO 柏市若柴175番地ららぽーと柏の葉店3階

13520 カフェレストラン アゴーラ 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2 ショップ＆オフィス棟6階



13521 SALVATORECUOMO&BAR柏の葉 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2ショップ＆オフィスららぽーと柏の葉北館

13522 タリーズコーヒーららぽーと柏の葉北館 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2ショップ＆オフィスららぽーと柏の葉北館1階

13523 イタリアンレストランコメ・スタ三井ガーデンホテル柏の葉店 柏市若柴178-4柏の葉キャンパス街区2　三井ガーデンホテル柏の葉1F

13524 手巻きあて巻きまる酒 柏市若柴184-1中央311街区3 柏の葉かけだし横丁3

13525 わらうw 柏市若柴184-1中央311街区3 柏の葉かけだし横町

13526 うみおう 柏市若柴184-1中央311街区3区画番号4

13527 MEGAMeat&WineTONTOKOTON 柏市若柴184-1中央311街区3柏の葉かけだし横丁店舗1

13528 唐子炉 柏市若柴184-1柏の葉かけだし横丁店舗14

13529 柏の葉つむぎ 柏市若柴184-1柏の葉かけだし横丁店舗2

13530 ファーマーズテーブル柏の葉 柏市若柴184-1柏の葉キャンパス149-1

13531 サカナバル コラーレ 柏の葉 柏市若柴184-1柏の葉キャンパス149-1

13532 バルノノス 柏市若柴184-2かけだし横丁B棟店舗12

13533 ラーメン二九六 柏市若柴184-2中央311街区4

13534 シロうさ研究所 柏市若柴184-2中央311街区4 柏の葉かけだし横丁店舗7

13535 Losgatos 柏市若柴184-2中央311街区4-13

13536 麻婆豆腐辛坊 柏市若柴184-2中央311街区5 柏の葉かけだし横丁店舗17

13537 KHUCHAI 柏市若柴184-2柏の葉かけだし横丁店舗8

13538 田舎料理きーぽん 柏市若柴184-2柏の葉キャンパス311街区3

13539 しらちゃん 柏市若柴184-2柏の葉キャンパス311街区5

13540 日本アゲアゲ亭 柏市若柴184中央311街区3 柏の葉かけだし横丁店舗6

13541 喜弦 柏市若柴184番地2中央311街区4-11

13542 喜弦 柏市若柴184番地2中央311街区4-11

13543 喜弦 柏市若柴184番地2中央311街区4-11

13544 鉄板焼ホルモン兵六 柏市若柴184番地2中央311街区4区画18

13545 Run&CafeBunnyBurrow 柏市若柴185-1かけだし横丁D棟20

13546 BalloonBal 柏市若柴185-6中央311街区5 柏の葉かけだし横丁店舗16

13547 韓味家 柏市若柴185-6中央311街区5店舗15

13548 料理工房泰平 柏市若柴189-1メゾンスカイ101

13549 長妻食堂 柏市若柴197-1

13550 めん王 若柴本店 柏市若柴218番地2

13551 BEER BRAIN 柏市若柴226-42中央144街区2 D棟

13552 お好み焼き本舗 柏の葉キャンパス店 柏市若柴226番地21

13553 SUNNYDINER 柏市若柴227-1

13554 輪くら 柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区D-101

13555 ふく嶋 柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区D-102

13556 THEMEATDUTCH柏の葉店 柏市若柴227-7KASHIWANOHAT-SITEC棟

13557 I．B Diner 柏市若柴277-7中央163街区1

13558 レストラン＆バーヴァロリス 柏市若柴281番地104

13559 レストランカマヘイ 柏市若柴350

13560 吉野家 16号線若柴店 柏市若柴5-10

13561 肉の万世柏店 柏市若柴5-36

13562 ロイヤルホスト 若柴店 柏市若柴5番地31

13563 中華鳳龍 柏市若柴6-52

13564 大和寿司 柏市若柴69-1

13565 Powered by Labo 柏市若柴69-1柏公設市場内 ㈱Labo　Variation

13566 二八そば晃市 柏市若柴69-1柏市公設市場内

13567 そばたぐち 柏市若柴69番地1卸売市場内

13568 幸楽苑若柴店 柏市若柴字須賀井226番15

13569 西濃運輸 柏支店 社員食堂 柏市若白毛1128

13570 マレア本店 柏市若葉町1-1

13571 居酒屋 信濃路 柏市若葉町3-28ニュー千代田ハイツ1F

13572 手賀寿し 柏市手賀1437番地3

13573 日本料理こがね 柏市手賀の杜2-11-5

13574 魚瀧 柏市手賀の杜4-2-10

13575 蕎麦杜の葉 柏市手賀の杜5-22-1

13576 松栄軒手賀の杜店 柏市手賀の杜5-4-15

13577 カフェ ガパオ 柏市手賀の杜5-6-6

13578 幸楽苑酒井根店 柏市酒井根1丁目1番12号

13579 マクドナルド柏酒井根店 柏市酒井根2-2-8

13580 中国飯店満漢福 柏市酒井根2-36-1

13581 星乃珈琲店柏酒井根店 柏市酒井根2丁目2番2号

13582 お好み焼きよし乃 柏市酒井根432-4

13583 食事処ゆふき 柏市酒井根5-1-31

13584 かしわ亭柏ブルワリー本店 柏市酒井根5-2-44

13585 かどや 柏市酒井根5丁目1番3号

13586 柏フーズ 柏市酒井根753-2

13587 蕎麦ずず平 柏市酒井根753-4

13588 手羽焼いってんばり 柏市酒井根758-4

13589 居酒屋やすこ 柏市酒井根7丁目3番18号

13590 そば日本料理美晴 柏市十余二164-90そば日本料理美晴

13591 はま寿司 柏十余二店 柏市十余二175-61

13592 みのり亭 柏市十余二249

13593 竹林苑 柏市十余二249-312

13594 金隆宴 柏市十余二249-5

13595 インドカレーラグパティ柏店 柏市十余二249-5

13596 横浜餃子軒 柏市十余二249-5MEM

13597 KitchinTsukumo-キッチンツクモ- 柏市十余二249-5アピエ専門店街1階

13598 偕楽苑 柏市十余二249番地314

13599 DININGBARCHRISTINE 柏市十余二254-19-2棟2号

13600 お食事処いちろく亭 柏市十余二254-25長妻ビル

13601 優勝軒 柏市十余二254-684

13602 中国料理桃李 柏市十余二254番地261

13603 ヤマザキ屋 柏市十余二276

13604 MOMOZキッチンやきや 柏市十余二276-206

13605 マクドナルド 16号柏店 柏市十余二276-37

13606 Tiny Dinny 柏市十余二287-724

13607 串焼きスナックふじ 柏市十余二297

13608 ジョリーパスタ 柏店 柏市十余二297番地5

13609 うまいもん岡田 柏市十余二313-243

13610 中華料理福万来 柏市十余二337-353KSビル

13611 ゆで太郎 柏の葉キャンパス店 柏市十余二380-25

13612 紅龍閣柏の葉店 柏市十余二380-60



13613 フライングガーデン柏の葉店 柏市十余二380番地333

13614 味の民芸柏十余二店 柏市十余二404-4

13615 かつ太郎柏店 柏市十余二409-132

13616 焼肉せんりゅう柏の葉店 柏市十余二409-47

13617 ベーカリーレストランサンマルク柏の葉公園店 柏市十余二409-63

13618 夢民 柏市十余二593-5

13619 はちきん 柏市十余二593-5

13620 すし銚子丸 柏店 柏市十余二庚塚254番地329号

13621 焼肉 田園 柏市宿連寺443番地37

13622 AsianDiningNewDelhi 柏市小青田1-1-22ジョイア1階

13623 中国家庭料理‐凛RIN 柏市小青田257-1

13624 さかなや道場柏たなか店 柏市小青田279-1カスミ柏たなか1F

13625 TRATTORIAMIYAMA 柏市小青田2丁目18-3L’ARGO1F

13626 Minion Labo 柏市松ヶ崎1022-2

13627 ラーメン横綱柏店 柏市松ケ崎1155-7

13628 龍鮨 柏市松ケ崎1191番地85

13629 趣味の家やさい畑 柏市松ケ崎404-11

13630 MENYA食い味の道有楽 柏市松ケ崎435-1

13631 くすの木食堂 柏市松ケ崎501-1

13632 居酒屋なごみ 柏市松ケ崎517-3

13633 中華蕎麦 みやま 柏市松ケ崎517-3山澤マンション101

13634 福鮨 柏市松ヶ崎748-2

13635 毬真工房 柏市松ケ崎797

13636 Rachette 柏市松葉町1-1-3

13637 Salute!daEndo 柏市松葉町1-1-4

13638 鮨鶴 柏市松葉町1-15-1

13639 酒楽和房宴 柏市松葉町1-15-3

13640 釜めしお食事処87 柏市松葉町2-11-13

13641 インド・ネパール料理 タァバン 柏市松葉町2-14-4-102

13642 やきとり居酒屋武蔵 柏市松葉町2-14-4根本アパート101

13643 和食ののじ 柏市松葉町2-15-16松金コーポ103

13644 小料理さち子 柏市松葉町2-15-17平川店舗1F

13645 そば処寛彩 柏市松葉町2-15-6

13646 まどい 柏市松葉町2-15-8-D号

13647 カフェ・コルザ 柏市松葉町2-21-6

13648 高橋水産松葉町店 柏市松葉町2-28-15

13649 お好み焼レストラン樹辺里 柏市松葉町3-2-1出山ビル

13650 カフェデネージュ 柏市松葉町3-2-4第3パールメゾン増田1F

13651 ご縁カフェ まつばR 柏市松葉町4-10-B-7

13652 アラジンマルエツ北柏店 柏市松葉町4-5

13653 らーめん一真 柏市松葉町6-1-7

13654 中国料理 芳蘭 柏市松葉町7-20-10

13655 日本料理真砂家 柏市松葉町7-20-2

13656 牛角柏若柴店 柏市松葉町7-37-6

13657 とんかつ とんまる 柏市松葉町7丁目14番地5号

13658 ㈲米寿司 柏市松葉町7丁目20番7号

13659 AND?cafe 柏市常盤台1-15小澤ビル1F

13660 デスカマッジ 柏市常盤台2-1

13661 レストラン喫茶サンエバ 柏市常盤台9番地1

13662 仲よし亭 柏市新逆井1-34-10

13663 fika 柏市新逆井1-6-19

13664 カラオケ広場 美樹 柏市新逆井2丁目11番53号

13665 キッチンパタータ 柏市新柏1-13-11

13666 鳥貴族新柏店 柏市新柏1-13-8大新興業ビル1階

13667 YabFarm 柏市新柏2-11-1

13668 海月 柏市新柏3-16-8コーポカトレア103

13669 有限会社桜寿司 柏市新柏3-17-11

13670 麺屋花形 柏市新柏4-10-5

13671 松屋 新柏店 柏市新柏4-12-7

13672 CAFEWOL 柏市新柏4-9-8

13673 ラーメンショップ 柏市新柏4丁目7番22号

13674 熔岩焼肉牛火 柏市新富町1-2-46魚瀧ビル

13675 すし銚子丸 南柏店 柏市新富町1丁目1番8号

13676 倉式珈琲店 柏新富町店 柏市新富町2-18-21

13677 らーめんいよまんて 柏市西原1-22-6

13678 カラオケスタジオ加奈 柏市西原1-4-31

13679 和風ダイニングわっ嘉 柏市西原2-1-3

13680 居酒屋おかん 柏市西原2-2-11

13681 四川風家庭料理ほんわ華や 柏市西原2-4-10

13682 炭焼ホルモンかみやん 柏市西原4-12-1

13683 だるま屋 柏市西原4-2-1

13684 まかないキッチン Zume 柏市西原4-6-2

13685 スナックサパー藤 柏市西原4丁目12番1号

13686 レストラン 味一番 柏市西原4丁目12番2号

13687 食楽酒房 DEN 柏市西原4丁目2番18号

13688 有限会社直指庵 柏市西原7-5-3

13689 和洋居酒屋 おいしげ 柏市西山1-22-9

13690 手打蕎麦くつろ樹 柏市西町3-39

13691 義鮨 柏市西柏台1-21-15

13692 くつろぎ処なお 柏市西柏台1-21-21

13693 カラオケ・ラシーン 柏市西柏台1-7-2

13694 食事酒処あがりね 柏市青葉台1-11-25

13695 寿恵広 柏市青葉台1-24-5

13696 牛角柏青葉台店 柏市青葉台1-27-13牛角柏青葉台店

13697 センワ屋 柏市青葉台1丁目24-7

13698 すし清 柏市青葉台1丁目3番40号

13699 焼き鳥たけちゃん 柏市青葉台2-3-13

13700 Isakuiku 柏市青葉台2-3-5

13701 おでん居酒屋道楽 柏市青葉台2-3-5青葉台テナント2

13702 一 楽 柏市青葉台2丁目22番2号

13703 イタリア料理イルジリオ 柏市千代田1-1-12千代田ハイツ101

13704 蘭 柏市千代田1-1-2-2F



13705 鮨 一崇 柏市千代田1-1-8AKX101

13706 久遠 柏市千代田1-4-12中村ビル1階

13707 BARTSUBASA 柏市千代田1-4-13

13708 和さび 柏市千代田1-5-50サンハイムカズ101

13709 アイリ 柏市千代田2-2-10

13710 浪花 柏市千代田2-2-12

13711 韓国居酒屋たんぽぽ 柏市千代田2-2-9ホームガーデン101

13712 レストラン千代田 柏市千代田2丁目11番21号

13713 染太郎 柏市千代田2丁目13番9号

13714 THEBIGWINNER 柏市泉町1-33

13715 柏サンブアップ 柏市泉町17-25イシドビル1階

13716 のんどころ庵 柏市泉町4-7

13717 クウシ 柏市泉町6-38-101

13718 Teppan ひので屋 柏市泉町6-38サポーレ柏102

13719 タイ料理ジャンジャーオ 柏市泉町6-38サポーレ柏107号

13720 ワインバルブッシュウッド 柏市泉町6-53泉荘

13721 ピッツェリアベラヴィータ 柏市泉町6-53泉荘2号

13722 カリー＆ワキンビストロべっぴん舎 柏市泉町6-53泉荘3号

13723 ヨルガオ。 柏市泉町6-53泉荘6号

13724 居酒屋富良野 柏市泉町6-56

13725 鶏そばひでよし 柏市泉町6-56

13726 三つ星 柏市泉町6-60ケンユウビル1階

13727 Tchaba 柏市泉町6-60ケンユウビル2F

13728 なかにし食堂 柏市船戸1653

13729 三寳中華餃子坊 柏市船戸1655-4

13730 ひさご亭 柏市船戸1755-3

13731 炭火焼肉ユウ太 柏市船戸1770-3

13732 雅 柏市船戸1771番地

13733 板前料理川久 柏市船戸2001-3

13734 和味屋もくべ 柏市船戸996-6

13735 やなぎ屋 柏市増尾1-2-2

13736 しちりん増尾東口駅前店 柏市増尾1-2-3

13737 珈琲アラビカ 柏市増尾1丁目5番3号

13738 赤べこ 柏市増尾3-17-23

13739 仕出し料理はな膳増尾 柏市増尾6-2-1グレースヴィラ1F

13740 季節料理松和 柏市増尾6-26-11

13741 はな膳増尾店 柏市増尾6丁目2番1号グレースヴィラ1F

13742 茶寮洛山 柏市増尾8-21-6

13743 ちどりあし 柏市増尾8-8-6

13744 舛田 柏市増尾一丁目5番1号いとうアパート101号室

13745 カラオケまりん 柏市増尾台1-10-32

13746 マレア増尾台店 柏市増尾台1-10-5

13747 トラットリア長清丸 柏市増尾台1-7-1

13748 バーミヤン柏増尾台店 柏市増尾台1丁目3番6号

13749 有限会社 利根鮨 柏市増尾台2丁目29番地3号

13750 デニーズ柏増尾台店 柏市増尾台3丁目6番1号

13751 居酒屋花いちもんめ 柏市増尾台3丁目6番40号

13752 炭火焼きとり鶏冠 柏市増尾台4-12-9

13753 オリーブの丘 柏増尾台店 柏市増尾台4-13-2

13754 すき家 柏増尾台店 柏市増尾台4-13-4

13755 やよい軒 柏増尾台店 柏市増尾台4-13-7

13756 夢庵 柏増尾台店 柏市増尾台4丁目12番15号

13757 居酒屋 古都 柏市増尾台4丁目2番地9号

13758 インドネパールレストラン＆バー ラリグラス 柏市大井1173-2ケーズヒル大井101室

13759 お料理あじだらけ 柏市大井1849-6

13760 ゆで太郎 柏大井店 柏市大井1900-1

13761 鰻正 柏市大井2370番地14

13762 創作Dining和茶わちゃ 柏市大井748-2-2中村ビル106号室

13763 健康カラオケみなと 柏市大井763

13764 スナックその 柏市大井768-1

13765 天ぷらめし 天之助 柏市大井800-2

13766 極楽湯柏店 柏市大山台1-18

13767 回転寿司やまと柏大山台店 柏市大山台1-24アクロスプラザ柏大山台

13768 揚州商人 アクロスプラザ柏大山台店 柏市大山台1-25アクロスプラザ柏大山台D棟

13769 ケンタッキーフライドチキン イオンタウン松ヶ崎店 柏市大山台1-6

13770 リンガーハット 柏松ケ崎店 柏市大山台1-7

13771 かっぱ寿司 柏店 柏市大山台1丁目17番地

13772 餃子の王将 柏松ヶ崎店 柏市大山台1丁目4番地

13773 サイゼリヤ 柏松ヶ崎店 柏市大山台1丁目4番地

13774 天ぷら 北里 柏市大山台2-3

13775 麺処 直久 モラージュ柏店 柏市大山台2-3

13776 GoGoCrepe柏店 柏市大山台2-3モラージュ

13777 はなまるうどん モラージュ柏店 柏市大山台2-3モラージュ柏

13778 大戸屋ごはん処 モラージュ柏店 柏市大山台2-3モラージュ柏1F

13779 インドカレーとアジアの料理 スパイスプラザ 柏市大山台2-3モラージュ柏1F

13780 紅虎餃子房モラージュ柏店 柏市大山台2-3モラージュ柏1階

13781 ファーストキッチン 柏モラージュ店 柏市大山台2-3モラージュ柏2F

13782 たけや 柏市大山台2-3モラージュ柏SC2Fフードコート

13783 スターバックスコーヒー モラージュ柏店 柏市大山台2丁目3番地

13784 鳥貴族モラージュ柏店 柏市大山台2丁目3番地1モラージュ柏1階Part1レストラン街

13785 レモネードバイレモニカモラージュ柏 柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏1F

13786 オー！マイステーキモラージュ柏店 柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏1F

13787 台湾甜商店モラージュ柏店 柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏1F

13788 珈琲館 モラージュ柏店 柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏2階

13789 リンガーハット 柏モラージュ店 柏市大山台2丁目3番地モラージュ柏フードコート2F内

13790 居酒家 わいわい 柏市大室1191-21

13791 有限会社喜楽寿司 柏市大室161-1

13792 中華東陽 柏市大室315番地

13793 ㈲とんかつ五エ右門 柏市大青田1240番地6

13794 ホテルブルージュ内レストランアントワープ 柏市大青田1555-1ホテルブルージュ

13795 ひぐらし 柏市大青田706-4

13796 マクドナルド 柏インター店 柏市大青田741-1



13797 麺屋あじくま柏インター店 柏市大青田808-1

13798 中国料理　小満堂 柏市大青田809-1

13799 焼肉 牛しん 柏市大津ケ丘1-2-10

13800 かつや柏沼南店 柏市大津ケ丘1-32-1

13801 かげ新 柏市大津ケ丘1-37-18

13802 多満里 柏市大津ケ丘1-46-15

13803 食事処飲み処のんちゃん 柏市大津ケ丘1-46-16

13804 酒処茜 柏市大津ケ丘1-46-17大津ケ丘市場内

13805 居酒屋樹梨 柏市大津ケ丘1-47-5

13806 正宝 柏市大津ケ丘1-47-5

13807 OHANA 柏市大津ケ丘1-48-6

13808 くるまやラーメン柏大津ヶ丘店 柏市大津ヶ丘1-49-3

13809 マクドナルド 16号沼南店 柏市大津ケ丘1-57-3

13810 宝来館 柏市大津ケ丘1丁目49番2号

13811 たごさく 柏市大津ケ丘1丁目57番4号

13812 居酒屋つがる 柏市大津ケ丘2丁目22番21号

13813 ら～めん真真 柏市大津ケ丘2丁目22番22号

13814 台湾料理真味 柏市大津ケ丘4-17-3

13815 居酒屋旅鴉 柏市大津ケ丘4-28-9

13816 聚仙閣 柏市大津ケ丘4-3-2

13817 文寿司 柏市大津ケ丘4丁目24番8号

13818 喫茶まーち 柏市大津ケ丘4丁目25番20号

13819 ゑびす寿し 柏市大塚町6-11

13820 やぶ 柏市大島田134-5

13821 ホテルルートイン柏南 柏市大島田1-4-3

13822 TOHOシネマズ柏 柏市大島田1-6-1

13823 いきなりステーキセブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13824 フレッシュネスバーガー セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13825 日本一 柏市大島田1-6-1

13826 焼肉トラジ 柏市大島田1-6-1

13827 ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13828 餃子の王将 セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13829 サーティワンアイスクリーム セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13830 ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 柏市大島田1-6-1

13831 スターバックスコーヒー セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1-1階1660

13832 ミスタードーナツセブンパークアリオ柏ショップ 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏

13833 ぼてや&BullPuluセブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏

13834 Primo-gu 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏

13835 リンガーハット セブンパークアリオ柏沼南店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏

