店舗等名

店舗等住所

味処會津次男坊

稲毛区小仲台2丁目11番6号メゾン小仲台1階

Aere Cafe

稲毛区弥生町1-33 総合学習支援センターC棟1階

赤門

稲毛区穴川3-102-7

穴川店

アジアン居酒屋えもや

稲毛区小仲台2-9-2 川村ビル101

あじ２

稲毛区長沼原町701

APOLLO

稲毛区稲毛東3-20-8 丸吉ビル4F

ありがとう西千葉店

稲毛区弥生町2-21STビル1階

and all cafe

稲毛区轟町5-2-1

AMBER

稲毛区園生町235-1

居酒屋

亀八

居酒屋

酒肴

本店

https://akamonanagawa.owst.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ001193083?vos=evhppxy0004
&pog=cr%28255580477363%29kw%28%E3%82%A8%E3%83

https://www.apollo-inage.com

http://www.ichirin.or.jp/

稲毛区天台5-24-7
稲毛区山王町67-2 セルブ山王B-105

Italian kitchen Vansan 稲毛店

稲毛区小仲台2-2-18

一里

稲毛区緑町1-21-2 IMI西千葉ビル102

いとん家

稲毛区稲毛東2-16-36 石井貸店舗2F

稲毛K'S DREAM

稲毛区稲毛東3-6-14 ARTBOX

稲毛長寿庵

稲毛区稲毛町5丁目503-2

稲毛ワイン酒場フラット

稲毛区小仲台6-2-4 大竹店舗1階

インド料理Ｖｉｃｋｙ天台本店

稲毛区天台2-1-35 北葉開発ビル1Ｆ

インドレストラン ガガル 園生町店

稲毛区園生町235-1

ヴァンドシュッド

稲毛区作草部1-3-3 高山ハイツ102

魚彩

稲毛区六方町48-1

二幸

御嘉家“

http://vansan-ltd.jp/vansan/vansan-inage/

https://ks-dream.com/

稲毛区稲毛東3-16-4

おすし・肴
お席

店舗等ホームページURL

なかね

稲毛区小仲台2-5-2 大越ビル2階

みきち

稲毛区緑町1-24-12

おそうざいカフェ on time

稲毛区小仲台6-5-12 メイソンウエクサD-101

お多福

稲毛区小仲台2-9-2 川村ビル105

https://otafukuweb.web.fc2.com/index.html

稲毛区稲毛東3-15-11 稲毛Kビル

https://yamato-f.jp/store/

稲毛区弥生町2番15号 西千葉浪花ビル1階

https://nishichibaplumeria.web.fc2.com/

海鮮居酒屋山傳丸

稲毛店

Cafe PLUMERIA

カフェ

プルメリア

カラオケ居酒屋びりーぶ

稲毛区小仲台2-6-1 京成ビル2階

韓国食堂

稲毛区弥生町4-1 清水ビル2階

明

元祖もつ焼きせんとり

稲毛区天台5-8-5

喫茶スナック夢

稲毛区天台5-8-18

牛角

稲毛区園生町237-7

宮野木店

京のお野菜＆お粉乃美焼き
㈱大将軍

くいどん

長沼原店

串揚げ×うまいもん酒場
串カツ田中 稲毛店

茄な

Kダイニング

稲毛区稲毛東3-16-4 スプリングスクエア2F
稲毛区長沼原町671

https://www.kuidon.com

稲毛区小仲台7-27-2 富澤ビル102

https://www.instagram.com/k__dining/?r=nametag

稲毛区小仲台2-4-8

https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/inage

串串

稲毛区稲毛東3-9-12

串や幸のとり

稲毛区園生町390-134 松戸貸店舗A

クチーナ

イタリアーナ

ディンミ

Kuhio Lani

稲毛区小仲台2-8-14 サンブールC.B小仲台2F

https://dimmi.gorp.jp/

くら寿司

稲毛区小仲台2-8-14 サンブール小仲台4Ｆ
千葉長沼店

健康バイキング

八葉

稲毛店

稲毛区長沼町307-1-2

https://www.kurasushi.co.jp/

稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛内

https://nilax.jp/brand/hachiyou/store/277.html

好再来

稲毛区長沼町239-21

神戸屋キッチンペリエ稲毛店

