
令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

OPEN OVEN 市川２－３０－２５ 

沖縄料理&泡盛なかゆくい 行徳駅前２－８－１５ 

ラ・テール 八幡３－４－１６アクス本八幡１０７号 

いちかわ藤 市川南１－１０－１ ザ タワーズウエスト １階 

居酒屋こい 南八幡３－７－１ 

たこいち ４－３４－６ 

居酒屋瑞穂 富浜２－１６－１ 

和ビストロ Edoya！江戸家 真間２－１７－１１ 

BigTreeCafe 八幡２－１４－１４土谷ビル２Ｆ 

福栄飯店 福栄１－２－１２ 

「ちょっと贅沢」神田ッ子 市川１－２－１２ ＫＭビル２階 

行徳ふれあい伝承館 お休み処 本行徳３７ー１３ 

炭の焼肉圭 八幡２－１２－５ １階 

珈琲館行徳店 行徳駅前２ー１６ー５グレイスコート１Ｆ 

喜多方 NO2 南八幡１－２２－８ 浅沼マンション１Ｂ 

一兆 東大和田１ー６ー９Ａ１０４ 

かずみ寿司 市川南３－１－１ 

鴉 八幡２－１５－１６川上ビル３階 

菊の家 欠真間２ー１９ー１９ 

札幌ラーメンえぞふじ 大洲１－３－９ 

カラオケ・パブ 月組 市川２－１－１２ 

she-tzu-fun 市川南１－１０－１タワーズウエスト１０６号 

酔いどれ本八幡店 八幡２－１３－１１ 

mille branches 南八幡１－１２－１ 

築地日本海 南行徳店 南行徳１－１８－１ レジデンスダイキ１階 

メルカート 八幡２－１６－１５ 

クレージーホース 市川１－７－３ 

https://tabelog.com/
http://www.yakiniku-kei.com/
https://hitosara.com/0003006302/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

まぐろのみやこ 北方町４－１８９０ 水嶋ビル１０２号 

とんかつ大谷 菅野４－１７－１６ 

炭火焼居酒屋 二番 大野町２ー２１８－３ 

海栗屋 市川 真間１－１０－１３ 

土曜カフェ 大和田４－１６－３ 

海栗屋 真間１－５－１６－２０１ 

シェ スギノ 南八幡３－８－１３ シャトーデザールクボタ １０４ 

プウホヌア 市川南３－３－２５ 白鳥ビル１階 

道産子 新田４－９－２１ゆたかコーポ 

ポポラマーマ市川店 市川南１－１－２ フロール市川１階 

cafe★レストランいつものところ 南八幡４－８－９ニューグリーンビル２０２ 

洋食レストラン停車場 八幡２－７－１１ 岡ビル 

重よし 市川南１－１０－１  タワーズウエスト１０１ 

自然の食卓 南大野２－２１－１６ 

きん三 国分１－２８－１９ 

小料理 あんなちゃん 新井２－１７－１１まりこ店舗１０１ 

鮨会館 林屋 真間２－１０－１１ 

潤の珈琲 湊新田１－６－１５ 

割烹わじま 末広２－１３－２０ 

OSTERIA REGALO 菅野３－３－１１黒松亭Ｉ－Ｂ 

Cafe Miele 南八幡３－８－１３シャトーデザール１０３ 

Mogu-Mogu Cafe 市川１－２３－２７ １０１ 

中華料理 瀧 中山４－１５－２ 

麺屋てつ 市川３－２７－２４ 田辺ビル１０１ 

旬鮮華なか家 行徳駅前３－１５－１２ 

Fooding bar aria 市川１－９－８ 上原ビル３Ｆ 

ココスイオン市川妙典店 妙典５－３－１イオン市川妙典１番街内 

http://www.good-maguro.jp/
https://r.gnavi.co.jp/438825cy0000/
https://pu-uhonua.jimdofree.com/
https://www.natural-table.com/
https://www.cafe-miele.com/
http://www.cocos-jpn.co.jp/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

