
NO 住 所 TEL 特 典

1 千葉ポートタワー 展望塔 中央区中央港１丁目 241-0125 入館料割引 大人４１０円を３００円、子供２００円を１５０円

2 オーシャン テーブル カジュアルレストラン 中央区千葉港１－２８－６ 203-3500 ランチ5％、ディナー１０％引き（2014.03／末）

3 セブンシーズ（オークラ千葉ホテル） レストラン 中央区中央港１－１３－３ オークラ千葉ホテル内 248-1111 （土・日・祝）ランチバイキングお会計より１０％引き（１１：３０～１４：３０）

4 ホテルポートプラザちば1階 ベイクオーレ 洋食 中央区千葉港８－５ ホテルポートプラザちば１Ｆ 247-2826 ディナータイムに限り、ご飲食代を10％割引（2014.01／末）

5 海鮮丼 梢（こずえ） 和食 中央区千葉港2-1中央コミュニティセンターB1F 247-5925 １，０００円以上ご利用の方１００円引き（1枚で2人まで）

6 日本料理 海燕亭 日本料理 中央区新町1000 センシティタワー22Ｆ 238-5346 食後のコーヒーサービス（1枚で4名様まで）（2014.01／末）

7 味処 高 和風創作料理 中央区富士見1-7-7 広田ビル1F 222-7688 17:00～22:00までにご来店の方に限りお食事代１０％OFF（2014.01末）※1枚のクーポンで3名様まで

8 串焼・煮こみ・炊き鍋 いなせや 幸蔵 豚料理メインの居酒屋 中央区富士見２－１６－１２ 239-7100 ①特別宴会プラン３，５００円→２，９８０円 ②１０％引き（１グループ１０名様まで） ①②の併用不可、カード不可、他券との併用不可（2014．1／末）

9 レストラン＆バー 我家我屋 多国籍料理レストラン 中央区新千葉1-7-13 246-6621 パーティー以外ご飲食のお客様１グループ３，０００円以上ご利用のお客様に対して１０％引き

10 マーガレット（千葉三越） レストラン 中央区富士見２－６－１千葉三越地下２階 224-7480 食事ご注文のお客様にソフトドリンク１杯サービス

11 ちふれ化粧品（千葉三越） 化粧品 中央区富士見２－６－１千葉三越８階 224-7438 お買い上げのお客様に粗品進呈

12 ビューティサポー（千葉三越） ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ 中央区富士見２－６－１千葉三越６階 224-2398 メイク直しサービス

13 三越千葉店 ｱｸｾｻﾘｰ・ｼﾞｭｴﾘｰ・ﾒｶﾞﾈｻﾛﾝ 宝石､ﾒｶﾞﾈｻﾛﾝ 中央区富士見２－６－１千葉三越７階 224-6847 クリーニングサービス

14 スカイウィンドウズ 東天紅 中国料理レストラン 中央区新町1000 センシティタワー23F 238-5555 グラスワイン又は紹興酒 グラス一杯サービス（1枚で4名様まで）（2014.01／末）

15 カフェ・シエスタ 喫茶・軽食 中央区新千葉１ モノレール千葉駅構内 221-6261 ご利用代金の２０％引き

16 ミスタードーナツ モノレール千葉駅店 喫茶・軽食 中央区新千葉１ モノレール千葉駅構内 202-2564 フライドーナツ１０個まで、1個１0０円（オーブン商品、セール期間中及び一部商品を除く）

17 ＫＳモデル 模型店 中央区弁天町１－１０－３白樺フラッツ１Ｆ 206-0941 Ｎゲージ ２０％引き、 ＨＯゲージ １５％引き 一部商品を除く

18 リフレサロンeico リラクゼーション 中央区新町１５－１ダイアパレス千葉新田第１－４０２ 080-5387-2841 初めてのご来店は特別割引（2014.01／末）

19 旬魚菜 つしま 和食 中央区新田町11-14Ｕビル１F 245-3580 グラスビール１杯サービス（１枚４名様まで）

20 ＳＮＩＰ ＴＥＲＲＡ 美容院 千葉市中央区新町19-15ＴＥＲＲＡ 204-3777 初めてご来店のお客様 カット４，２００円、カット＋カラー８，９００円、カット＋パーマ８，９００円、カット＋ストレート１２，６００円（ロングの場合プラス１，０５０円となります）

