
令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

碧の店 千葉県市川市南八幡 4-1-15 

アジアン ヒート 

千葉県市川市八幡 2-14-12 北口横丁ビル 1-

A 号 

味処ういすてりあ 千葉県市川市塩焼 3-2-9 

天乃屋 千葉県市川市鬼高 4-7-7 

Amusement Bar snazzy 

千葉県市川市南八幡 4-10-16 エスペランサ田

中 B1F 

アラカンパーニュ 本八幡店 

千葉県市川市八幡 2-17-1 シャポー本八幡 2

階 

UNCLESAM 

千葉県市川市行徳駅前 2-8-20 サントスビル

2F UNCLESAM 

アンダンテ 千葉県市川市南大野 2-1-4 

居酒屋 えり 千葉県市川市南八幡 3-7-11 

居酒屋 貴世 千葉県市川市南行徳 3-13-1-106 

居酒屋 波波 千葉県市川市市川 1-8-10 たつみビル 2 階 

居酒屋たば田 千葉県市川市新田 4-9-16 

居酒屋ちょいちょい茶みせ 千葉県市川市曽谷 5-15-2 

居酒屋 庭 

千葉県市川市相之川 4-18 メトロセンターC 棟ネ

号 

いしげ 千葉県市川市八幡 2-14-12 岩沢ビル 

居心伝本八幡店 千葉県市川市南八幡 4-3-3 武蔵屋ビル 2 階 

いずみ 千葉県市川市東大和田 1-10-12 N ハウス 1F 

いちかふぇ 千葉県市川市八幡 1-1-1 市川市役所 2F 

市川 かつ万 千葉県市川市若宮 3-23-10 

市川おいどん 千葉県市川市真間 1-16-9 

一兆 

千葉県市川市東大和田 1-6-9 サンポウハイツ

104 

インディアンラソイ 

千葉県市川市東菅野 1-3-20-103 サンタモニカ

市川 

vivalice 千葉県市川市湊新田 2-6-6 モロマンション 

うえだ別館 千葉県市川市八幡 2-7-6 

ヴェネチア酒場 千葉県市川市八幡 2-15-17 

海潮 千葉県市川市東菅野 3-19-12 

海栗屋 市川 千葉県市川市真間 1-10-13 

海風 

千葉県市川市南行徳 1-22-8 東ビル１５ ３Ｆー

Ｂ 

h.s.trash 千葉県市川市市川 1-3-20-3F 小島ビル 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