稲毛区稲毛東3-19-11 ペリエ稲毛フードスクエア

https://www.kobeyarestaurant.co.jp

珈琲とワインのある暮らし25

稲毛区黒砂1-14-6 山政ビル101

https://www.vingt-cinq25.com/

ココス千葉稲毛店

稲毛区小仲台2-2-9

https://www.cocos-jpn.co.jp/

ごはん処

稲毛区小仲台2-9-10 サクセスビル1階

じんべえ

cobukecoffee

稲毛区小深町79-2

駒鼠亭

稲毛区小仲台2-10-19 メゾンドリーフ1F

酒蔵甲斐

稲毛区小仲台2-10-19 メゾンド・リーク103号

魚菜蔵

稲毛区稲毛東3-16-4 スプリングスクエア2階

酒場うさぎ

稲毛区稲毛東2-4-1

作草部

稲毛区作草部1-11-7

長寿庵

産直鮮魚貝類卸

魚七鮮魚店

稲毛直売所

稲毛区小仲台2-4-11 川島東ビルB1

シアムハウス

稲毛区小仲台7-20-1 第二ｓｋビル2ｆ

静葉

稲毛区園生町1306-3

自然食 じねん

稲毛区轟町1-7-25 ラフォンテ1階

しばいぬ酒場

稲毛区稲毛東2-16-38

https://www.yousin.jp/shop/inage.html

しゃぶしゃぶ温野菜

稲毛山王店

稲毛区山王町307-1

https://www.onyasai.com/

しゃぶしゃぶ温野菜

宮野木店

稲毛区園生町237-7

https://www.onyasai.com/

シャポードパイユ

稲毛区緑町1-21-3 片山第1ビル1階

https://www.chapeau-de-paille.jp/

旬彩家

稲毛区稲毛東3-3-2

楽食

食事処 はしやま

稲毛区天台5-1-10

信州そば信濃

稲毛区稲毛東3-16-4 スプリングスクエア1F

稲毛西口店

スエヒロ館稲毛山王店

稲毛区山王町291-9

鮨亭 こやま

稲毛区黒砂1-14-5

寿し政

稲毛区宮野木町1722-38

炭火やきとり

さくら

稲毛駅前店

稲毛区小仲台2-4-11 川島東ビル2階

炭火焼鳥繁

稲毛区稲毛東3-10-9

炭焼家串じまん

稲毛区稲毛東3-14-8 SJビル3階

slow food MAHOROBA

稲毛区緑町1-28-2

せんとり

稲毛区天台5-24-15

そば処 山水

稲毛区山王町410-1

㈱大将軍

稲毛区園生町170-1

稲毛園生店

https://www.daisyogun.com

大新楼

稲毛区天台5-1-8

ダイニング ＢＡＧＯＯＳ

稲毛区穴川2-4-4ﾘﾌﾞﾌｧｰﾑANAGAWA1F

竹千代

稲毛区小深町78-1

食ん菜

tabensai

タリーズコーヒー

稲毛区小仲台2-10-14 シノハラビル2０1
ペリエ稲毛コムスクエア店

稲毛区稲毛東3-19-11

中華一元

稲毛区緑町1-25-8

中華創房希林

稲毛区緑町2-14-3 緑マンション101

中華龍之介

稲毛区作草部2-4-33

中華料理

稲毛区天台5-5-9

大井楼

中国料理北京亭

稲毛区弥生町2-17 NMヒルズヤヨイ1F

中華料理

稲毛区緑町1-6-7 西郡ビル1F

忠助

六福苑

稲毛店

稲毛区稲毛東3-14-7 斎藤ビル1階

Tea Party

稲毛区作草部1-10-7

東京高田株式会社

稲毛区弥生町2-20 サンエム西千葉1階

トライアングル

稲毛区作草部2-2-41

鶏三

稲毛区稲毛東3-16-28

鳥美

稲毛区稲毛東3-16-12

ナツハル

稲毛区小仲台2-5-13

なべ忠

稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛203

生ラムジンギスカンなんまん稲毛店

栄和

稲毛区小仲台5-4-10

日本料理丸新

稲毛区園生町235-1

NENEcafe

稲毛区小仲台7-16-5 サンライフビル102

Bar＆Grillじゃむ

稲毛区緑町1-21-5

BAR M.stora

稲毛区緑町1-8-16 緑町中央ビル202

bar pause

稲毛区緑町1-24-12

Bar Moon tear's

稲毛区小仲台6-1-2 佐藤不動産ビル3階

パスタハウスプリモ

稲毛区小仲台2-7-12 市原ビル1階

華（はな）

稲毛区小仲台2丁目9番1号

Hanako食堂

稲毛区稲毛東3-16-28

はなの舞

稲毛区小仲台2-2-9 花光ビル3F

稲毛駅前店

http://ryunosuke50.jimdo.com/

