
千葉市美浜区　基本対策確認店一覧

店舗名

＆ COFFEE MAISON KAYSER ｲｵﾝｽﾀｲﾙ幕張ﾍﾞｲﾊﾟｰｸ店　

（公益社団法人）千葉市観光協会　直営　フードコート千葉　

（有）さかえ寿司　

０８７５－１店　

0875-4店　

１Ｆ魚処理室（宴会棟）　

５０３９店　

７２４１店　

Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ＆Ｄａｙｓｃａｆｅ　

ＢＡＮ’Ｓ★ＫＩＴＣＨＥＮ　５　

ＢＡＲ＆ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ  ＮＯＡ　

Ｂｅｒｒｙ´ｓ　Ｃａｆｅ．ｅｍ　

ＢＬＵＥ　ＷＡＴＥＲ　ＳＨＲＩＭＰ　

Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ　　

ＢＵＬＬＳ　ＧＲＩＬＬ　

Ｃａｆｅ　Ｃｒａｆｔｓｍａｎ　Ｂａｓｅ

ＣＡＦＥ　ＦＯＮＳ

ｃａｆｅ　ｏｋａｎｏ　

ｃａｆｅ　どんぐりの木　

Ｃａｆｅ’Ｒ　

ＣＡＦＥＩＬＭＡＲＥ（カフェイルマーレ）　

ＣＯＭＵＮＵＳ ＭＡＫＵＨＡＲＩ　

ＣＯＲＯＬＡ　



店舗名

Ｃｒｅｐｅｒｉｅ　Ｃａｆｅ　Ｓｕｃｒｅ　

FARMER'S BURGER GREEN TIME

ＦＯＯＤ　ＢＯＡＴ　Ｃａｆｅ　

ＨＯＴＥＬ　ＬｉＶＥＭＡＸ　千葉美浜　

ＨＵＢ海浜幕張店　

ＩＳＴＡＮＢＵＬ　ＫＥＢＡＢ　ＨＯＵＳＥ

Ｉtalian Ｋitchen ＶＡＮＳＡＮ ﾌﾟﾚﾅ幕張店　

Jun-Tara Indian Nepali Restaurant　

ＫＥＢＡＢ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＴＡＮＤＯＯＲ　ＨＯＵＳＥ

ＫＥＹ’Ｓ　ＣＡＦＥ　マリンピア店　

ＫＥＹ’Ｓ　ＣＡＦＥ　検見川浜店　

ＫＦＣ　イオンモール幕張新都心店　

ＬＩＯＮ　ＴＥＡ　獅子茶　イオンモール幕張新都心店　

M＆K・マリン食堂

ＭＡＫＵＨＡＲＩ　ＢＲＥＷＥＲＹ　

ＭＩＤ　ＴＲＥＥ　

ＭＯＭＯＣＡＦＥ　東京ベイ幕張店　

ＭｏｍＲｉｃｅ（マムライス）　

ｍｒ．ｋａｎｓｏ　東京ベイ幕張　

ＭＹ　ＹＡＫＩＮＩＫＵ　ＳＴＹＬＥ　将泰庵　

ＰＡＲＫ　ＭＡＧＩＣ　

ＰＥＣＯＲＩＮＯイオン海浜幕張店　

ＰＩＥ　＆　ＣＯＦＦＥＥ　ｍａｍｅｎａｋａｎｏ　

ＰＩＺＺＥＲＩＡ　３２　



店舗名

Ｑｕｅｅｎ’ｓ　

ＲＥＧＡＬＯ　海浜幕張店

SAKURAYA COFFEE マリンピア店　

ＳＥＡＳＩＤＥ　ＣＡＦＥ　ＲＩＥ　ＣＯＦＦＥＥ　

ＳＫＹ　Ｍｕｓｉｃ　

ｓｍａｌｌｐｌａｎｅｔ　ｃａｍｐ＆ｇｒｉｌｌ　

Spanish Italian Azzurro520+caffe -costa de terraza-　

TACOSTA

ＴＥＮＴ幕張　

THE B'NC (ザ、バンク)幕張新都心店　

Ｔｈｅ　Ｍｅａｔ　Ｌｏｃｋｅｒ　ＳＴＥＡＫ＆ＣＡＦＥ　

TOKYO豚骨BASE MADEby博多一風堂 ペリエ海浜幕張店　

Ｖｅｉｃｏｌｏ　

ＶｉＴＯ　イオンモール幕張新都心

ＷＨＡＬＥ　

WORLD BEER&DINING MIHAMA BASE　

Ｙ’ｓ幕張テクノガーデン店　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　　イタリアンバールＭ　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　４階ＦＦ売店　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　chikurin・Bamboo Forest　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　アジアンキッチンMIHAMA亭　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　エースで４番　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　ナイスボール　

