
　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

お好み焼・焼きそば・たこ焼店 こいこい家 千葉県市川市曽谷7-34-14

お好み焼・焼きそば・たこ焼店 たこ焼　きまぐれ 千葉県市川市田尻3-6-28

お好み焼・焼きそば・たこ焼店 ちろりん村 千葉県市川市南八幡4-5-2　朝日ビル102

お好み焼・焼きそば・たこ焼店 いずみ 千葉県市川市東大和田1-10-12 Nハウス1F

お好み焼・焼きそば・たこ焼店 お好み焼きBRUNA 千葉県市川市富浜2-3-18

すし店 誠 千葉県市川市香取2-8-22

すし店 浅草鮨 千葉県市川市八幡2-12-8

すし店 入船寿司 千葉県市川市南八幡3-7-7内宮シティハイツ101

すし店 江戸前　鯛寿し 千葉県市川市原木3-6-17

すし店 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

すし店 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

すし店 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

すし店 喜久寿司 千葉県市川市南大野2-3-43

すし店 笹寿司 千葉県市川市南八幡5-21-3

すし店 鮨　柿ざき 千葉県市川市八幡2-14-11川上ビル1-B

すし店 寿司割烹　翔 千葉県市川市南八幡4-5-20第一エムワイビル一階

すし店 鮨善本店 千葉県市川市東菅野5-8-25

すし店 鮨処　魚がし 千葉県市川市本北方2-20-4

すし店 寿司処 和かな 千葉県市川市南八幡3-5-5

すし店 すし三崎丸シャポー市川店 千葉県市川市市川1-1-1

すし店 蛇の目寿司 千葉県市川市市川1-17-10

すし店 すし屋の朋 千葉県市川市行徳駅前3-7-12荒井店舗A

すし店 宝寿司 千葉県市川市八幡2-16-20

すし店 鮨会館林屋 千葉県市川市真間2-10-11

すし店 築地日本海南行徳店 千葉県市川市南行徳1-18-1レジデンスダイキ1F

すし店 のり巻小町 千葉県市川市曽谷3-42-5

すし店 豊栄鮨 千葉県市川市北方3-11-1

すし店 真間寿司 千葉県市川市市川1-6-14 カネコビル3F

すし店 𠮷野鮨 千葉県市川市八幡2-13-8

すし店 有限会社　政八鮨 千葉県市川市八幡2-12-10

すし店 有限会社灑落 千葉県市川市南行徳1-19-2さいらく１Ｆ

すし店 好美寿司 千葉県市川市市川3-7-5

すし店 若宮寿司 千葉県市川市北方町4-1840

その他の専門料理店 鳥一 千葉県市川市南八幡3-4-14

その他の専門料理店 bar Buquillo 千葉県市川市南八幡3-5-3 1階

その他の専門料理店 伊酒屋食堂KenKen 千葉県市川市南八幡4-15-17桝谷ビル1階

その他の専門料理店 居酒屋花まる 千葉県市川市市川南3-14-4

その他の専門料理店 居酒屋　炎　マサラ 千葉県市川市行徳駅前1-6-11

その他の専門料理店 市川　かつ万 千葉県市川市若宮3-23-10

その他の専門料理店 いなば和幸シャポー市川店 千葉県市川市市川１-１-１シャポー１Ｆ

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 欧風カレー JI-NO 千葉県市川市相之川4-2-1　102号

その他の専門料理店 OSTERIA REGALO 千葉県市川市菅野3-3-11黒松亭I-B

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 金家 千葉県市川市東菅野1-6-3

その他の専門料理店 行徳ビリヤーニーハウス 千葉県市川市行徳駅前3-7-12アライテンポＤ

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 Chef'sNaNa 千葉県市川市南八幡3-8-8 菅澤ビル1階

その他の専門料理店 旬彩リビングkyo-ya 千葉県市川市南八幡4-4-9ダイヤマンション102

その他の専門料理店 食彩家ここっと 千葉県市川市八幡2−14−15　久保ビル2F

その他の専門料理店 ジンギスカンゆきだるま中野部屋一門本八幡部屋 千葉県市川市南八幡4-17-6木村ビル1階

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 炭火焼ステーキ黒牛 千葉県市川市行徳駅前2-13-13

その他の専門料理店 ZEKU 千葉県市川市北方町4-1858

その他の専門料理店 TAQUITO JAPAN 千葉県市川市新田3-17-9

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 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
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その他の専門料理店 鉄板焼き韋駄天 千葉県市川市南八幡4-16-3

その他の専門料理店 トラットリアラエルバ 千葉県市川市新田5-5-27 トップ市川真間駅前第一 101号

その他の専門料理店 とんかつ　katutora 千葉県市川市新田4-8-17　土屋ビル1階

その他の専門料理店 とんかつ大幸 千葉県市川市湊4-2

その他の専門料理店 nombre 千葉県市川市新田4-3-9 S-HOUSE 1F

その他の専門料理店 Palava HUT 千葉県市川市湊15-6 カサグランデ88-101

その他の専門料理店 バル　マムート 千葉県市川市新田4-18-20

その他の専門料理店 Vishamonte 千葉県市川市南八幡3-7-5

その他の専門料理店 ビストロ カシェ 千葉県市川市市川南2-1-3 高橋ビル1F

その他の専門料理店 PIZZERIA  CANTO DELLA TERRA 千葉県市川市南八幡3-7-10-102 芝田マンション

その他の専門料理店 釜山屋 千葉県市川市南行徳1-13-11F

その他の専門料理店 ポポラマーマ　妙典駅前店 千葉県市川市妙典4-2-12

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 焼鳥　ビストロ　ふじ 千葉県市川市市川 1-17-10