13836 ジェラフルセブンパークアリオ柏 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏1階

13837 はらドーナッツセブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏1階

13838 デリスタルト＆カフェセブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏1階

13839 旬菜ビュッフェwaisai 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

13840 おぼんdeごはんアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

13841 雲龍一包軒 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F355区画

13842 全国ご当地グルメ屋台セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3Fフードコート内

13843 ポムの樹セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3階

13844 串家物語セブンパークアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3階

13845 ママズキッチン 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏区画348

13846 しゃぶ菜 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏区画350

13847 うまげな 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏区画3840

13848 江戸前天丼 濱乃屋 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏区画FF04

13849 Merengueアリオ柏店 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏店

13850 SEVENPARKアリオ柏 バーベキューガーデンⅠ 柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏内

13851 タリーズコーヒーセブンパークアリオ柏 柏市大島田1丁目6-1セブンパークアリオ柏2F

13852 林鳥肉店 （鳥友） 柏市大島田393番地

13853 らーめん MAKIBA 柏市大島田42番地3

13854 タカマル鮮魚店 柏市大島田950-1セブンパークアリオ柏

13855 いしがまやハンバーグセブンパークアリオ柏 柏市大島田950-1セブンパークアリオ柏3F

13856 三田製麺所セブンパークアリオ柏店 柏市大島田950-1セブンパークアリオ柏3階

13857 ミスターカレー北海道アリオ柏店 柏市大島田壱丁目6-1セブンパークアリオ柏店1F

13858 Casual Bar Seven 柏市中央1-2-3

13859 彩食幸時 きわた 柏市中央1-4-28セントラルオーク105

13860 スナック花梨 柏市中央1-5-4

13861 大島 柏市中央1丁目6番4号

13862 スナック熟りんご 柏市中央2-10-5

13863 カリー屋リリー 柏市中央2-15-1石戸中央ハイツ1階

13864 福来麺菜館 柏市中央2-2-32福来麺菜館

13865 花の里 柏市中央2-3-4

13866 居酒屋京ちゃん 柏市中央2-3-4

13867 フライドチキン専門店torisama 柏市中央2-3-6浜田第一マンション105

13868 竜馬 柏市中央2-4-13

13869 カウンター ブルームーン 柏市中央2-4-13さつきハイツ1階

13870 いざかやえがお 柏市中央2-4-13さつきハイツ3号

13871 居酒屋ほたる 柏市中央2-4-14

13872 BAR IN THE MIRROR 柏市中央2-4-14

13873 カラオケバー5963 柏市中央2-4-14小池荘102

13874 長寿庵 柏市中央2-4-16

13875 やきとりたかはし 柏市中央2-4-17

13876 Bar梟 柏市中央2-4-18

13877 日本料理OKAMOTO 柏市中央2-5-15花形コーポ1-A

13878 BARSHARK 柏市中央2-5-15花形コーポ1F

13879 紅龍閣 柏店 柏市中央2-8-16

13880 smilekitchenこっとん 柏市中央2-9-11-103

13881 俺の生きる道柏店 柏市中央2-9-11AKビルディング101号

13882 さんぼん亭 柏市中央2-9-13ニュー小川ビル1階3番

13883 キャットテール 柏市中央2-9-13小川ビル1F中号室

13884 L'esperance 柏市中央2丁目1-3柏中央ビル2階

13885 大鵬中央店 柏市中央2丁目15番8号

13886 もつ焼き松柏 柏市中央2丁目15番8号1階

13887 鳥重 柏市中央2丁目3番6号浜田マンション106号

13888 来い来い 柏市中央2丁目4番14号



13889 中国料理 麗園 柏市中央2丁目4番19号

13890 お好み焼 よこちゃん 柏市中央2丁目4番20号田口ビル1F

13891 やきとり小太郎 柏市中央2丁目9番13号

13892 bamboo 柏市中央町2-10KSSビル4F

13893 すし処一廣 柏市中央町2-14

13894 CHERRY 柏市中央町2-28

13895 酒のサクマTHEKILLERKAN 柏市中央町2-28

13896 磯丸水産柏東口店 柏市中央町2-7

13897 鳥元柏店 柏市中央町2-8

13898 松屋 柏中央町店 柏市中央町2-8

13899 KITCHENSTUDIOGAZEBO 柏市中央町2丁目10番B1

13900 鳥貴族 柏セントラルパル通り店 柏市中央町2番11号柏トシオビル1階

13901 日高屋 柏東口中央町店 柏市中央町2番7号

13902 TrattoriaKItaliano 柏市中央町3-38ホテルサンデーイン1F

13903 Bistrot＆Cafe Apaisons 柏市中央町4-25吉田中央マンション105

13904 吉里柏別邸 柏市中央町4-28

13905 か志わ熟成鶏十八番 柏市中央町4-31

13906 ダブルシックス 柏市中央町4番地25

13907 柏担々麺 柏市中央町5-14カワシマビル1F

13908 麺処・餃子処TESHI 柏市中央町5-22LIBLISS柏中央101

13909 しみず食堂 柏市中央町5番地9

13910 CoCoLabo 柏市中央町6-18

13911 Serenoosteria 柏市中央町6-20

13912 丸昇 柏市中央町6-20

13913 VIBES 柏市中央町6-23FVIBESBLDG

13914 feel 柏市中央町6-2VIBES BLDG 1F

13915 大衆酒処達磨 柏市中央町7-16

13916 一献 柏市中央町7-16-2階

13917 エビストロEBIZO柏本店 柏市中央町7-18太陽ビル1階

13918 CottageDining09stars 柏市中央町7-18太陽ビル3階

13919 柏616 柏市中央町7-26栄ビルB1F

13920 志奈乃 柏市中央町7番地16

13921 韓食酒房 ぶぶちゃん 柏市中原1-15-1

13922 食堂 果樹 柏市中原1-7-15

13923 小籠包真 柏市中原1-7-2

13924 がってん寿司 柏増尾台店 柏市中原2丁目21番3号

13925 サイゼリヤ 柏増尾台店 柏市中原2丁目21番4号

13926 戸紀 柏市中新宿1丁目7番4号

13927 カラオケの館ふれあい 柏市塚崎1311番地19鈴木ビル

13928 ガスト 沼南町店 柏市塚崎1324-2

13929 花 鳥 柏市塚崎983番地3

13930 韓国料理皇帝 柏市東1-1-12

13931 スイート 柏市東1-1-12東店舗ビル2F

13932 パブカラオケ ベスタ 柏市東1-1-15ウィステリアビル1F

13933 M 柏市東1-1-15ウィステリアビル2F

13934 タイレストラン純 柏市東1-1-15ウィステリアビル3F

13935 喫茶 月光 小動 柏市東1-2-10浜島ビル1F西方店舗

13936 鳥真 柏市東1-2-3鳥真

13937 NEWプリンセスダイヤモンド 柏市東1-2-45石戸第3ビル2F

13938 ありすの食卓Foretdefees 柏市東1-2-7

13939 大衆酒場・立ち呑み 七福神 柏市東1-2-7

13940 CampanulebyUsplay 柏市東1-5-18サンハイツ柏1F

13941 居酒屋幸幸 柏市東1-5-18サンハイツ柏1階店舗

13942 芳野屋 柏市東1丁目1番10号

13943 居酒屋味彩 柏市東1丁目1番14号

13944 おでん・もつ焼太助 柏市東1丁目1番1号

13945 大むら 柏市東1丁目1番2号

13946 きよの 柏市東1丁目1番9号

13947 喫茶モア 柏市東1丁目2番7号

13948 if 柏市東2-3-6ミツルマンション1F-D

13949 大衆割烹葵 柏市東3丁目1番22号

13950 INDIAN KITCHEN 柏市東逆井1-1-3

13951 鮨茶房たるいち 柏市東逆井1-22-18

13952 菜ちゅり 柏市東山2-1-1

13953 TORI扇 柏市東上町1-10柏ヒロタビル101

13954 BOTA Asian Dining and Bar 柏市東上町1-11

13955 割烹なか田 柏市東上町1-13

13956 でん助 柏市東上町1‐13

13957 炭火焼ジンギスカンc 柏市東上町1-14君村ビル

13958 ビストロドゥーズ 柏市東上町1-16AKBLD．XXI1F

13959 お料理 なかき 柏市東上町1-17KⅡビル1F

13960 とまり木 柏市東上町1-18

13961 洋風酒場CENTRALPARK 柏市東上町1-21

13962 ミスティー 柏市東上町1-22-402第一喜久水ビル

13963 柏市東上町1-22喜久水ビル101

13964 喜久水 柏市東上町1-22喜久水ビル1階

13965 パブラウンジMS'Y 柏市東上町1-22喜久水ビル201

13966 D-POP 柏市東上町1-22第一喜久水ビル202

13967 Selene 柏市東上町1-22第一喜久水ビル3F

13968 あふろや 柏市東上町1-3イーストヒルズビル1階

13969 居酒屋ゆきまさ 柏市東上町1番20号

13970 OZ 柏市東上町1番22号第一喜久水ビル3階302号

13971 レストラン．パブ よぼせよ 柏市東上町1番地22喜久水ビル4F

13972 中国料理文菜華 柏市東上町2-2

13973 アーユーボーワン （スリランカレストラン） 柏市東上町2-24-1F

13974 ビリー・ザ・キッド柏東口店 柏市東上町2-28第1水戸屋ビル1F

13975 シィング 柏市東上町2-28第一水戸屋ビル1F

13976 やまん 柏市東上町2-3

13977 livehouseDOMekashiwa 柏市東上町2番2号石井ビル

13978 炭火焼鳥 マルチョー 柏市東上町2番地3

13979 肉ジュン 柏市東上町3-2水野ビル1階

13980 食鮮酒房和み家 柏市東上町3-3



13981 肴の店枝むら 柏市東上町3-3

13982 MIRAI 柏市東上町3-3

13983 赤かぶや 柏市東上町3-38

13984 炭焼 サムライ 柏市東上町3番地11

13985 カウンターバー ひろ 柏市東上町3番地2第3とらまいビル2階C号

13986 ST.MARGARETWEDDINGプリンセッサ 柏市東上町3番地38

13987 クラブぼたん 柏市東上町3番地3川長ビル1F

13988 パンテール 柏市東上町3番地3番

13989 Barsunnyspot 柏市東上町7-132F

13990 ステーキハウスMOMO柏店 柏市東台本町4-5

13991 らーめん門井 柏市東中新宿3-2-1

13992 パブ喫茶ちよ 柏市藤ケ谷1196

13993 いろは下総店 柏市藤ケ谷1614-1

13994 大黒屋 柏市藤ケ谷1629

13995 角新食堂 柏市藤ケ谷1784-30

13996 めん王 沼南店 柏市藤ケ谷1785-6

13997 ゆりね 柏市藤ケ谷547

13998 濱田家 柏市藤ケ谷707

13999 すたみな太郎16号沼南店 柏市藤ケ谷新田17

14000 大勝軒 てつ 柏市藤ケ谷新田21-1

14001 喰い処・歌い処・居酒屋ぶんぶん 柏市藤ケ谷新田23

14002 柏BBQ＆フィッシングPARK 柏市藤ケ谷新田29-1

14003 珍來 柏藤ヶ谷店 柏市藤ヶ谷新田67

14004 焼肉レストラン 安楽亭 沼南店 柏市藤ケ谷新田81番地1

14005 お食事処連吉 柏市藤心1-6-16

14006 コスモス 柏市藤心2-14-21

14007 お好み焼き藤ごころ 柏市藤心2丁目14番21号

14008 大衆割烹岩亀 柏市藤心3-2-7

14009 ラーメン信義 柏市藤心3-3-14

14010 笑 柏市藤心3-3-8

14011 CASA PASCALE 柏市藤心3-3-8アップルハウス101

14012 軽食喫茶 アンチーブ 柏市藤心389番地1-2

14013 一般社団法人渡辺グループ 柏市南逆井3-13-52

14014 ファミリーカラオケ花音 柏市南高柳1-1

14015 笑美 柏市南高柳1-28

14016 そば処夏見屋 柏市南高柳4-28

14017 イタリア食堂クチナーレ 柏市南増尾1-27-25

14018 健美の湯 柏市南増尾1丁目1番1号

14019 レストランアイリッシュスプーン 柏市南増尾2-14-41

14020 いぶき 柏市南増尾2-7-25

14021 大衆割烹岩亀南増尾店 柏市南増尾2-7-30

14022 ろばた焼き松 柏市南増尾2丁目15番11号

14023 居酒屋おか田 柏市南増尾2丁目16-20

14024 インド・ネパール料理 タァバン 柏市南増尾2丁目4番14号

14025 （有）唐麺太平 柏市南増尾2丁目7番23号

14026 中国料理チャイナドール 柏市南増尾3-19-16

14027 カラオケラウンジ樹々 柏市南増尾4-4-5

14028 アニマルcafeけだま 柏市南増尾5-22-26

14029 お好み焼きとんぼ 柏市南増尾6-2-20

14030 株式会社ブロンコビリー南増尾店 柏市南増尾7-1-24

14031 オレンジカフェ 柏市南増尾7-13-15

14032 プリテール 南増尾店 柏市南増尾7丁目1番14号

14033 尾張屋 柏市南増尾7丁目3番2号

14034 レストランこはく 柏市南増尾8丁目3番8号

14035 ドトールコーヒーショップ 南柏店 柏市南柏1-1-1

14036 ヴィ・ド・フランス南柏店 柏市南柏1-1-1

14037 凛花 柏市南柏1-11-11

14038 登代㐂 柏市南柏1-11-11

14039 LASAGNA BAR 柏市南柏1-11-11

14040 酔泉 柏市南柏1-11-8

14041 スナックKIKU 柏市南柏1-11-8

14042 居酒屋ひばり 柏市南柏1-11-8-102号

14043 スナック天馬 柏市南柏1-11-9

14044 はなの舞南柏店 柏市南柏1‐1‐1JR南柏駅構内2階スキップ南柏

14045 日高屋 南柏西口店 柏市南柏1-1-3ふきビル1階

14046 麺ぽーかろぅ 柏市南柏1-1-6桔梗ビル1F

14047 カフェバーマリン 柏市南柏1-1-7グレース南柏102

14048 ナミフジⅡ 柏市南柏1-1-8-2階MOMOビル

14049 カラオケ酒場ヴァルゴ 柏市南柏1-1-8MOMOビル3階

14050 中国家庭料理上海亭 柏市南柏1-1-8上海亭

14051 あみ焼 元祖しちりん南柏西口駅前店 柏市南柏1-2-1

14052 麺王南柏本店 柏市南柏1-2-3

14053 麺屋神工 柏市南柏1-2-4

14054 ちょうちん南柏総本店 柏市南柏1-2-4エコロジースクエア2F

14055 ニューあるま 柏市南柏1-2-6南柏ビル105

14056 ダイニングバー零 柏市南柏1-2-8

14057 焼肉酒場肉カジ南柏店（旧土間土間南柏店） 柏市南柏1-4-1-1階orchard

14058 蕎麦真 柏市南柏1-4-15

14059 AQLOUNGE 柏市南柏1-4-16布施ビル102

14060 鮒忠南柏店 柏市南柏1-4-17

14061 炭火串焼びんすけ南柏店 柏市南柏1-5-10

14062 わワ和 柏市南柏1-5-10浅海ビル2階

14063 居酒屋角八 柏市南柏1-5-11

14064 ClubTopStage 柏市南柏1-5-2MCビル3階

14065 豊後高田どり酒場南柏西口駅前店 柏市南柏1-5-2MC南柏ビル地下1階1階

14066 魚問屋魚一商店南柏総本山 柏市南柏1-6-12-1階穂高第20ブラザーズビル

14067 居酒屋むっく 柏市南柏1-6-12穂高ブラザーズビル1階

14068 有限会社鳥よし 柏市南柏1-6-8

14069 ホルモン焼肉炎吉 柏市南柏1-6-8

14070 らーめんあさひ 柏市南柏1-6-8白石ビル102

14071 HAKUNA MATATA 柏市南柏1-8-10TSビル地下1階

14072 大江戸そば南柏店 柏市南柏1丁目1番1号



14073 ビィーンズ 柏市南柏1丁目1番6号

14074 鳥貴族 南柏店 柏市南柏1丁目2番1号飯塚ビル4階

14075 松屋 南柏店 柏市南柏1丁目2番4号BSKビル1階

14076 鮨処 扇 柏市南柏1丁目5番18号染谷ビル102

14077 カラオケ本舗 まねきねこ南柏店 柏市南柏1丁目7番6号サポーレ南柏102

14078 くら寿司 南柏店 柏市南柏2-10-13

14079 三幸飯店 柏市南柏2-1-11セブンパークアリオ柏3階3780

14080 サブカルアニソンCafe＆Barシリウス 柏市南柏2-3-10エムズ南柏1F

14081 COMEDOR 柏市南柏2-3-10エムズ南柏2F

14082 M'sBAR 柏市南柏2-3-9誠厚ビル1F

14083 四季の味たけもと 柏市南柏2-4-1

14084 CAFERHYTHM 柏市南柏2-4-21樋口ビル1F

14085 自然六法 柏市南柏2-4-22

14086 食彩おおひさ 柏市南柏2-4-22モリタビル1階

14087 三つ星南柏店 柏市南柏2-4-22森田ビル2階

14088 aohalu 柏市南柏2-4-22森田ビルB1

14089 居酒屋ひとり屋鉄ぺい 柏市南柏2-4-5

14090 デニーズ 南柏駅前店 柏市南柏2丁目9番8号

14091 マクドナルド南柏店 柏市南柏2丁目9番地15

14092 モスバーガー 南柏駅前店 柏市南柏中央1-5

14093 大衆串焼酒場我家南柏店 柏市南柏中央1-7大嶋ビルディング1階

14094 丸源 柏市南柏中央2-21

14095 あみ焼 元祖 しちりん 南柏東口駅前店 しちりん倶楽部にくまる 柏市南柏中央2-4

14096 鳥処入江 柏市南柏中央2-6

14097 大阪王将南柏店 柏市南柏中央3-1大阪王将南柏店

14098 ガスト南柏店 柏市南柏中央3-2キュア・ラ内2F

14099 マクドナルド 南柏駅前店 柏市南柏中央3番地2

14100 居酒屋つるちゃん 柏市南柏中央5-3ヴェッセル南柏

14101 アジア居酒屋王虎 柏市南柏中央6-3-S509KINGビル206号

14102 サイゼリヤ フィールズ南柏店 柏市南柏中央6-7フィールズMALL・1-3F

14103 グランパークホテルザ・ルクソー南柏 柏市南柏中央8-8

14104 NYスタイルホットドック “D＆C！”2号車 柏市日立台1-2-50日立柏サッカー場

14105 珍來 柏日立台店 柏市日立台1丁目2番55号

14106 イタリアンダイニングDoNA柏店 柏市柏1-105スカイプラザ柏B1階

14107 日高屋 柏駅東口店 柏市柏1-1-1

14108 福鮨 柏市柏1-1-10

14109 アダナ ケバブ 柏市柏1-1-10

14110 太平楽 柏市柏1-1-10柏葉ビル

14111 MOBARAK 柏市柏1-1-10柏葉ビル2F

14112 SAKANA LAB 柏市柏1-1-10柏葉ビル2F

14113 Animalia 柏市柏1-1-10柏葉ビル3F3階

14114 DiningBarここ 柏市柏1-1-10柏葉ビルB1

14115 マリオンクレープ柏マルイ店 柏市柏1-1-11

14116 スターバックスコーヒー 柏マルイ店 柏市柏1-1-11

14117 Cluster 柏市柏1-1-11ファミリかしわ103

14118 唐揚げ専門カラフジ柏駅店 柏市柏1-1-11ファミリかしわ1F

14119 コンパル 柏東口店 柏市柏1-1-11ファミリかしわ2階

14120 ぼんたぼんた 柏市柏1-1-11柏マルイ2階

14121 龍晶飯店鳳茶 柏市柏1-1-11柏マルイ2階

14122 サーティワンアイスクリーム 柏マルイ店 柏市柏1-1-11柏マルイ2階

14123 BOMBAY 柏市柏1-1-11柏マルイ2階

14124 はなまるうどん 柏マルイ店 柏市柏1-1-11柏マルイ店内2F

14125 Espresso＆Bar come al SOLITO 柏市柏1-1-11柏駅前第一ビル1F

14126 いろり庵きらく柏3・4番線ホーム店 柏市柏1-1-1JR柏駅構内3，4番線ホーム

14127 ベッカーズ柏店 柏市柏1-1-1JR柏駅中央口改札内

14128 ミスタードーナツスカイプラザ柏ショップ 柏市柏1-1-20スカイプラザ柏

14129 ドトールコーヒーショップスカイプラザ柏 柏市柏1-1-20スカイプラザ柏1F

14130 竹やぶ 柏市柏1144番地2

14131 中華酒房龍晶餃子 柏市柏1-1-8K18ビル

14132 THE LIFE 柏市柏1-1-8K18ビル2階

14133 玄米おうちごはん杏 柏市柏1-1-8かまやビル401

14134 インド料理ムンバイ柏モディ店 柏市柏1-2-26柏MODI1F

14135 タリーズコーヒー柏モディ 柏市柏1-2-26柏モディ2F

14136 コメダ珈琲店柏モディ店 柏市柏1-2-26柏モディ内1F

14137 カラオケマック柏店 柏市柏1-2-33

14138 蒙古タンメン中本柏店 柏市柏1-2-35B1

14139 佳佳苑中華料理 柏市柏1-2-35サンシャビル202室

14140 ミートビア 柏市柏1-2-35共同ビルサンシャ4F

14141 八海山バル柏本店 柏市柏1-2-35梅林堂ビル5階

14142 しゃぶ葉 柏駅南口 柏市柏1-2-7谷川ビル5F

14143 丸亀製麺柏駅南口 柏市柏1-2-8

14144 大戸屋 ごはん処 柏駅南口店 柏市柏1-2-8システムランドビル2階

14145 カラオケまねきねこ柏駅前店 柏市柏1-2-8システムランドビル5F

14146 デニーズ 柏東台店 柏市柏1304番地7

14147 とりどり 柏市柏1-3-1長崎屋ビル5F

14148 カフェ・ベローチェ柏駅東口店 柏市柏1-4-26

14149 サンマルクカフェ 柏駅東口店 柏市柏1-4-27

14150 おおみやバナナ柏東口店 柏市柏1-4-27-1F

14151 ビッグエコー柏駅前店 柏市柏1-4-27恵比屋ビル1F，3F～8F

14152 カラオケまねきねこ柏東口店 柏市柏1-4-27柏第一ビル2～4F

14153 ポイント柏駅前店 柏市柏1-4-3京北ビル2F

14154 夢庵 柏駅東口 柏市柏1-4-5-B1

14155 カラオケルーム歌広場柏東口二番街店 柏市柏1-4-5石戸画材ビル2階

14156 粉や柏店 柏市柏1-5-12エクセル8ビル4F

14157 鳥貴族柏東口店 柏市柏1-5-12エクセル8ビル6階

14158 まんたろー柏店 柏市柏1-5-12エクセルエイトビル3階

14159 よへどん 柏市柏1-5-17

14160 くじらや 柏市柏1-5-17-1F

14161 麺七 柏市柏1-5-18

14162 吉野家 柏東口店 柏市柏1-5-19

14163 錦や 柏市柏1-5-20

14164 温野菜柏店 柏市柏1-5-20プール・ドゥビル4階



14165 StudioWUU 柏市柏1-5-20プールドゥビル5F

14166 焼肉ふうふう亭 柏市柏1-5-20成嶋ビル

14167 七味家ちょこっと 柏市柏1-5-5

14168 やきとり家すみれ柏東口店 柏市柏1-5-6花ヒロビル2階

14169 TRATTORIA COLORE 柏市柏1-6-10根戸屋ビル1F

14170 九州の旨かもん旨か酒くすお柏店 柏市柏1-6-10桜屋ビル2階

14171 Pub知恩 柏市柏1-6-13AK．BLD．Ⅰ201

14172 カフェマリオシフォン 柏市柏1-6-13AKビルⅠ

14173 博多とんこつラーメン三代目てらッちょ。柏店 柏市柏1-6-15

14174 大衆酒場かね子 柏市柏1-6-15AYビル1F

14175 OneStyle 柏市柏1-6-15AYビル2階

14176 ときわ亭 柏東口店 柏市柏1-6-2三好屋柏ビル2階

14177 和彩ダイニング風 柏市柏1-6-3

14178 焼肉酒場ともさんかく はなれ 柏市柏1-6-3TSビル1F

14179 スペイン食堂フェスタマリオ 柏市柏1-6-4-2F寿々喜庵ビル

14180 柏酒処寿々喜

14181 魚火 柏市柏1-6-4鈴木ビル3階

14182 せい家柏店 柏市柏1-6-5

14183 ガッチキ 柏市柏1-6-5吉田ビル2階

14184 かぎや 柏市柏1-6-8レーベンフィル201

14185 大衆ジンギスカン酒場 ラムちゃん 柏店 柏市柏1-6-9エスエーケービル1階

14186 韓国屋台 ハンサム 柏店 柏市柏1-6-9柏エスエーケービル1F-B

14187 鳥良商店柏東口店 柏市柏1-7-1

14188 いきなりステーキ柏店 柏市柏1-7-1

14189 海鮮三崎港 柏東口店 柏市柏1-7-1

14190 大阪王将 柏店 柏市柏1-7-1

14191 珍來 柏東口店 柏市柏1-7-1-104号

14192 スパゲッティーのパンチョ柏店 柏市柏1-7-1106ADayoneタワー

14193 NewYorkDiningBarGaudium 柏市柏1-7-1DayOneタワー1F

14194 七味家 柏市柏1-7-1kashiwaDayOneタワー108

14195 パブスナツク 鴾 柏市柏1丁目1番10号

14196 ファーストキッチン 柏市柏1丁目1番11号

14197 そば久 柏市柏1丁目1番11号ファミリ柏B1

14198 喜多そば 柏2号店 柏市柏1丁目1番1号JR柏駅構内各駅停車ホーム

14199 イタリアン・トマト カフェジュニア柏店 柏市柏1丁目1番ファミリ柏1F-1-11

14200 ケンタッキーフライドチキン スカイプラザ柏店 柏市柏1丁目1番地20号

14201 サイゼリヤ 柏南口店 柏市柏1丁目2番27号JYビル2階

14202 マクドナルド 柏店 柏市柏1丁目2番31号

14203 カラオケエスカルゴ 柏市柏1丁目2番35号

14204 名代 富士そば 柏店 柏市柏1丁目2番35号共同ビルサンシャ104

14205 パブホース 柏市柏1丁目2番35号共同ビルサンシャ6F

14206 PINKY TIARA 柏市柏1丁目3番1号ドン・キホーテ柏駅前店1F

14207 有限会社 パーラーナルシマ 柏市柏1丁目3番1号長崎屋柏店内

14208 たべのみやサプティペパーズ 柏市柏1丁目4番5号石戸画材ビル地下1階

14209 ポイント 柏店 柏市柏1丁目5番12号エクセルエイトビル2階

14210 かつや 柏東口店 柏市柏1丁目5番20号

14211 マクドナルド 柏駅前通り店 柏市柏1丁目5番21号

14212 ガスト 柏店 柏市柏1丁目6番10号さくらやビル1F

14213 道 柏市柏1丁目6番14号

14214 北海道ラーメン ひむろ 柏市柏1丁目6番4号鈴木ビル1階

14215 とらのや 柏市柏2-10-18東洋レジャービル1F

14216 SALVATORE CUOMO & BAR 柏 柏市柏2-10-2ザ・柏タワー101-C

14217 柏二丁目酒場 柏市柏2-11-14

14218 旬食酒 手打蕎麦 玉川 柏市柏2-11-16芳野ビル1F

14219 三代目網元さかなや道場柏東口店 柏市柏2-11-16芳野ビル2F・3F

14220 スナック香 柏市柏2-11-17SNビル1F

14221 InternationalClub MIX 柏市柏2-11-17SNビル2F

14222 スンドゥブバル食堂 ポジャンマチャ 柏市柏2-11-6

14223 土間土間柏店 柏市柏2-2-17共栄ビル3F

14224 地鶏と完全個室辻久皐月 柏市柏2-2-5

14225 ジョッキー 柏市柏2-3-14

14226 魚民柏東口駅前店 柏市柏2-3-1フーサワビル5階

14227 目利きの銀次柏東口駅前店 柏市柏2-3-1フーサワビル7階

14228 薄利多賣半兵ヱ柏店 柏市柏2-4-1富士屋ビル1F

14229 二丁目のかき小屋 柏市柏2-4-4

14230 Cafe・DiningCOLOR 柏市柏2-4-4-2F

14231 蕎麦一玄 柏市柏2-4-5

14232 柏肉寿司 柏市柏2-5-1

14233 大江戸柏店 柏市柏2-5-1

14234 柏の馬肉屋馬喰ろう 柏市柏2-5-17

14235 うに小屋 柏市柏2-5-19岩田ビル1F

14236 芝浦食肉柏店 柏市柏2-5-4TMビル2F

14237 伝説のすた丼屋 柏店 柏市柏2-5-9-102号室

14238 BarTACT 柏市柏2-5-9NICハイム柏102

14239 NOIR 柏市柏2-5-9NICハイム柏103

14240 炭火焼鳥キッチンひよこ 柏市柏2-7-10

14241 WARMTH 柏市柏2-7-10-2F

14242 ISSA 柏市柏2-7-19セナリオプレース21F

14243 キックイット 柏市柏2-7-21セナリオプレイスビル5階

14244 赤から柏東口店 柏市柏2-8-15-1階石戸第5ビル

14245 ショットバージャックローズ 柏市柏2-8-15石戸ビル二階

14246 牛角 柏店 柏市柏2-8-15第2関口ビル1F

14247 club Enn 柏市柏2-8-15第2関口ビル2F

14248 ガブ飲み処鬼ぞりゴリラ柏店 柏市柏2-8-16レイヴェル31ビル3F

14249 大衆酒場三平 柏市柏2-8-17

14250 京駒 柏市柏2-8-21小駒ビル

14251 トラットリアタッツァ 柏市柏2-8-21小駒ビル2階

14252 ティグリ 柏市柏2-8-4ハタヤビル1F

14253 南欧創作キッチンBooFooWoo 柏市柏2-8-5山本ビル1F

14254 隠れ庵忍家柏東口店 柏市柏2-9-15リンクスビル3F

14255 KICHIRI柏 柏市柏2-9-17共栄ビル2階

14256 かまどか柏店 柏市柏2-9-17共栄ビル4階



14257 麺屋こころ柏店 柏市柏2-9-9

14258 小料理酒場糸 柏市柏2-9-9AKBLD2F

14259 BarHermitage 柏市柏2-9-9AkBLD3F

14260 プリプリ 柏市柏2丁目11番17号

14261 トサカモミジ 柏店 柏市柏2丁目2-5

14262 楽蔵 びすとろ家 柏店 柏市柏2丁目3番1号フーサワビル4階

14263 とり八 柏市柏2丁目3番地16号

14264 旬菜海鮮 日本海 柏東口店 柏市柏2丁目7番21号セナリオプレイス柏

14265 株式会社マリナコーポレーション居酒屋八ちゃん柏東口サンサン通り店 柏市柏2丁目8番15号石戸第5ビル1F

14266 ガールズダイニングバー  カリフォルニアドリーム 柏市柏2丁目8番16号レイヴェル31-6階

14267 Bar Plat 柏市柏2丁目8番5号やまもとビル2階

14268 カラオケ館 柏駅前店 柏市柏2丁目9番15号

14269 ジョナサン 柏駅前店 柏市柏2丁目9番15号リンクスビル2階

14270 蔵っぱ 柏市柏3-10-18

14271 食事処とんき 柏市柏3-10-18

14272 肉酒場 肉馬る 柏店 /肉とチーズの専門店 ガブリミート 柏市柏3-10-29

14273 会席料理竹之里 柏市柏3-11-22

14274 和風バーみけねこや 柏市柏3-11-24第2とらまいビル1F

14275 居酒屋翁 柏市柏3-1-19谷沢ビル1F

14276 ⼤衆ビストロBuddy’s 柏市柏3-1-21

14277 魚久商店 柏市柏3-1-21水野ビル2F

14278 横浜家系ラーメン宗八 柏市柏3-1-6

14279 やきとん ぽるこ 柏市柏3-1-6

14280 イタリ庵 柏市柏3-1-7

14281 ロータス 柏市柏3-1-7

14282 スナックはる 柏市柏3-17柏銀座会館ビル2F

14283 炭火串焼とりっこ 柏市柏3-1-9

14284 和月 柏市柏3-1-9森山ビル

14285 ペンギンパレード 柏市柏3-1-9森山ビル1F

14286 魚の蔵 柏市柏3-1-9森山ビル1階

14287 玉茶庵 柏市柏3-1-9森山ビル3F

14288 ALEGRIAANNEX柏 柏市柏3-1-9丹羽ビル2F

14289 柏つむぎ 柏市柏3-2-13

14290 スナック圓 柏市柏3-2-14

14291 武士 柏市柏3-2-15

14292 Monkee Bar 柏市柏3-2-18マリエール2FB

14293 股旅ちょーだいな 柏市柏3-2-18マリエールビル1-A

14294 SHIN 柏市柏3-2-18マリエールビル1階

14295 柏PALOOZA 柏市柏3-2-22林ビル南館2階

14296 FERRYHILL1213 柏市柏3-2-23長沢ビル2F203

14297 KARAOKEBARK2 柏市柏3-2-23長沢ビル2階205号

14298 CLUB 愛華 柏市柏3-2-23長澤ビル102号

14299 オリエンタルシークレットバーみけねこや 柏市柏3-2-23長澤ビル204

14300 N＆N 柏市柏3-2-23長澤ビル2階201号室

14301 Club Selene 柏市柏3-2-23長澤ビル3階

14302 旬彩酒房和樂 柏市柏3-2-6KSビル1F

14303 ファーマーズ グリル 柏市柏3-2-6KSビル2F

14304 カンパーナ 柏市柏3-2-9

14305 らー麺まるいち極柏店 柏市柏3-3-11

14306 BARHONEYB 柏市柏3-3-11坂ビル2階

14307 チェリー 柏市柏3-3-11第2プリンスレジャービル1階

14308 camellia椿 柏市柏3-3-12喜久水第2ビル2階

14309 BARM&M 柏市柏3-3-13ワールドスタービル101

14310 Shotbar勝 柏市柏3-3-13ワールドスタービル201

14311 BARGirlyShot 柏市柏3-3-13ワールドスタービルディング202

14312 アジアンダイニング　ルンビニ柏三丁目店 柏市柏3-3-16

14313 煙 舞 柏市柏3-3-17

14314 パブサンタマリア 柏市柏3-3-17-2F-B

14315 さかなの秀彩 柏市柏3-3-17サザナミビル1階

14316 KIKKAKE 柏市柏3-3-17サザナミビル2階

14317 慶州 柏市柏3-3-17柏銀座会館1F

14318 Boncafe 柏市柏3-3-17柏銀座会館1階

14319 エルズ 柏市柏3-3-17柏銀座会館3F

14320 Snack Amy 柏市柏3-3-17柏銀座会館3階A号室

14321 Trattoria Chicco 柏市柏3-3-18AK BLD．Ⅶ 1F

14322 中華料理おぎわら 柏市柏3-3-18AKBLD．VII201

14323 植きん 柏市柏3-3-19

14324 カフェバーアンナベルズ 柏市柏3-3-19かざりやビル1F

14325 天八 柏市柏3-3-3

14326 たつみ 柏市柏3-3-4

14327 木村屋本店柏東口 柏市柏3-3-4小倉ビル1F

14328 ドン・ファン 柏市柏3-4-19-2F

14329 寿司割烹酒場ゐまる 柏市柏3-4-19木下ビル1F

14330 ラウンジ パントルージュ 柏市柏3-4-21コーマス柏2F

14331 伊料理zoe's「台所」 柏市柏3-4-23

14332 日本料理 そうま 柏市柏3-4-25

14333 焼肉 極 柏市柏3-4-2K・BLDG

14334 ガールズバー ベローズ 柏市柏3-4-2K・BLDG3階

14335 ふか川 柏市柏3-4-5

14336 ラウンジCOCO 柏市柏3-4-5101IND・JAPANビル

14337 HANGOVER 柏市柏3-4-5-1F

14338 おしゃれ居酒屋みっちー 柏市柏3-4-5-2F

14339 パブ琥珀 柏市柏3-4-5佐藤ビル2F

14340 Bar Calma 柏市柏3-4-5浜田ビル2階

14341 おばんざい酒場かしわ三丁目 柏市柏3-4-5浜田第一ビル1F

14342 魚浜 柏市柏3-4-8トキワ第2ビル1F

14343 JAVIN 柏市柏3-4-8トキワ第2ビル301

14344 ClubTrust 柏市柏3-4-8トキワ第二ビル2階

14345 和処つくし亭 柏市柏3-5-10長田ビル

14346 麺屋どんぶら来 柏市柏3-5-10長田ビル1F

14347 FILTER 柏市柏3-5-7

14348 大とらや 柏市柏3-5-7オークビル1階



14349 割烹樹さき 柏市柏360

14350 焼肉牛車柏店 柏市柏3-6-10後藤ビル1階

14351 DIA 柏市柏3-6-10第1後藤ビル1階(小)

14352 アメリカンライブバー キャンディポップ 柏市柏3-6-10第1後藤ビル地下1階

14353 焼肉ホルモン ほるまさ 柏市柏3-6-13-2F

14354 そば処 多賀家 柏市柏3-6-13白鳥ビル1F

14355 焼肉酒場ともさんかく本店別館 柏市柏3-6-14増谷第二ビル1F

14356 焼肉酒場 ともさんかく 本店 柏市柏3-6-15ATSビル1F

14357 ステーキハウス柏みその 柏市柏3-6-16

14358 カレーの店 ボンベイ 柏市柏3-6-16ISONO．BLD

14359 エビス柏総本店 柏市柏3-6-16ワールドスタービルディング

14360 Macuisine 柏市柏3-6-16磯野ビル2階

14361 魚処つがる 柏市柏3-6-16高野山ビル2F

14362 ビストロ酒場GABU2 柏市柏3-6-16地下1階Sビル

14363 麒麟亭 柏市柏3-6-21柏ビル101号室

14364 ALEGRIA柏 柏市柏3-6-21柏ビル2F

14365 中華料理蘭 柏市柏3-6-24丸福ビル

14366 AKEBI 柏市柏3-6-26セレスプラージュ1F

14367 ROKUROKU 柏市柏3-6-3

14368 羽田市場柏直売店 柏市柏3-6-30

14369 TEA ZON 柏市柏3-6-30

14370 PILAR 柏市柏3-6-3FS柏ビル1F

14371 まぐろ専門店つなやbyゐまる 柏市柏3-6-3丸柏ビル1F

14372 まこどり 柏市柏3-6-3丸柏ビル2F

14373 BAR619 柏市柏3-6-3丸柏ビルB1

14374 侍 銀座通り店 柏市柏3-6-5石井ビル1階

14375 クラブ悠久 柏市柏3-6-9後藤ビル23F

14376 CUISINEFRANCASECyrano 柏市柏3-6-9第2後藤ビル1F・A

14377 焼きの地鶏屋 柏市柏3-6-9第二後藤ビル2階

14378 Foodees 柏市柏3-7-17トーカン柏キャステール101

14379 ALCHEMY 柏市柏3-7-17トーカン柏キャステール105

14380 パブクリリア 柏市柏3-7-17トーカン柏キャステールビル1F

14381 南欧創作キッチンPeekaBoo 柏市柏3-7-19早川ビル1F

14382 それゆけ鶏ヤロー柏店 柏市柏3-7-21

14383 Cuffy 柏市柏3-7-21椎名ビル103

14384 猫の手 柏市柏3-7-21椎名ビル401

14385 INDO CURRY GUMADEVI 柏市柏3-8-10AKBLD101A

14386 ラーメン猪太 柏市柏3-8-12東和ビル1F

14387 レストランタキガワ 柏市柏3-8-17-202グランモール千代田

14388 モンカフェ 柏市柏3-8-5MH．BLDG1F

14389 RestaurantLeCouple 柏市柏3-9-20-2F

14390 老中国菜知味斎 柏市柏3-9-20エクセラ・モン・ピエース1F

14391 伽茶羅 柏市柏3丁目11-24

14392 ほろよい処はなみずき 柏市柏3丁目1番19号101

14393 カラオケスナックACCESS 柏市柏3丁目1番19号やざわビル2階右側

14394 天津菜館 柏市柏3丁目2-12コーポ天津1階

14395 幸 柏市柏3丁目2番14号洪ビル2F201

14396 ケ・サラ 柏市柏3丁目2番14号柏3丁目洪ビル2階

14397 しちりん 柏東口店 柏市柏3丁目2番7号

14398 焼肉 明月苑 柏市柏3丁目3番10号石塚ビル1F

14399 パブ山崎 柏市柏3丁目3番12号第2喜久水ビル3F

14400 居酒屋信濃路 柏市柏3丁目3番13号ワールドスタービル

14401 スナックヨンヨン 柏市柏3丁目3番17号柏銀座会館BF-A

14402 Lightpubキャバーンハウス 柏市柏3丁目4番1号石井ビル内

14403 いこい 東口店 柏市柏3丁目4番20号

14404 カラオケ ロハス 柏駅東口店 柏市柏3丁目6番30号山野辺ビル2階,3階

14405 有限会社 柏第一ホテル鮨芳 柏市柏3丁目6番4号

14406 磯潮 柏市柏3丁目6番5号

14407 ほの字 柏市柏3丁目7番16号

14408 ホルモン焼肉肉の大山 柏市柏3丁目9-3-102プロシード柏

14409 割烹いっか 柏市柏4-11-16-1F

14410 ブライアン 柏市柏4-11-2-104

14411 串焼きまなか 柏市柏4-2-10

14412 UPUP 柏市柏4-2-12関口ビル3階

14413 べこたん柏店 柏市柏4-3-7第2常盤ビル1階

14414 ElCamino 柏市柏4-4-1221世紀ビル（第1ビル）B1-B

14415 キャスティングクラブ EXA 柏市柏4-4-1221世紀第一ビル2F-C

14416 O 柏市柏4-4-1221世紀第一ビルB1-A

14417 フレンズ 柏市柏4-4-12第三柏光ビル1F

14418 Bubby’s 柏市柏4-4-14太陽ビル2F

14419 BarAlpin 柏市柏4-4-16ロイヤルビル2階

14420 まる酒 柏市柏4-4-5メープル柏101

14421 和料理＆バー 聖-MASA- 柏市柏4-4-7佐藤ビル2F

14422 串あげ処しの 柏市柏4-4-8SKビル2F

14423 Dining bar Perla 柏市柏4-5-20

14424 金のぶた 柏市柏4-5-24

14425 神谷流博多道場柏店 柏市柏4-5-24京北第二ビル

14426 味すゞ亭和香 柏市柏4-5-24京北第二ビル3階

14427 GLOBAR 柏市柏4-5-24京北第二ビルB1

14428 Casa 柏市柏4-6-321世紀第二ビル2FC

14429 keep 柏市柏4-6-321世紀第二ビル3F

14430 CLUB粋 柏市柏4-6-321世紀第二ビル4階

14431 Dice 柏市柏4-6-3-2F-B

14432 とんかつ美とん 柏市柏4-9-10

14433 rico 柏市柏4-9-10

14434 Lounge 藤 柏市柏4-9-10木村ビル2階

14435 コダワリラーメン千夜都 柏市柏4-9-11

14436 無限大夢柏店 柏市柏4-9-11澤辺ビル1F

14437 居酒屋たんけ 柏市柏4-9-11澤辺ビル2F

14438 ラジェスタリー 柏市柏4丁目11番17号

14439 太黒庵 柏市柏4丁目11番18

14440 ボシャレ 柏市柏4丁目2番12号



14441 もも焼きあんどう 柏市柏4丁目4番16号ロイヤルビル

14442 炭火焼肉 泉樹 柏市柏4丁目4番7号

14443 伊料理zoe's 柏市柏4丁目6番23号第2AKビル1F

14444 たかはし 柏市柏4丁目7番1号1階

14445 カフェブラスリーペニーレーン 柏市柏4丁目9番10号木村ビル1階

14446 ロングトールサリー 柏市柏5-2-14小熊ビル2階

14447 銀の趣はなれ 柏市柏5-2-4SSビル1F

14448 銀の趣 柏市柏5-2-4SSビル1F

14449 なな福 柏市柏5-2-4SSビル1階

14450 寿しはま田 柏市柏5-3-1鈴木会計ビル102

14451 鳩ぽっぽ 柏市柏5-3-24

14452 Hiro‐no‐ya 料理店 柏市柏5-3-24宝ビル1F

14453 柏ビール 柏市柏5-8-15

14454 Cucina Italiana zinnia 柏市柏5丁目2番4号

14455 北の旬 柏市柏5丁目3番25号メゾン・ドゥ・ホリエ1階

14456 しゃぶ葉 柏呼塚店 柏市柏6-10-15

14457 ステーキガスト 柏呼塚 柏市柏6-10-15-2F

14458 鮨処雅 柏市柏6-6-1

14459 炭火焼肉平城苑柏店 柏市柏6-7-18

14460 海賊船 柏市柏6-7-8

14461 RizouRaisin? 柏市柏6-7-8オーキスビル1FB店舗

14462 ChineseBar&Restaurant漸 柏市柏6-7-8オーキスビル1階D店舗

14463 ボスコディパスタ 柏市柏6-8-10

14464 サイゼリヤ 柏6丁目店 柏市柏6-8-28

14465 PizzeriaTintarella 柏市柏6-8-40小溝ビル1階

14466 カッフェ花時間 柏市柏691-23

14467 天和 柏市柏6丁目8番42号アクステージビル1F

14468 海道 柏市柏6丁目8番地38柴田ビル1F

14469 電気食堂キッチン叶 柏市柏7-2-18

14470 マクドナルド 16号柏桜台店 柏市柏912-1

14471 吉野家16号線柏店 柏市柏931-15

14472 串揚げと酒なかなかや 柏市柏の葉2-12-3

14473 お魚倶楽部 はま 柏市柏の葉5-1-5東京大学大気海洋研究所

14474 うどん市柏の葉店 柏市柏の葉5-6-1

14475 MoCo 柏市柏三丁目1番9号丹羽ビルB1

14476 SnachShi-n 柏市柏柏3-3-11坂ビル301号

14477 鮨処鮨辰 柏市柏末広町1-1柏高島屋ステーションモール新館専門店10階

14478 ジェラフル柏店 柏市富里3-3-2メガドンキホーテ1階

14479 スシロー 柏店 柏市富里3丁目1番24号

14480 一膳めしやつりふね 柏市布施1109-4

14481 柏鳥 一番 柏市布施147

14482 居酒屋いわ松 柏市布施147-7-102

14483 コハレキッチン 柏市布施1486

14484 鉄人餃子坊北柏店 柏市布施648-1鉄人餃子坊北柏店

14485 食堂 明楽 柏市布施809番地

14486 お好み焼きトンボ 柏市布施810-14

14487 ココス柏布施店 柏市布施810-8

14488 台湾料理 好味来 柏市布施827-2

14489 ピッツァ・マミーサ 柏市布施854-1

14490 鮨・十割そば・旬彩はな膳 柏市豊四季1013番地

14491 司 柏市豊四季112-51

14492 居酒屋きみ香 柏市豊四季117-34

14493 Casadelsole 柏市豊四季118-8

14494 松竹の子 柏市豊四季126-1

14495 台湾食堂滷肉飯 柏市豊四季126-7

14496 居酒屋和 柏市豊四季126-7

14497 沢 柏市豊四季126-7

14498 クアトロ・スタジオーネ 柏市豊四季126-7根本ハイツ103

14499 美味しんぼみっちゃん 柏市豊四季127番地1

14500 ゴールドジム柏千葉 柏市豊四季135-108

14501 花みずき 柏市豊四季141-44パレ　ロワイヤルA102号

14502 ラ・ヌエヴァ・マブハイ 柏市豊四季158-1

14503 あみ焼 元祖 しちりん 豊四季駅前店 柏市豊四季158番地

14504 焼きそばのまるしょう豊四季本店 柏市豊四季167-34

14505 居酒屋ともだち 柏市豊四季167-41

14506 韓国家庭料理信 柏市豊四季167-41-2F

14507 家庭料理たまご 柏市豊四季167-85

14508 anny&joe 柏市豊四季190増田ビル1FB号

14509 スポーツバーAN 柏市豊四季197-20-2F

14510 串焼ひぐらし 柏市豊四季197-20ヒルズ豊四季ビル102

14511 サッポロ狸小路ラーメン 柏市豊四季198-38

14512 銘酒処 かりん 柏市豊四季198番地38

14513 創作中華福福 柏市豊四季204-22

14514 激旨麺厨房 劉 柏市豊四季206-9

14515 サイゼリヤ 豊四季店 柏市豊四季209番地1

14516 柏豊四季食堂 柏市豊四季229-2

14517 カレーハウスココ壱番屋柏豊四季店 柏市豊四季231-1

14518 晩酌や うさぎ 柏市豊四季245番地6

14519 日本亭豊四季店 柏市豊四季249-25

14520 大村庵 柏市豊四季249番地20

14521 マルシェ 柏市豊四季250-18-1F

14522 中華料理赤門 柏市豊四季250-20

14523 ジロー珈琲豊四季 柏市豊四季252-9

14524 天ぷら鍋料理弥生 柏市豊四季265番地5増田ハイツ102

14525 ゆで太郎柏豊四季店 柏市豊四季269-59

14526 幸楽苑柏豊四季店 柏市豊四季284番地1

14527 ガスト柏豊四季店 柏市豊四季303番地10

14528 焼肉きんぐ柏豊四季店 柏市豊四季311-17

14529 蕎麦おおつか 柏市豊四季354-34

14530 インディー28 柏市豊四季492-18

14531 やきとり源 柏市豊四季492-41

14532 やがちゃんキムチ 柏市豊四季508-16ルレーブ南柏102



14533 大衆酒場りぶら 柏市豊四季508-16ルレーブ南柏1階

14534 海月 柏市豊四季508-25マルベイル

14535 カラオケ居酒屋駒 柏市豊四季508-46シャトレー南柏1階

14536 インド・ネパール料理 ラージャ 柏市豊四季508番地99

14537 タリーズコーヒー南柏店 柏市豊四季509番地12フィールズ南柏店

14538 カラオケ＆ダンシングパブパラッツオ 柏市豊四季511番地34

14539 スナック佐渡 柏市豊四季678

14540 中華料理アジア料理　味中味 柏市豊四季712-4-1F

14541 カラオケ婆沙羅 柏市豊四季72

14542 すずめ庵 柏市豊四季88

14543 ラーメン専科めん吉 柏市豊四季948-2-1階

14544 久兵衛屋 南柏店 柏市豊四季971-7

14545 インドネパールレストラン＆バーカリカ 柏市豊四季973-2

14546 日本料理ふじ波 柏市豊四季向屋敷135-6

14547 麺屋誠 柏市豊住1-1-14

14548 居酒屋＆レストランえん・らーじ 柏市豊住1-4-16浅商マンション内

14549 まこと亭 柏市豊住2丁目3番26号

14550 かしわ家 柏市豊住3-13-1

14551 スナックRukka 柏市豊住3-4-5

14552 寿々・ 柏市豊住4丁目4番5号

14553 居酒屋ふくちゃん 柏市豊上町16-33

14554 唄える酒場 ナポリ 柏市豊上町16番地32

14555 うどん・そば月乃家 柏市豊上町16番地6

14556 居酒屋 道ちゃん 柏市豊上町20-4

14557 あみやき亭柏店 柏市豊町1-2-22

14558 しゃぶしゃぶどん亭南柏店 柏市豊町1-2-23

14559 らーめん春樹イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25

14560 幸楽苑ｲｵﾝﾓｰﾙ柏店 柏市豊町2-5-25

14561 マクドナルド イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25

14562 サーティワンアイスクリーム イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25

14563 サイゼリヤ イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏　1階NO．104

14564 唐庄酒家 柏市豊町2-5-25イオンモール柏1F

14565 麻布十番モンタボーイオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏1F

14566 ココマンナ柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏2F

14567 アジアnごはん 柏市豊町2-5-25イオンモール柏2F

14568 すき家 イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏2F

14569 神田たまごけんイオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏2階

14570 リンガーハット イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏SC2F

14571 とんかつ武蔵イオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏店

14572 イデカフェイオンモール柏店 柏市豊町2-5-25イオンモール柏店1階

14573 築地銀だこ 柏市豊町2丁目5番25号イオンモール柏

14574 ケンタッキーフライドチキン イオンモール柏店 柏市豊町2丁目5番25号イオンモール柏1F

14575 スターバックスコーヒージャパン㈱ イオンモール柏店 柏市豊町2丁目5番25号イオンモール柏ショッピングセンター1F

14576 中華蕎麦萌芽 柏市北柏1-3-5エクセル田中103

14577 ニュー・オリーブ 柏市北柏1-5-2創進ビル

14578 手打ちそば 玉川 柏市北柏1丁目7番11号

14579 炭火焼肉太昌園 柏市北柏2-2-1

14580 特定非営利活動法人かぜ カフェ 大きな木 柏市北柏2-3-18

14581 サァティーラブ 柏市北柏3-2-18

14582 とんかつ燕楽 柏市北柏3-3-3サンレイク大塚1F

14583 横浜ラーメン寺田家北柏店 柏市北柏3丁目21番7号

14584 デリフランス柏店 柏市末広町1

14585 ぶんけ 柏市末広町10-1

14586 美食中華 泰山 柏店 柏市末広町10-20鈴木ビル101

14587 居酒屋ふるさと五兵衛 柏市末広町10-22

14588 うなぎ専門店くしだ 柏市末広町10-23

14589 青とんがらし 柏市末広町10-24

14590 鳥孝柏本店 柏市末広町10-25

14591 あ喜多 柏市末広町10番地23

14592 麒麟さん 柏市末広町10番地24

14593 仙台牛たん青葉 柏市末広町1-1

14594 さんるーむ柏高島屋店 柏市末広町1-1

14595 カフェドクリエリーブル柏高島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1

14596 洋麺屋五右衛門柏高島屋店 柏市末広町1-1

14597 スターバックスコーヒー柏髙島屋  ステーションモール 6階店 柏市末広町1-1

14598 キネマ旬報シアター 柏市末広町1-1

14599 ピッツェリア マリノ 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール　新館9F

14600 麻布茶房 柏高島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール10F

14601 和幸柏店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール713

14602 マーケットレストランアジオ 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール7F

14603 天ぷら新宿つな八柏店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール7F

14604 MOKUOLA DexeeDiner 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール7F

14605 野菜を食べるハンバーグ屋さん。 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール7F

14606 銀座和館椿屋珈琲 柏高島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモールS館4階

14607 椿屋カフェ柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモールS館専門店6階

14608 ニホンの食卓つくみ柏高島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモールS館専門店7F

14609 ダッキーダック柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモールS館専門店7階

14610 こてがえし柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモールS館専門店7階

14611 オークラレストランタバーン柏 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール新館11階

14612 鮮魚釜飯ヒカリ屋柏高島屋店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール新館9階

14613 鶏味座柏高島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール店S館専門店7F

14614 ナチュラルクレープ 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール2F

14615 BoulangerieNOBU 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館2階

14616 ラケル柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館7F

14617 柏一茶庵 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館7階

14618 赤坂ふきぬき 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館7階

14619 nana’s green tea 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館専門店5階

14620 兎に角柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館10F

14621 大田原 牛超 柏店 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館11F

14622 インド料理タンドゥール 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館9階

14623 おひつごはん四六時中 柏髙島屋ステーションモール 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館専門店10F