ＺＯＺＯマリンスタジアム　ビッグイニング・千客万来　



店舗名

アウトバックステーキハウス　幕張店　

アクアリンクちば　軽食レストラン　オリンピア　

あく庵　

アジア創作料理　

アパホテル＆リゾート（東京ベイ幕張）ウエストウイング　

ありがとうの台所稲毛海岸店　

アンジェリカ　

あんず亭　

イオンイーハート　レストラン　四六時中　

イオンシネマ幕張新都心　

イオンスタイル幕張ベイパーク　カフェランテ　

イオンマリンピア店　ピザ　

イオンマリンピア店　ホワイト企画　

イオン海浜幕張店　カンテボーレ

イオン幕張新都心店　カンテボーレ　

いかが家　

いきなりステーキプレナ幕張店　

イタリア料理　ヴェスプチ　

いなばん食堂　

インドカレー マサラ　

インドカレー＆ナン　ムンバイ　ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店　

インド料理　ＤＥＷＡＮ　

ヴァン・ウタセ　

ヴィ・ド・フランス　



店舗名

ヴィドフランスカフェ検見川浜店　

ヴィレッジヴァンガードダイナー　

うお処　兆一　

エクセルシオールカフェイオンモール幕張新都心店　

エスオーユーホールディングス　株式会社　セントラルキッチン　

エフ，ロード　

エム・ベイポイント幕張２５Ｆ特別社員食堂　山櫻桃　　　

おそとのおうち　

おばぁキッチン　和（なごみ）

おひつごはん　四六時中　

おりじん　

お好み焼　有賀藤　

お食事処　天風　

ガーデンコート美浜　

ガスト　プレナ幕張　

ガスト　検見川浜駅前店　

ガスト　幕張西店　

勝造

かつ波奈　海浜幕張店

かつや　海浜幕張店　

かつや稲毛海岸店　

カフェ　シャローム幕張店　

カフェ・ベローチェ　幕張店　

カフェクロワッサンＷＢＧ店　



店舗名

カフェベローチェ幕張店

カフェレストラン　ラ・フォーレ　

カプリチョーザ　プレナ幕張店　

かまどか　プレナ幕張店　

カマル　

カラオケＢａｎＢａｎ　稲毛海岸店　

カラオケアーサー幕張店　

カラオケまねきねこ　稲毛海岸店　

北大地酒場

キムカツ　プレナ幕張店　

キュービックカフェ　

クラフトマーケット・茜音

グランサウスオーシャンズ　

グランビア　海浜幕張店　

グリル・パーラーピノキオ　三井アウトレット幕張店　

クロス・ウェーブ幕張

ケンタッキーフライドチキン稲毛マリンピア店　

ゴーゴーカレー　プレナ幕張スタジアム　

コートダジュールaune幕張店

コーヒーショップ　モンカフェ　

ゴールドジム幕張千葉ＡＮＮＥＸ　

ココス　海浜幕張駅前店　

ここちカフェ　

ココット　



店舗名

ゴディバ　イオンモール幕張新都心店　

コミュニティまりぃ～なすとらっせ　

こめらく　イオンモール幕張新都心店　

コロラド　幕張ベイタウン店　

ザ・サーフ オーシャンテラス　１Ｆ

ザ・サーフ オーシャンテラス　２Ｆ

ザ・サーフ オーシャンテラス　レストラン　２Ｆ

ザ・サーフ　オーシャンテラス　レストラン１Ｆ　

ザ・テラス　

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　

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　

サイゼリヤ　イオンモール幕張新都心店　

サイゼリヤ　スーク海浜幕張店　

サイゼリヤ　プレナ幕張店　

サイゼリヤ　稲毛海岸１４号店　

サイゼリヤ　稲毛海岸駅前店　

サイゼリヤ　検見川浜店　

さかなや直営店　キッチン酒場　肴　～ｓａｋａｎａ～　

サブウェイ稲毛マリンピア店　

サンマルクカフェ　

サンマルクカフェ　イオンモール幕張新都心店　

サンマルクカフェ　プレナ幕張店　

ジェラートピケカフェクレープリー　

ジェラフルイオンマリンピア千葉店



店舗名

しちりん　

ジャイネパール　

しゃぶ葉稲毛海岸　