その他の専門料理店 ラ　マルジュ 千葉県市川市市川南1-6-21

その他の専門料理店 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

その他の専門料理店 ル・ポワソン 千葉県市川市市川1-13-32-2F

その他の専門料理店 我楽路 千葉県市川市市川南3-3-23メゾン旭102号

そば・うどん店 松代そば店 千葉県市川市市川1-21-8

そば・うどん店 萬盛庵 千葉県市川市宮久保1-8-13

そば・うどん店 大むら蕎麦店 千葉県市川市市川3-27-20  LSP106

そば・うどん店 三久庵 千葉県市川市八幡2-7-22

そば・うどん店 松代蕎麦屋 千葉県市川市市川1-21-8

そば・うどん店 きそば高山 千葉県市川市南大野3-21-27

そば・うどん店 生そば田なべ 千葉県市川市曽谷5-4-3

そば・うどん店 天乃屋 千葉県市川市鬼高4-7-7

そば・うどん店 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

そば・うどん店 手打ちそば南大野松月庵 千葉県市川市南大野2-7-3

そば・うどん店 日本そば　長寿庵 千葉県市川市宮久保1-7-17

そば・うどん店 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

そば・うどん店 蕎麦　本八幡　松栄庵 千葉県市川市南八幡1-24-9

そば・うどん店 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・うどん店 そば処いな葉 千葉県市川市曽谷3-42-16

そば・うどん店 長寿庵 千葉県市川市南八幡5-8-5 ハミテージ庵1F

そば・うどん店 日乃出庵 千葉県市川市南八幡4-6-2

そば・うどん店 満留賀 千葉県市川市北方町4-1861-4

バー・キャバレー・ナイトクラブ 碧の店 千葉県市川市南八幡4-1-15

バー・キャバレー・ナイトクラブ Amusement Bar snazzy 千葉県市川市南八幡4-10-16 エスペランサ田中B1F

バー・キャバレー・ナイトクラブ ANTIQUE  members bar 千葉県市川市南八幡4-8-9  ニューグリーンビル102

バー・キャバレー・ナイトクラブ 海風 千葉県市川市南行徳1-22-8　東ビル１５　３ＦーＢ

バー・キャバレー・ナイトクラブ オリーブ 千葉県市川市南八幡4.7.3グリーンプラ2F

バー・キャバレー・ナイトクラブ おれんじCorn 千葉県市川市南八幡3−8−12

バー・キャバレー・ナイトクラブ 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

バー・キャバレー・ナイトクラブ 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

バー・キャバレー・ナイトクラブ kitchen bar ロブロイ 千葉県市川市南八幡4-15-17 桝屋ビル2階

バー・キャバレー・ナイトクラブ グルーヴィー市川店 千葉県市川市市川南1-2-22

バー・キャバレー・ナイトクラブ ｋｏｋａｎａｍｉ 千葉県市川市行徳駅前2-16-10山崎ビル1階Ｂ号室

バー・キャバレー・ナイトクラブ 350 千葉県市川市南大野2-4-40

バー・キャバレー・ナイトクラブ Stylish Bar Groovy 千葉県市川市八幡2-14-16

バー・キャバレー・ナイトクラブ スタンドバーAJITO 千葉県市川市南八幡5-2-20

バー・キャバレー・ナイトクラブ スナック　アスカ 千葉県市川市新田2-31-19

バー・キャバレー・ナイトクラブ スナック　ブルースカイ 千葉県市川市高谷1-11-21

バー・キャバレー・ナイトクラブ スナック　わかば 千葉県市川市南八幡4-7-8 大伸ビル6階

バー・キャバレー・ナイトクラブ スナックASAMI 千葉県市川市南大野3-22-5 こざとコーポ103

バー・キャバレー・ナイトクラブ tap spot robroy 千葉県市川市南八幡4-15-17パレスフィールド1階

バー・キャバレー・ナイトクラブ てまり 千葉県市川市市川南1-6-22福田ビル1F
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バー・キャバレー・ナイトクラブ noise 千葉県市川市市川1-7-1　コスモ市川2F

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR Arrows 千葉県市川市八幡2-7-11 岡ビル２階

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR Crew 千葉県市川市南八幡3-3-14-102

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR CHOYZ 千葉県市川市高谷1-5-1-1階

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR T BASE 千葉県市川市市川1-24-8 ホシナビル1階

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR PEAT 千葉県市川市南八幡3-4-8HKアルファビル201