ココス市川国分店 堀ノ内３－３１－１０ 

ココス市川曽谷店 曽谷２－２１－２４ 

トラットリアラ  エルバ 新田５－５－２７－１０１ 

ラーメンフランキー 八幡２－７－２１ 

有限会社 鯛寿し 原木３－６－１７－１０３ 

酒倶楽部ぶるーむ 市川南１－１－８－１１６ 

ラウンジ Le Legend 八幡２－１５－１７菊池愛甲共同ビル２０１ 

居酒屋ちあき 大和田４－１－２トーヨーマンション２号棟１０７号 

玄庵ながせ 東菅野１－６－３河田ビル 

萬来軒 国府台１－４－６ 

cafe&barYY 南八幡５－１－３グリーンターフ駅前２階 

ルミエール 大野町３－１２４－１７ 

焼肉レストラン光苑 大野町３－１２４－１７ 

たぬき 南八幡５－３－２ 

かん田 南大野１－１－１１ 

クランベリー 曽谷５－２－１５ 

たっちゃん家 行徳駅前２－１８－３ リムーブル堀木１０３ 

うらら 市川南１－１－２ 

尾張屋 市川１－４－１５ 

8 代葵珈琲 市川店 大野町４－２４６０－１ 

とんかつかつ万 若宮３－２３－１０ 

BAR teria Secret Base 市川南１－１－２山晃社ビル中二階 

re:Z 行徳駅前１－２７－２  加瀨ビル１３６ ４０３号室 

マルコ 行徳駅前４－１３－４－１０３ 

浜ゆう 市川１－１０－１０ラメールハイツⅡー１０１ 

チキンチャップス 南八幡３－６－１７旭ビル１０２ 

ワインバーフェリア 市川１－１２－１１ 

http://www.cocos-jpn.co.jp/
https://peraichi.com/landing_pages/view/ichikawabloom
http://www.u-owariya.jp/
http://www.ichikawa-wine.com/feria/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

バル マムート 新田４－１８－２０ 

肉の牛忠 市川ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ２Ｆ 

パブスナック碧い城 大野町３－１２７－２ 

PaPa の店 市川１－２－１７トキワビル１Ｆ 

職員食堂 
菅野５－１１－１３ 

東京歯科大学市川総合病院よなご食堂 

卵と私ニッケコルトンプラザ 
鬼高１ー１ー１ニッケコルトンプラザ２階 

レストランストリート 

洋麺屋市川ニッケコルトンプラザ 
鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ２階 

レストランストリート 

居酒屋まるのひと 行徳駅前４－６－９エーデルハイム１５５－１０２ 

hana  行徳駅前４－２２－３ 

joy 南八幡３－７－２０和楽荘１階 

蕎麦 本八幡 松栄庵 南八幡１－２４－９ 

中華麺工房 男爵 市川南１－１－１ザタワーズイースト１１４ 

旬のおごちどころ たまや 市川 市川１－９－１１ ２階 

珍来 南行徳店 南行徳１－１６－１６ １Ｆ 

いざかや炎丸 本八幡店 八幡２－１３－１９ 

いきなり！ステーキ 南行徳店 相之川４－１７－２ いきなりステーキ南行徳店 

カレーショップフジ 相之川４－１７－２ 

オーディダイナー 市川１－８－５アドビル２Ｆ 

どら 市川南１－６－２１ 

かつ壱番屋 相之川４－１７南行徳メトロセンター２番街 

かつ太郎 市川店 大野町４－２１７７－２ 

北京楼 鬼高１ー１ー１ コルトンプラザダイエー中二階 

クルール 市川３ー２７ー２０ライオンズステーションプラザ１０７ 

居酒屋 貴世 南行徳３－１３－１－１０６ 

行徳ビリヤニ・ハウス 行徳駅前３－７－１２アライテンポＤ 

やきとり串花 新田２－３１－２７ 

https://izakayaenmaru-motoyawata.com/
http://ikinaristeak.com/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