21 アサヒボーリングセンター ボーリング 中央区新宿２－１－５ 242-2331 平日１０時～１７時 ゲーム料金５０円割引（特別料金者を除く）

22 かに道楽 日本料理 中央区富士見２－３－１ 224-8989 お二人様につき１本びんビールサービス

23 千寿恵 郷土料理 中央区栄町１６－２ 225-6688 生ビールお1人様1杯サービス（2014．01／末）

24 房総食彩わいわい 居酒屋 中央区富士見２－１－１ ニュー千葉ビル４Ｆ 308-0101 ①千産千消コース5,250円→4,980円（飲み放題付）②会計合計額から10％ＯＦＦ ※各種割引併用・カード払い不可

25 woodhouse café カフェ 中央区松波１－１４－１１ 308-9181 ランチ・カフェタイム 手作り焼菓子サービス（ランチorドリンク注文の方）

26 CafeDiningオレンジ カフェ・スイーツ・ダイニング 中央区登戸１－１３－２２シティ５Ａ棟１０２ 205-4886 ランチ：デザートサービス又は大盛りサービス ディナー：10％OFF（2014.01／末）※他券併用不可

27 orb（オーブ） 手作りパン 中央区松波１－１４－１１ ｌ．B．マンション１０１ 284-3955 お1人様当日の切符持参で5％OFF

28 インド料理 サンサーラ インド料理 中央区祐光２－７－１ サニータウン105 225-3381 お一人様１，５００円以上の御利用で10％引き（デリバリーは除く）（2013.12／末）

29 ビストラン 天使の隠れ家 フランス料理 中央区松波４－１３－１６ 284-8801 フルコースご注文の方に、ワンドリンクサービス（ワイン・ソフトドリンク）

30 ささや 和菓子 稲毛区緑町１－２４－２ 241-3797 １，０００円以上お買い上げのお客様に全商品１０％引き(2014.01／末）

31 ダイニング BAGOOS（バグース） アジア料理 稲毛区穴川２－４－４リヴファームANAGAWA 1F 206-5558 お食事をされた方全員に食後に南国シャーベットをサービス

31 おはしで食べるレストラン 洋食レストラン 稲毛区園生町４５２－３ 290-8889 月～木曜日の夜、予約の祭「クーポン使用」で、グラスビールかグラスワインをお一人様一杯サービス

33 とすかーな 地中海料理 若葉区殿台町123-4 207-1016 ランチ価格より１００円引き

34 グランパークホテルエクセル千葉 ビジネスホテル 若葉区殿台町123-4 251-4123 宿泊料１０％引き（2014.01／末）

35 満留賀 蕎麦 若葉区みつわ台３－９－４ 256-8027 ランチタイムサービス品を除き、そば、うどん、丼物全品５０円引き

36 もりしん 和菓子 若葉区みつわ台２－１０－１６ 252-1118 もりしん若葉カード ポイント2倍サービス

37 殿山ガーデン バーベキュー 若葉区源町二十五里８３９ 251-3315 １０％OFF（2013．3月20日まで）

38 ホシ洋品店 みつわ台店 洋品店 若葉区みつわ台３－９－４ 287-1435 全品１０％引き

39 ピノキオの床屋さん 理容店 若葉区みつわ台２－３６－６ 252-1586 １０%引き／誕生月にご来店の方１，０００円引き（生年月日を確認できるものを）

40 海空土 醤油ラーメン 若葉区都賀の台４－５－１５ 251-6117 トッピング用の半熟味玉サービス（１枚で１名様まで）

41 KID'S FAN ベビー用品 若葉区都賀2-11-15 塚本店舗102号 232-7327 ベビーカー、チャイルドシートの買取金額５％ＵＰ

42 味噌屋 庄助 ラーメン 若葉区小倉台１－７－５ 214-9888 ソフトドリンク1杯ｏｒ生ビール（小）サービス

43 ナカノ薬局 薬局 若葉区小倉台６－２４－１ 231-0632 資生堂化粧品、代替医療健康食品をサービス品を除き１０％引き
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43 ナカノ薬局 薬局 若葉区小倉台６－２４－１ 231-0632 資生堂化粧品、代替医療健康食品をサービス品を除き１０％引き

