
店名 住所 電話番号
牛バルこじまや　柏店 千葉県柏市旭町１－１０－１５ 0471977831
手羽市　柏店 千葉県柏市旭町１－１０－１５ 0471972031
トリアス 千葉県柏市旭町１丁目４－１１クリエイティブビル２階 0471419269
クゥーチャイ 千葉県柏市若柴１８４－１中央３１１街区店舗８ 08055467234
さるぢえ 千葉県柏市⻄柏台１丁目２１－３５ 0471538569
くすお　柏店 千葉県柏市柏１－６－１０桜屋ビル２Ｆ 0471571351
バー　プラット 千葉県柏市柏２丁目８－５⼭本ビル 0471624862
王記餃子 千葉県松⼾市上本郷９０５－３吉⽥ビル１階 0473310888
みや亭 千葉県松⼾市⽇暮５丁目１９４－Ｍ－ＰＡＲＴ４⽇暮ビル２階 0473938656
コンチェルト 千葉県流⼭市江⼾川台東２丁目２５１－１ 0471997772
ダイニングバー桃太郎 千葉県流⼭市江⼾川台東２丁目６２ 0471362638
イタリアンバール　アッカ 千葉県流⼭市江⼾川台東２丁目８⻘葉ビル 0471552577
ブルフロックス 千葉県流⼭市鰭ケ崎１４３５－２ 09063056390
広東料理豊 千葉県鎌ケ⾕市丸⼭１丁目２－８ 0474467377
Ｓｔａｎｄｉｎｇ食堂　Ｆｕ－Ｋａ 千葉県市川市⾏徳駅前１丁目１０－１４ 0473182887
海鮮居酒屋　浜一 千葉県市川市⾏徳駅前２丁目８－１５ 08035802585
広島風お好み焼き　⽥平 千葉県市川市⾏徳駅前４丁目１－１６マンションニュー⾏徳第１－１０４号 0473965580
手羽⽮南⾏徳店 千葉県市川市相之川４丁目６－２３エクセレントマンション１階 0477011088
旨い隠れ家　喜む良 千葉県市川市南⾏徳１丁目１６－８ 0473574311
伊酒屋食堂ＫｅｎＫｅｎ 千葉県市川市南⼋幡４丁目１５－１７桝屋ビル１Ｆ 0473777996
酒バル７３７３ 千葉県市川市南⼋幡４丁目１６－１５メゾンド一鶴１階 0473767311
一Ｇｅｒａ 千葉県市川市南⼋幡４丁目３－７ 0477111155
やきとり富吉 千葉県市川市⼋幡２丁目１３－１９ 0473345384
和れん 千葉県市川市⼋幡２丁目１３－５メゾン喜春 0473033636
大漁一家　本⼋幡店 千葉県市川市⼋幡２丁目１５－１７菊地愛甲共同ビル１階 0473033772
精神満腹 千葉県市川市⼋幡２丁目１５－１８ 08034764514
炙りや幸蔵　⻄船橋店 千葉県船橋市４丁目２０－１２島⽥第一ビル 0474200181
旬彩酒房　成る 千葉県船橋市⼭野町５８－１ドリーム加藤１０３号 0474018014
くすお　⻄船橋店 千葉県船橋市⻄船４－２３－１２ 0474023366
粉と水 千葉県船橋市前原⻄２丁目１３－１５津⽥沼ニイクラビル１階 0474729624
Ｃｉ　ｓｏｎｏ！ 千葉県船橋市前原⻄２丁目１４－１ダイアパレス津⽥沼１０４号 0474030011
ラーメンＢＡＲ９６３ 千葉県船橋市本町２丁目２７－２０ 0474989006
新助　船橋店 千葉県船橋市本町４丁目４０－３神⼾屋ビル２階 0474118970
ＢＡＲ　ＨＯＰ 千葉県船橋市本町５丁目６－１９コンパル３１ビル１Ｆ 0474605660
呑食堂バル　くり 千葉県習志野市津⽥沼１丁目１０―４１⼗番街ビル１階 0474037715
シノン 千葉県浦安市猫実４丁目２０－１０２階 0473811333
ハナビ 千葉県浦安市北栄１丁目１－１２ＫＹ．ＢＬＤ２階 0473828720
鎌倉ハンバーグラナイ・キュウブンノサン 千葉県浦安市明海６丁目１－１０パークシティグランデ新浦安トレードポート 0473058089
じらい屋　和の伊 千葉県千葉市美浜区⾼洲３丁目１４－１和紅ビル３０３号 0432700333
にんにくに４ 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３幕張テクノガーデンＤ２４階 0432965055
鳥の一 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目４イオンタワーアネックス１階 0432990051
