
千葉市つくたべ推進店　登録店舗一覧  2022年1月末現在

種別 店舗名 所在地 電話番号 ＵＲＬ

飲食店 アマンダンセイル 中央区中央港1-28-2 043-203-3339 http://restaurant.novarese.jp

飲食店 オークラ千葉ホテル 中央区中央港1-13-3 043-248-1423 http://www.okura-chiba.com

飲食店 dining&bar Lantern 中央区新田町11-12　松長ビル１Ｆ 043-238-8815 https://www.hotpepper.jp/strJ000064275

飲食店 ＥＳＴ！ＰＲＯＳＳＩＭＯ 中央区新町22-3 043-248-7010 http://est-prossimo.com

飲食店 らーめん鷹の羽 中央区富士見2-9-13 ＷＴＣ千葉富士見ビル１Ｆ 043-227-5505 https://www.masamune-chiba.jp

飲食店 鉄板焼きグリル美彩や 中央区中央２-7-2　大島ビル1F 043-202-3900 http://bisaiya.com

飲食店 JFEみやざき倶楽部 中央区宮崎1-15　 043-268-6800 http://www.miyazakiclub.com

飲食店 タンジョウファームキッチン 花見川区大日町1399-2 043-239-7166 https://www.tanjofarm.net

飲食店 レストラン澪 若葉区下田町971（下田農業ふれあい館内） 043-237-8011 https://shimodafreai.com

飲食店 わたしの田舎　谷当工房 若葉区谷当町70 043-239-0645 http://satoyamaasobi.com

飲食店 蕎麦御休息処　しらい庵 若葉区川井町238 043-497-4334 http://localplace.jp/t100303895

飲食店 千葉つくたべキッチン 美浜区美浜１（ZOZOマリンスタジアム内） 非公開 https://www.marines.co.jp/gourmet/stadium/j.html

飲食店 今日和幕張ベイタウン店 美浜区打瀬2-14パティオス11番街5番 043-211-5055 http://www.repco.co.jp/restaurants/ko_b.htm

飲食店
THE SURF OCEAN TERRACE

RESTAURANT
美浜区磯辺2-8-3 稲毛海浜公園内 043-279-4155 http://www.the-surf.jp

飲食店 家系ラーメン王道いしい 中央区村田町893-116 043-312-3704 http://www.oudouya.com/ishii.html

飲食店 エスト！バンビーノ 中央区新町1001　ジュンヌモール１階 043-307-3650 https://www.junnu.jp/shop/shop_detail.html?shop_id=64

飲食店 蕎麦処　こだか 中央区新町21-1　べラジオⅡ　1階 043-441-5110 http://www.chibacity-ta.or.jp/spots/sobadokoro_kodaka

飲食店 RESTAURANT MEGUMI 緑区あすみが丘東2-20-3 043-308-3622 https://bon-megumi.com/

飲食店 アルポンテ・ドゥエ 中央区新千葉1-4-2　ウェストリオ2　2階 043-307-6133 https://www.instagram.com/alponte_due/?hl=ja

飲食店 炭火焼　寿 中央区千葉港7-1　ホテルニューツカモト地下1階 043-241-8166 https://kotobuki-chibaminato.gorp.jp/

飲食店 麺屋　ことぶき 中央区中央1-2-11 043-301-4870 https://kotobuki-chibaminato.gorp.jp/

飲食店 昭和の森フォレストビレッジ 緑区小食土町955 043-2941850 http://forestvillage.jp/

飲食店 small　ｐｌａｎｅｔ 千葉市美浜区高浜7丁目2番 080-3541-7187 https://sunsetbeachpark.jp/smallplanet/

飲食店 野-ｉｎａｃａｙａ- 千葉市若葉区野呂町1583-187 0120-42-8422 https://www.instagram.com/07_inacaya/

飲食店 ベジとる 稲毛区緑町1-25-11コーポ立101 043-1065-2606 https://peraichi.com/landing_pages/view/vegitoru/

飲食店 Raver's Cafe 緑区平山町1253-3 043-266-3379 https://ja-jp.facebook.com/Ravers-Cafe-578865558850929/

飲食店 トケバル 緑区あすみが丘東1-20-1 043-312-4111 https://glaros.co.jp/

小売店 長塚青果そごう千葉店
中央区新町1000

そごう千葉店地下1階
043-245-3492 http://www.nagatsukaseika.jp/sogo.htm

小売店 農家の家　せんのや 中央区新千葉1－1－1 043-239-7676 http://www.perie.co.jp/chiba/floorguide/detail/?id=648

小売店 フルーツすぎうら 中央区中央２－９－３ 043-222-1220 https://www.fruits-0141-f-sugiura.com/

小売店 まるふじ 中央区都町1253－３ 043-256-7701 https://www.instagram.com/ma_ru_fu_ji/

小売店 COCO*Bread
中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館7階

キッチンカーでの販売等
090-5821-7732 https://www.facebook.com/COCOBread-115019027022465/

食品製造販売 シマダエッグ（コッコきみまろ） 若葉区加曽利町1800－40 043-235-1603 http://www.shimadaegg.co.jp/store/egg/

食品製造販売 千代田漬物株式会社 美浜区高浜2－2－1　 043-248-3336 https://www.chiyotsuke.co.jp/

食品製造販売 御菓子司　麻布　菊園 若葉区若松町360－24 043-231-6866 http://kikuzono.com/

食品製造販売 マルハチ　本社　直売所 緑区誉田町2－11 043-291-0069 http://www.08-08.co.jp/

食品製造販売 おからマフィン専門店Ｍaｃｏ 非公開 非公開 http://macomuffin.net/

食品製造販売 アラペサ
若葉区谷当町1080-1

販売所：若葉区小倉町８７１（しょいかーご千葉店内）
080-4879-3100 https://www.instagram.com/allapesa/

食品製造販売 フルーツブーケ専門店Plaisir(プレジール） 中央区春日2-10-8ラペール春日２Ｆ 043-306-1950 https://fruit-bouquets.com/

農産物直売所 株式会社高梨農園 若葉区大宮町2104 043-228-2488 http://takanashi-nouen.co.jp

農産物直売所
JA千葉みらい　農産物直売所

しょいか～ご千葉店
若葉区小倉町871 043-231-1831 http://syoicargo.jp/chiba

農産物直売所 千葉市園芸協会直売所 若葉区古泉町537（千葉市農政センター内） 043-228-5764 http://cbc-engei.or.jp

農産物直売所 しもだ農産物直売所 若葉区下田町９７１ （下田農業ふれあい館内） 043-237-8011 https://shimodafreai.com

農産物直売所 富田町管理運営組合直売所 若葉区富田町711-1 （富田さとにわ耕園内） 043-226-0022 http://www.tomita-kan.jp

農産物直売所 おなりミルク工房 若葉区富田町1033-1　 043-228-5221 https://satomono.jp/market/12104/12555/

流通サービス 株式会社ファーム・サポート 美浜区高浜2-2-1（千葉市地方卸売市場内） 043-248-3666 http://www.sanhide.com

流通サービス 布施青果店 千葉市美浜区高浜2－2－1　千葉市地方卸売市場関連棟 043-243-5550

流通サービス ファームサポート千葉合同会社 緑区土気町1396-2 080-6682-7760 http://farmcafe.xii.jp/

流通サービス やさいバス株式会社 静岡県牧之原市布引原1076-2 0548-27-1035 https://vegibus.com/
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