
店舗No 参加店舗名 店舗所在地

1 田町　長寿庵 佐倉市田町190-1

2 中村食堂 佐倉市田町197

3 風流 佐倉市海隣寺町13-8

4 居酒屋　佐蔵 佐倉市栄町10-24佐蔵1F

5 とりのごん助　京成佐倉店 佐倉市栄町18-5 十九浦店舗1階

6 珈琲工房 わげん 佐倉市栄町19-5-110

7 ヤチクロバーガー 佐倉市栄町19-7京成佐倉ｺｰﾎﾟ102

8 Lounge Green Time（ﾗｳﾝｼﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾀｲﾑ） 佐倉市栄町5-5

9 Trattoria Noce 佐倉市栄町7-8三陽ﾋﾞﾙ101

10 フランス料理ラファレーズ 佐倉市栄町7-8三陽ﾋﾞﾙ103

11 酒家味山 佐倉市栄町9-1

12 カフェシュクル 佐倉市城内町91-11

13 インド料理タージュ　（有）サンコーポレーション 佐倉市寺崎北4-2-11 H･S･MODE103

14 おかやま食堂 佐倉市新町105

15 二番町　房州屋 佐倉市新町202

16 カフェ・ブォナジョルナータ 佐倉市新町210 佐倉市立美術館1F

17 スナック眞美 佐倉市鏑木町1169

18 茶琴神明 佐倉市鏑木町1200-1

19 食い処　あだち　酒の肴 佐倉市鏑木町2-7-17ｻｸﾗﾏﾙｼｪBL102

20 居酒屋よっちゃん 佐倉市鏑木町491-15

21 RAGUMAN2014 佐倉市鏑木仲田町11-2

22 そば処 長寿庵 佐倉市本町127-1

23 Costa 佐倉市野狐台町109-2

24 遊っ蔵 佐倉市大佐倉112-1

25 メルス＆シェイカーズ 佐倉市大蛇町801-1

26 プレゼンテ・スギ 佐倉市白銀2-3-6

27 森のレストラン・クオーコ 佐倉市下勝田423

28 酒処・希 佐倉市表町1-10-12

29 レストランジョイフル 佐倉市表町1-13-3

30 歩歩歩（さんぽ） 佐倉市表町1-4-1 大洋興業ﾋﾞﾙ1F

31 居酒屋みのる 佐倉市表町1-6-1

32 弥生 佐倉市表町1-7-11

33 すし酒処　まつなか 佐倉市表町1-7-3-101

34 中華料理　楓橋 佐倉市表町2-3-10

35 幸 佐倉市表町3-14-1



36 フランス料理　シェ・ムラ 佐倉市表町3-1-5

37 麺処丹治 佐倉市表町3-21-5ﾍﾙﾒｽ佐倉102

38 福来軒 佐倉市表町3-6-6

39 お好み焼き　醇 佐倉市六崎1051

40 タイ料理カフェ ソイソム 佐倉市石川1-2

41 焼肉 ソウル館 佐倉市石川295-3

42 レストランアンシャンテ 佐倉市石川577-13

43 居酒屋　COCO 佐倉市石川640-14 ｱｯﾌﾟﾙ佐倉201

44 焼肉家　鴨緑江 佐倉市城188-160

45 イタリアンレストランZucca 佐倉市城343-3   ﾌﾟﾁﾓﾝﾄﾞさくら1-E

46 中華料理　宝来 佐倉市大崎台1-17-17

47 KINGS    (キングス) 佐倉市大崎台1-20-5-102

48 馳走かく田 佐倉市大崎台1-20-5ﾊﾟｽﾄﾗﾙ佐倉101

49 ピスタ・ピスタ 佐倉市大崎台1-4-2 山崎ﾋﾞﾙB1F

50 中国料理　正源 佐倉市大崎台1-8-11

51 カフェソケリ 佐倉市江原497

52 Cafeせん 佐倉市江原520

53 cafe_bistro365 佐倉市江原650-3

54 入母屋珈琲　成田さくら店 佐倉市吉見204

55 タンメンしょうや 佐倉市生谷1217-6

56 泡盛 沖縄料理 なんくるないさ 佐倉市王子台1-15-18

57 中國料理kujikuji 佐倉市王子台1-15-20ｴﾝﾄﾞｳﾋﾞﾙ102

58 たけよし 佐倉市王子台1-18-9

59 スナック ふれ愛 佐倉市王子台1-20-13

60 旬菜魚五十嵐 佐倉市王子台1-22-17ﾍﾞﾙﾊｲﾑ王子台105

61 カフェテラス亜珈里 佐倉市王子台1-23ﾚｲｸﾋﾟｱ臼井1F

62 さっぽろ亭きあい岳ヒュッテ 佐倉市王子台1-26-10

63 焼肉レストラン 南江 佐倉市王子台1-26-9

64 ヴォナビータ  佐倉市王子台2-26-12

65 ファンタジィ 佐倉市王子台2-29-12

66 焼肉＆居酒屋 あき 佐倉市王子台3-15-3

67 まっこす 佐倉市王子台3-15-4

68 鮨いく本 佐倉市王子台3-15-6

69 スパゲッティ専科 すたじおーに 佐倉市王子台3-3-1 篠澤ﾋﾞﾙ1階

70 イタリア料理 Mon-Pet-Cua 佐倉市王子台4-13-12

71 四季旬彩飛夢 佐倉市王子台5-4-35



72 ピッツェリア　プリマプンタ 佐倉市王子台6-10-1

73 喫茶ハセガワ 佐倉市下志津888-7-102

74 レストラン　マサイチ 佐倉市中志津1-6-6

75 cafe＆kitchen mAriage マリアージュ 佐倉市西志津2-8-1

76 肉酒場信玄 佐倉市西志津2-8-7

77 BeeHive 佐倉市西志津4-8-1

78 より処　えん 佐倉市西志津5-10-11

79 大衆酒場　良ちゃん 佐倉市上志津1663-18 寺岡ﾋﾞﾙ1F

80 やきとり鈴乃屋 佐倉市上志津1663-29

81 お好み焼き　みやざき 佐倉市上志津1663-7

82 志津菊富士2号店 佐倉市上志津1669 ｳﾞｧﾝｳﾞｪｰﾙ志津103

83 紅屋 佐倉市上志津1669-6

84 馬刺しもつ鍋のつね 佐倉市上志津1669-61

85 活魚 割烹 花一 佐倉市上志津1821

86 炉ばた焼　美浜 佐倉市上志津1824-8 

87 オリベート　ユーカリが丘 佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6-12-3ｵﾘﾍﾞｰﾄ

88 葉せん 佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6-12-3葉せん