14624 とんきゅう株式会社 柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館専門店11F



14625 仲屋 柏市末広町12-1

14626 大衆酒蔵 日本海 柏市末広町12-2

14627 大阪新世界串かつさじろう 柏市末広町12-4

14628 トミー 柏市末広町12番地1

14629 ザ・クレストホテル柏 柏市末広町14番地11階　和食レストラン厨房

14630 ビリーザキッド柏西口店 柏市末広町15-13アメニティ末広1F

14631 Eggs'nThingsCoffee柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1番1号柏髙島屋ステーションモール新館8階

14632 マクドナルド 柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1番地1

14633 スターバックスコーヒー 柏髙島屋ステーションモール店 柏市末広町1番地1

14634 築地玉寿司 柏市末広町1番地1柏髙島屋ステーションモール712

14635 居酒屋スーさん 柏市末広町2-16

14636 中華一番 柏市末広町2-2角田ビル1F

14637 銀座ライオンビヤガーデン柏高島屋店 柏市末広町3-16髙島屋柏店本館屋上

14638 Bottega柏店 柏市末広町4-16

14639 京まる柏店 柏市末広町4-16

14640 いけす魚場龍宮城 柏市末広町4-1神崎ビルB1

14641 エクセルシオールカフェ柏駅西口店 柏市末広町4-1鈴木ビル1F・2F

14642 市々ラーメン柏西口店 柏市末広町4-2

14643 かしわ屋 柏市末広町4-2フード市市ビル1階2階

14644 カフェ・ド・ロワジール 柏市末広町4-4大内ビル地下1F

14645 SAKEBARサカナノトモ 柏市末広町4-5

14646 げんき 柏市末広町4-5

14647 肉バル Guchee’s 柏市末広町4-51番ビル3F

14648 焼肉ARATA（SKコンサル) 柏市末広町4-5一番ビル4階

14649 SHOTBARラル 柏市末広町4-5一番ビル5階

14650 牛たん仙台なとり柏店 柏市末広町4-5金子ビル1F

14651 天外天刀削麵 柏市末広町8-18-102田口ビル1F

14652 スペイン料理レストラン＆BARSANRAZZO 柏市末広町9-1柏西口末広町ビル1階

14653 炭火焼き鳥 キッチン ひよこ 柏市末広町9-2

14654 和風レストラン みの太 柏市箕輪444

14655 幸楽苑沼南町店 柏市箕輪759番地20

14656 季膳房手賀沼店 柏市箕輪新田68-1

14657 満天茶屋 柏市箕輪新田68-1

14658 久利舟 柏市名戸ケ谷1030-5

14659 炭火焼肉しん 柏市名戸ケ谷1034-1

14660 とり京 柏市名戸ケ谷1175

14661 いけす料理柏 柏市名戸ケ谷1-6-18

14662 株式会社 一魂 柏市名戸ケ谷1-7-41

14663 マクドナルド 新柏ヨークフーズ店 柏市名戸ケ谷888-1

14664 サイゼリヤ 新柏店 柏市名戸ケ谷888-1

14665 くら寿司 新柏店 柏市名戸ケ谷888番地1PAZ2F

14666 ゆで太郎名戸ケ谷店 柏市名戸ケ谷961-1

14667 技の福兆名戸ヶ谷本店 柏市名戸ケ谷973-1

14668 丸亀製麺柏名戸ヶ谷 柏市名戸ケ谷975-1

14669 バークラン 柏市明原1-1-14-2階

14670 やきとり大吉柏店 柏市明原1-11-9

14671 レストラン伍平 柏市明原1-11-9

14672 居酒屋はじめ 柏市明原1-11-9

14673 ひがしやま 柏市明原1-1-5海老原第2ビル101

14674 Barlarondine 柏市明原1-1-5明原第2ビル2F

14675 鰻 大和田 柏市明原1-7-1ラ・テール1F

14676 栄月庵 柏市明原1-8-14

14677 寿しむねかた 柏市明原1丁目11番17号ユーシンビル102

14678 オカンとハイボール 柏市明原2-1-5明原マンション森田102

14679 そば処 なかむら 柏市明原2-2-13

14680 レストラン いざき 柏市明原2-2-16

14681 柏ラーメンまとや 柏市明原2-2-16野口ビル1F

14682 イタリア郷土料理エヴィーバ 柏市明原2-3-20廣田ビル102

14683 BISTROGAVROCHE 柏市明原3-1-20

14684 大村庵 柏市明原3-5-37

14685 高橋水産柏明原店 柏市明原4-4-4インペリアルレジデンス1F

14686 炭火やきとりがく 柏市明原4-5-1

14687 居酒屋丸一 柏市明原4-5-2

14688 ラーメン北平 柏市明原4-5-2

14689 カラオケルーム阿蘇 柏市明原4-5-25

14690 男味やな川 柏市明原4-5-25

14691 カントンの思い出ペダルチキン 柏市明原4-5-6

14692 かがり火 柏市明原4丁目5番25号

14693 美味工房 羅生門 柏市明原4丁目5番5号

14694 居酒屋“すらんぷ” 柏市明原一丁目1-5明原第一ビル1F

14695 塩梅 柏市明原一丁目2番3号柏田中ビルB1F

14696 とんとん食堂 柏市鷲野谷1028-2福山通運（株）柏支店内食堂

14697 そば処そば染 柏市鷲野谷896-24

14698 いづみ亭 柏市鷲野谷900番地2

14699 庭 勝浦市鵜原129番地

14700 民宿 きろく 勝浦市鵜原824

14701 レストラン こだま 勝浦市鵜原831

14702 よつば荘本館 勝浦市鵜原928-3

14703 鵜原館 勝浦市鵜原998

14704 BLACKRAMS 勝浦市貝掛355

14705 スナックあい 勝浦市興津1210-3

14706 飲み食い処 よしの 勝浦市興津1588の1

14707 リーフハウス 勝浦市興津964

14708 コデラ 勝浦市串浜1018-2

14709 坂下 勝浦市串浜1199

14710 ゆーとぴあ 勝浦市串浜1244-1

14711 磯料理朴亭 勝浦市串浜1248-3

14712 まんまる亭 勝浦市串浜1253-2

14713 臨 海 荘 勝浦市串浜1253-2

14714 徳兵衛 勝浦市串浜1254

14715 レストランかくい 勝浦市串浜17

14716 しんでん 勝浦市串浜1776-2



14717 五十家 勝浦市串浜1785

14718 御食事処山下 勝浦市串浜1817-1

14719 樹樹 勝浦市串浜787-1

14720 原 田 勝浦市佐野45-2

14721 唐九郎 勝浦市佐野85

14722 ちいさなペンションおやこばと 勝浦市市野郷719-5

14723 次郎長寿司 勝浦市守谷370-4

14724 無双庵 勝浦市宿戸357-1

14725 てっぱつ屋 勝浦市出水1238

14726 おさかな処さわ 勝浦市出水1262

14727 ひさご 勝浦市出水1268

14728 お食事処いとじ 勝浦市出水1310

14729 三河屋 勝浦市勝浦112

14730 ふうふう 勝浦市勝浦114

14731 丸竹都寿司本店 勝浦市勝浦119

14732 勝浦リゾートインB＆B 勝浦市勝浦120

14733 海鮮料理竹乃内 勝浦市勝浦124番地1

14734 あっぱれ 勝浦市勝浦15

14735 居酒屋 ひと里 勝浦市勝浦162番地

14736 ろまん亭 勝浦市勝浦18

14737 旅館 松の家 勝浦市勝浦30

14738 あまからや 勝浦市勝浦37番地6

14739 カフェIKEDA 勝浦市勝浦46

14740 鮨成田家 勝浦市勝浦59-2

14741 スナック マキ 勝浦市勝浦5番地

14742 お心 勝浦市勝浦6-2

14743 六六 勝浦市勝浦66

14744 居酒屋 暖 勝浦市勝浦73

14745 イシイ時計Next 勝浦市勝浦74

14746 KUNIZO 勝浦市勝浦75-1

14747 酒場はっぴー 勝浦市勝浦82-3

14748 旬彩厨房喰家 勝浦市勝浦84

14749 Maison R 勝浦市勝浦92-6

14750 BanzaiCafe 勝浦市松部1545

14751 智 勝浦市松部1862-14

14752 エスオーユーホールディングス株式会社 勝浦市松部96-1

14753 有限会社勝浦温泉 勝浦市松野1143

14754 幸味亭 勝浦市松野198-16

14755 御食事処うちだ 勝浦市松野199-10

14756 味翔 勝浦市植野1443-10

14757 居酒屋藤治郎 勝浦市新官1002-85

14758 ガスト 勝浦店 勝浦市新官1338-1

14759 加賀屋旅館 勝浦市新官193

14760 錨 勝浦市新官991-21

14761 明家 勝浦市新官991-48

14762 レストランポテト 勝浦市新官991-50

14763 明月園 勝浦市新戸196-5

14764 魚屋食堂 勝浦 勝浦市杉戸1459-1

14765 多津美旅館新館 勝浦市沢倉43-2

14766 勝美ずし 勝浦市沢倉638-1

14767 定食 盛や 勝浦市沢倉639

14768 手打ちそば すずき陶苑 勝浦市中谷144-1

14769 レストラン旬彩 勝浦市中島590-9東急ハーヴェストクラブ勝浦内

14770 スナック喫茶ボン 勝浦市南山田409

14771 居酒屋香和 勝浦市白井久保296-6

14772 宮乃茶屋 勝浦市浜勝浦11

14773 勝浦マリンハーバー 勝浦市浜勝浦178-3

14774 味の里 風 香 勝浦市浜勝浦320-2

14775 勝浦すし食堂のだちゃん 勝浦市浜勝浦321-3

14776 居酒屋わっしょい 勝浦市浜勝浦334-1

14777 韓海焔 勝浦市浜勝浦445

14778 海鮮酒家亀膳 勝浦市部原1043-1

14779 みおや 勝浦市部原1046-1

14780 DiningBarRAGTIME 勝浦市部原1928-32

14781 大勝軒next 勝浦店 勝浦市部原1951-3

14782 酒浴び場 がじゅまる 勝浦市芳賀48-1

14783 魚祭 勝浦市墨名258

14784 カフェヴァンローゼ 勝浦市墨名258-4

14785 スナック幸 勝浦市墨名278

14786 お食事処欅 勝浦市墨名293-8

14787 ラ・ビアン 勝浦市墨名565-117

14788 ラ・ブニール 勝浦市墨名61

14789 おぎの 勝浦市墨名659

14790 漁り火 勝浦市墨名664

14791 和風スナック 深海魚 勝浦市墨名689

14792 鶏のジョージ勝浦駅前店 勝浦市墨名691-1オサダビル1階2階

14793 ニュー福屋 勝浦市墨名719

14794 ジ ャ オ 勝浦市墨名721

14795 天平 勝浦市墨名784

14796 ザックばらん 勝浦市墨名800-1

14797 ラーメン・定食・晩酌たまや 勝浦市墨名801-24タウンズビル101

14798 CHILL’M 勝浦市墨名801-24タウンズビル102

14799 味処あじ清 勝浦市墨名808

14800 三彩亭 勝浦市墨名815-15

14801 有限会社日の出屋旅館 勝浦市墨名815番地

14802 ラウンジ・クリスタル 勝浦市墨名816-11

14803 神田屋 勝浦市墨名818-21

14804 黒汐亭 勝浦市墨名820

14805 磯 の 家 勝浦市墨名820

14806 舟唄（カラオケバー） 勝浦市墨名820

14807 雅 勝浦市墨名820

14808 ナイトシアター 観月 勝浦市墨名820



14809 ティーラウンヂ 四季彩 勝浦市墨名820

14810 中国料理桃李 市原市ちはら台西1-6-1

14811 Rikka 市原市ちはら台西2-2-6島貫ビル1F

14812 USシネマちはら台 市原市ちはら台西3-4

14813 サンマルクカフェ ユニモちはら台店 市原市ちはら台西3-4

14814 サイゼリヤ ユニモちはら台店 市原市ちはら台西3-4

14815 とんかつ菊万 市原市ちはら台西3-4-2

14816 おっとり 市原市ちはら台西3-4-2

14817 しゃぶ菜 市原市ちはら台西3-4unimoちはら台1F

14818 福泰酒家 市原市ちはら台西3-4UNIMOちはら台店1F

14819 ポムの樹ユニモちはら台店 市原市ちはら台西3-4ユニモちはら台

14820 ゴンチャユニモちはら台店 市原市ちはら台西3-4ユニモちはら台

14821 大戸屋ごはん処UNIMOちはら台店 市原市ちはら台西3丁目4番地

14822 （有）ナサ マクドナルド 市原市ちはら台西3丁目4番地

14823 伝丸 ユニモちはら台店 市原市ちはら台西3丁目4番地

14824 ポポラマーマ ユニモちはら台店 市原市ちはら台西3丁目4番地

14825 caripuco 市原市ちはら台西5-23-6

14826 手打ラーメン珍來 市原市ちはら台西5丁目17番地4

14827 HawaiianDinerKihei 市原市ちはら台東4-12-5

14828 ラーメン田島商店 市原市ちはら台東4丁目11番地25

14829 レストラン ミント ジャム 市原市ちはら台東4丁目12番地3

14830 小籠包中華KirinKitchen 市原市ちはら台南2-1-12ファンタジア63102号

14831 ココスちはら台店 市原市ちはら台南2-1-2

14832 魚民市原ちはら台店 市原市ちはら台南2-1-8

14833 やきとり鳥吉 市原市ちはら台南2-29-9古山ビル1階

14834 鮨おかむら 市原市ちはら台南3-14-12

14835 游源叮 市原市ちはら台南3丁目12番地4

14836 居酒屋「とらさん」 市原市旭五所5-6

14837 パブクラブ 凜 市原市旭五所6-4

14838 ピンキー 市原市旭五所6-4-102

14839 ふらふらの恵 市原市旭五所6-4-103

14840 ミュージックスタジオ 歌音 市原市安須320-5

14841 新東京サーキットレストラン 市原市引田字上二本松249

14842 千代 市原市永吉4-1

14843 居酒屋 ことぶき 市原市下野286-1

14844 ブティック&CafeCoCo 市原市加茂2-9-23

14845 安楽亭 市原国分寺台店 市原市加茂2丁目1番地4

14846 中国料理 蘭樹龍 市原市海士有木172番地1

14847 一休 市原市海士有木574-1

14848 房総吟家 市原市海保1994-8

14849 花水木 市原市海保50-2

14850 市原サービスエリア フードコート 市原市海保字中木々音1154-1

14851 創作居酒屋聰 市原市岩崎1-2-5かずさビル102

14852 養老乃瀧五井店 市原市岩崎1-3-6

14853 串のや 市原市岩崎1丁目1番地1

14854 カラオケ居酒屋 ふ～ちゃん 市原市岩崎1丁目2番地12

14855 有限会社 花庄 市原市岩崎一丁目3番地9

14856 思案橋 市原市岩野見860-1

14857 仲道 市原市菊間1757-7

14858 スナックさち 市原市菊間2394

14859 花子 市原市菊間2394

14860 カマル 市原市久々津553番地2

14861 しょうちゃん食堂 市原市久保354-1

14862 たち野 市原市宮原919-1

14863 中国料理 鉄人 市原市牛久1047

14864 らーめん だいこう 市原市牛久1068番地1

14865 玉屋 市原市牛久13-1

14866 松の家 市原市牛久1番地3

14867 小料理やまちゃん 市原市牛久515

14868 居酒屋 白扇 市原市牛久519番地2

14869 カラオケスタジオカクテル 市原市牛久562-2

14870 カラオケバーNONSTOP 市原市牛久563

14871 ガスト 市原牛久店 市原市牛久595番地1

14872 悠友亭 市原市牛久602

14873 インド ファミリーレストラン＆バー 市原市牛久881番地1

14874 珍来 牛久店 市原市牛久922番地2

14875 カラオケスタジオフラット 市原市玉前215番地1

14876 ジーステーション 市原市金剛地1011番地8

14877 くらや 市原市君塚1-21-5

14878 麺定食嵐神 市原市君塚1-21-5-103ネオ中ショッパーズ

14879 居酒屋 ほろよい 市原市君塚1-22-6

14880 赤門市原店 市原市君塚1-8-5

14881 家庭料理の店おふくろ亭 市原市君塚1-8-7

14882 ろばた焼 なおき 市原市君塚1丁目21番地8

14883 チャンケヤ 市原市君塚1丁目22番地1

14884 みそや八玄 市原市君塚2-17-1

14885 酒と肴と鮨とやま 市原市君塚2-17-22

14886 プラトーン 市原市君塚2丁目13番地11パールグレイ1階

14887 錦家 市原市君塚2丁目13番地14

14888 ROOTS 市原市君塚2丁目17番地8

14889 スナック 珠太屋 市原市君塚2丁目17番地8

14890 BARLAY 市原市君塚3-4-6

14891 サツキカラオケスタジオ 市原市君塚3-4-8

14892 居酒屋GooD 市原市君塚4-1-2

14893 かも川 市原市君塚4-1-2

14894 レスト＆ミュージックバー el 市原市君塚4-1-2

14895 モンゴル居酒屋旭 市原市君塚4-1-2アーバン君塚102号

14896 居酒屋ひまわり 市原市君塚4-1-2アーバン君塚103号

14897 FIESTA 市原市君塚4-13-45

14898 MAMITADEZAMBOANGA 市原市君塚5-28-28

14899 カラオケ居酒屋 リブール 市原市君塚5-28-30

14900 鮨・創作料理一幸 市原市君塚5-31-6



14901 中華食堂 じょんがら店 市原市君塚5-5-11

14902 居酒屋にこいち 市原市君塚5-6-6

14903 居酒屋 多兵衛 市原市君塚5-6-6

14904 なか卯市原店 市原市君塚5丁目28番地1

14905 有限会社 マコトヤ 市原市郡本二丁目409番地1

14906 居酒屋NOMOSS大ちゃん 市原市迎田229-3

14907 天千代 市原市迎田229-5

14908 ここね 市原市迎田233-1

14909 チャーミング パブ 市原市迎田233-1

14910 猿家 市原市迎田23番地4

14911 カレーハウスCoCo壱番屋市原姉ヶ崎店 市原市迎田31-4

14912 くるまやラーメン姉崎店 市原市迎田42

14913 マクドナルド 姉崎店 市原市迎田51番地3

14914 ラーメン 桃々華 市原市犬成1054-4

14915 灰屋 市原市古市場196番地

14916 咲楽市原店 市原市古市場329-1

14917 ナンハウス 市原市古市場336-3

14918 飲み食い処 味彩 市原市古市場559番地2

14919 パスタ＆ピザ エルモ イタリアーナ 市原市古市場593-2

14920 ココス浜野店 市原市古市場625-1

14921 かっぱ寿司 市原店 市原市古市場626番地1

14922 すたみな太郎市原店 市原市古市場659-1

14923 鶴乃家 市原市戸面327

14924 軽食 ふじ 市原市戸面341番地

14925 千里（焼肉家） 市原市五井1317番地3

14926 久松お料理お届けセンター月山 市原市五井1900-1

14927 珈琲 MOMO 市原市五井2014番地1

14928 すし 如月 市原市五井2223-1

14929 CHERRY-SHE 市原市五井2339番地

14930 しゃぶ葉 市原五井店 市原市五井2345-1

14931 和食れすとらん天狗市原店 市原市五井2434-1

14932 さぼてん 市原市五井2437-1

14933 よしきん家 市原市五井2437-1

14934 酒処夕子のお店 市原市五井2437-3号

14935 居酒屋 もいち 市原市五井2442-1

14936 一羽 市原市五井2442-1

14937 ラーメン濱野家 市原市五井2442-1-106

14938 沖縄料理居酒屋がじゅまる 市原市五井2442番地千代ビル

14939 びっくりドンキー 市原五井店 市原市五井2446番地4

14940 はま寿司 市原五井店 市原市五井2450番地

14941 ステーキ共和国 五井大使館 市原市五井2454-1

14942 丸善石油化学 市原クラブ 市原市五井2456-2

14943 韓味宮 市原市五井2481-2

14944 ココス五井店 市原市五井2485-1

14945 電気化学工業㈱デンカクラブ 市原市五井2513番地

14946 居酒屋若竹 市原市五井2525-6

14947 カラオケ居酒屋 ぱーる 市原市五井2525-6

14948 JapaneseSobaNoodelse蠍 市原市五井2528-1-703

14949 サマナラ 市原市五井2536番地4

14950 UTA&BAR5・1・5 市原市五井2547

14951 炭火焼きとらや 市原市五井2547

14952 ピエローズ 市原市五井2547-1

14953 レストランこもれ陽 市原市五井2792-1

14954 千走 市原市五井4735-8

14955 えがお（笑顔） 市原市五井4780-2

14956 カラオケ＆居酒屋 ビージュ 市原市五井4781-6

14957 びろう樹 市原市五井4781-6シャトー高橋ビル101号

14958 居酒屋しゅーくりーむ 市原市五井4830-2

14959 漢江 市原市五井4830-2

14960 居酒屋 308 市原市五井4830-2

14961 韓国食堂牛菜 市原市五井4830-3

14962 オリーブの丘市原五井店 市原市五井4830-5

14963 焼肉きんぐ 市原五井店 市原市五井4873-1

14964 かんしゃ 波渕店 市原市五井4877-1

14965 ステーキのレストラン香味亭 市原市五井4877番地1グリーンプラザ五井101号

14966 金ちゃんホルモン 市原市五井4878-6

14967 アジア食堂市原店 市原市五井4881-1

14968 丸源ラーメン市原五井店 市原市五井4881-3

14969 焼き肉屋くいどん市原五井店 市原市五井5111-2

14970 よね寿司 市原市五井5149番地

14971 コーヒー専科カーメル 市原市五井5497番地2

14972 HUNGRY 市原市五井5505

14973 五井小町 串心 市原市五井5584-1

14974 東方楼 市原市五井5584-1

14975 五井グランドホテル すし波奈 まとい亭 市原市五井5584-1

14976 味都苑 市原市五井5585-6

14977 ガスト五井店 市原市五井5591番地1

14978 中華料理彩さいさい菜 市原市五井5612-1

14979 とん㐂 市原市五井5800-86

14980 レストラン五井 市原市五井5918-2

14981 やきにく亭力 市原市五井6236-1

14982 居酒屋 つばき 市原市五井6368

14983 しんちゃん 市原市五井6395-5

14984 ホテルルートイン市原和み 市原市五井6879-1

14985 居酒屋MARU 市原市五井8880-1

14986 居酒屋小径 市原市五井8939

14987 アクア 市原市五井8939

14988 金水 市原市五井8953-4

14989 韓国料理ジョウンデイ 市原市五井金杉1-34-4

14990 KARAOKEDININGBAR峰 市原市五井金杉1-34-7

14991 峰 市原市五井金杉1-34-7

14992 白金麻辣湯 市原市五井金杉1-34-9田島テナント



14993 UNIVERSE 市原市五井金杉1-4-2元栄ビル1F

14994 ゆで太郎 五井白金通店 市原市五井金杉1-5-2

14995 まるは旬 市原市五井金杉1-7

14996 ニュークラブ レガシー 市原市五井金杉1丁目2番地

14997 CLUB Gvency 市原市五井金杉1丁目41番地2

14998 PUB FAIRY 市原市五井金杉1丁目7番地

14999 CLUB HOTLEGS 市原市五井金杉1丁目8番地1

15000 lounge 櫻 市原市五井金杉1丁目8番地1

15001 ClubPegasus 市原市五井金杉一丁目1番地

15002 CLUB LESISTANCE 市原市五井金杉一丁目8番地1

15003 デニーズ市原五井店 市原市五井高場5497番地1

15004 スシロー市原店 市原市五井字下場5636-1

15005 市原江戸銀 市原市五井西1-12-9

15006 居酒屋かりん 市原市五井西1-12-9

15007 中華料理福盛 市原市五井西1-13-1

15008 旨いらーめん らいもん 市原市五井西1丁目13番地11

15009 らーめん一家麺小屋 五井店 市原市五井西1丁目4番地12

15010 月海 市原市五井西2-3-4

15011 レストランログチャチャ 市原市五井西2-6-1

15012 道とん堀市原店 市原市五井西4-1-7

15013 らーめん福たけ 五井店 市原市五井西4-2-8

15014 ラーメン 定食の店 みちのく 市原市五井西4丁目16番地7

15015 のんのん 市原市五井西5-1-11

15016 炎丈 市原市五井西5-1-13

15017 すし処 さすけ五井店 市原市五井西5丁目12番地1

15018 蟹工船五井店 市原市五井西5丁目12番地3

15019 タンタンメン 天天 市原市五井西5丁目13番地1-103号

15020 麺屋 むげん 市原市五井西5丁目1番地13

15021 パブスナックナツミ 市原市五井西6-37-9

15022 カラオケ居酒屋順ちゃん 市原市五井西6丁目37番地8

15023 居酒屋豚馬 市原市五井西6丁目37番地8

15024 居酒 勇介 市原市五井中央西1-13-16

15025 バーちんちん 市原市五井中央西1-13-16-2階

15026 BARASTRUM 市原市五井中央西1-13-17第三佐和ビルB

15027 菜の花コーヒーロースター 市原市五井中央西1-14-1富士家ビル2階

15028 風乱 市原市五井中央西1-14-5パレスマンション1階

15029 大衆信長 市原市五井中央西1-15-1深山ビル

15030 加奈利や 市原市五井中央西1-22-3

15031 Dining 市原市五井中央西1-22-30

15032 樹庭夢 市原市五井中央西1-23-6ジュリオ斉藤ビル1F102号

15033 クラブファンタシー 市原市五井中央西1-3-15

15034 スナック裕雅 市原市五井中央西1-3-20

15035 レディースクラブE 市原市五井中央西1-34-2

15036 Lounge 88 市原市五井中央西1-34-6

15037 居酒屋吉 市原市五井中央西1-34-6栄光ビル1F

15038 Lounge花季 市原市五井中央西1-34-6栄光ビル1階

15039 蒼月 市原市五井中央西1-5-15

15040 M＆N 市原市五井中央西1-5-15-2F

15041 ポラリス居酒屋 市原市五井中央西1-6-15

15042 居酒屋笹屋 市原市五井中央西1-6-15

15043 チャチャ 市原市五井中央西1-6-15

15044 よろ寿 市原市五井中央西1-7-10

15045 カラオケBARわがまま 市原市五井中央西1-7-10

15046 スナック民 市原市五井中央西1丁目12番地1

15047 ナイト よこはま 市原市五井中央西1丁目13番地1

15048 Lounge A 市原市五井中央西1丁目14-13

15049 松屋 五井店 市原市五井中央西1丁目14番地22

15050 ラウンジアンドバーポルト 市原市五井中央西1丁目18番地5ヴェラハイツ五井第3-1006号

15051 炭火焼鳥繁 市原市五井中央西1丁目23-6ジュリオ斉藤ビル101

15052 田舎っく 三ツ星 市原市五井中央西1丁目3番地11

15053 美やた 市原市五井中央西1丁目3番地18

15054 とんかつむらこし 市原市五井中央西1丁目3番地19

15055 つたや 市原市五井中央西1丁目6番地22

15056 お好み焼・やき鳥ジュウジュー 市原市五井中央西2-10-1

15057 ホルモン焼肉 むてき 市原市五井中央西2-10-4

15058 寿司 みなつき 市原市五井中央西2-10-4

15059 和洋の楽宴 懐石咲月亭 市原市五井中央西2-10-5

15060 純情熱炉端 るぅぷ 市原市五井中央西2-1-11

15061 鶏冠商事 市原市五井中央西2-11-11

15062 カラオケclub聖 市原市五井中央西2-11-11斎賀ビル2階

15063 居酒屋りある 市原市五井中央西2-11-14

15064 HOTBEACH 市原市五井中央西2-11-18

15065 ShotBarVILLA 市原市五井中央西2-12-1

15066 CLUBACE 市原市五井中央西2-13-14

15067 屋台屋博多劇場五井店 市原市五井中央西2-14-1

15068 Maggie Mae 市原市五井中央西2-14-1

15069 プライベートダイニング采花 市原市五井中央西2-14-1第5藤やビル2階

15070 CLUB千華 市原市五井中央西2-14-25

15071 料理工房とらんとらん 市原市五井中央西2-2-11ジュネス五井1階

15072 モツ親分五井店 市原市五井中央西2-2-13

15073 LoungeSoeur 市原市五井中央西2-2-13

15074 Girl'sBarVOGUE 市原市五井中央西2-2-13

15075 CLUB charmant 市原市五井中央西2-2-13

15076 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8市原マリンホテル

15077 clubreve 市原市五井中央西2-2-3

15078 はなの舞五井西口店 市原市五井中央西2-2-3-1F

15079 レストラン 萬花園 市原市五井中央西2-24-23

15080 料理 あそう 市原市五井中央西2-24-38

15081 スタンドパブ松の実 市原市五井中央西2-24-54

15082 炭火炙り焼と地酒いぶしぎん 市原市五井中央西2-2-5サンパークビル1F

15083 上台五井店 市原市五井中央西2-2-5サンパークビル2F

15084 炭焼隠家だいにんぐいぶしぎん 市原市五井中央西2-2-5サンパークビル2F



15085 clubgeneration 市原市五井中央西2-7-15

15086 CONA五井店 市原市五井中央西2-7-15

15087 いちはらカフェ 市原市五井中央西2-7-15ウルマ駅前ビル2F

15088 snack M 市原市五井中央西2-8-16

15089 Girl'sBarGARDEN 市原市五井中央西2-8-26

15090 かんしゃ 市原市五井中央西2-8-26

15091 鶏酒場一 市原市五井中央西2-8-26しんこうプラザ

15092 五臓六腑 市原市五井中央西2-8-26しんこうプラザ

15093 ゴイタリアンウンディチ 市原市五井中央西2-8-29高石セントラルビル1階

15094 ラーメン天馬 市原市五井中央西2丁目10番地5

15095 卯の月 市原市五井中央西2丁目10番地5

15096 炭火焼酒家 えん 市原市五井中央西2丁目10番地8

15097 カラオケ居酒屋 台湾マリ 市原市五井中央西2丁目11-19

15098 オロチョンラーメン 市原市五井中央西2丁目16番地2

15099 有限会社そば徳 市原市五井中央西2丁目21番地2

15100 8番亭 市原市五井中央西2丁目2-4

15101 ドトールコーヒーショップ 五井駅西口店 市原市五井中央西2丁目2番地5

15102 庄や 五井西口店 市原市五井中央西2丁目7番地15

15103 eternal 市原市五井中央西2丁目8番16

15104 セレナ 市原市五井中央西2丁目8番地24

15105 水仙 市原市五井中央西2丁目8番地25

15106 虎徹 市原市五井中央西2丁目8番地26

15107 ホルモン道場 市原市五井中央西2丁目8番地26

15108 かつ泉 市原市五井中央西2丁目8番地26

15109 五井駅前の串屋横丁 市原市五井中央西2丁目8番地31

15110 目利きの銀次 市原市五井中央西2丁目8番地33

15111 CHANCE 市原市五井中央西3-10-4ロザール市原102

15112 歌LABO夜な夜な 市原市五井中央西3-8-11

15113 久松本店 市原市五井中央西3-8-13

15114 BAR＆GALLERY 額縁 ピエロ 市原市五井中央西3丁目10-4

15115 洋食屋 市原市五井中央西3丁目8番地1

15116 海坊主 市原市五井中央西一丁目18番地5

15117 さかなや道場 五井西口店 市原市五井中央西一丁目2番地2

15118 LoungeCHARIS 市原市五井中央西一丁目5-16パークサイドビル1階

15119 有限会社ときた 市原市五井中央西二丁目10番地2

15120 麺屋 雷神 市原市五井中央西二丁目11番地19

15121 CLUB キャメロット 市原市五井中央西二丁目2番地1

15122 カラオケ居酒屋アムール 市原市五井中央東1-2-3

15123 ちょんちょんばり 市原市五井中央東1-8-11

15124 日本料理松枝 市原市五井中央東1丁目12番地20

15125 食い処バー　遊酒 市原市五井中央東1丁目8番地4

15126 スナック胡蝶 市原市五井中央東2-11-9

15127 蘭 市原市五井中央東2-11-9第2中嶋貸店舗2号

15128 居酒屋和 市原市五井中央東2-12-5

15129 LoungeIK 市原市五井中央東2-12-5

15130 パブセブン 市原市五井中央東2-12-5

15131 四季の味とわんち 市原市五井中央東2-14-10ベルメゾン平田102

15132 五井東口駅前 串屋横丁 市原市五井中央東2-14-14

15133 DiningBarA.N.T 市原市五井中央東2-14-14岡田ビル1F

15134 お好み焼ジュウジュー 市原市五井中央東2-15-4

15135 クリスタ五井 市原市五井中央東2-17-10

15136 CLUBGipsy 市原市五井中央東2-17-7二反田ビル1F

15137 パブクラブストーリー 市原市五井中央東2-17-7二反田ビル1F

15138 カジュアルダイニングSeeN 市原市五井中央東2-17-9アートピアビル2階

15139 一石 市原市五井中央東2-20-13

15140 ビッグエコー五井駅前店 市原市五井中央東2-25-3

15141 焼肉華椿 市原市五井中央東2-29-3

15142 明洞（韓国家庭料理） 市原市五井中央東2-36-6ハイツルネ1F

15143 PubLoungemami 市原市五井中央東2丁目11-9中嶋貸店舗1-2

15144 のんべ～ 市原市五井中央東2丁目11番地9

15145 スナック愛鈴 市原市五井中央東2丁目11番地9

15146 らうんじ ぽわん 市原市五井中央東2丁目12番地5

15147 クラブ ナチュラル 市原市五井中央東2丁目17番地9

15148 カフェ＆バー WOODLAND 市原市五井中央東2丁目18番地6

15149 居酒屋 MOKICHI 市原市五井中央東2丁目23番地9

15150 スナック ちか 市原市五井中央東2丁目25番地16

15151 日本料理傳 市原市五井中央南1-10-5

15152 田中屋 Restaurant 市原市五井中央南一丁目29番地7

15153 酒処ハナきんぎょ 市原市五井東1-16-6

15154 DA:KA 市原市五井東1-16-7五井ハイツA101

15155 ピッツァダイニングJOYs五井店 市原市五井東1-17-3グランパレス五井102

15156 居酒屋おふくろ 市原市五井東2-11-9

15157 兆治 市原市五井東2丁目15番地2

15158 花どけい 市原市五井東3-11-13花どけい

15159 CHANDRAMA FAMILY 市原市五井東3-6-13

15160 ロック居酒屋 べろや 市原市五井東3丁目11番地13

15161 マクドナルド 平成通り市原店 市原市五井東3丁目48番地4

15162 カフェ キャリオカ 市原市五井東3丁目5番地16

15163 カラオケマック市原店 市原市五所1662-12

15164 お食事処 松のや 市原市五所1663-1

15165 とり勝 市原市五所1663-1木口ビル101

15166 どさん娘 市原市五所1663番地1

15167 ビッグボーイ 市原五所店 市原市五所1665番地32

15168 山水食品・焼肉済州島 市原市五所1666番地

15169 株式会社 ウエスト 市原店 市原市五所1671番地1

15170 餃子の王将市原店 市原市五所1676-1

15171 GRACEASIANRESTOBAR 市原市五所1689-1

15172 さんーむん 市原市五所1689-2

15173 ドトールキッチン EneJet市原五所店 市原市五所1700-1

15174 悠はるか 市原市五所1730-1

15175 寿司割烹徳川 市原市五所1731-4

15176 魚べい市原白金通り店 市原市五所1753-4



15177 LAGUNA 市原市五所1754-1

15178 Azit IZAKAYA 市原市五所1757-5

15179 ダイニングバーBOSS 市原市五所1757-6

15180 GOLD 市原市五所1757-6ソシアル山田2F

15181 居酒屋しろ 市原市五所1759-4

15182 居酒屋かずさ 市原市五所1763番地1

15183 寿々木 市原市五所2006-4

15184 BARあびぃろぉど 市原市五所2006番地4

15185 焼肉レストラン 将軍 市原市五所2010番地

15186 LOOP 市原市五所2010番地2

15187 赤から市原五所店 市原市五所字北新田1665-2

15188 菜々花 市原市光風台1-20

15189 いらっしゃいませ 市原市光風台1-344

15190 くらげ 市原市光風台1-4-2

15191 千石 市原市光風台1丁目338番地

15192 初代中村家 市原市光風台1丁目357番地

15193 もん吉 市原市光風台2-148-1

15194 台湾料理 金華食堂 市原市光風台2-152

15195 釜めし和 市原市光風台2丁目253番地

15196 カラオケスマイル 市原市光風台2丁目380

15197 民 市原市光風台3-622

15198 新華園 市原市光風台3丁目543番地

15199 居酒屋鳥の屋 市原市光風台4丁目380番地

15200 中華料理王風 市原市光風台5丁目309番地

15201 トラットリアイルフィオレット 市原市更級2-7-3

15202 コメダ珈琲店 カインズ市原店 市原市更級3-1-1

15203 吉野家 カインズホーム市原店 市原市更級3丁目1番地1

15204 すし銚子丸 市原店 市原市更級3丁目1番地1

15205 ゆず庵　市原店 市原市更級4-2-1

15206 TOHOシネマズ市原 市原市更級4-3-2

15207 スターバックスコーヒー 市原店 市原市更級4丁目1-32

15208 むさしの森珈琲 市原更級公園 市原市更級4丁目2-1

15209 餃子の王将アリオ市原店 市原市更級4丁目3-2

15210 大戸屋 ごはん処 アリオ市原店 市原市更級4丁目3番2

15211 サイゼリヤ アリオ市原店 市原市更級4丁目3番2

15212 した美せ 市原市江子田209

15213 寿司善 市原市高滝180-25

15214 パブ喫茶ピノキオ 市原市国分寺台中央1-7-4パブ喫茶ピノキオ

15215 和食二十四節季なつ味 市原市国分寺台中央2-15-9

15216 大将寿司 市原市国分寺台中央4-10-11

15217 あぐらや番長 市原市国分寺台中央4丁目10番地11

15218 天下どり 市原市国分寺台中央6-10-6

15219 八つはし 市原市国分寺台中央7-1-5国分寺中央ビルA-1

15220 酒彩肴房 たまり場 市原市国分寺台中央7-1-6

15221 寿司・うなぎ なか田 市原市国分寺台中央一丁目7番地9

15222 スナック 来夢 市原市今津朝山194番地9

15223 有限会社健寿司 市原市今津朝山197番地3

15224 居酒屋 こばと 市原市今津朝山222-1

15225 小鉢 河童 市原市今津朝山237番地2

15226 韓国居酒屋 わらく 市原市今津朝山242

15227 花月 市原市今津朝山242-17

15228 居酒屋 天晴 市原市今津朝山242-17

15229 居酒屋みどり 市原市今津朝山245-1

15230 居酒屋 小町 市原市今津朝山245-1

15231 能登 市原市今津朝山245番地1

15232 ふる里 市原市今津朝山429-1

15233 市原SA上りたべたび食堂 市原市今富1091-1市原サービスエリア上り

15234 ロッテリア市原サービスエリア上り店 市原市今富1091-2

15235 居酒屋 ひふみ 市原市今富1247番地2

15236 割烹勝浦 市原市根田3-8-27

15237 ラーメン めん丸（国分寺台店） 市原市根田3丁目1番地5

15238 まんぷく 市原市佐是369番地1

15239 飲み食い処居酒屋誠 市原市山倉1198

15240 カラオケ処来夢来人 市原市山倉1198

15241 ウエスタンドリーム 市原市山倉160-1ウエスタンドリーム

15242 ラーメンガキ大将市原山田橋店 市原市山田橋1-5-5

15243 パスタハウスキャトル 市原市山田橋2-1-27パールビル1F

15244 八福食堂 市原市山田橋3-1-25

15245 もっち亭 市原市山田橋一丁目6番地8

15246 ロッシュ 市原市山木1169番地4

15247 居酒屋 ぽん太 市原市山木1181-5

15248 ヤキニクハウス ブラット 市原市山木1181番地4

15249 ガスト市原山木店 市原市山木1192番地2

15250 味彩 市原市山木919

15251 居酒家たか吉 市原市山木919居酒家たか吉

15252 もみじ 市原市姉ヶ崎701-1

15253 富士屋ラーメン姉崎 市原市姉崎1007-4

15254 食居館 CoCo 市原市姉崎1031-5

15255 台湾料理 宝原 市原市姉崎1044番地12

15256 寿司仙 市原市姉崎1064番地1

15257 天ぷら酒処和音 市原市姉崎1-13-1

15258 天伸 市原市姉崎1206番地

15259 小料理恒ちゃん 市原市姉崎1231番地1

15260 居酒屋 ぴえろ 市原市姉崎1949-1

15261 居酒屋一笑 市原市姉崎1949-1刈米店舗4号

15262 居酒屋 せつこ 市原市姉崎1949番地1

15263 黄花 市原市姉崎1950-1

15264 らんぶる 市原市姉崎1950-5

15265 大衆割烹網元 市原市姉崎1962-3

15266 レストラン デニーズ姉ヶ崎店 市原市姉崎1980番地

15267 パブスナック順子 市原市姉崎1981-1

15268 SURVIVEPUB 市原市姉崎1981-1



15269 居酒屋おけいちゃん 市原市姉崎1986-3

15270 スナックサンシモン 市原市姉崎2058

15271 スナック nana 市原市姉崎2058番地3

15272 居酒屋 しろ 市原市姉崎2060-2

15273 居酒屋わがまま 市原市姉崎2114-1サンクラタ101

15274 華屋与兵衛市原姉崎店 市原市姉崎2117-1

15275 焼肉牛車 市原市姉崎2519-1

15276 居酒屋 香月 市原市姉崎2519-7

15277 串の栄あかえ 市原市姉崎2521-6

15278 トラットリアフィオーレ 市原市姉崎3221-4ダイアパレス千葉青葉台N32

15279 麺屋 要 市原市姉崎527-8

15280 ZeRo 市原市姉崎529番地

15281 中国菜家 明湘園 姉崎店 市原市姉崎531

15282 こもれび 市原市姉崎572番地3

15283 織姫 市原市姉崎581-7高木ビル1階

15284 あねがさきロイヤルホテル 市原市姉崎584-1

15285 姉崎儀式殿 市原市姉崎604

15286 ガスト 姉ヶ崎店 市原市姉崎625番地

15287 龍屋 市原市姉崎642-4

15288 Bar Estrella 市原市姉崎642-7

15289 寿和丸 市原市姉崎642番地7

15290 魚民姉ヶ崎東口駅前店 市原市姉崎663金木ビル1階

15291 パブ・スナックジュテーム 市原市姉崎665-1

15292 サンフラワー 市原市姉崎695番地12F

15293 PUBNEWMOKA 市原市姉崎706-1

15294 実里 市原市姉崎706番地2

15295 酔夢空間とうがらし 市原市姉崎716-1

15296 サランバン 市原市姉崎722-11

15297 居酒屋颯 市原市姉崎722-11

15298 カラオケカウンターバーHOTARU 市原市姉崎722-11

15299 StandBarR＋ 市原市姉崎726-3-1F

15300 有限会社 宝や 市原市姉崎726番地1

15301 ナンハウス姉崎店 市原市姉崎729-3

15302 琉球 市原市姉崎748番地28

15303 サイゼリヤ 市原姉崎店 市原市姉崎749番地1

15304 カウンターラウンジ京の夜 市原市姉崎752-1

15305 炭火焼串繁 市原市姉崎752-1

15306 ダイニングキッチン 紅 AKA 市原市姉崎752-2

15307 姉妹 市原市姉崎752番地1

15308 お肉のレストラン専科 市原市姉崎754番地

15309 大來食堂 市原市姉崎774番地1

15310 炭火焼肉 牛牛亭 市原市姉崎790番地7

15311 懐石料理淡粋 市原市姉崎833-1

15312 居酒屋白木 市原市姉崎839-2

15313 おふくろ 市原市姉崎840番地2

15314 食べ処伸ちゃん 市原市姉崎841-4

15315 カラオケラウンジグリーン 市原市姉崎841-4

15316 居酒屋ちょこっと 市原市姉崎841番地4

15317 松月 市原市姉崎851-2

15318 割烹う寿い 市原市姉崎852-1

15319 ビア・レストラン・ミサワ 市原市姉崎852-1

15320 居酒屋花長 市原市姉崎869番地11

15321 レストランエボンヌ 市原市姉崎870-2

15322 居酒屋きづな 市原市姉崎994-4

15323 台湾料理居酒屋 はるみ 市原市姉崎994番地4

15324 B＆I 3210 市原市姉崎海岸24-2

15325 シーサイドキッチン 市原市姉崎海岸71番地1

15326 お食事処 田中屋 市原市姉崎西1-11-14

15327 BAR SOW 市原市姉崎西1-11-21

15328 鉄火橡 市原市姉崎西1-11-32

15329 時代家 市原市姉崎西1-11-32

15330 居酒屋草原 市原市姉崎西1-13-1103

15331 焼肉 外苑 市原市姉崎西1丁目11番地20

15332 ボンバー 市原市姉崎西1丁目13-1

15333 CLUB VENUS 市原市姉崎西1丁目4番地7

15334 焼肉中村 市原市姉崎西2-11-4

15335 スナック エンジェル 市原市姉崎西一丁目11番地23

15336 大衆割烹 会津 市原市姉崎西一丁目12番地35

15337 CoffeeBarK姉崎本店 市原市姉崎西一丁目2番地16公昇ビル1・2階

15338 笑み処風 市原市姉崎東1-11-2

15339 仁寺洞 市原市姉崎東1-11-3N-ONEビル1階

15340 SnackBarFLAT 市原市姉崎東1-11-3N-ONEビル2F

15341 八雲 市原市姉崎東1-1-16

15342 祈り 市原市姉崎東1-1-17

15343 汐香る店海 市原市姉崎東1-1-5廣瀬ビル1F

15344 姉崎ライガー 市原市姉崎東1-1-5廣瀬第2ビル3階

15345 カフェ＆フーズバーKIOPOST 市原市姉崎東1-2-7小池ビル2階

15346 割烹はせ川 市原市姉崎東1-3-10

15347 スナック石狩 市原市姉崎東1-3-22

15348 旬鮮食彩鳥安 市原市姉崎東1-5-18

15349 Izack&BarWILDCAT 市原市姉崎東1-5-19鳥安店舗3階

15350 スナックひかり 市原市姉崎東1-5-26

15351 台湾料理 宝原駅前店 市原市姉崎東1-5-7

15352 HINOYOUJIN 市原市姉崎東1-7-3トヨフクビル

15353 スナックせんじゅ 市原市姉崎東1-7-3豊福ビル

15354 pubMatisse 市原市姉崎東1-7-3豊福ビル1階

15355 ホルモン焼肉スタミナX 市原市姉崎東1-8-11

15356 居心ち家久四郎 市原市姉崎東1-8-1広瀬ビル2階

15357 パブ花水木 市原市姉崎東1-8-5泰正ビル

15358 INFINITY 市原市姉崎東1-9-7セコアビル1F

15359 ラウンジm 市原市姉崎東1丁目11番3Noneビル5階

15360 Club Plaisir 市原市姉崎東1丁目1番地8



15361 CLUBまこと 市原市姉崎東1丁目2番地6駅前中嶋店舗1階

15362 遊心 市原市姉崎東1丁目5番地29

15363 姉崎駅前の串屋横丁 市原市姉崎東1丁目8番地1

15364 Lien 市原市姉崎東2-4-7

15365 あすなろ 市原市姉崎東2-4-7浜田荘1号室

15366 いしゃどん 市原市姉崎東2-6-3

15367 イタリア市場LASPERANZA姉ヶ崎店 市原市姉崎東2-6-9

15368 沙和 市原市姉崎東2丁目5番地17

15369 カウンターパブ ネリネ 市原市姉崎東3丁目3番地10

15370 焼肉Yaホ!姉ヶ崎店 市原市姉崎東550-3

15371 SPORTS BAR Number8 市原市姉崎東一丁目1-17

15372 club EARTH 市原市姉崎東一丁目11番地12

15373 Ciel 市原市姉崎東一丁目1番地17

15374 はなの舞 姉ヶ崎駅前店 市原市姉崎東一丁目1番地8

15375 磯料理 千鳥 市原市姉崎東一丁目4番地12

15376 やきとりたぐち 市原市姉崎東一丁目5番地23

15377 スナックらふらん 市原市姉崎東三丁目3番地10

15378 ボギー 市原市姉崎東二丁目14番地6

15379 らーめん福たけ 市原店 市原市市原256-2

15380 ふるさと 市原市市原256-6

15381 居酒屋 かえる 市原市市原510番地1

15382 OROCHI 市原市糸久244-1

15383 寿司政 市原市若宮1丁目7番地17

15384 菜処 七重 市原市若宮2-5-11

15385 ケーナ 市原市宿198番地

15386 居酒屋金輝 市原市出津14-1

15387 居酒屋 江戸ッ子 市原市出津1番地

15388 カノン 市原市潤井戸1105-1

15389 うなぎ八幡屋 市原市潤井戸1307-20

15390 らーめん 八幡屋 市原市潤井戸1307-7

15391 粉紋 市原市潤井戸1355-8

15392 ゆで太郎市原潤井戸店 市原市潤井戸1478-1

15393 チャイニーズレストラン中国飯店 市原市潤井戸2299-5

15394 温野菜 市原店 市原市松ヶ島1丁目16番地19

15395 アジュール 市原市松ケ島83

15396 市原天然温泉江戸遊 市原市松ケ島西1-3-43

15397 居酒屋スナックあい 市原市上高根1607番地95

15398 合同会社長谷庵 市原市西五所13番地3

15399 居酒屋和っこ 市原市西五所17番地27

15400 焼肉クラウン 市原市西五所34-23

15401 金麒麟ラーメン軒 市原市西五所34-25

15402 麺や座家 市原市西五所8-14石川ビル101

15403 美酒・創菜ダイニング寧々家市原店 市原市西五所9-3

15404 勘平衛 市原市西広1丁目4番地5

15405 味処やちぼう 市原市西広5丁目2番地23

15406 フランス料理屋レストランベルクール 市原市西広6-4-4

15407 ラーメンショップ 山倉店 市原市西広6-5-11

15408 しま咲くら 市原市西広6丁目20番地21

15409 鶴源 市原市西広6丁目20番地23

15410 居酒屋貴 市原市西国分寺台1-1-12

15411 花 はな 市原市西国分寺台1-1-12

15412 かつ庵 市原国分寺台店 市原市西国分寺台1-16-15

15413 ちばから 市原市西国分寺台1-3-16

15414 スナック KEEP 市原市西国分寺台1丁目1番地12

15415 やきとり 勝 市原市西国分寺台1丁目1番地12

15416 めん吉 市原市青柳1364番地4

15417 ゆで太郎市原潮見通り店 市原市青柳1708-7

15418 韓国家庭料理潤 市原市青柳2031-1

15419 焼肉レストランカメリア 市原市青柳2-7-7

15420 マクドナルド 市原青柳店 市原市青柳北3-1-1

15421 やなぎ家 市原市青葉台2丁目7番地5

15422 福わ家 市原市千種2-7-18

15423 茶寮たわら屋 市原市千種4-7-11

15424 弥塩道 市原市千種5-5-12

15425 やきとりの扇屋 市原青柳店 市原市千種5丁目1番地4

15426 らーめんどんきほーて 市原市千種7-4-16

15427 焼肉レストラン 白頭山 市原市千種海岸10-3

15428 すき家16号市原千種海岸店 市原市千種海岸11

15429 牛八 市原市惣社2-11-6

15430 BAR Sweet Water 市原市惣社2-11-6ファーストメゾン

15431 ガスト 市原市役所前店 市原市惣社2丁目1番地2

15432 居酒屋海猫 市原市惣社32-1

15433 居酒屋ふみ 市原市惣社32番地1惣社ハイツAー105

15434 中華そば将山 市原市惣社3-4-1

15435 紅丸食堂 国分寺台店 市原市惣社3-4-12

15436 割烹 錦水 市原市惣社3丁目4番地1

15437 食彩浪漫 ほたる 市原市惣社4-13-3

15438 料理かもせん 市原市惣社4-1-3かもせんビル

15439 さつま 市原市草刈209番地126

15440 味処 ふじの 市原市草刈251番地3

15441 ラーメンショップ草刈店 市原市草刈564-1

15442 カラオケ喫茶ふれあい 市原市村上549番地1

15443 和み 市原市大厩1239番地1

15444 FourLeaf 市原市大厩1790-15山内・大厩テナント4号室

15445 居酒カラ屋綾 市原市大厩1796-4

15446 居酒屋菊水 市原市大坪1094番地

15447 コミュニティダイニングHIROBA 市原市辰巳台西1-1-11

15448 喜多ラーメン 市原市辰巳台西1-1-13

15449 居酒屋ひな 市原市辰巳台西1-1-6

15450 与志乃鮨 市原市辰巳台西1-7-21

15451 寿し石狩 市原市辰巳台西1-9-6

15452 味和 市原市辰巳台西1丁目2番地4



15453 味加久 市原市辰巳台西1丁目7番地3

15454 デニーズ 市原辰巳台店 市原市辰巳台西2丁目4番地

15455 直木 市原市辰巳台西5-8-6

15456 居酒屋 螢 市原市辰巳台西5-9-9

15457 サイゼリヤ 市原辰巳台店 市原市辰巳台東1丁目1番地1

15458 秋田屋 市原市辰巳台東3-18-15

15459 Witch 市原市辰巳台東4-14-2

15460 居酒屋みな実 市原市辰巳台東4-8-32

15461 庄や 市原市辰巳台東4丁目8-32

15462 スナックかおり 市原市辰巳台東5-2-16

15463 スナックまいづる 市原市池和田118番地1

15464 食事処 みかみ 市原市中230番地

15465 願 市原市中高根1152-47

15466 スナックのぜ 市原市中高根1168-202

15467 居酒屋山里 市原市中高根1168-7

15468 光風庵 市原市中高根1168番地143

15469 有限会社 いちまる 市原市中高根1339番地44

15470 食事処北海 市原市中高根1428-3

15471 居酒屋 こいし 市原市中高根1444-1

15472 居酒屋とん家 市原市中高根1444-1

15473 窯焼きパンの店酪 市原市朝生原220-1

15474 居酒屋 秀次郎 市原市朝生原860番地

15475 寿々女寿司 市原市椎津1038-4

15476 竜寿司 市原市椎津246番地

15477 mattari-yah 市原市椎津3035番地

15478 生そば 子安 市原市鶴舞600番地2

15479 岡田食堂 市原市田尾22-5

15480 ビストロ翔良 市原市東五所5-19

15481 肉匠坂井市原五所店 市原市東五所7-13

15482 ジュウジュー東五所店 市原市東五所8-10

15483 凪 市原市東五所9-3

15484 やきとり霧島 市原市東国分寺台2丁目7番地7

15485 ラーメン 推手 市原市東国分寺台2丁目8番地11

15486 吉扇 市原市東国分寺台3-10-17

15487 台湾料理陳記（東国分寺台店） 市原市東国分寺台4-3-2

15488 食事処上奉 市原市東国分寺台4丁目1番地5

15489 牛角 市原国分寺台店 市原市東国分寺台5丁目8番地8

15490 Cafe de 祐夢 市原市藤井3-85

15491 デニーズ市原国分寺台店 市原市南国分寺台1丁目1番地1

15492 サイゼリヤ 市原南国分寺台店 市原市南国分寺台1丁目1番地6

15493 有限会社角平 市原市南国分寺台1丁目5番地6

15494 中華菜館喜楽 市原市南国分寺台5-2-4

15495 居酒屋 丸仙 市原市二日市場752

15496 カラオケ ふらっと 市原市二日市場752-4

15497 8番亭 市原市二日市場752番地4

15498 カラオケクラブよし 市原市二日市場830-3

15499 バンガラング 市原市二日市場830-3

15500 ろばた焼浜長 市原市能満1466番地2

15501 居酒屋 柚葉 市原市能満1780-52

15502 カラオケ うた丸四辻店 市原市能満1837

15503 ジャンボゴルフクラブ 市原市能満2086-89

15504 めだかちゃん居酒屋 市原市能満2115番地3

15505 居酒屋蔵 市原市能満2-9

15506 すき家 市原能満店 市原市能満4-8

15507 スナックローラン 市原市能満6

15508 居酒屋くらま.のうまんCafe 市原市能満字中原太郎2075番地3

15509 やきとりぶんご 市原市馬立1900番地6

15510 札幌ラーメンどさん子 馬立店 市原市馬立2062-1

15511 台湾料理陳記（馬立店） 市原市馬立324-1

15512 鉄平 市原市馬立810-5

15513 焼肉銀座苑 市原市馬立910-1

15514 はなぶさ-2号 市原市馬立914

15515 居酒屋柚子 市原市馬立956

15516 松屋 市原白金通店 市原市白金町1-17

15517 橙子家市原店 市原市白金町1-22-2

15518 中華料理哈爾濱 市原市白金町1-22-2

15519 STARS 市原市白金町1-23-1アンバサダーMINI1FB

15520 レディースバーアミーゴ 市原市白金町1-23-1アンバサダーMINI1階

15521 居酒屋 酒よぃ 市原市白金町1-51-4

15522 横浜家系ラーメンやまふじ家市原店 市原市白金町1-62田山テナント1号室

15523 M'sキッチン 市原市白金町1-9-14

15524 ジョリーパスタ 市原白金店 市原市白金町1丁目18番地1

15525 すき家 市原白金店 市原市白金町1丁目58番地2

15526 たやま 市原市白金町1丁目9番地9

15527 鮨八 市原市白金町2-14-1

15528 居酒屋レストランJEN 市原市白金町2-24-3

15529 パブ盆栽 市原市白金町2-24-3

15530 Breath 市原市白金町2-24-9

15531 ドルフィン 市原市白金町2-35-20新栄ビル1-B号

15532 PUB優 市原市白金町2-35-20新栄ビル一階

15533 おもち帰りの店 やきとり 鳥豚 市原市白金町2丁目1-2

15534 ともえ 市原市白金町2丁目1番地2

15535 喫茶レストランニューアイフル 市原市白金町2丁目35番地18

15536 夕凪 市原市白金町2丁目35番地20新栄ビル2-B

15537 砂場 市原市白金町2丁目39番地2

15538 こまとよ 市原市白金町3-1-101

15539 居酒屋恋 市原市白金町3-11-2

15540 だるま 市原市白金町3-27-1-6号

15541 居酒屋希 市原市白金町3-27-1オフィスホープ7号

15542 割烹すゞき 市原市白金町3-37-5

15543 らぁめんさなだ 市原市白金町3-42-2

15544 カラオケ居酒屋 にゃお 市原市白金町3-5-1



15545 鉄板ダイニングもんじゃー 市原市白金町3-5-4

15546 麺場 喜久屋 白金店 市原市白金町3-64-1

15547 呑み食い処仁陣 市原市白金町3丁目1番地パルシャステナントNo7

15548 オネエチャン 市原市白金町3丁目5-4

15549 居酒屋FAVORITO 市原市白金町3丁目5番地3

15550 山一 市原市白金町3丁目6番地3

15551 あぶり屋苑房市原店 市原市白金町3丁目9番地1

15552 珍来市原店 市原市白金町4-10

15553 たるやJAPAN 市原市白金町4-29

15554 かつや 市原白金店 市原市白金町4-32-2

15555 恋太郎 市原市白金町4-39-1

15556 あさがえり 市原市白金町4-4-7

15557 居酒屋 ROUTE 16 市原市白金町4-60-3

15558 焼肉DINING大和市原白金町店 市原市白金町4-64-1

15559 居酒 暖 市原市白金町4丁目20番地3

15560 居酒屋増代 市原市白金町4丁目25番地2

15561 Club Legend 市原市白金町4丁目4番地9

15562 大同園 市原市白金町4丁目54番地

15563 そば花酒咲庵又十 市原市白金町4丁目60番地3ウインビュ白金C

15564 吉野家 16号線五井店 市原市白金町4丁目8番地

15565 居酒屋エムアンドイー 市原市白金町5-3

15566 居酒屋一歩 市原市白金町5-3

15567 かつ波奈市原店 市原市白金町5-9-1

15568 ラーメン 活力亭 市原市白金町5丁目14番地3

15569 焼肉和京 市原市白金町5丁目15番地4

15570 バーミヤン 市原白金店 市原市白金町5丁目33番地

15571 居酒屋 やぐら 市原市白金町5丁目4番地

15572 LoungeBar Start 市原市白金町6-1-4

15573 CLUB永遠～eternal～ 市原市白金町6-1-4ReeO白金ビル2C

15574 ILLUSSION 市原市白金町6-1-4リオ白金ビル4階G号室

15575 es 市原市白金町6-28-2

15576 ラウンジセレブ 市原市白金町6-28-2アクアリゾート1-B

15577 居酒屋山ちゃん 市原市白金町6-29-5居酒屋山ちゃん

15578 Amazing Luxuslounge 市原市白金町6丁目28番地2

15579 居酒屋 K2 市原市白金町6丁目30番地1

15580 パブメアリー 市原市白金町二丁目24番地9

15581 割烹 魚虎 市原市八幡1003番地

15582 さゝや 市原市八幡1013番地

15583 琥珀 市原市八幡1016魚虎ビル

15584 USADinerGin＆Bitters 市原市八幡1016魚虎ビル2F

15585 クラブサードフロア 市原市八幡1016魚虎ビル3F

15586 食事処とらや 市原市八幡1016番地

15587 祇園 市原市八幡1024-3

15588 Precious 市原市八幡1024-3

15589 AsianCafeBOON 市原市八幡1047-1-102

15590 お好み焼・やき鳥ジュウジュー八幡店 市原市八幡1059-14

15591 ふる川本店 市原市八幡1059-14

15592 久遠 市原市八幡1059-2東照ビル2階

15593 マリアン 市原市八幡1059-4

15594 ToTo味 市原市八幡1059-7

15595 八幡宿駅前の串屋横丁 市原市八幡1059番地43

15596 鳥勝八幡宿店 市原市八幡1061

15597 市原蹴球 市原市八幡1066-4SKビル102

15598 PUBPINAZ 市原市八幡1066-4SKビル2F

15599 四季彩処 琳 市原市八幡1111番地

15600 Peco 市原市八幡1126

15601 香蓮 市原市八幡1126

15602 タパス・アット・デリI-BASE 市原市八幡1126

15603 タパス・アット・デリ 市原市八幡1126

15604 肉 Bar de Nama 市原市八幡1126

15605 小季味処 叶屋 市原市八幡1126

15606 まごころ 市原市八幡1126-12

15607 とりせん 市原市八幡1126大黒屋ビル

15608 BAR無限 市原市八幡1126番地12

15609 株式会社 明湘園 市原市八幡1126番地12

15610 海鮮酒場浜や丸 市原市八幡1179-25

15611 焼肉大将軍市原店 市原市八幡121-1

15612 焼鳥昌藤 市原市八幡1268番地

15613 たんぽぽ 市原市八幡1282番地2サンパレス八幡宿103号

15614 ゆで太郎 八幡宿店 市原市八幡1-5

15615 味処 栄蔵 市原市八幡2049番地6

15616 和食レストランとんでん市原店 市原市八幡216-1

15617 カラオケBanBan市原店 市原市八幡217

15618 炭火焼肉牛傳 市原市八幡2384-61

15619 ラ-メン あじ平 市原店 市原市八幡249番地2

15620 ゆで太郎市原八幡店 市原市八幡261-2

15621 焼肉レストラン一龍/㈲文田商店 市原市八幡281-1

15622 Osteriagiallo 市原市八幡312-2

15623 ステーキガスト 市原店 市原市八幡3-4

15624 なんどき亭 市原市八幡37番地

15625 おかり家 市原市八幡38番地

15626 大八 市原市八幡3-9

15627 パブスナックエレガンス 市原市八幡523

15628 いちの膳 市原市八幡6-1

15629 銀八鮨 市原市八幡669-3

15630 食匠なる花 市原市八幡708-9

15631 食匠なる花 市原市八幡708-9

15632 食匠なる花 市原市八幡708-9

15633 m'scafe 市原市八幡757番地3

15634 炭火焼鳥八丁 市原市八幡803-3

15635 いか焼屋 市原市八幡813番地

15636 愛取留 市原市八幡83番地1



15637 小料理とまり木 市原市八幡855番地1

15638 レストラン 志ら鳥 市原市八幡934番地

15639 こけし 市原市八幡969番地

15640 薬湯市原店旧内房薬湯健康センター 市原市八幡973

15641 ダブルオー 市原市八幡975番地3

15642 魚一 市原市八幡975番地3-1階

15643 喫茶＆スナック葵 市原市八幡988番地2

15644 おむすびはるか 市原市八幡991竹内ビル1階2号室

15645 居酒屋やまちゃん 市原市八幡991番地

15646 市原酒場 ゆず屋 市原市八幡996-11

15647 カレー居酒屋アーユルヴェーダ 市原市八幡997-7

15648 カレーハウスCoCo壱番屋 市原八幡店 市原市八幡浦1-15

15649 横浜家系ラーメン ぼうそう家 市原市八幡浦一丁目1-13

15650 もぢょい有限会社八幡宿駅西口店 市原市八幡字山岸808番

15651 はなの舞 八幡宿駅前店 市原市八幡字杉の木932番地

15652 居酒屋まさき 市原市八幡石塚1-16-10

15653 まりんはうす 市原市八幡石塚1-16-101-B

15654 福満苑 市原市八幡石塚1-16-20

15655 g.B.m 市原市八幡石塚1-19-5石塚マンション101

15656 居酒屋藤千 市原市八幡北町1丁目4番地8

15657 SKY−RUNNING 市原市八幡北町2-5-1

15658 四季の味丸心 市原市八幡北町2-7-17

15659 チャコ 市原市八幡北町2-7-3

15660 居酒屋茶々丸 市原市八幡北町2-7-3-101セラフィムキムラ

15661 やきとり神 市原市八幡北町2丁目11番地12

15662 居酒屋彩 市原市八幡北町2丁目7番地3セラフィム木村Ⅱ101

15663 スナックアカシヤ 市原市八幡北町3-4-19

15664 Mahalasiandining 市原市八幡北町3-4-24アカシア1階

15665 ガスト市原店 市原市八幡北町3丁目1番地5

15666 とり里 市原市八幡北町3丁目6番地32

15667 ふぐ・季節料理かねだ 市原市八幡北町3丁目7番地25

15668 慶洲苑 市原市八幡北町3丁目9番地9

15669 ラウンドワン 市原店 市原市八幡北町三丁目5番1

15670 ラウンドワン 市原店 市原市八幡北町三丁目5番1

15671 ラウンドワン 市原店 市原市八幡北町三丁目5番1

15672 八百寿司 市原市飯給71番地

15673 cafeうさぎや 市原市飯給863-1

15674 新寿し 市原市飯沼361番地1

15675 カラオケスタジオかずさ 市原市不入斗1-1

15676 焼肉寿苑 市原市不入斗1586-1

15677 やってます 市原市不入斗3-11

15678 呑み処祐ちゃん 市原市不入斗3-4

15679 ナイト 市原市不入斗3番地13

15680 平蔵 市原市平蔵2579番地1

15681 小泉亭 市原市米沢697-2

15682 トラットリア イ・ルミナーレ 市原市北国分寺台1-8-1

15683 麺屋こはく 市原市北国分寺台1-8-1ドミール陽水

15684 やきとりの扇屋 北国分寺台店 市原市北国分寺台2丁目9番地23

15685 のみ喰い処亀楽 市原市北国分寺台3-13

15686 和処 十三番地 市原市北国分寺台3-13

15687 菜々処咲くら 市原市北国分寺台3丁目10番地2

15688 マウス 市原市北国分寺台3丁目13番地

15689 レストランカレーム 市原市北国分寺台3番地13

15690 スパゲティハウスいたり庵 市原市北国分寺台5-6-3A-103

15691 花のれん 市原市薮490番地6

15692 居酒屋ひだまり 市原市有秋台東1丁目10番地3

15693 三井化学㈱社員クラブ 市原市有秋台東1丁目1番地

15694 めぐみ 市原市有秋台東2-3

15695 プラザキッチン 市原市有秋台東2-3

15696 庵 倶楽部 市原市養老1269

15697 和食家惣治郎 市原市養老908-1

15698 瓶家 市原市立馬1936-2

15699 Kafe Blanka 流山市おおたかの森西1-10-6

15700 MOOBUU 流山市おおたかの森西1-1-1

15701 ペッパーランチ TX流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西1-1-1

15702 黒澤惣三商店 流山市おおたかの森西1-1-1こかげテラス

15703 大衆酒場森のBEETLE 流山市おおたかの森西1-2-5pipito1F

15704 大衆ジンギスカン酒場 流山市おおたかの森西1-9-5

15705 山形牛焼肉 仁 流山市おおたかの森西1-9-7

15706 VIGO-Bal de puerto- 流山市おおたかの森西1-9-7-2F

15707 か志わ熟成鶏十八番おおたかの森店 流山市おおたかの森西1-9-7アカリビ1階

15708 のざき軒 流山市おおたかの森西4-174-62

15709 ガスト流山おおたかの森駅前 流山市おおたかの森西一丁目1番地の1

15710 ゴンチャ流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西一丁目1番地の1

15711 ケンタッキーフライドチキン 流山市おおたかの森西一丁目1番地の1

15712 ヴィ・ド・フランス 流山市おおたかの森西一丁目1番地の1

15713 串カツ田中 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西一丁目1番地の1

15714 サイゼリヤ 流山おおたかの森駅前店 流山市おおたかの森東1丁目2番地の1

15715 はなぜんおおたかの森店 流山市おおたかの森東1丁目2番地の1ライフガーデン流山おおたかの森2F

15716 やきとりの扇屋 流山おおたかの森駅前店 流山市おおたかの森東一丁目4番地の1

15717 さかなめし 流山市おおたかの森東三丁目33番地の1

15718 むさしの森珈琲 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森東二丁目4番地の2

15719 徳樹庵流山おおたかの森店 流山市おおたかの森南1-20-1

15720 ごはんとわたし 流山市おおたかの森南1-2-1

15721 揚州商人流山おおたかの森S・CFLAPS店 流山市おおたかの森南1-2-1流山おおたかの森S・CFLAPS4階

15722 サーティーワンアイスクリーム流山おおたかの森SC店 流山市おおたかの森南1-5-1

15723 TOHOシネマズ流山おおたかの森 流山市おおたかの森南1-5-1

15724 バケット 流山市おおたかの森南1-5-1

15725 SALAD shop ゛the BoX" 流山市おおたかの森南1-5-1

15726 茶鍋カフェkagurazakasaryo流山おおたかの森S．C店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S．C

15727 ScropCOFFEEROASTERS流山おおたかの森S.C.店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S．C．本館3階

15728 BAGEL&BAGEL流山おおたかの森 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S．C1F



15729 沼津魚がし鮨流れ鮨流山おおたかの森店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S．C本館3F

15730 トラットリアピッツェリアサレルノ 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S・C3F

15731 和幸流山店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S・C3F

15732 焼肉平城苑流山おおたかの森S・C店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S・C本館3F

15733 牛たん焼きと伊達ごはんだてなり屋 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森SC3F

15734 楽膳流山店 流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森SC3階

15735 コメダ珈琲店流山おおたかの森店 流山市おおたかの森南1丁目19番地の2

15736 花あかり流山店 流山市おおたかの森南1丁目5番地の1流山おおたかの森SC内3F

15737 鳥おやじ 流山市おおたかの森南2-27-4

15738 バー＆レストラン アゴーラ 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15739 うどんのう 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15740 マザーリーフティースタイル 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15741 サブウェイ 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15742 上島珈琲店 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15743 スターバックスコーヒー 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15744 そば・丼 笹陣 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15745 石焼ごはん倶楽部 流山おおたかの森 SC 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15746 Wonder fruit 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15747 フレッシュネスバーガー 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15748 ポムの樹 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15749 ナチュラルクレープ 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15750 ぷんぷくまる 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1

15751 三ツ矢堂製麺流山おおたかの森S.C 流山市おおたかの森南一丁目5番地の1流山おおたかの森S・C3F

15752 ミスタードーナツTX流山おおたかの森ショップ 流山市おおたかの森北1-1-1-2F

15753 はなの舞流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北1-1-1TXグランドアベニューおおたかの森2F

15754 吉野家TX流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北1-1-1流山おおたかの森駅施設内

15755 リゾートダイニングフランジパニ 流山市おおたかの森北1-5-15PRIME2F

15756 焼肉肉の大山流山おおたかの森 流山市おおたかの森北1-5-4

15757 PORTA-albero cucina- 流山市おおたかの森北1-5-4

15758 MEARI 流山市おおたかの森北1-5-4クロシェットおおたかの森101

15759 Sootakanomori 流山市おおたかの森北1-5-8

15760 リモカフェ おおたかの森店 流山市おおたかの森北1-9-2

15761 ISSAおおたかの森店 流山市おおたかの森北1-9-2MarinBuild6．6302

15762 鮨処こだか 流山市おおたかの森北1-9-2マリンビル6・6　102

15763 ゆにろーず流山店 流山市おおたかの森北1丁目25番地16

15764 森のじかん 流山市おおたかの森北2-29-3

15765 しゃぶ葉 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北2丁目50-9

15766 庄や 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北一丁目1番地1

15767 うたうんだ村 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森北一丁目1番地の1

15768 OTAKANOMORI 流山市おおたかの森北一丁目2番地の2

15769 博多劇場 おおたかの森店 流山市おおたかの森北一丁目5番地の15

15770 梅の花 おおたかの森店 流山市おおたかの森北三丁目44番地の5

15771 ビストロミナミンカゼ 流山市加1-1232-5

15772 SeKenS 流山市加1-1618

15773 OB流山店 流山市加1-7-1

15774 バーミヤン 流山加店 流山市加1丁目6番地4

15775 とき寿し 流山市加2-13-22

15776 吉野家 流山店 流山市加4番地1643

15777 tronc 流山市加6-1300

15778 江戸屋 流山市加6-1329

15779 七輪焼肉平城苑流山店 流山市加6-1538-1

15780 鮨DINING岡平 流山市加6-1557-2浜野ビル1F

15781 カラオケスタジオ　ふみお 流山市加6-1557-2浜野ビル2F

15782 とらチャン 流山市加6-1580-1

15783 ホッペ 流山市加六丁目1253番地

15784 生そば あずま 宮園店 流山市宮園1-10-17

15785 ごはん処咲盛 流山市宮園1-3-1ミヤゾノショッピングセンター301号室

15786 ねぶた寿司 流山市駒木117-20

15787 中華料理建昌 流山市駒木117-22

15788 Restaurantenishi 流山市駒木117-31

15789 すき家 柏篠籠田店 流山市駒木205番地1

15790 そば処砂場 流山市駒木497番地4

15791 BARNEST 流山市駒木500-4

15792 居酒屋 みらく 流山市駒木500-4

15793 わさび 流山市駒木531-14

15794 ガスト流山駒木台店 流山市駒木台108番地5

15795 民芸風らーめん いなほ 流山市駒木台210番地

15796 味鮮 流山市駒木台216-4

15797 徳樹庵柏の葉公園店 流山市駒木台390-15

15798 飯炊き処 ひかり 流山市向小金1-272-8

15799 カラオケホワイト 流山市向小金1-455-19

15800 居酒屋あおい 流山市向小金1-455-24

15801 酒の食卓けい 流山市向小金1-455-24小川店舗

15802 居酒屋春ちゃん 流山市向小金1-455-31

15803 まあちゃん 流山市向小金1-455-31102

15804 居酒屋みどり 流山市向小金1-455-62

15805 順興園 流山市向小金1丁目453-13

15806 いのしし 流山市向小金1丁目455番地の30

15807 キッチン・ワチ 流山市向小金2-222-8

15808 ほのか 流山市向小金2-233-2ソレイユ南柏1F

15809 ウエスト生そばあずま南柏店 流山市向小金3-115

15810 うどん市 南柏店 流山市向小金3-178

15811 BELLRICO 流山市向小金3-179オーチャード12Fオーチャード1

15812 すしの磯一 流山市向小金4丁目21番79号

15813 うまいもの処あべお 流山市向小金一丁目451番地の30向小金店舗102

15814 創作ダイニング集 流山市江戸川台西1-107カドヤ西口ビル105号

15815 しっぽ 流山市江戸川台西1-156-2

15816 中国料理小満堂（江戸川台西店） 流山市江戸川台西1-24-1

15817 美こま 流山市江戸川台西1-36-2

15818 からから 流山市江戸川台西1-60-8

15819 串揚げDINING縁 流山市江戸川台西1-81

15820 居酒屋黒兵衛 流山市江戸川台西1-81



15821 LOUNGECANTINA 流山市江戸川台西1-86-1木村ビルB1

15822 青春時代 流山市江戸川台西1丁目107番

15823 うなぎ 長谷川 流山市江戸川台西1丁目24番3号

15824 スナック 竹の子 流山市江戸川台西1丁目36番2号

15825 米むら 流山市江戸川台西1丁目39番9号

15826 居酒屋はな 流山市江戸川台西2-111-2

15827 スナック喫茶「小さな虹」 流山市江戸川台西2-188

15828 けまり 流山市江戸川台西2丁目146

15829 スナック ありす 流山市江戸川台西2丁目146

15830 居酒屋 19 流山市江戸川台西2丁目188-2号

15831 スナック こんぺいとう 流山市江戸川台西2丁目296番1号

15832 庄や 江戸川台店 流山市江戸川台西2丁目3番1号

15833 ヴィ・ド・フランス 江戸川台店 流山市江戸川台西2丁目3番1号

15834 中華料理店「大将」 流山市江戸川台西3丁目35番50号

15835 こやなぎ 流山市江戸川台西3丁目59番

15836 ピッツェリア・ニコ 流山市江戸川台東1-12-1木村ビル1F

15837 炭火焼鳥竹蔵 流山市江戸川台東1-5-6

15838 居酒屋さち子 流山市江戸川台東1-75-2

15839 やきとり与作 流山市江戸川台東1丁目5番地

15840 居酒屋 ひろみ 流山市江戸川台東1丁目72番

15841 エビス江戸川台店 流山市江戸川台東2-11

15842 鳥貴族江戸川台店 流山市江戸川台東2-12廣橋ビル1階

15843 Cafe&DiningA-U-N 流山市江戸川台東2-13

15844 スナックアルル 流山市江戸川台東2-15鴻野屋ビル1F

15845 居魚屋 流山市江戸川台東2-22

15846 ボア 流山市江戸川台東2-22

15847 麺屋 楓 流山市江戸川台東2-22

15848 酒席 さくら 流山市江戸川台東2-24

15849 たいの家 流山市江戸川台東2-24正木ビル2階D

15850 ブラッスリータケ 流山市江戸川台東2-251-1

15851 TERAJI 流山市江戸川台東2-251-1松田3号

15852 カラオケBanBan流山江戸川台店 流山市江戸川台東2-31

15853 魚民江戸川台東口駅前店 流山市江戸川台東2-312カドヤビル2階

15854 スモール・マノ 流山市江戸川台東2-611F店舗

15855 ダイニングバー 桃太郎 流山市江戸川台東2-62

15856 手DE作り屋 流山市江戸川台東2-63-2

15857 ボスコロッソ 流山市江戸川台東2-65

15858 M'sダイニング 流山市江戸川台東2-80

15859 居酒屋 このた 流山市江戸川台東2-80-2

15860 イタリアンバールアッカ 流山市江戸川台東2-8青葉ビル1階

15861 四季彩 流山市江戸川台東2-8青葉ビル1階

15862 カラオケパブ NON-NON 流山市江戸川台東2丁目10番地

15863 江戸川台しちりん 流山市江戸川台東2丁目11

15864 cafe＆dining CONCERTO 流山市江戸川台東2丁目251番1号

15865 喜楽 流山市江戸川台東3-153-1

15866 ホルモン三丁目 流山市江戸川台東3-168-5

15867 印度レストランテイステイ 流山市江戸川台東3丁目158-191F

15868 まさご鮨 流山市江戸川台東3丁目624番地

15869 おふくろ 流山市三輪野山2-13-5

15870 かつ太郎流山店 流山市三輪野山3-17-13

15871 すうぷや 流山市三輪野山4-3-49

15872 丸亀製麺流山店 流山市市野谷117-1

15873 ㈲せきや 流山市市野谷436番地

15874 スターバックスコーヒー 流山市市野谷561-1

15875 ブロンコビリー おおたかの森店 流山市市野谷585-1

15876 Cafe and Music 流山市市野谷665-40

15877 RAMEN YAMADA 流山市市野谷667-18

15878 魚べい 流山おおたかの森店 流山市十太夫260番地の1

15879 琴 流山市松ケ丘1-475-34

15880 居酒屋チョッパー 流山市松ヶ丘1-475-34サンサンプラザ1-102

15881 酒処寿 流山市松ケ丘1丁目462番地108

15882 菜の花 流山市松ケ丘1丁目462番地108

15883 びっくりドンキー 南柏店 流山市松ケ丘3-274-2

15884 パブレストランサリオ 流山市松ケ丘4-520-3

15885 寿司斉藤 流山市松ケ丘4-520-39

15886 （株）サイゼリヤ 初石店 流山市西初石2丁目90番地1

15887 中国料理北京屋 流山市西初石3-100

15888 大和家 流山市西初石3-100

15889 居酒屋ともろう 流山市西初石3-100-2ピュア初石テナント4

15890 バル二代目よかよか 流山市西初石3-100森田ビル1F

15891 Feliceなごみ 流山市西初石3-10-21

15892 チョロン 流山市西初石3-103-11

15893 しちりん初石駅前店 流山市西初石3-103-14グローリア初石第1ビル1F

15894 鉄板TACHIBANA 流山市西初石3-103-2

15895 TACHIBANAⅡ 流山市西初石3-103-7

15896 流山 すず季 流山市西初石3-1-17

15897 スナックはな 流山市西初石3-12-6篠田ハイツ102号

15898 インドネパールレストラン Lotus 流山市西初石3-14

15899 や台ずし初石駅前町 流山市西初石3-98-22

15900 麺屋あじくま初石店 流山市西初石3-98-22本山ビル1階

15901 越後そば 流山市西初石3-99-3

15902 松屋 初石店 流山市西初石3丁目100番地19

15903 とんかつ良 流山市西初石3丁目101番地23

15904 庄や 初石駅前店 流山市西初石3丁目103番地3

15905 夢花 流山市西初石3丁目103番地9

15906 お福ろ 流山市西初石3丁目103番地の12

15907 柏龍 流山市西初石3丁目12番地6号篠田ハイツ101

15908 デニーズ 初石店 流山市西初石3丁目13番5号

15909 らーく 流山市西初石3丁目1番地11

15910 お好み焼きとんぼ 流山市西初石4-111-21

15911 すしみやび 流山市西初石4-112-21

15912 トミーマート 流山市西初石4-119-4



15913 魚菜処かんだ 流山市西初石4-1423-2

15914 香妃園 流山市西初石4-460-28

15915 食彩・酒処 和輪 流山市西初石4丁目110番地17

15916 中華料理星華 流山市西初石4丁目112番地2号

15917 東明春 流山市西初石5-40-1東明春

15918 はなまるうどん 流山市西初石6-182-3-2F

15919 らあめん花月嵐流山おおたかの森店 流山市西初石6-182-3TXグランドアベニューおおたかの森2F

15920 四六時中おおたかの森店 流山市西初石6-18-2流山おおたかの森ショッピングセンター3階

15921 マクドナルド 流山おおたかの森店 流山市西初石6-829-7

15922 らーめん居酒屋たつみ 流山市西初石三丁目100-21

15923 フリーサンライト 流山市西深井653

15924 ブラッスリーしんかわ 流山市西深井805

15925 有限会社 割烹 新川 流山市西深井805

15926 Brasseriekomorebi 流山市西平井1320西A59街区2

15927 中国家庭料理聚 流山市西平井2-15

15928 居酒屋かね重 流山市西平井297-2

15929 サイゼリヤ 流山青田店 流山市青田11番地

15930 カルビ屋大福柏の葉店 流山市青田140-4

15931 くら寿司 流山青田店 流山市青田144-1

15932 洋麺屋五右衛門流山青田店 流山市青田146-9

15933 はかた商店 流山青田店 流山市青田14番地6

15934 道とん堀流山青田店 流山市青田15-1

15935 バーミヤン流山青田店 流山市青田18-1

15936 生そばあずま流山青田店 流山市青田19-2

15937 一幸　柏の葉公園店 流山市青田22-2

15938 小満堂中華レストラン 流山市青田22-3

15939 七輪焼肉安安流山青田店 流山市青田41-5

15940 ドトールキッチン エネジェット柏の葉店 流山市青田43番地1

15941 ブロンコビリー 柏の葉店 流山市青田59-1

15942 カラオケKei（ケイ） 流山市青田78番地1

15943 ラーメンショップ 前ヶ崎店 流山市前ケ崎326-1

15944 フライングガーデン流山前ヶ崎店 流山市前ケ崎363番地3

15945 城 流山市前ケ崎411-1ケーズヒル前ヶ崎1階

15946 肉の万世流山店 流山市前ケ崎650-1

15947 Royal Garden Palace 流山市前ケ崎717

15948 かっぱ寿司 流山店 流山市前ケ崎726-1

15949 piccololusso 流山市前平井154-1フォリアステーションフロント1F

15950 セントラルパークカフェ 流山市前平井62

15951 麺ズクラブ流山インター店 流山市中野久木428-2

15952 魚菜だんらん食堂江戸川台店 流山市中野久木537-1

15953 はな膳江戸川台店 流山市中野久木541番地

15954 CoTaro 流山市東初石1-160-10

15955 酒処奈々 流山市東初石1-160-10

15956 居酒屋＆軽食より道 流山市東初石2-169-2

15957 美味苑 流山市東初石2-188

15958 DELISH&EASE 流山市東初石2-194-1-105ハイツクオーレ

15959 居酒屋最上 流山市東初石2丁目201番4号

15960 よしむら 流山市東初石2丁目201番地4号

15961 炭火焼肉但馬屋初石店 流山市東初石2丁目92番地の56

15962 カラオケもんじゃラブリー 流山市東初石3-107-11カラオケもんじゃラブリー1F

15963 居酒屋遊海 流山市東初石4-245-14浅水ビル103

15964 チョアヨ 流山市東初石4-245-15

15965 居酒屋七福 流山市東初石4-245-91

15966 BARN＆FOREST148 流山市東初石5丁目148

15967 魚民流山おおたかの森東口駅前店 流山市東初石6-183-1ライフガーデン流山おおたかの森2階

15968 鳥貴族 流山おおたかの森北口店 流山市東初石6丁目181-34

15969 鳥一 流山市東深井1106番地30

15970 我が家 流山市東深井1109-67

15971 居酒屋えつこ 流山市東深井23-3

15972 カラオケ館 流山東深井店 流山市東深井245-1

15973 日本マクドナルド 東深井店 流山市東深井262-1

15974 居酒屋メルシー 流山市東深井319

15975 アジアンフード＆バー「TASTY」 流山市東深井319

15976 備長炭火ホルモン焼 しちりん運河駅前店 流山市東深井332番地の1

15977 食事処 松まる 流山市東深井368-1

15978 立喰そば、うどん 萩 流山市東深井401

15979 竹泉 流山市東深井405

15980 めん処 麒麟児 流山市東深井405

15981 横浜家系ラーメン壱角家運河駅前店 流山市東深井406

15982 カラオケ喫茶多美 流山市東深井406番地2階

15983 新華郎 流山市東深井406蓮見ビル1F

15984 イタリアンバル Bambino 流山市東深井408-2

15985 こもれび 流山市東深井408-2-102

15986 居酒屋綾 流山市東深井408番地2

15987 アジアンキッチン イニサジャ 流山市東深井409-5

15988 お好み焼かおる 流山市東深井72-4

15989 五福そば 流山市東深井72番地7

15990 家庭料理 みなみ 流山市南121-2

15991 花菜 流山市南流山1-10-9堀切ハイツ100号

15992 くるまやラーメン南流山店 流山市南流山1-15-9

15993 アジアンダイニングHimalayanHeart 流山市南流山1-17-13

15994 ふらっと 流山市南流山1-18-4

15995 らあめん花月嵐南流山駅前店 流山市南流山1-25

15996 創作厨房わいだ 流山市南流山1-3-7カンフォート流山101

15997 もんじゃてけてけ 流山市南流山1-4-1キャビン1

15998 ALTERNADINER 流山市南流山1-7-2

15999 カフェ＆ダイニング Palette 流山市南流山1-7-2

16000 養老乃瀧南流山店 流山市南流山1-7-2サンハイツ南流山一階

16001 居酒屋 のんべえ 流山市南流山1丁目14番1号

16002 焼肉レストラン安楽亭南流山店 流山市南流山1丁目21番20号

16003 ラーメンショップ流山店 流山市南流山1丁目24番9号

16004 そば処 味の里 南流山店 流山市南流山1丁目25番



16005 ガスト 南流山駅前店 流山市南流山1丁目8番7号

16006 モスバーガー南流山店 流山市南流山2-3-1

16007 魚民南流山南口駅前店（ホルモン） 流山市南流山2-3-1GRANDRISE2階

16008 目利きの銀次南流山駅前店 流山市南流山2-4-2エムヨン1階

16009 千年の宴南流山駅前店 流山市南流山2-4-2エムヨン1階

16010 フル-ツカフエオレンジ 流山市南流山2-4-2エムヨン2F

16011 隠れ庵忍家南流山駅前店 流山市南流山2-4-2エムヨンビル3階

16012 お好み焼藤 流山市南流山2-7-10

16013 炭火焼 海鮮料理 ふらり 流山市南流山3-1-13

16014 遊庵 流山市南流山3-1-9

16015 らべんだー 流山市南流山3-2-22

16016 酒処 皓太 流山市南流山3丁目1番14号

16017 寿し魚料理春駒 流山市南流山3丁目1番2号

16018 BARnoise(ShrimpDiningEBITA) 流山市南流山4-10-5

16019 大阪新世界串かつさじろう 流山市南流山4-1-18

16020 おぎ八 流山市南流山4-1-18アビタシオンハイツ102

16021 SPICE KITCHEN 流山市南流山4-12-9

16022 酔処絆 流山市南流山4-1-4KSビル5階

16023 エフェクター 流山市南流山4-1-4KSビル6階

16024 ディーハート 流山市南流山4-15-1

16025 居酒屋ひよこ 流山市南流山4-15-2

16026 麺屋まる勝 流山市南流山4-15-2

16027 焼肉牛車南流山店 流山市南流山4-15-5Tメゾン1階

16028 かつや南流山店 流山市南流山4-15-8

16029 アリラン 流山市南流山4-16-18

16030 居酒屋すえこ 流山市南流山4-2-1

16031 くじらや大樹 流山市南流山4-2-13ベルーガMK101

16032 らぁめん和 流山市南流山4-2-1加藤ビル1階

16033 やきとり居酒屋どん 流山市南流山4-4-2

16034 ケンラボ 流山市南流山4-4-2近代コーポ102

16035 串かつ居酒屋南風 流山市南流山4-5-3京葉ハイツB103

16036 串焼きバク 流山市南流山4-5-3南流山京葉ハイツB棟102

16037 秋田や 流山市南流山4-5-4A棟104号室

16038 うまいものや八十五 流山市南流山4-6-1うまいものや八十五

16039 ShrimpDining EBITA 流山市南流山4丁目10番5号

16040 サイゼリヤ 南流山店 流山市南流山4丁目16番13号

16041 レストラン・アップル 流山市南流山4丁目16番18号

16042 沖縄そばーちゅらさん。2 流山市南流山4丁目5-4南流山京葉ハイツA棟103号室

16043 スナック．コーヒー 潤 流山市南流山4丁目6番11号

16044 カラオケ館 南流山店 流山市南流山4丁目9番1号

16045 RESTAURANTクルトワ 流山市南流山4丁目9番2号

16046 山勝角ふじ南流山店 流山市南流山5-14-6

16047 食事処みやま 流山市南流山6-17-14-1A

16048 coo 流山市南流山6-17-14光ハイツ1-b

16049 木の実 流山市南流山6-23-4

16050 麺屋空 流山市南流山6-28-10

16051 ジョリーパスタ南流山店 流山市南流山6-28-23

16052 金寿司 流山市南流山6-4-3

16053 ドトールコーヒーショップ EneJet流山店 流山市南流山6丁目28番1号

16054 大創苑 流山市南流山7-32-3

16055 喜多方ラーメン坂内南流山店 流山市南流山7-34-5

16056 山勝軒 流山市南流山7-7-12山勝軒

16057 串カツ田中 南流山店 流山市南流山8-1-1

16058 おーるうぇいず8 流山市南流山8-6-1弐番街3号棟

16059 備長炭火ホルモン焼 しちりん 流山市南流山四丁目15番地13

16060 居酒屋 かっぱ 流山市美原1丁目1234-9

16061 魚介 まとい食堂 流山市美原3-74-38

16062 かかし 流山市美原4-1195-53

16063 月の記憶 流山市美原4-1205

16064 炭火焼肉清香苑2号店 流山市美原4-1207-7

16065 めしcafeCercle 流山市美原4-1213-11

16066 時遊館 流山市美原4丁目1195番2号

16067 しず 流山市美原4丁目1195番30号

16068 萬来軒 流山市美原4丁目1195番66号

16069 丸源ラーメン 南流山店 流山市鰭ケ崎10-6

16070 ココス南流山店 流山市鰭ケ崎11-1

16071 日月堂　南流山 流山市鰭ケ崎11-12

16072 日本マクドナルド 南流山店 流山市鰭ケ崎11-6

16073 居酒屋辰平 流山市鰭ケ崎11-9SKA南流山102号

16074 王記酒家 流山市鰭ケ崎11番地11-1

16075 BULLFROG’S 流山市鰭ケ崎1435の2

16076 東吾 流山市鰭ケ崎1471番地1

16077 居酒屋ゆり 流山市鰭ケ崎1485番地10

16078 酒処 和実 流山市鰭ケ崎1485番地11

16079 居酒屋じゅん 流山市鰭ケ崎1485番地8

16080 呑みくい処くえすちょん 流山市鰭ケ崎15-13

16081 オステリアシャーラ 流山市鰭ケ崎1579-5

16082 とんかつ 美里 流山市鰭ケ崎1579-6

16083 Forte 流山市鰭ケ崎1582-3

16084 スナックマウス 流山市鰭ヶ崎1582番地3

16085 いろは鮨 流山市鰭ケ崎1651-1

16086 もんきー 流山市鰭ケ崎1765-1

16087 ガスト 江戸川台店 流山市富士見台2-2-1

16088 太郎坊 流山市富士見台2-5-4

16089 夢庵 江戸川台店 流山市富士見台2丁目1番2号

16090 居酒屋 流 流山市富士見台2丁目5-3

16091 居酒屋じんじん亭 流山市平和台3-3-3-103

16092 居酒屋 椛舞 流山市平和台3-4-12

16093 CLOVER 流山市平和台3-4-13

16094 コーヒー・スナックK 流山市平和台3-4-14

16095 酒と肴泰山 流山市平和台3-4-19-103号

16096 洋食の店ふらいぱん 流山市平和台3-4-19クレインヒルズ平和台



16097 四季 流山市平和台3丁目4-14-4

16098 稲 流山市平和台4-1-21

16099 居酒屋呑 流山市平和台4-1-24

16100 スナック志帆 流山市平和台4-297-2

16101 居酒屋暖 流山市平和台4-36-17マルショウビル102

16102 カラオケスタジオダイアナ 流山市平和台4-36-17マルショウビル2F

16103 桜寿し 流山市平和台4丁目1番23号

16104 来夢 流山市平和台4丁目300番4号

16105 喫茶スナックほの香 流山市平和台5丁目66番6号

16106 焼肉くいどん南流山店 流山市木201-1

16107 夢庵 南流山店 流山市木231

16108 スシロー南流山店 流山市木371

16109 日高屋 南流山店 流山市木372-3

16110 スターバックスコーヒー 南流山店 流山市木384-1

16111 株式会社サイゼリヤ ヤオコー南流山店 流山市木402

16112 大戸屋 ごはん処ヤオコー南流山店 流山市木402番地

16113 マクドナルド流山街道木店 流山市木430-5

16114 LIANTIQUE 流山市木464-1

16115 LOCAL BBQ 流山 流山市野々下1-40-1

16116 七輪焼肉安安豊四季店 流山市野々下3-754-4

16117 中華料理幸楽 流山市野々下3-963-8

16118 酒場美豚 流山市野々下5-968-7

16119 中華 福 流山市野々下5丁目883番3号

16120 福満苑 流山市野々下6-1035-2

16121 あずみ野 流山市野々下6丁目1041番2号

16122 千弦 流山市流山1-154

16123 割烹柳家 流山市流山1-252

16124 和風料理豊後 流山市流山1-255

16125 遊食伊太利庵 丁字屋 栄 流山市流山1-5

16126 割烹 日本 流山市流山2丁目282-2

16127 すし・アラカルト・名登利 流山市流山2丁目295番地

16128 甲子屋 流山市流山2丁目298番地

16129 大福元流山店 流山市流山3-377

16130 茶豆蘭 流山市流山3丁目350番地

16131 汕幸苑 流山市流山4-408

16132 インド・ネパール料理 タアバン 流山市流山4-478-2

16133 カラオケルーム阿蘇 流山市流山4-517-2高堂ビル

16134 居酒屋 亜都夢 流山市流山4-517-2高堂ビル2F

16135 京料理 かねき 流山市流山5-19-4

16136 スナックとも 流山市流山5丁目3番6号

16137 竹盛軒 流山市流山5丁目8番地4

16138 からやま千葉流山店 流山市流山6-702-1

16139 味の民芸流山店 流山市流山6-800-9

16140 麺場 田所商店 流山店 流山市流山8-1025-1

16141 揚州商人流山店 流山市流山8-800-7

16142 久兵衛屋 流山平和台店 流山市流山9-500-38

16143 リンガーハット イトーヨーカドー流山店 流山市流山9-800-2

16144 サーティワンアイスクリーム 流山市流山9-800-2

16145 ケンタッキーフライドチキン 流山市流山9丁目800番2号

16146 restaurant51 八千代市ゆりのき台1-14-2ソレイユ

16147 サンティ 八千代店 八千代市ゆりのき台1-2-5

16148 しちりん八千代中央店 八千代市ゆりのき台1-2-5セントラルビル1-A

16149 魚民八千代中央駅前店 八千代市ゆりのき台1-39東葉高速鉄道ビル1階

16150 あがりゃんせ 八千代市ゆりのき台1-4-1プリムローズ103

16151 レストランそらまめ 八千代市ゆりのき台2-3-2

16152 お好み焼きどんどん 八千代市ゆりのき台2-5-7-102

16153 モスバーガー 八千代中央店 八千代市ゆりのき台2丁目3番1号

16154 もつ焼きまるきん 八千代市ゆりのき台3-1-2澤田ビル2階2号室

16155 庄や 八千代中央店 八千代市ゆりのき台3丁目1番5号

16156 バーミヤン 八千代中央店 八千代市ゆりのき台3丁目1番6号

16157 diFormaggioKURA6330 八千代市ゆりのき台4-1-15

16158 うっとりゆりのき台店 八千代市ゆりのき台4-1-2クレール25-1F

16159 Trattoria 八千代市ゆりのき台4-7-5第1ニッコウビルB1

16160 ビストロモン・ルー 八千代市ゆりのき台4-7-5第2ニッコウビルB1

16161 焼き処串そう 八千代市ゆりのき台4-7-5第一ニッコービル1F

16162 ハワイアンカフェプナルウ 八千代市ゆりのき台4-8-1

16163 酒食ゆりのき 八千代市ゆりのき台4-9-1

16164 焼肉 えびす 八千代市ゆりのき台4丁目6番2号

16165 カフェコンチェルト 八千代市ゆりのき台5-1-4アルバ八千代1F

16166 和食 うなぎ処 わたなべ 八千代市ゆりのき台7-22-4

16167 華松 八千代市ゆりのき台7-23-5

16168 ラーメンバン 八千代市ゆりのき台8-18-10

16169 ボンゴヴィラ 八千代市下高野407-3

16170 割烹大洋 八千代市下市場1-1-20

16171 MiaCara 八千代市萱田2230-3

16172 あべちゃん 八千代市萱田2232-44

16173 ブリーラム 八千代市萱田2237-118

16174 中華料理満福亭 八千代市萱田2237-170

16175 洋麺屋五右衛門八千代店 八千代市萱田2241-10

16176 LaBarca 八千代市萱田2242-26

16177 大衆割烹居酒屋みつるゆりのき台店 八千代市萱田2255-12

16178 kitchen furuyama 八千代市萱田713-1

16179 中華そば金ちゃん 八千代市萱田町592-2

16180 さわ田茶家 八千代市萱田町595番地

16181 こてメン堂 八千代市萱田町730-1

16182 味の民芸 八千代店 八千代市萱田町730番地1

16183 中国料理桃春 八千代市吉橋1070-7

16184 蔵 八千代市吉橋1071番地パチンコD’ステーション内

16185 食事処 うさぎや 八千代市吉橋1191番地

16186 愛太郎 八千代市吉橋665番地2

16187 プチ・レストランラ・ポワール 八千代市高津1031-10

16188 和洋居酒屋赤い屋根 八千代市高津661番地3



16189 スシロー八千代高津店 八千代市高津697-2

16190 味工房くいくい亭 八千代市高津850-135

16191 鳥文 八千代市高津850-15

16192 吉田ヤ 八千代市高津850-7

16193 有限会社居酒屋せき 八千代市高津850番地136

16194 ジロー珈琲八千代台 八千代市高津東1-1-1

16195 千葉タンメンほむら総本店 八千代市高津東1-6-9

16196 から揚げ専門鳥チヨ八千代店 八千代市高津東1-6-9

16197 すき家 八千代高津店 八千代市高津東1丁目6番18号

16198 カレーハウス　CoCo壱番屋 八千代市高津東1丁目6番6号

16199 らぁめん中華龍昇 八千代市高津東2-12-3

16200 カウベル八千代本店 八千代市高津東2-5-24

16201 えびのや八千代店 八千代市高津東4-1-6

16202 焼肉レストラン 安楽亭 八千代高津店 八千代市高津東4丁目7番2号

16203 まる真 八千代市勝田台1-12-15

16204 菊富士本店 八千代市勝田台1-12-15

16205 立ち呑み豚 八千代市勝田台1-12-16

16206 ソウル屋台 八千代市勝田台1-12-1A104号

16207 麺や食堂 虎太郎 八千代市勝田台1-12-1B103

16208 J・J 八千代市勝田台1-12-2F

16209 八海山ダイニング 八千代市勝田台1-13-10-1F

16210 赤門勝田台店 八千代市勝田台1-13-12

16211 ごん 八千代市勝田台1-13-20クライスビル1F

16212 美味しん 八千代市勝田台1-13-23

16213 えん蔵 八千代市勝田台1-13-3-1F

16214 南インド料理葉菜 八千代市勝田台1-13-32

16215 SAO VIET KARAOKE 八千代市勝田台1-13-34

16216 フォーちゃん 八千代市勝田台1-13-34AZSビル1階

16217 大衆酒場 虎太郎 八千代市勝田台1-13-37

16218 酔い家図南郎 八千代市勝田台1-13-39魁ビル1階

16219 串焼き野菜巻き専門店九四八 八千代市勝田台1-13-39魁ビル2階

16220 うまいものkitchen勝田台バル 八千代市勝田台1-13-58

16221 とと 八千代市勝田台1-13-5小泉ビル1F

16222 BARBruja 八千代市勝田台1-13-5小池ビル301

16223 居酒屋遖 八千代市勝田台1-14-11

16224 SUN 八千代市勝田台1-14-11山崎店舗

16225 モンテカルロ 八千代市勝田台1-14-2

16226 吞み食い処吉安 八千代市勝田台1-14-2

16227 角一 八千代市勝田台1-14-2

16228 串酒場そねすけ 八千代市勝田台1-14-2

16229 Bar香月 八千代市勝田台1-14-20シントクビル2F

16230 浜よし 八千代市勝田台1-14-4

16231 ペルフェクト 八千代市勝田台1-14-70

16232 サオウィエット カラオケ レストラン 八千代市勝田台1-14-71-2F

16233 トゥモロー 八千代市勝田台1-14-71仮）NYビル

16234 中華料理華香楼 八千代市勝田台1-14-8

16235 串カツ田中勝田台店 八千代市勝田台1-16サンコーポE棟104号室

16236 南欧バルメルカト 八千代市勝田台1-16京成サンコーポE-103

16237 ラーメン明日香勝田台店 八千代市勝田台1-16京成サンコーポE棟102

16238 ガガルスパイス 八千代市勝田台1-16京成サンコーポ勝田台E棟109号

16239 アスタマニアナ 八千代市勝田台1-17-10TKビル1階

16240 心音 八千代市勝田台1-17-1須田ビル4階

16241 MINE'z 八千代市勝田台1-17-2福島ビル1階

16242 ナイトパブシャルマン 八千代市勝田台1-17-2福島ビル2F

16243 居酒屋ぷーさん 八千代市勝田台1-17-3

16244 てんとう虫 八千代市勝田台1-17-3

16245 PUB MARIA 八千代市勝田台1-17-3

16246 和風居酒家 潤 八千代市勝田台1-17-3

16247 呑ん処けやき 八千代市勝田台1-17-3-103出口ビル

16248 万華鏡 八千代市勝田台1-17-6

16249 ピコット 八千代市勝田台1-17-6

16250 すし海鮮うまいもんやごかん磯貝勝田台店 八千代市勝田台1-19-3

16251 らむ屋せんいち 八千代市勝田台1-21-12木田店舗

16252 居酒屋四温 八千代市勝田台1-21-13

16253 居酒屋欒 八千代市勝田台1-21-14

16254 ロハスキッチン 八千代市勝田台1-21-9

16255 焼き屋せんいち 八千代市勝田台1-21-9-1階コーポ田中

16256 大衆酒場 竹うち 八千代市勝田台1-26-25

16257 アンの店 八千代市勝田台1-27-17

16258 pizza&dartsOne's 八千代市勝田台1-27-25原田店舗3F

16259 Lacisa 八千代市勝田台1-27-25原田店舗ビル1階

16260 CUBE 八千代市勝田台1-27-26あずさビル1F

16261 ナイトラウンジクラウン 八千代市勝田台1-27-26あずさビル2階

16262 BarMadurez 八千代市勝田台1-27-33

16263 EYR feel free bar 八千代市勝田台1-27-4

16264 あきら 八千代市勝田台1-28-20

16265 彩心 八千代市勝田台1-28-7清水店舗

16266 小料理さくら 八千代市勝田台1-31-2

16267 スナックはなみずき 八千代市勝田台1-31-2

16268 ときずし山田 八千代市勝田台1-3-13

16269 和菜 越川 八千代市勝田台1-35-24

16270 PIZZA1212 八千代市勝田台1-35-24越川ビル1階

16271 たか松 八千代市勝田台1-36-1

16272 金の髭 八千代市勝田台1-36-1

16273 AMPERSAND 八千代市勝田台1-36-3

16274 栃尾 八千代市勝田台1-3-8

16275 桜花 八千代市勝田台1-38-13鈴木店舗1F

16276 いきなりイングリッシュ 八千代市勝田台1-38-18

16277 竹うち弐号店 八千代市勝田台1-38-19

16278 ｶﾚｰﾊｳｽCOCO壱番屋京成勝田台駅前通店 八千代市勝田台1-38-20鈴与ビル1階

16279 小栗家 八千代市勝田台1-38-4

16280 閑茶坊勝田台店 八千代市勝田台1-38-6Winビル1階



16281 うおまる矢 八千代市勝田台1-38-9

16282 barたまい 八千代市勝田台1-39-21

16283 清ちゃんらーめん 八千代市勝田台1-39-25

16284 四季彩々いし橋 八千代市勝田台1-39-8NKエレガンスビル1F

16285 大とね 八千代市勝田台1-42-1

16286 NightLounge百合 八千代市勝田台1-4-21

16287 スナックきのこ 八千代市勝田台1-4-26宇山ビル1階

16288 スナック楓 八千代市勝田台1-4-8

16289 居酒屋将ちゃん 八千代市勝田台1-5-11

16290 勝田台地鶏屋 八千代市勝田台1-5-15

16291 ナイトラウンジ パンドラ 八千代市勝田台1-5-18-201

16292 BarSunBeach 八千代市勝田台1-5-19

16293 居酒屋和子 八千代市勝田台1-5-19

16294 スナック みなみかぜⅡ 八千代市勝田台1-5-19

16295 ナイトスポット COCO 八千代市勝田台1-5-25-2F

16296 憩 八千代市勝田台1-5-27

16297 ノックイムアロイ 八千代市勝田台1-6-11

16298 エヌズ 八千代市勝田台1-6-11

16299 OH 八千代市勝田台1-6-12

16300 居酒屋さち子 八千代市勝田台1-6-18

16301 居酒屋あや 八千代市勝田台1-6-18

16302 呑みくい処琴豚 八千代市勝田台1-6-1太陽の森マンション103号

16303 IZAKAYA久利多 八千代市勝田台1-6-9

16304 居酒屋マスターズ 八千代市勝田台1-7-1

16305 養老乃瀧勝田台 八千代市勝田台1-7-1-16

16306 中華そば金ちゃんビヨンド 八千代市勝田台1-7-1京成サンコーポD棟105

16307 鳥貴族勝田台店 八千代市勝田台1-7-2-4F

16308 カラオケルーム歌広場勝田台南口駅前店 八千代市勝田台1-7-2勝田台プライム4階

16309 日高屋勝田台南口店 八千代市勝田台1-8-1

16310 ケンタッキー・フライド・チキン 八千代市勝田台1-8-1

16311 カラオケBanBan 勝田台駅前店 八千代市勝田台1-9-1

16312 さかなや道場勝田台駅前店 八千代市勝田台1-9-1勝田台駅前ビル4F

16313 千年の宴勝田台南口駅前店 八千代市勝田台1-9-1勝田台駅前ビル4階

16314 ミスタードーナツ勝田台店 八千代市勝田台1丁目10番

16315 菊富士2号店 八千代市勝田台1丁目12番6号

16316 ナイトスポット リバティー 八千代市勝田台1丁目13番32号

16317 蕾 八千代市勝田台1丁目13番5号

16318 手打そば三本杉 八千代市勝田台1丁目13番7号

16319 居酒屋まさき 八千代市勝田台1丁目14番2号

16320 居酒屋ニューたんぽぽ 八千代市勝田台1丁目17番1号須田ビル7-1F

16321 スタジオ マークⅡ 八千代市勝田台1丁目17番3号

16322 ＆ 八千代市勝田台1丁目17番地1

16323 とんぼ 八千代市勝田台1丁目27番17号大沢店舗

16324 クラブ キング 八千代市勝田台1丁目27番地4

16325 和酒dining雲母 八千代市勝田台1丁目28番7号

16326 ライブスポットMORE 八千代市勝田台1丁目31番2号

16327 cafe Pic Nic 八千代市勝田台1丁目35番9号

16328 たこ焼きや 八徳 八千代市勝田台1丁目36番1号

16329 おむす人 勝田台 八千代市勝田台1丁目36番1号

16330 すき家勝田台駅南店 八千代市勝田台1丁目37番8号

16331 紅独楽 八千代市勝田台1丁目38番10号

16332 食・酒処藤乃 八千代市勝田台1丁目4番15号A＆Rビル1F

16333 旬彩居酒屋おか田 八千代市勝田台1丁目4番16号

16334 どんぐり 八千代市勝田台1丁目4番18号

16335 パブ ニュー アイリン 八千代市勝田台1丁目4番20号

16336 居酒屋 すず音 八千代市勝田台1丁目4番21号

16337 スナックインバーハウス 八千代市勝田台1丁目4番22号

16338 居酒屋ソレイユ 八千代市勝田台1丁目4番5号1F-2

16339 小料理ひろこ 八千代市勝田台1丁目4番9号室井ビル102

16340 パライソ 八千代市勝田台1丁目5-12

16341 花客 八千代市勝田台1丁目5番11号

16342 酒処かぐら 八千代市勝田台1丁目5番12号

16343 RESTAURANT VICTORIA 八千代市勝田台1丁目5番12号

16344 つがる屋 八千代市勝田台1丁目5番18号

16345 カラオケサロン エリーゼ 八千代市勝田台1丁目5番18号

16346 SUNFLOWERヒマワリ 八千代市勝田台1丁目5番25号1F

16347 春よし 八千代市勝田台1丁目5番26号

16348 海女 八千代市勝田台1丁目5番地25号

16349 サンライト 八千代市勝田台1丁目6番15号

16350 えんむすび 八千代市勝田台1丁目6番18号

16351 KYOKO今日子 八千代市勝田台1丁目6番22号

16352 香港ダイニング昇龍苑 八千代市勝田台1丁目7番1号

16353 都そば 八千代市勝田台1丁目8番1号勝田台駅地下

16354 のみくい処とんかね 八千代市勝田台2-2-9

16355 照鮨 八千代市勝田台2丁目16番8号

16356 蕎麦だいにんぐ長寿庵 八千代市勝田台4-13-1

16357 ちゃんこらーめん 八千代市勝田台4丁目13番10号

16358 洋食やカネルZ 八千代市勝田台7丁目14番1号

16359 居酒屋呑兵衛じん 八千代市勝田台7丁目14番1号

16360 いし川 八千代市勝田台7丁目15番3号

16361 ロス・アンジェルス 八千代市勝田台南3丁目1番11号

16362 スナックH&N 八千代市勝田台北1-12-7

16363 カラオケ&Bar礼 八千代市勝田台北1-12-7

16364 宝亭 八千代市勝田台北1-18-3

16365 クゥンクワン 八千代市勝田台北1-2-1

16366 酒菜屋さん 八千代市勝田台北1-2-1

16367 is夢 八千代市勝田台北1-2-11-102山万勝田台ビル

16368 音波勝田台店 八千代市勝田台北1-2-11山万勝田台ビル2F

16369 Barzero 八千代市勝田台北1-24-28植村店舗

16370 酒のデパート ワイン館 八千代市勝田台北1-2-8

16371 イタリアン酒場エイト・ノース 八千代市勝田台北1-3-19新緑ビル1F

16372 Y's 八千代市勝田台北1-3-5ハーマニービルB棟1F



16373 彦一 八千代市勝田台北1-3-9

16374 炭火焼肉天龍 八千代市勝田台北1-6-1

16375 串揚げひふみ 八千代市勝田台北1-7-1-103

16376 ふる里の味会津家 八千代市勝田台北1丁目18番3号岩井ハイツ1-1

16377 鮨五とう 八千代市勝田台北1丁目2番11号

16378 ビストロ ミモザ 八千代市勝田台北1丁目3番13号

16379 喜和 八千代市勝田台北1丁目3番14号菅原ビル2F

16380 ひみつきち 八千代市勝田台北1丁目3番1号ヴェリテ勝田台103

16381 麺場五代目 八千代市勝田台北2-1-16

16382 料理や杉山 八千代市勝田台北2-1-17

16383 貝殻亭 八千代市勝田台北2-4-1

16384 清祥庵 八千代市勝田台北2-4-5

16385 ガスト 八千代村上店 八千代市勝田台北2丁目3番1号

16386 酒のデパート ワイン館 2号店 八千代市勝田台北3-2-1

16387 くらしき 八千代市勝田台北3丁目2番20号

16388 喜楽 八千代市上高野1219-3

16389 神豚 八千代市神久保75-14

16390 横浜家系ラーメン吟家八千代店 八千代市村上1245MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店