バー・キャバレー・ナイトクラブ Bar Marc 千葉県市川市南行徳1-16-8アーネスト88-103

バー・キャバレー・ナイトクラブ Bar Old Flame 千葉県市川市市川南1-2-22マルイシ百貨センタービル2階B

バー・キャバレー・ナイトクラブ Ber's Bar 千葉県市川市八幡2-6-18　第三ダイヤモンドマンションB1

バー・キャバレー・ナイトクラブ BARteria SecretBase 千葉県市川市市川南1-1-2三晃社ビル103

バー・キャバレー・ナイトクラブ BAR748 千葉県市川市福栄1-17-8-102

バー・キャバレー・ナイトクラブ Hide away CoCo 千葉県市川市新井3-7-2-101

バー・キャバレー・ナイトクラブ HauntBar Wish 千葉県市川市八幡2-14-11 川上ビル1F A号

バー・キャバレー・ナイトクラブ barAO 千葉県市川市八幡2-13-6　　しなだや１階

バー・キャバレー・ナイトクラブ 花かんざし 千葉県市川市南八幡3-3-14-101

バー・キャバレー・ナイトクラブ 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

バー・キャバレー・ナイトクラブ ピーコック 千葉県市川市八幡2-15-18

バー・キャバレー・ナイトクラブ 美笑 千葉県市川市南行徳1-16-20-302

バー・キャバレー・ナイトクラブ プラット 千葉県市川市市川１ー１２ー１９ーエイドビル２０１号

バー・キャバレー・ナイトクラブ ホットハウス 千葉県市川市福栄1-3-21

バー・キャバレー・ナイトクラブ 舞 千葉県市川市湊新田2-6-6-A10モロショッピングセンター

バー・キャバレー・ナイトクラブ MUSICPUB Mai 千葉県市川市八幡2-14-14 井澤ビル2階

バー・キャバレー・ナイトクラブ ゆうAWAT 千葉県市川市欠真間2-19-18

バー・キャバレー・ナイトクラブ re:Z 千葉県市川市行徳駅前1-27-2 加瀬ビル136 403号室

バー・キャバレー・ナイトクラブ るんるん 千葉県市川市曽谷8-8-4

ハンバーガー店 KFCイオン市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-11番街1Fイオン市川妙典店内