シュマッツ　ビアスタンド　ペリエ海浜幕張店　

ジョリーパスタ　稲毛海岸店　

スカイクルーズ　マクハリ　

すき家　イオン海浜幕張店　

スシロー海浜幕張店　

スシロー千葉みなと店　

スシロー幕張店　

すし銚子丸　雅　イオンスタイル幕張ベイパーク店　

すし銚子丸　高洲店　

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　

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　

スターバックスコーヒー　イオン海浜幕張店　

スターバックスコーヒー　ペリエ海浜幕張店　

スターバックスコーヒー　幕張ＷＢＧ店　

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　

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　

スターバックスコーヒー千葉美浜店　

ストライク　

スナック海岸　

スパゲッティーのパンチョ　プレナ幕張店　

スプレンディド　



店舗名

セントマークス　

セントラルキャフェテリア　

そばいち ペリエ海浜幕張店　

そば処　志な乃　

大衆ホルモン酒場　たけ田

ダイニング響き／旬や　

田所商店

タリーズコーヒー　海浜幕張店　

タリ－ズコ－ヒ－　

タルト＆カフェ　デリス

だるま寿司　

だんらん炎　稲毛海岸店　

チャイグール　

チャイナ厨房　チンタンタン　

チャイハネ幕張新都心店　

つきじ飛賀屋イオンモール幕張新都心店　

ティーヌン　イオンモール幕張新都心店　

ティーヌン海浜幕張店　

ディッパーダンイオン海浜幕張店　

デイリーヤマザキ幕張メッセ２　

デリフランス海浜幕張店　

てんや　海浜幕張店　

トゥルース海浜幕張店　

特選和牛　大将軍　プレナ幕張店



店舗名

ドトールコーヒーショップ　イオンモール幕張新都心ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ店　

ドトールコーヒーショップ　イオン幕張新都心店　

ドトールコーヒーショップ　幕張テクノガーデン店　

トニーローマ幕張ＷＢＧ店　

ドミノ・ピザ　稲毛海岸店

ドムドムハンバーガー　イオン海浜幕張店

ドラゴンキッチン　

とり鉄海浜幕張プレナ幕張店

とんかつ　大倉　

とんかつＫＡＰＰＯＵ　赤坂有薫　

とんかつ新宿さぼてん　イオンモール幕張新都心店

とんかつ新宿さぼてん　ペリエ海浜幕張店　

なか卯稲毛海岸店　

にんにくに４　

バーガーキング　

バーガーキング　イオンモール幕張新都心　

パークトラック

バーミヤン　海浜幕張店　

はつ

ハッピーバー　中華居酒屋

バナナライフ稲毛マリン店　

はなの舞　プレナ幕張店　

はなまるうどん　イオンモール幕張新都心店　

はなまるうどん　イオン海浜幕張店　



店舗名

はなまるうどん　プレナ幕張店　

ハレアイナ　

ハレノヘア　イオンモール幕張新都心店

ビアードパパ　イオン幕張新都心

ヒーローズプレイグラウンドイオンモール幕張新都心　

ビーンズガーデンカフェ　

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　

ビッグシェフ亭

びっくりドンキー　稲毛海岸店　

ひねり蛇口ハイ　大衆酒泉テルマエ　 海浜幕張泉

ブッフェレストラン　八献店　

プティローゼ　

ブルペン

フレッシュネスバーガー稲毛海岸駅前店　

プロント　幕張店　

ベイショップ　しんばし　

ベイポイントカフェ　

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　

ペーパームーン　

ペッシェドーロ　

ペッパーランチ　イオン海浜幕張店　

ベラルーサ　

ホテル ザ マンハッタン   メインキッチン(宴会)　