44 肉の丸正 食肉販売 若葉区小倉台１－６－８ 232-9275 全品１０％引き

45 奈於伊珈琲 喫茶 若葉区小倉台３－２－５ 233-8570 全品５０円引き

46 ケーキハウス チューリップ小倉台店 洋菓子 若葉区小倉台３－２－７ 233-8865 全品５％引き



47 カメラのキタムラ 千城台北店 カメラ・写真店 若葉区千城台北２－１１－１１ 237-4646 同時プリント３００円引き、デジカメプリント１０％引き、フィルム１０％引き

48 スタジオ マキ カメラ・写真店 若葉区千城台西１－２－６ 236-3363 デジカメプリント １枚２０円でOK

49 ふとんの高野 寝具販売 若葉区千城台西１－５－５ 237-1759 羽毛ふとんお買い上げの方にカバーサービス。１万円以上お買い上げの方に古ふとん１枚処分サービス。

50 ヘア・ラ・シック 美容院 若葉区千城台北１－２９－９みさきビル２Ｆ 236-3261 技術料金１０％割引

51 ドラゴンファーム 観光農園
若葉区小倉町１４５８－３（第一農園ブルーベリー）
若葉区小倉町１３５４（第二農園イチゴ）

235-3788 ドラゴンファームオリジナルジャム700円→600円（2014.01／末）

52 すし屋の中川 寿司 若葉区御成台3-1168-13 三樹園ビル1F 236-1102 ソフトドリンク1杯サービス

53 生乃弥 ふぐ料理 中央区栄町４－１４ 222-1988 焼酎ボトル1本プレゼント（１０名様以上）（2014.01／末）

54 ギフトショップ アイドル ギフトショップ 中央区栄町３０－１３ 222-8512 全商品１０％引き

55 鮨懐石 光林堂 鮨懐石 中央区新宿２－２－１１ 238-5441 コースのみ５％サービス（クレジットカード利用の場合は不可）（2014.01／末）

56 ＤiＳＣＡＬＯ（ディスカーロ）「京成ホテルミラマーレ」 レストラン 中央区本千葉町１５－１ 京成ホテルミラマーレ２Ｆ 222-2350 飲食金額より１０％引き（季節ごとのフェア商品、他サービス券との併用は除く）（2014.01／末）

57 かぼちゃわいん 美術館店 レストラン 中央区中央３－１０－８千葉市美術館11Ｆ 221-5228 全品５％引き

58 九州とんこつラーメン 幸福軒 とんこつラーメン 中央区中央3-13-15 225-5029 替え玉（ちび玉）一杯無料サービス（１枚につきグループ全員）（2013.12／末）

59 佳耀亭（かようてい） 中国料理 中央区中央3-4-10千葉銀座ビル３Ｆ 225-2325 お食事のお客様１０％OFF（各種サービス品、割引品、飲み放題コースは除く）

60 セイコ ﾍｱｰｱｸｾｻﾘｰ・雑貨 中央区富士見２－２５－１C-oneｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 227-2848 店内のｱｸｾｻﾘｰ・ﾍｱｰｱｸｾｻﾘｰ（ｶﾂﾗ、付け毛）などを２０％引き（雑貨及びセール中は対象外）

61 上台（ｼｬﾝﾀｲ） アジアンレストランバー 中央区中央3-3-9ＭＦビルＢ１ 201-0867 お一人様１，５００円以上10％OFF（コース除く、他クーポン併用不可）

62 炭火焼肉 もろっこ 焼肉 中央区中央2-6-1 鈴木ビル１F 227-2917 2名様以上５，０００円以上の御利用で500円割引＊カード使用不可（1組1枚、ランチ不可）（2014.01／末）

