
※表面の掲載写真はイメージです。

ポートアリーナ

港公園

中央公園

千葉公園

本千葉駅

県庁前駅

千  葉  駅

千葉県警察本部

千葉市消防局

千葉県庁

JUNNU

千葉そごう
センシティ

千葉セントグレースヴィラ

千葉トヨタ

弁天小

植草学園大付属高校

千葉市民会館

植草学園大学付属弁天幼稚園

アサヒ
ボウリングセンター

きぼーる

京
成
ホ
テ
ル

ミ
ラ
マ
ー
レ

新宿小学校

ヨドバシ
カメラ

千葉市中央図書館アコレ

千葉市役所

コミュニティセンター

京葉銀行

GS

ホテル
ニューツカモト

ホテル
ポートプラザちば

NTT

千葉銀行本店

井上記念病院

ポートアリーナポートアリーナ

千葉中央警察署

千葉中央郵便局

ミ
ー
オ

東千葉駅

栄町駅

千葉都市モノレール
千葉駅

京成千葉駅

千葉中央駅

新千葉駅

市役所前駅

千葉みなと駅

葭川公園駅

千葉商工会議所

ホテル
サンルート千葉

ホテルサンシティ千葉

スーパーホテル千葉駅前

ダイワロイネット
ホテル千葉駅前

ダイワロイネット
ホテル
ダイワロイネット
ホテル

千葉ワシントンホテル

三井ガーデンホテル千葉

東横INN千葉駅前

東横INN千葉駅東口

パークサイド
ホテル

バーディーホテル千葉

ホテル
バリアンリゾート千葉中央店

三恵シティホテル
ホテルバロン
千葉中央店

白扇旅館

千葉
神社

ホテルモンセラトン

ホテルシュランザCHIBA

ビューホテルズ
ホテルプラザ菜の花

羽田ホテル

ホテルルートイン千葉

東横INN
千葉みなと駅前

オークラ
千葉ホテル

カンデオホテルズ千葉

MINIMINI
いつでも

主　　催　千葉市中心市街地まちづくり協議会／ちーバル特別部会
お問合せ　千葉市中心市街地まちづくり協議会（千葉商工会議所内）
　　　　　〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 TEL.043-227-4103  FAX.043-227-4107  
　　　　　 mail@chibar.net

主　　催　千葉市中心市街地まちづくり協議会／ちーバル特別部会
お問合せ　千葉市中心市街地まちづくり協議会（千葉商工会議所内）
　　　　　〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 TEL.043-227-4103  FAX.043-227-4107  
　　　　　 mail@chibar.net

7/1日～8/31金

開催期間中、当チ
ラシを持参したお

客様に

セットメニュー（1
ドリンク＋1フード

）を

　　1,000円
（税込）にてご提供

!!

通常メニュー以上
のお得なセットをご

用意!!
通常メニュー以上

のお得なセットをご
用意!!

開催期間MINIMINI
千葉県許諾 第B138-7号

“CHIBAR MINI” Eat/Drink/Walk Chiba City Nightlife.
千葉市的夜晩  吃/喝/散歩

おなじみ、秋のちーバ
ル先取りイベント

　　 夏は「ちーバル
MINI」2ヶ月間ワク

ワク開催!!
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おでんでんでん 裏千葉店

千葉葡萄酒食堂 Huître（ユイットル）

炭火焼 cuisine 菜根譚

季節料理 まさむね

おでんでんでん
千葉中央店

千葉TATAKI亭 栄町店
DOWN UNDER
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27店舗参加!!27店舗参加!!
店舗の詳細は裏面をご覧ください

西千葉
稲  毛

JR西千葉駅から総武線各停電車で１駅・2分
JR稲毛駅から総武線快速電車で１駅・4分

です!!

至東京
2分3分

4分



参加店舗
各店舗の所在地は表面地図をご参照下さい。

なんちゃってBar 油

MINIMINI

お好きなドリンク一杯
＋旬の前菜亀吉風

メニュー & PR

ちーバルタイム

月～土 17時～24時【LO23時】
毎週水曜のみランチ有り
11:30～14:30

17:00～23:00

日曜日

080-5685-9709
中央区栄町35-10-1F

栄町の和風？洋風？よく分
からない居酒屋。そんなよ
く分からないお店でワイン
に合う料理や旬の食材をそ
れっぽくご用意するオープ
ンキッチンのゆる～いお店
です。

とりゆうセット（ドリン
ク一杯＋厳選串焼き５本
＋おつまみ一品）

メニュー & PR

ちーバルタイム

平日18:00～28:00【L.O27:00】
週末18:00～29:00【L.O28:00】

18:00～27:00

日曜日

043-224-8484
中央区本千葉町1-11 
　　CHUO TOWER38 1A

千葉中央駅徒歩1分。一本
一本丹精込めて手打ちした
串焼きを備長炭で丁寧に焼
き上げます。季節ごとに旬
の創作料理もオススメです!