黄金の華 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ

2 階 

大むら蕎麦店 千葉県市川市市川 3-27-20  LSP106 

おかん 

千葉県市川市新田 4-18-24  第 1 鈴木ビル

102 

沖縄料理＆泡盛なかゆくい 千葉県市川市行徳駅前 2-8-15 

お好み焼き BRUNA 千葉県市川市富浜 2-3-18 

OSTERIA REGALO 千葉県市川市菅野 3-3-11 黒松亭 I-B 

鬼越溶岩焼 千葉県市川市北方 1-8-15 

お休み処 おおた 千葉県市川市国府台 3-9-41 

尾張屋 千葉県市川市市川 1-4-15 

海鮮居酒屋なかむら 千葉県市川市大洲 1-2-3 

海鮮処寿し常 マーヴ妙典店 

千葉県市川市妙典 4-2-12 東京メトロ妙典駅構

内 

海鮮三崎港 ニッケコルトンプラザ店 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ

内 

海鮮三崎港 本八幡店 千葉県市川市八幡 2-16-1-101 はぐちビル 

額堂 千葉県市川市中山 2-4-13 

かつ太郎 市川店 千葉県市川市大野町 4-2177-2 

割烹白浜 千葉県市川市欠真間 2-19-25 

割烹美羅 千葉県市川市真間 1-15-20 佐久間ビル 2 階 

割烹わじま 千葉県市川市末広 2-13-20 

家庭酒家 満都吉 

千葉県市川市本北方 1-44-20 三協マンション

1F 

Cafe Miele 

千葉県市川市南八幡 3-8-13-103 シャトーデザ

ール 

カフェ・ド・クリエ シャポー市川店 千葉県市川市市川 1-1-1 シャポー市川 1F 

カフェアラビカ 

千葉県市川市市川南 1-1-1-タワーズイースト

120 

Cafe OLLON 千葉県市川市北国分 1-11-18 

珈琲倶樂部 千葉県市川市市川１ー１６ー２６ 

カフェコロラド市川宮久保店 千葉県市川市宮久保 1-8-16 

カフェニル 

千葉県市川市行徳駅前 1-7-9 アリエッタ 1F カフ

ェニル 

cafe ぶらっと 千葉県市川市須和田 1-17-6 

カフェミント 

千葉県市川市相之川 4-10-23 ヴィレッジ K 102

号室 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

カラオケ かれん 千葉県市川市八幡 2-14-12 北口横丁ビル 2 階 

カラオケ＆居酒屋 Ｑ-ZEN 千葉県市川市曽谷 2-3-2 

カレーハウス CoCo 壱番屋 妙典駅店 千葉県市川市富浜 1-2-10 マーブ妙典 1 階 

韓国家庭料理 冨の家 千葉県市川市八幡１-11-13 シャート森井１F 

韓国料理大龍 千葉県市川市南八幡 3-12-8 1F 

甘味喫茶ドル 千葉県市川市新井 3-12-12 

喜久寿司 千葉県市川市南大野 2-3-43 

菊の家 千葉県市川市欠真間 2-19-19 

きそば高山 千葉県市川市南大野 3-21-27 

喜多方 NO1 

千葉県市川市南八幡 1-22-8 浅沼マンション

1B 

喫茶タンネシャポー店 千葉県市川市市川 1-1-1 シャポー市川 1F 

喫茶タンネ本店 千葉県市川市市川 1−6−14 カネコビル 3F 

喫茶フーポー 千葉県市川市菅野 1-27-13-1 階 

キッチン あまみ 千葉県市川市市川南 1-7-8 宝ビル 1F 

金家 千葉県市川市東菅野 1-6-3 

行徳デリキッチン 千葉県市川市行徳駅前 1-6-14 

串じまん 南行徳店 

千葉県市川市相之川 4-18-1 メトロセンター南

行徳 

鞍馬 

千葉県市川市行徳駅前 2-8-20 サントスビル 2F 

鞍馬 

グリーングラス 千葉県市川市中国分 2-21-5 

グルーヴィー市川店 千葉県市川市市川南 1-2-22 

黒豚屋ぶん福ちゃがま 千葉県市川市八幡 3−27−21 千田ビル１階 

幸来軒 千葉県市川市高谷 1-6-13 

コーヒー銀豆 千葉県市川市八幡 5-1-3 

コーヒーコーナーM 千葉県市川市市川 4-7-5 シャトー鴻之台 

CoCo 壱番屋東京メトロ行徳駅前店 千葉県市川市行徳駅前 1-24-1-A-2 

ごはんや元 千葉県市川市新田 2-28-9 

酒喰楽たけ丸 

千葉県市川市南行徳 1-16-16 メゾンフルール

1-Ａ 

魚料理・もつ鍋 山咲き 

千葉県市川市南八幡 4-5-20 クローバービル 1

Ｆ 

三久庵 千葉県市川市八幡 2-7-22 

サンマルクカフェニッケコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ 

Chef'sNaNa 千葉県市川市南八幡 3-8-8 菅澤ビル 1 階 

SHIGE 千葉県市川市市川 1-8-11 矢高ビル２階 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

