店舗等名

店舗等住所

店舗等ホームページURL

赤門

小倉台店

若葉区小倉台3-4-1

https://akamonoguradai.owst.jp/

赤門

都賀店

若葉区都賀4-2-5

https://akamontsuga.owst.jp/

赤門

東千葉店

若葉区東寺山町925-3

https://akamonhigashichiba.owst.jp/

若葉区西都賀3-19-8

http://www.amaton.co.jp

甘豚
居酒屋

味彩

若葉区西都賀3-3-20 食いしん坊ビルB101

居酒屋きんちゃん

若葉区みつわ台2-4-11

居酒屋なの花

若葉区桜木6-19-42

イタリア食堂ドルチェヴィータ

若葉区小倉町891-7

Italian Bar MARIO

若葉区東寺山町581-4 VIPイーストピア1階

一幸

若葉区貝塚町1043-1

都賀店

https://www.ichiko-susi.com/

一丁目一番地JR都賀駅前店

若葉区都賀3-3-1

一丁目一番地JR都賀駅前店2号店

若葉区都賀3-3-1

いっぱい飲み屋八蔵

若葉区都賀1-19-13 都賀グリーンハイツ106

野-inacaya-

若葉区野呂町1583-187

インド料理Ｖｉｃｋｙ若松町店

若葉区若松町856-24 1Ｆ

インド料理ガネーシャ

若葉区千城台北1-23-1

https://www.hotpepper.jp/strJ001215024

若葉区都賀3-24-8 都賀プラザビル2階

https://galleryoasis.jimdosite.com/

㈱ヴィタポート

バザール・ヴィタ

アシス
魚河岸バル

HAYASHIDA

エン

ギャラリーオ

若葉区西都賀3-9-2 小山ビル101
若葉区小倉台3-3-6

オールウェイズ

みつわ台店

若葉区みつわ台５丁目36番18号 カネフクハイツ1号館101号

お好み焼きじゃんけん坂月店

若葉区坂月町213-7

お座敷ダイニングカフェ醍醐

若葉区桜木北3丁目16-4

お食事呑み処

若葉区小倉台6-1159-18

ごっちゃん

温菜創彩ダイニングＳｈｕｎ

若葉区都賀3-33-2

海鮮居食屋魚木戸

若葉区千城台東3-6-6

凱旋門

若葉区高品町1586-3

https://tabelog.com/chiba/A1201/A120105/12020554/

若葉区みつわ台4-1-3

http://cowbell-net.com/

高品店

カウベル

みつわ台店

ガジュマル

若葉区西都賀4-1-6

カフェ竹富島

若葉区千城台北1-1-16

カフェはぴはぴ

若葉区源町280

カフェ円居

若葉区小倉町863-3

株式会社

若葉区みつわ台2-38-5

丸藤

かぼちゃハウス千葉店

若葉区佐和町323

からあげ光苑

若葉区都賀3-21-9 BKハイツ1F-B

都賀店

ガレージ

若葉区西都賀1-20-5 サンハイツ都賀北102

生そば

若葉区若松町2124 ニュー第一コーポ1階

喜八寿し

ことぶき

若葉区千城台東4-2-9

http://www.mars.dti.ne.jp/~rasta/chiba/restauran.htm

㈱大将軍

くいどん

若松店

若葉区若松町2157-1

串屋たん吉

若葉区千城台北1-29-9 みさき屋プラスパビル１Ｆ

クリスタルヒーリングカフェ

若葉区西都賀3-2-3 ingビル1階

グリル＆キッチン

若葉区桜木4-16-46

ＴＡＮＴＯ

㈲ケンズワールド

若葉区若松町2133-2

小粋処

若葉区西都賀3-20-6

家族

https://chezken.co.jp/

珈琲ニューペンギン

若葉区西都賀3-5-1 地商第8ビル2階

ココス千葉小倉町店

若葉区小倉町531-1

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

ココス千葉貝塚店

若葉区貝塚町2034-7

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

Cotecafe

若葉区高品町250-1

https://cotecafe.jp

ことこと

若葉区千城台南4-5-4 カトレヤハイツ業務棟1階101号室

kope

若葉区都賀3-26-8

コメダ珈琲店

千葉東寺山店

若葉区東寺山町882-1

サウンドスペース庵談亭

若葉区都賀2-22-8 壹鵠館1F

サバンナカフェ

若葉区源町280番地

旬彩蕎麦処

若葉区大宮台7-7-10

旬鮮和酒

亥庵
暖笑

https://hale-kope.com/

https://andantei.wixsite.com/andantei01

https://www.syunsai-iori.net/

若葉区貝塚町1108-16

スエヒロ館小倉台店

若葉区小倉町762

末廣寿司

若葉区小倉台2-13-6

すし銚子丸桜木店

若葉区桜木北1-2-3

http://www.choushimaru.co.jp/

すし銚子丸東寺山店

若葉区東寺山町931-1

http://www.choushimaru.co.jp/

鮨処久兵衛

若葉区大宮町4089-5

すしめん処大京御成店