ハンバーガー店 MIND CAFE & GREEN　行徳駅前店 千葉県市川市行徳駅前4-1-16マンションニュー行徳第一　107号室

ハンバーガー店 ロッテリア南行徳駅店 千葉県市川市相之川4-17

ラーメン店 油そば　雷神 千葉県市川市市川1-9-17 ネアルコビル

ラーメン店 油そば雷神 千葉県市川市市川1-9-17

ラーメン店 喜多方NO1 千葉県市川市南八幡1-22-8　浅沼マンション1B

ラーメン店 札幌ラーメン　えぞふじ 千葉県市川市大洲1-3-9

ラーメン店 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

ラーメン店 らーめん木尾田 千葉県市川市八幡2-12-8

ラーメン店 中華そば 瓢 千葉県市川市真間1-3-13

ラーメン店 中華麺工房　男爵 千葉県市川市市川南1-1-1‐114　ザ タワーズイースト

ラーメン店 つるや食堂 千葉県市川市稲荷木1-13-5

ラーメン店 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

ラーメン店 つけ麺　あか月 千葉県市川市八幡2-13-16 しなだや1F

ラーメン店 濃厚煮干し豚骨つけ麺の店 千葉県市川市市川1-3-7

ラーメン店 丸義 千葉県市川市田尻5-15-5

ラーメン店 麺屋　亥龍 千葉県市川市1-8-13　1F

ラーメン店 麺屋　龍月 千葉県市川市南八幡3-5-7

ラーメン店 麺屋てつ 千葉県市川市市川3ー27ー24田辺ビル101

ラーメン店 本八幡ラーメン輝宗 千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡1F

ラーメン店 横浜ラーメン　壱鉄家 千葉県市川市市川2-1-12sap市川　102

ラーメン店 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

ラーメン店 らーめん風凛 千葉県市川市大洲4-8-11

ラーメン店 ラーメンフランキー 千葉県市川市八幡２−７−２１

ラーメン店 らー麺屋　バリバリジョニー 千葉県市川市湊新田2-9-10

喫茶店 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

喫茶店 アンジュールカフェ 千葉県市川市八幡3-5-1本八幡キャピタルタワー102

喫茶店 いちかふぇ 千葉県市川市八幡1-1-1 市川市役所2F

喫茶店 市川市アイ・リンク情報コーナー 千葉県市川市市川南1−10−1ザ タワーズ ウエスト45階

喫茶店 市川市行徳野鳥観察舎（あいねすと）カフェ 千葉県市川市福栄4−22−11　行徳野鳥観察舎内カフェ

喫茶店 Cafe Lutra 千葉県市川市大野町4-3154-22

喫茶店 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



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

喫茶店 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

喫茶店 CAFE105 千葉県市川市東国分1-28-7 ヴィラ東国分105号

喫茶店 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

喫茶店 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

喫茶店 cafeぶらっと 千葉県市川市須和田1-17-6

喫茶店 カフェラミル市川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2F

喫茶店 cafeれもん 千葉県市川市新浜1-5-10

喫茶店 CAFEROSE 千葉県市川市市川3-19-16

喫茶店 カラオケ喫茶オルゴール 千葉県市川市新田3-27-11

喫茶店 カラオケ喫茶つぼみ 千葉県市川市行徳駅前2-18-3

喫茶店 カラオケ喫茶 はるか 千葉県市川市新田3-5-161F

喫茶店 カラオケ喫茶柳ぎ 千葉県市川市宮久保1-8-14 1階C

喫茶店 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

喫茶店 喫茶フーポー 千葉県市川市菅野1-27-13-1階

喫茶店 木戸番 千葉県市川市南八幡3-7-19 大和ビル1

喫茶店 グリーングラス 千葉県市川市中国分2-21-5

喫茶店 ケーキラボ・マグネット 千葉県市川市北国分2-2-2 大川原ハーブガーデン内

喫茶店 珈琲館行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-16-5グレイスコートY

喫茶店 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

喫茶店 珈琲茶房　と庵 千葉県市川市本北方1-44-20

喫茶店 コーヒーハウス　クッキー 千葉県市川市市川3-27-20　104号

喫茶店  こーひー  ぶどうの実 千葉県市川市東菅野3-31-11

喫茶店 沙羅 千葉県市川市八幡3-8-23　プリンセル三善1F

喫茶店 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

喫茶店 潤の珈琲 千葉県市川市湊新田1-6-15

喫茶店 珈琲倶樂部 千葉県市川市市川１ー１６ー２６

喫茶店 喫茶タンネ本店 千葉県市川市市川1−6−14　カネコビル3F

喫茶店 橙子家 千葉県市川市八幡3-1-1-1F

喫茶店 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

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

喫茶店 Natural Ohno 千葉県市川市大野町4-2274千葉県立特別支援学校市川大野高等学園

喫茶店 プウホヌア 千葉県市川市市川南3-3-25白鳥ビル1階

喫茶店 base de carin 千葉県市川市市川3-2-18

喫茶店 ママノキモチカフェ 千葉県市川市新田1-4-16

喫茶店 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

喫茶店 道の駅いちかわ　いちカフェ 千葉県市川市国分６−１０−１

喫茶店 ミナレット 千葉県市川市南八幡4丁目15番地12本八幡マンション103号

喫茶店 mille branches 千葉県市川市南八幡1-12-1

喫茶店 MINTBLUE 千葉県市川市東菅野1-2-13-102

喫茶店 もとやおや 千葉県市川市南八幡3-6-17

喫茶店 有限会社白田石材工業　童心庵 千葉県市川市大野町3-2132-2

喫茶店 ラ・テール 千葉県市川市八幡3-4-1アクス本八幡107号

喫茶店 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

喫茶店 RIN CAFE 千葉県市川市大野町 2-564-6

喫茶店 ルミエール 千葉県市川市大野町3-124-17日光ビル1F

喫茶店 話飲茶屋つぎはし 千葉県市川市真間4-7-23

酒場・ビヤホール あきべぇ 千葉県市川市行徳駅前2-9-20-101

酒場・ビヤホール 味処ういすてりあ 千葉県市川市塩焼3-2-9

酒場・ビヤホール あ和 千葉県市川市福栄2-18-9

酒場・ビヤホール 居酒屋  友 千葉県市川市東大和田1-23-13

酒場・ビヤホール 居酒屋　えり 千葉県市川市南八幡3-7-11

酒場・ビヤホール 居酒屋かぞく亭 千葉県市川市湊新田1-14-2メゾンオキモト1階

酒場・ビヤホール 居酒屋　貴世 千葉県市川市南行徳3-13-1-106

酒場・ビヤホール 居酒屋　ちあき 千葉県市川市大和田4-1-2　トーヨーマンション2号棟107号

酒場・ビヤホール 居酒屋　波波 千葉県市川市市川1-8-10たつみビル2階

酒場・ビヤホール 居酒屋　ほりけん 千葉県市川市新田4-18-22　ハイホーム田中1F

酒場・ビヤホール いざかや炎丸　本八幡天 千葉県市川市八幡２丁目13−19



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

酒場・ビヤホール 居酒屋ガーデンいろどり 千葉県市川市八幡2-13-16大村ビル2階

酒場・ビヤホール izakaya上喜源 千葉県市川市八幡2-16-21 ウエストビル1F

酒場・ビヤホール 居酒屋たば田 千葉県市川市新田4-9-16

酒場・ビヤホール 居酒屋ちょいちょい茶みせ 千葉県市川市曽谷5-15-2

酒場・ビヤホール 居酒屋七の子 千葉県市川市南八幡4-5-4藤ビル2階

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 居酒屋まるのひと 千葉県市川市行徳駅前4-6-9エーデルハイム102

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール BAR EAVES 千葉県市川市市川1-4-2 TZビル5階A

酒場・ビヤホール 市川おいどん 千葉県市川市真間1-16-9

酒場・ビヤホール 海潮 千葉県市川市東菅野3-19-12

酒場・ビヤホール h.s.trash 千葉県市川市市川1-3-20-3F　小島ビル

酒場・ビヤホール おかん 千葉県市川市新田4-18-24 　第1鈴木ビル102

酒場・ビヤホール おでん屋金太郎 千葉県市川市南八幡5-14-15

酒場・ビヤホール 鬼越溶岩焼 千葉県市川市北方1-8-15

酒場・ビヤホール 海鮮居酒屋浜一 千葉県市川市行徳駅前2-8-15

酒場・ビヤホール かづの 千葉県市川市市川南3−14−8

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 家庭料理絆 千葉県市川市新浜1-10-16

酒場・ビヤホール 家庭料理寿々 千葉県市川市市川1-6-15エアリス市川102

酒場・ビヤホール くいもの屋わん 市川北口店 千葉県市川市市川１丁目４−１７ アクティオーレ市川6F

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール ごちそう亭てんま 千葉県市川市湊新田2-1-2ハイムるぽぜ103

