千葉とっておき
003

千葉ポートタワー

091

炭火焼 寿

入 館 料 割 引 き（ 大 人 「名物！鶏もも肉の炭
420円→300円、小中
火焼」半額サービス
学生200円→150円） 1グループ１品のみ
本クーポンを提示で4名様まで
2020年3月末まで
010 ジャパンゴルフスクール

無料ワンポイントアド
バイス（要予約）
本クーポン提示または観光協会の
WEBを見たとお申し出ください
2020年3月末まで
014

乗馬クラブクレイン千葉

【体験乗馬】1回コー
ス無料ご招待

レンタル代1,500円（税抜）、保険
代200円（非課税）は別途必要
2020年3月末まで
020 ちはる農園

グループ全員100円
引き（２歳未満を除く）
2020年3月末まで

021 ドラゴンファーム

先着20名様に粗品
プレゼント
本クーポン1枚で1人様まで
本誌発行日より先着20名
様終了まで
044

極楽湯 千葉稲毛店

一般平日800円／土日祝
900円のところ→600円
本クーポンで5名様まで
2020年1月末まで

056

ガラス工房 砂あそび

2020年3月末まで
094 日本料理

かめや

ドリンクサービス（グラ
ス生ビール、グラスワ
イン、ソフトドリンク）
本クーポンで10名様まで
2019年12月末まで
096

武井加曽利店

お会計時10%OFF
土日祝を除く
2020年1月末まで

081

美弥和

お食事代5％OFF
2020年3月末まで

088

和食処 総（ふさ）

ランチ100円引き
ランチタイム限定
2020年3月末まで

098

六時裏 浜包丁

カンパイビール1杯
サービス
ディナータイム限定
本クーポンで2名様まで
2020年1月末まで
100 うおはな

ファーストドリンク
無料

他のサービスとの併用不可
2020年3月末まで

101

味処 高

お食事代10％OFF

17:00〜22:00までにご
来店のお客様限定
本クーポンで3名様まで
2020年1月末まで
103

魚河岸系旨いもん処ととんちゅう

本クーポンで4名様まで
感謝デーをのぞく平日
2019年11月末まで
107

築地日本海 千葉駅前店

地酒一升サービス

8名様以上でコース料理ご
予約のお客様限定
2020年1月末まで

114

ちば郷土料理 千寿惠

旬彩コースご利用の
お客様に生ビールお
1人様1杯サービス

クレジットカード併用不可
2020年1月末まで
090

季節料理 とみ本

オリジナル日本酒進呈

8名様以上でコース料理を
ご予約のお客様限定
2019年12月末まで

106

をざわ

ワンドリンクサービス

お食事をされたお客様限定
2020年3月末まで

2019 -2020

142 くらのあかり 千葉店

①10名様までお会計10%OFF
②宴会コース15名様以上で幹
事様無料（12月不可）

①はクレジットカード併用不可／金曜日不
可、宴会コース不可／2020年1月末まで

120

正木屋

うな重又は特上うな重お召し上がりの
お客様にワンドリンク（ウーロン茶、オ
レンジジュース、コーヒー）サービス
本クーポンでグループ全員
2019年6月末まで
122

生乃弥

焼酎ボトル1本プレゼ
ント
10名様以上で利用可
2020年1月末まで

143

串焼・煮こみ いなせや 幸蔵

①特別宴会プラン3,500円
→3,000円 ②10％OFF

①②の併用、カード、他券
との併用不可
2020年1月末まで
147

MA〜なべや 千葉店

各種鍋10%OFF

本クーポンでグループ全員
他のサービスとの併用不可
2019年11月末まで

163 THE NEW YORK
BAYSIDE KITCHEN

ディナー10%OFF
2019年12月末まで

166 ワイン＆ダイニング オーヴァン

ワンドリンクサービス
ディナータイム限定
他のサービスとの併用不可
2020年3月末まで

117

梅の花 千葉店

ワンドリンクサービス

他の割引券との併用不可
千葉店のみ 1回1組有効
2019年11月末まで

124

北海道かに将軍 千葉店

10%OFF

他券併用不可
おみやげ・宴会プラン以外
2019年11月末まで

126

天ぷら 武田

①ドリンク1杯サービス ②合計金
額から10％OFFまたは、ご利用時
に特典がわかるお楽しみクーポン
本クーポンでグループ全員／①②の併
用、カード払い不可／2020年1月末まで
133