BAR CHOYZ 高谷１－５－１ 

うさぎや 南行徳３－１７－２１ 

まるみや 南八幡５－３－２０ 

韓国料理大龍 南八幡３－１２－８ 

こーひー ぶどうの実 東菅野３－３１－１１ 

CaffèNil 行徳駅前１－７－９アリエッタ１Ｆ 

魚料理 もつ鍋 山咲き 南八幡４－５－２０クローバービル１Ｆ 

ベトナム料理 ワン アン ホア セン 南八幡４－６－４ＹＭＫ本八幡２Ｆ 

海風 南行徳１－２２－８ 東ビル１５  ３Ｆ－Ｂ 

本八幡だんちょうてー 南八幡４－７－１２－Ｂ１０３ 

ビッグウッド ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ内２Ｆ 

焼肉ソウル 平田４－３－５ 

unjourcafé 八幡３－５－１ 本八幡キャピタルタワー１０２号室 

グランブッフェ市川ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザツムグテラス１階 

韓国家庭料理 ふるさと 菅野４－１８－２７ 

CAFE 105 東国分１－２８－７－１０５ 

銀座アスター市川店 鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ内 

ｃａｆｅぶらっと 須和田１－１７－６ 

cafe   orbit 市川南１－２－２１ 

橙子家 八幡３－１－１   １Ｆ プレスデント ビル１Ｆ 

肉バルスノーキー行徳店 行徳駅前２－２５－２５ １階 

炭火焼ステーキ黒牛 行徳駅前２－１３－１３ 

串じまん 南行徳店 相之川４－１８－１メトロセンター南行徳Ｃ棟ヨ号 

コーヒーコーナーＭ 市川４－７－５シャトー鴻之台 

はなの舞 妙典店 妙典４－２－１２ ｍ’ａｖ妙典内 

牛角ビュッフェ市川コルトンプラザ店 鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ内 

季節料理庭 相の川４ー１８ー１ メトロＣ棟 

http://choyz.info/
http://sakana-yamazaki.hungry.jp/
http://www.ginza-aster.co.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ001234444/amp/
https://hananomai-official.com/search/shopinfo/184
https://www.gyukaku-buffet.com/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

大戸屋 イオン市川妙典店 妙典４－４－１ ３番街１Ｆ 

コーヒーハウス クッキー 
市川３－２７－２０ 

ライオンズステーションプラザ国府台１０４ 

政八鮨 八幡２－１２－１０ 

BistroCache' 市川南２－１－３ １Ｆ 

とんき  相之川４－１７－２南行徳メトロセンター内 

旬彩パスタ パデラトゥーラ 鬼高１－１３－１３ 

鬼越溶岩焼 北方１－８－１５ 

ぼてぢゅう酒場 南行徳店 相之川４－１６東西線南行徳駅高架下Ａ棟イ号 

うなぎ前むら 南大野２ー２０ー４山室ハイツ１０２ 

海鮮料理 板場 南八幡４－３－３武蔵野ビル１Ｆ 

ガレージセール 二俣２－１３－２５ 

Ｂ’ＦＬＡＴＴ 相之川４－６－１７タウン愛美２Ｆ 

すし三崎丸 シャポー市川店 市川１ー１ー１  

洋膳酒房ビストロサンタ 行徳駅前２－１３－１５エスビル弐番館 

Ｈａｕｎｔ Ｂａｒ Ｗｉｓｈ 平田八幡２－１４－１１ 川上ビル １Ｆ Ａ号 

グリーングラス 中国分２－２１－５ 

G.CAFE 押切 ２０ー７ 

鞍馬 行徳駅前２－８－２０サントスビル２Ｆ 

UNCLESAM 行徳駅前２－８－２０サントスビル２Ｆ 

金家 東菅野１－６－５ 

木戸番～Cafe Lounge～ 南八幡３－７－１９大和ビル１Ｆ 

GOoD MOTHER  八幡３－７－２ｍｏｔｏ．８ １階 

居心伝本八幡店 南八幡４－３－３武蔵屋ビル２階 

銀杏の樹 八幡２ー１２ー６  

ザ モンキーダイナー 南八幡３－２３－２７ 

大門岡埜 真間２－２３－８ 

アンダンテ 南大野２－１－４ 

https://www.ootoya.com/
https://m.facebook.com/Bistro.Cache
http://ggdf300.gorp.jp/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://g-cafe81.com/
http://entertain-origin.com/kidoban.html