16391 茶房 古久 八千代市村上1533番地

16392 さかえや 八千代市村上1579-2

16393 スナック 珠ゆら 八千代市村上1643番地25

16394 sizen 八千代市村上1902-44-1F

16395 菊富士村上店 八千代市村上1975-21

16396 ドライブイン いちろく 八千代市村上686

16397 作兵衛 八千代市村上南1-13-1

16398 ミスタードーナツイトーヨーカ堂八千代店 八千代市村上南1-3-1イトーヨーカ堂1F

16399 四六時中八千代村上店 八千代市村上南1-4-1フルルガーデン八千代2階

16400 干潮 八千代市村上南1丁目1番地4

16401 スターバックスコーヒー 八千代市村上南1丁目4番1号

16402 サイゼリヤ八千代村上店 八千代市村上南1丁目5番60号

16403 ラウンドワンのカラオケ 八千代市村上南1丁目5番地54

16404 かつや千葉八千代店 八千代市村上南2-18-5

16405 ビストロピエロ 八千代市村上南3-8-10

16406 マクドナルド 16号八千代村上店 八千代市村上南3丁目1番1号

16407 幸楽苑 八千代村上店 八千代市村上南4丁目3番地15

16408 生そばあずま八千代村上店 八千代市村上南5-1-2

16409 焼肉凱旋門村上駅前店 八千代市村上南5-1-5

16410 コメダ珈琲店八千代村上店 八千代市村上南5丁目5番4号

16411 いこい 八千代市大和田1010-17

16412 紋蔵 八千代市大和田1010番地2

16413 ル・フルーレ 八千代市大和田241

16414 カラオケ居酒屋バンブー 八千代市大和田249-10

16415 うなぎせきのう 八千代市大和田249番地14

16416 花邑 八千代市大和田258番地5

16417 スヌーカー カフェ 八千代市大和田290-10

16418 天麩羅丸花 八千代市大和田294-3

16419 大吉 大和田店 八千代市大和田298番地29-102

16420 麺屋美輝 八千代市大和田496番地39

16421 COVOステーキ 大和田店 八千代市大和田556-3

16422 居酒屋さっちゃん 八千代市大和田560-4

16423 栄香楼 八千代市大和田935-34

16424 ダイニングバーぴこっと 八千代市大和田980-32

16425 雅 八千代市大和田980番地27

16426 NAP JAPAN 八千代市大和田新田103-27マインドハイム西八千代102号室

16427 酒処ゆあさ 八千代市大和田新田1054-48

16428 かっぱ寿司 八千代店 八千代市大和田新田1062番地6

16429 うた媛 八千代市大和田新田1063-5

16430 鮨・創作料理一幸 八千代市大和田新田1088-15

16431 すたみな太郎八千代緑が丘店 八千代市大和田新田1088-6

16432 やきとりの扇屋 八千代緑が丘店 八千代市大和田新田1095-14

16433 光々亭 八千代市大和田新田109-9

16434 居酒屋民榮 八千代市大和田新田113-5

16435 海鮮居酒屋 みやけ島 八千代市大和田新田1149番地7

16436 元氣七輪焼肉牛繁 八千代緑ヶ丘店 八千代市大和田新田119番地2

16437 はま寿司 八千代大和田店 八千代市大和田新田121番地6

16438 ラーメン ヨシベー 八千代市大和田新田138番地74

16439 かつ庵 八千代大和田店 八千代市大和田新田151-1

16440 パロット 八千代市大和田新田15高津団地1-17-101

16441 鈴蘭苑　八千代店 八千代市大和田新田197番地

16442 炭火ホルモン吟ぎん 八千代市大和田新田203番地6

16443 ぱぶすなっく ぱんじー 八千代市大和田新田298番地11

16444 スナックジュエル 八千代市大和田新田298番地11

16445 そば喫茶去 万屋 八千代市大和田新田307番地13

16446 ドトールコーヒーショップEneJet 八千代市大和田新田314番地11

16447 ココス八千代店 八千代市大和田新田334-1

16448 焼肉五猿 八千代市大和田新田353-100

16449 K2 八千代市大和田新田353番地7

16450 homebarMint 八千代市大和田新田355-19

16451 焼肉きんぐ八千代店 八千代市大和田新田406-8

16452 ブロンコビリー八千代店 八千代市大和田新田410-1

16453 ガスト 八千代大和田店 八千代市大和田新田410番地1

16454 丸源ラーメン 八千代店 八千代市大和田新田41-7

16455 千成 八千代市大和田新田423

16456 うなぎ太介 八千代市大和田新田423-62

16457 新鮨 八千代市大和田新田42-4

16458 お食事処一福 八千代市大和田新田446番地195

16459 サイゼリヤ 八千代大和田新田店 八千代市大和田新田446番地48

16460 うどん 紬麦 八千代市大和田新田458-3

16461 八千代甲羅本店 八千代市大和田新田466-4

16462 どんぐり 八千代市大和田新田514-7

16463 とまり木 八千代市大和田新田59-33外山ビル1F

16464 竹乃 八千代市大和田新田63-1



16465 やちよスパイス食堂 八千代市大和田新田63-1飯田第三ビル101

16466 東池大勝軒おはこ八千代店 八千代市大和田新田63番地1飯田第1店舗1-4

16467 パブレストラン シルクロード 八千代市大和田新田63番地6

16468 びっくりドンキー八千代緑が丘店 八千代市大和田新田6-49

16469 ゆで太郎八千代工業団地店 八千代市大和田新田686-3

16470 味処かわしろ 八千代市大和田新田69-1

16471 餃子の王将八千代店 八千代市大和田新田71-3

16472 くら寿司 八千代店 八千代市大和田新田72-2

16473 やよい軒 大和田新田店 八千代市大和田新田73

16474 ラ・ローズ 八千代市大和田新田755-1

16475 パティオ 八千代市大和田新田755-1

16476 新富鮨 八千代市大和田新田758-42

16477 リナモナ 八千代市大和田新田758-43

16478 焼肉むさし八千代店 八千代市大和田新田923-5

16479 カラオケ本舗まねきねこ 八千代市大和田新田961-2

16480 ジョリ-パスタ 八千代店 八千代市大和田新田997番地

16481 ビストロイマナカ 八千代市島田176

16482 昭和レトロカラオケ酒場和処居 八千代市島田台1054-3

16483 炭火焼肉 一匠 八千代市島田台1188番地9

16484 スナックJinbe 八千代市島田台727-3

16485 じょっぱり 八千代市島田台734番地6

16486 山田うどん八千代島田台店 八千代市島田台740

16487 いろり処もみじ 八千代市島田台785-21

16488 居酒屋緑川 八千代市島田台834番地5

16489 ひだまりカフェ 八千代市島田台969-10

16490 ばんからラーメン 八千代市島田台997番地2

16491 吉野家八千代台西口店 八千代市八千代台西1‐10

16492 居酒屋 ドン底 八千代市八千代台西1-1-12-1F

16493 居酒屋スナック千秋 八千代市八千代台西1-1-28-101ウェストワン

16494 パブドルフィン 八千代市八千代台西1-1-28-1F

16495 新鮮焼き鳥つくねと地鶏千 八千代市八千代台西1-1-2STビル1F

16496 bar130 八千代市八千代台西1-1-2STビル5F

16497 串焼きとんとん 八千代市八千代台西1-1-30

16498 トラットリアキリグ 八千代市八千代台西1-1-36

16499 clubinfinity 八千代市八千代台西1-1-49-1Fコジマビル

16500 ハーフトーン 八千代市八千代台西1-1-502階

16501 もんじゃバー 八千代市八千代台西1-1-50タカケンビルNO．21F

16502 らくがき 八千代市八千代台西1-1-5センチュリーウエストビル1F

16503 夢ランド 八千代市八千代台西1-1-7-201

16504 JAZZBARLEGACY 八千代市八千代台西1-1-7青木ビル1F

16505 Yorimichi酒場A-Cgaru 八千代市八千代台西1-1-7青木ビル1階左手前

16506 スワンナプーム 八千代市八千代台西1-2-5

16507 助六 八千代市八千代台西1-4-12

16508 ヴィンテージ 八千代市八千代台西1-6-12-2F

16509 中華料理福順閣 八千代市八千代台西1-6-2-1F

16510 ちいさなスナック 八千代市八千代台西1-6-6

16511 mr．kanso八千代台店 八千代市八千代台西1-6-6-1F

16512 ASTY 八千代市八千代台西1-6-6ニューハウスビル1F

16513 光楽 八千代市八千代台西1丁目1番13号

16514 炭焼やひろちん 八千代市八千代台西1丁目1番18号

16515 居酒屋 さんぽ 八千代市八千代台西1丁目1番28号

16516 シュクリヤ 八千代市八千代台西1丁目1番2号

16517 居酒屋浜ちゃん 八千代市八千代台西1丁目1番7号

16518 スナック 影 八千代市八千代台西1丁目1番7号

16519 ヤキトリ鳥せん 八千代市八千代台西1丁目3番10号

16520 居酒屋富 八千代市八千代台西1丁目3番8号

16521 小料理 ゆう子 八千代市八千代台西1丁目6番5号

16522 カウンターバー 下町 八千代市八千代台西1丁目6番6号

16523 味ごころ 路 八千代市八千代台西1丁目6番6号

16524 麺や空と大地 八千代市八千代台西3-1-15MTハイツ1F

16525 グリルダイニングAago 八千代市八千代台西3-2-10中台ビル1階

16526 居酒屋まさひろ 八千代市八千代台西3-5-2

16527 スナックとコーヒーみえ 八千代市八千代台西3丁目10番5号

16528 古都里 八千代市八千代台西3丁目1番1号

16529 炭焼き本舗さばちゃん 八千代市八千代台西5-1-1

16530 イタリア食堂Tutti 八千代市八千代台西5-2-11F

16531 江戸寿司 八千代市八千代台西8-11-8

16532 COVOステーキ 八千代市八千代台西8-13-5

16533 KALASH 八千代市八千代台西9-18-1

16534 幸楽苑 八千代台店 八千代市八千代台西9丁目15番3号

16535 居酒屋つちの子 八千代市八千代台東1-10-12竹内ビル1階

16536 DABADA酒場 八千代市八千代台東1-10-15リヴァストン1F

16537 戯之吉 八千代市八千代台東1-10-16

16538 NaNa Griffon 八千代市八千代台東1-10-2-2F

16539 宏寿し 八千代市八千代台東1-10-6

16540 つきじ 寿司岩 八千代市八千代台東1-1-10

16541 だるま 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム

16542 洋食亭ブラームス 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム2F

16543 とんかついなば和幸八千代台店 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム3階

16544 飛騨の高山らーめん八千代台店 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム3階

16545 スマイルカフェ八千代台店 八千代市八千代台東1-1-10ユアエルム八千代台店1階

16546 すし海鮮うまいもんやごかん磯貝八千代台店 八千代市八千代台東1-14-1八千代プラザ1F

16547 わらいや 八千代市八千代台東1-14-1八千代プラザ3F

16548 居酒屋順子 八千代市八千代台東1-14-4サンハイツ八千代103

16549 手羽先番長八千代台店 八千代市八千代台東1-14-4サンハイツ八千代台102

16550 鳥屋一丁 八千代市八千代台東1-14-7ライスランド参番館1F

16551 大衆酒蔵 くら田 八千代市八千代台東1-15-3-119

16552 韓国食堂おんにね 八千代市八千代台東1-15-3-120

16553 BarBond 八千代市八千代台東1-15-3-124

16554 (h)etta 八千代市八千代台東1-15-3京成サンコーポ121

16555 ぐるめや 八千代市八千代台東1-15-3京成サンコーポ122号

16556 旬彩一喜 八千代市八千代台東1-17-11



16557 コスモス 八千代市八千代台東1-17-12八千代シティプラザA-121F

16558 NOIDEACOFFEE&BAR 八千代市八千代台東1-17-12八千代シティプラザA-7

16559 居酒屋ゆうゆう 八千代市八千代台東1-17-12八千代シティプラザAー6

16560 OHANA 八千代市八千代台東1-17-71八千代シティプラザBー106

16561 うまいもん酒場菜ッ八 八千代市八千代台東1-17-7シティプラザB棟2

16562 NEWペペルモコ 八千代市八千代台東1-17-8B-7

16563 京和居酒屋 八千代市八千代台東1-21-2

16564 北海道酒場 はた瀬 八千代市八千代台東1-2-12

16565 ラーメン明日香八千代台店 八千代市八千代台東1-2-12金子ビル1階

16566 カフェ＆ゴルフバーアルバトロス 八千代市八千代台東1-2-12第二イーストビル3F

16567 ドトールコーヒーショップ八千代台店 八千代市八千代台東1-2-14

16568 ゆずの小町 八千代市八千代台東1-2-14-2F

16569 蔵の味人 八千代市八千代台東1-2-14和光堂ビル1階

16570 エノテカフィオリーレ 八千代市八千代台東1-2-14和光堂ビル2F

16571 ちょっとバーM 八千代市八千代台東1-2-17エコービル2階

16572 炭火焼李 八千代市八千代台東1-22-1

16573 中国料理楼蘭 八千代市八千代台東1-22-5

16574 酒処 千代 八千代市八千代台東1-22-7

16575 韓国食堂なみ 八千代市八千代台東1-29-7

16576 ろしなんて 八千代市八千代台東1-32-12

16577 カフェふくろう 八千代市八千代台東1-38-2

16578 おばんざい料理天ちゃん 八千代市八千代台東1-45-16

16579 La Vie En Rose 八千代市八千代台東1-45-25

16580 JUNO 八千代市八千代台東1-45-25

16581 あいのり 八千代市八千代台東1-45-25

16582 clubSLYcafebar 八千代市八千代台東1-45-25ナガヤマビルI四階

16583 サラ 八千代市八千代台東1-6-8-B1渡辺歯科ビル

16584 スナックVoyage 八千代市八千代台東1-6-8渡辺ビル

16585 ニューひろ 八千代市八千代台東1-6-8渡辺ビルB1階

16586 お好み焼きみぃちゃん 八千代市八千代台東1-7-1高野ビル

16587 紫陽花 八千代市八千代台東1-8-17

16588 Live Cafe 凡 八千代市八千代台東1丁目10番13号

16589 白 八千代市八千代台東1丁目10番2号

16590 CLUBLipgloss 八千代市八千代台東1丁目14番7号ライスランド3番館201号室

16591 テキサス 八千代市八千代台東1丁目15番3号京成サンコーポ123

16592 カラオケ ポンポコ 八千代市八千代台東1丁目17番8号

16593 旬菜家庭料理志ま 八千代市八千代台東1丁目17番8号B-1シティプラザ

16594 小料理まり子 八千代市八千代台東1丁目17番8号シティプラザB棟1F

16595 大島屋 八千代市八千代台東1丁目18番1号

16596 銀座 チャイナドール 八千代市八千代台東1丁目1番10号

16597 鍛冶屋文蔵 ユアエルム八千代台店 八千代市八千代台東1丁目1番10号

16598 サンマルクカフェ ユアエルム八千代台店 八千代市八千代台東1丁目1番10号

16599 サイゼリヤ ユアエルム八千代台店 八千代市八千代台東1丁目1番10号

16600 QUANTHANGBAN 八千代市八千代台東1丁目2-17エコービル3F

16601 焼鳥 房州 八千代市八千代台東1丁目21番16号

16602 すし晴 八千代市八千代台東1丁目21番25号

16603 松屋 八千代台東口店 八千代市八千代台東1丁目2番16号

16604 カラオケスナックスリル 八千代市八千代台東1丁目8番17号五十里屋店舗3号

16605 レイ＆REI 八千代市八千代台東2-13-2

16606 居酒屋旬食楽屋 八千代市八千代台東2-9-1

16607 ラビキャン 八千代市八千代台東2-9-1

16608 大黒寿司 八千代市八千代台東3-1-1

16609 居酒屋ねむりねこ 八千代市八千代台東3-5-3

16610 ごはんや居酒屋しもしょく 八千代市八千代台東4-9-15

16611 やまとり 八千代市八千代台南1-11-12-10A

16612 アニソンカラオケ酒場マナティ 八千代市八千代台南1-11-12メイプル・プラザ20F号室

16613 居酒屋大将 八千代市八千代台南1-11-12メイプルプラザ1階

16614 カラオケ＆Diningアーマ 八千代市八千代台南1-11-12メイプルプラザC101

16615 カラオケ居酒屋じゃがいも 八千代市八千代台南1-11-12メイプルプラザE号室

16616 手羽だるま八千代台 八千代市八千代台南1-11-9

16617 アジアンパレス 八千代市八千代台南1-12-2

16618 甘味・食事処すずめ 八千代市八千代台南1-12-3

16619 御料理ゆきたけ 八千代市八千代台南1-12-3すずめビル1F

16620 花金 八千代市八千代台南1-12-3すずめビル1F

16621 珈琲とボドゲの店ホウ・ム 八千代市八千代台南1-12-3すずめビル202

16622 A-BAR 八千代市八千代台南1-12-5STARビル2F

16623 富代里 八千代市八千代台南1-12-7

16624 豊後高田どり酒場八千代台東口駅前店 八千代市八千代台南1-1-2小池ビル地下1階

16625 鳥貴族八千代台店 八千代市八千代台南1-1-4

16626 カラオケまねきねこ八千代台東口店 八千代市八千代台南1-1-4

16627 喰わせ屋しげる 八千代市八千代台南1-1-6

16628 居酒屋済州 八千代市八千代台南1-1-6

16629 居酒屋 愛 八千代市八千代台南1-1-6

16630 しちりん八千代台東口店 八千代市八千代台南1-1-61F

16631 スタジオヘブン 八千代市八千代台南1-1-6ハピネスK-1F

16632 カラオケ霧島 八千代市八千代台南1-1-6菅原ビル2階

16633 BarFLAIR 八千代市八千代台南1-1-7

16634 NGON QUAN 八千代市八千代台南1-1-7

16635 すし屋の茂勘 八千代市八千代台南1-24-14

16636 OKAY SHOT BAR 八千代市八千代台南1-3-10

16637 XUXUMART 八千代市八千代台南1-3-10LALAビル1階

16638 居酒屋みよちゃん 八千代市八千代台南1-3-12

16639 YAKINIKU&BARO.U.T. 八千代市八千代台南1-3-15手塚ビル1F

16640 DiningShotBarIZAKAYAKIBUN 八千代市八千代台南1-3-15手塚ビル2階

16641 clubヒューズ 八千代市八千代台南1-3-17知脇ビル

16642 創作Diningbartocotoco 八千代市八千代台南1-3-3やままんビル3階

16643 炭焼家串じまん八千代台店 八千代市八千代台南1-3-5

16644 韓国家庭料理 韓国村 八千代市八千代台南1-4-10

16645 エンドレス 八千代市八千代台南1-4-10-501

16646 チャーム 八千代市八千代台南1-4-10キューブ7-101

16647 ポプリ 八千代市八千代台南1-4-10キューブ7ビル4F

16648 FIRSTCLASS 八千代市八千代台南1-4-10キューブビル4F



16649 フィリピン居酒屋エンジョイ 八千代市八千代台南1-4-10グレイス八千代103

16650 本家絶品煮込みカツカレーの店 八千代市八千代台南1-4-2大友ビル1F

16651 ピアットフェリーチェ 八千代市八千代台南1-4-3

16652 スナック月齢 八千代市八千代台南1-4-3

16653 スナック風居酒屋ぶーちゃん 八千代市八千代台南1-4-3

16654 あさいち 八千代市八千代台南1-4-4

16655 居酒屋とうせん坊 八千代市八千代台南1-4-4

16656 パブデザイアー 八千代市八千代台南1-4-4水越店舗101

16657 養老乃瀧八千代台東口店 八千代市八千代台南1‐5‐1

16658 ガガル八千代台南店 八千代市八千代台南1-5-14

16659 炭火やきとり鳥火 八千代市八千代台南1-5-4京田ビル1F

16660 Pubさらん 八千代市八千代台南1-5-5南ビル1階

16661 クラブ ALBA 八千代市八千代台南1-5-6メゾン井上101

16662 八千代ホルモン 八千代市八千代台南1-5-6メゾン井上103

16663 I'sbar 八千代市八千代台南1-6-10英ビルB1

16664 スナック花染 八千代市八千代台南1-6-2

16665 Lierecafe 八千代市八千代台南1-6-5

16666 ピッツェリアバッジョ 八千代市八千代台南1-6-8

16667 居酒屋三鶴 八千代市八千代台南1-6石井ビル1階

16668 エベレストカレーハウス1 八千代市八千代台南1-7-1

16669 トリニティー 八千代市八千代台南1-7-1

16670 ルージュ 八千代市八千代台南1-7-1シャイニービル2階

16671 スナックCLUBZ 八千代市八千代台南1-7-1シャイニービル6階

16672 桂林餃子満足八千代台店 八千代市八千代台南1-7-4

16673 インド ネパール レストラン アグニ 八千代市八千代台南1-9-15

16674 居酒屋姉妹 八千代市八千代台南1丁目11番10号

16675 家庭料理 みほ 八千代市八千代台南1丁目11番11号

16676 ハイビスカス 八千代市八千代台南1丁目11番11号森山ビル1階

16677 パセリ 八千代市八千代台南1丁目18番11号

16678 串酎 八千代市八千代台南1丁目19番12号

16679 RIO FOODS株式会社 八千代市八千代台南1丁目1番10号

16680 土間土間 八千代台店 八千代市八千代台南1丁目1番4号

16681 パブサンナイト 八千代市八千代台南1丁目1番6号サンエスビル2F

16682 美家古寿司 八千代市八千代台南1丁目1番8号

16683 瀧 八千代市八千代台南1丁目24番14号

16684 シェイクハンド 八千代市八千代台南1丁目3番10号

16685 ブルームーン 八千代市八千代台南1丁目3番17号

16686 多国籍料理バンブーホットランドカフェタンドリ 八千代市八千代台南1丁目3番3号イマス山京ビル1階

16687 Pub Rose 八千代市八千代台南1丁目4番10号

16688 喫茶・スナック・フレンズ 八千代市八千代台南1丁目4番4号手塚ビル1F

16689 MasaTora 八千代市八千代台南1丁目6番10号英ビル1階

16690 夢酒場感謝 八千代市八千代台南1丁目6番2号

16691 らーめん松信 八千代台店 八千代市八千代台南2-10-38

16692 cafe_bistroSola 八千代市八千代台南3-1-1

16693 ヴィ・ド・フランス八千代台店 八千代市八千代台北1

16694 越後そば八千代台店 八千代市八千代台北1-0

16695 ビストロユーノ 八千代市八千代台北10-18-7

16696 ウエスト八千代台店 八千代市八千代台北10-6-8

16697 客満堂 八千代市八千代台北1-1

16698 ニューガウレレストラン＆セクワガル 八千代市八千代台北1-10-18

16699 BarSyndrome 八千代市八千代台北1-10-19YMビル1階

16700 甘味カフェ＆おうちごはんひより 八千代市八千代台北1-10-19YMビル2階

16701 イタリア食堂イルソーレビバーチェ 八千代市八千代台北1-10-1桑原第二ビル一号室

16702 おふくろの味 居酒屋のりちゃん 八千代市八千代台北1-4-8

16703 みはら 八千代市八千代台北16-1-12

16704 うなぎ割烹 宮川 八千代市八千代台北16丁目16番12号

16705 居酒屋甚家 八千代市八千代台北17-16-13

16706 焼鳥 おたふく 八千代市八千代台北17丁目16番11号

16707 名古屋うどん 八千代市八千代台北1-8-17

16708 カラオケ喫茶スナック南国パラダイス 八千代市八千代台北1-9-3コーポ総101

16709 TapSpotPerch 八千代市八千代台北1-9-3コーポ総103

16710 昼カラオケスナックルピナス 八千代市八千代台北1-9-3コーポ総105

16711 松屋 八千代台西口店 八千代市八千代台北1丁目11番3号

16712 TAKOTACOISLAND 八千代市八千代台北1丁目11番3号

16713 居酒屋咲 八千代市八千代台北1丁目1番アピアビル1F

16714 らーめんパンケ 八千代市八千代台北1丁目9番3号

16715 そば処 ふみや 八千代市八千代台北2丁目1番11号

16716 ログ 八千代市八千代台北7-2-3

16717 ラーメンめん丸八千代台店 八千代市八千代台北7丁目1番2号

16718 鈴の玉 八千代市八千代南1-4-10キューブセブン401

16719 居酒屋 四郎兵 八千代市平戸36番地

16720 かかし 八千代市平戸5番地3

16721 麺屋小鉄 八千代市米本1910-18

16722 ら～めん純輝八千代店 八千代市米本2146番地

16723 レストランWAIKIKI八千代店 八千代市米本2150番地

16724 吉野家 16号線米本店 八千代市米本2160番地2

16725 珍來 米本団地前店 八千代市米本2163番地2

16726 ラー弁 八千代市米本2168-16

16727 大三元酒家 八千代市米本2370番地21

16728 キッチンリューズ 八千代市米本2565-5

16729 よこ田 八千代市保品1915番地116

16730 ブルーシャ 八千代市保品969-2

16731 川五郎 八千代市堀の内461-2

16732 TOHOシネマズ八千代緑が丘 八千代市緑が丘1-1-1

16733 モスバーガー八千代緑が丘店 八千代市緑が丘1-1-1

16734 香港庭 八千代市緑が丘1-1-1

16735 串道楽味の郷 八千代市緑が丘1-1104-3

16736 麺や味の郷 八千代市緑が丘1-1104-3

16737 すしそば和らぎ 八千代市緑が丘1-1104-3

16738 山内農場八千代緑が丘駅前店 八千代市緑が丘1-1104-3八千代緑が丘駅ビル1階

16739 千年の宴八千代緑が丘北口駅前店 八千代市緑が丘1-1-1公園都市プラザ1階

16740 魚民八千代緑が丘北口駅前店 八千代市緑が丘1-1-1公園都市プラザ1階



16741 うっとり緑が丘店 八千代市緑が丘1-2-22緑が丘ビルこがね1F

16742 Rasoiラソイインド料理 八千代市緑が丘1丁目1番1号

16743 パッソ ノヴィータ 八千代市緑が丘1丁目1番1号

16744 備長炭火ホルモン焼しちりん 八千代市緑が丘1丁目1番1号

16745 サイゼリヤ 八千代緑が丘店 八千代市緑が丘1丁目1番1号

16746 レストラン ヒロ 八千代市緑が丘1丁目4番1号

16747 焼肉大将軍八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-1

16748 居酒屋カラオケ みなみちゃん 八千代市緑が丘2-11-4

16749 麺場 田所商店 八千代市緑が丘2-1-3

16750 和ぱすた ぽぽらまーま 八千代市緑が丘2-1-3

16751 しゃぶしゃぶ金の鍋 八千代市緑が丘2-1-3

16752 まぐろ一番本舗 八千代市緑が丘2-1-3

16753 大戸屋ごはん処 八千代市緑が丘2-1-3-2階

16754 王記厨房 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール4F

16755 本格インド料理GANESHA 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘

16756 HELLO!TEA 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘

16757 バナナの神様 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘2F

16758 四六時中八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘2階

16759 ハートブレッドアンティークイオンモール八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘2階

16760 とんかつ坂井精肉店八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-3イオンモール八千代緑が丘店2F

16761 くいもの屋わん八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2-1-3イオン八千代緑ヶ丘ショッピングセンター1F

16762 幸楽苑ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3

16763 元天ねぎ蛸 八千代市緑が丘2丁目1番3

16764 はなまるうどん 八千代市緑が丘2丁目1番3

16765 スターバックスコーヒー 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16766 海鮮三崎港 八千代緑が丘イオンSC店 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16767 珈琲館 イオンモール八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16768 てんやイオンモール八千代緑が丘 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16769 リンガーハット 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16770 ケンタッキーフライドチキン 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16771 泰山亭 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16772 サーティワンアイスクリーム 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16773 マクドナルドイオン八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16774 デザート王国 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16775 八千代餃子軒 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16776 すき家 イオンモール八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号

16777 オー！マイステーキイオンモール八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号イオンモール八千代緑が丘2F

16778 ミスタードーナツイオンモール八千代緑ヶ丘ショップ 八千代市緑が丘2丁目1番3号イオンモール八千代緑が丘店411

16779 韓味家 八千代市緑が丘2丁目1番3号イオンモール八千代緑が丘店内225

16780 花あかりえびす八千代緑が丘店 八千代市緑が丘2丁目1番3号イオンモール八千代緑が丘内2F

16781 男子ごはん 元気屋・絆 八千代市緑が丘2丁目2番10号

16782 カフェイルチェッロ 八千代市緑が丘3-2-1-102アピオン緑が丘

16783 食彩浪漫狐里庵 八千代市緑が丘3丁目2番4号

16784 八千代緑が丘食堂 八千代市緑が丘西1-12-1

16785 吉野家 八千代緑ヶ丘店 八千代市緑が丘西1丁目13番地2

16786 カフェ ノクターン 八千代市緑が丘西2-12-5

16787 凱旋門奥の院八千代緑が丘店 八千代市緑が丘西2-9-1

16788 キャッツアイ八千代店 八千代市緑が丘西2丁目13番地3

16789 小樽らーめん豆の木我孫子店 我孫子市つくし野1-1-2

16790 GarageCafeNyanchu 我孫子市つくし野1-22-34

16791 丸亀製麺我孫子 我孫子市つくし野4-5-1

16792 スシロー我孫子店 我孫子市つくし野4-5-3

16793 デニーズ 我孫子つくし野店 我孫子市つくし野4丁目1番1号

16794 中華料理かっぱちゃん 我孫子市つくし野6-4-20

16795 レストラン＆コーヒーシャンティーイ 我孫子市つくし野6丁目4番19号

16796 かふぇたぴ 我孫子市岡発戸930-1

16797 Friend 我孫子市下ケ戸1826-4

16798 鳥貴族我孫子北口店 我孫子市我孫子1-10-20ラ・カンパネラ2階

16799 炭火焼居酒屋八っちゃん我孫子北口店 我孫子市我孫子1-11-1宮澤ビル2F

16800 一茶 我孫子市我孫子1-11-20-1F

16801 庄や 我孫子店 我孫子市我孫子1-1-16

16802 はなぜん我孫子北口駅前店 我孫子市我孫子1-11-8

16803 BAR ヴェロニカ 我孫子市我孫子1-11-9金井ビル2F

16804 インドカレーハリオン我孫子北口店 我孫子市我孫子1-1-24

16805 駅横びすとろ備前 我孫子市我孫子1-1-24

16806 桜田 我孫子市我孫子1-1-24

16807 大衆焼肉 大山 我孫子市我孫子1-14-3

16808 BARKING 我孫子市我孫子1-4-5我孫子ビル2F

16809 パライゾ 我孫子市我孫子1-6-1ゼロビル1F

16810 アルーカス 我孫子市我孫子1-8-17ルソルボンヌ103

16811 中華菜館 賑輪園 我孫子市我孫子1-9-2

16812 山十 我孫子市我孫子1-9-20

16813 備前 我孫子市我孫子1-9-6

16814 bartrevi 我孫子市我孫子1-9-9-2階

16815 モスバーガー我孫子駅北口店 我孫子市我孫子1丁目10番20号

16816 肉の米松 我孫子市我孫子1丁目6-11

16817 大衆割烹「盛」 我孫子市我孫子1丁目6-2

16818 ビストロ ヴァン-ダンジュ 我孫子市我孫子1丁目8番18号

16819 びっくりドンキー我孫子店 我孫子市我孫子3-20-2

16820 レストラン＆バーピラミッド 我孫子市我孫子3-35-14

16821 ファーストキッチン 我孫子市我孫子4-11-1

16822 Country Spice 我孫子市我孫子4-11-1

16823 KFCあびこショッピングプラザ店 我孫子市我孫子4-11-1

16824 リンガーハットあびこショッピングプラザ店 我孫子市我孫子4-11-1-1F

16825 福泰厨房EXPRESS 我孫子市我孫子4-11-1アビコショッピングプラザ

16826 サンジェルマン我孫子店 我孫子市我孫子4-11-1あびこショッピングプラザ1F

16827 くら寿司 あびこショッピングプラザ店 我孫子市我孫子4-11-2

16828 純手打蕎麦松風庵 我孫子市我孫子4-20-35

16829 インド ネパール レストラン 我孫子市我孫子4-2-1榎本ビル1F

16830 天ぷら中むら家 我孫子市我孫子4-29-19

16831 LemonGrass 我孫子市我孫子4-4-1

16832 つけそば 中華そば 浜屋 我孫子市我孫子4-4-1



16833 CAFE DOCK 我孫子市我孫子4-7-13

16834 築地銀だこ 我孫子市我孫子4丁目11番1号あびこショッピングプラザ1F

16835 夢庵 我孫子北店 我孫子市我孫子4丁目38番23号

16836 サイゼリヤ 我孫子新田店 我孫子市我孫子新田10番地9

16837 ラーメンばんだい我孫子店 我孫子市我孫子新田22-27

16838 食パンカフェモリーノ 我孫子市我孫子新田22-30

16839 やぶ庄 我孫子市久寺家1-10-5

16840 とんぼ 我孫子市久寺家417

16841 一期 我孫子市湖北台10-18-1

16842 彩仙龍 我孫子市湖北台1-1-16

16843 デンスケ 我孫子市湖北台1-12-14

16844 龍鳳館 我孫子市湖北台1-12-18

16845 株式会社 花悠房 我孫子市湖北台1-12-18

16846 オニヘイ 我孫子市湖北台1-12-23

16847 寿 我孫子市湖北台1-12-5

16848 魚一八 我孫子市湖北台1-12-5

16849 その子 我孫子市湖北台1-12-9

16850 カラオケラウンジtoU 我孫子市湖北台1-12-9

16851 和食 おけさ 我孫子市湖北台1-13-19

16852 中華料理若 我孫子市湖北台1-13-21

16853 ますみ 我孫子市湖北台1-13-21

16854 居酒屋いみちゃん 我孫子市湖北台1-13-3

16855 スナックコスモス 我孫子市湖北台1-13-3山田ビル

16856 すしめん処大京湖北台店 我孫子市湖北台1-14-10

16857 ままや 我孫子市湖北台1-14-7

16858 安良居 我孫子市湖北台1-15-6

16859 パートナー 我孫子市湖北台1-15-8

16860 大幸 我孫子市湖北台1-15-8

16861 居酒屋瀧 我孫子市湖北台1丁目12番9号

16862 ポワロー 我孫子市湖北台1丁目13番18号

16863 家庭料理 花うさぎ 我孫子市湖北台1丁目13番21号

16864 金寿し 我孫子市湖北台1丁目13番8号

16865 みの太 湖北店 我孫子市湖北台1丁目13番8号

16866 古木庵 タニヤ 我孫子市湖北台1丁目16番地3号

16867 なの花 我孫子市湖北台1丁目17番1号

16868 鰻お賀川 我孫子市湖北台3-3-21

16869 中華料理榮來 我孫子市湖北台8-18-5

16870 Meg'sKitchen 我孫子市湖北台8-3-4

16871 瀬がわ 我孫子市湖北台8-3-7

16872 ニューレイコ 我孫子市湖北台8-4-9

16873 手打らーめん 長来 我孫子市湖北台8-6-25

16874 喫茶スナックわかぎ 我孫子市湖北台8-6-26

16875 あづま 我孫子市湖北台8-8-12

16876 カラオケスポット えんじぇる 我孫子市湖北台8丁目18番8号

16877 バーミヤン 我孫子湖北台店 我孫子市湖北台8丁目7番14号

16878 居酒屋そのまんま 我孫子市湖北台9-6-4

16879 カラオケひろばドレミ 我孫子市湖北台9-6-9

16880 和牛 炭火焼肉 恒 我孫子市湖北台一丁目12番23号

16881 ガスト 我孫子店 我孫子市高野山295番地1

16882 トラットリアジュリエッタ 我孫子市高野山53-1

16883 茨城タンメンカミナリ 我孫子店 我孫子市高野山589-4

16884 幸楽苑 我孫子店 我孫子市高野山596-1

16885 中国料理 吉祥 我孫子市根戸1238-21

16886 煮干中華そばのじじR 我孫子市根戸1738-2

16887 	鮮魚れすとらんマルキ水産 我孫子市根戸1739-1

16888 カジュアルイタリアンバルK 我孫子市柴崎台1-10-15

16889 泰山逸品 我孫子市柴崎台1-10-8

16890 カラオケがじゅまる 我孫子市柴崎台1-13-36

16891 ふじ野 我孫子市柴崎台1-6-6

16892 大衆酒場 まるみ 我孫子市柴崎台1-7-1

16893 喜久屋 秀峰 我孫子市柴崎台1丁目13番18号-2F

16894 合名会社 弥生軒 我孫子市柴崎台1丁目19番1

16895 豆でっぽう 我孫子市柴崎台2-6-21

16896 大衆串焼酒場我家天王台店 我孫子市柴崎台2-6-3マルゴビル1階

16897 インド・ネパール料理ダーフェ 我孫子市柴崎台3-10-15ササキビル101

16898 いける 鮨 我孫子市柴崎台3丁目4番地1号

16899 居酒屋やまびこ 我孫子市柴崎台4-8-1

16900 有限会社 清華 我孫子市柴崎台4丁目5番15号

16901 パスタマーレ 我孫子市柴崎台4丁目5番22号

16902 我孫子 弥生軒 我孫子市柴崎台5-3-18-101

16903 美彩食田辺 我孫子市柴崎台5-6-38コルディアーレ田辺

16904 はま寿司 我孫子若松店 我孫子市若松101

16905 手打ち蕎麦 湖庵 我孫子市若松139-3宝ビル101

16906 松屋 我孫子若松店 我孫子市若松140番地1

16907 インドカレーハリオン我孫子若松店 我孫子市若松141-4

16908 そば処巴屋 我孫子市若松149番地6

16909 ラーメン桂 我孫子市若松170-6

16910 ココス我孫子店 我孫子市若松20-3

16911 しゃぶしゃぶどん亭手賀沼店 我孫子市若松94-2

16912 鈴木屋 我孫子市寿1-10-21

16913 すき家 我孫子寿店 我孫子市寿2-14-24

16914 環七らーめんてらっちょ 我孫子市寿2-25-30

16915 欧風酒房 カンティーナ 我孫子市寿2-25-30

16916 程々 我孫子市寿2-25-30

16917 AlohaFarm 我孫子市寿2-27-31

16918 富桝旅館 我孫子市寿2丁目22番19号

16919 夢庵 我孫子若松店 我孫子市寿2丁目24番9号

16920 季節料理 すヾき 我孫子市寿2丁目9番26号

16921 悠楽庵 我孫子市新木1549-4

16922 カラオケ響 我孫子市新木3055-1

16923 居酒屋やえちゃん 我孫子市新木野1-1-10

16924 江城餃子館 我孫子市新木野1-1-57



16925 cafe裕 我孫子市新木野1-16-2

16926 新祭 我孫子市青山432-7

16927 駅前屋台 我孫子市青山432番地9

16928 うな藤 我孫子市青山台3-6-7

16929 日本料理月花 我孫子市青山台4-1-12

16930 笑 福 我孫子市青山台4丁目21番12号

16931 たけまさ 我孫子市泉17-37

16932 スナック来夢 我孫子市泉26-1

16933 宝島我孫子店 我孫子市台田3-1-40

16934 英鮨 我孫子市台田4-1-30

16935 ジョリーパスタ 我孫子店 我孫子市台田4-1-38

16936 伝丸 我孫子店 我孫子市台田4丁目11番35号

16937 居酒屋とんぼ 我孫子市中峠1212-2

16938 居酒屋麗湖 我孫子市中峠1498-1

16939 炉端 浜 我孫子市中峠3043番地

16940 トマトアンドオニオン我孫子店 我孫子市中峠台11-5

16941 すし双葉 我孫子市中峠台17-2

16942 未来 我孫子市中峠台4-10-201

16943 居酒屋たまゆう 我孫子市中峠台4番地17岩井ビル102

16944 レストパブ トット 我孫子市中里6番地1

16945 まちのクレープ屋さんアクアローズ 我孫子市天王台1-1-25-101

16946 居酒屋殿 我孫子市天王台1-1-25スカイプラザ104

16947 焼肉太陽 我孫子市天王台1-1-25天王台スカイプラザビル1F

16948 INDIAN RESTAURANT 我孫子市天王台1-13-7

16949 カラオケ-スナック プラージュ 我孫子市天王台1-13-7

16950 カフェバーショーワ 我孫子市天王台1-1-3リバーフォービルB1

16951 ひろ場 我孫子市天王台1-15-3

16952 中華喫茶なかむら 我孫子市天王台1-20-9

16953 魚河岸あみ清 我孫子市天王台1-23-22

16954 PUB ROSE 我孫子市天王台1-23-22

16955 翔ちゃん餃子 我孫子市天王台1-23-23-1F

16956 (株)なか卯　天王台駅前店 我孫子市天王台1-24-3MAビル1F

16957 ミスタードーナツ天王台駅前店 我孫子市天王台1-24-4

16958 なべちゃんズ 我孫子市天王台1-24-8

16959 お好み焼き 玉や 我孫子市天王台1-24-9

16960 季節料理 旬 我孫子市天王台1-24-9

16961 Lounge Eve 我孫子市天王台1-24-9

16962 居酒家匠天王台駅南口店 我孫子市天王台1-24-9第二松崎ビル1F

16963 や台ずし 我孫子市天王台1-4-3

16964 鳥貴族天王台店 我孫子市天王台1-4-3CHARIOTSHIBASAKI2階

16965 膳彩やおうみ 我孫子市天王台1-5-16内藤ビル1階

16966 めし屋味日和 我孫子市天王台1-5-3千修ビル1階

16967 立飲みだありん 我孫子市天王台1-5-5佐々木ビル1F

16968 あみ焼元祖しちりん天王台 我孫子市天王台1丁目23番24号

16969 キャラパートⅡ 我孫子市天王台2-2-22コーポタナアミ106

16970 チャイニーズダイニングえん 我孫子市天王台2-2-33第三青木ビル1階

16971 天王龍 我孫子市天王台2丁目2番22号

16972 すし勝 我孫子市天王台3-23-1

16973 明星苑 我孫子市天王台3-23-1

16974 うなぎ小暮や 我孫子市天王台4-2-22

16975 ピーチ 我孫子市天王台4-3-10

16976 wootwop 我孫子市天王台4-7-1TS第一マンション102

16977 コメダ珈琲我孫子天王台店 我孫子市天王台6-17-8

16978 有限会社アルブルFIGUIER 我孫子市天王台二丁目2-22コーポタナアミ102号

16979 ねもと 我孫子市都部99番地1

16980 Hummingbird 我孫子市東我孫子1-3-3

16981 東苑 我孫子市東我孫子1丁目4番12号

16982 御食事処 とらい 我孫子市東我孫子2-33-21

16983 ポトス 我孫子市東我孫子2-34-5

16984 麺屋見うち 我孫子市東我孫子2-34-8

16985 肉の米松 我孫子市東我孫子2丁目17-18-101東我孫子2丁目17-18-101

16986 香鼎泰 我孫子市東我孫子2丁目29-24

16987 吉野家 東我孫子店 我孫子市東我孫子2丁目36-25

16988 三代目ちょうちん 我孫子市南新木3-10-1

16989 鳥さわ 我孫子市南新木4-21-1

16990 蓬庵 我孫子市南青山32番地3

16991 かじ池亭 我孫子市日の出1521-10

16992 うだ川 我孫子市白山1-3-5

16993 らーめん大我孫子店 我孫子市白山1-7-7

16994 華蓮厨房 我孫子市布佐1101-4

16995 一光 我孫子市布佐1-13-4

16996 スナック館 我孫子市布佐1-18-4

16997 居酒屋板さん 我孫子市布佐1丁目18番12

16998 ビジネス旅館布佐 我孫子市布佐2281-1ビジネス旅館布佐

16999 居酒屋ふくどり 我孫子市布佐2573-1

17000 紅龍閣布佐店 我孫子市布佐2602-1

17001 まごころの店 ふくどり 我孫子市布佐2605番地9

17002 居魚家いがらし 我孫子市布佐2760番地5

17003 居酒屋さとちゃん 我孫子市布佐2781番地2

17004 PHO77 我孫子市布佐2787番地12

17005 らーめん 元気 我孫子市布佐3060-12

17006 宇の丸寿司 我孫子市布佐3402番地6

17007 酒楽食場だんらん 我孫子市布佐平和台1-1-101

17008 麺屋勝天 我孫子市並木5-10-6

17009 らーめん内味喜 我孫子市並木5丁目1番8号

17010 自遊空間BREAKERS 我孫子市並木6丁目13番

17011 海鮮処いわい 我孫子市本町1-1-10

17012 お好み焼道場 くいだおれ 我孫子市本町1-1-11

17013 バンヌフ 我孫子市本町1-1-11青木ビル

17014 鰻お賀川我孫子店 我孫子市本町1-1-11青木ビル1階

17015 食事処くつろぎ 我孫子市本町1-1-11青木ビルB1

17016 カラオケ バンバン我孫子店 我孫子市本町1-1-6



17017 駅前居酒屋 かっぱ 我孫子市本町1-1-6-1F

17018 カラオケ居酒屋かっぱ天国 我孫子市本町1-1-6第2吉田ビル2F

17019 美鈴 我孫子市本町1-1-7

17020 酒処一心 我孫子市本町1-6-12

17021 しちりん我孫子店 我孫子市本町1丁目1番8号

17022 日高屋我孫子南口店 我孫子市本町2-1-1

17023 大衆串焼酒場 我家 我孫子店 我孫子市本町2-1-5第一宇田川ビル1F

17024 北海道らーめんひむろ我孫子店 我孫子市本町2-2-19市川ビル1階

17025 海華我孫子店 我孫子市本町2-2-20

17026 豊後高田どり酒場我孫子南口駅前店 我孫子市本町2-2-3我孫子駅前サイコビル5階

17027 ゆずの小町 我孫子店 我孫子市本町2-2-7

17028 マクドナルド 我孫子駅前店 我孫子市本町2-2-7

17029 和牛一頭焼肉恒 我孫子市本町2-3-2

17030 ClubBLENDA 我孫子市本町2-3-2プラザビル3階

17031 せんげん家 我孫子市本町2-5-1-102号

17032 串焼びすとろ晴れるや我孫子店 我孫子市本町2-5-1ヒルトップ我孫子2階

17033 きみ吉 我孫子市本町2-6-12サンシティーマンション1F

17034 三谷屋 我孫子市本町2-6-24

17035 居酒屋ゆきの 我孫子市本町2-6-8

17036 焼鳥 ごちゃ満開 我孫子市本町2-7-7

17037 合名会社弥生軒 我孫子市本町2丁目1番

17038 合名会社弥生軒 我孫子市本町2丁目1番

17039 ドトールコーヒーショップ 我孫子南口店 我孫子市本町2丁目1番2号

17040 株式会社松屋フーズ 千葉我孫子店 我孫子市本町2丁目2番19号

17041 コ・ビアン 我孫子市本町2丁目4番10号

17042 福照飯店 我孫子市本町2丁目5-15

17043 喜楽 我孫子市本町2丁目5番15号

17044 コ・ビアン Ⅱ 我孫子市本町2丁目6番26号

17045 カラオケ あられ 我孫子市本町2丁目7番17号

17046 角松本店 我孫子市本町3-4-25

17047 一歩亭 我孫子市本町3丁目4番3号

17048 すなっく 幸 我孫子市本町一丁目1番11号

17049 有限会社 安井家 我孫子市本町三丁目6番1号

17050 カレーハウスココ壱番屋 我孫子市本町二丁目3番23号田中ビル1階

17051 ブロンコビリー 我孫子店 我孫子市緑1-11-27

17052 しゃぶしゃぶ海鮮料理志ぶや 我孫子市緑1-1-6

17053 すし処 司 我孫子市緑1丁目3番8号

17054 tegare 我孫子市緑2-11-33-102

17055 横浜らーめん寿三家 我孫子市緑2-11-33島根ビル

17056 カラオケBanBan我孫子緑店 我孫子市緑2-11-41

17057 ノースレイクカフェ＆ブックス 我孫子市緑2-11-48

17058 ムッシュタタン 我孫子市緑2-11-58

17059 牛角鴨川店 鴨川市横渚1052-1

17060 鮨笹元 鴨川市横渚1063-1

17061 中国料理東洋鴨川店 鴨川市横渚1101-1

17062 マクドナルド鴨川店 鴨川市横渚1101-2

17063 LaSerenata 鴨川市横渚1101-3

17064 ベルフローレ 鴨川市横渚1101-3

17065 BEACH CAFE Kamogawa 鴨川市横渚1101-5

17066 flapper 鴨川市横渚1103-7

17067 松鮨 鴨川市横渚1115-1

17068 川京 鴨川市横渚1117

17069 SIOUX 鴨川市横渚1118

17070 居酒屋忠兵衛 鴨川市横渚1118

17071 BONSCAFE 鴨川市横渚1123

17072 房総美味いもの屋 藤よし 鴨川市横渚1222-1

17073 Oahu 鴨川市横渚132-1-1F

17074 ほろ酔い 鴨川市横渚1387-1

17075 CaSa 鴨川市横渚143-1

17076 和ダイニング桃源坊 鴨川市横渚1471-32

17077 地魚料理和さび 鴨川市横渚1481-1

17078 居酒屋かも川 鴨川市横渚1524-2

17079 中華料理福盛 鴨川市横渚1590-3

17080 麺工房 むつ味 鴨川市横渚1701-1

17081 アミーゴ 鴨川市横渚255

17082 Wine&ChampagneBarR 鴨川市横渚281-10

17083 NAANHOUSEINDIANRESTAURANT 鴨川市横渚297-1アトリオンZAMA1C

17084 ナイトスポットジュリ 鴨川市横渚533

17085 魚眠庵 マルキ本館 鴨川市横渚543

17086 しかま 鴨川市横渚585

17087 酒梨 鴨川市横渚622-1

17088 居酒屋花音 鴨川市横渚624

17089 舞 鴨川市横渚629-1

17090 Tailors 鴨川市横渚629-1

17091 居酒屋 永遠 鴨川市横渚629-1

17092 ももこ 鴨川市横渚629-1商工業協同組合

17093 ADLIB 鴨川市横渚629-3

17094 スナック 旅路 鴨川市横渚634-1

17095 蘭 鴨川市横渚645-5

17096 SNACKDIANA 鴨川市横渚664-2

17097 ふぉるてな 鴨川市横渚671

17098 おかめ 鴨川市横渚674-3

17099 タイム 鴨川市横渚684-2

17100 パパ倶楽部 鴨川市横渚694

17101 冨美寿司 鴨川市横渚721

17102 米山 鴨川市横渚783

17103 なぎさ 鴨川市横渚786

17104 アースツリーカフェ 鴨川市横渚805-1

17105 オリーブ 鴨川市横渚808-79

17106 旅館中村 鴨川市横渚843番地

17107 風神 鴨川市横渚867-1

17108 寿司処肇 鴨川市横渚878-1



17109 葡萄酒ノ褻ノ日 鴨川市横渚888-2

17110 焼鳥監督 鴨川市横渚888-2コーポ松103号

17111 ほほえみ 鴨川市横渚908-1

17112 居酒屋居瑠家 鴨川市横渚920-1

17113 レストラン伊せや 鴨川市横渚971-2MOビル1F

17114 侑 鴨川市下小原441

17115 家紋 鴨川市花房73-1

17116 やきや 鴨川市貝渚125

17117 cercatrova 鴨川市貝渚125Sビル2F

17118 すし処と貝 鴨川市貝渚1725-3

17119 磯波 鴨川市貝渚2611-1

17120 麺屋馬琴 鴨川市貝渚308-1

17121 レストランアペティート 鴨川市貝渚309

17122 酒処 鯉 鴨川市貝渚810-3

17123 バーミヤン鴨川店 鴨川市貝渚字南川田59-2

17124 かっぱ寿司 鴨川店 鴨川市貝渚南川田39-1

17125 悠遊庵 鴨川市滑谷297-1

17126 炭火barいろは 鴨川市滑谷716-1

17127 鴨八食堂 鴨川市滑谷813-3

17128 大寿司 鴨川市宮1664-4

17129 そ～ろそろ帰りたくなる家呑み屋金ぎょ村 鴨川市宮23-2

17130 おまかせ料理味平 鴨川市宮579-3

17131 シーホース 鴨川市古畑381

17132 和 鴨川市広場1015

17133 るーびろぽっさ 鴨川市広場1022

17134 パール 鴨川市広場1094-6

17135 うな心 鴨川市広場1113-13

17136 レストランスタッフ 鴨川市広場1328-5番地

17137 長七 鴨川市広場1354-9

17138 炭火焼 市場ん鶏 鴨川市広場1969

17139 居酒屋蓮 鴨川市広場1969-1

17140 ココス鴨川店 鴨川市広場769-1

17141 呑癒庵鳥丸ん家 鴨川市広場795-1

17142 居酒屋二輪草 鴨川市広場799-2

17143 ヒポポタマス 鴨川市広場799-2

17144 串TAKA 鴨川市広場802

17145 やきとり 鳥一 鴨川市広場802

17146 和風スナック裕子 鴨川市広場817

17147 風雲 鴨川市広場817

17148 あかね 鴨川市広場817

17149 居酒屋 琴八 鴨川市広場817

17150 鴨川グランドホテル 鴨川市広場820

17151 （有）アルガマリーナ 鴨川市広場820番地

17152 鴨川グランドタワー スカイラウンジ 鴨川市広場834

17153 「和」だいこん 鴨川市広場849-5

17154 あずま食堂 鴨川市広場921-2

17155 すき家128号鴨川店 鴨川市広場字汐入765-1

17156 丸藤 鴨川市広場汐入777

17157 我家我家 鴨川市広場汐入777

17158 カモガワバウム 鴨川市広場汐入777

17159 ガスト鴨川店 鴨川市広場汐入796-1

17160 忠寿し 鴨川市広場八坂脇21-1

17161 MONSHITON 鴨川市江見外堀806-1

17162 ニュー峰ドライブイン 鴨川市江見吉浦208-1

17163 桂 鴨川市江見西真門157-2

17164 EBIYA.CAFE 鴨川市江見太夫崎66-2

17165 マカイリゾート 鴨川市江見東真門159-1

17166 カネシチ水産 鴨川市江見東真門166

17167 マカイ 鴨川市江見東真門168-1

17168 居酒屋どん 鴨川市坂東374

17169 浜っ子 鴨川市小湊140-1

17170 波路 鴨川市小湊140-7

17171 ラウンジエルマール 鴨川市小湊182-2

17172 シェリーハウス 鴨川市小湊182-2

17173 和食処遊亀亭 鴨川市小湊182-2

17174 満ちてくる心の宿吉夢 鴨川市小湊182-2

17175 料亭阿うん 鴨川市小湊182-2

17176 別亭夢あかり 鴨川市小湊182-2

17177 ナイトクラブロプノール 鴨川市小湊182-2

17178 三水 鴨川市小湊182-2三水

17179 海鮮問屋の宿くろしお 鴨川市小湊196

17180 ナチュール 鴨川市小湊649

17181 おしどり 鴨川市小湊697-1

17182 さかげん亀田 鴨川市松尾寺487

17183 ねくすと 鴨川市西町1070

17184 SnackLUNA 鴨川市西町1070

17185 鴨川ジンギスカン 鴨川市西町1070

17186 酒と魚 西尾 鴨川市西町1070

17187 居酒屋風 次郎長 鴨川市西町1070-1号室

17188 居酒屋美歌 鴨川市西町1075-2

17189 街の食堂ROSSO BIANCO 鴨川市西町1113

17190 しばやま 鴨川市西町1153-6

17191 四季 鴨川市西町1178-1

17192 トラットリアIMAMURA 鴨川市前原100

17193 サンパギータ 鴨川市前原169

17194 鹿乃子 鴨川市前原225

17195 焼き鳥守屋 鴨川市前原270-1

17196 喜多浜 鴨川市前原289

17197 きらく坊 鴨川市前原295

17198 焼肉飯店 山本 鴨川市前原300-1

17199 きっちんぽてと 鴨川市前原360-6

17200 ニュー聚楽 鴨川市前原361-20



17201 みどり 鴨川市前原40-1

17202 CAMAキッチン 鴨川市前原46-1

17203 バー マーメイド 鴨川市前原69

17204 鴨川ユニバースホテル 鴨川市前原69

17205 ハートランド 鴨川市前原80-1

17206 あわじや 鴨川市前原97

17207 ホテル海光苑 鴨川市太海110番地ホテル海光苑

17208 スナックバー 鴨川市太海110番地ホテル海光苑

17209 コーヒーコーナー 鴨川市太海110番地ホテル海光苑

17210 パブ レノン 鴨川市太海1908-6

17211 柳生 鴨川市太海2024

17212 海辺の宿恵比寿 鴨川市太海2345

17213 アンテイークホテル 鴨川市太海314-1

17214 隠れ家 鴨川市太海39-1

17215 オーベルジュ波太オルビス 鴨川市太海9-8

17216 アラビアンアート 鴨川市太海西乙3-332-7

17217 房総鴨川温泉是空 鴨川市太海浜24-1

17218 大人のかき氷（浜茶屋太海） 鴨川市太海浜252

17219 浜茶屋太海キッチンカー 鴨川市太海浜252

17220 太海節焼きそば（浜茶屋太海） 鴨川市太海浜252

17221 房州鴨川名物おさしみ唐あげ（浜茶屋太海） 鴨川市太海浜252

17222 浜茶屋 太海 鴨川市太海浜252

17223 潮騒リゾート鴨川 鴨川市太海浜73番地1

17224 飲み処歌い処 遊歌 鴨川市太尾349

17225 一平食堂 鴨川市太尾369

17226 for.... 鴨川市打墨1713-1

17227 エスオーユーホールディングス株式会社 鴨川市打墨853-1

17228 ファミリー中華 ながい 鴨川市代915-1

17229 居酒屋MOMO 鴨川市代925-1

17230 スシロー鴨川店 鴨川市大字貝渚字中川間340-1

17231 大勇 鴨川市池田317-1

17232 山荘 鴨川市仲町241-4

17233 千産知笑すみびや 鴨川市天津1072

17234 民宿 ふじ 鴨川市天津1326-2

17235 蓬莱屋旅館 鴨川市天津1376

17236 きたむら 鴨川市天津1516-3

17237 金鮨 鴨川市天津1775

17238 さいとう 鴨川市天津179-7

17239 スナック花菜 鴨川市天津1829

17240 エスオーユーホールディングス株式会社 鴨川市天津2141-1

17241 かしわくら 鴨川市天津3244

17242 居酒屋ほたる 鴨川市天津3279

17243 あすか 鴨川市天津437

17244 居酒屋彩り 鴨川市天津526-16

17245 すなっく海石榴 鴨川市天津990-9

17246 居酒屋桜 鴨川市東江見358-5

17247 鳥八 鴨川市東江見404-1

17248 ダゴバ 鴨川市東町1001-10

17249 お食事処薩摩 鴨川市東町1351-3

17250 やすらぎ 鴨川市東町1446-6

17251 カフェ・フレンズ 鴨川市東町1458-4

17252 あずさ 鴨川市東町1501

17253 ばんばん 鴨川市東町1501-3

17254 ナイトスポット 鴨川市東町1559-1

17255 どんや 鴨川市東町472-5

17256 すしたつ美 鴨川市東町485-4

17257 地魚料理 なが島 鴨川市東町568-17

17258 山田屋食堂 鴨川市東町985-3

17259 炭火焼 輪 鴨川市東町中滝443-3

17260 小湊温泉・実入の湯豊明殿1階バーラウンジ琴柱 鴨川市内浦14番地小湊温泉・実入の湯豊明殿

17261 あみもと 鴨川市内浦1906

17262 らーめんタロー小湊店 鴨川市内浦1906

17263 中国料理 鴨川食堂 鴨川市内浦1906

17264 食事処なかむら 鴨川市内浦273-1

17265 旅館安房家 鴨川市内浦2779-1

17266 シャングリラ（ナイトシアター） 鴨川市内浦2781-1

17267 三日月亭（和食コーナー） 鴨川市内浦2781-1

17268 2階パントリ 鴨川市内浦2781-1

17269 マリーナ（クラブ） 鴨川市内浦2781-1

17270 魚村 鴨川市内浦2787-1

17271 エニシダ 鴨川市内浦286-1

17272 westcoast 537 鴨川市内浦2897-1

17273 やきとり村 鴨川市内浦447-5

17274 つくし 鴨川市南小町111-1

17275 天正 鴨川市八色317-4

17276 青い波 鴨川市八色字大日1267-2

17277 日本料理えのもと 鴨川市浜荻1492-1

17278 鴨川まるき 鴨川市浜荻954-1

17279 おたふく 鎌ケ谷市くぬぎ山2丁目7-22薫風ハイツ1F

17280 KoKoLino 鎌ケ谷市くぬぎ山3-12-1

17281 居酒屋なか道 鎌ケ谷市くぬぎ山3-4-41

17282 赤尾飯店 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目6番61号

17283 個室炭火焼肉すみとろ 鎌ケ谷市くぬぎ山4-13-16

17284 中華料理精華楼 鎌ケ谷市くぬぎ山4-8-26

17285 新華 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目14番18号

17286 大衆割烹やす田 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目6番23号

17287 居酒屋あん 鎌ケ谷市くぬぎ山4丁目6番59号

17288 旬野菜・家庭料理エル 鎌ケ谷市くぬぎ山5-201伊藤ビル103

17289 魚菜清 鎌ケ谷市くぬぎ山5-2-1-105

17290 小料理麻椰 鎌ケ谷市くぬぎ山5-3-38

17291 小料理 かづみ 鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目3番30号

17292 パルス ケバブ 鎌ケ谷市右京塚1-14



17293 居酒屋 ナミ 鎌ケ谷市右京塚12番地42

17294 デニーズ 鎌ケ谷初富店 鎌ケ谷市右京塚2番地16

17295 すし銚子丸 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市右京塚2番地20

17296 洋風居酒屋 宝石 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-26

17297 とりのごん助鎌ケ谷大仏店 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-31後関ビル1F-B

