
印西市　基本対策確認店一覧

１００時間カレーＥＸＰＲＥＳＳ　カインズ千葉ニュータウン店

３姉妹　

ＢＡＲ　雫　

Cafe Boulangerie Couronne CHIBA-NEW　

ＣＡＦＥ　ＮＯＡＨ　

California　style　Kitchen　

ＣＩＭＡＸ

Ｅｖｅ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＳＯＬ　

Ｆｉｋａ＆Ｖｉｌａ　

ｇａｒｄｅｎ　ｈｏｕｓｅ　ｃａｆｅ　

ＧＥＥＴＡ　

ＨＯＧＯＫＥＮ　ＣＡＦＥ　ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西店

ＩＮＤＵＳ　ＲＡＹ　

ＫＵＲＯ　

ｍａｒｉｃｈｉ　ｃａｆｅ　

ＭＩＮＳＵＫＩ

ＭＯＡ　ｃａｆｅ　

ＮＯＩＥ　

ｏｈａｇｉ３　ＢＩＧＨＯＰ印西店

ＯＬＤ　ＴＯＷＮ　

Ｒ　Ｂａｋｅｒ　ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｎ　千葉ニュータウン店

ＲＥＳＴＯ＆ＢＡＲ　ＭＡＮＩＬＡ　

Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｄａｌ　Ｃｕｏｒｅ　

Ｓｏｃｉａｌ ｒｏｏｍ １６３　



ＳＴＥＡＫ＆ＧＲＩＬＬ　郷　

ＴＥＡ　ＲＯＯＭ　カペー　

ＵＳシネマ千葉ニュータウン　

Ｗａｇａｍａｍａ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｒｉｈａｒａ

ＷＡＲ　ＺＯＮＥ　

ＷＨＯ’Ｓ　ＴＥＡ　ＭＩＮＩ

アコーディア・ゴルフ　習志野カントリークラブ（１５番）

アコーディア・ゴルフ　習志野カントリークラブ（６番）

アコーディア・ゴルフ　習志野カントリークラブ（レストラン）

アジアｎごはん　イオンモール　千葉ニュータウン店

アジアンＳＯＬＡ　ＳＰＡ牧の原モア温泉　

あづまや　

アロマ珈琲　

アンソレイエ　

イオンシネマ　千葉ニュータウン

イオン千葉ニュータウン店　インストアベーカリー

イタリアンダイニング　ＭＡＯ　

イタリア食堂オリベート　千葉ＮＴ店　

イタリア田舎料理　ミラノ　

イタリア料理　カプリチョーザ　千葉ニュータウン店

インド料理　タンドール　

いんば学舎・オソロク倶楽部　

ヴィトラ　ファーム　

ヴィトラカフェ　

エフ　アンド　ディー　



お好み焼き　とむら　

かくれ里　

ガスト印西店　

ガスト千葉ニュータウン中央店　

カスミ　西の原店　

かつてん　ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西店

かつや千葉印西店　

カフェ・バンカレラ千葉ニュータウン店　

カフェブリッコ　千葉ニュータウン店　

カラオケ　奏　

カラオケＢａｎＢａｎ　印西ビッグホップ店　

カラオケスタジオ　おんちっち　

からやま　千葉印西店　

カルビ大将　千葉ニュータウン店　

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　

キーズカフェ　印西牧の原店　

キッチン　おふくろ　

ギャラリー・カフェ風草　

くいしん房　まあちゃん　

グランブッフェ　千葉ニュータウン店　

くら寿司　千葉ニュータウン店　

くるまやらーめん印西木下東店　

けやき　

ケンタッキーフライドチキン　イオン千葉ニュータウン店

ケンタッキーフライドチキン　ジョイフル本田千葉ニュータウン店



ゴールドジム千葉ニュータウン　

コストコホールセール　千葉ニュータウン倉庫店

ごはんどき　千葉ニュータウン店　

ごはん屋　なごみ　

コメダ珈琲店　千葉ニュータウン店　

コンレード　

ザ・プレストンカフェ（ラゴア・カフェ）　千葉ニュータウン店