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

焼きとり市ばん 市川２－２９－２６ 

stand bar AJITO 南八幡５－２－２０ 

相撲茶屋 ちゃんこ 佐賀光 相之川４－２－１６－１０３ 

おとなのサンドウィッチ 福栄１－３－２１ 

美 南八幡３ー７ー１６ 

のり巻小町 曽谷３－４２－５ 

YAMA PIZZA 新田４－１８－２０ 

キッチンあまみ 市川南１－７－８宝ビル１Ｆ 

市川かっぱ 市川１－８－１Ｙ．Ｈドリーミング１０１ 

煉瓦亭 南行徳店 香取２－１２－１４ 

たこ焼・きまぐれ 田尻３－６－２８ 

麺屋亥龍 市川１－８－１３ １Ｆ 

ミタ 南八幡４－５－２０クローバービル２Ｆ 

黄金の華 ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ２階 

家庭酒屋 満都吉 本北方１－４４－２０三協マンション１号 

菊乃家 市川３－２７－２ 

日本料理 すずなり 市川１－８－５アドビル一階 

手づくし料理茶房よし坊 八幡２－１４－１４ 井沢ビル１Ｆ 

筑前屋本八幡店 南八幡３－６－１７旭ビル１階 

海鮮三崎港 本八幡店 八幡２ー１６ー１  

芙蓉亭 真間４－５－２ 

一五亭 八幡２－１４－５ 

わだちや 高石神２－１３ 

横浜ラーメン 壱鉄家 市川２－１－１２ＳＡＰ市川２－１０２ 

原木中山ラウンジれいわ 高谷１－５－７ 

居酒屋 元気太郎 八幡２－３－１５ ＭＳＫ市川ビル１Ｆ 

American Casual Cafe  国分４－３－１１ 

https://m.facebook.com/motoyawatastandbarajito/
https://otonanosand.com/
https://www.instagram.com/norimakikomachi0203/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://www.facebook.com/barakinakayamareiwa/
https://www.hotpepper.jp/strJ001219010/amp/
https://americancasualstor.wixsite.com/mysite
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〇店舗等名 〇店舗等所在地 

WOW 南八幡４－２－１５丸昌ビル１階 

ラ  マルジュ 市川南１－６－２１ 

幸楽苑中山店 北方町４ー１９５４番１ 

Cafe&Diner BAHAMA  国分１－４－２ 

ぶたけん。 南八幡５－８－５ ダイトウビル１Ｆ 

アジアンヒート 八幡２－１４－１２ 北口横丁ビル１－Ａ 

焼き菓子とコーヒーのお店ブローティッド 宮久保３－８－１５ 

izakaya 上喜源 八幡２－１６－２１ ウエストビル１Ｆ 

うえだ別館 八幡２－７－６ 

友楽 稲越町３０７番地 

らーめん風凛 大洲４－８－１１ 

もんじゅ 鬼高２－１２－３８大和田コーポ１０１ 

海鮮三崎港 ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ内 

和食波奈 ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザアウトモール 

川京 市川１－１８－１１ 

市川市アイ・リンク情報コーナー 市川南１－１０－１ ザ タワーズウエスト ４５階 

四季の食彩 さとう 東菅野１ー２ー８ ユノビル１Ｆ 

誠 香取２－８－２２ 

春光園 市川１－２－５乙生ビル１階 

もつ焼坊っちゃん 本八幡店 八幡２－５－２０ イーストビル芝田２Ｆ 

寅のすけ 八幡３－２０－４ パートナー八幡ビル１Ｆ 

BAR EAVES 市川１－４－２ ＴＺビル５階Ａ 

カラオケ＆居酒屋 Q-ZEN 曽谷２－３－２ 

酒処てまり 市川１－１４－８ 

ＳＨＩＧＥ 市川１－８－１１ 矢高ビル２階 

遊々亭 湊５－２室橋マンション１Ｆ 

鉄板清水 市川１－１３－１６ 

https://www.facebook.com/lamarge2006/
https://cafediner-bahama.business.site/
https://r.gnavi.co.jp/evdah2en0000/
https://r.gnavi.co.jp/a561600
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco04/1111000076.html
https://www.hotpepper.jp/strJ001226586/
http://eaves.o.oo7.jp/
https://r.gnavi.co.jp/b692500/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