17298 大衆割烹まつもと 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-15

17299 葉蓉餃子坊 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-44玄蕃第2ビル1F

17300 コーラスライン 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-48

17301 カラオケ喫茶初音 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-48-1F

17302 くりこの部屋 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-48北総第二ビル201

17303 カフェバーマーベリック 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-49

17304 煮干し やま木 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-8-1

17305 間居土 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-8-2鎌ヶ谷大仏駅ビル3階

17306 鰻の利舟 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目4番23号

17307 カラオケ日の出 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目4番27号

17308 カラオケ喫茶Newのんのん 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目5番48号北総ビル1F

17309 徳寿司 鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目6番2号

17310 鎌ヶ谷食堂 鎌ケ谷市鎌ケ谷2-19-31

17311 有限会社 相久庵 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目19番26号

17312 しちりん鎌ヶ谷大仏店 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-1-11FMビル

17313 ソウル 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-1-3

17314 韓国料理の店群山 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-3-40

17315 BAR SIRIUS 鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目1番1号

17316 そば処名古屋 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-15

17317 居酒屋けんちゃん 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-21

17318 大衆酒場なんぶ 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-9

17319 バーミヤン鎌ケ谷大仏駅前店 鎌ケ谷市鎌ケ谷4丁目1番3号

17320 寿春 鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目6番1号

17321 大福元鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市鎌ケ谷8丁目4番地17

17322 和食今一亭 鎌ケ谷市鎌鎌ケ谷8丁目1番88号

17323 広東料理飲茶豊 鎌ケ谷市丸山1-2-8アマイモック鎌ヶ谷101

17324 ジョリーパスタ 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市丸山1丁目18番16号

17325 夢庵 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市丸山1丁目18番1号

17326 （有）INDIA FOODS RAJA 鎌ケ谷市丸山1丁目2番8号

17327 カレー屋けんちゃん 鎌ケ谷市丸山2-12-76

17328 中国料理聚福栄 鎌ケ谷市丸山3-17-20

17329 居酒屋 光左衛門 鎌ケ谷市丸山3丁目5番25号

17330 ツールボックス 鎌ケ谷市軽井沢1983-41

17331 龍江 鎌ケ谷市軽井沢1986-4

17332 スナックニシキ 鎌ケ谷市軽井沢2027-3

17333 泰平門 鎌ケ谷市初富21番地168

17334 幸寿司 鎌ケ谷市初富27-72

17335 ひまわりラーメン 鎌ケ谷市初富374

17336 すなっく 北斗 鎌ケ谷市初富374番地

17337 たから亭 鎌ケ谷市初富800-634

17338 有限会社 三河庵 鎌ケ谷市初富800番地624

17339 Eman-on 鎌ケ谷市初富本町1-12-48

17340 焼肉牛伝新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町1-1-27

17341 たんとんたん新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町1丁目1番26号

17342 スナック かわ 鎌ケ谷市初富本町1丁目5番1号

17343 昇龍飯店 鎌ケ谷市初富本町2-1-22

17344 温野菜 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町2丁目10番15号

17345 牛角 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富本町2丁目10番18号

17346 らーめん寺子屋 久我 鎌ケ谷市初富本町2丁目19番2号

17347 鮨・創作料理 一幸 鎌ケ谷市初富本町2丁目9番16号

17348 徳川 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-11-13

17349 東京チカラめし新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-13-1

17350 イデカフェ新鎌ヶ谷駅中店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-13-1北総線新鎌ヶ谷駅構内

17351 イデカフェ新鎌ヶ谷駅連絡通路店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-13-3

17352 ヴィ・ド・フランス新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-13-3

17353 しゃり膳新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-16-10新鎌ヶ谷駅前ビル1F101

17354 中国料理香満楼 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-17-2新鎌ヒルズ

17355 もののこころ新鎌ヶ谷 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-17-2新鎌ヒルズ1F

17356 天ぷら・和食処 白花咲々 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-7-20ボヌール103

17357 MT Milly’s 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目16番1号2F

17358 ひろ舞 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目16番20号

17359 中華厨房kaname 鎌ケ谷市新鎌ケ谷1丁目6番22号-1F

17360 ロイヤルベンガル 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1アクロスモール新鎌ヶ谷

17361 ミスタードーナツアクロスモール新鎌ヶ谷ショップ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1アクロスモール新鎌ケ谷1F

17362 大戸屋アクロスモール新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1アクロスモール新鎌ヶ谷2F

17363 食彩厨房いちげん新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5

17364 備長扇屋 新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-19-5

17365 マンマパスタ新鎌ヶ谷 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-5-24

17366 ラーメンばんだい新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-5-6

17367 ペッパーランチイオン鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1

17368 熱烈中華飛龍 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1イオンモール内

17369 とんかつかつ良イオン鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1イオン鎌ヶ谷2階

17370 イデカフェイオン鎌ヶ谷SC店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター1階

17371 たこ助鯛へい鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター1階

17372 大江戸イオン鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1イオン鎌ケ谷店レストラン街1階

17373 ポポラマーマ アクロスモール新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目12番1号

17374 サイゼリヤ アクロスモール新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目12番1号

17375 ショコラティエ・ろまん亭 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目12番1号アクロスモール1F

17376 はなの舞 新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目12番2号

17377 ちょいはな新鎌ヶ谷駅前 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目19番2号

17378 レストラン ココス 鎌ケ谷中央店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目5番30号

17379 ファ-ストキッチン 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目7番1号

17380 餃子の王将 イオン鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目7番1号

17381 サーティワンアイスクリーム 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目7番1号

17382 マクドナルド 新鎌ケ谷駅前店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目9番1号

17383 ケンタッキーフライドチキン新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目9番4号

17384 日高屋 鎌ヶ谷初富店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-1-1



17385 モスバーガー新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-16-12

17386 BarcoPirata 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-7-4

17387 スターバックスコーヒー 新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3丁目1番5号

17388 びっくりドンキー鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3丁目3番4号

17389 菓子工房 神楽 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-7-26

17390 菓匠神楽 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目7番26号

17391 居酒屋やんばる 鎌ケ谷市西佐津間1-2-1

17392 定食茶屋おお田 鎌ケ谷市西佐津間2丁目10番38号

17393 中華料理 幸苑 鎌ケ谷市西道野辺15番地24

17394 串の子 鎌ケ谷市西道野辺5-33

17395 丸源ラーメン 新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市中央1-8-26

17396 焼肉きんぐ　新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市中央1-8-28

17397 大衆酒場いわさき 鎌ケ谷市中央1丁目3番22号

17398 マクドナルド464鎌ケ谷店 鎌ケ谷市中央1丁目8番13号

17399 つきカレー ナン ハウス 鎌ケ谷市中央2-2-16

17400 ふるたちばな 鎌ケ谷市中佐津間2丁目3-1

17401 鎌ケ谷リゾート 鎌ケ谷市中沢1021番地1

17402 暖 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-1-54

17403 焼肉屋くいどん鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-3-38

17404 カラオケ喫茶かりん 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-6-11

17405 北海道生まれ和食処とんでん鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-7-33

17406 かっぱ寿司 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1丁目3番31号

17407 コメダ珈琲店鎌ヶ谷大仏店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-20-25

17408 ゆで太郎東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-3-8

17409 幸楽苑東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ヶ谷2丁目1-8

17410 ピザ工房馬車道 東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目20番8号

17411 焼肉レストラン 赤坂 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目21番6号

17412 ねぎお寿司 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-2-21

17413 しずく 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-5

17414 桔梗 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-6

17415 炭火焼 串文 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目23番4号

17416 ステーキハウスモウモウ 鎌ケ谷市東初富2-6-8

17417 惣吉 鎌ケ谷市東初富4-15-17

17418 居酒屋やすこ 鎌ケ谷市東初富4-16-31

17419 串ya 壱八 鎌ケ谷市東初富4-17-1

17420 和我家 鎌ケ谷市東初富4-2-19

17421 居酒屋 若 葉 鎌ケ谷市東初富4丁目15番15号

17422 有限会社 成和 鎌ケ谷市東初富4丁目29番14号

17423 松屋 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東初富4丁目2番83号

17424 新富飯店 鎌ケ谷市東初富4丁目36番10号

17425 やきとりはな 鎌ケ谷市東初富4丁目5番1号

17426 クリスタル 鎌ケ谷市東初富5-18-32

17427 徳寿司旅館 鎌ケ谷市東初富5-20-83

17428 OVEN+ 鎌ケ谷市東初富5-7-26

17429 GraenmaCHIYO 鎌ケ谷市東初富6-3-20

17430 麺屋お浦 鎌ケ谷市東初富6-7-21

17431 麺 大仏 鎌ケ谷市東初富6-9-39

17432 萩 鎌ケ谷市東中沢1丁目13番24号

17433 東新軒 鎌ケ谷市東中沢1丁目14番36号

17434 居酒屋 たぬき 鎌ケ谷市東中沢2丁目24番27号

17435 カンパイ 鎌ケ谷市東中沢4-4-20

17436 インドレストラン スーリヤ チャンドラ 鎌ケ谷市東道野辺2-7-35-1F

17437 鎌ケ谷 製麺堂てつ 鎌ケ谷市東道野辺3-3-16

17438 麺屋和ッ 鎌ケ谷市東道野辺3-594-3

17439 金屋 鎌ケ谷市東道野辺4-19-23

17440 まるみ 鎌ケ谷市東道野辺4-9-38

17441 ラーメンショップ鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東道野辺4-9-38

17442 たか瀬 鎌ケ谷市東道野辺4丁目19番20号

17443 多恋人 鎌ケ谷市東道野辺4丁目9-38

17444 慶山 鎌ケ谷市東道野辺5丁目18番10号

17445 ビッグボーイ 鎌ケ谷道野辺店 鎌ケ谷市東道野辺5丁目22番10号

17446 サイゼリヤ 船橋馬込店 鎌ケ谷市東道野辺5丁目22番23号

17447 串殿 鎌ケ谷市東道野辺6-1-55

17448 生パスタ専門店もっちりーの 鎌ケ谷市東道野辺6-2-1

17449 インドネパールレストランマリカ 鎌ケ谷市東道野辺6-3-58

17450 ラーメン来来 鎌ケ谷市東道野辺6-3-59

17451 ダイニングバーチャコット 鎌ケ谷市東道野辺6-3-59菅野棟1F

17452 フィリピーナマリ 鎌ケ谷市東道野辺6-4-85

17453 カラオケ広場 風恋人 鎌ケ谷市東道野辺6丁目1番55号

17454 居酒屋 松前 鎌ケ谷市東道野辺6丁目3番58号

17455 れのん 鎌ケ谷市東道野辺6丁目4番85号

17456 田能久 鎌ケ谷市東道野辺7-11-36

17457 中華二番 鎌ケ谷市東道野辺7-20-65ニコニコ横丁2号室

17458 食事処絹華 鎌ケ谷市東道野辺7-20-65ニコニコ横丁5号室

17459 510すいさん 鎌ケ谷市東道野辺7-21-21-1

17460 居酒屋飲み助 鎌ケ谷市東道野辺7-22-84

17461 万屋 鎌ケ谷市東道野辺7-22-85

17462 涼 鎌ケ谷市東道野辺7-22-85-104

17463 エンジェルシェアー 鎌ケ谷市東道野辺7-22-85-202

17464 縁 鎌ケ谷市東道野辺7丁目20番65号

17465 酔天 鎌ケ谷市東道野辺7丁目21番45号

17466 憩 鎌ケ谷市道野辺370番地34

17467 ヴィ・ド・フランス鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市道野辺中央2-1-10

17468 Alba 鎌ケ谷市道野辺中央2-9-21モンクール2F

17469 南蛮亭 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番35号

17470 鷹山楼 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番35号

17471 天ぷら いな葉 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番40号

17472 季節料理味幸房 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番地30号ウチヤマ荘103号室

17473 謳い処ゆき屋 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目8番地30号ウチヤマ荘104号室

17474 麺屋 義國 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目9番27号

17475 鮨・十割そば・旬彩はな膳 鎌ケ谷市道野辺中央2丁目9番4号ライフマンション1F

17476 とんぼ 鎌ケ谷市道野辺中央3-2-23



17477 おりぃぶ 鎌ケ谷市道野辺中央3-2-23小川ビル

17478 焼鳥王道 鎌ケ谷市道野辺中央5-1-75北尾ビル1F

17479 パスティス 鎌ケ谷市道野辺中央5-2-10

17480 麺屋月輝 鎌ケ谷市道野辺本町1-1-18

17481 博士タイレストラン 鎌ケ谷市道野辺本町1-15-12

17482 タイカフェロンコ 鎌ケ谷市道野辺本町1-15-12

17483 やきとり 絶好調 鎌ケ谷市道野辺本町1-1-8

17484 ウエスト鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市道野辺本町1-2-16

17485 魚民鎌ヶ谷東口駅前店 鎌ケ谷市道野辺本町1-4-29サムズ鎌ヶ谷ビル2階

17486 生パスタ 手づくりピザ Coca 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目2番30号

17487 吉野家 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目2番3号

17488 萬 来 鎌ケ谷市道野辺本町1丁目4番20号

17489 和Recolteわれこると 鎌ケ谷市道野辺本町2-1-19

17490 串特急鎌ヶ谷駅東口店 鎌ケ谷市道野辺本町2-2-13相浦ビル1階

17491 炭火串焼シロマル鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市道野辺本町2-6-3小川ビル1F

17492 萬華郷 鎌ケ谷市道野辺本町2-7-5

17493 OrientalFood&WineIRIE 鎌ケ谷市道野辺本町2-7-5リブリクレヨン1F

17494 おふくろの味絆 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目2番11号1F

17495 炭火焼しちりん鎌ヶ谷駅前店 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目6番1号徳永ビル

17496 伊藤家の食卓 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-15-11

17497 だるまさん 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1丁目13番24号

17498 お好み焼 ぱんじー 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4丁目11番30号

17499 なとり 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4丁目4番85号

17500 ガスト 鎌ヶ谷初富店 鎌ケ谷市南初富1丁目2番19号

17501 プライベートストック 鎌ケ谷市南初富2-11-55

17502 感謝 鎌ケ谷市南初富2-9-49西村貸店舗

17503 ミュージックハウス＆カフェ・フェンディ 鎌ケ谷市南初富3-11-44

17504 スナック 朋 鎌ケ谷市南初富3丁目4番10号

17505 居酒屋 とみ 鎌ケ谷市南初富3丁目4番29号

17506 居酒屋 あきちゃん 鎌ケ谷市南初富3丁目4番2号

17507 麺屋雷神 鎌ケ谷市南初富4-1-34-1F

17508 豚骨ラーメン専門店とんちゃん鎌ケ谷初富店 鎌ケ谷市南初富4-18-45

17509 藤川 鎌ケ谷市南初富4-18-59

17510 時代屋 鎌ケ谷市南初富4丁目16番31号

17511 バル イロドリ 鎌ケ谷市南初富5丁目10番59号1F

17512 イザックひろ 鎌ケ谷市南初富5丁目10番61号

17513 一㐂 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

17514 沖縄料理そてつ 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

17515 居酒屋やまと 鎌ケ谷市南初富5丁目1番5号

17516 えんでん 鎌ケ谷市南初富5丁目2番60号

17517 カラオケハウスきらら 鎌ケ谷市馬込沢2-16馬込西口店舗2階Bー201

17518 目黒屋 鎌ケ谷市馬込沢3番22

17519 すし博 鎌ケ谷市富岡1-10-3

17520 チューハイ月ちゃん 鎌ケ谷市富岡1-8-56

17521 花ちょうちん 鎌ケ谷市富岡1-8-65

17522 丈丸 鎌ケ谷市富岡1-8-66

17523 サイゼリヤ イトーヨーカドー鎌ケ谷店 鎌ケ谷市富岡1丁目1番3号

17524 居酒屋 みほ 鎌ケ谷市富岡1丁目8番54号

17525 スナックごきげん 鎌ケ谷市富岡2-5-20

17526 松寿司 鎌ケ谷市富岡2-8-4

17527 旬菜みず野 鎌ケ谷市富岡2-8-7

17528 すし日本料理和円 鎌ケ谷市富岡2-9-38グランポワール

17529 一休分店 鎌ケ谷市富岡2丁目5番20号

17530 スナック団 鎌ケ谷市富岡2丁目5番3号

17531 い志川 鎌ケ谷市富岡2丁目8番6号

17532 来来亭鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市北初富2-3

17533 とんや 鎌ケ谷市北中沢2-11-25

17534 ラビット 君津市愛宕238

17535 七里川温泉 君津市黄和田畑921-1

17536 牛匠 しらいし 君津市外箕輪1-10-18

17537 君津の湯　食事処　かめや 君津市外箕輪154

17538 BBQOASIS 君津市外箕輪175-1

17539 じょあんどーる21 君津市外箕輪2-1-1

17540 居酒屋みつぼし 君津市外箕輪2-25-5

17541 居酒屋ほのほの 君津市外箕輪3-14-1

17542 ラーメンまぁぶる 君津市外箕輪3-14-41

17543 パラダイス 君津市外箕輪3-15-8

17544 すき家 君津外箕輪店 君津市外箕輪3-17-21

17545 居酒屋れいちゃん 君津市外箕輪3-17-8

17546 バイキングプラザ南大門 君津市外箕輪3-5-3

17547 串佳 君津市外箕輪4-1-12

17548 お好み焼きごえん 君津市外箕輪4-3-3

17549 やきとり百々 君津市外箕輪4-3-3

17550 暖家 君津市外箕輪4-3-35

17551 丸源ラーメン 君津店 君津市外箕輪三丁目17-12

17552 まちこがくる 君津市外箕輪四丁目5番地25号

17553 スナック イスル 君津市久保1-10-15

17554 スナックぷらちな 君津市久保1-10-15菅原店舗A

17555 居酒屋ゆき 君津市久保1-10-2

17556 REVIS 君津市久保1-10-2

17557 居酒屋さくら 君津市久保1-10-2-102

17558 まる 君津市久保1-10-4

17559 スナック雅 君津市久保1-10-4

17560 居酒屋智Tomo 君津市久保1-10-4-101

17561 小料理津川 君津市久保1-10-5

17562 タイ居酒屋トンラック 君津市久保1-10-6

17563 プランタン 君津市久保1-10-6

17564 ニューパブ ローズマリー 君津市久保1-10-6

17565 ちいさなカラオケステージ昭和44年 君津市久保1-10-6-105

17566 あら磯 君津市久保1-10-8

17567 ちゃんぷ 君津市久保1-1-1

17568 ちゃんぷ 君津市久保1-1-1



17569 シンデレラ 君津市久保1-11-1

17570 ALLURE 君津市久保1-11-1

17571 Yuri uri 君津市久保1-11-1

17572 スナックGARDEN 君津市久保1-11-11

17573 from 君津市久保1-11-12-101

17574 居酒屋まごころ 君津市久保1-11-12-102

17575 ひょうたん 君津市久保1-11-12-103

17576 凛 君津市久保1-11-12-106

17577 ナイト・サパーK.M.I 君津市久保1-11-14

17578 居酒屋ばんぶー 君津市久保1-11-14

17579 スナックシェイク 君津市久保1-11-14小倉店舗

17580 居酒屋ぱぶ1103 君津市久保1-11-1小倉ビル103

17581 イザカヤ鷹 君津市久保1-11-1小倉ビル206号

17582 ボーイズバーTAKA 君津市久保1-11-1小倉ビル208号

17583 中華料理東東 君津市久保1-11-2

17584 Pub CIEL 君津市久保1-11-2

17585 居酒屋花咲 君津市久保1-11-2ニューハイツ小林

17586 居酒屋ひまわり 君津市久保1-11-2ニューハイツ小林102号室

17587 スナックFUGA 君津市久保1-11-2ニューハイツ小林103

17588 大衆バルO-KINI 君津市久保1-11-4

17589 居ZACKAudrey 君津市久保1-11-4

17590 喫茶居酒屋まぐのりあ 君津市久保1-12-10

17591 喰屋 九十九 君津市久保1-12-3

17592 パブルア 君津市久保1-2-6

17593 スナックあかり 君津市久保1-2-6

17594 やきとり焼一 君津市久保1-2-6A号

17595 pabsnackMoon 君津市久保1-2-6ソフィア小林102

17596 刺身居酒屋伊清 君津市久保1-3-2

17597 C's 君津市久保1-3-7

17598 居酒屋ミラク 君津市久保1-3-7

17599 スナックニュー愛 君津市久保1-3-7

17600 パブ バツイチ 君津市久保1-3-7

17601 一串茶屋 君津市久保1-4-4

17602 居酒屋ちびねぇちゃん 君津市久保1-4-4

17603 LoungeMissie 君津市久保1-4-4103

17604 アイマール 君津市久保1-4-5

17605 Cafe＆bar匠 君津市久保1-4-5

17606 JULIE 君津市久保1-4-5

17607 はとぽっぽかあさんの店 君津市久保1-4-6

17608 さっちゃん Sacchan 君津市久保1-4-6

17609 夜来香 君津市久保1-4-7

17610 居酒屋あい 君津市久保1-4-7

17611 居酒屋 とうがらし 君津市久保1-4-7

17612 グランド 君津市久保1-7-4

17613 ひふてぃい 君津市久保1-7-4

17614 suisaiga 君津市久保1-7-9

17615 お食事倖 君津市久保1-7-9

17616 カラオケステージA.C.B 君津市久保1-7-9

17617 結羽 君津市久保1-7-9

17618 信州食堂 君津市久保1-8-12

17619 ししまる 君津市久保1-8-12

17620 うなぎ喜多 君津市久保1-8-14

17621 こいとや 君津市久保1-8-8

17622 レストランラパン 君津市久保1-8-9

17623 ラパン 君津市久保1-8-9

17624 焼肉居酒屋ワールド 君津市久保2-10-10

17625 磯浜 君津市久保2-10-18

17626 居酒屋Peace 君津市久保2-10-2103号

17627 キミツダイニングブォナセーラ 君津市久保2-10-2ペリティプラザ102号

17628 ナイトスポットプルーン 君津市久保2-10-2ペリティプラザ1-101

17629 麺や和 君津市久保2-10-8

17630 三陸 直太郎 君津市久保2-10-8

17631 居酒屋あや芽 君津市久保2-10-8プラザナイル101

17632 わいわい熟女会44part2 君津市久保2-10-8プラザナイル105

17633 居酒屋 久 君津市久保2-1-8

17634 味家 君津市久保2-2-10

17635 居酒屋やま田 君津市久保2-2-5

17636 居酒屋 とりあえず 君津市久保2-2-5-1

17637 磯料理中嶋 君津市久保2-5-20

17638 酒肴とり長助 君津市久保2-5-24

17639 居酒屋楽々 君津市久保2-5-24

17640 居酒屋大番 君津市久保2‐5‐25

17641 居酒屋JAJA 君津市久保2-7-6

17642 居酒屋 万菊 君津市久保2-7-6

17643 ボーソーハンブルグカフェ ジャンティ 君津市久保2-7-6-103号

17644 居酒屋コロンビア 君津市久保2-7-7

17645 スナック美織 君津市久保2丁目10番18号プラザ久保

17646 居酒屋甘木 君津市久保4-2-16

17647 居酒屋加津 君津市久保4-2-16

17648 焼き鳥かご八 君津市久保4-2-17

17649 レインボー 君津市久保4-9-1

17650 寿司割烹板さん 君津市久保4-9-7

17651 Pub Snack MAYBE 君津市久保二丁目10番18号

17652 しゃもまさ 君津市久留里347-1

17653 山徳 君津市久留里市場118

17654 椛 君津市久留里市場170

17655 居酒屋くるり 君津市久留里市場864-1

17656 ｴｽｵｰﾕｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社調理部 君津市久留里市場983-1

17657 居酒屋八雲 君津市宮下1-10-13

17658 居酒屋だいちゃん 君津市宮下2-12-26

17659 居酒屋 あさくら 君津市宮下2-12-26

17660 居酒屋ひでちゃん 君津市宮下2-9-20



17661 彌次喜多 君津市宮下2-9-22

17662 地酒と活貝鮮繁 君津市宮下2-9-22

17663 タンポポ村 君津市戸崎615

17664 唄える味の店久美 君津市戸崎685-1

17665 ドライブイン緑ヶ丘 君津市糠田328

17666 猟師工房ランド 君津市香木原269

17667 山奈食堂 君津市根本530-1

17668 ス-プパスタ＆PIZZA専門店 君津市根本913-2

17669 そば処喜多村 君津市根本972-8

17670 レストランディジョン 君津市坂田1279レストランディジョン

17671 中華料理達巳 君津市坂田1757レジデンス神田101

17672 山もも 君津市笹1743-4

17673 濃溝温泉 千寿の湯 君津市笹1954-10

17674 風鈴堂 君津市笹1954-17

17675 房総四季の蔵 地魚回転寿司 丸藤 君津市三直170-1

17676 房総四季の蔵 君津市三直170-1

17677 房総四季の蔵　地魚回転寿司　丸藤 君津市三直170-1

17678 でんでん 君津市三直246

17679 みくに寿し 君津市三田237

17680 茶房 まる幸 君津市三田367

17681 ドライブインミムラ 君津市三田89-1

17682 滝乃家 君津市山滝野603-1

17683 夢舎ゆめや 君津市山本1615-2

17684 居酒屋だるま 君津市山本1743-1

17685 居酒屋 洒落心 君津市山本177-2

17686 大塚屋旅館 君津市鹿野山369

17687 山の茶屋原宿 君津市宿原642-2

17688 大足鎌 君津市上252-3

17689 カラオケステージパレス 君津市上湯江1034

17690 日本料理むらこし 君津市上湯江1082番地1

17691 株式会社 三船屋 君津市上湯江1164

17692 居酒屋みち 君津市常代1-19-36

17693 福一 君津市常代1丁目14番38号

17694 焼肉･肉料理結城亭 君津市常代5-7-21

17695 カラオケスタジオヒトミ 君津市人見1201-4

17696 カラオケ居酒屋味彩 君津市人見1294-13

17697 和可奈寿司 君津市人見4-13-30

17698 クッキングママ 君津市人見4-3-21

17699 麺s`Dining司 君津市人見4-6-1

17700 麺屋寛虎 君津市人見4丁目3-26

17701 マニホールド 君津市人見5-10-1

17702 旅館 かわな 君津市人見915

17703 三松寿司 君津市西粟倉17-2

17704 洋風居酒屋杏 君津市西坂田1-12-1

17705 洋風居酒屋みずほ 君津市西坂田1-12-1

17706 居酒屋ばんざい 君津市西坂田1-12-1

17707 ダイニングバー蠍 君津市西坂田1-12-16

17708 洋風居酒屋 蘭 君津市西坂田1-12-16

17709 大口屋 君津市西坂田1-12-18

17710 MaliaBeetle 君津市西坂田1-12-23

17711 居酒屋ゆかり 君津市西坂田1-12-23

17712 しら川 君津市西坂田1-12-23

17713 居酒屋neri's 君津市西坂田1-2-11

17714 居酒屋FACECOOK 君津市西坂田1-2-11居酒屋FACECOOK

17715 居酒屋春秋 君津市西坂田1-2-17

17716 旬彩ダイニングうみぼうず 君津市西坂田1-3-14

17717 洋風居酒屋栄里 君津市西坂田1-3-9

17718 カラオケ居酒屋フォーユー 君津市西坂田1-3-9

17719 菊藏 君津市西坂田1-3-9

17720 居酒屋響 君津市西坂田1丁目12-23

17721 創作だいにんぐウォーターステージ 君津市西坂田2-13-10

17722 スナックまっち 君津市西坂田2-14-12

17723 DINING THE KOMUSO 君津市西坂田2-14-13

17724 カラオケ喫茶このみ 君津市西坂田2-15-13

17725 やきとりかめちゃん 君津市西坂田2-5-10

17726 居酒屋きよ菜 君津市西坂田2-5-14

17727 韓国居酒屋ソナム 君津市西坂田2-5-14

17728 さるとび本店 君津市西坂田2-5-16

17729 居酒屋恵 君津市西坂田2-5-18

17730 居酒屋 仁川インチョン 君津市西坂田2-5-18

17731 かつ味 君津市西坂田2-5-20

17732 カラオケスナック ヒットパレード 君津市西坂田2-5-20

17733 酒処わらび 君津市西坂田2の5の14

17734 居酒屋おかみさん 君津市西坂田2丁目5番15号

17735 スカイトレイ 君津市西坂田3-1-11

17736 三久 君津市西坂田3-1-3

17737 コレクト 君津市西坂田3-1-5

17738 風雲児 君津市西坂田3-1-8-2

17739 おかむら 君津市西坂田3-9-1

17740 居酒屋 とんぼり 君津市西坂田3-9-5

17741 ニューギャラリー 君津市西坂田3-9-7

17742 居酒屋 豆 君津市西坂田3-9-7

17743 友楽 君津市西坂田4-6-3

17744 すず海 君津市西坂田4-6-3カネイビル

17745 台湾料理「真味」 君津市西坂田4丁目6番10号

17746 湖畔亭 君津市川俣旧押込161-2

17747 中国料理明明 君津市泉107-9

17748 りんどう 君津市泉37-1

17749 洋風居酒屋りん 君津市泉37-1

17750 湖畔の宿つばきもと 君津市草川原863

17751 豚太郎 君津市台1-1-5

17752 食事処寿々喜 君津市台1-15-5



17753 居酒屋大吉 君津市台2-10-20

17754 ゆめ一茶 君津市大井戸967

17755 じんべえ 君津市大野台420-2

17756 バーミヤン 君津大和田店 君津市大和田1-1-36

17757 日吉 君津市大和田1-4-7

17758 藤乃 君津市大和田1-6-3

17759 鮨・肴みやび 君津市大和田1-6-5

17760 居酒屋ゆいまある 君津市大和田1-6-5榎本ビル1F

17761 カラオケ喫茶みゆき 君津市大和田1-6-5榎本ビル201号

17762 髭 の 詩 君津市大和田1-7-10

17763 じゅうじゅうカルビ君津大和田店 君津市大和田1丁目1-2

17764 speice酒鋪jin 君津市大和田3-1-12

17765 Jardin 君津市大和田3-2-7

17766 木下鮮魚店 君津市大和田3-2-7

17767 居酒屋ゆら 君津市大和田3-2-8

17768 夜遊びバーどんぐり 君津市大和田3丁目1-12

17769 麺屋月影君津大和田店 君津市大和田4-1-1

17770 スナックバレンタイン 君津市大和田4-1-1

17771 室蘭やきとりとおでんKushi本店 君津市大和田4-1-1

17772 居酒屋よっちゃん 君津市大和田4-1-1

17773 新大和田クラブ（ファミリー食堂） 君津市大和田454-3

17774 食事処たぬき 君津市大和田5-1-4

17775 龍園 君津市大和田663

17776 お好み焼真子 君津市中央3-13-5

17777 山小屋 君津市中島708

17778 活魚 海彦 君津市中富882-1

17779 ぐぅトラ Kitchen 君津市中富895-3

17780 もつ焼き武 君津市中富914-7ハイツルーナコスモ102

17781 マクドナルド 君津中富店 君津市中富965-1

17782 酒処 木の葉 君津市中富984-1

17783 ら～めん なじみ 君津市中富984-1

17784 Beetle 君津市中野1-12-8

17785 居酒屋東八 君津市中野1-15-18

17786 プチスナック櫻子 君津市中野1-15-18-A

17787 炉端ひぼし屋本店 君津市中野1-1-7

17788 韓国料理マンナ 君津市中野1-17-1

17789 小料理わか 君津市中野1-17-22

17790 魚民君津南口駅前店 君津市中野1-2-2BS・Aビル1階

17791 天たけ 君津市中野1-2-34

17792 ラーメン友 君津市中野1-8-18

17793 IZAKAYA 沙羅 君津市中野1-8-18-105

17794 オンリーワン 君津市中野1-8-18清水ビル102

17795 だいこんの花 君津市中野1丁目15番18号

17796 他力本願 君津市中野2-17-7スプリングプラザ103号室

17797 栄寿司 君津市中野2-20-31

17798 福々 君津市中野2-31-18

17799 currentcafe 君津市中野3-1-1

17800 いわし処てるひこ 君津市中野3-2-20

17801 うなぎの弥七 君津市中野3-3-13

17802 壱徹 君津市中野4-1-2

17803 かつ波奈君津店 君津市中野4-3-1

17804 ホルモン焼旨臓 君津市中野4-5-2

17805 ハミルトンホテル上総 君津市中野4-6-28

17806 酒房SUGIDAMA 君津市中野4-6-33ロイヤルグリーングラス101号

17807 望陀餃子楼 君津市中野4-7-14

17808 ダイヤモンドティアラ 君津市中野5-1-14岡崎店舗

17809 カラオケまねきねこ君津中野店 君津市中野5-17-1

17810 カラオケひばり 君津市中野5-6-15

17811 ふじみ寿し 君津市中野6-10-32

17812 酒菜dining とき和 君津市中野6-11-36

17813 スタミナ食堂 君津市中野四丁目3-10

17814 ガーデンカフェ ジヴェルニー 君津市長石516-3

17815 居酒屋さくら 君津市長石529

17816 さがみや 君津市貞元214

17817 和泉沢 君津市東坂田1-3-22

17818 千年の宴君津北口駅前店 君津市東坂田1-3-6君津駅前ビル1F

17819 居酒屋 お富さん 君津市東坂田1-7-1

17820 御食事処 海（マリン） 君津市東坂田2-3-11

17821 すき家 君津東坂田店 君津市東坂田2-3-13

17822 NAZUNA 君津市東坂田2-3-20

17823 パブMCM 君津市東坂田2-5-11

17824 WINEsta.HIBINO 君津市東坂田2-5-11岡崎ビル1FB号

17825 君津の煖 君津市東坂田2-5-7

17826 さかなやくろ 君津市東坂田2-6-14

17827 パブ クローバー 君津市東坂田2-6-14

17828 エタニティ 君津市東坂田2-6-14ムサシノ君津ビル

17829 パブイエローローズ 君津市東坂田2-6-14ムサシノ君津ビル2F

17830 BAR卍 君津市東坂田2-6-14富士グレースビル102号

17831 DiningKitchenDerico 君津市東坂田2-6-14富士グレースビル205号

17832 まぐろ大膳 君津市東坂田2-6-16

17833 君津北口の君式横丁 君津市東坂田2-6-16

17834 Jハート 君津市東坂田2-6-16サンプラザ1階

17835 マイラブスナック 君津市東坂田2-6-16サンプラザ6号

17836 君式担々麺 君津市東坂田2-6-16サンプラザビル2F

17837 君津北口の君鶏 君津市東坂田2-6-16サンプラザビル2F

17838 チムニー 君津北口店 君津市東坂田2-7-1

17839 PubMABINI 君津市東坂田2-7-15-1F

17840 道産食堂Rikyu 君津市東坂田2-7-15道産食堂Rikyu

17841 居酒屋暖簾 君津市東坂田2-7-16

17842 パブラウンジ 花麗 君津市東坂田2-7-2

17843 鳳翠 君津市東坂田2-8-13

17844 SNACKALLEA 君津市東坂田2-8-14



17845 HAN＆ME 君津市東坂田2-8-14

17846 パブハウスポコ・ア・ポコ 君津市東坂田2-8-7

17847 カレーの店サンロク 君津市東坂田2-9

17848 びすとろ茶屋 君津市東坂田2-9-14

17849 美酒美食粋心 君津市東坂田2-9-15CityBox1-C

17850 ホルモン焼肉Wa牛 君津市東坂田2-9-15CityBox1-D

17851 Pub Lelien 君津市東坂田2-9-17

17852 シュガーランプ 君津市東坂田2-9-19小川店舗1階

17853 キャッツアイ 君津市東坂田2-9-8

17854 パブ サンタモニカ 君津市東坂田2-9-8

17855 パブショービズ 君津市東坂田2丁目6番16号

17856 SIDEWALK 君津市東坂田3-2-12

17857 バルDEZACK君津店 君津市東坂田3-3-1

17858 スナックプラウディア 君津市東坂田3-3-1

17859 KADAYAWAN 君津市東坂田3-3-1

17860 J・スター 君津市東坂田3-3-1

17861 和牛焼肉旨臓 君津市東坂田3-3-1

17862 麻雀WiN 君津市東坂田3-3-11

17863 Jewelry Club 君津市東坂田3-3-12

17864 プリンセス 君津市東坂田3-3-14

17865 喫茶もういちど 君津市東坂田3-3-15-301

17866 ナイトパブ華 君津市東坂田3-3-17

17867 居酒屋ぷちもんど 君津市東坂田3-3-1アシストタウン311号室

17868 居酒家 みしま 君津市東坂田3-4-14

17869 pubCOCO 君津市東坂田3-4-14A

17870 カラオケBoo 君津市東坂田3-4-14-B

17871 くるまや坂田店 君津市東坂田3-4-16

17872 ラウンジモア 君津市東坂田3-4-2

17873 居酒屋すし谷 君津市東坂田3-4-3

17874 ラウンジパブチェリー 君津市東坂田3-5-1

17875 CLUB MILKY WAY 君津市東坂田3-5-1

17876 きみつや 君津市東坂田3-7-7

17877 ホテル 千成 君津市東坂田4-1-1

17878 ジョナサン君津駅前店 君津市東坂田4-1-4

17879 居酒屋かんべぇ 君津市東坂田4-2-10

17880 焼肉かましん 君津市東坂田4-2-11

17881 Princess 君津市東坂田4-2-9

17882 居酒屋みち潮 君津市東坂田4-2-9

17883 居酒屋でいご 君津市東坂田4-6-17

17884 酒蔵いわし亭 君津市東坂田4-6-8

17885 スナック加寿 君津市東坂田4-7-24

17886 ごんべえ 君津市東坂田4-7-24

17887 ポプラ屋 君津市東坂田4-8-21

17888 はま寿司 君津東坂田店 君津市東坂田4丁目10番27号

17889 カラオケ喫茶ラブリー 君津市東坂田4丁目2-12

17890 アオゾラ畑の台所 君津市東日笠421

17891 居酒屋 美奈 君津市藤林94

17892 弁天 君津市内箕輪1-11-1

17893 百年の隠れ家伝 君津市内箕輪1-9-12

17894 やきとり秀ちゃん 君津市内蓑輪122-1

17895 居酒屋三四郎 君津市内蓑輪167-4

17896 お食事処弥平 君津市内蓑輪167-6

17897 炭火焼肉柳家 君津市南久保1-4-2

17898 釣魚居酒屋 やぐら 君津市南子安1-1-14

17899 えんぎやカラオケステージ 君津市南子安1-1-14-1号

17900 居酒屋えんぎや 君津市南子安1-1-14-2号

17901 trattoriaPERPONTE 君津市南子安1-8-18Kシティプラザ102

17902 蟹工船君津店 君津市南子安2-18-3

17903 炭火焼 嵐 君津市南子安2-3-25

17904 おうちや 君津市南子安3-25-19

17905 弥平 君津市南子安3-25-2

17906 焼肉なんどう 君津市南子安3-25-9

17907 牛角 君津店 君津市南子安3-26-15

17908 京城苑 君津市南子安3-4-12

17909 居酒屋 ZONE 君津市南子安3-4-21

17910 カラオケ居酒屋ひさりか。 君津市南子安3-5-24

17911 温野菜 君津店 君津市南子安3-6-12

17912 居酒屋あんじゅ 君津市南子安3-6-2

17913 居酒屋うーたん 君津市南子安3-6-4

17914 有限会社 だるま 君津市南子安3-6-5

17915 台湾料理鴻一 君津市南子安4-28-22

17916 あやき亭 君津市南子安4-29-19

17917 味まつり 君津市南子安4-3-6

17918 欧風食堂 パティオ 君津市南子安5-10-37

17919 BistroHACHIYA 君津市南子安5-13-3

17920 3rdBASE 君津市南子安5-28-5

17921 西洋膳所 びわ亭 君津市南子安5-28-5-3号

17922 カレーハウスCoCo壱番屋君津市南子安店 君津市南子安6-20-15

17923 北海道生まれ和食処とんでん君津店 君津市南子安6-20-6

17924 かっぱ寿司君津店 君津市南子安6-20-8

17925 デニーズ君津店 君津市南子安6-21-18

17926 スーパー回転寿司やまと君津店 君津市南子安6-21-2

17927 焼きとりさだちゃん 君津市南子安6-3-15

17928 居酒屋おちゅう 君津市南子安6-7-2

17929 呑み喰い処伝 君津市南子安7-1-2

17930 女郎蜘蛛 君津市南子安7-1-35-1f

17931 居酒屋たつの子 君津市南子安7-1-40

17932 居酒屋 つくし 君津市南子安7-1-43

17933 みのる寿司 君津市南子安7-3-17

17934 喜多方ラーメン坂内君津店 君津市南子安8-1-30

17935 スシロー君津店 君津市南子安8-1-49

17936 富士 君津市南子安8-19-15



17937 マクドナルド 君津店 君津市南子安8-2-32

17938 居酒屋郷 君津市南子安8-26-15

17939 居酒屋紬 君津市南子安8-26-32

17940 居酒屋山の茶家 君津市南子安8-3

17941 鳥よし 君津市南子安8-3

17942 ガスト君津店 君津市南子安9-1-1

17943 笹舟 君津市南子安9-1-15

17944 居酒屋 とうかんぼう 君津市南子安9-1-15

17945 中国料理 明湘園 君津市南子安9-1-15

17946 洋風居酒屋ちどり 君津市南子安9-1-15

17947 居酒屋千歳 君津市南子安9-18-6

17948 夢庵 君津店 君津市南子安9-2-32

17949 ステーキハウス桂 君津市南子安9-6-1

17950 ココス　君津店 君津市南子安9-6-39

17951 伝丸 君津南子安店 君津市南子安四丁目1番5号

17952 小糸川温泉 君津市日渡根206

17953 そば割烹せいわ 君津市日渡根23-1

17954 和食亭つかさ 君津市俵田1130-1

17955 麺屋月影 君津市法木作1-15-2

17956 幸楽苑君津店 君津市法木作1丁目1番55号

17957 ラーメンみゆき 君津市豊英93

17958 居酒屋 なおみ 君津市豊田24

17959 亀山温泉ホテル 君津市豊田65

17960 ペンションかめやま園 君津市豊田旧菅間田33

17961 亀山温泉ホテルバーコーナー 君津市豊田旧菅間田65番地

17962 むらまさ 君津市豊田旧菅間田字上ノ台9-1

17963 鶏あえず 囲酒家 君津市豊田旧野中63

17964 台湾料理泓億 君津市北久保1-3-12

17965 七厘や 君津市北久保1-4-1大森ハイツ103

17966 東尋坊 君津市北久保1-4-9

17967 JOY'SDINER 君津市北久保2-3-7

17968 おばっちゃん 君津市北子安1-10-19

17969 あっpu 君津市北子安1-13-1

17970 居酒屋かっちゃ 君津市北子安1-13-11F

17971 居酒屋みちくさ 君津市北子安1-14-15

17972 寿し仙 君津市北子安1-14-20

17973 焼き鳥亀ちゃん 君津市北子安1丁目10-19

17974 居酒屋みちのく 君津市北子安2-16-1

17975 ピノキオラーメン 君津市北子安2-16-8

17976 居酒屋おれんち 君津市北子安2-23-28

17977 扇や 君津市北子安3-10-7

17978 日比谷三源豚 君津市北子安3-7-2

17979 花祭 君津市北子安3の1の13

17980 奥入瀬 君津市北子安4-35-23

17981 有限会社 明月苑 君津市北子安5-2-25

17982 レストラン・バー・メルズ 君津市北子安5-2-35

17983 激辛ラーメンの拉麺帝王 君津市北子安6-17-8

17984 ナンハウスインドレストラン 君津市北子安6-18-18

17985 スナックカルチェ 君津市北子安6丁目7番20号

17986 ゆで太郎君津北子安店 君津市北子安874-2

17987 餃子の王将君津店 君津市北子安921-1

17988 居酒屋蛍 君津市箕輪882-1

17989 花ちゃん 君津市箕輪882-1

17990 お好み焼き釜飯 芳乃 君津市杢師1-16-1-A

17991 おすしやさん魚忠 君津市杢師1-9-1

17992 有限会社あめ家 君津市杢師2-17-3

17993 炭火焼肉まるきょう 君津市杢師2-9-22，26

17994 あんぷらっと 君津市杢師2-9-31

17995 もん勝 君津市杢師2-9-36

17996 DALI創作ダイニング 君津市杢師3丁目20-10

17997 旬鮮屋こうすけ 君津市陽光台3-2-22

17998 愛扇 富津市下飯野1136-2

17999 サウンドベル 富津市花香谷48

18000 和風料理 宮島 富津市海良115-2

18001 GRAINNE 富津市岩瀬1055-9

18002 居酒屋いっぱいや 富津市岩瀬820-2

18003 割烹旅館いち川 富津市岩瀬841-3

18004 いとや旅館 富津市岩瀬871

18005 彩華 富津市岩瀬896

18006 磯の香 富津市岩瀬991

18007 居酒屋まさこ 富津市岩瀬994-19

18008 道 富津市岩瀬994-19

18009 味処「しらせ」 富津市亀田542の2

18010 房総畜産株式会社 富津市亀田557

18011 YAKUZENCafe新舞子の風 富津市亀田590番地

18012 居酒屋みっちゃん 富津市金谷2116

18013 おふくろ 富津市金谷2133-5

18014 隠れ家 敬ちゃん 富津市金谷2148

18015 金谷食堂 富津市金谷2152-1

18016 メキシコ食堂カランコロン 富津市金谷2174-2

18017 キャバレイズ 富津市金谷2197-9

18018 ガスト 浜金谷店 富津市金谷2292-1

18019 香豆珈琲 富津市金谷3867

18020 PizzaGONZO 富津市金谷3869-2

18021 はまべ 富津市金谷3971

18022 海花亭 富津市金谷670-1

18023 食事処 德 富津市更和197-2

18024 居酒屋・えつこ 富津市更和56番地

18025 千 石 富津市更和81

18026 SANDENGLOBAL 富津市佐貫314

18027 うだ川 富津市篠部2135

18028 こまつ 富津市小久保202-3



18029 キャビン・つりの談話室 富津市小久保2782

18030 誠食堂 富津市小久保2997-1

18031 天ぷら うえだ 富津市小久保2997-1

18032 Rocco 富津市新井615-1

18033 ひろ寿司 富津市新井78-1

18034 Cafe Gallery Lavandula 富津市西大和田639

18035 やきとり千昇 富津市西大和田656-1

18036 ガスト富津店 富津市青木1233-1

18037 近藤商店 富津市青木1-5-1

18038 サイゼリヤ イオンモール富津店 富津市青木1-5-1

18039 惣菜酒家茜屋 富津市青木2-16-13

18040 カラオケオードリー 富津市青木2丁目16-10

18041 日本料理勝 富津市青木3-2-11

18042 飯蔵 富津市青木4-4-8-C

18043 マクドナルド イオンモール富津店 富津市青木一丁目5番地1

18044 Ritz 富津市青木二丁目7番地8

18045 正凛亭 富津市青木二丁目9番地12

18046 有限会社かん七 富津市千種新田1164

18047 居酒屋渚 富津市千種新田1170-19

18048 スナック イブ 富津市千種新田328

18049 千昇 富津市千種新田331

18050 やきとり信ちゃん 富津市千種新田366

18051 美穂 富津市千種新田429

18052 麻の葉 富津市千種新田918-4

18053 赤いとんがらし 富津市川名1385番地

18054 ぬま田 富津市前久保134

18055 中華錦楽亭 富津市前久保141-2

18056 まごころ弁当 富津店 富津市相川1000番地

18057 居酒屋花膳 富津市大堀1-1-5

18058 居酒屋うたげ 富津市大堀1-15-1

18059 日本料理鷹 富津市大堀1-16-1

18060 居酒屋足寄 富津市大堀1-16-1

18061 酔い処まる弥 富津市大堀1-17-16

18062 みさき製飯 富津市大堀1-17-16

18063 ア・ラ・カルト桃山 富津市大堀1-19-5

18064 焼肉ジャンジャン 富津市大堀1-20-3

18065 すどらぁ 富津市大堀1560-5

18066 maricone まりこね 富津市大堀1613-10-1階

18067 有限会社天庄 富津市大堀1615

18068 台湾料理星源 富津市大堀1750番

18069 居酒屋 幸菜 富津市大堀1-8-1

18070 居酒屋歓 富津市大堀1-8-5

18071 菊寿司 富津市大堀1910-1

18072 吟家 富津店 富津市大堀1丁目17-1

18073 居酒屋 おおほり 富津市大堀2098

18074 居酒屋 葵 富津市大堀2098

18075 権兵衛 富津市大堀2-19-3

18076 酒肴旬鮮あみぐら 富津市大堀3-14-10

18077 雪國 富津市大堀3-15-6

18078 喫茶アイリス 富津市大堀3-23-15

18079 居酒屋スナック愛歌 富津市大堀34-1

18080 串秀 富津市大堀34-1

18081 ステーキいなむら 富津市大堀4-5-5

18082 栄寿司 富津市竹岡4402-2

18083 おくむら食堂 富津市竹岡501

18084 菊華旅館 富津市竹岡550-1

18085 こみやま食堂 富津市長崎228

18086 食い処こゆき 富津市二間塚782-1

18087 竹岡マリーナレストハウス 富津市萩生580

18088 松原 富津市八幡159-1

18089 テラスプサラス 富津市八幡160

18090 三ツ木飯店 富津市富津1136-73

18091 PANTRYJACK 富津市富津2361-32

18092 中華料理海花 富津市富津2661

18093 加喜丸 富津市富津2709

18094 粋花 富津市富津34-1

18095 カラオケサロンひでみ 富津市湊1079

18096 ふくもと櫻 富津市湊1101

18097 居酒屋ハッピー 富津市湊1148-1

18098 酒処 あかり 富津市湊1150

18099 ぼんぼん亭 富津市湊227-1

18100 めし処山の上の下 富津市湊262

18101 魚七 富津市湊47-1

18102 旅館 清風荘 富津市湊526

18103 鳥きん 富津市湊56

18104 居酒屋美和 富津市湊631-1

18105 いこい食堂 富津市湊664

18106 スタミナ食堂富津店 富津市湊710-1

18107 パブ ドリアン 富津市湊721番地

18108 宴 富津市湊735

18109 タベルナ 富津市湊832

18110 さとみ寿司 富津市湊832

18111 美美 浦安市海楽1丁目29番14号

18112 レストランサン 浦安市海楽2丁目1番27号

18113 和食ごはんnicori 浦安市高洲1-22-5-1F

18114 Cafe＆DiningBar 浦安市高洲1丁目22番12号

18115 すし処咲真 浦安市今川1-13-27

18116 キッチン クリボー！ 浦安市今川1丁目2番56号

18117 和食ふじ 浦安市今川1丁目4番3号

18118 DONDON 浦安市今川4-7-1

18119 株式会社すかいらーくレストランツ 浦安市今川4丁目13番2号

18120 キッチンカフェ ほっぷ 浦安市今川4丁目2-4



18121 古式 手打ちうどん 藏 浦安市今川4丁目2番8号

18122 SPA&HOTEL舞浜ユーラシアオーキッド 浦安市千鳥13-20

18123 一心・ハオ 浦安市鉄鋼通り1-1-1

18124 北海道生まれ和食処とんでん浦安店 浦安市東野1-1-41

18125 ジョナサン浦安店 浦安市東野1-3-12

18126 倉一廊 浦安市東野1丁目3番12号

18127 そば処 吉平 浦安市東野2丁目10番17号

18128 マクドナルド 浦安東野ヤオコー店 浦安市東野2丁目29番33号

18129 焼肉屋くいどん浦安店 浦安市東野3-4-1アクロスプラザ浦安東野2F

18130 しゃぶ葉 浦安東野店 浦安市東野3丁目4番1号

18131 サイゼリヤ アクロスプラザ浦安東野店 浦安市東野3丁目4番1号

18132 ひさご 浦安市当代島1-1-11フォーレストビル

18133 馳走天乃 浦安市当代島1-1-11フォーレストビル1階

18134 rBAR 浦安市当代島1-1-11フォーレストビルB1F

18135 土間土間浦安店 浦安市当代島1-1-22佃甚ビル4階

18136 温野菜浦安店 浦安市当代島1-1-22佃甚ビル4階

18137 鮨・酒・肴 杉玉 浦安 浦安市当代島1-1-25

18138 萬龍飯店 浦安市当代島1-1-4

18139 韓国料理オアシス 浦安市当代島1-14-23

18140 鳥起 浦安市当代島1-1-4メトロセンター

18141 DiningBarLighthouse 浦安市当代島1-1-4メトロセンターB3

18142 つり舟 浦安市当代島1-1-5浦安メトロセンター

18143 大衆酒場BEETLE浦安店 浦安市当代島1-16-19大塚ビル1F

18144 日本酒よつば 浦安市当代島1-17-18

18145 クオリティー 浦安市当代島1-17-19第2岡清ビル1F

18146 あぁ、ハンバーグ 浦安市当代島1-17-22ベイグランデ1F

18147 BEACH 浦安市当代島1-17-23岡本店舗102号室

18148 CocoBongo 浦安市当代島1-18-11グランデ浦安

18149 四季旬菜つくし 浦安市当代島1-18-20U-BIGタワー1F

18150 JUNGLE2nd 浦安市当代島1-19-1オーシャンブルー1F

18151 カンテラーノ 浦安市当代島1-19-2サンハイツ細金1F

18152 豊楽 浦安市当代島1-19-45

18153 いざかや慶 浦安市当代島1-19-45

18154 sakabar笑 浦安市当代島1-19-45

18155 レストランコデアク 浦安市当代島1-2-10クリスタルKビル1F

18156 第八相馬屋 浦安市当代島1-30-11

18157 C＆B チャチャチャ 浦安市当代島1-3-23

18158 Seagull 浦安市当代島1-3-30

18159 Lien 浦安市当代島1-3-30ビックウエストビル603

18160 ダンダダン酒場浦安店 浦安市当代島1-3-30ミハス幡ヶ谷201

18161 久仁寿司 浦安市当代島1-4-7

18162 みきの家 浦安市当代島1-5-21

18163 Newかれん 浦安市当代島1-5-21

18164 すーちゃん 浦安市当代島1-5-25

18165 美加和屋 浦安市当代島1-5-26

18166 SPORTSCAFE&BARたまりば 浦安市当代島1-5-40

18167 イタリアンバルHealthyBoy 浦安市当代島1-5-40-201当代島ビル

18168 ごせき 浦安市当代島1-6-17

18169 丸志げ 浦安市当代島1-6-17

18170 居酒屋コニー 浦安市当代島1-9-12

18171 BardePescador 浦安市当代島1丁目11番1号

18172 番屋 浦安市当代島1丁目11番28号

18173 とんかつ屋かつ甚 浦安市当代島1丁目13番8号

18174 mixology Bar acotto 浦安市当代島1丁目14番30号

18175 SHOT BAR 浦安市当代島1丁目16番19号

18176 T-Style 浦安市当代島1丁目17-3

18177 ふじ川 浦安市当代島1丁目17番23号

18178 小料理ありんこ 浦安市当代島1丁目17番8号

18179 イタリアンバルタヴェルナフラビア 浦安市当代島1丁目18番24号

18180 分田上 浦安市当代島1丁目19番38号

18181 カレーハウスゴリラ亭 浦安市当代島1丁目1番1号

18182 喫茶 カフェ・ド・モン 浦安市当代島1丁目1番1号302

18183 松屋 浦安駅前店 浦安市当代島1丁目1番22

18184 サイゼリヤ 浦安駅前店 浦安市当代島1丁目1番22号

18185 Amyu 浦安市当代島1丁目1番25号坂徳ビル2F

18186 じゅじゅ 浦安市当代島1丁目1番4号

18187 丸とし 浦安市当代島1丁目1番5号

18188 しんさだ 浦安市当代島1丁目1番5号

18189 La Picada de tres 浦安市当代島1丁目3番10号

18190 STARS 浦安市当代島1丁目3番30号-606ビッグウエストビル606

18191 RainbowZero 浦安市当代島1丁目3番30号ビッグウエスト浦安ビル2階202号室

18192 富来家 浦安市当代島1丁目3番8号1F

18193 SoulFoodKitchen 浦安市当代島1丁目5番33号

18194 まぐろや 浦安市当代島1丁目5番40号

18195 有限会社仲寿司 浦安市当代島1丁目6番29号

18196 やきとりや 浦安市当代島1丁目7番15号

18197 泰平鮨 浦安市当代島1丁目7番20号

18198 スナック エイト 浦安市当代島1丁目9番27号

18199 ナカセンナリ豆花 浦安市当代島1丁目9番27号コーポ渡辺101

18200 らーめん北斗 浦安市当代島2-1-21ハイマート浦安108

18201 居酒屋 ひろこ 浦安市当代島2-2-1

18202 らあめん花月嵐浦安店 浦安市当代島2-5-1

18203 CAFEALOHAGARDEN 浦安市当代島2丁目13番5号U-BIGHILLS1F

18204 寿司清 浦安市当代島2丁目1番1号

18205 旨いもん処 淀 浦安市当代島2丁目3番5号

18206 聚京縁 浦安市当代島2丁目5番1号メゾンサンライズ102号室

18207 うらやす鮨凛 浦安市当代島3-2-17コープ新浦安101

18208 Uoo Surf 浦安市当代島3丁目4番55号

18209 ヒマラヤ食堂浦安店 浦安市当代島3丁目6番1号

18210 ラライタリアーナ 浦安市日の出1-1-1-1Fホテルエミオン東京ベイ

18211 日本料理Kai 浦安市日の出1-1-1-22Fホテルエミオン東京ベイ

18212 La Ohana 浦安市日の出1丁目3番2号



18213 炭火焼肉遊山 浦安市日の出5-5-1-F

18214 千寿司新浦安店 浦安市日の出5-5-1パークシティー東京ベイ新浦安COCOベイモールC

18215 チャイナ厨房チンタンタン新浦安店 浦安市日の出5-5-1パークシティ東京ベイ新浦安COCO街区1F

18216 Restaurant&BarPayaso 浦安市日の出5-6-1パークシティ東京ベイ新浦安Sea-A

18217 慶鳥 浦安市日の出5丁目5番1号

18218 東京ベイ東急ホテル 浦安市日の出7-2-3東京ベイ東急ホテル

18219 大江戸温泉物語浦安万華郷ひなた茶屋 浦安市日の出7-3-12

18220 ドクターフィッシュ＆カフェ水景庵 浦安市日の出7-3-12

18221 B級グルメ食堂浦安店 浦安市日の出7-3-12大江戸温泉物語浦安万華郷

18222 老上海 浦安市日の出7-3-12大江戸温泉物語浦安万華郷1階

18223 菊水亭 浦安市日の出7-3-12大江戸温泉物語浦安万華郷1階

18224 千寿楼、桜花楼 浦安市日の出7-3-12大江戸温泉物語浦安万華郷2階

18225 元氣七輪焼肉牛繁 浦安万華郷店 浦安市日の出7丁目3番12号

18226 和幸アトレ新浦安店 浦安市入船1-1-1

18227 新助アトレ店 浦安市入船1-1-1アトレ新浦安

18228 月の坊 浦安市入船1-1-1アトレ新浦安2F

18229 海賊の台所アトレ新浦安 浦安市入船1-1-1アトレ新浦安2F

18230 道玄家アトレ新浦安店 浦安市入船1-1-1アトレ新浦安店ダインングコート1

18231 サーティーワンアイスクリーム新浦安アトレ店 浦安市入船1-1-1アトレ新浦安内

18232 イオン新浦安彦酉 浦安市入船1-4-1

18233 ヴィド・フランス新浦安店 浦安市入船1-4-1

18234 新浦安麺屋土竜 浦安市入船1-4-1

18235 ラーメン 永興 浦安市入船1-4-1

18236 ItalianKitchenVANSANイオン新浦安店 浦安市入船1-4-1-4階イオンスタイル

18237 はんばーぐきっず 浦安市入船1-4-1イオンスタイル新浦安

18238 いわいたけし丼 浦安市入船1-4-1イオンスタイル新浦安1Fフードコート内

18239 自家焙煎椿屋珈琲イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安1階

18240 いきなりステーキイオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安1階フードコート

18241 さくら水産イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4F

18242 ABURI百貫イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安4階

18243 サブウェイイオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安店1階

18244 台楽茶イオン新浦安店 浦安市入船1-4-1イオン新浦安店3F

18245 はなの舞新浦安店 浦安市入船1-4-1ショッパーズプラザ4Fショッパーズプラザ4F

18246 二十四節や 浦安市入船1-4-1新浦安イオンスタイル116区画

18247 洋麺屋五右衛門新浦安店 浦安市入船1-5-1

18248 牛たん焼き仙台辺見新浦安店 浦安市入船1-5-1

18249 四十八漁場新浦安店 浦安市入船1-6-1新浦安TKビルディング2F

18250 インド料理 ゴングル 浦安市入船1丁目1番1号

18251 四季菜々 新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号

18252 ドトールコーヒーショップ アトレ新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号

18253 やるき茶屋 新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号

18254 （株）ドンク 新浦安アトレインストア店 浦安市入船1丁目1番1号

18255 スターバックスコーヒー 浦安市入船1丁目1番1号

18256 SEIJO ISHII STYLE 浦安市入船1丁目1番1号

18257 サイゼリヤ アトレ新浦安店 浦安市入船1丁目1番1号

18258 いろり庵きらく 新浦安店 浦安市入船1丁目1番地

18259 鎌倉パスタ イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4-1

18260 カラオケBanBan 新浦安駅前店 浦安市入船1丁目4-1

18261 バルデエスパーニャグランビア 浦安市入船1丁目4-1イオン新浦安4F

18262 ポポラマーマ イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18263 長寿韓酒房 新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18264 土間土間 イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18265 ディッパーダン イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18266 牛角 イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18267 大八ぼっちゃん 新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18268 リンガーハット イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号