葡萄亭 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６－１ワールドビジネスガーデン３Ｆ 0432975599
炙りや 幸蔵 新検⾒川店様 千葉県千葉市花⾒川区花園１丁目８－３ 0433067111
炙りや 幸蔵 幕張本郷店様 千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷１丁目３－５大岩ビル１０３号 0433065151
手羽市　幕張本郷店 千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷６丁目２４－２８栗林幕張本郷ビル１Ｆ 0432746633
ＳＡＪＩＬＯ 千葉県千葉市稲⽑区⼭王町３７０ 0433563210
マリンスタンド 千葉県千葉市稲⽑区⼩仲台２丁目４－５丸宮ビル１階 08010960573
炭火焼鳥　ていじ 千葉県千葉市中央区今井１丁目２５－１３ 0432662009
手羽市　⻄千葉店 千葉県千葉市中央区春⽇２－２５－３千寿ビル１Ｆ 0432473450
マーブル 千葉県千葉市中央区新宿２丁目２－１１ライン中央ソシアルビル５階Ｂ号 0433574858
ＲＩＸʼＳ　ＣＡＦＥ 千葉県千葉市中央区新宿２丁目２－５１藤ビル１Ｆ 0434413691
ポルチェリーノ　ペリエ千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉１丁目１－１ペリエ千葉 0433062997
もんたま　千葉駅前店 千葉県千葉市中央区新千葉１丁目２－１ 0433015267
鶏バルコケコッコ　千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉１丁目２－１千葉ステーションビル別館１０５号 0433067001
炙りや 楽蔵様 千葉県千葉市中央区新町１５－１３丸三新町ビル１階 0432032003
炭火炙り焼と地酒　いぶしぎん　千葉店 千葉県千葉市中央区新町１７－１６新町芳野ビル１階 0432418118
麺庭鶏Ｈｉｒｏ 千葉県千葉市中央区新町１９－１１新町Ｎビル１階 0432389166
熟成肉居酒屋　ＢＯＮＤ　１０８ 千葉県千葉市中央区新⽥町１１－１４Ｕビル２階 0432164435
ビアオクロック 千葉県千葉市中央区新⽥町江沢ビル１階 0432158426
牛坊 千葉県千葉市中央区中央３丁目１５－６美波屋ビル２階 0432251129
鉄板焼きグリル　美彩や 千葉県千葉市中央区中央３丁目１６－２ 0432023900
おばんざい倶楽部　Dashi 千葉県千葉市中央区中央３丁目４－１０Ｂ１ 09043968917
食福酒楽ＫＯＫＯＲＯ 千葉県千葉市中央区中央３丁目４－１０千葉銀座ビル地下１階 09016159127
手羽市　千葉中央店 千葉県千葉市中央区中央４－３－１ 0432275001
味覚庵 千葉県千葉市中央区中央４丁目３－５ 0433231555
手羽市　本千葉店 千葉県千葉市中央区⻑洲１－２３－６ 0432253639



炙り酒房　うまし 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁目２２－２マルセイビル２階 0432157470
串屋横丁本千葉駅前店 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁目２３－４⻑⾕川ビル１Ｆ 0432210611
幸羊 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁目２４－９ 0433072929
魚繁 千葉県千葉市中央区都町１丁目５６－８シャトルミヤコ１０１号 0432338555
お好み焼き鉄子 千葉県千葉市中央区都町１丁目９－４７⻑⾕川ビル１階 0432317072
焼肉商事 千葉県千葉市中央区道場北町３１７－２ 0433084188
くらのあかり 千葉店様 千葉県千葉市中央区富⼠⾒１丁目８－６ 0432165511
牛バルこじまや　千葉店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２－１４－４ 0434457883