 千葉葡萄酒食堂 Huître

炭焼き とりゆう

串揚げ8本盛
　　+ワンドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム
17:00～23:00

定休日無し

043-224-8819
中央区富士見2-18-11
　　　　　三広ビル1F

千葉で本場大阪の本格串揚
げが食べられるお店です
居酒屋メニューも豊富に取
り揃えてるので気軽にいら
してください

異国の雰囲気満載の店内で、
ライブパフォーマンスも楽
しめるミュージックＢａｒ
です。
女子会、結婚式の二次会、
ライブ演奏など随時受付中!

2種の産地の牡蠣食べ比べ
2ピースSET（生又は焼き）
＋ ワイン

メニュー & PR

ちーバルタイム

16:30～24:00【LO23:00】

16:30～24:00
【LO23:00】

火曜日（12/31～1/4はお休み）

043-441-6276

中央区新田町35-3
一年中絶品牡蠣が楽しめる
古民家ワイン食堂。厳選ワ
インと美味しい料理が楽し
めます。

和/D-7

居/E-5

居/E-10

イナノテ

季節のおつまみ5点盛り
＋ワンドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～24:00【LO23:30】

17:00～23:00
(7/13～28除く)

水曜日

043-222-7607

中央区中央1-1-8
　　 中央28ビル1F

女性お一人様でも入りやす
いゆったりとしたカウンタ
ーの広がる落ち着いた雰囲
気の小料理屋です。彩り豊
かな季節の旬菜を使った創
作和食と厳選された日本酒
でお迎え致します。

串４本＋ワンドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～26:00

17:00～24:00

日曜日

043-224-5651

中央区中央2-8-14

比内地鶏の絶品の串を味わ
える店。
白モツ 白レバーも絶品。
焼き鳥食べるなら間違いな
く壱へ。

和/C-11

かごんま Bar/C-10

おでんでんでん 裏千葉店

おでん盛り合わせ
　　　　　＋１ドリンク
(ビールorソフトドリンク)

ロミロミサーモン&マスカ
ルポーネチーズのハニー
トースト＋1ドリンク
（生ビール、カクテル、ワイ
  ン、焼酎、ウイスキー等）

ハワイアンフードでもある、
ロミロミサーモンと開業時
から人気のマスカルポーネ
チーズのハニートーストです。

メニュー & PR

ちーバルタイム

 18：00～24：00

 18:00～22:00

日曜日

043-306-9229

中央区新田町11－21
　　　　　ASAI-BLO 4F

千産千消を掲げ、千葉で育
てられた食材をシンプルな
調理方法で素材の旨さを最
大限に引き出したおでん屋
です。

新千葉ビアホール

国産ドラフトビール
＋A5山形牛ローストビー
フサラダ

ガレットのコンプレット
＋スパークリングカクテル
　1杯（CAVA or カクテル
                orノンアルコール）

メニュー & PR

ちーバルタイム

11:30~14:30【LO14:00】
17:00~24:00【LO23:00】

17:00～23:00

日曜日（土日月の三連休は月曜休み）

043-244-1015
中央区新千葉1-6-2
　ペリエ駐車場ビルB1F

A5ランクの山形牛を使用
したリーズナブルなお料理
と20種類以上のビールが自
慢です！千葉駅西口徒歩一
分。最大100名収容！パー
ティーにもおススメです！

洋/C-6

おでんでんでん千葉中央店

おでん盛り合わせ
　　　　　＋１ドリンク
(ビールorソフトドリンク)

メニュー & PR

ちーバルタイム
 17:00～22:00

定休日無し

043-215-8885

中央区中央2-2-5
３階建てのビルにおでんの
看板が目印！　各フロアの
貸切も可能です！ゆったり
くつろいで食べれるおでん
屋です。

11:30～14:00/17:00～27:00
【LO26:00】

和/D-11

居/D-10

メニュー & PR

季節料理 まさむね
ちーバルタイム

(月～土曜)11:30～14:00
　　　　   17:00～25:00【LO24:00】
(日・祝日)11:30～23:00【LO22:00】

11:30～14:00/17:00～25:00
【Lo24:00】

定休日無し

043-242-3780
中央区新宿2-2-2
　第3プレシードビル2階

千葉県内から始まり、各県
の旬な海の幸・山の幸を豊
富に取り揃えております。
是非一度ご来店ください！

和/E-9

Yukai Dining Bar 篤 ～Atsu～❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼ ❽