首都高速道路 市川休憩所 高浜町１１番地 

bars bar ２－６－１８第三本八幡ダイヤモンドマンションＢ１Ｆ 

鶏笑市川店 行徳駅前１－９－５ 

日本そば  長寿庵 宮久保１－７－１７ 

ヴェネチア酒場 八幡２－１５－１７愛甲菊地ビル１０１ 

市川ワイン食堂 Dish cussu 市川南３－１－１アプロード市川１１２号 

エスニックダイニング ree'sbar せかんど 鬼高２－１０－７ 

base de carin 市川３－２－１８ 

千葉ットリア Sorriso 行徳駅前３－１５－１ ルファールホリキ１Ｆ 

珈琲倶樂部 市川１－１６－２６ 

はなの舞 本八幡南口店 南八幡４－１－７本八幡駅南ビルｂ１ｆ 

RIN CAFE 大野町２－５６４－６ 

食楽酒宴なごみ亭 若宮３ー５３－２７ 

えびふ 行徳駅前１－２０－１２ 店舗１０１ 

かれん 八幡２－１４－１２ 

やきとり とり一 行徳駅前２ー２６ー１８タカシンビル１Ｆ 

げんこつからあげカズロック 稲越町２９５－３ 石井宅 

カフェミント 相之川４－１０－２３－１０２ 

串焼釜飯田村 南大野１－４４－９ 

美容室ドゥワンズヘアーバース 鬼高３－１３－２－３２１号マンションニユー中山 

vivalice 湊新田２－６－６ モロマンション１Ｆ 

くいもの屋わん市川北口店 市川１－４－１７ アクティーオーレ６Ｆ 

天串×和酒 佐香月 行徳駅前４－１－４建栄ビル１Ｆ 

話飲茶屋 つぎはし 真間 ４－７－２３ 

ジンバマン 本塩１１－３１－１－２０２ 

日乃出庵 南八幡４－６－２ 日乃出庵 

喫茶フーポー 菅野１－２７－１３ 

https://www.shutoko-sv.jp/parking_area/pa/?id=1427363194-926051
https://localplace.jp/sp/t200410021/
https://twitter.com/basedecarin
https://sorriso.gorp.jp/
http://www.nagomitei-web.com/
http://m.facebook.com/yakitoritoriichigyotoku/
https://tenkushiwashsakaduki.jp/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

しゅこう gaku 大洲１－１０－１８－１０１ 

リンガーハット ニッケコルトンプラザ店 鬼高１－１－１ 

風雷 南八幡１－９－１５ 

和 Syoku 穂穂 南八幡３－７－５山喜マンション１Ｆ２Ｆ 

和 Syoku 歩歩 八幡３－７－１５エスディービ１Ｆ１０１号 

CITRON 
本北方２－３３－２４－１０１ 

シャンブルドゥクレセントⅡ 

Cafe OLLON 北国分１－１１－１８ 

なか川東風庵 八幡３－７－１８ 

和れん 八幡２－１３－５ メゾン喜春弐番館 １Ｆ 

茶寮 煉 八幡 ２－５－６ 糸信ビル １階 

Art Gallery cafe 茶々華 鬼高２－９－１３－１Ｆ 

レストランヤマザキ、フレンチレストラン ルミエール 市川１－９－２ サンプラザ３５ビル２Ｆ 

レストラン マルシェ、喫茶リヴィエール 
市川１－３－１４ 

山崎製パン企業年金基金会館２Ｆ、１Ｆ 

市川イオン妙典店 妙典５，３－１ １番館１階 

JAPASTA  市川南１－５－１１ ＪＡＰＡＳＴＡ  

ラムカーナ 市川１－２６－２３ 

PIZZERIA CANTO DELLA TERRA 南八幡３－７－１０－１０２芝田マンション 

うまいもの屋 an 相之川４－１２－８－１Ｆ 

和食場 冠 八幡店 八幡２－１４－６ 

グリル グリーンピース 鬼高２－９－９ 

とんかつ KaTuTora  新田４－８－１７土屋ビル１Ｆ 

Vishamonte 南八幡３－７－５山喜マンション１Ｆ 

イタリアンダイニング カフェ ハーレーパーク 南八幡４－１－５八光堂別館ビル２階 

鳥造 行徳店 行徳駅前２－１８－３－１０３ 

すし屋の朋 行徳駅前３－７－１２ 

nombre 新田４－３－９ Ｓ－ＨＯＵＳＥ １Ｆ 

http://wa-ren.jp/
http://www.saryouren.com/
https://chachaka-cafe.com/
https://japasta.com/
https://s.tabelog.com/chiba/A1202/A120202/12047719/top_amp/
https://localplace.jp/sp/t200326074/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