くすお　千葉店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２－１７－１８千葉中央第⼆ビル１Ｆ 0434418101
Ｂｉｓｔｒｏ　Ｒｅｃｏｌｔｅ 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目１３－１ 0432162402
串焼 煮込み いなせや幸蔵様 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目１６－１２北⽃会館１階 0432397100
ダンディライオン 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目２２－１８富⼠⾒センタービル 0432013633
川の⾳　千葉本店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目２３－８⼭野井ビルＢ１階 0432025790
あしび 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目５－５ＡＳビルＢ１階 0432223838
個室居酒屋 ⽇本橋 かなえや様 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目９－２８ 0432022777
マイヨジョーヌ 千葉県千葉市中央区弁天１丁目２４－１ 0433071505
Ｂａｒ　Ｓａｕｃｅ　ｏｒ　Ｓａｌｔ 千葉県千葉市中央区弁天１丁目２－４横⼭ビル２階 0434417825
⽉島もんじゃ　もんたま　千葉中央本店 千葉県千葉市中央区本千葉町１６－７ブラジルビル２Ｆ 0432271109
個室中華　⼭海宴 千葉県千葉市中央区本千葉町２－５今関ビル地下１階 0433065738
Ｇｙｏ雷や 千葉県千葉市中央区本千葉町４－１３ 0433061866
串屋たん吉 千葉県千葉市若葉区千城台北１丁目２９－９プラスパビル 0432363948
遊や　２号店 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目３９－９ 0432952030
陽だまり 千葉県千葉市緑区あすみが丘８丁目１－８エルセントロＣ棟 0433096077
バウレット 千葉県千葉市緑区大椎町１２５１－３０６ 0432058640
たこ焼き　⼋屋 千葉県佐倉市ユーカリが丘２丁目３２－６ 0432358076
飛夢 千葉県佐倉市王子台５丁目４－３５ 0434631480
⾺刺しともつ鍋の店　恒 千葉県佐倉市上志津１６６９－６１ 0433767293
Ｃｏｓｔａ 千葉県佐倉市野狐台町１０９－２ 0434847558
ＪＡＰＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＩＺ夢 千葉県⼋千代市勝⽥台北１丁目２－１１⼭万勝⽥台ビル１０２号 0474809020
てぃだまちテラス 千葉県⼋千代市大和⽥新⽥６０－６ 0474093937
焼鳥　房州 千葉県⼋千代市⼋千代台東１丁目２１－１６⼩林ビル１階 0474839444
Ｂａｒ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ 千葉県⼋千代市⼋千代台北１丁目１０－１９ＹＭビル１Ｆ 0474840080
カフェブルーシャ 千葉県⼋千代市保品９６９－２ 0474885200
鉄板　Ｄａｎ 千葉県成⽥市囲護台１丁目１－１板倉ビル１階 0476336883
しゃぶしゃぶ　ささ木 千葉県成⽥市囲護台１丁目１－２成⽥ユーシティホテル２階 0476336489
大衆ビストロ　８９８９ 千葉県成⽥市花崎町５３１ー１ 09049588967
羊屋 千葉県成⽥市花崎町５３１－４⾦澤ビル 0476857234
餃子と野菜串のアキラ 千葉県成⽥市花崎町７３６ 0476220081
わイルドチキン 千葉県成⽥市花崎町７３６－５１開運ビル１階３号 0476234171
フレンチ大衆酒場１０１ 千葉県成⽥市花崎町８１４－９Ｂ１Ｆ 0476857611
⽉の家成⽥店 千葉県成⽥市花崎町８１６ 0476240887
備⻑炭焼　七左衛門　 千葉県成⽥市花崎町８１６水野ビル１階 0476202273
