店舗等名

店舗等住所

ART STER

中央区富士見1-13-3 進栄ビル7階

アゲイン

中央区富士見2-8-9 バーニングプラザ3階Ｂ号

Aria

中央区富士見1丁目10番5号 FTビル4階B

ALLURE

中央区新宿2-2-11新宿 ソシアルビル2FB

夜来香

中央区富士見2-21-10 シャインビル７階

居酒屋紫陽花

中央区栄町26-11 YKビル1階1-4

ヴィリア

中央区中央1-8-5 リージェントビル４階B号

aile

中央区栄町41-10 セントラルスクエアビル2階

aceエース

中央区栄町27-11 狸小路ビル4F

ETERNITY エタニティ

中央区富士見2-21-12 アッシュビル303

お洒落PUBダイヤ

花見川区幕張本郷1-3-11 一松ビル3F306号室

Girls Bar Flora

中央区富士見2丁目22番4号 UHビル 6階

香蝶

中央区富士見2-17-10 A1ビル3階A

かのん（花音）

中央区冨士見1-10-5 FTビル5FB

カラオケスナックさゆり

中央区弁天2-20-10

カラオケ茂枝

緑区誉田町2-645

花林冬

中央区富士見2-22-1 UHビル１F

Calm

中央区中央1丁目8-5 リージェントビル4F

キーレスト プチ

中央区中央3丁目17-2 ライオンビル202A号室

クラブ

中央区富士見２－２１－１２アッシュビル４０６

幸

クラブ飛鳥

中央区中央3-15-14 三好野ビル2階

club arbre

中央区富士見2-21-3 富士見STビル5F A店舗

club Will

中央区富士見2-21-3 STビル2階

CLUB Walt'D

中央区富士見2-21-10 シャインビル3 4階

club color

中央区中央3-4-10 千葉銀座ビル5階A号室

Club 花蓮

中央区富士見2-21-10 シャインビル5階

club クオーレ

中央区富士見1丁目13－8 TSKビル3Ｆ

CLUB GLACIA

中央区富士見2-18-10 富士見センタービル25FB

club CLAN

中央区栄町19-6 小沼ビル2階

CLUB Grace

中央区富士見2-16-12 北斗会館ビル地下１階

club GOD

中央区富士見2-17-12 シャインビル2 2F

クラブ

中央区富士見2-8-9 バーニングプラザ３階c室

琴

クラブジゲン

中央区富士見1-9-1 みゆきナインビル5階

クラブ

中央区富士見2-18-8 ＭＦ8ビル３階

駿

クラブセロサ

中央区栄町34番5号

club ティアラ

花見川区幕張本郷1-13-2 ニューよろづや第2ビルB1

店舗等ホームページURL

店舗等名

店舗等住所

club D's

中央区本千葉町1-11 千葉中央ビル2階B号

Club Duo

中央区富士2-23-6KANBLD3階A号室

倶楽部B IRD IE 2号店

中央区富士見2-21-3 富士見STビル3-A

CLUB 日高

中央区富士見 2-12-8 1F

club First

中央区富士見町2-23-6

Ｃｌｕｂ Fiｆｔｙ

four

中央区富士見1-10-2 藤や観光ビル２階

CLUB BongBong

中央区富士見2-19-4

クラブ

花見川区南花園2-1-6 朝日ビル2階

ミュシャ

クラブミラノ

中央区富士見2-21-8 都市綜研千葉駅前ビル3F

Club Lip

中央区富士見2-21-3 STビル5F

CLUB LuXss

中央区栄町34-7 宮間ビル4階

クラブ

中央区富士見1-10-4

ルパン

グランか・らん

中央区富士見2-14-6 lＨビル千葉中央２階

GRANDEUR

中央区栄町27-27 ロイヤルコーポ八番館102

grow

中央区富士見2-21-8 都市綜研千葉駅前ビル404

CLOVER HEART

中央区富士見2丁目13番3号アステージ7番館2階

幻想即興酒場

中央区中央4-13-32

草の戸

小熟女club CLEA