串焼き 雅

乾 杯ド リ ン ク 1 杯
100円で提供

他のサービスとの併用不可
2020年3月末まで

134

金角 富士見本店

チューハイ1杯
サービス

本クーポンで4名様まで
2019年11月末まで

135

肴亭 杉家

小鉢サービス

その他割引券との併用不可
2020年1月末まで

148

MA〜なべや みなと店

各種鍋10％OFF

本クーポンでグループ全員
他のサービスとの併用不可
2019年11月末まで

149

MA〜なべや 蘇我店

各種鍋10％OFF

本クーポンでグループ全員
他のサービスとの併用不可
2019年11月末まで

151

蕎麦処 こだか

いのはな亭

50円引き

お食事のお客様限定
2020年2月末まで

炉端幸房 炙りや 楽蔵

①日本酒90mlサー
ビス ②10%OFF

①②の併用不可、他券との
併用不可、カード不可
2020年1月末まで
140

銀シャリ家御飯炊ける

千葉中央店

1グループ全員にソフ
トドリンクサービス
2020年3月末まで

159

たこやき 蛸TAKO

栄町本店

天かすトッピング無料
4パックまで
2020年3月末まで
161

オーシャンテーブル

お会計よりディナー
タイム10%OFF
2020年1月末まで

DEAR FROM

213 鉄板焼きグリル
美彩や（びさいや）

233

初回のみサービス
2020年3月末まで

ディナー10％OFF

168 カジュアルダイ
ニング フロール

190

ランチ100円引き
ランチタイム限定
2020年3月末まで
170

DiSCALO（ディスカーロ）

飲 食 金 額より1 0 ％
OFF

季節ごとのフェア商品、他
サービス券との併用不可
2020年1月末まで
171 カントリーレストラン スワン

お料理をご注文されたお客
様限定
2020年1月末まで

ランチは「おかわりドリン
ク」サービス、貸切は「山
盛りポテト」サービス
2020年1月末まで

180 リストランテ
マンジャーレ千葉

ウェルカムドリンク
人数分プレゼント

181 ナポリの漁師
ぷらっトリア

ファーストドリンク
無料

本クーポンで4名様まで
2019年12月末まで

キャプテンズクック

お会計時10％OFF
平日ランチタイムを除く
2019年9月末まで

196

仏蘭西料理 ミルフィーユ

他のクーポン、サービスと
の併用不可
2020年1月末まで
197

Portuale ave.

（ポルトアーレ アベニュー）

ワンドリンクサービス
お食事されたお客様限定
2020年1月末まで
198

Tomo’s Cafe

手づくりデザート
100円OFF

本クーポンで3名様まで
2019年12月末まで

199

Cafe Dining オレンジ

ご飲食代10％OFF

ディナー 限 定 ／ お 1 人 様
2,000円以上で利用可／
コース不可／他券併用不可
2019年12月末まで
200

SPEED STAR COFFEE

ランチ100円引き
2019年12月末まで

2020年3月末まで

182 イタリアン・パスタ MARINE

205

1名様より利用可／クレジット
カード、他券との併用は不可
2020年1月末まで

2020年3月末まで

ランチ、ディナータイ
ムの飲食代5％OFF

ステーキ共和国
幕張大使館 本館

本クーポンでグループ全員
2020年3月末まで

218 九州とんこつ
ラーメン 幸福軒

替え玉（ちび玉）1杯
無料サービス
本クーポンでグループ全員
2019年12月末まで

ミルフィーユコースご注文の
お客様にワンドリンクサービス

せんの葉 日本酒バル

夜ドリンクメニュー
10％OFF

焼肉レストラン 新羅（shira）

ワンドリンクサービス

本クーポンで2名様まで1回
限り／注文時に本クーポン
を提示／併用不可
2020年3月末まで

ドリンクバー
サービス

我家我屋 本店

232

本誌を店舗にご提示の上、クーポンをご利用ください。
※詳しくは各店舗にお問い合わせください。

ワンドリンクサービス

プレーンホットケーキ 通常
580円→500円（税別）

2020年3月末まで

136

184

メニューに★印のあ
るもののみ、ワンドリ
ンクサービス

あいどるかふぇ

[2ねん8くみ 千葉校]

