店舗営業時間一覧（4/28～5/11）
エリア 店舗

最新情報は各店舗にお問い合わせください。
住所

電話番号

営業時間

海鮮の國 波奈本店

中央区弁天1−34−1

043-232-0144

11:00~14:00、11:00~14:30

天ぷら 武田

中央区富士見2-9-13WTC千葉富士見ビルＢ1Ｆ

043-224-5353

休業

ふぐ料理

中央区栄町4-10

043-222-1988

11:30~20:00

すし波奈 千葉富士見店

中央区富士見1-7-4

043-225-0550

11:00~14:00

旬を食す 夢咲

中央区新町1-11

043-247-8270

休業

弁天蔵

中央区弁天2-19-40

043-441-4747

休業

生乃弥

和食レストランとんでん

東寺山店

若葉区東寺山町422-1

043-206-8251

11:00~20:00

和食レストランとんでん

若松店

若葉区若松町2128-1

043-234-8751

11:00~20:00

鮨 割烹 みどり

中央区春日2−21−5

043-241-1530

11:00~14:30、11:00~14:30

大名寿司

中央区冨士見2−14−7

043-445-8333

休業

丸万寿司

中央区中央3-7-11

043-222-3414

11:30~13:30、17:00~20:00

都鮨

中央区富士見1-7-6

043-222-1188

17:00~20:00

043-202-7110

平日15:00~20:00、土日祝12:00~20:00

鮨や直人

Ma～なべや 千葉店

中央区富士見2-21-9

割烹をざわ

中央区中央1-2-12

043-224-1305

11:00~14:00

家庭料理

中央区中央3-13-11 2F

043-225-3022

休業

中央区栄町16-2

043-225-6688

11:00~14:00、17:00~20:00

043-222-4388

11:30~20:00

福酔

ちば郷土料理

千寿恵

しんなかビル1F

中央区富士見2-12-4

岡本庵 千葉店

中央区富士見2-11-1 日土地千葉ビル2F

043-216-2979

11:00~20:00

鉄板焼きグリル 美彩や

中央区中央2-7-2 大島屋ビル1F

043-202-3900

11:00~15:00、17:00~20:00

いなせや幸蔵

中央区富士見2-16-12 1F

043-239-7100

休業

うまい魚と旨い酒 うおはな

中央区富士見1-10-4 1F

043-202-2211

休業

旨いもん食堂

中央区中央4-2-1

043-216-5355

11:00~15:00、17:00~20:00

おでんでんでん千葉栄町店

中央区栄町42-6

043-441-7987

11:30~14:30、16:00~20:00

おでんでんでん千葉中央店

中央区中央2-2-5

043-215-8885

11:30~14:30、16:00~20:00

おばんざい倶楽部Dashi

中央区新田町15-1

043-243-0141

休業

043-441-8101

11:30~20:00

043-445-7883

11:30~20:00

かどや

牛バルこじまや

くすお千葉店

千葉店

まる空間内

※水曜のみ営業（5/5は休業）

Tomo's Café

九州の旨かもん・旨か酒

千葉

※4/27時点の情報です。

ダイアパレス102

中央区富士見2-17-18
中央区富士見2-14-4

バーニングビル1階A号

金角 富士見本店

中央区富士見2-19-11

070-1440-5398

休業

銀シャリ家御飯炊ける千葉中央店

中央区中央2-7-10 シャンボール千葉104

043-306-2958

休業

串焼き 雅

中央区中央3-15-1

043-386-8660

休業

くらのあかり 千葉店

中央区富士見1-8-6

043-216-5511

休業

酒彩亭 盛

中央区中央3-10-8

080-8008-2000

休業

dining ＆ bar Lantern

中央区新田町11-12 松長ビル１F

043-238-8815

11:30~14:00

043-227-5001

休業

043-225-3639

休業

043-247-3450

休業

手羽唐・旨もん

手羽市

千葉中央店

中央区中央4-3-1

手羽唐・旨もん

手羽市

本千葉店

中央区長洲1-23-6

手羽唐・旨もん

手羽市

西千葉店

中央区春日2-25-3

千葉市美術館B1F
1F
千寿ビル1F

日本橋かなえや

中央区富士見2-9-28 B1

043-202-2777

休業

浜包丁

中央区新千葉1-6-1

043-232-0144

休業

中央区新町15-13 丸三新町ビル1Ｆ

043-203-2003

休業

中央区中央1-10-7

043-222-3457

休業

043-242-2421

11:30~20:00

043-215-7788

12:00~15:00、17:00~20:00

千葉西口店

炉端幸房

炙りや

楽蔵

わらやき三四郎
美味辛厨房まるから
ビストロ

千葉中央店

イヴローニュ

中央区新宿2-11-1
中央区中央2-2-5

藤や観光ビル1F
タムタムスクエア3F

仏蘭西料理 ミルフィーユ

稲毛区緑町2-16-7

043-243-8853

11:00~14:30、16:30~20:00

アルポンテ・ドゥエ

中央区新千葉1-4-2 ウェストリオ2 202

043-307-6133

11:00~20:00

EST! BAMBINO

中央区新町1001 千葉そごうJUNNU1F

043-307-3650

10:00~20:00

EST! PROSSIMO

中央区新町22-3

043-248-7010

11:00~15:00 ※期間中メニュー変更あり

キッチン リベール

中央区登戸１-23-1 二藤ビル1階

043-307-7522

11:00~14:30

今日和ペリエ千葉店