花見川区幕張本郷1-3-11 一松ビル206

秋桜

中央区富士見2丁目21番12号 アッシュビル306

connie

中央区中央3丁目4-10 千葉銀座ビル６階A号

Copain

中央区中央3-15-15 ケイティ第2ビル4F

彩花パート2

中央区中央3-4-10 銀座ビル5階

咲耶姫

中央区中央3-4-10 千葉銀座ビル２階

さくら

花見川区南花園2-7-9 小林ビル1階

櫻家

中央区富士見2-17-10 A1ビル2階

昭和の楽園

花見川区南花園2-7-9 小林ビル2階

スウィングさき

花見川区花園1-8-7 アステージビル弐番館1F

スターダスト

中央区富士見2-8-9 バーニングプラザ3階

ステップ

中央区富士見1-10-5FTビル6階C店舗

スナックVENUS

稲毛区稲毛東3-20-8 丸吉ビル1階

スナック海岸

美浜区稲毛海岸4-4-13 海風ハイツ１階

スナック喫茶
スナック

こぬか

ゴールド

店舗等ホームページURL

花見川区南花園2-5-18
中央区南町3-17-1-A

スナックTama

中央区中央2ー6ー3fcビル3階

スナック

ドール

花見川区千種町107-7

スナック

トンボ

中央区栄町16番6号

http://katoridog.com

店舗等名

店舗等住所

スナックPART2

中央区栄町36-7 IK BILL ANNEX 5F

スナックマハルキタ

中央区富士見2丁目21番8号 都市綜研千葉駅前ビル2階206号室

スナック美美

中央区登戸1ー12ー6

スナック

稲毛区稲毛3丁目5番12号 ユニオンピア稲毛1階

牛牛

スナック優華

稲毛区小仲台6丁目14-3 太田店舗2階

スナックゆりかご

中央区長洲1-24-1 エスカイア本千葉第1ビル209号

スナックラウンジ

Kei

店舗等ホームページURL

中央区富士見2-22-18 富士見センタービル6階

SPICA

中央区富士見2-21-1 第2東和商事ビル2階

瀬戸

稲毛区園生町849-10

Self Snack M's

中央区中央1-8-5 リージェントビル6階

空

中央区富士見 2丁目21番8号 都市綜研千葉駅前ビル 地下1階6号室

テンダー

中央区富士見2-23-6 ＫＡＮビルＢ1Ｆ

TOYPLUS

中央区院内1-6-9

Docchi

中央区富士見2-21-12 アッシュビル407

どん底

中央区要町15ー13 Ｍ＆R 1F

ナイトラウンジ槙

中央区富士見1-13-8

中井

中央区中央2-8-17 千葉中央第二ビル4階A号

NABI

中央区富士見1-10-3 SC若松ビル403

虹

中央区富士見1-10-5 FTビル4階

24ページ

中央区中央3-14-1

楡

中央区本千葉町5-1 狸小路ビル４階4C

NODAZI

中央区栄町22-15

BAR EN

中央区栄町22－15 ミヤビビル6F

http://bar.en-planning.co.jp/

Bar T'sLink

中央区中央1-8-5 リージェントビル6-A

https://t-s-link.com/

HIGH TREE

若葉区桜木北2-2-9

萩

中央区富士見2-16-16

はづき

中央区富士見2-15-9 Ａ＆ＦＬビル301号室

花むら

中央区院内1-19-21 視崇ビル2階

パブ

愛

中央区富士見2-18-10 MF8ビル3階

パブ

エンジェルハート

若葉区西都賀3-8-7 センチュリーKIビル3階

パブ

カン

中央区栄町27-27 ロイヤルコーポ八番館１階

パブきゃろる

若葉区都賀3-16-1 都賀リベルテビル101

pub

中央区富士見2-8-9バーニングプラザ2階C

垚（ギヨウ）

パブクラブ薫風

中央区富士見2-19-4パークスポット100-6Ｆ

パブ蝶々

中央区富士見2-18-10号 MF8ビル6階602号室

パブニューセシボン

中央区富士見町2-14-4 バーニングビルB1F