若葉区小倉町1808-4

スナックきなこ

若葉区西都賀3-10-20

SPORTS BAR Emirates

若葉区西都賀3-5-21-2F

セントエルモス

若葉区加曽利町1558-1

千成寿司

若葉区桜木北3‐19‐3

https://www.sennari-sushi1973.com/

若葉区北谷津町110-2

https://www.hotpepper.jp/strJ000187146/

そば吉左右

更科

そば酒膳あづみ野

西都賀店

若葉区都賀3-22-3

大衆割烹

若葉区桜木4丁目11番1号

大豊すし

https://search.dartslive.com/jp/shop/47d2ac09999301740d
9b047a20a7ba1e

若葉区西都賀3-1-8 ハックベリー都賀1F

そば処長岡屋都賀店
橘

https://www.dfs.co.jp/

若葉区高品町1585-1 高品ハウジングビル1階

タイレストラン

クワコンムアン

若葉区西都賀３－２－４

武井寿司千城台店

若葉区千城台北1-26-13

千葉家

若葉区みつわ台4-17-22

茶居銘

若葉区西都賀3-17-1

中華ラーメン加曽利屋

若葉区加曽利町412-24

中華料理

若葉区都賀3-5-10 森田ビル１F

鴻福居

http://www.shhk.co.jp/

https://koufukukyo.owst.jp/

中華料理

昇龍

若葉区加曽利町937-5

中華料理

王朝

若葉区貝塚2-1-8

中華料理

味鮮楼

若葉区みつわ台3-14-21

中国小麦粉料理専門店
中国料理

恵泉

天新

若葉区都賀3-24-8 都賀プラザビル1階

https://keisen.jimdosite.com/

若葉区千城台東4-3-1

中国料理福龍飯店

若葉区若松町359番地8

手打そば

若葉区若松町531-611

もみじ

どっこい笑

若葉区西都賀3-5-21 内山ビル1階

TRATTORIA

ALBERO

若葉区東寺山町345-4

奈於伊珈琲店

若葉区小倉台3-2-5-102

日本料理

若葉区大宮町2192-１

和か葉

ねこmanma

http://trattoria-albero.wixsite.com/mysite

https://www.n-wakaba.jp

呑み食い処

若葉区西都賀3-5-1 地商第8ビル107
ちゃんこ番

若三梅

浜寿司

若葉区千城台東2-36-7 福島アパート101
若葉区大宮台1-12-9

はま寿司

千葉小倉町店

若葉区小倉町867-3

浜焼太郎

西都賀店

若葉区西都賀3-2-9

東富士

若葉区都賀3-31-15

ビストロBON2

若葉区みつわ台4-3-10 2階

びっくりドンキー千葉若松店

若葉区若松町2093-1

Ｈｉｔｏｔｏｋｉノ隠家

若葉区都賀4-9-8

ボウボウラーメンかそり店

若葉区加曽利町1680-1

ＨｏＢｏｃａｆｅ

若葉区西都賀3-1-10 布施ビル1階

マクドナルド

５１号若松町店

若葉区若松町2125-1

マクドナルド

都賀駅前店

若葉区都賀3-2-5

マスタッシュコーヒー

若葉区都賀の台2-22-10

mr.kanso ×

若葉区貝塚2-2-3

ITSUMO

三船鮨

若葉区西都賀3-20-17

むらさき野

若葉区都賀4-9-2

森のおみせやさん

若葉区源町280

森のレストラン

若葉区源町280番地

焼鳥&日本ワイン眞真

若葉区西都賀3-1-10

やきとり

若葉区千城台西2-2-6

焼鳥

じょなさん

みっちゃん

やぶ久
優雅亭

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

https://snack-bar-3042.business.site/

若葉区みつわ台4-16-2
若葉区桜木1-5-12

盛山

本店

若葉区加曽利町1751-1

http://u-seizan.net/

有限会社ケンズワールド

若葉区愛生町20-6

https://chezken.co.jp/

ラーメン神月

若葉区坂月町287

坂月町店

ラーメンハウス江北

若葉区西都賀3-18-1

ラ・クッチーナ

ハナ

若葉区若松町1-1

蘭州牛肉麺

若葉区東寺山町934-1

ResortCafe Fa,Bene

若葉区殿台町419-1

リヨンsuda CORE

若葉区小倉町783-1

レストランデニーズ千葉桜木町店

若葉区桜木北1-2-1

レストランデニーズ千葉みつわ台

若葉区みつわ台2-13-1

レストラン

若葉区小倉町1754-9

ペリカン

レッドロブスタージャパンみつわ台店

若葉区殿台町430-4

Yショップ若葉

若葉区北大宮台29-10

和加奈寿し

若葉区小倉台4-20-24

http://www.redlobster.jp

和食レストランとんでん

東寺山店

若葉区東寺山町422-1

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

和食レストランとんでん

若松店

若葉区若松町2128-1

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