18269 はなまるうどん イオン新浦安店 浦安市入船1丁目4番1号1階

18270 西安餃子 新浦安店 浦安市入船1丁目5番1号

18271 とんかつ 新宿さぼてん 浦安市入船1丁目5番1号

18272 ドトールコーヒーショップ新浦安モナ店 浦安市入船1丁目5番1号

18273 スターバックスコーヒー 浦安市入船1丁目5番1号

18274 らあめん花月 嵐 浦安市入船1丁目5番1号

18275 信州そば処 そじ坊 浦安市入船1丁目5番1号

18276 マクドナルド 新浦安駅前店 浦安市入船1丁目5番1号

18277 焼肉新羅MONA新浦安店 浦安市入船1丁目5番1号MONA新浦安A館4F

18278 鹿児島県霧島市塚田農場新浦安店 浦安市入船1丁目6-1新浦安TKビルディング2階

18279 しゃぶしゃぶ温野菜 新浦安駅前店 浦安市入船1丁目6番1号

18280 馳走 ふくしま 浦安市入船1丁目6番1号

18281 大金星 新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号

18282 串カツ田中／中華そば田中 新浦安店 浦安市入船1丁目6番1号

18283 らんせる亭 浦安市入船4-1-12

18284 旬や 浦安市入船4-1-23

18285 鬼平 浦安市入船4-13-23

18286 焼肉いちり 浦安市入船4-1-4-2F

18287 小味庵・萌寿 浦安市入船4-22-3

18288 志摩家 浦安市入船4-6-8

18289 t-en 浦安市入船4-9-8-302

18290 蕎麦たのし 浦安市入船4丁目1番地18ソルテルーチェ1階

18291 ダイニング夢 浦安市入船4丁目3番地4号ダイニング夢

18292 RUBAN 浦安市入船4丁目6番20号

18293 てしごと家 新浦安店 浦安市入船4丁目7番28号

18294 居酒屋 数納 浦安市入船4丁目9番8号

18295 揚州商人ｲｵﾝ新浦安店 浦安市入船入船1-4-1イオン新浦安店4F

18296 CafeBran樹 浦安市猫実1-17-16

18297 ココス浦安店 浦安市猫実1-21-26

18298 勝花 浦安市猫実1-3-33

18299 酒楽屋すずや 浦安市猫実1丁目5番5号

18300 和食さと浦安店 浦安市猫実2-13-23

18301 酒場 琴 浦安市猫実2-21-1

18302 お好み焼き小ばなし 浦安市猫実2-27-10

18303 中国料理一發 浦安市猫実2-30-9

18304 旬鮮酒房呑平 浦安市猫実2-31-10アドラブール101



18305 すし銚子丸 浦安店 浦安市猫実2丁目33番24号

18306 MAHACURRY（マハカレー） 浦安市猫実2丁目3番44号-1F

18307 すし屋の弥助 浦安市猫実3-1-17

18308 とんかつきむら 浦安市猫実3-15-18とんかつきむら

18309 カラオケステージあかり 浦安市猫実3-16-19

18310 お好み焼き若菜 浦安市猫実3-16-41マンションハイブリッジ

18311 千家 浦安市猫実3-20-5

18312 心 浦安市猫実3-26-19

18313 太月そば店 浦安市猫実3丁目15番5号

18314 居酒屋 あみんこ 浦安市猫実3丁目16番12号

18315 青山餃子房浦安店 浦安市猫実3丁目16番48号

18316 PIZZERIA ICHIROTEI 浦安市猫実3丁目17番19号

18317 味市場 舞 浦安市猫実3丁目1番19号

18318 場留K's 浦安市猫実3丁目24番1号セラヴィK101号

18319 有限会社秀すし 浦安市猫実4-11-18

18320 BARCHINON 浦安市猫実4-20-10-2階近藤ビル

18321 焼鳥兼田 浦安市猫実4-20-11

18322 BarAnchor 浦安市猫実4-6-1ビューバレー1F

18323 こだわりらーめん孫悟空 浦安市猫実4-6-43

18324 ASPARAGUS 浦安市猫実4-6-43

18325 焼肉 コリアハウス 浦安市猫実4丁目18番22号

18326 すき家 浦安駅前店 浦安市猫実4丁目18番26号

18327 新鮮や たく 浦安市猫実4丁目18番27号

18328 じろう 浦安市猫実4丁目19番16号

18329 スナックボンボン 浦安市猫実4丁目20番11号

18330 中華・ラーメン 春香 浦安市猫実4丁目20番15号

18331 チキンチーズドッグ 浦安市猫実5-11-15

18332 ふじまつ 浦安市猫実5-12-1

18333 蕎麦うらやす信や 浦安市猫実5-12-8DMビル1階

18334 JUNGLE 浦安市猫実5-12-8DMビル2F

18335 肉処もりや 浦安市猫実5-15-16

18336 麺酒場凛々亭 浦安市猫実5-1-51内銀ビル101号

18337 UNCLE 浦安市猫実5-1-52-地下1階

18338 RUBY 浦安市猫実5-18-18U-BIGCENTERBLD．3F

18339 和のうだがわ 浦安市猫実5-2-46

18340 屋形船弟17吉久丸 浦安市猫実5-7-12

18341 岩田屋本店（第十八岩田屋） 浦安市猫実5-8-23

18342 おんごろ屋 浦安市猫実5丁目12番12号

18343 ショットバーグランドル 浦安市猫実5丁目12番8号DMビル102

18344 手打ち蕎麦 ちんねん 浦安市猫実5丁目13番10号

18345 Spice India 浦安市猫実5丁目18番18号

18346 かね政 浦安市猫実5丁目1番52号

18347 鞠子屋 浦安市猫実5丁目4番1号

18348 船宿西栄、第七西栄丸 浦安市猫実5丁目6番9号

18349 船宿西栄、第八西栄丸 浦安市猫実5丁目6番9号

18350 第二十七 吉野屋 浦安市猫実5丁目7番10号

18351 船宿 吉野屋 第23号 浦安市猫実5丁目7番10号

18352 船宿 吉野屋 第25号 浦安市猫実5丁目7番10号

18353 船宿 吉野屋 第26号 浦安市猫実5丁目7番10号

18354 船宿 吉野屋 第22号 浦安市猫実5丁目7番10号

18355 グランサンク 浦安市美浜1丁目8番2号

18356 美浜 浦安市美浜1丁目8番2号

18357 宴会場 パントリー 浦安市美浜1丁目8番2号

18358 チャイニーズテーブル 浦安市美浜1丁目8番2号

18359 ブローニュの森 浦安市美浜1丁目8番2号

18360 ハブ 浦安市美浜1丁目8番2号

18361 オリエンタルホテル東京ベイ1F宴会場厨房 浦安市美浜1丁目8番2号

18362 メインバー マートレット 浦安市美浜1丁目9番1号

18363 レストラン カシュカシュ 浦安市美浜1丁目9番1号

18364 中国料理 花閒 浦安市美浜1丁目9番1号

18365 味処 季布や 浦安市美浜1丁目9番1号

18366 鉄板焼 燔 浦安市美浜1丁目9番1号

18367 京懐石 螢 浦安市美浜1丁目9番1号

18368 3階 パントリー 浦安市美浜1丁目9番1号

18369 宴会主厨房 浦安市美浜1丁目9番1号

18370 浦安ブライトンホテル 宴会厨房 浦安市美浜1丁目9番1号

18371 ジョリーパスタ ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

18372 はま寿司 ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

18373 ビッグボーイ ライフガーデン新浦安店 浦安市富岡3丁目2番1号

18374 ひまわり食堂 浦安市富岡4-9-4

18375 十がらし 浦安市富士見1-10-23

18376 CROSSBORDER 浦安市富士見1-10-24

18377 居酒屋のぶし 浦安市富士見1-11-23居酒屋のぶし

18378 ピッツェリアテルメ 浦安市富士見1-11-6

18379 TI-DA 浦安市富士見1-15-14-105中里ビル1F

18380 食酒屋やまさき 浦安市富士見1-15-14中里ビル1階

18381 極濃つけ麺プルプル55 浦安市富士見1-15-6

18382 くいもんや惣兵衛 浦安市富士見1-17-13-103

18383 ステーキハウスマエダ 浦安市富士見1-17-9

18384 折鶴 浦安市富士見1丁目15番5号

18385 マクドナルド 浦安富士見店 浦安市富士見1丁目6番22号

18386 おかいち 浦安市富士見2-14-41

18387 花茶8306 浦安市富士見2-18-1

18388 居酒屋くいくい 浦安市富士見2-8-1

18389 鉄板焼もん 浦安市富士見2-8-1

18390 本気の焼豚プルプル食堂 浦安市富士見2-9-39

18391 DiningBarミラコロ 浦安市富士見2丁目19番4号

18392 まぐろや 富士見店 浦安市富士見2丁目8番2号

18393 MEHMAN 浦安市富士見2丁目8番4号

18394 ビーパス浦安店 浦安市富士見3-1-2

18395 隠れ家 浦安市富士見3-5-12隠れ家

18396 とんかつ田 浦安市富士見3丁目16番1号



18397 TOMISUI 浦安市富士見3丁目16番43号

18398 松屋 浦安富士見店 浦安市富士見3丁目16番9号

18399 くるまやラーメン 浦安市富士見3丁目5-45

18400 廻鮮寿司吉恒 浦安市富士見4-14-30

18401 CASAORSETTO 浦安市富士見4-2-37

18402 海酔 浦安市富士見4丁目1番15号サンライズ富士見103

18403 アジアンレストランマウンテイン 浦安市富士見4丁目7番20号

18404 凜や舞浜店 浦安市舞浜1-4

18405 フツウニフルウツ舞浜出張所 浦安市舞浜1-4

18406 CHEZMADU 浦安市舞浜1-4イクスピアリ

18407 イクスピアリ・キッチンA区画 浦安市舞浜1-4イクスピアリ1F

18408 イクスピアリ・キッチンE区画 浦安市舞浜1-4イクスピアリ1F

18409 サーティワンアイスクリーム　イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ1F

18410 タリーズコーヒーイクスピアリ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ1Fガーデンサイト

18411 こめらくお茶漬けと、いろどり唐揚げ。イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ1Fザ・コートヤード

18412 カフェトレイル＆トラック 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2F

18413 RIOGRANDEGRILLイクスピアリ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2F

18414 レインフォレストカフェ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2F

18415 バル・リカ・セルヴェッサ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2F

18416 サイゼリヤ舞浜イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2F

18417 GuzmanyGomezイクスピアリ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ2FシアターフロントB242区画

18418 カフェ・カイラ舞浜店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3F

18419 しゃぶしゃぶ但馬屋イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3F

18420 ピッタ・ゼロゼロ 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3F

18421 ホノルルコーヒーイクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3階

18422 舞千房イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3階 グレイシャス・スクエア

18423 レッドロブスター舞浜イクスピアリ店 浦安市舞浜1-4イクスピアリ3階グレイシャススクエア内

18424 ロティズ・ハウス 浦安市舞浜1-4イクスピアリ4F

18425 オールド・オウル 浦安市舞浜1-4イクスピアリ4F

18426 トルセドール 浦安市舞浜1-4イクスピアリ4F

18427 アウトバックステーキハウス舞浜店 浦安市舞浜1-4イクスピアリグレイシャススクエア3階

18428 パイフェイス舞浜イクスピアリショップ 浦安市舞浜1-4イクスピアリショップ1F

18429 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 浦安市舞浜1-7-3階

18430 ダイナスティ（王朝） 浦安市舞浜1-8ヒルトン東京ベイ

18431 フォレストガーデン 浦安市舞浜1-8ヒルトン東京ベイ

18432 アチェンド 浦安市舞浜1-8ヒルトン東京ベイ

18433 プリマルーチェ厨房 浦安市舞浜1-8ヒルトン東京ベイ

18434 セガフレード・ザネッティ・エスプレッソヒルトン東京ベイ店 浦安市舞浜1-8ヒルトン東京ベイ1F

18435 THECLUBFuji 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18436 ダイアモンド 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18437 トスティーナ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18438 舞浜 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18439 ガレリアカフェ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18440 グランカフェ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18441 華厳 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18442 オーシャンブルー 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18443 ジョージアンテラス 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18444 パークビュー・ビスタ・ホライズン 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18445 ザ・ベイ・ラウンジ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18446 グランカフェ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18447 グランカフェ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18448 グランカフェ 浦安市舞浜1-9シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

18449 東京ディズニーランドハングリーベア・レストラン 浦安市舞浜1番地1

18450 東京ディズニーランドキャプテンフックス・ギャレー 浦安市舞浜1番地1

18451 東京ディズニーランドトゥモローランド・テラス 浦安市舞浜1番地1

18452 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 浦安市舞浜1番地1

18453 東京ディズニーランドプラズマ・レイズ・ダイナー 浦安市舞浜1番地1

18454 東京ディズニーランドカウボーイ・クックハウス 浦安市舞浜1番地1

18455 東京ディズニーランドカフェ・オーリンズ 浦安市舞浜1番地1

18456 東京ディズニーランドペコスビル・カフェ 浦安市舞浜1番地1

18457 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 浦安市舞浜1番地1

18458 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 浦安市舞浜1番地1

18459 東京ディズニーランドれすとらん北齋 浦安市舞浜1番地1

18460 東京ディズニーランドリフレッシュメントコーナー 浦安市舞浜1番地1

18461 東京ディズニーランドチャイナボイジャー 浦安市舞浜1番地1

18462 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 浦安市舞浜1番地1

18463 東京ディズニーランドクリスタルパレス・レストラン 浦安市舞浜1番地1

18464 東京ディズニーランドグランマ・サラのキッチン 浦安市舞浜1番地1

18465 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 浦安市舞浜1番地1

18466 東京ディズニーランドザ・ダイヤモンドホースシュー 浦安市舞浜1番地1

18467 東京ディズニーランドポリネシアンテラス・レストラン 浦安市舞浜1番地1

18468 東京ディズニーランドクラブ33 浦安市舞浜1番地1

18469 キャストイン 浦安市舞浜1番地1 

18470 東京ディズニーランドザ・ガゼーボ 浦安市舞浜1番地1アドベンチャーランド

18471 クイーンオブハートのバンケットホール 浦安市舞浜1番地1ファンタジーランド

18472 2F宴会場 パントリー1 浦安市舞浜1番地34

18473 コーヒーラウンジパントリー 浦安市舞浜1番地34

18474 2F宴会場 パントリー2 浦安市舞浜1番地34

18475 レストランファインテラス主厨房 浦安市舞浜1番地34

18476 シネマイクスピアリ1F売店 浦安市舞浜1番地4

18477 シネマイクスピアリ3F売店 浦安市舞浜1番地4

18478 クリスピー・クリーム・ドーナツ 浦安市舞浜1番地4

18479 博多 一風堂 浦安市舞浜1番地4

18480 nana’s green tea 浦安市舞浜1番地4

18481 人形町今半 舞浜イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18482 CHUBBY AIRLINES 浦安市舞浜1番地4

18483 クアアイナ イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18484 モンスーン・カフェ舞浜 イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18485 焼肉トラジ イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18486 Salon de Sweets 浦安市舞浜1番地4

18487 マーレクッチーナ 浦安市舞浜1番地4

18488 イクスピアリ・キッチン B区画 浦安市舞浜1番地4



18489 ゴンチャ イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18490 TGI FRIDAYS 浦安市舞浜1番地4