63 勉強堂 本店 眼鏡店 中央区中央３－１５－９ 225-1131 メガネ商品５，０００円以上お買い上げの方５％OFF（特別催事品は除く）

64 勉強堂 京成店 眼鏡店 中央区本千葉町２－９勉強堂ビル１Ｆ 225-1010 メガネ商品５，０００円以上お買い上げの方５％OFF（特別催事品は除く）

65 つる本 和菓子 中央区鶴沢町１－５ 224-3460 お買い上げ１，０００円以上で「つる本の栗」１ケ進呈（鶴沢店のみ）（2014.01／末）

66 榎家 和菓子 中央区中央１－１０－６ 222-1047 榎家ポイント２倍サービス（2014.01／末）

67 虎屋 和菓子 中央区富士見２－１２－１ 222-2469 お買い上げ１，０００円以上で、どらやき１ケ進呈

68 えび＆和DINIＮG 一期邸 えび＆和ＤＩＮＩＮＧ 中央区富士見２－１７－７ 227-5088 お好きなドリンク１杯サービス

69 金角 大衆料理 中央区富士見２－１９－１１ 224-2408 チューハイ１杯サービス（１枚で４人まで）

70 キッズルームチャコ ベビーシッターの派遣・託児業 中央区院内２－１７－２５ 225-6503 ビジター・一時保育１，３００円／hのところ、会員料金１，０００円/H（2014.01／末）

71 sola バー 中央区中央３－７－９ 224-0396 飲食金額より10％ＯＦＦ（2014.01／末）

72 いのはな亭 おやすみ処 中央区亥鼻１－６－１亥鼻公園内 224-7428 飲食の場合５０円引き（2014.01／末「但し4月は除く」）

73 レッド・リバー ステーキレストラン 中央区港町3-3 222-9800 グラスワイン１杯サービス（2013.12／末）

74 まめや 沖縄料理 中央区長洲１－２３－４ 202-8220 人数分グラスビール1杯サービス

75 らーめん 一心 ラーメン 中央区長洲２－７－２１ 222-5877 味噌だれ餃子1皿サービス（麺類ご注文の方に限る）

76 スーパー銭湯 笑がおの湯 千葉寒川店 リラクゼーション 中央区寒川町２－１４７－１ 264-4126 ①会員の入会金無料②入浴時のポイント（会員のみ）２倍［チケットご持参の本人のみ］

77 あおば （千葉県立中央博物館軽食喫茶） 軽食喫茶 中央区青葉町９５５－２（県立青葉の森公園内） 265-3111 飲食代全品１０％引き

78 café＆Ｒestaurant Ｓole Ｃafe＆Ｒestaurant 中央区春日２－２１－１４ 246-3115 自家製デザート

79 肴亭 杉家 居酒屋 中央区春日2-22-11 301-1137 小鉢サービス（2014.01／末）

80 鉄板ダイニングそら 鉄板ダイニング 中央区春日２－１－９テラス椿１F 245-9190 グループ全員にワンドリンクサービス（グラスビール、グラスワイン（赤・白）、キール、ウーロン茶、オレンジジュース、アップルジュース）

81 タイ料理シアムハウス タイ王国料理 稲毛区小仲台7-20-1－２Ｆ（マルエツ稲毛店前） 252-8703 マンゴージュース１杯プレゼント（1枚につき1名様）

82 キャプテンズクック イタリアンレストラン 花見川区幕張本郷7-41-25 276-2491 会計時に１０％引き（2014.01／末）

83 カントリーレストラン スワン カントリーレストラン 中央区蘇我１－８－６ 266-3992 ドリンクバー（ソフトドリンク）無料（2013.04／末）

84 仏蘭西料理 ミルフィーユ フランス料理 稲毛区緑町2-16-7 243-8853 フルコースご注文のお客様にワンドリンクサービス（他のクーポン＆サービスとの併用不可）（2014.01／末）

※ 上記特典リストは出来るだけ最新のものを掲載しておりますが、特典店舗・施設の都合により余儀なく

退店若しくは内容の変更等があることをご理解の上ご利用ください。

協賛 ： 千葉商工会議所・公益社団法人 千葉市観光協会 世界最長 懸垂式空中飛行鉄道 千葉都市モノレール株式会社 ＴＥＬ 043(287)8215 http://www.chiba-monorail.co.jp
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