
店名 住所 電話番号
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
まるから　千葉中央店 千葉県千葉市中央区新宿２－１１－１藤や観光ビル１Ｆ 0432422421
ＲＩＸʼＳ　ＣＡＦＥ 千葉県千葉市中央区新宿２丁目２－５１藤ビル１Ｆ 0434413691
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
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
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
おでんでんでん千葉中央店 千葉県千葉市中央区中央２丁目２－５⼩澤ビル 0432158885
串焼き　雅 千葉県千葉市中央区中央３丁目１５－１三好野ビル１階 0438868660
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 0433076629
新羅 千葉県千葉市中央区中央３丁目８－１３ 0432268078
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
もんたま　本千葉店 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁目２２－２マルセイビル２階 0433055758
⻑だこハイボール酒場 千葉県千葉市中央区⻑洲１丁目２４－１ 0433065256
Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　オレンジ 千葉県千葉市中央区登⼾１丁目１３－２２ 0432054886
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
グランドミッキー 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目１４－４バーニングビル４階 0432228284
肉バルＹＡＭＡＴＯ千葉店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目１８－４ 0432011570
デスペラード 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２丁目１８ー１康伸ビル２Ｆ 0434413133
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
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
やまと　海浜幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8幕張メッセアミューズモール1階 0432713411
山傳丸　幕張店 千葉県千葉市美浜区び野1-8 0432991503
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
やまと　おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-37-2 0432933571
楽笑 千葉県千葉市稲⽑区稲⽑東２丁目４－６ 0432426622
山傳丸　稲⽑店 千葉県千葉市稲⽑区稲⽑東3-15-11 0432440739
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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 0434415238
めがね 千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷６丁目１６－２０ 0433756381
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１Ｆ0432746633
やまと　桜木町店 千葉県千葉市若葉区桜木北1-2-11 0432140072
一の酉　都賀店 千葉県千葉市若葉区⻄都賀３丁目９－３ 0432850039
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
ＢＡＲ　Ｔｅｚｕｋａ 千葉県柏市旭町１丁目４ー７タクビル１階 0471462284
ｅａｓｅ　 千葉県柏市⾼柳１丁目５－２１ 0471285072 
創作酒場　団 千葉県柏市今⾕上町６５－１１Ｆ 08094429494
兵六 千葉県柏市若柴１８４－１中央３１１街区かけだし横丁１８ 09023103843
中華そば　みやま 千葉県柏市松ケ崎５１７－３ 0471287566
ＡＬＰＨＡ 千葉県柏市泉町６－５７ヨコイビル２階 0471897271
翠琴 千葉県柏市東１丁目１－１５ウィステリアビル２階 0471623899
くすお　柏店 千葉県柏市柏１－６－１０桜屋ビル２Ｆ 0471571351
辛辛食堂柏店 千葉県柏市柏２－５－１４千代⽥プラザ１Ｆ 0471667226
バー　プラット 千葉県柏市柏２丁目８－５山本ビル 0471624862
イタリ庵　 千葉県柏市柏３丁目１－７池島ビル１階 0471669333
アンナベルズ 千葉県柏市柏３丁目３－１９ 0471640865
みけねこや 千葉県柏市柏市柏３丁目１１－２４第⼆とまらいビル１Ｆ 0471051137
鳥おやじ 千葉県流山市おおたかの森南２丁目２７－４ 0471038087
⼆代目よかよか 千葉県流山市⻄初⽯３丁目１００－１９ 08065077983
たちばな 千葉県流山市⻄初⽯３丁目１０３－２ 0471285260
本格炭⽕焼き　とり竹 千葉県松⼾市⼩⾦原２丁目１４－１１ 0473437846
焼肉松林苑　本店 千葉県松⼾市松⼾新⽥１０９ 0473639812
松林苑　上本郷店 千葉県松⼾市上本郷２６４８－６サンコート上本郷１階 0473694129
Ｌｉｃｏ　Ｄｏｇｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ 千葉県松⼾市六⾼台４丁目１３４－３－１０３ 0473841735
⽉の坊　新浦安店 千葉県浦安市⼊船１丁目１－１アトレ新浦安２階 0473906898
新助アトレ新浦安店 千葉県浦安市⼊船１丁目４８－３アトレ新浦安１Ｆ 0473804900
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
ヴィクトリア 千葉県浦安市北栄１丁目１２－３３ステーションタワー浦安２０３号 0473148817