18491 海人酒房 イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4

18492 築地 玉寿司 浦安市舞浜1番地4

18493 和幸 イクスピアリ舞浜店 浦安市舞浜1番地4

18494 a le Loic 浦安市舞浜1番地4

18495 スターバックスコーヒー舞浜イクスピアリ店 浦安市舞浜1番地4-1F

18496 築地 銀だこ 浦安市舞浜1番地4-1F

18497 青龍門 浦安市舞浜1番地43Fグレイシャススクエア

18498 ローラズ・カップケーキ 東京 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ1階

18499 自然派ビュッフェ饗の詩 浦安市舞浜1番地4イクスピアリ1階

18500 舞浜イクスピアリ 浦安市舞浜1番地4イクスピアリM-201区画

18501 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 浦安市舞浜1番地6

18502 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 浦安市舞浜1番地6

18503 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 浦安市舞浜1番地6

18504 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 浦安市舞浜1番地6

18505 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） 浦安市舞浜1番地8

18506 ホテルオークラ東京ベイ メインキッチン 浦安市舞浜1番地8-1F

18507 ホテルオークラ東京ベイ 浦安市舞浜1番地8-1F

18508 アクアテラス 浦安市舞浜1番地8-1Fプールガーデン

18509 ホテルオークラ東京ベイ 「羽衣」 浦安市舞浜1番地8-2F

18510 ホテルオークラ東京ベイ 宴会厨房 浦安市舞浜1番地8-2F

18511 宴会厨房 浦安市舞浜1番地8-2F

18512 宴会パントリー 浦安市舞浜1番地8-2F

18513 ホテルオークラ東京ベイ 浦安市舞浜1番地8-B1F

18514 日本料理 飛鳥 浦安市舞浜1番地9号

18515 日本料理 飛鳥（寿司） 浦安市舞浜1番地9号

18516 チックタック・ダイナー 浦安市舞浜2-11ディズニーアンバサダーホテル

18517 サイゼリヤ 舞浜駅前店 浦安市舞浜26-5

18518 ベッカーズ舞浜店 浦安市舞浜26-5JR舞浜駅南口改札外

18519 ベックスコーヒーショップ舞浜店 浦安市舞浜26番地5

18520 chawan 舞浜駅前店 浦安市舞浜26番地5

18521 ビースティーレ 浦安市舞浜2丁目46番6号

18522 Ｓカフェ 浦安市舞浜2番地18 

18523 東京ディズニーシーリフレッシュメント・ステーション 浦安市舞浜2番地2

18524 東京ディズニーシーカフェ・ポルトフィーノ 浦安市舞浜2番地2

18525 東京ディズニーシーケープコッド・クックオフ 浦安市舞浜2番地2

18526 東京ディズニーシーユカタン・ベースキャンプ・グリル 浦安市舞浜2番地2

18527 東京ディズニーシーリストランテ・ディ・カナレット 浦安市舞浜2番地2

18528 東京ディズニーシーホライズンベイ・レストラン 浦安市舞浜2番地2

18529 東京ディズニーシーカスバ・フードコート 浦安市舞浜2番地2

18530 東京ディズニーシーオープンセサミ 浦安市舞浜2番地2

18531 東京ディズニーシーリフレスコス 浦安市舞浜2番地2

18532 東京ディズニーシーロストリバークックハウス 浦安市舞浜2番地2

18533 東京ディズニーシーセバスチャンのカリプソキッチン 浦安市舞浜2番地2

18534 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 浦安市舞浜2番地2

18535 東京ディズニーシーニューヨーク・デリ 浦安市舞浜2番地2

18536 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 浦安市舞浜2番地2

18537 東京ディズニーシーゴンドリエ・スナック 浦安市舞浜2番地2

18538 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 浦安市舞浜2番地2

18539 東京ディズニーシードックサイドダイナー 浦安市舞浜2番地2

18540 東京ディズニーシー 浦安市舞浜2番地2

18541 東京ディズニーシーヴォルケイニア・レストラン 浦安市舞浜2番地22階

18542 東京ディズニーシーテディ・ルーズヴェルト・ラウンジ 浦安市舞浜2番地22階

18543 東京ディズニーシーS．S．コロンビア・ダイニングルーム 浦安市舞浜2番地23階

18544 焼肉レストランソウル 浦安市弁天2丁目3-1

18545 居酒屋みい 浦安市北栄1-10-11

18546 大同苑 浦安市北栄1-10-11

18547 おばさんの居酒屋かとう 浦安市北栄1-10-11

18548 パブフェイス 浦安市北栄1-10-11

18549 和道酒家らく 浦安市北栄1-11-1

18550 ビリヤードパルコ 浦安市北栄1-11-1ダイゴホテル2階

18551 ながやま亭。浦安駅前 浦安市北栄1-11-1醍醐ビル1階

18552 porky'skitchen浦安店 浦安市北栄1-1-12-1F

18553 食堂はなび 浦安市北栄1-1-12-2階KYビル

18554 OYSTER＆DININGBARIBIZA143 浦安市北栄1-11-45

18555 新助浦安店 浦安市北栄1-11-5

18556 IslandbarIBIZA 浦安市北栄1-1-15

18557 千寿司浦安店 浦安市北栄1-1-15

18558 BarTierra 浦安市北栄1-12-3-1F

18559 クエスト 浦安市北栄1-12-3レクス1742階

18560 まかない屋なにげ 浦安市北栄1-12-50第2けいとやビル2F

18561 やきとり家すみれ浦安店 浦安市北栄1-13-11折本ビルパートⅡ1F

18562 ウェンディーズ・ファーストキッチン浦安西友店 浦安市北栄1-13-25西友パートⅡ1F

18563 樫の木 浦安市北栄1-13-7

18564 ポポラマーマ浦安店 浦安市北栄1-13-7光雄マンション2階光雄マンション

18565 浦安幸来 浦安市北栄1-1-4102チューナスカノウ

18566 とさか 浦安市北栄1-15-13

18567 BARL'escale 浦安市北栄1-15-13-2階菊池ビル

18568 てけてけ浦安店 浦安市北栄1-15-16石徳ビル2階

18569 居酒屋からふる 浦安市北栄1-15-23金子ビル201

18570 うっとり浦安店 浦安市北栄1-15-25エミネンスZEN102

18571 屋台屋博多劇場浦安店 浦安市北栄1-15-27熊川ビル18-1階

18572 浦安kitchenあそび 浦安市北栄1-15-27熊川ビル202

18573 味道 浦安市北栄1-15-8

18574 ベイクラブ 浦安市北栄1-15-82階大塚ビル

18575 BARINOHANA 浦安市北栄1-16-13-4階信栄ビル

18576 NewclubD 浦安市北栄1-16-14

18577 cokia 浦安市北栄1-16-16トレンディー168-5F

18578 ほのか浦安店 浦安市北栄1-16-18ケルンビル3階

18579 山内農場浦安駅前店 浦安市北栄1-16-18浦安ケルン2階

18580 日本酒とりまる浦安店 浦安市北栄1-16-18浦安ケルンビル302



18581 マインズ 浦安市北栄1-1-6TRTビル

18582 レストランテラコッタ 浦安市北栄1-1-6TRTビル101

18583 うなぎ朝川 浦安市北栄1-17-13

18584 富士そば浦安店 浦安市北栄1-17-14ブランノワールビル

18585 CLUBTOP'S-VIN 浦安市北栄1-17-15

18586 一天張 浦安市北栄1-17-15浦安駅前ビル

18587 浦安卓球PARK 浦安市北栄1-17-15浦安駅前ビル6F

18588 Purecafe 浦安市北栄1-17-16-5F

18589 中華料理東京餃子軒浦安店 浦安市北栄1-17-16A・IビルURAYASU1F

18590 浦安マルシェえんじん 浦安市北栄1-17-16AIビルURAYASU4階

18591 魚民浦安駅前店 浦安市北栄1-17-17大盛ビル2階

18592 PIZZASALVATORECUOMO浦安店 浦安市北栄1-2-22

18593 玄品浦安 浦安市北栄1-2-25-1階アドバンスビル

18594 まごころ 浦安市北栄1-2-28新定マンション1F

18595 本格天ぷら天悟 浦安市北栄1-2-37-102伝次郎ビル

18596 日本橋多門 浦安市北栄1-9-22

18597 ひとみちゃん 浦安市北栄1丁目10番11号石信店舗102

18598 コイケグループKARISMA 浦安市北栄1丁目10番11号石信店舗103号

18599 Hot plate dining 浦安市北栄1丁目11番1号

18600 カラオケダイニングかくれ家 浦安市北栄1丁目11番5号エンゼルビル2F・3F

18601 中華料理 泰興 浦安市北栄1丁目11番7号

18602 串カツ田中／中華そば田中 浦安店 浦安市北栄1丁目11番7号

18603 やきとり大好き 浦安市北栄1丁目12番50号第2けいとやビル1F

18604 カラオケまねきねこ 浦安北口店 浦安市北栄1丁目13番11号

18605 浦安のひもの屋 浦安市北栄1丁目13番11号

18606 神戸屋ブレッズカフェ メトロピア浦安店 浦安市北栄1丁目13番1号

18607 はなまるうどん 浦安メトロピア店 浦安市北栄1丁目13番1号浦安駅内

18608 ドトールコーヒーショップ 浦安南口店 浦安市北栄1丁目13番25号

18609 インド料理 スーリア 浦安市北栄1丁目14番1号

18610 三ぶちゃん 浦安市北栄1丁目15番10号

18611 マクドナルド 浦安店 浦安市北栄1丁目15番13号

18612 ラーメン たかし屋 浦安市北栄1丁目15番23号

18613 マルキ食堂 浦安市北栄1丁目15番24号

18614 鳥繁 浦安市北栄1丁目15番27号

18615 ヴィンセント浦安店 浦安市北栄1丁目15番28号エクレール浦安駅前1階

18616 松屋 浦安店 浦安市北栄1丁目15番5号

18617 カラオケ館浦安店 浦安市北栄1丁目15番6号

18618 スターバックスコーヒー 浦安店 浦安市北栄1丁目15番9号

18619 スカイヘブン 浦安市北栄1丁目16番16号

18620 珍來 浦安店 浦安市北栄1丁目16番24号

18621 横浜家系 壱角家 浦安店 浦安市北栄1丁目16番30号

18622 炭火焼肉酒家 牛角 浦安店 浦安市北栄1丁目16番30号

18623 カラオケBanBan 浦安店 浦安市北栄1丁目16番30号

18624 南大門 浦安市北栄1丁目17番14号

18625 日高屋 浦安店 浦安市北栄1丁目17番15号

18626 吉野家 浦安駅前店 浦安市北栄1丁目17番16号

18627 とんかつ やまだ 浦安市北栄1丁目17番3号

18628 焼肉新羅浦安駅前店 浦安市北栄1丁目1番7号ブランシェ1F

18629 ガスト 浦安店 浦安市北栄1丁目1番9号

18630 居酒屋屋久島 浦安市北栄1丁目2-37伝次郎ビル1F

18631 桝田屋 浦安市北栄1丁目2番28号

18632 CafeDiningMARCH． 浦安市北栄1丁目2番3号

18633 麺屋真星 浦安市北栄2-19-26麺屋真星

18634 居酒屋えふぉーと 浦安市北栄2-19-50

18635 雷鳥 浦安市北栄2-29-43

18636 ロイヤルホスト 浦安店 浦安市北栄2丁目18番32号

18637 はい、串揚げです。 浦安市北栄2丁目19番24号

18638 多七 浦安市北栄2丁目20番25号

18639 モア純 浦安市北栄2丁目21番14号

18640 山田屋 浦安市北栄2丁目25番23号

18641 寿司義 浦安市北栄2丁目29番37号

18642 丸屋 浦安市北栄2丁目4番13号

18643 酒処 やっちゃん 浦安市北栄2丁目4番13号

18644 広島風お好み焼じゅん平 浦安市北栄2丁目7番1号森田マンション1F

18645 焼鳥青葉 浦安市北栄2丁目8番32号

18646 カトマンズキッチン 浦安市北栄3-1-1

18647 韓流居酒屋食堂おんどる 浦安市北栄3-1-18レクス1231階

18648 大分からあげ柊 浦安市北栄3-25-28ウスタロスTK102

18649 創作ダイニングOobanburumai 浦安市北栄3-25-28ウスタロスTK103

18650 くるまや 浦安市北栄3-26-6

18651 イタリア食堂デコボッコ 浦安市北栄3-3-14-101

18652 バーアドルーク 浦安市北栄3-3-14ジュネッタエース103

18653 BIGMAMA 浦安市北栄3-5-11

18654 居酒屋あけちゃん 浦安市北栄3-7-14-101第2新定マンション

18655 有限会社 ステーキハウス リブ 浦安市北栄3丁目10番18号

18656 金寿司 浦安市北栄3丁目11番13号

18657 やきとり大好き 浦安市北栄3丁目25番28号

18658 ブーランジェリー ロシェル 浦安店 浦安市北栄3丁目27番13号ダイエー1F

18659 大苑 浦安市北栄3丁目40番21号

18660 羅甸 浦安市北栄4-16-5

18661 郷土料理うらさん 浦安市北栄4-20-7

18662 POOLNEXT 浦安市北栄4-21-22F清和浦安マンション

18663 もんじゃ小麦屋 浦安市北栄4-22-18

18664 大衆割烹丸正 浦安市北栄4-22-6

18665 安楽亭 浦安北栄店 浦安市北栄4丁目21番1号

18666 BEARS kitchen 浦安市北栄4丁目21番9号

18667 炭火焼元ちゃん 浦安市北栄4丁目22番17号ハイツみまつ101

18668 カラオケBanBan 浦安やなぎ通り店 浦安市北栄4丁目2番1号

18669 すい 浦安市堀江1-33-6-101A堀江新井ビル

18670 韓国野菜料理JUN 浦安市堀江1-33-6-103堀江新井ビル

18671 炭火焼肉悠雅亭 浦安市堀江1-34-19

18672 とんかつ双葉 浦安市堀江1-34-38



18673 ももさく 浦安市堀江1-35-20

18674 BarLoungeAaru 浦安市堀江1-35-20森田コーポ102

18675 ごん助 浦安市堀江1-3-8

18676 平乃家 浦安市堀江1丁目16番19号

18677 まがり屋 浦安市堀江1丁目33番6号

18678 すし匠 浦安市堀江1丁目33番6号堀江新井ビル1F

18679 YakuzencafeKoko 浦安市堀江2-14-5

18680 五衛門浦安店 浦安市堀江2-29-2

18681 お茶処大黒屋 浦安市堀江2-5-22

18682 日の出寿司 浦安市堀江2-5-23

18683 三之助 浦安市堀江2丁目19番21号

18684 PORTO VENERE 浦安市堀江2丁目26番32号

18685 堀江バル 浦安市堀江2丁目28番10号

18686 カルパッチョ 浦安市堀江2丁目5番20号

18687 味わい食堂ひねもすのたり 浦安市堀江3-25-1-103

18688 鳳龍 浦安市堀江3-31-20

18689 三幸 浦安市堀江3丁目25番1号

18690 スナック SAMAYO 浦安市堀江3丁目32番12号

18691 屋形船 浦安サマヨ（第三サマヨ） 浦安市堀江3丁目32番3号

18692 天 哲 浦安市堀江3丁目8番17号

18693 Sean'sKitchen 浦安市堀江4-1-37ガーデンハウスワン1F

18694 居酒屋味益 浦安市堀江5-1-26

18695 たから亭 浦安市堀江5-1-7

18696 船宿川口丸 浦安市堀江5-9-19

18697 NBDBARPP-フィロソフィア- 浦安市堀江5丁目1番13号卍TMビル1F

18698 まんぷく食堂 浦安市堀江5丁目1番3号彦田ビル1F

18699 Spice India 浦安市堀江5丁目5番2号

18700 ステーキハウスRib（リブ） 浦安市堀江6-2-20ユニオンビル103

18701 すし処善 浦安市堀江6-4-32

18702 カラオケスナックすず 浦安市堀江6-4-37

18703 お好焼コッチ 浦安市堀江6-4-37

18704 居酒屋よりみち 浦安市堀江6-5-16メゾン秋山1F

18705 カラオケ 山 浦安市堀江6丁目4番37号

18706 季節料理 たくみ 浦安市堀江6丁目7番13号

18707 幸楽苑浦安店 浦安市堀江一丁目11番11号

18708 旬彩ダイニング 四季菜 浦安市明海2丁目1番4号

18709 LOCODINER 浦安市明海4-1-1NEW-COASTSHIN-URAYASU1F

18710 レインボーハット新浦安店 浦安市明海4-1-1ニューコースト新浦安1階

18711 神戸インドカレー 浦安市明海4-1-1ニューコースト新浦安1階109

18712 ワイン食堂コンクラーベ 浦安市明海4-2-4

18713 ポポラマーマ ニューコースト新浦安店 浦安市明海4丁目1番1号

18714 ハンバーグ・ステーキ＆ケーキ Amour 浦安市明海4丁目1番1号

18715 リンガーハット ニューコースト新浦安店 浦安市明海4丁目1番1号

18716 バーガーキング ニューコースト新浦安店 浦安市明海4丁目1番1号

18717 はなまるうどん 浦安市明海4丁目1番1号

18718 独一処餃子新浦安店 浦安市明海4丁目1番1号ニューコースト新浦安1F

18719 焼肉新羅新浦安本店 浦安市明海5-6-8ラフィネス新浦安1F

18720 アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ／サンタモニカ 浦安市明海5-8-2

18721 アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ／マリブ 浦安市明海5-8-2

18722 ハイアットリージェンシー東京ベイ 浦安市明海5丁目8番23号

18723 ハイアットリージェンシー東京ベイ 浦安市明海5丁目8番23号

18724 ハイアットリージェンシー東京ベイ 浦安市明海5丁目8番23号

18725 ハイアットリージェンシー東京ベイ 浦安市明海5丁目8番23号

18726 ハイアットリージェンシー東京ベイ 浦安市明海5丁目8番23号

18727 新浦安アートグレイスウェディングコースト 浦安市明海5丁目8番2号

18728 鎌倉ハンバーグLaNai3/9 浦安市明海6-1-10新浦安トレードポート1A

18729 ザ・ガーデンレストラン 浦安市明海6丁目2番1号

18730 スナックマリア 四街道市つくし座1丁目4-3

18731 れんが亭 四街道市めいわ1-25-16

18732 煉華亭 四街道市めいわ1-25-16

18733 オステリアティモーネ 四街道市めいわ4-1-14

18734 株式会社ジョイフル四街道めいわ店 四街道市めいわ4-2-1

18735 麺屋湊 四街道市もねの里1-2-28

18736 すし処 喜美 四街道市もねの里2-17-15

18737 美味佳楽 たかひら 四街道市もねの里2-22-10

18738 ガスト 物井店 四街道市もねの里三丁目15番1号

18739 カフェ＆スナック モカ 四街道市旭ケ丘3-10-5

18740 中華燕京 四街道市旭ケ丘3-12-1

18741 居酒屋 海晴 四街道市旭ケ丘3-15-1

18742 焼肉ビストロミウラ 四街道市旭ケ丘3-8-10

18743 リトルチャンチャン 四街道市旭ケ丘3-8-7

18744 鮨と鉄板焼みうら亭 四街道市旭ケ丘3-8-9

18745 Zora 四街道市旭ケ丘3-9-2

18746 有限会社 平藏 四街道市旭ケ丘5丁目18-12

18747 カラオケ＆スナックMIKI 四街道市下志津新田2540-17

18748 食のあぐら 四街道市下志津新田2541-4食のあぐら

18749 レストランミスタームーン 四街道市吉岡1853

18750 カネショウ四街道店 四街道市吉岡484-1

18751 モグ 四街道市栗山1052-22

18752 焼肉悠々亭 四街道市栗山1052-379

18753 INDIANRESTAURANTMASALAFOODCENTER 四街道市栗山1071

18754 らあめん花月嵐 四街道店 四街道市栗山1073-4-2

18755 すき家四街道IC店 四街道市栗山812-6

18756 旨煮らーめん醤 四街道市栗山862番地1

18757 ジョイフル四街道店 四街道市栗山868番地1

18758 ラーメンめん丸 四街道店 四街道市栗山908番地1

18759 ふみ 四街道市山梨755

18760 新羅苑 四街道市四街道1-13-2

18761 三陸 四街道市四街道1-19-11

18762 びすとろ ビアンコ 四街道市四街道1-19-14

18763 中華料理味楽酒家 四街道市四街道1-2‐1

18764 居酒屋百合 四街道市四街道1-21-12



18765 キッチンHarbor 四街道市四街道1-21-13-203

18766 海鮮うまいもんや三代目つぼ八四街道店 四街道市四街道1-2-1チェリープラザ1F

18767 オコノミヤキモンジャ モモタロウ 四街道市四街道1-2-1チェリープラザ2F

18768 タージパレス 四街道市四街道1-22-12

18769 BarRoomBee 四街道市四街道1-22-13

18770 No.8 四街道市四街道1-22-5

18771 隠れ家ブラボー 四街道市四街道1-22-5

18772 やきとり鳥いち四街道本店 四街道市四街道1-22-5

18773 BETTYC 四街道市四街道1-22-5

18774 StylishBarMOSH 四街道市四街道1-22-5

18775 マクドナルド 四街道店 四街道市四街道1-2-3

18776 羽賀 四街道市四街道1-2-5加藤ビル102

18777 蟻の隙間 四街道市四街道1-2-6

18778 Girl`sbarDINER`S 四街道市四街道1-2-6-2階

18779 peace 四街道市四街道1-2-7加藤ビル1F

18780 カラオケ酒場みちのく 四街道市四街道1-2-8

18781 BarLet`s 四街道市四街道1-2-9

18782 手羽黒 四街道市四街道1-3-13

18783 やき鳥専科一の酉 四街道市四街道1-3-13山一ビル

18784 ブルズブラック 四街道市四街道1-3-15吉川ビル2F

18785 美食酒場 シエナ一丁目 四街道市四街道1-3-3

18786 みそ街道 本店 四街道市四街道1-4-8

18787 スシロー四街道店 四街道市四街道1522

18788 サパー優姫 四街道市四街道1-5-2本間ビル2階

18789 なか卯 四街道駅前 店 四街道市四街道1-5-3

18790 バーミヤン 四街道店 四街道市四街道1537番地35

18791 リストランテステラ 四街道市四街道1-5-7

18792 マミー 四街道市四街道1570番地29

18793 リゾートダイニング＆BARHALFTIME 四街道市四街道1-6-11田中ビル2階

18794 スペインの宴 四街道市四街道1-6-1フェイスビル2階

18795 鳥貴族四街道店 四街道市四街道1-6-42F

18796 鉄板バルTACHINOMI 四街道市四街道1-6-8-103

18797 トラットリアフィオーレ 四街道市四街道1-6-9

18798 有限会社 ホテル よろづや 四街道市四街道1-7-1

18799 喫茶＆スナック　バレンタイン 四街道市四街道1-7-1

18800 魚民四街道北口駅前店 四街道市四街道1-7-11イプシロンビル1階

18801 居酒屋楽呑 四街道市四街道1-7-4

18802 パブ ブルーローズ 四街道市四街道1-8-12

18803 カラオケUTABA四街道店 四街道市四街道1-8-12松丸ビル1階

18804 鳥政 四街道市四街道1-8-1-4

18805 ティアモ 四街道市四街道1-9-1

18806 Daria 四街道市四街道1-9-7立﨑3

18807 檸檬 四街道市四街道1丁目10-1

18808 歌楽音家チェリー 四街道市四街道1丁目2-1チェリープラザ2階

18809 有限会社よろづや千倉亭 四街道市四街道1丁目4-1

18810 グッドラック 四街道市四街道1丁目5番2号本間ビル地下1階

18811 ぎんちゃん家 四街道市四街道1丁目5番4号福山ビル1階

18812 カラオケまねきねこ四街道店 四街道市四街道1丁目6-1

18813 海戦処銚し八ふじた 四街道市四街道1丁目6-4

18814 居酒屋弁慶 四街道市四街道1丁目8-4

18815 三幸ずし 四街道市四街道1丁目9-1

18816 In Forest 四街道市四街道2-2-7

18817 酒処愛 四街道市四街道3-1-26

18818 鮨・創作料理一幸 四街道市四街道3-4-25

18819 居酒屋 どんぐり 四街道市鹿渡1015

18820 有限会社 永華楼飯店 四街道市鹿渡1018番地

18821 スナック メロディー 四街道市鹿渡1019-14

18822 アリランやまと 四街道市鹿渡1052-3

18823 デニーズ四街道店 四街道市鹿渡1135番地12

18824 OVERTURE 四街道市鹿渡1150-87

18825 屋台屋博多劇場四街道店 四街道市鹿渡2002-11

18826 ゆるり庵 四街道市鹿渡2002-11

18827 璃夢 四街道市鹿渡2002-11濱田ビル2FF3

18828 KaraokeBarMirange 四街道市鹿渡2002-11濱田ビル2階

18829 餃子酒場 四街道市鹿渡2003-18吉岡ビル1F

18830 立ち呑みくまちゃん 四街道市鹿渡2003-2

18831 から揚げの本田商店四街道駅前店 四街道市鹿渡2003-20和光ビル1階

18832 カレーハウスCoCo壱番屋JR四街道駅北口店 四街道市鹿渡2003-21

18833 麺屋赤鬼味噌屋 四街道市鹿渡2003-3

18834 新・日本料理豊山 四街道市鹿渡812-5ビバリー常盤101・102

18835 宮ざき 四街道市鹿渡933-21ハイルーツビル101

18836 イタリアンバールGOCHI 四街道市鹿渡933-21ハイルーツビル102

18837 地酒かわらや 四街道市鹿渡933-21ハイルーツビル104

18838 遊行庵 四街道市鹿渡933-25

18839 翠園 四街道市鹿渡934-44

18840 餃子の王将 四街道駅前店 四街道市鹿渡998番地2

18841 タイ居酒屋とんぼ 四街道市鹿放ケ丘1-17

18842 INDYBAR 四街道市鹿放ケ丘1-17大熊コーポ202

18843 山田うどん千葉北インター店 四街道市鹿放ケ丘456番地1

18844 すき家四街道鹿放ケ丘店 四街道市鹿放ケ丘459番地1

18845 ゆで太郎鹿放ヶ丘店 四街道市鹿放ケ丘494-3

18846 東蓮 四街道市大日120-5

18847 泉 四街道市大日166-43

18848 からん 四街道市大日1790-11

18849 くるまやラーメン 四街道店 四街道市大日1807

18850 CHANGTHAI 四街道市大日270

18851 赤門四街道店 四街道市大日286-2

18852 マクドナルド 四街道大日店 四街道市大日319-1

18853 Tomo'sBar 四街道市大日325-27タナカビル

18854 スナックほほえみ 四街道市大日325-30

18855 ビッグエコー四街道店 四街道市大日325番地1

18856 きらく亭 四街道市大日325番地29



18857 司奈そば七七三 四街道店 四街道市大日357-9

18858 株式会社ARIAN 四街道市大日357番地1

18859 珍来四街道店 四街道市大日418-7

18860 炭火焼やき八 四街道市大日420-3

18861 八洲 四街道市大日420番地8

18862 アンディアーモ 四街道市大日422-10

18863 和食彩祭広場ヒロシズ 四街道市大日427-11小林総業ビル1F

18864 馬車道四街道店 四街道市大日461-1

18865 松花 四街道市大日463-22

18866 スナック彩 四街道市大日463番地22

18867 タイレストランサワディー 四街道市大日466-16-1階

18868 インドカレーハルディ 四街道市大日466-5

18869 CigarClub 四街道市大日50-17廣やビル2F

18870 すし処三友 四街道市大日543-129

18871 炙や 四街道市大日543-135

18872 道とん堀 四街道店 四街道市大日547-1

18873 焼肉DAISUKI 四街道市大日59-23

18874 韓国焼肉きん 四街道市大日69-1HKビル

18875 マグロ亭和楽 四街道市大日72番地7森ビルA101

18876 牛角 四街道店 四街道市大日80番地2

18877 ココス四街道店 四街道市大日84-1

18878 鮨・海鮮料理波奈四街道店 四街道市大日桜ヶ丘38-1

18879 ガスト千葉御成台店 四街道市鷹の台1丁目6-25

18880 古時古時 四街道市鷹の台2-2-4

18881 ラーメンダイニング 絆 四街道市中台617-7

18882 台湾料理 福苑 四街道市物井1405-1

18883 洋食Ken-ta 四街道市和良比256-85

18884 （株）サイゼリヤ四街道南店 四街道市和良比313番地34

18885 カラオケスナック 順 袖ケ浦市阿部32

18886 ぐりて 袖ケ浦市横田1934-2

18887 魚 照 袖ケ浦市横田237-4

18888 加登栄 袖ケ浦市横田2676

18889 信寿司 袖ケ浦市横田3737-7

18890 居酒屋とんとん 袖ケ浦市横田4080-4

18891 居酒屋食堂なじみ 袖ケ浦市下泉574-1

18892 ドライブイン 遊歩 袖ケ浦市高谷64-1

18893 日本料理天ぷらありはら 袖ケ浦市今井1-1-33

18894 Tonic Diner 袖ケ浦市今井1-1-33

18895 めんと和食 まるはな 袖ケ浦市今井1-36-2

18896 環 袖ケ浦市今井1-46

18897 花ふじ 袖ケ浦市今井2-35

18898 食事処 おびつ川 袖ケ浦市坂戸市場2606-1

18899 ドライブイン 中国料理 栄華 袖ケ浦市三箇1046

18900 鳥千 袖ケ浦市三箇1105-1

18901 居酒屋麻愛 袖ケ浦市三箇474-7

18902 コスモス 袖ケ浦市三箇474-7

18903 定 度 袖ケ浦市上泉1345

18904 照寿し 袖ケ浦市神納1-1-23

18905 居酒屋美来 袖ケ浦市神納1-18-1サクラプラザA101

18906 Dry flower 袖ケ浦市神納1-19-3

18907 吉野家16号線袖ケ浦店 袖ケ浦市神納1‐20-2

18908 麺処霧笛 袖ケ浦市神納1-7-18

18909 ガスト袖ケ浦店 袖ケ浦市神納2-16-1

18910 幸寿司 袖ケ浦市神納2-18-5

18911 けやき 袖ケ浦市神納3318

18912 若奈寿し 袖ケ浦市神納809-8

18913 六本木インド料理ラーニ 袖ケ浦市神納一丁目19番地3

18914 焼鳥たけちゃん 袖ケ浦市蔵波1

18915 つるや 袖ケ浦市蔵波16-1

18916 鳥龍 袖ケ浦市蔵波17-4

18917 生そば川善 袖ケ浦市蔵波1969

18918 中華 サン太 袖ケ浦市蔵波24-1

18919 カラオケ居酒屋たか 袖ケ浦市蔵波2906

18920 居酒屋 八兵衛 袖ケ浦市蔵波台2-22-3

18921 club Mignon 袖ケ浦市蔵波台2-22-7

18922 居酒屋 れん 袖ケ浦市蔵波台2-22-7

18923 濃厚豚骨ラーメン岩地家 袖ケ浦市蔵波台2-23-16

18924 大衆中華ホサナ 袖ケ浦市蔵波台2-23-23

18925 居酒屋＆やきとり 田 袖ケ浦市蔵波台2-28-22

18926 貴田 袖ケ浦市蔵波台2-6-3セントラルI102

18927 焼とり マヤ 袖ケ浦市蔵波台3-1-28

18928 Baciare 袖ケ浦市蔵波台4-11-4

18929 居酒屋参百両 袖ケ浦市蔵波台4-12-5

18930 小料理寿々香 袖ケ浦市蔵波台4-20-8

18931 焼き肉かげろう 袖ケ浦市蔵波台4-20-8

18932 博多ラーメンえんぞう 袖ケ浦市蔵波台4丁目12-5

18933 牛角 袖ケ浦店 袖ケ浦市蔵波台5-19-1

18934 温野菜 袖ケ浦店 袖ケ浦市蔵波台5-19-1

18935 千尋 袖ケ浦市蔵波台5-24-14

18936 沖縄家庭料理風琉 袖ケ浦市蔵波台5-25-4

18937 IZACAFEまりん 袖ケ浦市蔵波台5-8-1蔵波台5丁目貸店舗B棟1号

18938 居酒屋櫂 袖ケ浦市蔵波台5-9-18

18939 つむぎ 袖ケ浦市蔵波台5-9-18

18940 小料理 なの花 袖ケ浦市蔵波台5-9-22

18941 バーミヤン袖ケ浦店 袖ケ浦市蔵波台6-5-11

18942 横浜家系ラーメン 勝星家 袖ケ浦市蔵波台6-5-14

18943 BarWILDSIDE 袖ケ浦市蔵波台6丁目1-10

18944 Turquoiz 袖ケ浦市蔵波台6丁目1-10

18945 居酒屋蔵 袖ケ浦市蔵波台7-14-12

18946 サイゼリヤ袖ケ浦蔵波台店 袖ケ浦市蔵波台7-16-11

18947 ひょうたん茶や 袖ケ浦市蔵波台7-24-5

18948 回転寿司やまと袖ヶ浦駅前店 袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-1



18949 Born cafe 袖ケ浦市袖ケ浦駅前1丁目39-10

18950 サイゼリヤ　ゆりまち袖ケ浦駅前モール店 袖ケ浦市袖ケ浦駅前一丁目39-1

18951 魚民ゆりまち袖ケ浦駅前モール店 袖ケ浦市袖ケ浦駅前一丁目39-10ゆりまち袖ケ浦駅前モール1階

18952 すし・創作絵料理一幸袖ケ浦店 袖ケ浦市代宿105-2

18953 序の口 袖ケ浦市代宿92

18954 季節料理なかやま 袖ケ浦市長浦駅前1-5-4

18955 のんき 袖ケ浦市長浦駅前1-5-7

18956 木更津ホルモン長浦駅前店 袖ケ浦市長浦駅前1-5-7

18957 食事処 田川 袖ケ浦市長浦駅前1-5-7

18958 養老乃瀧 長浦駅前店 袖ケ浦市長浦駅前1-5-8

18959 スナックながうら 袖ケ浦市長浦駅前2-1-10

18960 ごはん屋GotZA 袖ケ浦市長浦駅前2-3-9

18961 インド料理 袖ケ浦市長浦駅前2-3-9

18962 ひまつぶし 袖ケ浦市長浦駅前3-12-1

18963 みちのく 袖ケ浦市長浦駅前3-12-3

18964 焼肉亭赤とんぼ 袖ケ浦市長浦駅前3-1-3

18965 タベルネペッシュ 袖ケ浦市長浦駅前3-1-3

18966 旬菜 あい川 袖ケ浦市長浦駅前3-15-2

18967 お好み焼海亀 袖ケ浦市長浦駅前3-2-1

18968 居酒屋シーズン 袖ケ浦市長浦駅前3-2-2

18969 居酒屋あづま 袖ケ浦市長浦駅前3-2-3

18970 居酒屋みっちゃん 袖ケ浦市長浦駅前3-2-3

18971 焼肉COWBOY 袖ケ浦市長浦駅前3-2-3

18972 居酒屋ゆき 袖ケ浦市長浦駅前3-2-5

18973 お好み焼き寿々 袖ケ浦市長浦駅前3丁目12-2

18974 千代寿司 袖ケ浦市長浦駅前4-1-1

18975 マクドナルド平成通り長浦店 袖ケ浦市長浦駅前4-11-9

18976 ホルモン焼肉てっちゃん 袖ケ浦市奈良輪10

18977 餃子酒場 1010（TenTen） 袖ケ浦市奈良輪10

18978 Rest&Run.barKOYO 袖ケ浦市奈良輪107

18979 MaRu 袖ケ浦市奈良輪10石井店舗

18980 ANILLO 袖ケ浦市奈良輪1-11-8サンパレス102

18981 水水 袖ケ浦市奈良輪1-6-10

18982 ホテル割烹鈴や 袖ケ浦市奈良輪1-7-1

18983 くしっく hiyoko 袖ケ浦市奈良輪1-9-4

18984 富士食堂 袖ケ浦市飯富2520

18985 桂寿司 袖ケ浦市飯富2522-1

18986 御食事処 きく乃 袖ケ浦市飯富731

18987 居酒屋いろは 袖ケ浦市福王台1-11-17

18988 食季料理 正 袖ケ浦市福王台1-11-17

18989 だるまや 袖ケ浦市福王台1-11-27

18990 れいちゃん 袖ケ浦市福王台1-11-27

18991 花みずき 袖ケ浦市福王台1-13-1

18992 たきや 袖ケ浦市福王台1-13-1

18993 居酒屋 さとう 袖ケ浦市福王台1-13-1

18994 居酒屋とんちゃん 袖ケ浦市福王台1-13-2

18995 loungechoichoi 袖ケ浦市福王台1-13-2

18996 酒処　凱婷 袖ケ浦市福王台1-13-2

18997 (有) 魚喜 袖ケ浦市福王台1-27-11

18998 居酒屋 じゅん 袖ケ浦市福王台1-28-6

18999 居酒屋 りん（輪） 袖ケ浦市福王台1丁目11-17

19000 藤鮨 袖ケ浦市福王台1丁目13-1

19001 りょうちゃん 袖ケ浦市福王台1丁目15-7

19002 わかせい 袖ケ浦市福王台2-12-16

19003 マクドナルド16号袖ケ浦店 袖ケ浦市福王台2-12-18

19004 うさぎ屋 袖ケ浦市福王台2-1-9

19005 アメリカンステーキ16イチロー 袖ケ浦市福王台2-21-1

19006 くるまやラーメン袖ケ浦店 袖ケ浦市福王台2-21-6

19007 デニーズ 袖ケ浦店 袖ケ浦市福王台2-3-1

19008 夢庵 袖ケ浦店 袖ケ浦市福王台2-3-2

19009 カレーハウスCoCo壱番屋袖ケ浦福王台店 袖ケ浦市福王台2-8-5

19010 松屋R16号線袖ヶ浦店 袖ケ浦市福王台3-12-4

19011 台湾料理 味華 袖ケ浦市福王台3-12-7

19012 焼肉レストラン安楽亭袖ヶ浦店 袖ケ浦市福王台3-13-2

19013 さち 袖ケ浦市福王台3-8-6

19014 呑み喰い処ちさと 袖ケ浦市野里159

19015 のざと菓子屋 袖ケ浦市野里725

19016 居酒屋花子 八街市榎戸416-58

19017 日本料理季節の栞 八街市榎戸417-111

19018 夕鶴 八街市榎戸701-94

19019 寿司処 飯田 八街市榎戸924番地15

19020 居酒屋 チャイヨー 八街市沖1113-4

19021 野老食堂 八街市沖1168番地

19022 ㈲光栄閣 八街市沖1791番地3

19023 居酒屋みどり 八街市根古谷565-1

19024 居酒屋 結 八街市根古谷596-1

19025 居酒屋ひがし 八街市根古谷701

19026 ロビンソン 八街市山田台225番地2

19027 小料理ふじ 八街市山田台371番地29

19028 焼鳥 くぬぎ 八街市山田台749-1

19029 竹の子 八街市泉台2-19-18

19030 きらく 八街市泉台2-7-12

19031 D'ROCKバー＆グリルレストラン 八街市大関193-25ツルオカビル102

19032 セイロン食堂 八街市大関193-25鶴岡ビル101

19033 エイティーンヒルズ 八街市大関240-1グランデ鶴岡202

19034 ぴぃち 八街市大関240番地1グランデ鶴岡103号室

19035 鳥SHIRO 八街市大木669-74

19036 カフェ リリア 八街市滝台1612

19037 やきとり 澄ちゃん 八街市滝台226番地

19038 居酒屋 ごっこ 八街市滝台251-2

19039 ラーメンがんこ屋 八街市滝台421

19040 ビーンズカフェ 八街市滝台665-1



19041 リンデン 八街市中央10番地10

19042 BAR BLUE 八街市中央12-2

19043 松屋 八街店 八街市中央16-7

19044 博全社 八街儀式殿 八街市中央8-4

19045 八街スイング 八街市朝日118番地78

19046 二八そば初花 八街市朝日128-4

19047 スマイルカフェ 八街市朝日208-5

19048 梅の里 八街市朝日503番地9

19049 居酒屋 暖 家 八街市朝日507番地14

19050 美味テラス 八街市東吉田517-23

19051 リラックスカフェ 八街市東吉田557-1

19052 カラオケ居酒屋ボス 八街市八街い103-34

19053 小福 八街市八街い166-148

19054 古道の駅 八街市八街い166番地6

19055 ラーメン徳とく 八街市八街い180-4

19056 cafeタイム 八街市八街い196-33

19057 とん八 八街市八街い198番地4

19058 飯髙商店 八街市八街い69

19059 麺屋若虎 八街市八街い93-89

19060 ダイニングバー 酒菜 八街市八街に121-105

19061 家康本陣 八街市八街に121番地77

19062 竹とみ 八街市八街に165

19063 美芯閣 八街市八街に243-5

19064 居酒屋チャオプラヤ 八街市八街に251-6

19065 お好み焼きみほ 八街市八街に39-9

19066 囲食屋 いなほ 八街市八街に51番地96

19067 カラオケスタジオソング 八街市八街に64番地1

19068 ニューコスモス 八街市八街は103-8

19069 めんや志道 八街市八街は11-149

19070 台湾料理楽亭 八街市八街は17番地-1

19071 焼肉レストラン 長時里 八街市八街は48

19072 山王 八街市八街は48番地49

19073 よし藏 八街市八街へ199-1008

19074 大仙 八街市八街へ199-1039

19075 和風喫茶待夢 八街市八街へ199-1306

19076 アリト 八街市八街へ199-1778

19077 小料理亜希子 八街市八街ほ1030番地119

19078 いさみや 八街市八街ほ1035番地10

19079 ペガサス 八街市八街ほ1039-26

19080 居酒屋 食う 八街市八街ほ1040-109

19081 花門 八街市八街ほ1040番地2

19082 居酒屋しま 八街市八街ほ119番地18

19083 ジョナサン 八街店 八街市八街ほ148番地5

19084 一番いけす 八街市八街ほ211-42

19085 CURRYLEAVES 八街市八街ほ214-7

19086 居酒屋たぬき 八街市八街ほ214-7

19087 カラオケ居酒屋「風音」 八街市八街ほ215-143

19088 和風膳大増 八街市八街ほ219番地

19089 osteriaILLOCALE 八街市八街ほ224-16東ビル1F

19090 スナック絵夢 八街市八街ほ224番地16東ビル1F

19091 支那そばうみ 八街市八街ほ230‐19

19092 ひな家 八街市八街ほ230‐78

19093 BarGalba 八街市八街ほ230-79STテナント1F

19094 創作居酒屋 団欒炎 八街店 八街市八街ほ231-2

19095 やはしち 八街市八街ほ234-1

19096 海鮮居酒屋颯 八街市八街ほ238-49

19097 イタリア食堂ボナペティート 八街市八街ほ238番地40

19098 寿し定食 おやなぎ 八街市八街ほ238番地57

19099 魚民八街南口駅前店 八街市八街ほ239-26シオンビルディングNO11階

19100 カエルコーヒー 八街市八街ほ239-29

19101 特濃味噌らーめん八街ほ 八街市八街ほ239-5

19102 喫茶 ポピー 八街市八街ほ239番地

19103 居酒屋酔いしょ 八街市八街ほ239番地25シオンビル12F

19104 八街つけ麺 八街市八街ほ2-4

19105 割烹やまもと 八街市八街ほ240番地

19106 ネパールインドレストランKumari 八街市八街ほ243-18テナントヤシオ105

19107 カラオケほーちゃん 八街市八街ほ243-18テナントヤシオ201

19108 RICARDO'S 八街市八街ほ243-18ヤシオテナント202

19109 倶楽部BIRDIE 八街市八街ほ243番地18

19110 台湾料理聞香 八街市八街ほ244-56

19111 サイゼリヤ 八街店 八街市八街ほ244番地

19112 中国料理天龍飯店 八街市八街ほ244番地6

19113 居酒屋 チャコ 八街市八街ほ244番地82

19114 会津 八街市八街ほ247

19115 喫茶友遊 八街市八街ほ247-3

19116 居酒屋心 八街市八街ほ27-15

19117 ユキ 八街市八街ほ271番地

19118 はま寿司 八街店 八街市八街ほ27-3

19119 鮮どん 八街市八街ほ30-13コーポYUKI

19120 漢江亭 八街市八街ほ339

19121 牛角八街店 八街市八街ほ33番地23牛角八街店

19122 季節料理今ぜき 八街市八街ほ33番地29

19123 鳥ぜん 八街市八街ほ373-23

19124 くるまやラーメン八街店 八街市八街ほ403-1

19125 やきとりち鳥足 八街市八街ほ444

19126 お好み焼き大昇 八街市八街ほ47-4

19127 四川料理龍の食堂 八街市八街ほ499

19128 ギンノサジ 八街市八街ほ568‐5

19129 BARBABAR 八街市八街ほ584-14

19130 スリーファイブ 八街市八街ほ584-7

19131 四季の料理はなぶさ 八街市八街ほ664-15

19132 Ohana 八街市八街ほ667-23



19133 和洋ダイニングAki 八街市八街ほ667-23鶴岡店舗101号室

19134 竹三屋 八街市八街ほ683番地1

19135 元祖肉玉そば越智 八街市八街ほ723-21

19136 snackMs 八街市八街ほ728-314

19137 ZR 八街市八街ほ811-36

19138 宝島八街店 八街市八街ほ844番地1

19139 インド料理店 ナン 八街市八街ほ945-5

19140 すき家 八街稲荷丘店 八街市八街ほ945-84

19141 聚香閣 八街市八街ほ945-91

19142 ステーキ＆ハンバーグ虎太郎 八街市八街ほ945-91巻島ビルB棟2号

19143 和風れすとらん五番 八街市八街ほ945番地10

19144 ガスト 八街店 八街市八街ほ945番地11

19145 バーミヤン八街店 八街市八街ほ947番地

19146 すし海鮮うまいもんやごかん磯貝八街店 八街市八街ほ948-5

19147 すぎのや本陣八街店 八街市八街ほ948番地4

19148 こだわりとんかつとん膳八街店 八街市八街ほ948番地40

19149 すし・創作料理一幸八街店 八街市八街ほ960-1

19150 コロッセオ 八街市八街ろ131-11

19151 ファミリー弁当惣菜店 居酒屋 てまり 八街市八街ろ140番地11

19152 榎久 八街市八街ろ146

19153 ―お食事処―酒処―和―Nagomi― 八街市八街ろ171-3

19154 颯 八街市八街ろ173-25プライム21ビル1-C号室

19155 居酒屋母娘 八街市八街ろ174-16

19156 J4PhilippineStore&Restobar 八街市八街ろ183-141

19157 シーズニングテーブル 八街市八街ろ183-7クレインヒル榎戸101

19158 居酒屋じなんぼう 八街市富山1314-2695

19159 お好み焼 ジーワン 八街市富山1336-17

19160 酒蔵かん菊 八街市富山1345-12

19161 居酒屋 恵美 八街市文違128-4

19162 ゴールドドラゴンレストランマンゴントン 八街市文違131-141

19163 美楽 八街市文違159-14

19164 カラオケ居酒屋 つかさ 八街市文違248-14

19165 ロイヤルインドレストラン八街店 八街市文違301-138

19166 カラオケまねきねこ八街店 八街市文違301-194

19167 彩 八街市文違301-2976

19168 焼肉や漫遊亭八街店 八街市文違301-3097

19169 居酒屋 華屋 八街市文違301-937

19170 Hookahs 八街市文違301-937豊村ビル1B

19171 すし銚子丸八街店 八街市文違301番地

19172 ステーキガスト 八街店 八街市文違301番地1329

19173 ラーメンめん丸 八街市文違301番地157

19174 寿司うまいもの処伊勢家 八街市文違301番地3429

19175 マクドナルド 409八街店 八街市文違301番地3433

19176 ケンタッキーフライドチキン 八街市文違301番地3-6

19177 秋桜亭 印西市浦幡新田55-1

19178 喜楽 印西市笠神1003番地1

19179 本郷茶屋 印西市笠神270番地2

19180 和作 印西市鎌苅1966-2

19181 RistoranteDalCuore 印西市鎌苅1969

19182 BAR雫 印西市鎌苅1982

19183 はな膳印旛日医大店 印西市鎌苅2023-2

19184 お食事処田丸 印西市岩戸1552-7

19185 マンマリア 印西市岩戸2517-1

19186 レストハウスとみい 印西市吉高2215-3

19187 旬菜中房和華 印西市吉田938-1

19188 プロント印西牧の原駅前店 印西市原1-1-3アパホテル千葉印西牧の原駅前1階

19189 板前バル 印西牧の原店 印西市原1-2

19190 餃子の王将 印西牧の原店 印西市原1丁目2

19191 カラオケBanBan 印西ビッグホップ店 印西市原1丁目-2

19192 一幸千葉ニュータウン店 印西市原山1-13-2

19193 礼仁 印西市戸神1085-1アルカサールふれあい横丁

19194 GOODTIMECOFFEE 印西市戸神台1-18-1-505

19195 旬菜ととや 印西市高花5-10-11

19196 WagamamaDiningKirihara 印西市高花5丁目13-10

19197 イタリア田舎ミラノ 印西市鹿黒658-4

19198 エフアンドディー 印西市鹿黒アクラ山657-1

19199 スターバックスコーヒー 印西市鹿黒南5丁目2番

19200 ほるもん 焼き焼き 印西市酒直卜杭430-1

19201 居酒屋木の実 印西市小林1811

19202 美華 印西市小林1811

19203 巴 屋 印西市小林1882番地

19204 ナイトラウンジクローネ 印西市小林294-15ジュエリーA棟101

19205 食堂のり子 印西市小林3628-3

19206 フルハウス 印西市小林852-2

19207 ヴィトラカフェ 印西市小林浅間3-4-1

19208 OLDTOWN 印西市小林北2-9

19209 喫茶こっぺ 印西市瀬戸1452-3

19210 御食事処にしみや 印西市瀬戸919-5

19211 くにとも 印西市瀬戸963-1

19212 焼肉や漫遊亭千葉ニュータウン店 印西市西の原5-1

19213 ビッグボーイ 印西西の原 印西市西の原5丁目4番

19214 サイゼリヤカインズモール千葉NT店 印西市泉野1-1186-8

19215 コメダ珈琲店 千葉ニュータウン店 印西市泉野1-144-6

19216 モスバーガー 印西市泉野1-144-6

19217 徳樹庵千葉ニュータウン店 印西市泉野3-1186-5

19218 スシロー千葉ニュータウン店 印西市泉野3-1186-5

19219 スターバックスコーヒー 印西市泉野3-1186-5

19220 吉野家 印西市泉野一丁目144-6

19221 すし銚子丸 千葉ニュータウン店 印西市泉野一丁目144番6

19222 市川飯店 印西市船尾1334番地1

19223 回転寿し 活鮮 船尾店 印西市船尾1383

19224 茅橋らーめん 印西市船尾1409-2



19225 焼鳥 かやばし 印西市船尾1409-2

19226 あづみ野 印西市船尾1409の2

19227 遊遊亭 印西市船尾1441の2ポルト高花内遊遊亭

19228 ゆにろーず千葉ニュータウン店 印西市船尾400-3

19229 大衆割烹小山 印西市草深1024-6

19230 カルビ大将千葉ニュータウン店 印西市草深1060-1

19231 煮干し中華そば 富士鹿 印西市草深1062-1

19232 はな膳千葉ニュータウン店 印西市草深1089-1

19233 仕出し料理はな膳千葉ニュータウン店 印西市草深1089-5

19234 榎久 印西市草深1094-4

19235 麺場田所商店印西千葉ニュータウン店 印西市草深1104番24

19236 高橋食堂 印西市草深1119番地4

19237 からやま千葉印西店 印西市草深1132-7

19238 麺やまだ 印西市草深1137

19239 かつや千葉印西店 印西市草深1152-13

19240 株式会社炭火焼肉松牛 印西市草深1421-7炭火焼肉松牛

19241 台湾料理師記 印西市草深1421-90

19242 ココス千葉ニュータウン店 印西市草深1923-1

19243 フライングガーデン千葉ニュータウン店 印西市草深1983番地4

19244 篭の鳥 印西市草深205番地8

19245 サイゼリヤ印西牧の原店 印西市草深2194番地

19246 鉄板焼山海 印西市草深53

19247 中国飯店真味 印西市草深940番地32

19248 イタリアンダイニングMAO 印西市草深941-3

19249 はま寿司 印西西の原店 印西市草深字天王前1048-6

19250 中国四川料理美食府印西店 印西市大森2242-1

19251 レストアンドバーマニラ 印西市大森2356-14

19252 ガスト印西店 印西市大森2451-11

19253 ココス　印西店 印西市大森2515番地1

19254 横浜家系ラーメン 印西家 印西市大森2530-3

19255 マクドナルド464印西牧の原店 印西市大森2531番地1

19256 マクドナルドイオン千葉ニュータウン店 印西市大森2531番地1

19257 マクドナルド青葉台ヨークマート店 印西市大森2531番地1

19258 マクドナルド356印西店 印西市大森2531番地1

19259 マクドナルドセブンパークアリオ柏店 印西市大森2531番地1

19260 マクドナルド296八千代パルル店 印西市大森2531番地1

19261 マクドナルド五香店 印西市大森2531番地1

19262 マクドナルド16号島田台店 印西市大森2531番地1

19263 マクドナルド北松戸ベルクス 印西市大森2531番地1

19264 マクドナルド二和向台店 印西市大森2531番地1

19265 マクドナルド西白井店 印西市大森2531番地1

19266 マクドナルドテラスモール松戸店 印西市大森2531番地1

19267 焼肉京城苑印西木下店 印西市大森2551-6

19268 小料理花 印西市大森2564-155

19269 福香源 印西市大森2564-158

19270 夢路 印西市大森2564番地142

19271 談笑酒処 坂の途中 印西市大森2567-2

19272 松風 印西市大森2591-6

19273 食鮮処 優 印西市大森2634番地3

19274 旬香 印西市大森2641-17

19275 友和亭 印西市大森3229-1

19276 インド料理 タンドール 印西市大森3238の1

19277 小料理八重 印西市大森3449番地2

19278 けやき 印西市大森3835番地

19279 スナックアルプス 印西市大森3850

19280 旅荘芦乃家 印西市大森3968-11

19281 鮨志乃ぶ 印西市大森4428番地

19282 ほまれラーメン 印西市大森4450-51

19283 紫陽花 印西市大森4450-53

19284 有限会社 嶺久庵 印西市大森785番地

19285 かくれ里 印西市滝883-20

19286 すき家 印西BP店 印西市竹袋623-1

19287 餃子の王将千葉ニュータウン中央店 印西市中央南1-1-2

19288 温野菜 千葉ニュータウン店 印西市中央南1-1-2

19289 カラオケスタジオ おんちっち 印西市中央南1-8CCBビル3F

19290 千年の宴千葉ニュータウン中央南口駅前店 印西市中央南1-8CCB千葉ニュータウン中央駅前センター1階

19291 目利きの銀次千葉ニュータウン中央南口駅前店 印西市中央南1-8千葉ニュータウン中央駅前センタービル1階

19292 山内農場 印西市中央南1丁目8番地

19293 秋桜亭 印西市中央南2-3-2

19294 アンソレイエ 印西市中央南2丁目3-1

19295 牛角千葉NT南店 印西市中央南2丁目5

19296 ガスト千葉ニュータウン中央店 印西市中央南2丁目5

19297 くら寿司 千葉ニュータウン店 印西市中央南一丁目1-2-1

19298 焼肉京城苑千葉ニュータウン店 印西市中央北1-3-1

19299 はなの舞ふれあい横丁店 印西市中央北1-4

19300 屋台屋 博多劇場 千葉ニュータウン店 印西市中央北1-4

19301 串カツ田中 千葉ニュータウン中央店 印西市中央北1-4

19302 お好み焼道とん堀千葉NTｱﾙｶｻｰﾙ店 印西市中央北1-469-2

19303 カレーハウスCoCo壱番屋 印西市中央北1-469-2

19304 網焼き酒場とみせん 印西市中央北1-469-2アルカサールふれあい横丁内

19305 とりのごん助千葉ニュータウン店 印西市中央北1-469-2アルカサール内

19306 松栄鮨千葉ニュータウン店 印西市中央北1-469アルカサール

19307 炭火串焼シロマル 印西市中央北1-4アルカザール内1F

19308 イタリア料理 カプリチョーザ 印西市中央北1丁目469

19309 焼肉権助 印西市中央北1丁目4番

19310 とりの助千葉ニュータウン店 印西市中央北3-1-1

19311 サンマルクカフェ 印西市中央北3-1-1

19312 ミスタードーナツ千葉ニュータウン中央ショップ 印西市中央北3-1-1イオン千葉ニュータウン店

19313 サイゼリヤ イオン千葉ニュータウン店 印西市中央北3-1-1イオン千葉ニュータウン店3階

19314 鎌倉パスタイオンモール千葉ニュータウン店 印西市中央北3-2

19315 麺処花いち 印西市中央北3-2

19316 五穀 印西市中央北3-2



19317 ピアサピド 印西市中央北3-2

19318 しゃぶ菜 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン1F

19319 グランブッフェ 千葉ニュータウン店 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン1F

19320 串家物語イオンモール千葉ニュータウン店 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン1階