自然の食卓 千葉県市川市南大野 2-21-16 

実演手打うどん 杵屋 市川ニッケコルトンプラ

ザ店 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 市川ニッケコルトンプ

ラザ 2F 

CITRON 

千葉県市川市本北方 2-33-24-101 シャンブルド

ウクレセント 2 

しま田 

千葉県市川市相之川 4-17-2 南行徳メトロセン

ター2 番街ク号 

蛇の目寿司 千葉県市川市市川 1-17-10 

舎鈴 シャポー本八幡店 

千葉県市川市八幡 2-17-1 シャポー本八幡 B

棟 1F 第 307 区画 

しゅこう gaku 千葉県市川市大洲 1-10-18 シャトル大洲 101 

酒てん  もちや 

千葉県市川市本北方 1-44-20  1F2 号三協マ

ンション 

春光園 千葉県市川市市川 1-2-5 乙生ビル 1 階 

旬彩 みうら 千葉県市川市八幡 2-11-14 

旬鮮華なか家 千葉県市川市行徳駅前 3-15-12 

旬のおごちどころ たまや 

千葉県市川市市川 1-6-19 サン市川ハイツ 2

階 

新実堂 

千葉県市川市市川 4-4-22-104 日神パレステー

ジ市川 

鮨会館林屋 千葉県市川市真間 2-10-11 

鮨善本店 千葉県市川市東菅野 5-8-25 

鮨処 魚がし 千葉県市川市本北方 2-20-4 

寿司処 和かな 千葉県市川市南八幡 3-5-5 

すし三崎丸シャポー市川店 千葉県市川市市川 1-1-1 

すし屋の朋 千葉県市川市行徳駅前 3-7-12 荒井店舗 A 

鈴家 

千葉県市川市市川南 1-1-1 ザ タワーズイー

スト ２０９ー2 

Stylish Bar Groovy 千葉県市川市八幡 2-14-16 

スナック ブルースカイ 千葉県市川市高谷 1-11-21 

炭火焼鳥酉久 千葉県市川市新井 1-26-11 

相撲茶屋 ちゃんこ 佐賀光 

千葉県市川市相之川 4-2-16-103 シャルマン

南行徳 

創菜 わだちや 千葉県市川市高石神 2-13 

蕎麦 本八幡 松栄庵 千葉県市川市南八幡 1-24-9 

蕎麦ダイニング凛 千葉県市川市八幡 3-7-2 moto.8-1 階 

そば処いな葉 千葉県市川市曽谷 3-42-16 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

dining cafe JIORNO89 千葉県市川市新田 5-7-10 イワナビル 1 階 

宝寿司 千葉県市川市八幡 2-16-20 

瀧 千葉県市川市中山 4-15-2 

TAQUITO JAPAN 千葉県市川市新田 3-17-9 

卵と私ニッケコルトンプラザ 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 レストランストリート 2

階 

タリーズコーヒー シャポー本八幡西口店 

千葉県市川市八幡 2-17-1 本八幡ショッピング

センター1 階 109 号 

筑前屋本八幡店 千葉県市川市南八幡 3-6-17 旭ビル 1 階 

千葉ットリア sorriso 

千葉県市川市行徳駅前 3-15-1 ルファールホリ

キ一 1F 

中華食堂かしわ 

千葉県市川市湊新田 2-1-25 三東第３マンショ

ン 1-4 

中華そば 瓢 千葉県市川市真間 1-3-13 

中華料理 かさや 千葉県市川市妙典 3-9-20 

中華料理千両 千葉県市川市新田 4-12-16 

長寿庵 千葉県市川市南八幡 5-8-5 ハミテージ庵 1F 

Chocolate Cafe/Bar Seven Continents 千葉県市川市相之川 4-6-1 

珍来 南行徳店 

千葉県市川市南行徳 1-16-16 メゾン・フルール

1F 

つるや食堂 千葉県市川市稲荷木 1-13-5 

手打ちそば南大野松月庵 千葉県市川市南大野 2-7-3 

手作りカレー 家庭料理 フジ 

千葉県市川市相之川 4-17-2 メトロセンター街

B 棟 

鉄板清水 千葉県市川市市川１−１３−１６ 

鉄板焼き韋駄天 千葉県市川市南八幡 4-16-3 

TETSU-YA 千葉県市川市新井 2-17-11-103 

道産子 千葉県市川市新田 4-9-21 

ドトールコーヒーショップ シャポー本八幡店 千葉県市川市八幡 2-17-1 

TOM’s Cafe & Dining 千葉県市川市中山 2-4-25 

どら 千葉県市川市市川南 1-6-21 

寅のすけ 
千葉県市川市八幡 3-20-4  パートナー八幡ビ

ル 1F 

鳥正 千葉県市川市市川南 1-6-16 

鳥辰 千葉県市川市南八幡 3−10−17 

鳥ふじ 千葉県市川市北方 1-13-14 

とんかつ ばんぶー 千葉県市川市南八幡 4-14-13 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