89 たこ助鯛へい　ユーカリが丘店 佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6-12ｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘店3階

90 入母屋珈琲　ユーカリが丘本店 佐倉市上座1238-1

91 豊受食堂 佐倉市上座1239-1

92 小料理　やもと 佐倉市上座1431-24

93 茶房茉莉花 佐倉市井野1382-7

94 あおいはる 佐倉市井野1422-3-2

95 中華レストラン　みろべー 佐倉市井野1444-26

96 Sausage&Bar 2by 佐倉市井野1544-14

97 スナック＆喫茶 ラビアン 佐倉市井野1544-30

98 EDEN 佐倉市宮ﾉ台3-1-10

99 そば処　味楽庵 佐倉市宮ﾉ台3-3-8

100 居酒屋 藤 佐倉市宮ﾉ台4-2-14

101 和しょくキハチ 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘1ｰ1ｰ25

102 平家 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘2-2-11

103 Burgerholic 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘2-32-6

104 なのはな亭 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘3-2-1

105 なのはな亭キッチン 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘3-2-1

106 トラットリア　ラ　カパンナ 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘3-3-11,高橋ﾋﾞﾙ1f

107 串焼屋鶏ごっち　ユーカリが丘店 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1-1



108 万里庵キッチン 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1-4ﾕｰｶﾘﾌﾟﾗｻﾞ1F

109 そば処　すずの家本店 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1-5ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞｻｳｽﾀﾜｰ2F

110 里山transit 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞﾓｰﾙ2階

111 北海道Farmers Dining 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-3ｼﾞｮｲﾅｰﾄﾞ2f 14

112 ウィシュトンホテル（株）　カフェ・ディネット 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-8-1

113 ウィシュトンホテル（株）　日本料理さくら 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-8-1

114 ウィシュトンホテル（株）　中国料理マンダリン・キャップ 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-8-1

115 SobaCafe3◯1 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘6-4-1

116 PLAYSTUDIO3◯1 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘6-4-1

117 ヴァンカード 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘6-4-1

118 豫園 佐倉市南ﾕｰｶﾘが丘14-2

119 笑みごはん 佐倉市臼井田739-5

120 お食事処　一広 佐倉市新臼井田8-6

121 かふぇ・ど・どぅおーも 佐倉市新臼井田9-20

122 焼肉ととき 佐倉市稲荷台1-10-1相川ﾋﾞﾙ1階

123 美味佳楽  酔 佐倉市稲荷台1-10-1相川ﾋﾞﾙ202

124 居酒屋　祭 佐倉市稲荷台1-10-2

125 串焼き炙りや　炭いち 佐倉市稲荷台2-1-1 ｱｰｽﾗｲﾄ臼井103

126 カラオケ居酒屋なつ子 佐倉市南臼井台11-1

127 chouchoucoconcafe 佐倉市西志津4-8-1 大塚ﾋﾞﾙ1階

128 フィリピンレストランOWL 佐倉市王子台3-7-17 門倉ﾋﾞﾙ2F左

129 十割そば さちの 佐倉市上志津原234-3

130 手打ちらーめん利久 佐倉市中志津1-36-8

131 PUKU 千葉県宮前3-4-1 ﾐﾚﾆｱﾑｾﾝﾀｰ佐倉2F

132 K'sVillge 佐倉市上志津1090-2  1階

133 Dining Cafe Jolly 佐倉市栄町京成ｻﾝｺｰﾎﾟ101

134 Cafe de Paris(カフェドパリ） 佐倉市大崎台1-2-11

135 たこ焼き八屋 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘2-32-6

136 月曜日のキーマカレー 佐倉市新臼井田9-20

137 ららポーク 佐倉市高岡435-1

138 居酒屋　ひめ 佐倉市王子台1-18-9

139 ちいさな箱cafe 佐倉市城内町106-22
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