19321 三代目文治 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウンモール棟1F

19322 ケンタッキーフライドチキン 印西市中央北3丁目1-1

19323 バーミヤン 千葉ニュータウン中央店 印西市中央北3丁目1番1号

19324 スターバックスコーヒー イオン千葉 印西市中央北3丁目2

19325 イオンシネマ 印西市中央北3丁目2

19326 まるみや 印西市中根855-9

19327 まるみや 印西市中根855番地9

19328 大の家 印西市内野1-6

19329 扇寿司 印西市舞姫1-3-7

19330 田町屋 啓明寮 印西市平賀1197-1

19331 ひだまり食堂 印西市平賀1198-7

19332 みさと 印西市平賀1224番地4

19333 茶室此君亭 印西市平賀2547-2

19334 ヘッドショット 印西市平賀2655

19335 川崎苑 印西市平賀3830番地4

19336 花季 印西市別所61

19337 California style Kitchen 印西市牧の原1-1-3

19338 加風 印西市牧の原1-1-3

19339 目利きの銀次印西牧の原北口駅前店 印西市牧の原1-1-3ウエイト・ワンビル1階

19340 焼肉権助牧の原モア店 印西市牧の原1-3牧の原モア

19341 USシネマ千葉ニュータウン 印西市牧の原2-2

19342 イタリア食堂オリベート 千葉NT店 印西市牧の原2-4

19343 銚子屋旅館 印西市木下1392番地

19344 柏屋 印西市木下1400番地

19345 やきとり啄木鳥 印西市木下1496-21

19346 3姉妹 印西市木下1521-27-102

19347 socialroom163 印西市木下1521-74

19348 コンレード 印西市木下1521番142

19349 KURO 印西市木下1555-4

19350 沖縄料理やんばる2 印西市木下1683

19351 夢蘭 印西市木下1695-1

19352 弥生寿司 印西市木下1707-4

19353 カラオケ 奏 印西市木下725-108-102

19354 呑み処拓海 印西市木下725-26

19355 ナイトパブエンゼル 印西市木下725-44

19356 幸楽 印西市木下771の2

19357 寿司処澤石 印西市木下東3丁目4-14

19358 くるまやラーメン印西木下東店 印西市木下東二丁目2番19号

19359 宝島 印西店 印西市木下南2丁目10番6号

19360 Eve’s Kitchen SOL 印西市木下南2丁目11-3

19361 鮨処こうよう 印西市木刈4-2-2

19362 餃子の王将西白井店 白井市けやき台1-1-4

19363 カントリーキッチン 白井市根102-6ブライトハイツ1階

19364 m1 白井市根1029-107TrailerBarm1

19365 CAFE&DININGFUKUROU 白井市根1029-41FKビル101

19366 中華七福 白井市根1029-43

19367 蕎麦やまもと 白井市根121-15

19368 焼肉一楽 白井市根122-3

19369 聖幸苑炭火焼肉 白井市根143-3鈴木ビル

19370 カラオケぽっぽ 白井市根1732-7

19371 古の珠 白井市根1812-3

19372 遊遊カフェ 白井市根1826-47遊遊カフェ

19373 お食事処むらさき 白井市根1946番9

19374 栄久庵 白井市根1947番地の3

19375 ル・ブラン 白井市根1964-6

19376 カラオケ喫茶心 白井市根392-5

19377 横浜家系ラーメン吟家白井店 白井市根445-1

19378 鳥貴族白井店 白井市根447-111階

19379 はな膳白井店 白井市根453-19

19380 中華料理 袁記 白井市根459-22号

19381 フラットヴィレッジ 白井市根460-1

19382 美食居酒屋故郷 白井市根461-12

19383 やきとり 愼八 白井市根461番地12

19384 サイゼリヤ 白井市役所前店 白井市根479番地1

19385 秋トモ 白井市根59番地25

19386 HideoutCafeShiroi 白井市根60-58

19387 ガスト千葉ニュータウン白井店 白井市根713番地7

19388 ばんどう太郎白井16号店 白井市根73-4

19389 麺場 田所商店 白井店 白井市根73-4

19390 らーめん一芯 白井市根97-50

19391 あんぶらーて 白井市根字八幡1155-1

19392 ステーキ宮千葉ニュータウン店 白井市桜台1-1

19393 夢庵 千葉ニュータウン店 白井市桜台1丁目1-1

19394 ヤオコー千葉ニュータウン店（惣菜・寿司） 白井市桜台1丁目1番13号

19395 養老乃瀧白井駅前店 白井市笹塚2-1-2

19396 モンプチ 白井市十余一62-22

19397 居酒屋さくら 白井市神々廻285-1

19398 青霞 白井市清水口1-1-14

19399 松栄鮨西白井店 白井市清水口1-1-15

19400 くしや 白井市清水口1-1-7

19401 アンズハウス 白井市清水口1-1-8

19402 炭火料理炭心 白井市清水口1-2-4

19403 あみ焼き元祖 しちりん西白井店 白井市清水口1-2-7

19404 ASIAN FOOD HOUSE 白井市清水口2-4-6-204

19405 Lune：a 白井市西白井2-27-28-102

19406 焼肉丸福 白井市西白井2-27-28-103，104

19407 横浜ラーメン寺田家 白井店 白井市折立478番地11

19408 ラーメン魁力屋 白井店 白井市折立480-1



19409 スリランカインドレストランランラサ 白井市折立528-1

19410 白井の湯　お食事処しろい亭 白井市中149-1

19411 喫茶 コスモス 白井市中179番地15

19412 有限会社美濃里 白井市中185-4

19413 居酒屋NANZAN 白井市南山2-1-1-3

19414 吉野寿司 白井市冨士114-2

19415 阿波両国屋 白井市冨士114-47

19416 丸貞食堂 白井市冨士118-43

19417 居酒屋あねごんち 白井市冨士136-5

19418 スシロー白井店 白井市冨士148-7

19419 ばんどう太郎白井店 白井市冨士153-1

19420 お好み焼道とん堀白井店 白井市冨士153-1

19421 てんてけてん白井店 白井市冨士153-1

19422 カレーハウスCoCo壱番屋　白井冨士店 白井市冨士153-1

19423 牛角 白井店 白井市冨士153番地1

19424 居酒屋 藤 白井市冨士154-29

19425 ビッグボーイ 白井冨士店 白井市冨士24-1

19426 美食茶屋 白井市冨士246番地1

19427 インド料理カリワラ 白井市冨士267-6

19428 ジョイフル白井店 白井市冨士270番地1

19429 鮨 饗 庭 白井市冨士279番19号

19430 居酒屋若ちゃん＆ダーツバーフランキー 白井市冨士32-8

19431 おおぎ屋 白井市冨士49-2

19432 竹みつ 白井市冨士50-12

19433 居酒屋 どんぐり 白井市冨士50-9

19434 徳寿し 白井市冨士70-9

19435 壱八 白井市冨士85-28

19436 居酒屋縁 白井市冨士85-5

19437 居酒屋芳江ちゃん 白井市冨士97-10

19438 居酒屋龍馬 白井市冨士97-10

19439 げん 白井市冨士97-11

19440 洋風居酒屋 はーべすと 白井市冨士97-11-2F

19441 居酒屋亜希 白井市冨士97番地の3

19442 麺や龍玄 白井市冨士栄31-4

19443 ふくふくタケロ 白井市復1457-37

19444 満漢福 白井市復1461番地

19445 居酒屋道 白井市堀込1-1-34パレットシロイ103

19446 高橋水産白井店 白井市堀込1-2-3

19447 とりのごん助白井店 白井市堀込1丁目1-17

19448 カラオケ静歌 白井市木253-3

19449 ステーキハンバーグ＆サラダバーけん白井店 白井市木274-1

19450 茜 白井市木833-16

19451 黒べこ。 富里市久能284-120

19452 串揚げ くし将 富里市御料1005-11

19453 山ねこ 富里市御料1005-4

19454 お好み焼き・鉄板焼きの店「なるみ」 富里市御料1028

19455 萬福 富里市御料880番地4

19456 居酒屋お江戸 富里市御料910-11

19457 カラオケ道場 お食事処 舞 富里市御料915-12

19458 葉山焼肉ハウス 富里市御料915-8

19459 あぶり家 富里市御料920-3吉岡店舗

19460 一休亭 富里市御料923-12

19461 ロイヤルインド レストラン 富里市御料923-12

19462 月桃 富里市御料988-2

19463 カラオケ喫茶 翡翠ガーデン 富里市御料葉山762-4

19464 FOODTRIP 富里市七栄110-6カナガワビル103

19465 タイ料理レストランエリー 富里市七栄110-6金川ビル102

19466 Pub Rein 富里市七栄110番地6

19467 吉野家296号線富里店 富里市七栄127-7

19468 エムズスタイル 富里市七栄127番地48

19469 七輪房冨里店 富里市七栄128

19470 すぎのや本陣富里店 富里市七栄128-13

19471 マクドナルド 296富里店 富里市七栄130-25

19472 カルボン 富里市七栄132-8

19473 鳥丈 富里店 富里市七栄150-8

19474 中華料理王府 富里市七栄175-4

19475 よいどれ 富里市七栄176-4

19476 丸福コパン 富里市七栄188-16

19477 カフェ燦太 富里市七栄225-5

19478 絆屋 富里市七栄233-26

19479 ふくろう 富里市七栄251の82

19480 インド料理DHAMAL 富里市七栄299-18

19481 牛しん 富里市七栄318-17

19482 RED 富里市七栄322-21

19483 江戸前天婦羅天優 富里市七栄323-15

19484 セモリナ 東京オリーブ 富里市七栄421-8

19485 すき家 富里店 富里市七栄439-1

19486 らーめん福たけ 富里店 富里市七栄440-37

19487 やきとりの扇屋千葉富里 富里市七栄440-4

19488 てっぱん酒場どやっ。お好み焼き雄 富里市七栄446-14

19489 参豪王 富里市七栄446-14

19490 居酒屋きさらぎ 富里市七栄446-14相川ビル1階A室

19491 7bitちゃんと家ダイニング 富里市七栄446-14相川ビル2F

19492 ココス富里店 富里市七栄446-2

19493 グストコフィリピンレストラン 富里市七栄476-6

19494 ちゃらんぽらん 富里市七栄477-4

19495 中国国際航空公司 富里乗務員センター食堂 富里市七栄480-36

19496 千葉うまかっぺ屋 66 富里市七栄482-19

19497 油屋うまかっぺ屋 富里市七栄482-19

19498 油屋うまかっぺ屋 富里市七栄482-19

19499 焼麺うまかっぺ屋 富里市七栄482-19

19500 麺処 うまかっぺ食堂 富里市七栄482-19



19501 CHIBA ICHIGO FACTORY 富里市七栄482-19

19502 BAR UMAKAPPEYA 富里市七栄482-19

19503 鉄板肉焼 千葉六右ェ衛門 富里市七栄482-19

19504 千葉うまかっぺ屋 6600 富里市七栄482-19

19505 千葉うまかっぺ屋6 富里市七栄482-19

19506 串焼 うまかっぺ屋 富里市七栄482-19

19507 味噌らーめん普賢象 富里市七栄523-1

19508 メイ・ブァ・オーン 富里市七栄524-57ミヤモトビル1F

19509 温野菜 富里店 富里市七栄525-195

19510 牛角ビュッフェ富里店 富里市七栄525-195

19511 やよい軒 富里店 富里市七栄525-24

19512 てんや ジョイフル本田富里店 富里市七栄525-24

19513 割烹 おきな 富里市七栄525-38

19514 PUBLala 富里市七栄525-53

19515 PUBMARIE 富里市七栄525-53

19516 茶々 富里市七栄525-53

19517 美麗 富里市七栄525-53

19518 大阪王将 富里インター店 富里市七栄525-57

19519 吟家富里店 富里市七栄525-84

19520 スターバックスコーヒー ベイシア富里店 富里市七栄532

19521 カレーハウスCoCo壱番屋富里インター店 富里市七栄532-238

19522 富士山溶岩焼肉 飛騨九兵衛 富里市七栄532-248

19523 リンガーハット富里インター店 富里市七栄532-78

19524 すし銚子丸 富里店 富里市七栄532ベイシア富里店駐車場内

19525 スシロー富里店 富里市七栄550-6

19526 和食処すし磯ふじ 富里市七栄576-5

19527 焼肉レストラン安楽亭富里インター店 富里市七栄577

19528 餃子の王将富里店 富里市七栄577-30

19529 かつや千葉富里店 富里市七栄632-1

19530 かっぱ寿司 富里店 富里市七栄632-1

19531 居酒屋ほたる 富里市七栄645-13

19532 居酒屋げんこつ 富里市七栄646-107新東産業ビル1-D

19533 スナックピュア 富里市七栄646-107新東産業ビル2F

19534 麺飯中華厨房 八福食堂 富里市七栄646-132

19535 麺者屋 ちくわ 富里市七栄646-135

19536 ギタ ワールドカフェ 富里店 富里市七栄646-187

19537 中国料理鉄人富里店 富里市七栄646-265

19538 くつろぎの館 富里市七栄646-270

19539 カラオケ バンバン 富里店 富里市七栄646-339

19540 居酒屋とんぼ 富里市七栄646-483

19541 ちょい呑み処こころ 富里市七栄646-483

19542 美好 富里市七栄646-752

19543 WAYS 富里市七栄646-830

19544 食彩 おきよ 富里市七栄646-95

19545 サヤームオーキッド 富里市七栄647-121

19546 ステーキの味世 富里市七栄647-121

19547 北海郷土料理たて石 富里市七栄647-236

19548 もん治ろう 富里市七栄647-52

19549 たまり場ぁーOrenchi 富里市七栄648-100

19550 ステーキハウスバッファロー 富里市七栄649-53

19551 居酒屋 梟屋 富里市七栄649-572

19552 PRIKDANG 富里市七栄649-590

19553 カラオケ処 ラック 富里市七栄649-590

19554 呑み処 鈴乃音 富里市七栄649-590

19555 有情 富里市七栄649-603

19556 居酒屋 ココ 富里市七栄649-6032号店

19557 an’z Bar 富里市七栄649-662

19558 和食飛石 富里市七栄649-669

19559 7EAST 富里市七栄649番地603

19560 Kanon 富里市七栄650-143

19561 居酒屋 まかべ 富里市七栄650-1826

19562 bar御神酒 富里市七栄650-35-14

19563 甘味処 富里市七栄650-35-14

19564 ビスタラウンジ 富里市七栄650-35ラディソン成田

19565 ラディソンスポーツバー 富里市七栄650-35ラディソン成田

19566 カリフォルニアレストラン（1F） 富里市七栄650-35ラディソン成田

19567 七栄屋 富里市七栄650-35ラディソン成田湯楽城

19568 トミサト酒場 富里市七栄650-35ラディソン成田湯楽城

19569 富里屋 富里市七栄650-35ラディソン成田湯楽城

19570 やきとり とんこ 富里市七栄651-208

19571 焼肉ホルモンかたひら 富里市七栄651-327

19572 魚善 富里市七栄651-327

19573 おせろ 富里市七栄653-62

19574 居酒屋 静 富里市七栄654

19575 陣太鼓 富里市七栄654-37

19576 酒旬備長 富里市七栄679-10

19577 才蔵 富里市七栄751-1

19578 食事処さいとう 富里市七栄884-13

19579 居酒屋 ハッピー 富里市七栄895-2

19580 タンタワン 富里市七栄895-2

19581 カラオケ居酒屋YOUゆう 富里市七栄895-2内田ビル101

19582 グレイス 富里市七栄895-9

19583 ガスト 富里店 富里市七栄字古込475-1

19584 ゆず庭 富里市十倉126-68

19585 よし美 富里市十倉212-38

19586 SAKURASRI-LANKANRESTAURANT 富里市十倉280-32

19587 スナック 歌ごえ 富里市十倉292-46

19588 居酒屋御鈴 富里市十倉310-450イザカヤミスズ

19589 居酒屋桜島 富里市十倉374-147

19590 ハンバーガーショップB1 富里市十倉513-5

19591 お好み焼みほ富里店 富里市十倉514-13

19592 ラーメン屋SUN 富里市十倉751-3



19593 居酒屋 はな 富里市新中沢473

19594 タイシティ 富里市大和804-15

19595 ザサラブレットクチーナトキオネーゼコジマ 富里市中沢1154-1

19596 ホルモン料理 心灯 富里市中沢1168

19597 木の香 富里市日吉倉1114-3

19598 ホテルレモンツリー 富里市日吉倉1205-1

19599 もつ焼きホールモン 富里市日吉倉3-13

19600 カラオケ居酒屋 真貴 富里市日吉倉3-15

19601 民俗村 富里市日吉倉3-15

19602 飲み処 あや 富里市日吉倉3-15

19603 SHORTBARMajo 富里市日吉倉3-15伊藤総業ビル1F-A

19604 トラットリアラッキオ 富里市日吉台1-2-1セレブリティ成田103

19605 匠 富里市日吉台1-22-1

19606 居酒屋ぶんぶん 富里市日吉台1-22-5日栄102

19607 Bizダイニング成田 富里市日吉台1丁目23-8

19608 麺屋青山 富里市日吉台2-19-11

19609 まぐろの漬け丼屋9215 富里市日吉台2-5-1

19610 男寿し成田店 富里市日吉台2-5-1三信ビル1F

19611 てまり 富里市日吉台2-5-1三信ビル1F

19612 居酒屋大喜 富里市日吉台2-5-1三信ビル2A号

19613 ナマステ 富里市日吉台2-5-3

19614 kitchen boo 富里市日吉台2-6-2

19615 焼肉ほてい苑 富里市日吉台2-9-14

19616 居酒屋 食らうず 富里市日吉台2丁目20-15

19617 月華 富里市日吉台2丁目20-15-2F

19618 エアーズロック 富里市日吉台3-34-4

19619 ソドンアヤルグー 富里市日吉台3-34-4武穂ビル3F

19620 居酒屋 鮮や 富里市日吉台3-34-8

19621 STARDUST スターダスト 富里市日吉台3-36-4

19622 炭火焼肉 そら 富里市日吉台3-36-4

19623 居酒屋夢Ⅲ 富里市日吉台3-5-1

19624 カラオケ居酒屋ゆか 富里市日吉台3-5-1

19625 焼肉旬 富里市日吉台3-5-4岡野ビル1F

19626 居酒屋 アキ 富里市日吉台3-5-8

19627 遖 富里市日吉台3丁目34番4号武穂ビル2階

19628 セレナ 富里市日吉台3丁目5-1ハンズビル2F

19629 モンゴルウルグー 富里市日吉台3丁目5-8スカイクリエートビル3F

19630 串遊亀 富里市日吉台4-6-18

19631 居酒屋たぬき 富里市日吉台4-6-9-102

19632 韓国料理まる 富里市日吉台4-7-18第2渡辺ビル1階

19633 お好み吉左右 富里市日吉台4-9-11渡辺ビル103

19634 アクシス 富里市日吉台4-9-20長谷ビル3階

19635 居酒屋幸 富里市日吉台4-9-20長谷工第一ビル3F

19636 楽酒Dining武尊 富里市日吉台4-9-21ダイアンビル

19637 富鮨 富里市日吉台5-17-7

19638 和処お々乃 富里市日吉台5-17-9鈴木店舗一階

19639 茶家娘 富里市立沢新田82-12

19640 居酒屋奄美 富里市立沢新田82-125

19641 TOMODACHI 富里市立沢新田82番138

19642 居酒屋 しげちゃん 南房総市安馬谷2627-2

19643 二代目魚作 南房総市安馬谷3341

19644 和風スナック蝶々 南房総市丸本郷614

19645 リバプール・カフェ 南房総市岩糸2530クラブハウス

19646 甚平民宿 南房総市久枝454

19647 居酒屋ヒロ 南房総市久枝496

19648 さじべえ 南房総市久枝552

19649 蔵屋敷 南房総市久枝608

19650 大謙館 南房総市久枝745

19651 権兵衛 南房総市久枝769

19652 典膳 南房総市宮下1822

19653 御目井戸 南房総市高崎1175

19654 タンタンメン かずさ 南房総市高崎1256

19655 すなだ 南房総市高崎1298-1

19656 吉の家炎〇 南房総市高崎1329-1

19657 里見館 南房総市高崎1417

19658 よいち荘 南房総市高崎1442

19659 珊瑚樹 南房総市高崎1457番地2

19660 大峯庵 南房総市高崎676-2

19661 伏姫さんが焼き 南房総市市部112-7

19662 飲み処 暖簾 南房総市市部125-1

19663 生そばかわな 南房総市市部138-2

19664 武平館 南房総市市部24

19665 すなっくリバーサイド 南房総市市部92-1

19666 角文旅館 南房総市小浦250

19667 エスオーユーホールディングス株式会社 南房総市千倉町宇田306-1

19668 釜屋寿し 南房総市千倉町忽戸496

19669 民宿旅館政右ヱ門 南房総市千倉町忽戸497

19670 ストロベリーポット 南房総市千倉町忽戸549-1

19671 CーCABIN 南房総市千倉町忽戸848-1

19672 ワルン バンブー 南房総市千倉町瀬戸1795-3

19673 食堂 菊川 南房総市千倉町瀬戸2251-10

19674 居酒屋 わが家 南房総市千倉町瀬戸2252-2

19675 旬彩酒房 食楽ら 南房総市千倉町瀬戸2439-12

19676 鮨四季波 南房総市千倉町瀬戸2894-5

19677 旬菜味処浜の郷 南房総市千倉町瀬戸2909-1

19678 和風ペンションニュー川善 南房総市千倉町瀬戸2944

19679 スナックしげた 南房総市千倉町瀬戸2980

19680 Baknos 南房総市千倉町瀬戸2980-133

19681 網元 南房総市千倉町瀬戸2980-139

19682 みやび屋 南房総市千倉町瀬戸2980-23

19683 なぎさカフェ 南房総市千倉町瀬戸2980-67

19684 岬めぐり 南房総市千倉町瀬戸3137-1



19685 有限会社 矢原荘 南房総市千倉町瀬戸3291、3290-3

19686 ホテル千倉 南房総市千倉町瀬戸浜田2980-12

19687 バーコーナー 南房総市千倉町瀬戸浜田2980-12

19688 はな房 南房総市千倉町千田1051

19689 花のえん 南房総市千倉町千田750

19690 ポルトメゾンルームス 南房総市千倉町川口301

19691 温泉民宿しあわせ荘 南房総市千倉町川口68-1

19692 寿司と地魚料理大徳家 南房総市千倉町南朝夷1079

19693 波助 南房総市千倉町南朝夷1104-5

19694 美酒遊樂 絆 南房総市千倉町南朝夷1193-29

19695 遊房 南房総市千倉町白間津1278-1

19696 鳥海丸 南房総市千倉町白間津838-58

19697 呑んべぇ処よりみち 南房総市千倉町白子153-3

19698 ききょう 南房総市千倉町白子1824-1

19699 エスオーユーホールディングス株式会社 南房総市千倉町平磯1586-1

19700 とんかつ屋みやはん 南房総市千倉町平磯1608-2

19701 磯浜旅館 南房総市千倉町平磯2217

19702 カラオケ ちくら 南房総市千倉町平舘678-8

19703 銀鱗荘ことぶき 南房総市千倉町平舘684

19704 ぼんぼん 南房総市千倉町平舘695

19705 軽食喫茶茶茶 南房総市千倉町平舘763-26

19706 restaurant&barSAYAN 南房総市千倉町平舘763-67

19707 赤トウガラシ 南房総市千倉町平舘846

19708 もへじ 南房総市千倉町平舘990

19709 Ohana 南房総市千倉町北朝夷212

19710 カラオケ サロン アゲン 南房総市千倉町北朝夷228

19711 魚拓荘鈴木屋 南房総市千倉町北朝夷2801

19712 長谷川 南房総市千倉町北朝夷2817-4

19713 ひまわり荘 南房総市千倉町北朝夷2832-1

19714 合同会社 ちどり 南房総市千倉町北朝夷2865

19715 居酒屋 串味 南房総市千倉町北朝夷2873-3

19716 ちどり 別館 南房総市千倉町北朝夷2894-1

19717 華恋 南房総市千倉町北朝夷2946

19718 いつもの処 南房総市千倉町北朝夷520-7

19719 SunRiseSea 南房総市千倉町北朝夷551-1

19720 遊鳥 南房総市千倉町北朝夷583

19721 ラーメン永新 南房総市千倉町牧田124-2

19722 和処庄もと 南房総市千代88-1

19723 いろり 南房総市池之内20-1

19724 エスオーユーホールディングス株式会社 南房総市池之内889-1

19725 チトセポイント 南房総市白子2558-1

19726 美浜寿し 南房総市白子2565-2

19727 ホテル「ローズマリーしおさい」 南房総市白子2792

19728 磯の宿 南房総市白浜町乙浜1251-1

19729 食事処わたなべ 南房総市白浜町乙浜1307-5

19730 天狗 南房総市白浜町根本1880

19731 BarDelMar 南房総市白浜町滝口5185番地1

19732 BLUTO’S CAFE 南房総市白浜町滝口5786-1

19733 居食房 とりい 南房総市白浜町滝口6202-2

19734 良志久庵 南房総市白浜町滝口6202-7

19735 割烹旅館 清都 南房総市白浜町滝口6241-1

19736 勝丸 南房総市白浜町滝口6324-3

19737 白浜フローラルホール 南房総市白浜町滝口6767-1

19738 まきの 南房総市白浜町滝口7209-4

19739 エスオーユーホールディングス株式会社 南房総市白浜町白浜2444

19740 FRAGLA 南房総市白浜町白浜2560

19741 きよ都 南房総市白浜町白浜2620

19742 小春 南房総市白浜町白浜2782-22

19743 白浜オーシャンリゾート漁火 南房総市白浜町白浜2784

19744 すなっく ライトハウス 南房総市白浜町白浜2885-1

19745 オドーリ・キッチン 南房総市白浜町白浜3555-1

19746 勘太郎 南房総市白浜町白浜5608-2

19747 磯料理いそや 南房総市白浜町白浜627-16

19748 オステリア．イル．ファーロ 南房総市白浜町白浜791

19749 AbramKebab 南房総市富浦町原岡166

19750 たつみ 南房総市富浦町原岡456-12

19751 遊亀 南房総市富浦町原岡48

19752 すし満 南房総市富浦町原岡966

19753 安房の国 南房総市富浦町深名595-1

19754 Lerisa 南房総市富浦町多田良1054-1

19755 Hotel＆Resorts MINAMIBOSO 南房総市富浦町多田良1212

19756 Hotel＆Resorts MINAMIBOSO 南房総市富浦町多田良1212

19757 Hotel＆Resorts MINAMIBOSO 南房総市富浦町多田良1212

19758 げんべい 南房総市富浦町多田良545

19759 池田 南房総市富浦町南無谷2308-1

19760 居酒屋 うらら 南房総市富浦町福沢782

19761 有限会社福喜庵 南房総市富浦町福沢808-5

19762 情熱ペンション富浦 南房総市富浦町豊岡21

19763 千葉屋 南房総市平久里中1384

19764 池田屋 南房総市平久里中199-3

19765 和光 南房総市平久里中654

19766 ドリームコーヒー南房総店くまカフェ 南房総市本織1108-2

19767 玄太 南房総市明石72

19768 沖見屋 南房総市和田町下三原393

19769 ステラ 南房総市和田町海発1581

19770 (有)うな陣 南房総市和田町柴830-1

19771 ミネックス 南房総市和田町松田151-1

19772 seasidekitchengrow 南房総市和田町松田874-5

19773 かねす 南房総市和田町真浦12-1

19774 やきとりまどか 南房総市和田町仁我浦172-4

19775 叙香園 南房総市和田町仁我浦245-1

19776 わだうら 南房総市和田町仁我浦250



19777 四季の宿民宿じんざ 南房総市和田町仁我浦602-1

19778 白渚fe 南房総市和田町白渚505-60

19779 SPC 南房総市和田町白渚字居下586-1

19780 長 吉 南房総市和田町和田549-3

19781 さかな 南房総市和田町和田550-13

19782 寿し・居酒屋笑福 南房総市和田町和田598-7

19783 彦兵衛 匝瑳市みどり平5072

19784 宇しろ 匝瑳市安久山1-3

19785 イルジラソーレ 匝瑳市横須賀1010-1

19786 居酒屋 天天 匝瑳市横須賀496-7

19787 居酒屋 らすた 匝瑳市横須賀544

19788 葆芳軒 匝瑳市栢田7951-233

19789 歌謡酒場 一休 匝瑳市栢田8347-5

19790 酒処燦 匝瑳市栢田8525-12

19791 居酒屋葉月 匝瑳市栢田8525-12

19792 食事処辰巳 匝瑳市吉崎4888-9

19793 居酒屋悠妃 匝瑳市吉田675-1

19794 登龍門 匝瑳市久方357-2

19795 カラオケびとん 匝瑳市久方388-2

19796 家庭料理八尾 匝瑳市高363-3

19797 唄処さくら 匝瑳市高野909

19798 居酒屋 金太郎 匝瑳市高野909

19799 洗心亭 匝瑳市山桑730

19800 カラオケスタジオ 大地 匝瑳市春海4400-4

19801 トラットリア・エスト・エスト 匝瑳市春海6963-3

19802 ニューシャトル 匝瑳市上谷中1171-2

19803 おたふく 匝瑳市上谷中2219-2

19804 カラオケバンバン 八日市場店 匝瑳市上谷中2219-9

19805 お食事処ささもと 匝瑳市上谷中2238-8

19806 居酒屋かんぱい 匝瑳市上谷中281-15

19807 プリティ 匝瑳市上谷中889-4

19808 和風レストラン 山里波 匝瑳市新348-1

19809 しま野栄店 匝瑳市川辺7256-7

19810 カラオケ・酔い処 きんぴら 匝瑳市川辺8008-1

19811 スギノ子 匝瑳市椿1287-9

19812 中華料理紅昇 匝瑳市椿1305番地11

19813 家庭料理呑卓 匝瑳市椿1843-12

19814 つ る 八 匝瑳市八日市場イ1015-12

19815 旬 匝瑳市八日市場イ1015-5

19816 下出羽内山屋 匝瑳市八日市場イ159

19817 花房 匝瑳市八日市場イ188

19818 すき家 八日市場店 匝瑳市八日市場イ194-1

19819 カフェペルメル 匝瑳市八日市場イ2091-10

19820 海市 匝瑳市八日市場イ2387-1

19821 有限会社 井戸野屋 匝瑳市八日市場イ2399

19822 天神 匝瑳市八日市場イ2399

19823 居酒屋けやき 匝瑳市八日市場イ2445

19824 食彩ダイニングB 匝瑳市八日市場イ2451

19825 港屋 匝瑳市八日市場イ2485

19826 柿岡屋 匝瑳市八日市場イ2487

19827 カラオケスタジオ翔 匝瑳市八日市場イ2497

19828 内山屋 匝瑳市八日市場イ2529

19829 ホルモンクラブ 匝瑳市八日市場イ2553-5

19830 ひさ旨 匝瑳市八日市場イ2779-1

19831 梅田家 匝瑳市八日市場イ28

19832 百木屋 匝瑳市八日市場イ290

19833 安楽亭八日市場店 匝瑳市八日市場イ324-1

19834 百木屋支店 匝瑳市八日市場イ368

19835 ふく寿司 匝瑳市八日市場イ372-4

19836 ココス八日市場店 匝瑳市八日市場イ527-1

19837 ラーメン居酒屋 てまり 匝瑳市八日市場イ65

19838 魚民八日市場駅前店 匝瑳市八日市場イ67-17モンテローザ八日市場ビル1階

19839 ラーメンボーイズ 八日市場店 匝瑳市八日市場イ696-1

19840 和風スナック蛙 匝瑳市八日市場イ767番地1

19841 つちや 匝瑳市八日市場イ78

19842 マクドナルド126八日市場店 匝瑳市八日市場イ80-1

19843 居酒屋柊 匝瑳市八日市場ハ610-10

19844 はま寿司 八日市場店 匝瑳市八日市場ハ929-4

19845 ガスト 八日市場店 匝瑳市八日市場ハ960-1

19846 喰い呑み処波音 匝瑳市八日市場ハ966-3

19847 コーヒーラウンジ1/2 匝瑳市八日市場ハ975-3

19848 ときん 匝瑳市八日市場ホ1249-2

19849 カトラリーボックス 匝瑳市八日市場ホ1582

19850 パブラウンジ オリオン 匝瑳市八日市場ホ196-1

19851 スナック荻 匝瑳市八日市場ホ236-3

19852 らぁ麺とみ田 匝瑳市八日市場ホ236-3

19853 居座ックR.R 匝瑳市八日市場ホ236-3

19854 一八寿司 匝瑳市八日市場ホ302-1

19855 喫茶レストラン京や 匝瑳市八日市場ホ3109-3

19856 すしめん処大京八日市場店 匝瑳市八日市場ホ3162

19857 いそや 匝瑳市八日市場ホ3191

19858 和海なごみ 匝瑳市八日市場ホ3226-4

19859 カラオケスタジオ米倉ホール 匝瑳市八日市場ホ3230

19860 らーめん一家麺小屋八日市場店 匝瑳市八日市場ホ3230-1-11

19861 らーめん華小屋 匝瑳市八日市場ホ504-2

19862 BARJOJO 匝瑳市八日市場ロ100番地セブンサイドレジデンス102

19863 軽食喫茶 しなの 匝瑳市八日市場ロ99-4

19864 そば処割烹浜菊 匝瑳市飯倉128-9

19865 愛ちゃん家 匝瑳市飯倉1384-1

19866 ラーメン百寿 匝瑳市飯倉271-4

19867 トレジャー 匝瑳市飯倉272-6

19868 らぁ麺家康 匝瑳市飯倉279-10



19869 旬菜ダイニング　優月 匝瑳市飯倉487-3

19870 お食事 ほり川 匝瑳市飯倉58-1

19871 イタリアンカフェパルティーテ 匝瑳市飯倉台19-16

19872 磯料理浜富士 匝瑳市飯倉台2-15

19873 ラーメンめん丸匝瑳店 匝瑳市飯倉台49-14

19874 ホテル ベニスリゾート 匝瑳市飯塚254-3

19875 梓 匝瑳市飯塚315

19876 居酒屋よし春 匝瑳市富岡1478

19877 居酒屋てんや 匝瑳市平木1405

19878 Lounge 杏珠 匝瑳市平木386-3

19879 パブ喫茶遊友 匝瑳市片子468-1

19880 海の家ことぶき 匝瑳市堀川6695

19881 梅衛門 匝瑳市野手1202-5

19882 華舞 匝瑳市野手1202-5

19883 岩 沢 荘 匝瑳市野手17125

19884 増田屋 匝瑳市野手17126

19885 ビーチステーション 匝瑳市野手17146-129

19886 マルセン会館 匝瑳市野手17146-130

19887 多加良寿司 匝瑳市野手17146-1304

19888 トレジャーグループ 匝瑳市野手17146-1304

19889 多加良 匝瑳市野手17146-1305

19890 高安 匝瑳市野手173-1

19891 大 天 匝瑳市野手6052-1

19892 活魚ふぐしょう 香取市みずほ台1-1-62

19893 もんじゃハウス10.10 香取市みずほ台2-1-181

19894 すし処纒 香取市阿玉川124-1

19895 danzaBANANA 香取市阿玉川124-1

19896 お食事処 銚屋 香取市阿玉川26-1

19897 プライベートダイニング蘭花 香取市阿玉川37-1

19898 百姓一揆 香取市阿玉川40-1

19899 浦島 香取市一ノ分目1126-8

19900 中華料理華蓮 香取市下小川1285-1

19901 SILVER 香取市下小川1286-3

19902 ココス小見川店 香取市下小堀418-1

19903 髙橋鮮魚店 香取市貝塚2020-2

19904 どさん子佐原51号店 香取市観音1025

19905 スナックゆき 香取市観音201-1

19906 愛 香取市観音790

19907 居酒屋魅 香取市観音790

19908 タイ料理カーサローン 香取市観音791-1

19909 クララン トゥン さくら 香取市観音806

19910 居酒屋はな 香取市観音806-1

19911 レストランパッタイ 香取市観音806-1青柳店舗3号店

19912 北青山 香取市観音811

19913 One&OnlyCafe 香取市岩ケ崎台12-7

19914 日本料理 にしき 香取市岩部1340

19915 辻味庵 香取市岩部1543-1

19916 ライブレストランウッドストック 香取市岩部1821-15

19917 やきとり店夫婦 香取市岩部501

19918 WANTED 香取市玉造1-7-11

19919 夢家 香取市玉造2-2-1

19920 創味・酒楽屋 次男坊 香取市玉造2-3-8

19921 ラパン 香取市玉造636

19922 香風庵花筏 香取市桐谷525

19923 鈴音 香取市九美上28-8

19924 利休 香取市五郷内1357-1

19925 居酒屋真寿美や 香取市高萩131-1

19926 四季の味むらさき 香取市高萩1576-41

19927 すがや亭 香取市高萩1655-171

19928 魚光 香取市高萩570-4

19929 カラオケ夢時歌 香取市佐原イ151

19930 スナック 来夢来人 香取市佐原イ151

19931 小料理「あさの」 香取市佐原イ151

19932 居酒屋お恵 香取市佐原イ151大使館ビル2F

19933 パブ・スナックレディーハウス 香取市佐原イ151大使館ビル2F

19934 NightClub8～エイト～ 香取市佐原イ151大使館ビル2F

19935 佐原 千与福 香取市佐原イ1720-1

19936 カーザ・アルベラータ 香取市佐原イ1727

19937 宮定 香取市佐原イ1899

19938 ごはんカフェラクエ 香取市佐原イ2122-16

19939 魚文 香取市佐原イ2277

19940 ルプティジャルダン 香取市佐原イ2327-2

19941 綱寿司 香取市佐原イ2553-10

19942 すき家 佐原店 香取市佐原イ264

19943 金勝苑 香取市佐原イ2-78

19944 金よし 香取市佐原イ3301

19945 とんかつ・ラーメンはな芳 香取市佐原イ3400

19946 レストラン 夢時庵 香取市佐原イ3403-2

19947 ANTIQUEANTIQUE 香取市佐原イ3403-8

19948 呑処、宴処すずき 香取市佐原イ3409-11

19949 鮨処美好 香取市佐原イ3409鮨処美好

19950 板前割烹真亜房 香取市佐原イ3412-1

19951 カフェ 未来 香取市佐原イ3485

19952 一蘭荘 蘇州飯店 香取市佐原イ3839

19953 香蕎庵 香取市佐原イ3844-2

19954 広東軒 香取市佐原イ3922

19955 船友 香取市佐原イ4147-33

19956 麻生屋本店 香取市佐原イ4149

19957 牛角佐原店 香取市佐原イ4151-1

19958 小料理 夕顔 香取市佐原イ4165-2

19959 つる吉 香取市佐原イ4178

19960 ビリヤード＆ダーツ1or8 香取市佐原イ4178



19961 デニーズ佐原店 香取市佐原イ4187-7

19962 ラーメンガキ大将 佐原店 香取市佐原イ4212-2-2

19963 モスバーガー佐原店 香取市佐原イ4224-3

19964 しゃぶ葉 佐原店 香取市佐原イ424-3

19965 カレーハウスCoCo壱番屋千葉佐原店 香取市佐原イ424-3カレーハウスCoCo壱番屋千葉佐原店

19966 ホルモン焼さかえ屋 香取市佐原イ450

19967 ㈲山田うなぎ店 香取市佐原イ457

19968 居酒屋 純子 香取市佐原イ471-3

19969 牡丹江 香取市佐原イ472-7

19970 居酒屋ろじ 香取市佐原イ472-9

19971 レストラン ワーズワース 香取市佐原イ491-1

19972 懐石 そう馬 香取市佐原イ494

19973 赤ちょうちんおっかあ 香取市佐原イ495-17

19974 一菜 香取市佐原イ495-21

19975 焼肉会館 香取市佐原イ496

19976 飯岡家 香取市佐原イ498-10

19977 だし処まにまに 香取市佐原イ498-8

19978 八木清商店 香取市佐原イ513

19979 より道 香取市佐原イ517-18

19980 割烹 寿茂登 香取市佐原イ521

19981 茶屋花冠ステーキ茶論 香取市佐原イ521-11

19982 仙台家 香取市佐原イ521-32

19983 香取屋本店 香取市佐原イ525

19984 居酒屋きまぐれ 香取市佐原イ528-7

19985 maruso 香取市佐原イ532-10

19986 沖縄居酒屋うーじの森 香取市佐原イ544-15

19987 有限会社長谷川 香取市佐原イ584

19988 菊島 香取市佐原イ594

19989 助六 香取市佐原イ602

19990 鉄板・お好み焼牛若丸 香取市佐原イ671-1

19991 万両 香取市佐原イ715

19992 お好み焼きくどう 香取市佐原イ715

19993 魚民佐原駅前店 香取市佐原イ74-31金田ビル2階

19994 ALONZA 香取市佐原イ74-6宮崎駅前店舗B

19995 オーベルジュドマノワール吉庭 香取市佐原イ789-2

19996 ミドル 香取市佐原イ811-3

19997 お祭り酒場わっしょい 香取市佐原イ84

19998 肉バル ピッコロ 香取市佐原イ88

19999 和み 香取市佐原イ92-6

20000 じんべえ 香取市佐原ニ1276

20001 うなぎ長谷川与田浦店 香取市佐原ハ5002-2

20002 レストラン朋泉 香取市佐原ホ1199

20003 MILANO 香取市佐原ホ1237

20004 ココス佐原店 香取市佐原ホ1238-2

20005 スターバックスコーヒー 香取佐原店 香取市佐原ホ1238-3

20006 居酒屋 光 香取市佐原ホ1241-2

20007 祭 香取市佐原ホ1241-2平成ビル

20008 いざか家ふじ太郎 香取市佐原ホ1241-2平成ビル

20009 DON SRILANKAN RESTAURANT 香取市佐原ホ1241-2平成ビル1階1号

20010 福鮨 香取市佐原ホ1251-6

20011 大八 香取市佐原ホ1265-3

20012 居酒屋 ゆみ 香取市佐原ホ1265-3

20013 すしめん処大京佐原水郷橋店 香取市佐原ホ1266

20014 カラオケプラザ遊楽館佐原水郷橋店 香取市佐原ホ1266

20015 酒処 美紀 香取市佐原ホ719

20016 居酒屋美味 香取市佐原ロ2028

20017 焼肉車 香取市佐原ロ2028-106

20018 又兵衛佐原店 香取市佐原ロ2097

20019 スナック司 香取市佐原ロ2097-155

20020 小料理小杉 香取市佐原ロ2116-30

20021 スナックなるみ 香取市佐原ロ2117-10

20022 居酒屋ゆり タイレストラン 香取市佐原ロ2117-10

20023 トニー 香取市佐原ロ2117-14

20024 居酒屋フミ 香取市佐原ロ2117-17

20025 居酒屋チェリオ 香取市佐原ロ2117-8

20026 やかんの物語 香取市佐原ロ2117番地12

20027 絹 香取市佐原ロ2122

20028 居酒屋ちひろ 香取市佐原ロ2122-113

20029 CafeDiningBianco 香取市佐原ロ2122-157

20030 洋食ヒロ 香取市佐原ロ2128-93

20031 吉野屋 香取市山倉1938

20032 居酒屋権ちゃん 香取市山倉2929-1

20033 cafe&musicnene 香取市山之辺1341-4

20034 キッチンカワセ 香取市寺内809

20035 すき家356号小見川店 香取市小見川1038

20036 ガスト 小見川店 香取市小見川1041

20037 みなみ屋 香取市小見川1242-1

20038 どん底 香取市小見川1268

20039 樹里 香取市小見川197-1

20040 丸山旅館 香取市小見川47

20041 居酒屋田舎 香取市小見川4865

20042 さくら 香取市小見川4872-10

20043 百合 香取市小見川4872-10

20044 居酒屋もも 香取市小見川4873

20045 お食事処 いこい 香取市小見川5522-2

20046 酒処 ぽんた 香取市小見川5522-2

20047 春本 香取市小見川5529

20048 ジョイフル小見川店 香取市小見川5610-1

20049 リビエラハウス 香取市小見川5613-10

20050 お好み焼紀ノ川 香取市小見川5613-9

20051 ナイトラウンジ No-ah 香取市小見川5623-2

20052 寿司割烹きかく 香取市小見川797-6



20053 麺家 香湯らーめん 香取市小見川806-3

20054 ミルキーウェイ 香取市小見川812-2ロイヤルビル

20055 月のや 香取市小見川812-2ロイヤルビル202号

20056 和風スナック扶味 香取市小川1050-3

20057 いっちゃん 香取市小川177-1

20058 炭火焼かづさ 香取市上小堀1-276

20059 秀吉 香取市上小堀1517

20060 ミツカフルーツ 香取市織幡1126-3

20061 丸光亭 香取市織幡1126-5

20062 灯 香取市織幡606-3

20063 料理工房 ぽていと 香取市新里899-4

20064 糀屋 香取市新里975

20065 木内鮮魚店 香取市神生247

20066 たちはな 香取市扇島1837-5

20067 出島屋 香取市扇島2526

20068 ひかり 香取市扇島547

20069 ニュー小柳 香取市多田2071-2

20070 居酒屋ゆう子 香取市大角1652-1

20071 居酒屋利子 香取市大角1802

20072 居酒屋美華 香取市大角1803-62

20073 丸甚 香取市大角185-11

20074 水郷庵大戸店 香取市大戸1601-2

20075 酒処ジュゴン 香取市大根2082

20076 太幸 香取市大倉丁子21

20077 カーニバルヒルズさわ 香取市沢13-15

20078 お食事処 由起 香取市沢2614-6

20079 スローハンド 香取市谷中519番地9

20080 居酒や万年屋 香取市谷中613

20081 かみさと食堂 香取市虫幡1112-1

20082 うなぎ古保利 香取市虫幡1745-1

20083 ルノワール 香取市虫幡371-1

20084 木村鮮魚店 香取市虫幡410-1

20085 三井コレクション「ライス・テラス」 香取市丁子737-1

20086 魚一 香取市長岡1304-23

20087 ビックラーメンいなかや 香取市鳥羽418-4

20088 ラーメンとん太 佐原店 香取市鳥羽618-3

20089 魚弘 香取市鳥羽624-5

20090 ドライブイン長谷川 香取市鳥羽628

20091 たらふく 香取市津宮1293

20092 居酒屋和 香取市津宮2711-6

20093 四季の味花藤 香取市南原地新田381-5

20094 コミニティスポットパティオ 香取市八日市場1063

20095 焼肉牛正 香取市八日市場110-1

20096 旨いもん処おおはし 香取市八日市場1346-2

20097 まこと屋 香取市八日市場792-1

20098 そば処名古屋 香取市八日市場797-1

20099 ラウンジ笑 香取市八日市場888-8八日市場テナントA

20100 居酒屋ちょうちん 香取市八日市場912

20101 中国台湾料理四季紅香取店 香取市八日市場921-1

20102 山田屋 香取市府馬2823

20103 しずか 香取市府馬3132-2

20104 みくら 香取市府馬5086-1

20105 焼き肉ホルモンなめねこ 香取市府馬5124-1

20106 ニューふるさと 香取市福田958

20107 清月 香取市福田958-106

20108 高はし鮮魚店 香取市福田959

20109 ソンチッチャルーン 香取市福田959-47

20110 居酒屋さくら 香取市福田959-53

20111 酒処せつこ 香取市分郷170-1

20112 ホルモン焼TON・TON 香取市分郷3-2

20113 くるまやラーメン小見川店 香取市分郷60-1

20114 台湾料理四季紅 香取市北1-11-8

20115 松屋 佐原店 香取市北1-13-10

20116 カラオケBar娘 香取市北1-13-2豊島ビル102号

20117 ざ・いざかや 香取市北1-13-2豊島ビル202号

20118 中華ダイニング彩華 香取市北1-7-1

20119 かしん 香取市北1-9-3

20120 宝島 佐原店 香取市北1丁目12番地2

20121 伝丸356号香取店 香取市北1丁目13-5

20122 コミュニケーションプラザパティオ 香取市北1丁目8番地

20123 炭焼本舗ふくのや 香取市北2-1-3

20124 モランボン 香取市北2-13-11

20125 春木屋 香取市北2-13-16

20126 Siesta 香取市北2-14-2笹本ビル201

20127 日本マクドナルド㈱フランチャイジー 香取市北2-14-3

20128 きらら 香取市北2-39

20129 休み処「北口」 香取市北2-3-9

20130 東雲 香取市北2-4-6

20131 クールバーダックテール 香取市北2-4-6二番館102

20132 根ぎし 香取市北2-5-4

20133 ヒポポタマス 香取市北2-6-5

20134 リストランテ・フェリーチェ 香取市北2-8-1

20135 リッツ 香取市北2丁目13‐11

20136 ガスト佐原店 香取市北2丁目15番地3

20137 ふくろう 香取市北2丁目4番61番館105号室

20138 めし処浅野 香取市北3-11-35

20139 ラーメン＆BAR本陣 香取市北3-12-2芙蓉館2番館

20140 マザーグース 香取市北3-7-22

20141 グリーンインドレストラン 香取市北3-8-3中野ビル

20142 有限会社 大黒 香取市北3丁目11番地19

20143 創作キッチンふじ家 香取市北3丁目3番地11

20144 中国酒房　YAMUCHA 香取市北3丁目6番地11



20145 菱劍 香取市北3丁目8-7

20146 バー シフォン 香取市北3丁目8番地5アップルビル2階

20147 居酒屋与兵衛 香取市北3丁目8番地7

20148 Piatto 香取市牧野21-1

20149 居酒屋 翔 香取市牧野2947

20150 扇寿司 香取市堀之内2113-3

20151 カラオケSong 香取市本郷244-1

20152 鶴亀亭 香取市本郷248-1

20153 パブラウンジアムール 香取市本郷418

20154 酒処和楽 香取市本郷418-1

20155 居酒屋けい 香取市本郷424

20156 みしま 香取市本郷424

20157 スナックMA 香取市本郷542-2

20158 矢はず 香取市本郷586-1

20159 ばんどう太郎小見川店 香取市本郷711

20160 ラーメン屋壱番亭小見川店 香取市本郷721-2

20161 有限会社 ハーブプラネット 香取市本矢作214-13

20162 DINING梟ふくろう 香取市野田153-1

20163 新月苑 香取市野田219-2

20164 一期一笑 香取市野田307-2

20165 芽吹 香取市野田335-1

20166 スナック愛彩 香取市野田409-1

20167 publicBar凜 香取市野田409-1

20168 ホーム 香取市野田409-1

20169 バルeuro 香取市野田411

20170 パブ メモリー 香取市野田443-1

20171 パブクラブ音々 香取市野田443-1-101号

20172 居酒屋とち木 香取市野田470-1-2

20173 丸昇 香取市野田510-1

20174 タイ風居酒屋ポーン 香取市野田549-3

20175 ちいちゃん 香取市野田57

20176 おがわ食堂 香取市野田571-2

20177 居酒屋祭 香取市野田600-2

20178 又兵衛小見川店 香取市野田600-3

20179 居酒屋わかさ 香取市野田839-1

20180 勝蔵 香取市与倉877-8

20181 Enjoy 香取市与倉880-1

20182 宝寿し 山武市井之内2841

20183 居酒屋しおり 山武市井之内2935-1

20184 酒処 風香 山武市雨坪47-11

20185 津留八鮨 山武市雨坪60-4

20186 ユスラレストラン 山武市雨坪65-18

20187 ビタミボイス 山武市横田1069-34

20188 キッチンキクチ 山武市横田1070-67

20189 居酒屋はな 山武市横田1093-16

20190 杉の木 山武市横田823-3

20191 居酒屋ゆず 山武市横田950-1

20192 SAKURASRI-LANKANRESTAURANT 山武市沖渡689-11

20193 スナック花水木 山武市五木田3091-5

20194 うちな～料理 島んちゅ～ 山武市柴原109

20195 ジロイム 山武市小松3798

20196 なんごう亭 山武市小泉1100-16

20197 居酒屋いづみ 山武市小泉1196

20198 居酒屋竹 山武市松ヶ谷ロ2351

20199 みづき 山武市松尾町猿尾176-1

20200 居酒屋 よう子 山武市松尾町猿尾198-3

20201 割烹花川 山武市松尾町猿尾211-1

20202 鮨どころ 大和 山武市松尾町猿尾303-7

20203 豊寿司 山武市松尾町猿尾735

20204 魚三会館 山武市松尾町下野581-2

20205 古民家居酒屋たぬき本陣 山武市松尾町古和121-2

20206 和泉食堂 山武市松尾町五反田2223-2

20207 はにわラーメン 山武市松尾町山室字猪ノ穴132-7

20208 ホルモン焼肉 あかいち 山武市松尾町借毛本郷3741番地6

20209 居酒屋 年魚女 山武市松尾町借毛本郷685-13

20210 焼肉 あらい 山武市松尾町祝田106-6

20211 有限会社 須藤商店 山武市松尾町松尾39

20212 山ぼうし松尾店 山武市松尾町松尾78-1

20213 お魚処 うおとも 山武市松尾町大堤138-1

20214 磯料理めだか 山武市松尾町大堤79

20215 くるまやラーメン松尾店 山武市松尾町田越71-1 

20216 ホットスパイシーファミリーダイニング 山武市松尾町田越73

20217 勝栄食堂 山武市松尾町田越73番地

20218 慶尚苑 山武市松尾町八田190

20219 スナックサラン 山武市松尾町八田190-2

20220 養老乃瀧 松尾店 山武市松尾町八田21-1

20221 かぶら矢 山武市松尾町八田2679-2

20222 麺処くろ川 山武市松尾町八田2730

20223 居酒屋絆 山武市松尾町八田2769

20224 もつ焼つるもと 山武市松尾町八田2769

20225 中国料理龍龍 山武市松尾町八田2769番地

20226 翠玉 山武市松尾町八田30-1

20227 すしや 山武市松尾町八田51

20228 崧園 台湾料理 山武市松尾町蕪木239-1

20229 居酒屋 あいちゃん 山武市松尾町蕪木920-1

20230 ミュージックスナック深恵 山武市松尾町本水深1052-1

20231 中華らーめん はなまる 山武市松尾町本柏3256-1

20232 焼肉マルゲン 山武市松尾町本柏3267番地

20233 チャメ 山武市松尾町本柏字新田3256-1

20234 よしなが 山武市松尾町木刀1064-4

20235 Ushimaru 山武市松尾町木刀1307-2

20236 丸大ラーメン 山武市松尾町木刀1350-2



20237 きまた鮮魚 山武市松尾町木刀1350-2

20238 焼肉やなぎ 山武市埴谷1941-8

20239 西川食堂 山武市埴谷2117

20240 居酒屋レストラン八孝 山武市埴谷2292-7

20241 鮨茶屋たちばな 山武市埴谷2302-28

20242 ゆにヴぇ～る 山武市埴谷869-7

20243 焼肉清左ヱ門 山武市成東113番地4

20244 中華さわ 山武市成東1175-4

20245 パブ へんな店 山武市成東133-1

20246 居酒屋てん 山武市成東133-1コーポみやびB105

20247 ゆで太郎成東店 山武市成東1353-1

20248 らーめんコジマル東金店 山武市成東1563-1

20249 串の輪 山武市成東1782-1

20250 スナックゆき 山武市成東2081-1

20251 乃喜久 山武市成東2093

20252 てまり 山武市成東2463

20253 夢はな 山武市成東2463

20254 福 助 山武市成東2483

20255 大は志 山武市成東2488

20256 マクドナルド 126成東店 山武市成東494-1

20257 田舎ダイニングあんと 山武市成東535-3

20258 ロイヤル インド レストラン 成東店 山武市成東662-7

20259 米 作 山武市成東743-2

20260 サイゼリヤ成東店 山武市成東744-3

20261 鮒真 和食亭 山武市成東76

20262 うま煮らーめん醤 ラ・パーク成東店 山武市成東769-1

20263 ラーメンイレブン 山武市成東775-2

20264 まるえいラーメン 山武市成東775-2

20265 炭火焼鳥満月 山武市成東775-6

20266 カラオケニューみえ 山武市早船8-1

20267 Lin Link 3 山武市早船ト513-3

20268 チェンライ 山武市大木689-14

20269 工藤珈琲店 山武市大木689-14

20270 健祿鮨 山武市津辺127-1

20271 レストランヴォン 山武市津辺159-1

20272 ガスト成東店 山武市津辺169-1

20273 酒と肴髙はし 山武市津辺180

20274 いっぷく 山武市津辺204

20275 はっぴーぱんだ 山武市津辺204-1

20276 居酒屋花の里 山武市津辺204-1

20277 結城屋 山武市津辺309

20278 金兵衛 山武市津辺310-1金兵衛

20279 韓国食堂コリアン 山武市津辺490-1

20280 すぎのや本陣成東店 山武市津辺字市原下161-1

20281 洋食ダイニングふらんす屋 山武市椎崎1321-2

20282 有限会社まつした 山武市椎崎308番地の2

20283 居酒屋ラブ 山武市殿台213-5

20284 ワインダイニングマリアージュ 山武市殿台586-1

20285 居酒屋おれんじ 山武市白幡1604-102号

20286 居酒屋めろでぃ 山武市白幡1604鬼島テナント

20287 &WAN九十九里 山武市白幡2295-28

20288 蛇の目寿し 山武市白幡2689

20289 カラオケローズハウス 山武市白幡2715-2

20290 タイランド 山武市板川368

20291 ヴェルデューレリッコ 山武市板中新田207

20292 千葉レジャーランド成東店 山武市姫島111-1

20293 メンライタイレストラン&ストア 山武市姫島174-2

20294 水仙 山武市姫島175番地2

20295 清左ヱ門 別館 山武市姫島211

20296 旭日屋 山武市姫島519-2

20297 横浜家系ラーメン弌家 山武市姫島520-6

20298 珍来成東店 山武市姫島827-1

20299 居酒屋 富山 山武市姫島995

20300 ラーメン多加良 山武市富口1321

20301 庄右衛門 山武市富田540番地

20302 ソウルガーデン 山武市富田ト114-1

20303 カラオケスタジオ R-1 山武市富田ト71-10

20304 キッチン 島 山武市富田ト87-1

20305 鉄人餃子坊 山武市富田トの996番地

20306 カフェレストランボナンザ 山武市本須賀3193-11

20307 居酒屋利ちゃん 山武市本須賀3625-7

20308 さかえや 山武市本須賀3697

20309 有限会社 ニュー太洋 山武市本須賀3841-72

20310 カラオケハウスつどり 山武市本須賀738-1

20311 SUNMOVECAFE 山武市木原938-56

20312 ホテル浪川荘 山武市蓮沼ニ4664

20313 ラーメンあきば 山武市蓮沼ニ4667-3

20314 飯島荘 山武市蓮沼ニの4643

20315 はやさか 山武市蓮沼ハ294-1

20316 シーブリーズ 山武市蓮沼ホ572

20317 ホテルサンク 山武市蓮沼ホ645-8

20318 居酒屋ばんや 山武市蓮沼ロ2153-1

20319 魚民商店 山武市蓮沼ロ2208-3

20320 川島食堂 山武市蓮沼ロ-2212-6

20321 寿司処大せん 山武市蓮沼ロ2785-13

20322 ペンション 白い貝がら 山武市蓮沼ロ2929-4

20323 寿し源 山武市蓮沼ロ3018-2

20324 ふらっと 山武市蓮沼ロの2980-1

20325 ほたる いすみ市下布施4120-5

20326 居酒屋 美里 いすみ市苅谷1032

20327 みずほ分店 いすみ市苅谷1056-1

20328 フレッシュマート森川 いすみ市苅谷194



20329 軽食喫茶 カトレア いすみ市苅谷285-6

20330 居酒屋志乃 いすみ市行川449

20331 食菜 ふたば いすみ市行川670

20332 御食事処やまだ いすみ市山田1185-1

20333 居酒屋まつり いすみ市山田1739-3

20334 donner いすみ市若山2628-3

20335 喫茶・スナック のん いすみ市若山672

20336 居酒屋 黒潮 いすみ市小沢1161-3

20337 天馬船 いすみ市小沢1335-1

20338 カラオケ桜 いすみ市小沢3060-1

20339 御食事処 小池 いすみ市小池923

20340 食事処みしま いすみ市上布施1228-1

20341 Rice Shower いすみ市深谷12-1

20342 ひこ いすみ市深堀1601-15

20343 マイジョイ いすみ市深堀1619-7

20344 ハピカラ大原店 いすみ市深堀1620-3

20345 晴海 いすみ市深堀1885-10

20346 ちぇご いすみ市深堀240

20347 焼鳥 龍 いすみ市深堀755

20348 EDOカラオケ いすみ市須賀谷2326

20349 おかだや いすみ市大原10375-2

20350 マリン・テラス いすみ市大原10458

20351 よ し 川 いすみ市大原11064-10

20352 福満多 いすみ市大原1310番地2

20353 京太郎 いすみ市大原1500-3

20354 スナック嬢華 いすみ市大原1547

20355 お料理仕出しおおぞね いすみ市大原1946-3

20356 流石 いすみ市大原2017-2

20357 ちーえん いすみ市大原3941-1

20358 居酒屋やよい いすみ市大原6018-1

20359 居酒屋 八珍 いすみ市大原7640

20360 南十字星 いすみ市大原8077-1

20361 ダイニングレストラン チョイス いすみ市大原8640-1

20362 ニューライス いすみ市大原8691

20363 よしのや いすみ市大原8742-13

20364 エンゼル いすみ市大原8743

20365 日本料理 網代 いすみ市大原8788-1

20366 松むら いすみ市大原8934-5

20367 かね八寿し いすみ市大原9055

20368 Jun-Tara Indian Nepali Restaurant いすみ市大原9242-2

20369 エスオーユーホールディングス株式会社 いすみ市大原9296

20370 エスオーユーホールディングス株式会社 いすみ市大原9326

20371 ガスト 大原店 いすみ市大原9713-1

20372 神戸鐵道カフェ＆カレー いすみ市大原最上台7-1ヴィラハウスB棟E号

20373 カラオケ停天晴 いすみ市日在1008-2

20374 満天 いすみ市日在10-13

20375 やきとりぶらり いすみ市日在1652

20376 蕎麦きり一 いすみ市日在1850-1

20377 東京ナイト いすみ市日在1877-1

20378 ラウンジ ナオ いすみ市日在1877-1

20379 粋酔 いすみ市日在1877-1102

20380 キッチンSASUKE いすみ市日在1938-1

20381 アリラン いすみ市日在1940-1

20382 ラ-メン 志津 いすみ市日在394-6

20383 バーミヤン 大原店 いすみ市日在593-1

20384 地魚料理 とと庵 いすみ市日在645-5

20385 マクドナルド128岬ショッピングガーデン店 いすみ市岬町井沢1858-1

20386 炭火庭岬 いすみ市岬町井沢1863-1

20387 株式会社オーシャンサイド花水木 いすみ市岬町井沢1906-5

20388 Cafe&DinerKominka66 いすみ市岬町榎沢2276-1

20389 やきとり きだか いすみ市岬町榎沢549-1

20390 もりむら いすみ市岬町岩熊1272

20391 なちゅらる いすみ市岬町桑田1612

20392 温菜ふずは いすみ市岬町桑田226-1

20393 揚江 いすみ市岬町桑田2514-2

20394 居酒屋さきちゃん いすみ市岬町桑田59-1

20395 岬らーめん いすみ市岬町江場土1673

20396 Qちゃんの台所 いすみ市岬町江場土1702-1

20397 おきがる中華春夏冬 いすみ市岬町江場土1790-1

20398 台湾料理 福亭 いすみ市岬町江場土1893

20399 たこ焼き 幸 いすみ市岬町江場土1965-3

20400 ラーメン豚の穴 いすみ市岬町江場土2217-2

20401 居酒屋藤乃 いすみ市岬町江場土2588-2

20402 いっぺ屋三四郎 いすみ市岬町江場土2588-2

20403 RusticResort いすみ市岬町江場土2785-2

20404 サンライズカフェ いすみ市岬町江場土3274-1

20405 カラオケ居酒屋ナンバーワン いすみ市岬町江場土4129-88

20406 よもぎ いすみ市岬町江場土4322-3

20407 焼鳥酒場 いすみ市岬町江場土4358-1

20408 スナックあき いすみ市岬町江場土4481

20409 いけす料理 あき いすみ市岬町江場土4481番地1

20410 TARO’S Kitchen いすみ市岬町江場土547-2

20411 盃ドアン いすみ市岬町江場土547-2岬町江場土547-2

20412 ブライト いすみ市岬町江場土697-1

20413 レストラン ココス岬店 いすみ市岬町三門1925-1

20414 レストランバー柊 いすみ市岬町三門33

20415 太陽と星が輝く宿季樂～KIRA～ いすみ市岬町谷上2572-2

20416 はらでる屋 いすみ市岬町中原114-2

20417 スナッククリサンセマム いすみ市岬町中原2676-1

20418 民宿旅館三富士屋 いすみ市岬町中原3844-1

20419 Condorsurfandcafe いすみ市岬町中原3863-61TaitoStyle

20420 湖 畔 荘 いすみ市岬町中原4670



20421 Gocrazycafe いすみ市岬町中原77-1

20422 虹の谷カフェ空音 いすみ市岬町中滝2080

20423 みずほ いすみ市岬町長者115-3

20424 居酒屋一休 いすみ市岬町長者123番地11

20425 Rainbow Hot Dog いすみ市岬町長者176

20426 ニューみさき いすみ市岬町長者182-6

20427 ひかり寿司 いすみ市岬町椎木1257

20428 有限会社 スーパーかさや いすみ市岬町椎木1844

20429 TaitoInformationLoungeLighthouse いすみ市岬町椎木193番地1

20430 缶詰BAR いすみ市岬町椎木199番1F

20431 ひいろ いすみ市岬町椎木2257-1

20432 焼き鳥 とりご屋 いすみ市岬町椎木459-2

20433 開花 いすみ市岬町椎木589-5

20434 吉田屋 いすみ市岬町椎木590-2

20435 ほり川 いすみ市岬町東中滝37-8

20436 酒好人 いすみ市岬町和泉1770-2階

20437 エスオーユーホールディングス株式会社 いすみ市岬町和泉2237-3

20438 バーガーSーDINER いすみ市岬町和泉305-9

20439 スナック和なごみ いすみ市岬町和泉3204-7

20440 みそ膳 いすみ市岬町和泉357

20441 九十九里ヴィラそとぼう クラブ美遊 いすみ市岬町和泉4427-1

20442 鳥玄いすみ本店 いすみ市岬町和泉656番地4

20443 御飯家想作厨房時優 いすみ市岬町和泉722-5

20444 味市場酸辣湯麺の店 いすみ市岬町和泉772-2

20445 有限会社 カンパーニャ いすみ市弥正109

20446 スナック AREA26 いすみ市弥正3-1

20447 居酒屋たから 大網白里市ながた野1-5--6

20448 チャイニーズキッチン龍龍 大網白里市みずほ台1-7-10チャイニーズキッチン龍龍

20449 久芳 大網白里市みずほ台2-11-3

20450 すし処 きら 大網白里市みずほ台3-2-3

20451 桜盤 大網白里市みどりが丘2-40-3

20452 マクドナルド大網店 大網白里市みやこ野2丁目1番6号

20453 デニーズ 大網白里店 大網白里市みやこ野2丁目2番10号

20454 竜煙 大網白里市みやこ野2丁目2番4号

20455 夢庵 大網白里店 大網白里市みやこ野2丁目4番1号

20456 鈴木屋 大網白里市永田156番地

20457 umu 大網白里市永田3200-15

20458 やまちゃん 大網白里市永田3348番地

20459 懐石なが田 大網白里市永田3396-7

20460 一軒家Dining わいわい 大網白里市駒込1203-5

20461 キッチン＆居酒屋 ジャカルタ 大網白里市駒込1375-5

20462 鮨、割烹 一力 大網白里市駒込1389-8

20463 ちょっと 大網白里市駒込1504-4

20464 飲処ふじ 大網白里市駒込1565

20465 味咲 大網白里市駒込1622

20466 スナックアカシヤ 大網白里市駒込179-8

20467 焼肉四季 大網白里市駒込19-1

20468 ガスト 大網白里店 大網白里市駒込421番地1

20469 酒と肴心呑 大網白里市駒込438-9大あみハイツA104

20470 居酒屋とんぼ 大網白里市駒込438番地9-A-3

20471 No．19 大網白里市駒込440-8大網ハイツB棟102

20472 さかなや道場大網白里店 大網白里市駒込752ブラビーカクガワ1F

20473 cafeRhythm 大網白里市駒込752ブラビーカクガワビル101

20474 花ごころ 大網白里市桂山100-1

20475 K-FARM 大網白里市桂山132-1

20476 居酒屋ゆりちゃん 大網白里市経田119-4

20477 エスオーユーホールディングス株式会社 大網白里市経田123-1

20478 くるまやラーメン 大網店 大網白里市経田136-1

20479 スナック弥生 大網白里市四天木2827-20

20480 いなか 大網白里市四天木乙1974

20481 山中荘 大網白里市四天木乙2574番地54

20482 中華ハウスファミリー 大網白里市四天木乙2759番地5

20483 まつや食堂 大網白里市四天木乙2827番地20

20484 居酒屋はせ川 大網白里市四天木丁2827番地-118

20485 大衆肉料理 悠久 大網白里市大網1432-3

20486 串焼割烹翔喜 大網白里市大網19-6

20487 らいもん大網店 大網白里市大網223-1

20488 居酒屋 まさき 大網白里市大網225-3

20489 ばんどう太郎大網白里店 大網白里市大網243

20490 ユウコ 大網白里市大網438-2

20491 ラックタイストアー 大網白里市大網438-2

20492 居酒屋乾杯 大網白里市大網438-6

20493 ポーディー 大網白里市大網438-6-202

20494 カラオケ喫茶歌小屋 大網白里市大網438-6タナカビル203

20495 居酒屋愛 大網白里市大網438-6田中ビル201号

20496 小料理さくら 大網白里市大網438番地2

20497 スナックRei 大網白里市大網450-6ユアサビル101

20498 炭火厨房串エ門 大網白里市大網615-1

20499 かどちゃん 大網白里市大網665-3

20500 煌・きらめき 大網白里市大網666番地3

20501 kitchenHALE 大網白里市大網74-4

20502 居酒屋カラオケあみっ子 大網白里市大網860-2

20503 Nao宴 大網白里市大網867

20504 岩勢 大網白里市大網88番地3

20505 Papahofame 大網白里市大網98-3スリーアイランドビル103

20506 中国料理 鉄人 （大網店） 大網白里市池田51-2

20507 すき家 大網白里店 大網白里市池田99

20508 soupcafeリンヌンラウル 大網白里市南横川3105-4

20509 来楽庵 大網白里市南横川3125-29

20510 居酒屋むつみ 大網白里市南横川3136-12

20511 KURO 大網白里市南横川3164-207

20512 もんじゃらほい 大網白里市南横川3846番地4



20513 白眉 大網白里市南横川3848番地2

20514 OSGママズカフェ 大網白里市南玉119-1

20515 三宅島あじさいラーメン大網店 大網白里市南玉20番地1

20516 丼呑みはる 大網白里市南玉4-5

20517 BAKE SHOP神戸屋 大網店 大網白里市南玉4番地5

20518 居酒屋わか菜 大網白里市南玉50番地1

20519 居酒屋とも 大網白里市南今泉131番地3

20520 中国四川料理 正天屋 大網白里市南今泉189-4

20521 ボナジョルナータ 大網白里市南今泉399-2

20522 エンヂ荘 大網白里市南今泉4644

20523 更科 大網白里市南今泉4675番地

20524 大小宴会魚八 大網白里市南今泉4760番地

20525 みつはし家 大網白里市南今泉4881-69

20526 浜茶屋協栄 大網白里市南今泉4881-78

20527 宮かわごはん処 大網白里市南今泉4881番地183

20528 渡辺商店 大網白里市南飯塚301-3-1

20529 花の木 大網白里市南飯塚402-11

20530 屋台村ラーメンいわて 大網白里市富田1621-1

20531 居酒屋ともちゃん 大網白里市富田2133-6

20532 すし銚子丸 大網白里店 大網白里市仏島112-1

20533 台湾料理海林 大網白里市仏島137-3

20534 居酒屋 あかり 大網白里市北吉田169番地

20535 居酒屋 チャングム 大網白里市北今泉3491-10

20536 タイレストラン スワンナプーム 大網白里市木崎55-1

20537 居酒屋 ささ木 大網白里市柳橋432-1

20538 居酒屋ひょうたん 大網白里市柳橋82-2

20539 クラブ エンプレス 印旛郡酒々井町伊篠86-60

20540 みつば 印旛郡酒々井町下岩橋213番地1

20541 居酒屋しまちゃん 印旛郡酒々井町下岩橋222-8

20542 カラオケ 音音 印旛郡酒々井町下岩橋222-8

20543 ゆで太郎酒々井店 印旛郡酒々井町下台271-8

20544 焼肉車 印旛郡酒々井町篠山新田1-9

20545 マクドナルド 51号酒々井店 印旛郡酒々井町酒々井889-16

20546 ガスト 酒々井店 印旛郡酒々井町酒々井889番地14

20547 焼肉エーアール 印旛郡酒々井町酒々井892番地3

20548 山六商店 印旛郡酒々井町上岩橋1108-1

20549 バーミヤン 酒々井店 印旛郡酒々井町上岩橋1130番地1

20550 B・B・Q RAJPUT 印旛郡酒々井町上岩橋2176-1

20551 八起 印旛郡酒々井町上岩橋65-9

20552 すしめん処大京酒々井店 印旛郡酒々井町上本佐倉145-1

20553 カレーハウスCoCo壱番屋千葉酒々井店 印旛郡酒々井町上本佐倉166-5

20554 すき家 296号酒々井店 印旛郡酒々井町上本佐倉193-1

20555 台湾料理弘祥酒々井店 印旛郡酒々井町上本佐倉70-2

20556 百合花 印旛郡酒々井町中央台1-29-4

20557 麺や太尊 印旛郡酒々井町中央台2-19-17鈴木ビル1F-B

20558 酒と食のふれあい広場 ここほっと 印旛郡酒々井町中央台2-19-18

20559 濃厚らーめんガツリ 印旛郡酒々井町中川119

20560 以呂波 印旛郡酒々井町中川291-2

20561 カラオケスタジオ「出逢い」 印旛郡酒々井町中川291番地

20562 久留実 印旛郡酒々井町中川339

20563 SKIPP BEAT 印旛郡酒々井町中川50-1

20564 GARDEN 印旛郡酒々井町中川58-24

20565 食堂ひらりん 印旛郡酒々井町中川58-6

20566 tamayacafe 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-20メゾンあきば第3101

20567 YAKITORIBAR.GO 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-358第五印東ビル1F

20568 wazz 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-396

20569 キッチン 門馬 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-399

20570 TAVERNAdaIshii 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-49-2F

20571 居酒屋蝶蝶 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-50

20572 居酒屋ぐりーんはうす 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-58

20573 居酒屋サエモン 印旛郡酒々井町東酒々井3丁目3-46

20574 赤鬼 印旛郡酒々井町柏木117-1

20575 ラーメン 麺呶家 印旛郡酒々井町柏木161-12

20576 らーめん麺隆 印旛郡酒々井町柏木504-1

20577 本家さぬきや酒々井店 印旛郡酒々井町飯積1-1-1酒々井温泉湯楽の里内

20578 スターバックスコーヒー 印旛郡酒々井町墨1420-11

20579 DONERKEBABPURIROMI 印旛郡酒々井町本佐倉457-2

20580 麺場田所商店佐倉店 印旛郡酒々井町本佐倉8-4

20581 居酒屋はぎちゃん 印旛郡栄町安食1-2-1

20582 やきとり里子 印旛郡栄町安食1503-3

20583 麺屋一番亭 印旛郡栄町安食2172-1

20584 しょうや 印旛郡栄町安食2-17-3

20585 カフェ＆ミュージックギターラ 印旛郡栄町安食2357-78

20586 居酒屋愛香 印旛郡栄町安食3370-1

20587 八郎治 印旛郡栄町安食3600

20588 居酒屋えっちゃん 印旛郡栄町安食3656

20589 夜のヒットスタジオ 印旛郡栄町安食3658-1

20590 「居酒屋」出舟 印旛郡栄町安食3659-1

20591 金田屋 印旛郡栄町安食3692

20592 泉 印旛郡栄町安食790-2

20593 海鮮和食 仲々 安食店 印旛郡栄町安食台1-4-1

20594 中華料理香林 印旛郡栄町安食台2-25-3

20595 居酒屋なゆた 印旛郡栄町安食台2-27-21鈴木ビル102

20596 お食事処かぎけん 印旛郡栄町安食二丁目1番18号後藤ビル1F

20597 リバーサイド 印旛郡栄町押付148

20598 きよみ 印旛郡栄町四ツ谷147番地

20599 夢庵 印旛栄町店 印旛郡栄町酒直1582番地

20600 スナック はまゆう 印旛郡栄町酒直891番地

20601 カラオケ居酒屋はなまる 印旛郡栄町酒直字浅間下1653-11

20602 柳鮨 印旛郡栄町酒直台2-2-8

20603 中国料理 ぺきん亭 香取郡神崎町郡1219-4

20604 ラウンジ メロディー 香取郡神崎町郡1307-1



20605 リッチマート 香取郡神崎町郡863

20606 おきよ 香取郡神崎町古原乙245

20607 徳久寿司 香取郡神崎町神崎神宿680

20608 Atago 香取郡神崎町神崎本宿180-1

20609 割烹ぐんじ 香取郡神崎町神崎本宿1995

20610 亀家 香取郡神崎町神崎本宿2052

20611 分田上 香取郡神崎町神崎本宿2101-1

20612 ふれぇる 香取郡神崎町神崎本宿704

20613 三楽食堂 香取郡神崎町神崎本宿951-1

20614 お好み焼おか乃 香取郡神崎町大貫1663

20615 くすくす笑店 香取郡神崎町立野494

20616 マキ 香取郡多古町間倉388-13

20617 タコ庵 香取郡多古町高津原304

20618 食事処高家 香取郡多古町高津原479-5

20619 あきもと食堂 香取郡多古町十余三292-1

20620 HISTORIA871 香取郡多古町十余三329-5

20621 クルウァヤマ 香取郡多古町十余三344-1

20622 お好み鉄板焼栃の実 香取郡多古町染井1651

20623 大龍 香取郡多古町染井308-1

20624 中華料理一番 香取郡多古町染井334-1

20625 タコピザアンドバーガーズ 香取郡多古町染井51-10

20626 ぽんぽこ 香取郡多古町染井55-15

20627 釜屋支店 香取郡多古町多古1043-1

20628 花むら 香取郡多古町多古1324

20629 和や 香取郡多古町多古1517-1

20630 すき家 296号 多古店 香取郡多古町多古1534-1

20631 千 香取郡多古町多古1654-1

20632 ガスト 千葉多古町店 香取郡多古町多古1655-1

20633 萬勢庵 香取郡多古町多古216-7

20634 天鈴 香取郡多古町多古218

20635 角吉 香取郡多古町多古2671

20636 楽園 香取郡多古町多古2694

20637 焼肉笑蔵 香取郡多古町多古269番地2

20638 有限会社 八千代寿司 香取郡多古町多古2778

20639 ライモールタウソチュ 香取郡多古町多古3525-8

20640 ふじや食堂 香取郡多古町多古3538

20641 旬菜酒場 縁 香取郡多古町多古358-5

20642 レストラン亜木馬 香取郡多古町多古3693-1

20643 明日美 香取郡多古町多古371-6

20644 みんなのらぁめんBAMBU 香取郡多古町多古3893-1

20645 小島寿し 香取郡多古町多古482-1

20646 今出屋 香取郡多古町多古567

20647 田園 香取郡多古町多古677-6

20648 さくら居酒屋カラオケ 香取郡多古町多古865-4

20649 和食つちや 香取郡多古町多古888-3

20650 ますがたや 香取郡多古町多古970

20651 ジャッカス・イン・ザ・ボックス 香取郡多古町多古970

20652 和洋食・酒うららぎ 香取郡多古町大門200-14

20653 京や 香取郡多古町南玉造1227

20654 せいむ 香取郡多古町南玉造2136-1

20655 かとう 香取郡多古町南玉造597-1

20656 カラオケスナックいずみ 香取郡多古町南中1389-1

20657 いいだ食堂 香取郡多古町南中1442-1

20658 美奈川 香取郡多古町南中1510-1

20659 居酒屋雅 香取郡多古町南中2062-6

20660 おふくろの味 いろり 香取郡多古町飯笹788-24

20661 ミュージックパブ亜樹子 香取郡多古町飯笹80-7

20662 スナック花園 香取郡多古町飯笹859

20663 チェンマイ 香取郡多古町飯笹859

20664 白浜食堂 香取郡多古町桧木326-2

20665 スナック愛 香取郡多古町北中1226-27

20666 案山子 香取郡多古町北中2070-2

20667 ひさ 香取郡東庄町高部215-8

20668 いなよし 香取郡東庄町笹川い4705-1

20669 福寿し 香取郡東庄町笹川い4713-73

20670 割烹たべた 香取郡東庄町笹川い4716

20671 有限会社はやし 香取郡東庄町笹川い4749

20672 八治さん 香取郡東庄町笹川い518-5

20673 有限会社鯉屋旅館 香取郡東庄町笹川い5214-7

20674 Kitchen＆Cafe ソ.ラ.イ.ロ 香取郡東庄町笹川い5451

20675 炉ばた焼つかさ 香取郡東庄町笹川い550番地

20676 水滸亭 香取郡東庄町笹川い5551-18

20677 あなたの部屋 香取郡東庄町笹川い5566-4

20678 きらく 香取郡東庄町笹川い5567

20679 たなか庵 香取郡東庄町笹川い5569

20680 クィーン 香取郡東庄町笹川い586

20681 土善旅館 香取郡東庄町笹川い624

20682 高橋食堂 香取郡東庄町笹川い656

20683 青柳亭 香取郡東庄町笹川い675-1

20684 味里 香取郡東庄町笹川ろ1100-24

20685 だんだん 香取郡東庄町笹川ろ1284-137

20686 藤 香取郡東庄町新宿1167-3

20687 満すし 香取郡東庄町新宿1191-1

20688 酒蔵花いち 香取郡東庄町新宿123-1

20689 カラオケ居酒屋ケン・ケン 香取郡東庄町新宿125

20690 鳥喜 香取郡東庄町新宿1481-1

20691 くろべぇ 香取郡東庄町新宿645-1

20692 林屋 香取郡東庄町石出1585-2

20693 立花家 香取郡東庄町石出1792-2

20694 とんぼ 香取郡東庄町石出2752-2

20695 たけ坊 香取郡東庄町東今泉669-1

20696 春子ファーム「わぁい」 香取郡東庄町東今泉889-1



20697 秋桜 香取郡東庄町東今泉924-6

20698 foods&barGAOGAO 山武郡九十九里町粟生2147番2

20699 CafeLeaf 山武郡九十九里町粟生760-2

20700 潮彩 山武郡九十九里町細屋敷663-12

20701 LeiLei's 山武郡九十九里町細屋敷663-31

20702 浜焼き凪 山武郡九十九里町細屋敷663-7

20703 スナックパートナー 山武郡九十九里町作田1651

20704 鳴浜荘 山武郡九十九里町作田5191

20705 キッチンひな 山武郡九十九里町作田5203

20706 居酒屋 輝輝坊主 山武郡九十九里町小関1880番地

20707 ジュエル 山武郡九十九里町小関2219-2

20708 よし乃寿し 山武郡九十九里町小関2220番地

20709 八福食堂 山武郡九十九里町小関2329-2

20710 Cafe Mari 山武郡九十九里町真亀4713

20711 テラス砂時計 山武郡九十九里町真亀4825番地4

20712 サーフクラブ 山武郡九十九里町真亀4908-262

20713 ラウンジ司 山武郡九十九里町真亀4908-264

20714 台湾食坊 山武郡九十九里町真亀4908-33

20715 国民宿舎サンライズ九十九里 山武郡九十九里町真亀4908番地

20716 酒唄茶や蓮月 山武郡九十九里町西野1087

20717 居酒屋 越の 山武郡九十九里町西野1404番地243

20718 やきにくくじらや 山武郡九十九里町西野1914番地9

20719 わらわら 山武郡九十九里町西野602-2

20720 天城 山武郡九十九里町西野634-2

20721 居酒屋樽長 山武郡九十九里町西野672-1

20722 ゴールデンビーチホテル 山武郡九十九里町田中荒生1594-11

20723 かもめ 山武郡九十九里町田中荒生1594-29

20724 ボンファイアービーチクラブ 山武郡九十九里町田中荒生字浜芝1594-44

20725 BANACOM 山武郡九十九里町不動堂450-2階

20726 民宿汐見 山武郡九十九里町不動堂464-4

20727 居酒屋気楽 山武郡九十九里町不動堂597-13

20728 パブスナックローレル 山武郡九十九里町片貝1962番地

20729 エスオーユーホールディングス株式会社 山武郡九十九里町片貝208

20730 美食軒九十九里店 山武郡九十九里町片貝2697-1

20731 海味の房大輪 山武郡九十九里町片貝2966-2

20732 DAI-RIN別館ジャンボ 山武郡九十九里町片貝2966-2

20733 酒処 りぼん 山武郡九十九里町片貝3168-3

20734 焼肉レストラン三千里 山武郡九十九里町片貝3575

20735 居酒屋一休 山武郡九十九里町片貝3695番地2

20736 TOMOZO 山武郡九十九里町片貝4092-5-101

20737 なかむら 山武郡九十九里町片貝4092番地5

20738 とらぢや 山武郡九十九里町片貝5812-1

20739 鳥新 山武郡九十九里町片貝5927番地11

20740 大衆割烹 黒潮 山武郡九十九里町片貝6764番地

20741 南風荘 山武郡九十九里町片貝6902-13

20742 ダイニング・バー99 山武郡九十九里町片貝6928

20743 炭火焼鳥御嘉家゛ 山武郡九十九里町片貝6928-118

20744 BARfukurou 山武郡九十九里町片貝6928-164

20745 牡丹亭中華料理 山武郡九十九里町片貝6928-164

20746 ワカバ 山武郡九十九里町片貝6928番地124

20747 いづ浦 山武郡九十九里町片貝6928番地2

20748 旨い物処えびせい 山武郡九十九里町片貝字中浜6757-5

20749 スナックひまわり 山武郡芝山町岩山2088

20750 居酒屋道 山武郡芝山町岩山2088

20751 成田空港温泉 空の湯 山武郡芝山町香山新田27-1

20752 きらほし 山武郡芝山町香山新田27-1成田空港温泉空の湯

20753 D．LANKARESTURANT 山武郡芝山町山田623-18

20754 居酒屋仙人 山武郡芝山町小池2492

20755 みさき 山武郡芝山町小池2729

20756 楽っきょ 山武郡芝山町小池881-1

20757 居酒屋花光木 山武郡芝山町大台3111-5

20758 有限会社大幸 山武郡芝山町大台3112-4

20759 スナック梧 山武郡芝山町宝馬38-1

20760 ダイニング格 山武郡芝山町宝馬38-1

20761 生そば孝美 山武郡横芝光町遠山203-9

20762 ラニエール 山武郡横芝光町横芝1013-12

20763 鉄板花門 山武郡横芝光町横芝1013-14

20764 ロイヤル インド レストラン 横芝光店 山武郡横芝光町横芝1138-1

20765 拉麺食堂らいもん 山武郡横芝光町横芝1138-5

20766 麺工房 晋 山武郡横芝光町横芝1177-1

20767 タイレストランチェンライ 山武郡横芝光町横芝1177-4

20768 秀丸食堂 山武郡横芝光町横芝1336-2

20769 カラオケハッピー 横芝店 山武郡横芝光町横芝1383-1

20770 四季の膳処あづま庵 山武郡横芝光町横芝1539-10

20771 BarFandango 山武郡横芝光町横芝1546-1

20772 おばちゃん食堂 山武郡横芝光町横芝2032

20773 すし銚子丸 横芝店 山武郡横芝光町横芝2157-1

20774 赤ちょうちんかおり 山武郡横芝光町横芝456-3

20775 丸七 山武郡横芝光町横芝561-2

20776 宏寿司 山武郡横芝光町横芝615-6

20777 マクドナルド126横芝店 山武郡横芝光町横芝809-1

20778 宝来 山武郡横芝光町横芝975-1

20779 ガスト 横芝町店 山武郡横芝光町横芝折戸2146-1

20780 ゆいはなマアム 山武郡横芝光町屋形183-10

20781 居酒屋 TUK TUK 山武郡横芝光町宮川11530-6

20782 こまき 山武郡横芝光町宮川12093-1

20783 カラオケ あき 山武郡横芝光町宮川1641-5

20784 かっぱ亭 山武郡横芝光町宮川3556-2

20785 酒処 ぽんぽこ 山武郡横芝光町宮川3556-505

20786 天婦羅居酒屋 菜の花 山武郡横芝光町宮川4287

20787 出舟 山武郡横芝光町宮川4287

20788 居酒屋パンドラ 山武郡横芝光町宮川5651



20789 新田中 山武郡横芝光町宮川5651

20790 居酒屋NAN 山武郡横芝光町宮川5651

20791 梅よ志 山武郡横芝光町宮川6061-2

20792 酒処Myu 山武郡横芝光町栗山168

20793 居酒屋なな 山武郡横芝光町栗山201

20794 スナックイェライシャン 山武郡横芝光町栗山20-1

20795 カラオケ ミリオン 山武郡横芝光町栗山272-7

20796 洋風家庭料理桜茶や 山武郡横芝光町栗山2865-6

20797 大衆割烹お食事処きん八 山武郡横芝光町栗山3508-15

20798 居食処蔵や 山武郡横芝光町栗山4387

20799 蔵や 山武郡横芝光町栗山4387

20800 居酒屋TAIKI 山武郡横芝光町栗山4619-2

20801 居酒屋ランパン 山武郡横芝光町栗山4619-2

20802 中華 あつ田 山武郡横芝光町栗山4709-1

20803 ユーティリティホテル・クー 山武郡横芝光町栗山4711

20804 居酒屋寄り道 山武郡横芝光町栗山4765-1

20805 台湾料理膳福源 山武郡横芝光町栗山4828-7

20806 スナックアクア 山武郡横芝光町栗山540-1

20807 Bisteria188 山武郡横芝光町栗山540-1

20808 BOOW 山武郡横芝光町栗山540-1

20809 タイ居酒屋 さくら 山武郡横芝光町坂田409-1

20810 居酒屋FUKU 山武郡横芝光町坂田415-1

20811 チョンサチョロン 山武郡横芝光町坂田池213

20812 居酒屋きぬ 山武郡横芝光町坂田池224番地3

20813 焼肉よしのや 山武郡横芝光町芝崎2309-1

20814 ばんどう太郎横芝光店 山武郡横芝光町芝崎2357-3

20815 ラーメンあかれんが 山武郡横芝光町芝崎2402-1

20816 割烹一條 山武郡横芝光町小田部604-1

20817 尾州 山武郡横芝光町谷中道満2799-5

20818 まぐろや 山武郡横芝光町中台1509-1

20819 よっちゃん 山武郡横芝光町鳥喰新田800-1

20820 紫季 山武郡横芝光町母子227-1

20821 ほっこりごはん くるり 山武郡横芝光町北清水220-2

20822 居酒屋ニーサー 山武郡横芝光町北清水6506-4

20823 アリラット 山武郡横芝光町北清水6646-2

20824 居酒屋平野笑店 山武郡横芝光町北清水6647-5

20825 カラオケ、スナック、ニュー大洋 山武郡横芝光町木戸10008-8

20826 カラオケスタジオ明歌音 山武郡横芝光町木戸16-1

20827 merle 山武郡横芝光町木戸8549-1

20828 江戸っ子 山武郡横芝光町木戸8714

20829 山本鮮魚店 山武郡横芝光町木戸9609

20830 松原荘 山武郡横芝光町木戸9634-5

20831 炭火焼肉樹苑 山武郡横芝光町木戸9924-4

20832 Big Mama’s Cafe 長生郡一宮町一宮10063-2

20833 YYTei 長生郡一宮町一宮10067番地

20834 炭火焼肉 いちの宮 three four 長生郡一宮町一宮10075-1

20835 麻酒麻魯 長生郡一宮町一宮10080-4

20836 Emicafe&restaurantICHINOMIYA 長生郡一宮町一宮10085

20837 トンテキ焼きそばつかさ 長生郡一宮町一宮10088-1

20838 ル・ペパン 長生郡一宮町一宮10096

20839 Thegardenhotel 長生郡一宮町一宮10110-1

20840 ソレイユ 長生郡一宮町一宮10128-1

20841 ステーキ・ハンバーグ肉の一宮食堂 長生郡一宮町一宮10129-3

20842 TRATTORIA Mare 長生郡一宮町一宮10129-4

20843 オオモリヤ一宮海賊店 長生郡一宮町一宮10172-23

20844 八雲食品 長生郡一宮町一宮2174

20845 焼鳥 巌泉 長生郡一宮町一宮2424-1

20846 一福 長生郡一宮町一宮2476-3

20847 酒菜処もりた 長生郡一宮町一宮2515番地1

20848 ナシチャンプル 長生郡一宮町一宮2538小関ヴィラD

20849 寿司冨 長生郡一宮町一宮2628-3

20850 名糖食堂 長生郡一宮町一宮2647-3名糖食堂

20851 エキスタ 長生郡一宮町一宮2738番地1

20852 一宮酒場がけっぷち！ 長生郡一宮町一宮2820-1

20853 松濤軒 長生郡一宮町一宮2824番地

20854 重寿し 長生郡一宮町一宮2966番地1

20855 蕎麦地酒宮下 長生郡一宮町一宮297番地1

20856 ほしみや 長生郡一宮町一宮2998-2

20857 なごみ 長生郡一宮町一宮3008

20858 いろや 長生郡一宮町一宮3238番地1

20859 EN燕TheGarden 長生郡一宮町一宮350-78

20860 AncoraPizzaNapoletana 長生郡一宮町一宮362-19B

20861 AncoraPizzaNapoletana 長生郡一宮町一宮362-19-B

20862 カフェよしえ 長生郡一宮町一宮5000

20863 居酒屋 スナック峠 長生郡一宮町一宮5941

20864 民宿 わたなべ 長生郡一宮町一宮9239番地

20865 有限会社一宮館 長生郡一宮町一宮9241

20866 有限会社一宮館 長生郡一宮町一宮9241

20867 ラウンジ．ラ．メール 長生郡一宮町一宮9241番地

20868 スーパー・Kitchen・かさや 長生郡一宮町一宮9947番地

20869 SURFERS TABLE 長生郡一宮町一宮9959

20870 レストランブル 長生郡一宮町一宮9967

20871 小料理さつき 長生郡一宮町一宮9971

20872 栄寿し 長生郡一宮町一宮9985

20873 pastasogno 長生郡一宮町一宮9986-1

20874 BARN’S 長生郡一宮町宮原237-2

20875 清寿し旬菜酒房伝 長生郡一宮町宮原70番地3

20876 Style 長生郡一宮町新地甲2464-1

20877 逸品香 長生郡一宮町新地甲2511-2

20878 ひろ屋 長生郡一宮町新地字砂畑六甲2514-5

20879 海鮮海丸 長生郡一宮町東浪見1020

20880 青 長生郡一宮町東浪見2606-1



20881 中国料理東浪見 長生郡一宮町東浪見2731-1

20882 焼き鳥空雅 長生郡一宮町東浪見4026-2

20883 カフェレストラン茉夏 長生郡一宮町東浪見4782-4

20884 くるまや商事株式会社 長生郡一宮町東浪見5161番地1

20885 居酒屋希み 長生郡一宮町東浪見5261-1

20886 パブアクア 長生郡一宮町東浪見5482

20887 焼とり 鳥心 長生郡一宮町東浪見5482-2

20888 波音 長生郡一宮町東浪見5-5

20889 NimoBurger 長生郡一宮町東浪見7198-2

20890 ガスト 上総一宮店 長生郡一宮町東浪見7359番地1

20891 いちの家 長生郡一宮町東浪見7422-1

20892 一水亭 長生郡一宮町東浪見7448-5

20893 フードアンドバーカーニャ 長生郡一宮町東浪見7520-1

20894 SHIDATORAORGANIC 長生郡一宮町東浪見7525-15

20895 レストラン シーソング 長生郡一宮町東浪見7528-4

20896 TOPANGAHOUSE 長生郡一宮町東浪見7528-6

20897 エリアスガーデン 長生郡一宮町東浪見7543

20898 ekemoku 長生郡一宮町東浪見7545-3

20899 再会 長生郡一宮町東浪見7697番地2

20900 焼肉ホルモン 西ノ風 長生郡一宮町東浪見字矢畑4968-1

20901 亦野食堂 長生郡睦沢町下之郷1697番地1

20902 居酒屋満月 長生郡睦沢町下之郷1748-5

20903 横山商店 長生郡睦沢町岩井931-1

20904 萩 長生郡睦沢町佐貫751番地2

20905 ほてい 長生郡睦沢町上市場320-45

20906 寿し処たなか 長生郡睦沢町上市場644-9

20907 居酒屋向日葵 長生郡睦沢町上市場838-6

20908 BRレストラン富士 長生郡睦沢町上市場924

20909 お食事処おだか 長生郡睦沢町上之郷306番地2

20910 グルメ＆パブ壱番館 長生郡睦沢町川島1959-24

20911 居酒屋フレンズ 長生郡睦沢町大上121

20912 スナック一二三 長生郡睦沢町大上123-1

20913 スナック 君の花 長生郡睦沢町大上134-1

20914 kitみずさわ 長生郡睦沢町大上3220

20915 居酒屋すずき 長生郡長生村一松乙45番地2

20916 ザ・ダンスバー 長生郡長生村一松甲2510-80

20917 居料理や 長生郡長生村一松丁3655-3

20918 CafebarLoa 長生郡長生村一松丙4431-33

20919 馨華 長生郡長生村一松丙815

20920 エル 長生郡長生村一松戊2165番地2

20921 居酒屋 三本松 長生郡長生村一松戊3205-2

20922 99GARDEN 長生郡長生村一松戊3217-1

20923 フランス料理ロシェル 長生郡長生村一松戊3241

20924 (有)寿司重 長生郡長生村一松戊3451番地38

20925 きらく食堂 長生郡長生村岩沼822

20926 居酒屋 こむぎ 長生郡長生村宮成3330番地3

20927 ビャホール マリブ 長生郡長生村驚12号603

20928 中国料理 マーレ 長生郡長生村驚12号603

20929 太陽の里 長生郡長生村驚12号603

20930 軽食パティオ 長生郡長生村驚12号603

20931 レストラン 椎の木 長生郡長生村驚12番地580

20932 轍 長生郡長生村金田3144

20933 エスオーユーホールディングス株式会社 長生郡長生村金田531

20934 田舎家 長生店 長生郡長生村七井戸1725

20935 旬菜 長生郡長生村七井土1391-10

20936 KANAE 長生郡長生村七井土1391-2

20937 窯灯や 長生郡長生村七井土1391-9

20938 なおの樹 長生郡長生村七井土1408-1

20939 居酒屋田中 長生郡長生村七井土1412番地

20940 株式会社SANTA Factory 長生郡長生村七井土1460-1

20941 居酒屋笑恵 長生郡長生村七井土1725

20942 湖月食堂 長生郡長生村七井土1903

20943 鳥小町 長生郡長生村七井土1933-5

20944 カラオケスナックJade 長生郡長生村七井土1984-3

20945 はいから亭 長生郡長生村本郷5469-11

20946 いそ吉 長生郡長生村本郷7192-4

20947 鳥伴本郷店 長生郡長生村本郷7214

20948 らーめんきじま 長生郡長生村薮塚1018-1

20949 御食事処海風館 長生郡白子町関6282

20950 しろぜん 長生郡白子町関6635-2

20951 カラオケ好美 長生郡白子町関890-6

20952 有限会社 ホテル東天光 長生郡白子町驚963番地

20953 喫茶＆パブステップ 長生郡白子町驚998-8

20954 CAFE&BARCREEK 長生郡白子町古所3250-762

20955 美食処 牛徳 長生郡白子町古所3283

20956 LunaCrescente 長生郡白子町古所3289-26

20957 レストラン岡本 長生郡白子町古所3290-1

20958 サンライズ 長生郡白子町古所3290-4サンライズポイント白子2F

20959 青松庭 白砂 長生郡白子町古所3291

20960 どろろ 長生郡白子町古所3375

20961 久常園 長生郡白子町古所5001番地1

20962 酒蔵三笠 長生郡白子町古所5007-3

20963 直とみ 長生郡白子町古所5120-6

20964 PFRONT 長生郡白子町五井1348-1

20965 エスオーユーホールディングス株式会社 長生郡白子町五井2356-1

20966 ホテル白洋 長生郡白子町幸治2866ホテル白洋

20967 ラーメンショップ&居酒屋 長生郡白子町中里4361

20968 かわごえ 長生郡白子町中里4369

20969 サニーインむかい 長生郡白子町中里4369番地

20970 かんなべや 長生郡白子町中里4370-1

20971 浜紫 長生郡白子町中里4370-14浜紫

20972 勝月庵 長生郡白子町中里4383



20973 ホテルニューカネイ 長生郡白子町中里4442ホテルニューカネイ

20974 白子ニューシーサイドホテル 長生郡白子町中里4482白子ニューシーサイドホテル

20975 フラミンゴ 長生郡白子町中里4482番地34

20976 ホテルカアナパリ 長生郡白子町中里4519

20977 ホテルカアナパリラウンジ 長生郡白子町中里4519

20978 松家 長生郡白子町中里4528

20979 カラオケアーサー白子店 長生郡白子町中里4563-36

20980 寿し清 長生郡白子町中里5271番地1

20981 軽食スナック ともや 長生郡白子町中里5306番地

20982 居酒屋みその 長生郡白子町八斗2080番地

20983 居酒屋きくち 長生郡白子町八斗2156

20984 ラ・サレッタ 長生郡白子町八斗2494-2

20985 居酒屋菜活 長生郡白子町福島88-2

20986 居酒屋 とっぷ 長生郡白子町北高根2555

20987 お好み焼とお食事の店うまかもん 長生郡白子町北高根2724-22

20988 やきとり北高根 長生郡白子町北高根3877-1

20989 縁 長生郡白子町北日当352-28

20990 居酒屋 きりん 長生郡白子町北日当7-32

20991 豆狸 長生郡長柄町金谷385-3

20992 お食事処しばた 長生郡長柄町刑部773-1

20993 天ぷら天華 長生郡長柄町国府里567

20994 一番らーめんがんこや 長生郡長柄町山根2013-45

20995 レストラン ブローニュ 長生郡長柄町上野486番地4

20996 スポール 長生郡長柄町上野521番地4

20997 和食処 翠州亭 長生郡長柄町上野526番地8

20998 てっちゃん食堂 長生郡長柄町針ケ谷821番地

20999 やきとりよりみち 長生郡長柄町針ケ谷83

21000 居酒屋まりちゃん 長生郡長柄町長富41‐2

21001 アルビンスポーツパーク 長生郡長柄町長柄山522番地

21002 デリカショップうおとも 長生郡長柄町鴇谷847

21003 スナック月姫～かぐや 長生郡長柄町徳増283-2

21004 ミュージックBIGスタジオ 長生郡長柄町立鳥643

21005 橙季 長生郡長柄町立鳥973-6

21006 笠森ドライブイン 長生郡長南町笠森224

21007 BARPARKER 長生郡長南町岩川17-1

21008 居酒屋割烹じゃりんこ 長生郡長南町給田297

21009 居酒屋じゅん 長生郡長南町山内1097

21010 ラーメン長久 長生郡長南町芝原3237-2

21011 居酒屋 さざえさん 長生郡長南町芝原3237番地1

21012 カラオケロンロン 長生郡長南町芝原3383-4

21013 明石寿し 長生郡長南町芝原3588番地3

21014 長南タカラ 長生郡長南町芝原3737-3

21015 小料理金曜日 長生郡長南町須田81番1

21016 喫茶金曜日 長生郡長南町須田81番1

21017 居酒屋花長 長生郡長南町千田331-7

21018 イザカヤHIDEYOSHI 長生郡長南町蔵持300-2

21019 つる 長生郡長南町長南2043番地3

21020 古美山 長生郡長南町長南866-1

21021 寿司割烹廣田 長生郡長南町豊原950-1

21022 マリンレストラン・シーガル 夷隅郡大多喜町猿稲598-1

21023 青空カフェ 夷隅郡大多喜町横山3037

21024 ラーメンとん太 夷隅郡大多喜町横山603-1

21025 番所 夷隅郡大多喜町横山996-1

21026 豆吉 夷隅郡大多喜町下大多喜1046-2

21027 居酒屋和楽 夷隅郡大多喜町下大多喜156-1

21028 天龍荘 夷隅郡大多喜町葛藤163

21029 養老渓谷 釣堀センター 夷隅郡大多喜町葛藤163-1

21030 ピノキオ 夷隅郡大多喜町葛藤574-1

21031 温泉旅館川の家 夷隅郡大多喜町葛藤932

21032 居酒屋＆スナック蔵 夷隅郡大多喜町久我原1095-2

21033 一休 夷隅郡大多喜町久保103

21034 歌ロマンほたる 夷隅郡大多喜町久保261-1

21035 ピザボノレイ 夷隅郡大多喜町久保267-3

21036 てんぐれい 夷隅郡大多喜町久保267-3

21037 竹鮨 夷隅郡大多喜町久保56-2

21038 居酒屋 たけのこ 夷隅郡大多喜町黒原181-2

21039 美島食堂 夷隅郡大多喜町紺屋19

21040 幻の滝 夷隅郡大多喜町小沢又1007-1

21041 福 水 夷隅郡大多喜町小田代618

21042 カフェ 夷隅郡大多喜町小土呂255

21043 キッチンさわ 夷隅郡大多喜町小土呂309

21044 食彩浪漫ほたる 夷隅郡大多喜町上原475-1

21045 大屋旅館 夷隅郡大多喜町新丁64

21046 エスオーユーホールディングス株式会社 夷隅郡大多喜町森宮358-1

21047 食事処ぼくてい大多喜店 夷隅郡大多喜町石神1328

21048 焼肉赤とんぼ 夷隅郡大多喜町船子318-1

21049 ガスト 千葉大多喜店 夷隅郡大多喜町船子字東前863-2

21050 美 よ し 夷隅郡大多喜町八声626-2

21051 炉端焼き童子 夷隅郡大多喜町平沢1605

21052 紫延 夷隅郡御宿町岩和田1668-1

21053 ペンション月の砂漠 夷隅郡御宿町岩和田416-41

21054 旅の宿浜よし 夷隅郡御宿町岩和田716-2

21055 レストランなかむら 夷隅郡御宿町久保2225-1

21056 樹里 夷隅郡御宿町久保406-1

21057 創作料理 宗苑 夷隅郡御宿町御宿台201-6

21058 つきじ 夷隅郡御宿町御宿台249-1

21059 パブ・シャレード 夷隅郡御宿町高山田205

21060 ホワイトホース 夷隅郡御宿町高山田2267-1

21061 順子 夷隅郡御宿町実谷221

21062 めだか 夷隅郡御宿町実谷808

21063 愚 為 庵 夷隅郡御宿町上布施2194番地

21064 石松 夷隅郡御宿町新町274



21065 地魚料理つきじ 夷隅郡御宿町新町513

21066 御宿かいらく 夷隅郡御宿町新町539番地

21067 有限会社チャイナ 夷隅郡御宿町新町540

21068 PubZERO 夷隅郡御宿町新町681-1

21069 DiningBarZERO 夷隅郡御宿町新町681-1

21070 大野荘 夷隅郡御宿町新町775

21071 かね八 夷隅郡御宿町新町830

21072 たなか寿司 夷隅郡御宿町新町832

21073 エスオーユーホールディングス株式会社 夷隅郡御宿町須賀1629-1

21074 源 夷隅郡御宿町須賀192-1

21075 ONJUKUSTANDO 夷隅郡御宿町須賀2208-27

21076 ニュー日の丸 夷隅郡御宿町須賀339

21077 わが家 夷隅郡御宿町須賀473

21078 うまいもの屋松よし 夷隅郡御宿町須賀476-14

21079 福壽 夷隅郡御宿町須賀486番

21080 よしき坊ラーメン ねぶり 夷隅郡御宿町須賀515-16

21081 カフェテラス木かげ 夷隅郡御宿町浜1683-1大石ビル

21082 萬作 夷隅郡御宿町浜2146

21083 居酒屋葵 夷隅郡御宿町浜2163

21084 ホテルサヤンテラス 夷隅郡御宿町浜2163

21085 ハニーワールド 夷隅郡御宿町浜2163-1

21086 かのや 夷隅郡御宿町浜2163-49

21087 Hamaya．ver 夷隅郡御宿町浜2163-71-3

21088 ドリーム 夷隅郡御宿町浜2163-92

21089 舟 勝 夷隅郡御宿町六軒町157-31



21090 合同会社 優美＆Co． 安房郡鋸南町横根230番地2

21091 もじく 安房郡鋸南町下佐久間3457-1

21092 惣四郎 安房郡鋸南町下佐久間735-2

21093 居酒屋なごみ 安房郡鋸南町下佐久間952-1

21094 シーバード井上 安房郡鋸南町吉浜461-11

21095 和風ペンション 沙 棗 安房郡鋸南町吉浜526-10

21096 浜の味栄丸 安房郡鋸南町吉浜526-2

21097 居酒屋つむぎ 安房郡鋸南町吉浜99-5

21098 スナック 夢 安房郡鋸南町元名1021-16

21099 歩 安房郡鋸南町市井原1142-9

21100 幸徳 安房郡鋸南町勝山371-1

21101 貞ちゃんの店 安房郡鋸南町勝山394-7

21102 民宿おしなや 安房郡鋸南町勝山413-9

21103 大吉 安房郡鋸南町勝山458

21104 レストラン キャロット 安房郡鋸南町大六102

21105 サンセットブリーズ 保田 安房郡鋸南町大六1032

21106 カラオケロケット 安房郡鋸南町大六2-2

21107 の ぼ る 安房郡鋸南町大帷子413

21108 カスタム 安房郡鋸南町大帷子416

21109 沼田屋 安房郡鋸南町中佐久間2450-2

21110 美浜 安房郡鋸南町保田145

21111 れんらく船 安房郡鋸南町保田154-11

21112 恵比寿屋 安房郡鋸南町保田228

21113 餃子味乃一 安房郡鋸南町保田238-4

21114 スナックろまん 安房郡鋸南町保田386-1

21115 慶尚苑 安房郡鋸南町保田60

21116 らかん寿司松月 安房郡鋸南町保田66

21117 さなぶり 安房郡鋸南町保田70-1

21118 ヤング 安房郡鋸南町保田71

21119 PizzeriaTrattoriaDaPeGONZO 安房郡鋸南町保田724

21120 福本 安房郡鋸南町保田76

21121 ルージュ 安房郡鋸南町保田77

21122 金長 安房郡鋸南町竜島867-1

21123 （有）なぎさ 安房郡鋸南町竜島886

21124 割烹 あき山 安房郡鋸南町竜島897

21125 やみぞ 安房郡鋸南町竜島913-3

21126 AKIpersonalGYM 安房郡鋸南町竜島930-2

21127 BAN'S★KITCHEN21 県内一円

21128 山本お好み焼 県内一円

21129 屋台diningBAN'S★KITCHEN 県内一円

21130 RainbowHotDog 県内一円

21131 焼き鳥りきゅう 県内一円

21132 弁当屋みっちゃん 県内一円

21133 風實 県内一円

21134 くすくす笑店 県内一円

21135 屋台diningBAN'S★KITCHEN 県内一円

21136 屋台diningBAN'S★KITCHEN 県内一円

21137 屋台diningBAN'S★KITCHEN 県内一円

21138 BAN'S★KITCHEN 県内一円

21139 黒毛和牛 県内一円

21140 bebible 県内一円

21141 屋台diningBAN'S★KITCHEN1 県内一円

21142 豊ちゃん 県内一円

21143 FooDy's 県内一円

21144 FooDy's 県内一円

21145 KAPPADOKYADONERKEBAB 県内一円

21146 リラックスカフェ 県内一円

21147 株式会社ケイズエムズ 県内一円

21148 株式会社ケイズエムズ 県内一円

21149 株式会社ケイズエムズ 県内一円

21150 株式会社ケイズエムズ 県内一円

21151 ONEW 県内一円

21152 キッチンカー ピグ・ヒップ 県内一円

21153 房総燻（ボウソウくん） 県内一円

21154 麺屋 千葉六右エ衛門 県内一円

21155 玄太 県内一円

21156 炭火焼鳥おか田 県内一円

21157 キサブロー 県内一円

21158 風太郎食堂 県内一円

21159 七転び八起き 県内一円

21160 エンジェル キッチン 県内一円

21161 （有）佐川総合企画 みなせん 県内一円

21162 時代屋 県内一円

21163 田中製麺所 県内一円

21164 シャム食堂 県内一円

21165 本格屋台焼鳥 串炎 県内一円

21166 CocoLabo 県内一円

21167 空海 県内一円

21168 千葉うまかっぺ屋6666 県内一円

21169 空海 県内一円

21170 伊藤 県内一円

21171 華の蔵 館山店 県内一円

21172 有限会社ヴィルゴビール 県内一円

21173 有限会社ヴィルゴビール 県内一円

21174 シャロー ビー 県内一円

21175 DATLY KEBABU 県内一円

21176 花いちりん 県内一円

21177 Kero 県内一円

21178 リジョイシングインターナショナル 県内一円

21179 台楽茶フードトラック 県内一円