川の⾳　成⽥店 千葉県成⽥市花崎町８１８－１メルキュールホテル成⽥２階 0476368815
手羽市　成⽥店 千葉県成⽥市花崎町８３０－２１ 0476225777
ＤＯＵＺＥ　ＣＯＦＦＥＥ 千葉県成⽥市花崎町８３９－３ 0476378252
そば酒房　ひぐらし 千葉県成⽥市花崎町８３９⼟井ビル 0476226945
ＭＥＥＭＯＯＢＯＯ 千葉県成⽥市花崎町８４２－２０１ 0476375700
バー　ロード 千葉県成⽥市花崎町８４２旭ビル２階 0476364969
ＹＯＣＨＩＢＡＬ 千葉県成⽥市花崎町８４６－１５ 0476376946
ＭＥＡＴ　ＳＴＡＮＤ 千葉県成⽥市花崎町９５９ 0476200009
ＳＴＥＬＬＡ 千葉県成⽥市花崎町９７０リッチモンドホテル成⽥１階ステラ 0476376722
京成友膳 千葉県成⽥市古込１新東京国際空港第１ターミナル４階 0476325905
鳥玄 成⽥公津の杜店 千葉県成⽥市公津の杜1-2-9 0476284194
ビストロコパン 千葉県成⽥市上町５５１ 0476235582
玉菜家 千葉県成⽥市飯⽥町２ー９４ 0476243978
居酒屋ぶんぶん 千葉県富⾥市⽇吉台１丁目２２－５ 0476368924
居酒屋　食らうず 千葉県富⾥市⽇吉台２丁目２０－１５ 07013461060
焼肉　ほてい苑 千葉県富⾥市⽇吉台２丁目９－１４ 0476937808
縁 千葉県⾹取郡郡多古町多古３５８－５ 09080533829
ちゃぶ⾳ 千葉県旭市旭町３丁目３－１５ユーハッチビル 05033741564
ビードロ食堂 千葉県旭市下永井３７７－２ 09033148977
鳥玄　いすみ本店 千葉県いすみ市岬町和泉６５６－４ 0470875510
焼肉清左ヱ門 千葉県⼭武市成東１１３－４ 0475802929
ダイニングバーＫＪ 千葉県⼭武市東⾦１１４９－１ラ・クール東⾦１Ｆ 0475543666
セイザエモン別館 千葉県⼭武市姫島２１１ 0475533939
お食事処　かぎけん安食店 千葉県印旛郡栄町安食２丁目１－１８ 09055678686
酒菜と鮨　⾦⽥屋 千葉県印旛郡郡栄町安食３６９２ 0476951105



薪窯ピッツァ＆グリル　ＨＡＣＨＩ 千葉県茂原市⾼師８２５ 0475253508
鳥玄　東⾦店 千葉県東⾦市東上宿16-3 0475777329
ジュウジュー　五井駅⻄⼝店 千葉県市原市五井中央⻄２丁目１０－１ 0436256655
りある 千葉県市原市五井中央⻄２丁目１１－１４⾼橋ビル 0436227442
いぶしぎん　五井店 千葉県市原市五井中央⻄２丁目２－５ 0436211321
炭焼隠家だいにんぐいぶしぎん 千葉県市原市五井中央⻄２丁目２－５サンパークビル２Ｆ 0436263733 
串屋横丁五井駅前店 千葉県市原市五井中央⻄２丁目８－３１トキタビル 0436223541
ジュウジュー　五井駅東⼝店 千葉県市原市五井中央東２丁目１５―４ 0436226040
もっち亭 千葉県市原市⼭⽥橋１丁目６－８ 0436373001
カフェバーＫ姉崎本店 千葉県市原市姉崎⻄１丁目２－１６公昇ビル１階 0436617788
ジュウジュー　本店 千葉県市原市東五所８－１０ 0436435229
ジュウジュー　⼋幡店 千葉県市原市⼋幡１０５９－１４ 0436439494
串屋横丁　⼋幡宿駅前店 千葉県市原市⼋幡１０５９－４３セイコー 0436428661
炊き餃子・もつ鍋・串カツ　ふる川本店 千葉県市原市⼋幡１０５９－４４ 0436430094
つるや 千葉県袖ケ浦市蔵波１６－１ 0438385335
れいちゃん 千葉県袖ケ浦市福王台１丁目１１－２７ 0438717889
木更津の煖 千葉県木更津市大和２丁目１－１６木更津アドレス２階 0438977557
獅子丸 千葉県木更津市中央２丁目２－１ 0438223740
カフカ 千葉県木更津市東中央２丁目１０－１９台東ビル１階 0438386046
木更津商店 千葉県木更津市東中央２丁目２－２３ 0438404427
煖　君津店 千葉県君津市東坂⽥２丁目５－７島⽥君津ビル１Ｆ 0439545511
牛バルこじまや　門仲店 東京都江東区門前仲町２－２－２市川ビル１Ｆ 0358759863