サーティワンアイスクリーム　イオンモール千葉ニュータウン店

サイゼリヤ　イオン千葉ニュータウン店　

サイゼリヤカインズモール千葉ＮＴ店　

サイゼリヤ印西牧の原店　

さくらんぼ　

さつき　

サンマルクカフェイオンモール千葉ニュータウン店

ジェラフルＢＩＧＨＯＰ印西店

ジェラフル千葉ニュータウン店　

ジャック　イン　ザ　ドーナツ　

しゃぶ菜　

スイーツ　パールレディ　

すき家　イオン千葉ＮＴ店　

すき家　印西ＢＰ店　

すき家　印西西の原店　

スシロー千葉ニュータウン店　

すし銚子丸　千葉ニュータウン店　

すずき　



スターバックスコーヒー　ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｎ　千葉ニュータウン店

スターバックスコーヒー　イオン千葉　ニュータウンショッピングセンター店

スターバックスコーヒー　千葉ニュータウン店

スナック　アルプス　

そば処安兵衛　

つくもすし　

ティンカーベル　

デザートユニオン

デザート王国　

デンバープレミアム　イオンモール千葉ニュータウン店

ドトールコーヒーショップ　ジョイフル本田千葉ニュータウン店

ドトールコーヒーショップ　牧の原モア店

ドライブイン優善　

とりのごん助　千葉ニュータウン店　

ナイトパブ　エンゼル　

ナイトラウンジ　クローネ　

ナンバーナイン　

ニュー　葵　

バーミヤン　千葉ニュータウン中央店　

はなまるうどん　イオンモール千葉ニュータウン店

はなまるうどん　ジョイフル本田　千葉ニュータウン店

はな膳　印旛日医大店

はな膳　千葉ニュータウン店　

はま寿司　印西西の原店　

パン・コキール千葉ニュータウン店



ピアサピド　

ピザハット　ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西店

ひだまり食堂　

ビッグボーイ　印西西の原　

ファミリ－レストラン　ココス印西店

フィールドサービスキッチン　印西店　

ブーランジェリー　ル・ベンケイ　

ふたご亭　

フライングガーデン千葉ニュータウン店　

フルハウス　

プロント　印西牧の原駅前店　

ヘッドショット　

ペッパーランチ　ジョイフル本田千葉ニュータウン店

ホテルマークワンＣＮＴ　

ほまれラーメン　

ほるもん　焼き焼き　

ボン　アトレ　

マクドナルド　４６４印西牧の原店　

マクドナルドイオン千葉ニュータウン店　

マクドナルド千葉ニュータウン　ジョイフル本田店

マツムシコーヒー

マルエツフォレストモール印西牧の原店　ベーカリー

まるみや　

まるみや　

マンマリア　



みさと　

ミスタードーナツ　千葉ニュータウン中央ショップ

むさしのうどん　鈴や　

モスバーガー　カインズモール千葉ニュータウン店

モスバーガーＢＩＧＨＯＰ印西店　

ヤオコー　牧の原モア店　（イートイン）　

ヤオコー　牧の原モア店　（ベーカリー）　

やきとり　啄木鳥　

やきもの本舗　鯛あん吉日　千葉ニュータウン店

ユニオンベース　

らぁめん　このしろ

らーめん・つけ麺　春樹ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西店

ラーメン・とん吉　

ラーメンショップ亀成店　

リンガーハット　イオンモール千葉ニュータウン店

リンガーハット　ジョイフル本田千葉ニュータウン店

レストハウス　とみい　

レストラン　ココス　千葉ニュータウン店　

レストラン　ホワイトハウス　

レストラン成田射撃場　

レモネード千葉店　

ロピア印西ＢＩＧＨＯＰ店　ザ　ビフテキ

ワイン酒場　バルデペロ

一幸　千葉ニュータウン店　

越後秘蔵麺　無尽蔵印西家　



榎久　

横浜家系ラーメン　印西家　