https://hananomaiofficial.com/shop/inageekimae/?utm_source=google_map&

花拍子

稲毛区小仲台6-14-6 高田ビル1階

http://www.hanabyoushi.com

はなまるうどん千葉山王町店

稲毛区山王町339-1

https://www.hanamaruudon.com/

花まんま

稲毛区穴川3-11-22

https://www.olivehouse.org

はま寿司

千葉山王町店

稲毛区山王町292番4

Bar Aqui

稲毛区稲毛東2-16-32 稲毛FCビル地下1階

はん歩

稲毛区緑町1-21-2ＩＭＩ西千葉ビル101

びっくりドンキー 穴川 店

稲毛区穴川町383-1

ファーマーズキッチン千葉

稲毛区長沼原町731-17フレスポ稲毛内

https://baraqui.owst.no/

→https://baraqui.owst.jp/

は？

https://www.bikkuri-donkey.com/

で

FOODBAR Grand Line

稲毛区小仲台7-9-2

https://foodbargrandline.owst.jp/

不二家レストラン

稲毛区作草部1-17-15

https://www.fujiya-fs.com/

千葉作草部店

フルハウス

稲毛区小仲台2-6-1 京成ビル2階

文六

稲毛区稲毛台町17-1 斉藤ハイツ一階

Babe

稲毛区小仲台2-9-10 サクセスビル103

ベジとる

稲毛区緑町1-25-11 コーポ立花101

ホールインワン

稲毛区六方町36-1

北海道ラーメンひむろ稲毛店

稲毛区小仲台2-5-13

ホルモン闇番長

稲毛店

稲毛区小仲台6-18-1

1６号穴川店

稲毛区園生町372-1

マクドナルド

マクドナルド長沼ワンズモール店

稲毛区長沼町330-50

マゼンタース

稲毛区園生町420-1

Mio preferito

稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス104号

みんなの居酒屋ありがとう

稲毛店

https://peraichi.com/landing_pages/view/vegitoru

http://sple.jp/

https://map.mcdonalds.co.jp/map/12607

稲毛区小仲台2-8-21 エンジョイ36 1階

http://sunmurphy.co.jp/company/

召しませ！闇市酒場

稲毛区小仲台2-9-2 川村ビルB棟102

https://tabelog.com/chiba/A1201/A120104/12038808/

Memphis

稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛2F

https://www.bar-memphis.com

焼き鳥ぴのきお

稲毛区長沼町259-16

焼肉牡丹峰

稲毛区小仲台6-15-6

泰庵

稲毛区作草部1-9-14

有限会社シバ

稲毛区稲毛東3-19-15 mfビル1階

ラーメンガキ大将穴川店

稲毛区穴川3-11-18

らあめん花月嵐

稲毛区山王町312-3

稲毛山王町店

ラーメンつち家

稲毛区園生町569-1

ラーメン虎ノ穴

稲毛区小仲台7-16-6-106 サンライフ

リンガーハット

稲毛オーツーパーク店

稲毛区園生町380-1

リンガーハット

ワンズモール店

稲毛区長沼町330番50

レストランバーデン・バーデン

稲毛区小仲台7丁目27番1号

REDONDO BEACH GRAND CENTRAL MARKET

稲毛区小仲台2-2-2 エヌズクアトロ3B

Les Bien

稲毛区稲毛東2-16-36

株式会社RenK'ｚ

StudioJuN

https://curry0shiba.wordpress.com

https://www.redond-beach-gcn.com

稲毛区萩台町485

鹿鳴春

稲毛区稲毛東3-14-12

https://rokumeishun.wixsite.com/mysite

ろばた焼和処居

稲毛区緑町1-16-10

http://www.izakaya-wasshoi.com/wp/

Wine Stand Pedro

稲毛区緑町1-22-10

和食レストランとんでん

和創旬彩くうひな

園生店

稲毛区園生町835-1

稲毛区稲毛東3-8-13 丸十海浜不動産ビル地下1階

https://www.tonden.co.jp/shop/sonnou/