ホテル ザ マンハッタン(宴会)メインダイニング　



店舗名

ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張　ｽｶｲﾊﾞﾝｹｯﾄﾙｰﾑ「ｲﾙ・ﾃﾞ・ﾊﾟﾝ」　

ホテルグリーンタワー幕張　メインバー「幕張倶楽部」　

ホテルグリーンタワー幕張　メイン厨房　

ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張 ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞ「ﾄﾛｱ･ﾌｨｰﾕ」 　

ホテルグリーンタワー幕張　宴会場「琥珀」　

ホテルグリーンタワー幕張　和食・中華「桂翠」寿司コーナー　

ホテルショコラ　

ホテルスプリングス幕張　１Ｆ　カーメル　

ホテルスプリングス幕張　２Ｆ　ヴィオレ　

ホテルスプリングス幕張　３Ｆ　大宴会場　

ホテルスプリングス幕張２Ｆ　翠嵐　

ホテルスプリングス幕張アネックス　２階　鉄板焼コーナー　

ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張ｱﾈｯｸｽ 2階 日本料理　玄海　

ﾎﾃﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ幕張ｱﾈｯｸｽ　３階　大宴会場　主厨房　

ホテルテトラ幕張稲毛海岸　

ホテルニューオータニ幕張  けやき･ベイコートカフェ　

ホテルニューオータニ幕張　２４Ｆバンケット厨房　

ホテルニューオータニ幕張　２Ｆバンケット厨房　

ホテルニューオータニ幕張　Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　Ｔｏｋｉｏ　

ホテルニューオータニ幕張　ＳＡＴＳＵＫＩ　

ホテルニューオータニ幕張　エルミー　

ホテルニューオータニ幕張　カリフォルニアカフェ　

ホテルニューオータニ幕張　ガンシップ　

ホテルニューオータニ幕張　ザ・ラウンジ　



店舗名

ホテルニューオータニ幕張　シェルハウス　

ホテルニューオータニ幕張　スカイサロン欅　

ホテルニューオータニ幕張　ランデヴー　

ホテルニューオータニ幕張　一心　

ホテルニューオータニ幕張　千羽鶴・山茶花　

ホテルニューオータニ幕張　大観苑　

ホテルフランクス　ヴァンベール　

ホテルフランクス　タートルクラブ　

ホテルフランクス　チャペル　

ホテルフランクス　パントリー　

ホテルフランクス　フランドール　

ホテルフランクス　メゾンド１９９１　

ホテルフランクス　ロビー

ホテルフランクス　配膳室　

ホテルフランクス　洋厨房　

ホテルフランクス　和厨房　

ポプラ千葉新港店　

ポポラマーマ　イオンマリンピア店　

ホルモン横丁・焼肉もとび　

マクドナルド　１４号稲毛店　

マクドナルド　イオンモール幕張新都心店　

マクドナルド１４号幸町店　

マクドナルド稲毛マリンピア店　

マクドナルド幕張テクノガーデン店　



店舗名

マクハリーナ　

マザームーンカフェ　美浜　

マライカ　レインボーカフェ　

マリーンズ　スタジアム２Ｆ　Ｌ立売基地　

マリーンズ　スタジアム２Ｆ　Ｒ立売基地　

マリナーサロン

マントラ　幕張店　

ミスタードーナツ　イオンモール幕張新都心店　

ミセス倶楽部　音彩　

みそ屋　田所商店　