沖縄料理　やんばる２　

屋台屋　博多劇場　千葉ニュータウン店　

温野菜　千葉ニュータウン店　

加賀屋　

加風　

花季　

菓子舗　紬　

回転寿し　活鮮　船尾店　

海鮮和食　仲々

凱旋門　千葉ニュータウン店

株式会社　炭火焼肉　松牛　

株式会社マルエツ　小林店

鎌倉パスタ　イオンモール千葉ニュータウン店

茅橋らーめん　

丸亀製麺千葉ニュータウン中央　

喜楽　

喫茶　こっぺ　

牛角　千葉ＮＴ南店　

居楽屋　千年の宴　

居酒屋　美里　

居酒屋　木の実　

居方　

魚べい　千葉ニュータウン店　



蕎麦　ふくね　

串カツ田中　千葉ニュータウン中央店　

串家物語イオンモール千葉ニュータウン店

戸神ベイカリー　

五穀　

御食事処　にしみや　

幸楽　

幸楽苑　ジョイフル本田千葉ニュータウン店　

幸楽苑　印西店　

紅茶と食と台所　糸　

高橋食堂　

国友食堂　

三国志　

三代目文治　

山の音　

山内農場　

仕出し料理はな膳　千葉ニュータウン店　

四季彩　あづみ野

市川飯店　

紫　苑　

紫陽花　

賜福の餃子　賜福楼　

煮干し中華そば　富士鹿　

社会福祉法人　印旛福祉会　いんば学舎・オソロク倶楽部

寿司処　澤石　



寿美吉　

秋桜亭　

旬　香　

旬菜　ととや　

旬菜中房　和華　

小料理　花　

小料理　八重　

松栄鮨　

松風　

焼鳥　かやばし　

焼肉　京城苑　ニュータウン店　

焼肉　京城苑　印西店　

焼肉や漫遊亭　千葉ニュータウン店　

焼肉権助　

焼肉権助　牧の原モア店　

食鮮処　優　

食堂のり子　

生そば栄屋木下東店　

生活クラブ生活協同組合　木刈デポー　

斉藤鶏屋（へそまがり）　

石焼ビビンパ　千葉ニュータウンジョイフル本田店

千葉県立北総花の丘公園　バーベキューガーデン

千葉北総病院ドトール　

川崎苑　

扇寿司　



泉カントリー倶楽部　

泉カントリー倶楽部　ＥＡＳＴコース売店

創作料理　よし久

総武カントリークラブ　印旛コース　

総武カントリークラブ　印旛コース売店

総武カントリークラブ　総武コース　

総武カントリークラブ（総武コース）　コース内東売店

総武カントリークラブコース内西売店　

台湾料理　師記　

大の家　

大衆割烹　小山　

大将　

大地食堂　

炭火串焼　シロマル　

談笑酒処　坂の途中　

築地　銀だこ　イオンモール千葉ニュータウン店

茶室「此君亭」　

茶房　宮﨑邸　

中華料理　王記厨房

中国四川料理　美食府　印西店　

中国飯店　真味　

町家レストラン　Ｓｈｉｍｉｙａ　

銚子屋旅館　

鉄板焼　山海　

道とん堀　千葉ニュータウンアルカサール店　



徳樹庵　千葉ニュータウン店　

呑み処　拓海　

日本マクドナルド（株）　イオンモール千葉ニュータウン店

日本マクドナルド株式会社　フランチャイジー３５６印西店

日本橋そばよし順天堂大学前店　

巴　屋　

柏屋

板前バル　印西牧の原店　

美華　

福香源　

宝島　印西店　

牧の原テーブル　シェアキッチン

牧の原テーブル　レストラン

夢蘭　

夢路　

麺　やまだ　

麺処花いち　

麺場　田所商店　印西千葉ニュータウン店　

網焼き酒場　とみせん　

木だち　

木まぐれＫｏｐｉｔｉａｍ

目利きの銀次　

目利きの銀次　

弥生寿司　

友和亭　



有限会社　木村　（うなぎ割烹　木村）

有限会社　嶺久庵　

遊遊亭　

揚げ天まる　イオンモール千葉ニュータウン店

洋風食堂リベルタ　

旅荘　芦乃家　

礼仁　

篭の鳥　

和　作　

和幸イオンモール千葉ニュータウン店　

餃子の王将　印西牧の原店　

餃子の王将　千葉ニュータウン中央店　

鮨志乃ぶ　

鮨処　こうよう　

𠮷野家　カインズホーム千葉ニュータウン店