酒場・ビヤホール  小料理 恵久保 千葉県市川市八幡2-12-8上杉ビル1階

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 魚に鍋に炭火焼　いちかわ藤 千葉県市川市市川南1-10-1　ザﾞ･タワーズウエスト1F

酒場・ビヤホール 酒バル　7373 千葉県市川市南八幡4-16-15メゾンド一鶴

酒場・ビヤホール サケフク 千葉県市川市市川1-2-17

酒場・ビヤホール 山遊木 千葉県市川市市川1-7-3

酒場・ビヤホール 地鶏こま行徳駅前店 千葉県市川市行徳駅前2-21-8 グレース101

酒場・ビヤホール 酒肴　春夏冬 千葉県市川市南行徳1-20-12-101 加納駅前ビル

酒場・ビヤホール しゅこうgaku 千葉県市川市大洲1-10-18シャトル大洲101

酒場・ビヤホール 酒亭松ちゃん 千葉県市川市八幡2-14-11川上ビル1階C号室

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 焼酎bar海月 千葉県市川市行徳駅前1-16-2吉原マンション103

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 炭火串焼　また𠮷 千葉県市川市真間2-19-1

酒場・ビヤホール 炭火焼居酒屋　二番 千葉県市川市大野町2-218-3　小池ビル1階

酒場・ビヤホール 炭火焼鳥酉久 千葉県市川市新井1-26-11

酒場・ビヤホール 創菜　わだちや 千葉県市川市高石神2-13

酒場・ビヤホール 創作豚肉ダイニングsakura 千葉県市川市市川1-8-13小高ビル2階

酒場・ビヤホール Sonrisa 千葉県市川市南大野2-3-27

酒場・ビヤホール 立呑み　なぶら家 千葉県市川市八幡2-16-13

酒場・ビヤホール たっちゃん家 千葉県市川市行徳駅前2-18-3　リムーブル堀木

酒場・ビヤホール 食べ処飲み処　二代目　東山 千葉県市川市南八幡3-21-9 静観荘101号

酒場・ビヤホール 筑前屋本八幡店 千葉県市川市南八幡3-6-17 旭ビル1階

酒場・ビヤホール 中華居酒屋　元気太郎 千葉県市川市八幡2-3-15 MSK市川ビル　1F

酒場・ビヤホール TETSU-YA 千葉県市川市新井2-17-11-103

酒場・ビヤホール TOM’s Cafe & Dining 千葉県市川市中山2-4-25

酒場・ビヤホール どら 千葉県市川市市川南1-6-21

酒場・ビヤホール 鳥正 千葉県市川市市川南1-6-16

酒場・ビヤホール 鳥ふじ 千葉県市川市北方1-13-14

酒場・ビヤホール どんぐり 千葉県市川市市川南1−5−13

酒場・ビヤホール なぶら家本店 千葉県市川市八幡2-16-13

酒場・ビヤホール 日本酒バル新家 千葉県市川市八幡2-13-16 しなだや2階

酒場・ビヤホール 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



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

酒場・ビヤホール bar 一五亭 千葉県市川市八幡2-14-5

酒場・ビヤホール はす池 千葉県市川市湊新田2-3-11 飛鳥ビル1F

酒場・ビヤホール はな膳本八幡西口駅前店 千葉県市川市八幡2-16-13

酒場・ビヤホール 浜ゆう 千葉県市川市市川1-10-10ラメールハイツ2 1F

酒場・ビヤホール 原木中山ラウンジれいわ 千葉県市川市高谷1-5-7　1F

酒場・ビヤホール ビーフラット 千葉県市川市相之川4-6-1　タウン愛美203

酒場・ビヤホール ひでちゃん家 千葉県市川市市川1-3-8市川東ビル161F

酒場・ビヤホール 風雷 千葉県市川市南八幡1−9−15

酒場・ビヤホール 福ひろ 千葉県市川市湊新田2-1-2　ハイムるぽぜ1Ｆ

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール マミーダイニング遊 千葉県市川市曽谷5-25-9

酒場・ビヤホール まるっと 千葉県市川市南八幡4-4-13-201 平野ビル

酒場・ビヤホール 焼き鳥  菊乃家 千葉県市川市市川3-27-2

酒場・ビヤホール 焼鳥市ばん 千葉県市川市市川２丁目29-26

酒場・ビヤホール やきとり串花 千葉県市川市新田2-31-27

酒場・ビヤホール やきとり三枝 千葉県市川市高谷1-6-13

酒場・ビヤホール 山びこ 千葉県市川市南八幡3-23-1

酒場、ビヤホール 由 千葉県市川市北方2-7-10

酒場・ビヤホール 有限会社かっぱ 千葉県市川市市川1−8−13Y,Hドリーミング101

酒場・ビヤホール 酔いどれ　本八幡店 千葉県市川市八幡2-13-11

酒場・ビヤホール 養老乃瀧市川大野 千葉県市川市南大野3-24-31ヤマニスクエアビル2階

酒場・ビヤホール より道　𣘺 千葉県市川市市川１丁目１４番８号

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 浪漫飛行 千葉県市川市南行徳1-22-8　東ビル15　3D