浦安マルシェ　えんじん 千葉県浦安市北栄１丁目１７－１６ＡＩビル浦安４階 0473905111
ＣＯＣＡ 千葉県鎌ケ⾕市道野辺本町１丁目２－３０鎌ヶ⾕ビル１階 0474420577
Ｓｔａｎｄｉｎｇ食堂　Ｆｕ－Ｋａ 千葉県市川市⾏徳駅前１丁目１０－１４ 0473182887
悠家 千葉県市川市⾏徳駅前１丁目１７－１８ 0473126943
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
お好み焼き　春光園 千葉県市川市市川１丁目２－５岡本ビル１階 0473269161
頂 千葉県市川市市川南１丁目１－８サンハイツ 07069496328
寅八 千葉県市川市⼤野町３丁目１２１棚屋ビル１階 0473398088
旨い隠れ家　喜む良 千葉県市川市南⾏徳１丁目１６－８ 0473574311
ＹＡＪＩＫＫＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 千葉県市川市南八幡１丁目１－１７ 0473292823
コリアンダイニング　テジテジ 千葉県市川市南八幡４丁目６－２１ 0473162910
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
カラオケ居酒屋１０４３ 千葉県船橋市海神４丁目２１－１ 09064825397
博多　なぎの木　ＤＩＮＩＮＧ 千葉県船橋市⻄習志野３丁目２５－１ 0474630005
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
囲食酒場　海⻲ 千葉県船橋市前原⻄２丁目３２－１０２Ｆ 0474770428
海鮮和食居酒屋　初垂れ 千葉県船橋市⼆和東６丁目１７－１７⼆和川上ビル２階 0474026822
うどん粉 千葉県船橋市本中山２丁目２２－１３プラザレジデンス中山２０３ 0473216970
海賊の台所　船橋店 千葉県船橋市本町１丁目５－１ネクスト船橋１階 0474200600
肉バルＹＡＭＡＴＯ船橋店 千葉県船橋市本町２丁目２４－４エミエール船橋１階 0474325050
ラーメンＢＡＲ９６３ 千葉県船橋市本町２丁目２７－２０ 0474989006
四季旬菜　ふくふく 千葉県船橋市本町２丁目２７－２１ 0474328341
ブルーカナリヤ 千葉県船橋市本町４丁目１６－３３山清ビル２階 0474255020
ブルーカナリヤセカンド　 千葉県船橋市本町４丁目１６－３５第４シンエイビル５階 0474225500
いづみ屋 千葉県船橋市本町４丁目３－２０モリウチビル 0474242448
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
コッチョ８３１ 千葉県船橋市本町４丁目４－４ 0474262202
ＢＡＲ　ＨＯＰ 千葉県船橋市本町５丁目６－１９コンパル３１ビル１Ｆ 0474605660
鳥汰 千葉県船橋市本町７丁目９－５ 0474091293
とれぴち漁幸 千葉県習志野市実籾４丁目１－９垣野コーポ１階 0474116134



笑い上⼾　肉若丸　津⽥沼本店 千葉県習志野市⾕津７丁目１０－３椎名ビル１階１号 0474115611
はません 千葉県佐倉市上座５２０－８ 0434620460
やまと　ユーカリが丘店 千葉県佐倉市上座664-1 0434617949
⾺刺しともつ鍋の店　恒 千葉県佐倉市上志津１６６９－６１ 0433767293
お好み焼もんじゃももたろう 千葉県四街道市四街道１丁目２－１チェリープラザ２階 0433120555
一の酉　四街道 千葉県四街道市四街道１丁目３－１３山一ビル 0434248803
饗庭 千葉県⽩井市冨⼠２７９－１９ 0474413171
ＡＭＰＥＲＳＡＮＤ 千葉県八千代市勝⽥台１丁目１－３６－３ 0474096563
Ｂａｒ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ 千葉県八千代市勝⽥台１丁目６－１２ 0474840080
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
Ｂａｒ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ 千葉県八千代市八千代台北１丁目１０－１９ＹＭビル１Ｆ 0474840080
シロマル千葉ニュータウン店 千葉県印⻄市中央北１丁目４６９アルカサール内 0474462510
やまと　成⽥店 千葉県成⽥市ウイング⼟屋24イオンモール成⽥1階 0476238208
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 0476238989
餃⼦と野菜串のアキラ 千葉県成⽥市花崎町７３６ 0476220081
ＹａｓａｉＳＴＹＬＥ 千葉県成⽥市花崎町７９８－１０センターホテル成⽥Ｒ５１号店 0476377215
まるから　成⽥店 千葉県成⽥市花崎町８１４－２３ 0476228070
拉薩　成⽥駅前店 千葉県成⽥市花崎町８１４－７４甑ビル２・３階 0476240422
⽉の家成⽥店 千葉県成⽥市花崎町８１６ 0476240887
⼤ちゃん 千葉県成⽥市花崎町８１６ 0476243610
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
ＭＥＥＭＯＯＢＯＯ 千葉県成⽥市花崎町８４２－２０１ 0476375700
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
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
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 
ＣＯＮＡ　五井店 千葉県市原市五井中央⻄２丁目７－１５ウルマ駅前ビル１階 0436372357
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
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



森永⾼滝カントリー株式会社 千葉県市原市市原市古敷⾕１９１９ 0436961266
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
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
旬魚と地酒　もんしち 千葉県茂原市⾼師８２５ 0475223915
薪窯ピッツァ＆グリル　ＨＡＣＨＩ 千葉県茂原市⾼師８２５ 0475253508
鉄板酒家　もんぱち　 千葉県茂原市⾼師８２８－１ 0475240293
串カツやまだ　木更津店 千葉県木更津市⼤和１丁目３－１４ 0438977588
房総魚男 千葉県木更津市⼤和１丁目３－２沖津ビル１階 0438384460
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
やまと　木更津店 千葉県木更津市中央3-9-8 0438252269
串よし　 千葉県木更津市東中央２丁目１０－１５タマビル１階 0438251024
開花屋 千葉県木更津市東中央２丁目２－１６ 0438252519
木更津商店 千葉県木更津市東中央２丁目２－２３ 0438404427
ｗａ－ｆｕ－ｙａ中中 千葉県木更津市⽂京５丁目１１－２１ 0438251414
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
チャップマン 千葉県君津市南⼦安４丁目１６－５ 0439558820
山傳丸　富浦店 千葉県南房総市富浦町深名505-1 0470204820
ばんごや本店 千葉県南房総市富浦町深名505-1 0470204817
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
やまと　君津店 千葉県君津市南⼦安6-21-2 0439575969
鮨やまと　館山店 千葉県館山市北条１３２１－１２ 0470232070
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
じゅん平　平井店 東京都江⼾川区平井４丁目１２－１７ 0336382660
山傳丸　篠崎店 東京都江⼾川区篠崎町7-12-21 0356641431
やまと　つくば店 茨城県つくば市館野6-1 0298637309