❾ 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

22 23 2421

26 2725

ちーバルタイム

20:00～26:00

21:00～24:00

不定休

090-6032-1219

中央区登戸1-16-1
　　　IK登戸ビル2Ｆ-A

メニュー & PR
生ビールorハイボール
＋miniおつまみ盛り
＋カラオケ1曲

Bar/C-4

ヒューガルデンホワイト
（レギュラーサイズ）
＋フリッツ

メニュー & PR

ちーバルタイム

15:00～24:00

17:00～27:00

15:00～23:00

月曜日（月曜祝日の場合は翌火曜）

043-441-3083

中央区富士見2-22-8
　　　　　　 東方ビル1F

ベルギービールや自然派ワ
インと美味しいタパスが楽
しめる立ち飲みバル。
気軽にふらりと立ち寄って
一杯飲める、気さくな空間
が魅力です！

富士見バル

国産牛のローストビーフ
を使った前菜盛り合わせ
とグラスワイン(赤・白・
スパークリング)

メニュー & PR

ちーバルタイム

ランチ12:00 ディナー17:00

17:00～21:00

定休日無し

043-215-7788

中央区中央2-2-5
　　タムタムスクエア3階

2017年チーバルグランプリ 
料理部門１位の前菜とロー
ストビーフが1度に味わえ
るスペシャルプレート‼  

ビストロ  イヴローニュ 洋/D-11

メニュー & PR

ちーバルタイム

10:00～22:30

15:00～22:30

定休日無し

043-307-3650

中央区新町1001番地
　千葉そごうジュンヌ１Ｆ

EST! BAMBINO 洋/C-８

メニュー & PR

ちーバルタイム

11:30～15:00【LO14:00】
17:00～27:00【LO26:00】
 金曜、土曜は朝5:00まで

11:30～14:00
17:00～20:00

土、日のランチタイム

043-241-7767
中央区新宿2-2-2
　　第3プレシードビルB1

 ハワイアンダイニング  PUROA 亜/E-9

旭産いも豚のラザニア＆
自家製フォカッチャ
+スパークリングワイン
（白赤ワインも可）

白ワイン＆
銚子産イワシのマリネ

メニュー & PR

ちーバルタイム

11:00～24:00【LO23:00】

14:00～23:00

定休日無し

043-248-7010

中央区新町22-3

千産千消のイタリアントラッ
トリア。豊富に揃えるグラス
ワインと、房総の新鮮な食材
をお楽しみいただけるお店で
す。ワインとの相性もぴった
りの濃厚な味わいのラザニア
をお召し上がりください。

EST! PROSSIMO 洋/D-6

 Ma～なべや 和/E-10

炭串焼き 壱 居/D-12

居/D-10

炭火焼 cuisine 菜根譚

季節の日本酒ワングラス
+炙りの盛合せ

メニュー & PR

ちーバルタイム

 17:00～24:00

 17:00～21:00

日曜・祭日

043-238-8560

中央区新田町4-7
五藤スカイパーキング １階

全国から取り寄せる珍しい
干物や農家さん直送野菜、
築地からの鮮魚を楽しみな
がら、若手を中心とした造
り手の新しいスタイルの日
本酒を中心に楽しんでもら
えます。

「日常の喧噪を忘れさせる
空感を大切にしたい」とい
う事をコンセプトにしてお
り、大切な人や気の会う仲
間達との大事な時間を過ご
して頂きたいと思います。

ミュージシャンはもちろん
誰でも楽しめるインターナ
ショナルなMusic Barです!

居/D-7

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～27:00【LO26:00】

21:00～27:00
【LO26:00】

日曜日・不定休

043-238-8815

中央区新田町11-12
　　　　松長ビル1階

コの字の落ち着いたカウン
ターと、プライベートな個
室の空間。美味しい料理と
ドリンクの数々は、手造り
にこだわりながらもとって
もリーズナブル☆

BlueLightが目印…愉快な仲
間が集まり楽しい会話やカ
ラオケで盛り上がりましょ!
ドリンク各種600円～。
フード各種400円～。
オーナー篤の笑顔…0円!!

dining & bar Lantern 洋/D-7

ユイットル エスト　プロッシモ

エスト　バンビーノ

メニュー & PR

GOHAN&BAR TAHITI

日曜日・ショーイベント日

ちーバルタイム
19：00～23：00

（曜日によりショーのない日も有ります）

043-224-2600

中央区中央3-4-10　
　　　　千葉銀座ビル5F

南の島の隠れ家的バー『タ
ヒチ』では本格的ポリネシ
アンショーを観ながらお酒
やお食事をお楽しみいただ
けます。男性女性ファミリ
ーでも、お一人様でもお気
軽にお越しください♪♪