中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉

ペリチカバルB1F 043-227-5557

11:00~20:00

ナポリの漁師

中央区新千葉1-7-3

ぷらっトリア

CSB新千葉ビル101

043-301-6611

休業

ホットケーキ倶楽部イタリアンダイニング 我家我屋 本店

中央区富士見2-7-16 亀屋ビルB1F

043-225-7551

11:30~16:00

ガレット＆フレンチトースト zizi

中央区新千葉1-4-2

043-306-6761

10:00~20:00

椿森コムナ

中央区椿森1-21-23

043-388-0222

11:00~20:00、日曜-7:00~18:00

成田ゆめ牧場 Cows Stand ペリエ千葉エキナカ店

中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉エキナカ3F

043-305-4177

9:00~21:00

遊食の郷（アパホテル千葉駅前内）

中央区弁天1-18-5

043-441-7020

6:30~10:00、11:30~14:30、17:00~20:00

Hale Ku Lani（グランパークホテルパネックス千葉内）

若葉区殿台町123−4

043-251-4123

6:00~8:30

中国料理

中央区本千葉町15-1

京成ホテルミラマーレ2F 043-222-2351

景山（京成ホテルミラマーレ内）

ウエストリオ2-1F

ディスカーロ（京成ホテルミラマーレ内）

中央区本千葉町15-1

京成ホテルミラマーレ

2F 043-222-2350

ミレフォリア（京成ホテルミラマーレ内）

中央区本千葉町15-1

京成ホテルミラマーレ

1F 043-222-2250

11:30~15:00、17:00~20:00
6:30~9:30、11:30~14:30
ディナーは貸切予約のみ
9:30~20:00

千葉
みなと

蘇我

ACQUA E SOLE（ダイワロイネットホテル千葉中央内）

中央区本千葉町2-11

牡蠣と牛たん 仙台や 匠（ホテルシュランザCHIBA内）

中央区新宿2-6-18 ホテルシュランザCHIBA 1F 043-307-8725

休業

日本料理

中央区中央1-11-1

汐菜(三井ガーデンホテル内）

043-222-0223

6:30~10:00、11:00~20:00

三井ガーデンホテル2F

043-306-1131

11:30~15:30、17:00~20:00

Ma～なべや みなと店

中央区中央港1-28-6 ケーズリゾートビル3F

043-203-3700

平日15:00~20:00、土日祝12:00~20:00

金角 みなと店

中央区中央港1-2-29

070-1440-5398

休業

炭火焼 寿

中央区千葉港７−１ ホテルテトラＢ１

043-241-8166

11:30~14:00、16:00~20:00

veicolo

美浜区新港70-1 ネッツタウン新港内

043-245-9988

未定

オリエンタルキッチンイタリアーナ

中央区問屋町7

043-238-9112

11:00~15:00、17:00~20:00

THE NEW YORK BAYSIDE KITCHEN

中央区問屋町1-50 千葉ポートタウン5F

043-301-4101

11:00～15:00

オーシャンテーブル

中央区中央港1-28-6

043-203-3500

10:00~20:00

PIER-01

中央区中央港1-20-1

043-243-5100

11:00~20:00

レストラン 「セブンシーズ」（オークラ千葉ホテル内）

中央区中央港1−13−3

シティビューラウンジ（ザ キューブホテル千葉内）

中央区問屋町1-45 千葉ポートスクエア

ケーズハーバー1Ｆ
オークラ千葉ホテル

1F 043-248-1128

7:00~9:30、11:30~14:00、17:00~20:00

043-246-1887

休業

レストラン「ベイクオーレ」（ホテルポートプラザちば） 中央区千葉港8-5 ホテルポートプラザちば1F

043-247-7211

予約のみ受け付け

和食レストランとんでん

中央区南町1-5-1

043-266-2911

11:00~20:00

日本料理 和か葉

若葉区大宮町2192-1

043-209-5570

11:00~20:00

Ma～なべや 蘇我店

中央区南町2-11-15

043-300-6900

平日15:00~20:00、土日祝12:00~20:00

和dining 野-inacaya-

若葉区野呂町1583-187

0120-42-8422

11:00~20:00

Community Cafe ♭（ふらっと）

緑区おゆみ野6-27-4-B

043-497-4375

11:00~16:00

カフェ＆ギャラリー

緑区あすみが丘2-23-8

043-205-8818

11:00~19:00

そが店

NAJA

和食レストランとんでん

園生店

稲毛区園生町835-1

043-285-1481

11:00~20:00

和食レストランとんでん

千葉幸町

美浜区幸町2-20-29

043-204-2961

11:00~20:00

和食レストランとんでん

幕張店

花見川区幕張町1-7686ｰ3

043-276-3471

11:00~20:00

美浜区高浜5-10-16

043-246-8126

11:00~15:00、16:00~20:00

花見川区幕張本郷6-27-13

043-305-5867

11:00~20:00

花見川区幕張本郷1-3-5-103

043-306-5151

休業

さかえ寿司
廻らない回転寿司

いちじゅう

炙りや幸蔵幕張本郷店

花見川区幕張本郷6-24-28

栗林幕張本郷ビル1F 043-274-6633

キャプテンズクック

花見川区幕張本郷7-41-25

043-276-2491

11:00~15:00、17:00~20:00