スイーツ系のフレンチト
ーストを注文のお客様に
バニラアイスをサービス

176 レストランNadan・
有限会社飛馬

158

本クーポン提示のお客様
（個人）のみ利用可
2019年12月末まで

207

216

155 旬・彩蕎麦処 亥庵〜IORI〜

平日限定、お食事代4,000
円以上のお客様
2019年12月末まで

ラ タベルネッタ アッラ チヴィテッリーナ

デザート1品プラス、食後酒1杯、パ
スタ大盛りのいずれか1つサービス

186 ホットケーキ倶楽部イタリアンダイニング

167 ガレット＆フレンチ
トーストカフェ zizi

ドリンクバー（ソフトド
リンク）100円で提供

ワンドリンクサービス（アルコ
ール類またはソフトドリンク）

183

2020年3月末まで

ワイン、生ビール（小）、ハイ
ボール、ソフトドリンクの中か
らお好みの1杯をサービス
お1人様1回限り
2019年12月30日まで

得 クーポン一覧

他のサービス券との併用不可
2019年11月末まで

2019年12月末まで

色付け1色（129円） ドリンク（コーヒー）1
無料
杯サービス
2020年3月末まで

119 うなぎ

千 葉 市 オ フィシャル
観 光 ガ イド ブック

221

佳耀亭

ソフトドリンク1杯
サービス

本クーポンでグループ全員
2020年1月末まで

222 千葉スカイウイ
ンドウズ 東天紅

グラスワイン又は紹興酒グラス
又はソフトドリンク1杯サービス

創作焼肉 樹〜ITSUKI〜

乾杯スパークリング
ワイン1人1杯サービス

223

香港料理 濱龍

他サービスとの併用不可
入店時に本クーポンを提示
2020年3月末まで

227

インディアンキッチン ラソイ

ドリンクプレゼント

注文時にクーポンを提示／
1グループまで／1回限り可／
他のサービスとの併用不可
2019年6月末まで
229

印度料理 シタール

お食事の場合のみ
100円引き

本クーポンで1グループまで
2019年12月末まで

231

インド料理の店「ナシーブ」

ディナー料金10％OFF、ラ
ンチでワンドリンクサービス
2019年12月末まで

勉強堂本店

5％OFF

メガネ商品5,000円以上お買
上げで／他のサービスとの重
複割引、特別奉仕品は除く
2020年3月末まで
269

精美堂本店

店内商品10％OFF

2020年3月末まで

一部除外品あり
2020年3月末まで

235 グランドミッキー

276 千葉名産品と静岡

①10名様以上、幹事様1名無料
②40名様以上、幹事様2名無料

クレジットカードの併用不可
2020年1月末まで

237

dining&bar Lantern

お会計8％OFF

お一人様3,000円（税込）
以上ご利用で有効。割引上
限5,000円
2020年3月末まで
238

BAR そらのかけら

お会計代金合計より
10％OFF

本クーポンでグループ全員
2020年3月末まで

240

Shot Bar blackcat

お会計より10%OFF
本クーポンでグループ全員
2020年1月末まで

本クーポンで4名様まで
2020年1月末まで

ご飲食料金5％OFF

268

sweets&BAR
Amour 千葉店

241

乾杯スパークリングワイン
1人1杯サービス

茶の専門店

清本園

サービス品を除き
5%OFF

本クーポンで1名様まで
2020年1月末まで
285

欧都香（おおつか）

記念品プレゼント
2020年1月末まで

298

orb（オーブ）

10％OFF
（パンのみ）

お1人様1回限り
2020年1月末まで

312

御菓子司 榎家

榎 家 ポイントカード
ポイント2倍
本クーポンで1名様まで
2020年1月末まで

313

菓司庵 いずみ野

千葉郷土銘菓、いもっち
10個入りを10％OFF

2020年3月末まで
243 ラウンジ

314 ロイヤル本舗

彩花

新規のお客様限定
2020年3月末まで
246

ひまわり

ウィスキー、焼酎等のボトル
を1グループ1本サービスま
たは5,000円で飲み放題
2020年1月末まで
267

辻忠商店

10%OFF

セール品、祭用品の一部、
カードでのお支払を除く
2020年3月末まで

10％OFF

お店でのお買物のみ
2019年12月末まで

324

オークラ千葉ホテル

平日ランチ5％OFF・土日
祝ランチタイム10％OFF

他のクーポンとの併用不可
（レストラン セブンシーズ）
2019年12月末まで
352 メイプルイン幕張

10名様以上のパーティーご
利用時、幹事様1名分無料

飲み放題付コース4500円／他の
クーポン、サービスとの併用不可
2020年3月末まで
356 グランパークホテル

パネックス千葉

1部屋につき宿泊料
500円OFF
2020年1月末まで

2020年1月末まで
本クーポンで1名様まで

来店5名様以上でボトル1本
プレゼントまたは15名様以上
で幹事様1名分無料サービス

319 はちみつのお店 板倉商店

店舗でお買上げ
10%OFF
2020年1月末まで

315

黒平まんじゅう本舗

黒豆茶（4包）
プレゼント

本クーポンで1名様まで
2019年12月末まで

317

古代手焼 田子作煎餅

焼きたておせんべい
サービス
3,000円以上お買上げで
2020年1月末まで

361

ホテルバロン 千葉中央店

宿泊・休憩が500円
OFF
他割引券との併用不可
2020年1月末まで

362 ホテルバリアン
リゾート 千葉中央店

ウェルカムドリンク
サービス

ご利用人数分様のウェルカムドリンク（アル
コール含む）をご提供／2020年3月末まで

373 オリックスレン
タカー 千葉駅前店

1000cc以上のレンタ
カーご利用10％OFF
千葉駅前店限定
2020年1月末まで
383

キッズルーム“チャコ”千葉園/稲毛園

ビジター料金を会員
料金で、シッティング

例:9:00〜18:00のビジター料金2,700
円/時間→会員2,400円/時間（税別）
2020年1月末まで
388

Eir Conditioning room

初回のみ500円割引
本クーポン1枚で1名様
2020年3月末まで

391 ネットランド株式会社

海外出入国カード
作成無料

海外パッケージツアーお申
し込みのお客様のみ
2019年12月末出発まで
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