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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 お会計よりディナータイム１０％引き（2016.01／末）

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）
※ホリデーフリーきっぷの提示で特典

ホテルポートプラザちば1階　ベイクオーレ レストラン
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。
人気のテーブルバイキングも割引になります（2016.01／末）

ＣＡＮＤＥＯ ＨＯＴＥＬＳ 千葉 ホテル
中央区問屋町1-45
千葉ポートスクエア

203-3300 ５００円引き（１室１，０００円上限）（2015.12／末）

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）（2016.01／末）

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％引き
（2016.01／末）※1枚のクーポンで3名様まで

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（2016．1／末）

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）
（2016.01／末）

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
ドーナツ・パイ１０個まで、２０％引き
（セール期間中及び一部商品を除く）

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

ＳＮＩＰ　ＴＥＲＲＡ 美容院 千葉市中央区新町19-15 204-3777 炭酸スパをサービス

Cafe　Dining　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or焼き菓子　ディナー：１０％引き※他券併用不可

orb（オーブ） 手作りパン
中央区松波1-14-11
I.B.マンション101

284-3955 お１人様当日の切符持参で５％引き（パンのみ）

手打ち本流江戸前！八ヶ岳そば処
てくてく千葉駅前店

そば屋
中央区新町21-1　ペラジオⅡ
1F-B

441-5110
午後の部限定福引き当たりくじで、てくてく特賞他、ビックリ商品多数用意！
越後銘酒・ワイン等、ウエルカムドリンク特価にてサービス！（2016.1／末）

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１人様１，５００円以上の御利用で10％引き（デリバリーは除く）
（2015.12／末）

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）（2016.01／末）

千寿恵 郷土料理 中央区栄町16-2 225-6688
旬彩コースご利用の方生ビールお１人様１杯サービス
※カード併用不可（2016.1／末）

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 商品１０％引き

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（2016.01／
末）

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（2016.01／末）

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

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）１杯無料サービス※１枚でグループ全員（2015.12／末）

焼肉もろっこ 焼肉
中央区中央2-6-3　YUSA
Bldg.3F

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）

勉強堂 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％引き（特別催事品は除く）

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％引き（特別催事品は除く）

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

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）

キッズルーム“チャコ”
千葉園／稲毛園

ベビーシッターの派
遣・託児業

中央区院内2-17-25
稲毛区小中台6-2-10

225-6503
207-4088

ビジター・一時保育１，３００円／hのところ、会員料金１，０００円/ｈでお預
かり（2016.01／末）
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当日ご利用された「お昼のお出かけフリーきっぷ」を下表の店舗・施設に提示すると、

割引やサービスの特典を受けることができます。
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TOPPERS トッパーズ インターナショナル
ミュージックバー

中央区富士見2丁目17-27 441-7558
お１人様１，５００円以上のご利用で１０％引き
※１枚でグループ全員（2015.12／末）

Shot Bar blackcat ショットバー
中央区本千葉町1-3　プリマビ
ル5F

224-8839 お会計より10%割引※グループ全員（2016.1／末）

sola バー 中央区中央3-7-9　小川ビル1F 224-0396 アセロラサワー　サービス※１枚でグループ全員（2016.01／末）

天ぷら武田 天ぷら
中央区富士見2-9-13
ＷＴＣ千葉富士見ビルB１Ｆ

224-5353
①ドリンク1杯サービス②合計金額から10％引き　①②の併用、カード払
い不可　※1枚のクーポンでグループ全員（2016.1／末）

いのはな亭 おやすみ処 中央区亥鼻1-6　亥鼻公園内 224-7428 お食事の場合５０円引き（2016.01／末「ただし4月は除く」）

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※１枚でグループ全員（2016.12月／末）

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］

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）

208-2260 飲食代全品１０％引き

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）

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

グランパークホテルエクセル千葉
（穴川インター）

ビジネスホテル 若葉区殿台町123-4 251-4123 宿泊料５００円引き（2016.01／末）

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

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

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
（生年月日の確認ができるものが必要）

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）

KID'S FAN ベビー用品 若葉区桜木北3丁目22番60号-2 232-7327 ベビーカー、チャイルドシートの買取金額５％ＵＰ

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

奈於伊珈琲 喫茶 若葉区小倉台3-2-5 233-8570 全品５０円引き

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

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1００円引き、デジカメプリント５％引き、フィルム５％引き

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。

美容室ラシック 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

ドラゴンファーム 観光農園
若葉区小倉町1458-3（ブルーベ
リー）
若葉区小倉町1354（イチゴ）

235-3788 先着３０名様に粗品プレゼント（2015.12／末）

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 ウーロン茶またはオレンジジュースを１杯サービス。

肴亭　杉家(西千葉駅) 居酒屋 中央区春日2-22-11 301-1137 小鉢サービス※その他割引券と併用不可（2016.01／末）

キャプテンズクック（幕張本郷駅） 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（2015.6／末）

土風炉 海浜幕張店（海浜幕張駅） 居酒屋
美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟24F

298-1026
デザートサービス、又は飲み放題付き４，０００円以上のコースご予約で
飲み放題をプレミアムにグレードアップ!

カントリーレストラン　スワン（蘇我駅） 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）100円（2016.01／末）

仏蘭西料理 ミルフィーユ（京成みどり台駅） 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（2016.01／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：特別認可法人 千葉商工会議所、公益社団法人 千葉市観光協会、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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