酒場・ビヤホール Winecafe PubJack 市川店 千葉県市川市市川1-10-10 Y’sビル1F

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール 和心　ふる川 千葉県市川市市川2-29-18

酒場・ビヤホール 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

酒場・ビヤホール　日本料理店 ふぐ季節料理 十兵衛 千葉県市川市真間1-15-23

焼肉店 韓国料理大龍 千葉県市川市南八幡3-12-8 1F

焼肉店 シェ・スギノ 千葉県市川市南八幡3-8-13-104号室　シャトーデザールクボタ

焼肉店 炭火焼肉　春枝 千葉県市川市湊新田2-9-10

焼肉店 炭火焼肉きっちょう本八幡店 千葉県市川市南八幡5-1-4

焼肉店 ホルモン焼　まんぷく 千葉県市川市高谷1-10-6

焼肉店 味楽亭 千葉県市川市南八幡4-8-2エスフォート本八幡１F

焼肉店 焼肉   八功 千葉県市川市南大野2-3-1

焼肉店 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

焼肉店 焼肉吉四夢 千葉県市川市富浜1-4-17

焼肉店 焼肉ソウル 千葉県市川市平田4-3-5

焼き肉店 焼肉　本陣 千葉県市川市南八幡4-4-14　東洋マンション2F

焼肉店 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

焼肉店 焼焼 千葉県市川市市川1-2-7牧原ビル1階

焼肉店 遊々亭 千葉県市川市湊5-2室橋マンション１Ｆ

食堂・レストラン（専門料理店を除く） UNCLESAM 千葉県市川市行徳駅前2-8-20 サントスビル2F UNCLESAM

食堂・レストラン（専門料理店を除く） アンダンテ 千葉県市川市南大野2-1-4

食堂・レストラン（専門料理店を除く） イタリアンティールームマリオ 千葉県市川市市川1-21-7 2F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 市川ワイン食堂Dish cussu 千葉県市川市市川南３-１-１アプロード市川112号

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） vivalice 千葉県市川市湊新田2-6-6モロマンション

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ヴェネチア酒場 千葉県市川市八幡2-15-17

食堂・レストラン（専門料理店を除く） openoven 千葉県市川市市川2-30-25

食堂・レストラン（専門料理店を除く） おふくろ 千葉県市川市東国分1-29-15

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 海鮮居酒屋なかむら 千葉県市川市大洲1-2-3

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 鉄板清水 千葉県市川市市川１−１３−１６

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 柿の樹 千葉県市川市妙典3-13-10

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 額堂 千葉県市川市中山2-4-13



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

食堂・レストラン（専門料理店を除く） かつ壱番屋 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） かつや千葉行徳店 千葉県市川市本塩18-8

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Cafe Miele 千葉県市川市南八幡3-8-13-103 シャトーデザール

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Cafe OLLON 千葉県市川市北国分1-11-18

食堂・レストラン（専門料理店を除く） かん田 千葉県市川市南大野1-1-11

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 甘味喫茶ドル 千葉県市川市新井3-12-12

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 菊の家 千葉県市川市欠真間2-19-19

食堂・レストラン（専門料理店を除く） キッチン　あまみ 千葉県市川市市川南1-7-8　宝ビル1F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） キッチン　たけの子 千葉県市川市相之川４－１０－１

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 餃子市場 千葉県市川市市川2-32-3

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 行徳ふれあい伝承館　お休み処 千葉県市川市本行徳37番13号

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 金福 千葉県市川市南八幡5-14-12

食堂・レストラン（専門料理店を除く） クランベリー 千葉県市川市曽谷5-2-15

食堂・レストラン（専門料理店を除く） グリルグリンピース 千葉県市川市鬼高2-9-9

食堂・レストラン（専門料理店を除く） コーヒー銀豆 千葉県市川市八幡5-1-3

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ごはんや元 千葉県市川市新田2-28-9

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ザ モンキーダイナー 千葉県市川市南八幡3-23-27

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 菜SAIバール 千葉県市川市東菅野1-16-16

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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1Ｆ

食堂・レストラン（専門料理店を除く） サンサール本八幡店 千葉県市川市八幡2-7-11 岡ビル2階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 燦遊館 千葉県市川市市川南2-1-1

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 四季よし 千葉県市川市八幡2-14-16

食堂・レストラン（専門料理店を除く） SHIGE 千葉県市川市市川1-8-11　矢高ビル２階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 自然の食卓 千葉県市川市南大野2-21-16

食堂・レストラン（専門料理店を除く） しゃぶしゃぶ温野菜　本八幡店 千葉県市川市八幡2-15-10 PATIO6階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 春光園 千葉県市川市市川1-2-5乙生ビル1階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 旬鮮華なか家 千葉県市川市行徳駅前3-15-12