とんかつ ひこ田 千葉県市川市行徳駅前 2-21-2 

とんかつ大谷 千葉県市川市菅野 4-17-16 

とんかつとんき 千葉県市川市相之川 4-17-2 

とんかつとんとん亭 千葉県市川市南大野３−２２−５ 

とんかつ和幸 シャポー本八幡店 千葉県市川市八幡 2-17-1 

ニキベーカリー 南行徳店 千葉県市川市相之川 4-17-2 

日本酒バル新家 千葉県市川市八幡 2-13-16 しなだや 2 階 

日本そば 長寿庵 千葉県市川市宮久保 1-7-17 

noise 千葉県市川市市川 1-7-1 コスモ市川 2F 

濃厚煮干し豚骨つけ麺の店 千葉県市川市市川 1-3-7 

BAR Arrows 千葉県市川市八幡 2-7-11 岡ビル２階 

BAR EAVES 千葉県市川市市川 1-4-2 TZ ビル 5 階 A 

BAR CHOYZ 千葉県市川市高谷 1-5-1-1 階 

BAR PEAT 

千葉県市川市南八幡 3-4-8HK アルファビル

201 

bar 一五亭 千葉県市川市八幡 2-14-5 

base de carin 千葉県市川市市川 3-2-18 

Hide away CoCo 千葉県市川市新井 3-7-2-101 

barAO 千葉県市川市八幡 2-13-6  しなだや１階 

8 代葵珈琲 市川店 千葉県市川市大野町４-2460-1 

パデラトゥーラ 千葉県市川市鬼高 1-13-13 

PaPaBoya's 千葉県市川市市川 3-27-20LSP-105 

BAHAMA 千葉県市川市国分 1-4-2 

パブスナック るふらん 

千葉県市川市市川南 3-1-1 アプロード市川

117 

原木中山ラウンジれいわ 千葉県市川市高谷 1-5-7 1F 

Palava HUT 千葉県市川市湊 15-6 カサグランデ 88-101 

bar Buquillo  千葉県市川市南八幡 3-5-3 1 階 

ビーフラット 千葉県市川市相之川 4-6-1 タウン愛美 203 

ビッグウッド ニッケコルトンプラザ店 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ

内 2F 

PIZZERIA  CANTO DELLA TERRA 

千葉県市川市南八幡 3-7-10-102 芝田マンショ

ン 

ひでちゃん家 千葉県市川市市川 1-3-8 市川東ビル 161F 

日乃出庵 千葉県市川市南八幡 4-6-2 

美味処  たくみや 千葉県市川市行徳駅前 2−8−15 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

100 時間カレーEXPRESS ニッケコルトンプラザ

店 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ

3F フードテラス 

フェリア 千葉県市川市市川 1-12-11 

フライドチキン酒場チキンチャップス 千葉県市川市南八幡 3-6-17 旭ビル 1 階 

北京楼 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 コルトンプラザ 2 階 

ダイエー中 

ペペローネ 千葉県市川市下貝塚 3−8−16 

北海道まるごとダイニング うまいっしょ！本八

幡店 

千葉県市川市南八幡 4-5-5 トニックコート本八

幡南 

ポポラマーマ 妙典駅前店 千葉県市川市妙典 4-2-12 

ポポラマーマ市川店 千葉県市川市市川南 1-1-2 フロール市川 1 階 

誠 千葉県市川市香取 2-8-22 

まさちゃん 千葉県市川市市川南 1-6-16 -101 

まつきゅう 千葉県市川市八幡 4-18-30 

松代蕎麦屋 千葉県市川市市川 1-21-8 

ママノキモチカフェ 千葉県市川市新田 1-4-16 

満留賀 千葉県市川市北方町 4-1861-4 

マルシェ 

千葉県市川市市川 1-3-14 山崎製パン企業年

金基金会館 2F 

まるっと 千葉県市川市南八幡 4-4-13-201 平野ビル 

丸義 千葉県市川市田尻 5-15-5 

まんま亭 千葉県市川市南八幡 4-4-7１階 

三鴨庵 千葉県市川市南八幡 3-5-16 

ミスタードーナツ 市川駅前ショップ 千葉県市川市市川 1-7-6 愛愛ビル 

ミスタードーナツ ニッケコルトンプラザショップ 千葉県市川市鬼高 1-1-1 

ミスタードーナツ行徳駅前ショップ 千葉県市川市行徳駅前 2-1-11 

ミスタードーナツ本八幡ショップ 千葉県市川市南八幡 4-7-4 

ミタ 

千葉県市川市南八幡 4-5-20 クローバービル

2F 

道の駅 いちかわ内 トラットリアアルポンテ 千葉県市川市国分 6-10-1 道の駅いちかわ 

道の駅いちかわ いちカフェ 千葉県市川市国分６−１０−１ 

呑食唄 みどり 千葉県市川市大洲 4-12-25 

mille branches 千葉県市川市南八幡 1-12-1 

麺屋 龍月 千葉県市川市南八幡 3-5-7 

麺屋てつ 千葉県市川市市川 3ー27ー24 田辺ビル 101 

Mogu-Mogu Cafe 千葉県市川市市川 1-23-27 サニーパレス 101 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