Bar/D-11

19:00～LAST

ハワイアンフリチキサラダ
+1ドリンク

ちーバルタイム

16:00～05:00【LO 04:30】

16:00～23:00

定休日無し

043-301-2281

中央区富士見1-13-9
         千葉センタービル

メニュー & PR

肉&海鮮バル URA飯

旨い肉に旬な魚、元気いっ
ぱいのスタッフと楽しい時
間を過ごせる大衆居酒屋で
す！朝までやってるので終
電の心配も要りません！長
いカウンターもあるのでお
1人様も大歓迎です♪
是非一度お越しください！

マグロ食べ比べ
　　　　＋銘酒一杯

お通し＋肉＋1ドリンク

ちーバルタイム

17：00～24：00

17：00～24：00

定休日無し

043-202-7100

中央区富士見2-21-9
      　しんなかビル1Ｆ

メニュー & PR
炙り牛寿司＋ハイボール

勝浦産　鰹のタタキ
＋１ドリンク
(ビールorソフトドリンク)

メニュー & PR

ちーバルタイム

月曜～金曜・祝日・祝前日
12:00～13:00/17:00～24:00
【L023:00】
土曜 12:00～24:00【L023:00】

17:00～22:00

メニュー & PR

ちーバルタイム
17:00～22:00

日曜日

043-441-7987

中央区栄町42-6

千葉TATAKI亭 栄町店

牛すじのデミトマトスー
プオムライス＋1ドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム

19:00～4:00

19:00～4:00

日曜日

そらのかけら

043-224-0396

中央区中央1-1-8
　　　　中央28ビル2階 

当店では鰹をはじめ、牛、
合鴨など様々なタタキ料理
を提供します。
２階もあり最大25名の宴
会も対応可能です！

DOWN UNDER

¥500ドリンク＋(一品を選ぶ）
チキンタツタ・ポテト・チキン
＆アボカドラップ・モッザレラ
トマト・フォンダンショコラ
or¥700ドリンク＋(一品を選ぶ）
ミックスナッツ・オリーブ・ビ
ーフジャーキー・トルティーヤ
チップス＆サルサ

メニュー & PR

ちーバルタイム

日～木　18:00～25:00
金・土　18:00～28:00

18:00～24:00

不定休

043-225-5757
中央区栄町41-10
セントラルスクエアビルB1 オーストラリア風のバーで、洋風のソウルフードとバリューの

あるカクテルと音楽が楽しめる、
アットホームな空間です。ザ・
飲・食・店！インターナショナ
ルスタッフが温かく迎えます！

Bar/C-11

居/C-11

Bar/C-11

居/C-10

(月～金曜)11:30～15:00/
　　　　   16:00～24:00【LO24:00】
(土曜日)    11:30～24:00【LO24:00】
(日・祝日) 11:30～22:00【LO22:00】 定休日無し

043-227-5505
中央区富士見2-9-13
　WTC千葉富士見ビル1階

千葉産のお野菜がたっぷり詰
まった【自家製ぎょうざ】を
味噌ダレでご賞味下さい。
じっくり炊いた牛骨ベースの
らーめんのご用意もしており
ます。

らーめん 鷹の羽 麺/D-10

カフェ＆バル B

チーズフォンデュ＋１ド
リンク ( ビール or グラス
ワイン赤か白 or ソフトド
リンク )

メニュー & PR

ちーバルタイム
17:00～22:00

月曜日

043-202-5595
中央区富士見2-16-4
　　　　sanjya-BLO 1F

カフェバルB（旧ブリージ
ーカフェ）は気軽に美味し
いワインや肉料理を楽しめ
るお店です。

旬の食材を使用した千産千
消のイタリアン
豊富に揃うグラスワイン、オ
リジナルブレンドにこだわ
ったコーヒー等、魅力あふ
れるトラットリア＆バール

火曜～木曜/11:30～24:00
金・土・祝前日/11:30～26:00
日曜・祝日/11:30～22:00
ランチ11:30～/DOGカフェタイム14:00～/ディナー18:00～

Bar/D-9

ちーバルタイム

19:00～24:00 (火、水、日)
19:00～25:00 (金、土)

19:30～23:30
 (イベント等の混雑時は除く)

月、木曜日

043-441-7558
中央区富士見2丁目17-27
　　　　　　 朝日ビル3F

メニュー & PR

Toppers

メキシコ人直伝のタコス 
又は 本格インドカレー、
ナン付き + 1ドリンク

Bar/D-9

09.17月㊗
富士見2・本千葉エリア09.26水
千葉みなとエリア10.03水
栄町・富士見１エリア10.10水
裏チバエリア10.17水
西口・北口エリア10.24水
中央蓮池エリア10.31水

ちーバル ちば祭り
全6エリア同時開催今

年
の
ち
ー
バ
ル
は
毎
週
水
曜
日
開
催
!!

自家製餃子＋おつまみ
＋1ドリンク