ミヨシ油脂（株）千葉工場　

メゾンカイザー幕張店　

モスバーガー　イオンモール幕張新都心店　

やきとり家　すみれ　海浜幕張店　

焼肉平城苑　幕張店

やまだ商店　美浜店　

ゆで太郎　もつ次郎　新港店　

ゆで太郎　もつ次郎美浜新港店　

ユナイテッド・シネマ幕張　

夢ごよみ

夢ごよみ

ヨゴリーノ　

よし寿司　

ラ・カルティリヨン　



店舗名

ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ　

ラ・ベランダ　

ラーメンＨＯＴ　めん花　

ラーメンばんだい　

ライトピア　

リエ　コーヒー　

リエカフェ　

リストランテ　カフェ　アンリエチェリー

リトルシェフ　にんにく　稲毛海岸店　

漁一

リンガーハット　マリンピア店　

リンガーハット幕張新都心店　

リンガーハット幕張店　

レインボーキッチン　

レオニダス海浜幕張店　

レストラン　えびすや　

レストラン　モーニング　

レッドペッパー　

レモングラス　

ロイヤルホスト　稲毛海岸店　

ロイヤルホスト　検見川浜店　

ロイヤルホスト　幸町店　

ローストビーフ星　イオンモール幕張新都心　

ロッテリア　ＺＯＺＯマリンスタジアム２号店　



店舗名

ロッテリア　ＺＯＺＯマリンスタジアム店　

ロッテリア　プレナ幕張店

ロッテリア　幕張アミューズモール店　

ワンダーステーキ　稲わら家　海浜幕張店　

ワンディッシュピッツァミール　

一味厨房　

一力　

稲毛海岸北口の串屋横丁　

稲毛海浜公園プールレストラン　

横浜ラーメン増田家　

横浜家系ラーメン希家　稲毛海岸店　

沖縄食堂－すまゆくい（島憩）　

温野菜プレナ幕張店　

果汁工房果琳　ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店　

花粥　

華葉軒　

回転寿司みさき　プレナ幕張店

海の幸と大地の恵み　かずさ家　

海産物居酒屋　さくら水産　海浜幕張南口店　

海鮮餃子　帆船　

海底撈火鍋　幕張店　

馨香源　

鎌倉パスタ　プレナ幕張店　

韓国屋台ハンサム 海浜幕張店　



店舗名

韓国家庭料理チェゴヤ　ＷＢＧ海浜幕張店　

丸亀製麺　マリンピア店　

季作　

鬼丸　稲毛海岸店　

牛たん炭焼　利久　幕張新都心店　

牛まる

牛角プレナ幕張店　

居楽屋　千年の宴　

居酒屋ダイニング　竹りん　

魚べい　ピアシティ稲毛海岸店　

魚河岸系旨いもん処　ととんちゅう　

京都勝牛　イオンモール幕張新都心　

響き/初代鳥藏　

極みフーズ

金沢まいもん寿司　

銀座　長寿韓酒房　海浜幕張店　

喰べ呑み処　じらい屋　和の伊　

空海　

桂林餃子　満足　

元天ねぎ蛸　イオンモール幕張新都心店

元氣七輪焼肉牛繁　稲毛海岸店　

原価酒場　はかた商店　海浜幕張　

原価酒場はかた商店　稲毛海岸店　

枯淡



店舗名

幸楽苑　イオンモール幕張新都心店　

江戸前すし　百萬石　幸町店　

紅虎餃子房　幕張新都心　

香來食府　

今日和　幕張ベイタウン店　

札幌弥助　海浜幕張店　

三升屋　

三代目　鳥メロ　スーク海浜幕張店　

三茶ヤ　海浜幕張店　

山薬清流庵　

山傳丸　

四季彩・ＡＢＵＲＩ　

旨い安い腹いっぱい　

舎鈴　プレナ幕張店　

謝朋殿　幕張テクノガーデン店

若井　

手打ちそば　山元　

朱雀　

酒と麺　イナハマ食堂　