食堂・レストラン（専門料理店は除く） 職員食堂（よなご食堂） 千葉県市川市菅野5-11-13　東京歯科大学市川総合病院内2F よなご（職員食堂）

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 食事処 和 千葉県市川市南行徳1-13-1 メゾン3006　1F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 寿司七兵衛 千葉県市川市柏井町1-1461-8

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ステーキ石井 千葉県市川市行徳駅前1-7-7

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Sole Ma-No 千葉県市川市市川1-3-5 1F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 大衆つぐつぐキッチン 千葉県市川市行徳駅前1-20-12-102スカラベマンション

食堂・レストラン（専門料理店を除く） dining cafe JIORNO89 千葉県市川市新田5-7-10イワナビル1階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 高乃屋 千葉県市川市原木3-13-10

食堂・レストラン（専門料理店を除く） BAHAMA 千葉県市川市国分1-4-2

食堂・レストラン（専門料理店を除く） だんちょうてー 千葉県市川市南八幡4-7-12

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） door 千葉県市川市妙典2-7-17-102

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） とんかつ　ばんぶー 千葉県市川市南八幡4-14-13

食堂・レストラン（専門料理店を除く） とんかつ、ハンバーグ　香 千葉県市川市大洲2-1-12

食堂・レストラン（専門料理店を除く） とんかつとんき 千葉県市川市相之川4-17-2

食堂・レストラン（専門料理店を除く） とんかつとんとん亭 千葉県市川市南大野３−２２−５

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 肉の牛忠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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 肉バルスノーキー行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-25-25-1階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 8代葵珈琲　市川店 千葉県市川市大野町４-2460-1

食堂・レストラン（専門料理店を除く） パデラトゥーラ 千葉県市川市鬼高1-13-13

食堂・レストラン（専門料理店を除く） PaPaBoya's 千葉県市川市市川3-27-20LSP-105

食堂・レストラン（専門料理店を除く） VIGORIA 千葉県市川市新田4-8-17土屋ビル1階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Foodingbar aria 千葉県市川市市川1-9-8 上原ビル3F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） フェリア 千葉県市川市市川1-12-11

食堂・レストラン（専門料理店を除く） BlueDoors 千葉県市川市八幡3-27-22ニューイーストビルM2F



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ブルードラゴンオリエンタル本八幡 千葉県市川市八幡2-17-1　シャポー本八幡1F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Petie's cafe 千葉県市川市南行徳1-22-7

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ペペローネ 千葉県市川市下貝塚3−8−16

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 包包點心市川店 千葉県市川市鬼高1-1-1ツムグテラス1F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ポポラマーマダイエーいちかわコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザダイエー内2階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 洋食煉瓦亭 千葉県市川市香取2-12-14

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 友楽 千葉県市川市稲越1-2-5

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 呑食唄　みどり 千葉県市川市大洲4-12-25

食堂・レストラン（専門料理店を除く） Mogu-Mogu Cafe 千葉県市川市市川1-23-27 サニーパレス101

食堂・レストラン（専門料理店を除く） YajikkoKITCHEN 千葉県市川市南八幡1-1-17

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） やんばる 千葉県市川市行徳駅前2-21-9高津荘101

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 洋麺屋五右衛門ニッケコルトンプラザ店 千葉県市川市鬼高1-1-1 レストランストリート2F

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ラムカーナ 千葉県市川市市川1-26-23

食堂・レストラン（専門料理店を除く） ルミエール 千葉県市川市市川1-9-2

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） レストラン停車場 千葉県市川市八幡2-7-1

食堂・レストラン（専門料理店を除く） レストランベルク 千葉県市川市市川南1-5-24

食堂・レストラン（専門料理店を除く） レストラン マンマ・ミーヤ 千葉県市川市富浜2-3-10

食堂・レストラン（専門料理店を除く） レストランヤマザキ 千葉県市川市市川1-9-2

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） WOW 千葉県市川市南八幡4-2-15丸昌ビル1階

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 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