やきとり とり一 

千葉県市川市行徳駅前 2-26-18 タカシンビル

1F 

焼鳥市ばん 千葉県市川市市川２丁目 29-26 

やきとり串花 千葉県市川市新田 2-31-27 

やきとり三枝 千葉県市川市高谷 1-6-13 

焼肉 牛太郎 

千葉県市川市行徳駅前 2-8-20 サントスビル

2F 牛太郎 

焼肉 本陣 
千葉県市川市南八幡 4-4-14 東洋マンション

2F 

焼肉吉四夢 千葉県市川市富浜 1-4-17 

焼肉ソウル 千葉県市川市平田 4-3-5 

焼肉レストラン光苑 

千葉県市川市大野町 3 丁目 124 番地 17 号日

光ビル 2F 

YajikkoKITCHEN 千葉県市川市南八幡 1-1-17 

YAMA PIZZA 千葉県市川市新田 4-18-20 

やよい軒行徳店 千葉県市川市行徳駅前 2-16-4 松丸ビル１F 

有限会社 政八鮨 千葉県市川市八幡 2-12-10 

有限会社灑落 千葉県市川市南行徳 1-19-2 さいらく１Ｆ 

遊々亭 千葉県市川市湊 5-2 室橋マンション１Ｆ 

友楽 千葉県市川市稲越 1-2-5 

洋食煉瓦亭 千葉県市川市香取 2-12-14 

洋膳酒房ビストロサンタ 
千葉県市川市行徳駅前 2-13-15 エスビル弐番

館 B1 

横浜ラーメン 壱鉄家 千葉県市川市市川 2-1-12sap 市川 102 

𠮷野鮨 千葉県市川市八幡 2-13-8 

好美寿司 千葉県市川市市川 3-7-5 

ラ マルジュ 千葉県市川市市川南 1-6-21 

らーめん木尾田 千葉県市川市八幡 2-12-8 

ラーメンショップ さつまっ子 千葉県市川市南八幡 1-22-8 

らーめん風凛 千葉県市川市大洲 4-8-11 

Lamp Light じゃがいも 千葉県市川市八幡 2-16-19 かぶら木ビル 1Ｆ 

リヴィエール 

千葉県市川市市川 1-3-14 山崎製パン企業年

金基金会館 1F 

re:Z 

千葉県市川市行徳駅前 1-27-2 加瀬ビル 136 

403 号室 

リトルマーメイド シャポー本八幡店 

千葉県市川市本八幡 2-17-1 シャポー本八幡 2

階 



令和 3 年 7 月 2１日時点 

400 件 

 

店舗名 店舗所在地 

ル・ポワソン 千葉県市川市市川 1-13-32-2F 

ルミエール 千葉県市川市市川 1-9-2 

レストラン マツオ 

千葉県市川市市川 1-6-15 エアリス市川店舗 C

マツオ 

レストランベルク 千葉県市川市市川南 1-5-24 

レストランヤマザキ 千葉県市川市市川 1-9-2 

レストランよし甚 

千葉県市川市菅野 5-11-13 東京歯科大学市川

総合病院内 2 階 

ロータス・イーグル 

千葉県市川市八幡 2-15-13 四街区 2 号ビル 3

階 

ロステリアディトシ 千葉県市川市新田 4‐17‐22 ジュネス新田 

ロッテリア南行徳駅店 千葉県市川市相之川 4-17 

Winecafe PubJack 市川店 千葉県市川市市川 1-10-10 Y’s ビル 1F 

wine cafe Pub Jack 本八幡店 

千葉県市川市南八幡 4-4-14 東洋マンション 1

階 

WOW 千葉県市川市南八幡 4-2-15 丸昌ビル 1 階 

和食波奈 ニッケコルトンプラザ店 

千葉県市川市鬼高 1-1-1 ニッケコルトンプラザ

アウトモール 

和 Syoku 歩歩北口店 

千葉県市川市八幡 3-7-15 エスディービル 101

号 

和 Syoku 穂々南口店 千葉県市川市南八幡 3-7-5 山喜マンション１階 

我楽路 千葉県市川市市川南 3-3-23 メゾン旭 102 号 

和れん 

千葉県市川市八幡 2-13-5 メゾン喜春弐番館

1F 

 