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

043-211-5055

11:00~15:30、17:30~20:00

ヴェスプチ

美浜区磯辺2-8-1 稲毛ヨットハーバー 3F

043-279-0770

11:30~20:00

牧場創菓momom イオンモール幕張新都心店

美浜区豊砂1-1

043-310-3267

10:00~20:00

MOMOCAFE（アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞内）

美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞1F

043-211-1110

11:00~14:30、17:00~20:00

043-296-1343

11:30~15:00、17:00~20:00

B1F

043-296-1325

17:00~20:00

1F

043-296-1326

6:30~10:00、11:30~14:00、17:00~20:00

043-305-5565

11:00~15:00、17:00~20:00

手羽唐・旨もん

手羽市

幕張本郷店

イオンモール幕張新都心グランドモール3F

スカイクルーズマクハリ（アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞内） 美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞ 50F

鉄板焼

七海（アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉内）

美浜区ひび野2-3

アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞

ラ・ベランダ（アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉内）

美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞

GREEN TIME

美浜区ひび野2-3 アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞1F

幕張 BEANS Garden Café（テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル内） 美浜区高洲3-20-40

展望レストラン

郷海（ファミーINN幕張内）

043-301-4158

花見川区幕張本郷1-33-3

和食・中華「桂翠」（ホテルグリーンタワー幕張内）

美浜区ひび野2-10-3

日本料理「おりじん」（ホテル

美浜区ひび野2−10−1 ホテル

ザ・マンハッタン内）

カジュアルレストラン「ザ・テラス」（ホテル

フランス料理「ベラ・ルーサ」（ホテル

043-271-5555

ホテルグリーンタワー幕張1F 043-296-1139

ザ・マンハッタン内） 美浜区ひび野2−10−1

ホテル

ザ・マンハッタン

1F 043-275-3235

ザ・マンハッタン1F 043-275-3264

ザ・マンハッタン内） 美浜区ひび野2−10−1 ホテル ザ・マンハッタン 2F 043-275-3250

11:30～20:00

7:00~10:00、11:00~15:00、17:00~20:00／
テイクアウト11:00~21:00（水曜15:00）
17:00~20:00
11:30~15:00、17:30~20:00
11:30~15:30、17:00~20:00
7:00~10:30、11:30~15:00、17:00~20:00
11:30~15:30、17:00~20:00

レストランカーメル（ホテルスプリングス幕張内）

美浜区ひび野1-11

043-296-0069

7:00~9:30、11:30~15:00、18:00～20:00

日本料理「玄海」（ホテルスプリングス幕張内）

美浜区ひび野1-11

043-296-0193

11:30~15:00、17:30~20:00

中国料理「翠嵐」（ホテルスプリングス幕張内）

美浜区ひび野1-11

043-296-0094

11:30~15:00、17:30~20:00

ラウンジブローニュ（ホテルスプリングス幕張内）

美浜区ひび野1-11

043-296-0194

休業

鉄板焼「欅」（ホテルニューオータニ幕張内）

美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張24F 043-299-1815

11:30~14:00、16:00~20:00

SATSUKI（ホテルニューオータニ幕張内）

美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張ロビィ階

043-299-1848

6:30~20:00

日本料理「千羽鶴」（ホテルニューオータニ幕張内）

美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張ロビィ階

043-299-1849

11:30~14:00、16:00~20:00

中国料理「大観苑」（ホテルニューオータニ幕張内）

美浜区ひび野2-120-3

ホテルニューオータニ幕張1F .043-299-1852

11:30~14:00、16:00~20:00

ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ホテルニューオータニ幕張内） 美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張ロビィ階 043-299-1815

11:00~18:00

Shell the Garden（ホテルニューオータニ幕張内）

美浜区ひび野2-120-5 ホテルニューオータニ幕張 043-299-1620

11：30-15：00

喫茶店テトラ（ホテルテトラ幕張稲毛海岸内）

美浜区高洲3-20-42

7:00~19:00

043-278-6000