ケーキラボ・マグネット 北国分２ー２ー２ 

Niwatori  truck 鬼高２－２２－１０ 

フランス家庭料理 ル・ポワソン 市川１ー１３ー３２ プラザウィステリアＦ２ 

noise 市川１－７－１ コスモ市川２０２ 

イタリアンティールーム マリオ 市川１－２１－７クレール市川２Ｆ 

カイジェラート 八幡５－１－２６ 

行徳デリキッチン 行徳駅前１－６－１４ 

らーめん 鈴家 南八幡４－１－５ １Ｆ 

餃子屋笑 湊新田１－６－１５ 

海図 市川南１－１－８市川サンハイツ１１７ 

和多屋 八幡２－１２－８ 上杉ビル１階 

よし甚 
菅野５－１１－１３ 

東京歯科大学市川総合病院内２階 

ごはんや元 新田２－２８－９ 

花カフェ DU BON TEMPS 八幡３－７－２ Ｍｏｔｏ．８（モトッパチ）２号室 

Crew    南八幡３－３－１４－１０２ 

花かんざし 南八幡３－３－１４－１０１ 

bar Buquillo 南八幡３－５－３ 

美味処たくみや 行徳駅前２－８－１５ 

ゆうこ 南八幡５－３ー２ 

らーめん木尾田 八幡２－１２－８ 

新実堂 市川４－４－２２日神パレステージ市川１０４ 

魚酒房 まんま亭 南八幡４－４－７ プリンスビラ１Ｆ 

長寿庵 南八幡５－８－５ １Ｆ 

リンガーハット ショップス市川店 鬼高３－２８－１６ 

てまり 市川南１－６－２２ 

h.s.trash 市川１－３－２０ 小島ビル３Ｆ 

額堂 中山２－４－１３ 

https://ameblo.jp/noise2008/
http://kaigelato.com/
https://dubontemps.farm/
https://shinmido.jimdofree.com/
https://www.ringerhut.jp/
http://red.zero.jp/h.s.trash/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

リンガーハット千葉妙典店 富浜２－１－１１ 

彩食いっこん 湊新田２－３－１０－１０２ 

寿司バル 八幡 BASE 南八幡５－７－１２ルミエール１階 

きそば高山 南大野３－２１－２７ 

ママノキモチカフェ 新田１－４－１６ 

winecafePubJack 市川店 市川１－１０－１０ 

大むら蕎麦店 市川３－２７－２０  ＬＳＰ１０６ 

蛇の目寿司 市川１－１７－１０ 

中華料理千両 新田４－１２－１６ 

インド料理サンティ八幡店 八幡３ー２７－２２ 

酒バル 7373 南八幡４－１６－１５ メゾンド一鶴１Ｆ 

赤とうがらし 八幡３－１－７～２ｆ 

members lounge ひだまり 八幡２ー１６－１９かぶら木ビルＢ１階 

居酒屋 波波 市川１－８－１０たつみビル２Ｆ 

備長扇屋市川本八幡店 八幡３－１－７ 

VIGORIA 新田４－８－１７土屋ビル１階 

wine cafe Pub Jack 本八幡店 南八幡４ー４ー１４東洋マンション１階 

やきとり焼酎 Jack 市川１－２７－８ 

居酒屋ちょいちょい茶みせ 曽谷５－１５－２ 

味処 ういすてりあ 塩焼３－２－９ 

独一処餃子 行徳店 湊新田１－１５－１ 

マンマミーヤ 富浜２－３－１０ 

まつきゅう 八幡４－１８－３０ 

ロステリア・ディ・トシ 新田４－１７－２２ジュネス新田 １Ｆ 

濃厚煮干し豚骨つけ麺の店 市川１－３－７ 

旬鮮料理 とみ山 八幡２－１６－７三愛ビル地下１階 

北海道まるごとダイニング うまいっしょ！本八幡店 南八幡４－５－５ トニックコート本八幡店南 

http://www.yawata-base.com/
https://movia.jpn.com/shops/info/036109
https://r.gnavi.co.jp/e842901/?utm_id=type-t_dsa-tenpo_bp-9itm1-rm1_g_lis&gclid=Cj0KCQjwsuP5BRCoARIsAPtX_wEbkWlyZ0Svntie-8gRT9E8t5d_NX7N2eAr0mP-g5XVrUJ8WDRMMCgaAmtVEALw_wcB
https://r.gnavi.co.jp/e842903/