https://newcestsibon.therestaurant.jp

店舗等名
パブ

ノスタルジア

店舗等住所
中央区富士見2-21-8

pub Heart

中央区富士見2-21-18 REPROBUILDING 2F

ぱぶ林檎

中央区中央3丁目3番地9 MF9ビル2階

はや川

中央区富士見2-22-18 富士見センタービル５階

㈱春

若葉区西都賀4-16-11

パンクロ

中央区本千葉町5の1 狸小路ビル三階

パンダしょくどう

中央区港町3番1号第25 大協ビル103号室

ＰＥＡＣＨ

中央区富士見2-21-10 シャインビル三５階

＆

店舗等ホームページURL

ＰＥＡＣＨ

ビッグシェフ

美浜区高洲3-13-1 イオンマリンピア４F

㈲ヒトミコーポレーション

中央区新町15-5 JK大友ビル4階

ピロポセカンド

中央区中央1-8-5 リージェントビル2F

ピンクソーダ

中央区富士見2-23-6 Kanビル2F

ブッペ

中央区本千葉5-1-2C

プライム

中央区院内1-19-18丸加ビル102

ブルーソーダ

中央区富士見２丁目１４番８号 エヌズビル３ 地下１階

Plaisir

中央区中央2-6-3FCビル6F

プレミアム

中央区富士見2-22-18 富士見センタービル7F

ベビードール

中央区院内1-17-15 ビラアペックス1階

BOYS BAR aidole

中央区栄町22-15第7 YK11ビル202

https://www.host2.jp/shop/aidole/index_sp.html

BOYS BAR amuse

中央区富士見2-17-6 TAKASU2ビル

https://www.host2.jp/shop/amuse/index_sp.html

舞King

中央区中央1-8-5 リージェントビル8-D

魔女吏花

中央区生実町2506-10

マチルダ

中央区本千葉町5-1 狸小路ビル2階 2-E

マリンルージュ

中央区富士見1-6-2 富士見第二ビル２階

ミキ

中央区大森町260-71

みち

中央区本千葉町5-1 狸小路ビル2階2-A

ミックスバー ころん

中央区富士見町2-22 4UH 3階

miniclub KOZAKURA

中央区富士見1-10-5 FTビル6-B

MIYABI

中央区栄町22-15 第七YK11ビル201号

MUSIC BAR Mode

中央区富士見2-22-4 UHビル５階

メンバーズクラブ

プルクラ

中央区本千葉町5-7 地商ビル4階

モンパヴェ

稲毛区小仲台6-17-2信栄ビル201

Mont reve

中央区富士見1-10-3S・Cビル5階501号

友愛

中央区祐光2-11-9

ラウンジ グラシア

中央区富士見2-18-10 正輝ビル5階B室

ラウンジSai

中央区中央富士見2-8-6 アイケイビル5階

http://https://9309497651.amebaownd.com/

https://marine-rugue.com/

店舗等名

店舗等住所

ラウンジ彩花

中央区中央3-4-10 銀座ビル2階

ラウンジ栞

中央区富士見2-21-3 富士見ソシアルタウン５階Ｂ室

ラウンジ しま川

中央区本千葉町4-11 久本ビル2階

ラウンジ

中央区富士見2丁目21番12号

シンセゲ

ラウンジ夢子

中央区中央3-4-13 5F

Lounnge RODAN

中央区中央3-4-10 千葉銀座ビル２F-B

リアトリスラウンジ縁

中央区栄町22-13 ミヤビビル5階

ROUTE66

若葉区千城台西1-39-1 CUBE5 1-A

ルミエール

中央区中央1-8-5 リージェントビル4階-E号室

蓮華

中央区富士見2-22-4 UHビル4階

ローヌ

中央区中央3-15-3

ロマンス

中央区中央1-8-5 リージェントビル８c

店舗等ホームページURL
http://www.saika-Chiba.com

https://l.en-planning.co.jp