寿司やまと　海浜幕張店　

松屋　千葉幸町店　

松籟亭

焼肉　いしび　

焼肉　貴闘力　



店舗名

焼肉　牛の華　

焼肉　宝山　稲毛海岸店　

焼肉トラジ　

焼肉もとび本店

焼肉屋くいどん　メッセアミューズモール店　

常香拌　

信州そば処　そじ坊　

神戸・六甲道　ぎゅんた　

神田外語大学　食神　

杉玉　海浜幕張店　

星乃珈琲店　幕張店　

晴晴飯店　イオンスタイル検見川浜店　

赤から鍋とせせり焼き　赤から　海浜幕張駅前店（北口）　

仙臺たんや　利久　幕張新都心店　

千葉県立幕張海浜公園バーベキューガーデン　

千葉市花の美術館レストラン　フィオーレ　

倉式珈琲店　イオンモール幕張新都心店　

多謝　

大かまど飯　寅福　

大戸屋　千葉マリンピア店　

大衆酒場　ちばチャン　

大衆酒場　ムロヒガシ　

大衆肉酒場　天草や　海浜幕張店　



店舗名

築地銀だこ　ＺＯＺＯマリンスタジアム店　

築地銀だこ　イオンモール幕張新都心店　

築地食堂源ちゃん　プレナ幕張店　

竹清　

茶薫　小籠包　メッセアミューズモール海浜幕張店　

中華　松園　

中華ダイニング　大翔軒　

中華酒家　花吹雪　

中華厨房　紅龍　

中華料理　一家人　

中華料理　福園　

中国ラーメン　揚州商人　

中国料理　大連アカシア　

中国老舗　天津飯店　

忠助　

潮風ブルースタンド検見川浜

長城菜館　

鳥さく　

鳥貴族　稲毛海岸店　

鳥貴族　海浜幕張店　

鉄板焼　七海　

天丸屋

伝説のすた丼屋　プレナ幕張店　

田所商店　スパイスカレー部　



店舗名

田所商店　タンタンメン部　

田村昌哉の店

土風炉　海浜幕張店　

東関東自動車道　湾岸幕張パーキングエリア（上り線）売店　

東京チカラめし　海浜幕張店　

日高屋　検見川浜北口店　

日本一　イオンモール幕張新都心店　

日本紅茶協会認定店　紅茶専門店ＤＡＤＡ　

猫カフェモカイオン幕張新都心店　

農家の慶　海浜幕張店　

波奈本店　別邸

馬車道　千葉幸町店　

梅里　

博多だるまＪＡＰＡＮ　

博多ラーメンふくちゃん　千葉幸町店　

博多劇場　海浜幕張店　

麦まる幕張ＷＢＧ店　

八代　

美ら海ラーメン

美浜クラブラウンジ　

美浜儀式殿　

美浜食堂

百姓家郷菜　

浜辺のかくれんぼ　



店舗名

富麗華　

平八　

宝楽　

北海道そば　さくら　

北海道生まれ　和食処　とんでん　千葉幸町店　

北京飯店　

幕張ベイタウン　カフェカルマン　

幕張ベイパーク　クロスポート　

幕張横丁　

幕張七十二　

味市場　よ志乃　

夢ごよみ

夢ごよみ

夢ごよみ　

夢ごよみ　

夢ごよみ　

夢ごよみ　

明洞食堂　

麺屋空海　

麺処　せんり　

麺処直久　プレナ幕張店　

麺場 田所商店 千葉美浜店　

木曽路　幕張店　

木之花茶館　



店舗名

野郎ラーメン　海浜幕張店　

有限会社　Ｊａｍ’ｓ　

有限会社　長谷川食堂　

洋麺屋五右衛門　イオンモール幕張新都心店　

藍屋　幕張店　

梨果園＆丹乃蔵　

和　

和　食堂　

和ノ音×半蔵　海浜幕張店　

和牛ステーキ　竹田屋　

和食処　さくら　

湾岸幕張パーキングエリア（下り線）厨房　

丼と炭火串焼き・酒菜　和味庵　

濱乃屋イオンモール幕張新都心　

炙りの幸　

珈琲百貨店　

餃子の王将　稲毛海岸駅前店　

𠮷野家プレナ幕張店　