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

本八幡 三鴨庵 南八幡３－５－１６ 

居酒屋たば田 新田４－９－１６ 

350 南大野２ー４ー４０ 

居酒屋 千成 八幡６－３－２４ 

Hideaway CoCo 新井３－７－２－１０１ 

bistro 食彩家ここっと 八幡２－１４－１５ 久保ビル２階 

しゃぶしゃぶ温野菜 本八幡店 八幡２－１５－１０ ＰＡＴＩＯ６階 

竹千代 八幡３－２６－３ 

真間寿司 市川１－６－１４ カネコビル３階 

ヤワタコーヒー 南八幡３－７－１０ー１０１ 

居酒屋 七の子 南八幡４－５－４ 藤ビル２階 

火鍋専門店 三昧真火 八幡３－１－１ プレジデントビル３階 

カフェコロラド市川宮久保店 宮久保１－１３－３ 

鰻勝 国分６－１０－１ 

居酒屋にそじ 東菅野２－１４－６ 

日本酒バル新家 八幡２－１３－１６ しなだや２階 

ケンタッキーフライドチキン イオン市川妙典店 妙典５ー３ー１ １番街１階イオン市川妙典店内 

鳥一 南八幡３－４－１４ 

ビストロ讃世利亭 新田５－５－３３ ままがーでん２階 

かんぶつとコーヒーのお店 まるに商店 南八幡２－１６－１６ ＳＫビル１０１ 

シャポー本八幡西口 八幡２－１７－１本八幡ショッピングセンター１階 

YajikkoKITCHEN 南八幡１－１－１７ 

とんかつ和幸シャポー本八幡店 八幡２－１７－１本八幡ショッピングセンター１階 

長男、もんたいちお 八幡４－４－９ 山ビル１階 

菜福楼本八幡店 八幡２－１５－１０ 

zazou 市川南１－１－８ 市川サンハイツ１１７－１ 

kitchen bar ロブロイ 南八幡４－１５－１７ 桝谷ビル２階 

https://onyasai-motoyawata.com/
https://marunistore.official.ec/
https://www.yajikko.com/
https://r.gnavi.co.jp/st1vwxcv0000/?sc_lid=smp_top_01
http://t-robroy.co.jp/kitchenbar-robroy.html


令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：宿泊業，飲食サービス業 （３７０件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

tapspot robroy  南八幡４－１５－１７ パレスフィールド１階 

ドトールコーヒーショップシャポー本八幡店 八幡八幡２－１７－１ シャポー本八幡２階  

ラ・ドルチェ・ヴィータ 真間３－１－１８ 

Italian kitchen buono 本八幡店 八幡３－６－１プリームスクエア本八幡２階 

おかん 新田４ー１８ー２４ 鈴木ビル１０２ 

太陽のコロッケ 柏井町１－１７８１－１３ 

本八幡ラーメン輝宗 南八幡４－４－２２ グリーンターフ南八幡 

Cafe' WANISHAN 新田５－１３－１４ 

Lamp Light じゃがいも 八幡２－１６－１９ かぶら木ビル１階 

カフェブロッサム 行徳駅前２－８－１７ 

おらが蕎麦  シャポー本八幡店 八幡２－１７－１シャポー本八幡１階 

割烹白浜 欠真間２－１９－２５ 

ブルプルシャポー本八幡店 八幡２－１７－１ シャポー本八幡１階 

いなば和幸シャポー市川店 市川１－１－１シャポー１階 

杵屋シャポー市川店 市川１－１－１シャポー市川１階 

モスバーガー本八幡南口店 南八幡４－８－１１ 

鳥正 市川南１－５－１６ 

カワシマパン 市川１－１－１ シャポー市川Ｂ１階 

ア・ラ・カンパーニュ本八幡店 八幡２－１７－１ シャポー本八幡２階 

松代そば店 市川１－２１－８ 

季節料理いしげ 八幡２－１４－１２ 

 

 

 

http://t-robroy.co.jp/tapspot.html
https://www.hotpepper.jp/strJ001042579/
http://taiyounocorokke.com/
https://cafewanishan.localinfo.jp/
https://yawata-jyagaimo.com/
https://cafe-22327.business.site/
http://www.alacampagne.jp/