食堂・レストラン（専門料理店を除く） 和ビストロ Ｅｄｏｙａ！ 江戸家 千葉県市川市真間2-17-11

他に分類されない飲食店 一休 千葉県市川市下貝塚1-19-3

他に分類されない飲食店 居酒屋　次郎 千葉県市川市南八幡3-7-11　

他に分類されない飲食店 おとなのサンドウィッチ 千葉県市川市福栄1−3−21

他に分類されない飲食店 お休み処　おおた 千葉県市川市国府台3-9-41

他に分類されない飲食店 カイジェラート 千葉県市川市八幡5-1-26

他に分類されない飲食店 カラオケ＆居酒屋　Ｑ-ZEN 千葉県市川市曽谷2-3-2

他に分類されない飲食店 行徳デリキッチン 千葉県市川市行徳駅前1-6-14

他に分類されない飲食店 小料理しば 千葉県市川市市川1-5-13

他に分類されない飲食店 酒処　てまり 千葉県市川市市川1-14-8

他に分類されない飲食店 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

他に分類されない飲食店 ニキベーカリー　南行徳店 千葉県市川市相之川4-17-2

他に分類されない飲食店 ふりあい 千葉県市川市曽谷1-22-20

他に分類されない飲食店 ポポラマーマ本八幡店 千葉県市川市八幡2-5-20 イーストビル芝田１階

他に分類されない飲食店 まさちゃん 千葉県市川市市川南1-6-16 -101

他に分類されない飲食店 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

他に分類されない飲食店 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

他に分類されない飲食店 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

他に分類されない飲食店 ミタ 千葉県市川市南八幡4-5-20 クローバービル2F

他に分類されない飲食店 YAMA PIZZA 千葉県市川市新田4-18-20

他に分類されない飲食店 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

他に分類されない飲食店 リプルズ 千葉県市川市八幡2-15-18

他に分類されない飲食店（カラオケ） カラオケハウス　ロイヤル 千葉県市川市伊勢宿9-16

他に分類されない飲食店（カラオケ） 横丁の花（カラオケ） 千葉県市川市鬼高2-10-7

中華料理店 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

中華料理店 居酒屋錦 千葉県市川市南行徳3-13-1-103

中華料理店 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

中華料理店 瀧 千葉県市川市中山4-15-2

中華料理店 幸来軒 千葉県市川市高谷1-6-13

中華料理店 三昧真火 千葉県市川市八幡3-1-1 プレジデントビル3階

中華料理店 三龍亭 千葉県市川市相之川3-15-15

中華料理店 そば秋 千葉県市川市欠真間1-14-5



　　　　　　　　　　令和４年３月１０日時点(５０５件）

飲食店業種分類　 店舗名　 店舗所在地　

中華料理店 台湾料理 元祥 千葉県市川市末広2町目一20一9 シャト一ハイツ　1F

中華料理店 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

中華料理店 中華料理　かさや 千葉県市川市妙典3-9-20

中華料理店 中華料理　友来 千葉県市川市南行徳1-16-18  1F

中華料理店 中華料理千両 千葉県市川市新田4-12-16

中華料理店 中国料理　she‐tzu‐fun 千葉県市川市市川南1-10-1　タワーズウエスト106

中華料理店 中国料理英弘 千葉県市川市行徳駅前2-18-3

中華料理店 ひさご亭 千葉県市川市南大野3-22-2

中華料理店 福栄飯店 千葉県市川市福栄1-2-12

中華料理店 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

中華料理店 山ちゃんらーめん 千葉県市川市湊新田2-9-11

中華料理店 雷神餃子 千葉県市川市市川1-21-7  クレール市川102

日本料理店 居酒屋　こい 千葉県市川市南八幡3-7-1

日本料理店 いしげ 千葉県市川市八幡2-14-12岩沢ビル

日本料理店 市川　ひろの江 千葉県市川市東菅野1-31-16

日本料理店 一兆 千葉県市川市東大和田1-6-9サンポウハイツ104

日本料理店 うえだ別館 千葉県市川市八幡2-7-6

日本料理店 うさぎや 千葉県市川市南行徳 3-17-21

日本料理店 海栗屋　市川 千葉県市川市真間1-10-13

日本料理店 美味処  たくみや 千葉県市川市行徳駅前2−8−15

日本料理店 えびす 千葉県市川市行徳駅前1-20-12-101

日本料理店 沖縄料理＆泡盛なかゆくい 千葉県市川市行徳駅前2-8-15

日本料理店 尾張屋 千葉県市川市市川1-4-15

日本料理店 かつ太郎　市川店 千葉県市川市大野町4-2177-2

日本料理店 割烹白浜 千葉県市川市欠真間2-19-25

日本料理店 割烹美羅 千葉県市川市真間1-15-20佐久間ビル2階

日本料理店 割烹わじま 千葉県市川市末広2-13-20

日本料理店 行徳せの 千葉県市川市行徳駅前2-1-20サンライズ小川1階

日本料理店 きん三 千葉県市川市国分1-18-19

日本料理店 串揚げ割烹今川 千葉県市川市高谷1-6-13　　（自宅）

日本料理店 串焼　釜飯　田村 千葉県市川市南大野1-44-9

日本料理店 鞍馬 千葉県市川市行徳駅前2-8-20サントスビル2F 鞍馬

日本料理店 鳥辰 千葉県市川市南八幡3−10−17

日本料理店 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

日本料理店 旬彩　みうら 千葉県市川市八幡2-11-14

日本料理店 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

日本料理店 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

日本料理店 ちゃんこ鷹丸 千葉県市川市行徳駅前2-21-12-103

日本料理店 道産子 千葉県市川市新田4-9-21

日本料理店 とんかつ　ひこ田 千葉県市川市行徳駅前2-21-2

日本料理店 とんかつ大谷 千葉県市川市菅野4-17-16

日本料理店 日本料理すずなり 千葉県市川市市川1-8-5 アドビル1階

日本料理店 まつきゅう 千葉県市川市八幡4-18-30

日本料理店 まるみや 千葉県市川市南八幡５−３−２０

日本料理店 まんま亭 千葉県市川市南八幡4-4-7１階

日本料理店 三鴨庵 千葉県市川市南八幡3-5-16

日本料理店 和彩こうめ 千葉県市川市南八幡4-16-2ユーディ市川101

日本料理店 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

日本料理店 和れん 千葉県市川市八幡2-13-5　メゾン喜春弐番館1F


