
※表面の掲載写真はイメージです。

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

1/6日～3/17日
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

大好評につき、再
始動決定!!

　冬の「ちーバルM
INI」ワクワク開催

!!
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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
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28店舗参加!!28店舗参加!!



参加店舗
各店舗の所在地は表面地図をご参照下さい。

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）

串揚げおまかせ5本盛
＋ワンドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム

平日18:00～28:00【LO27:00】
週末18:00～29:00【LO28:00】

18:00～27:00

17:00～22:00

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!

串揚げバル Gyo雷や

薩摩地鶏刺し
　　＋ハイボール

おまかせ串3本
　　＋角ハイボール 
 　　　or 各種サワー類

メニュー & PR

ちーバルタイム
17:00～26:00

定休日無し

043-222-8839

中央区富士見2-16-15.  2F
ばかいきでしか食べられな
い黒豚や薩摩地鶏など、本
場九州の食材を沢山取り入
れた料理は絶品！

串焼きとはこうあるべきを
追求しました。旨い！と納
得していただける串焼きで
す。是非お立ち寄りくださ
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!

メニュー & PR

ちーバルタイム

11:30～14:00
17:00～24:00

日曜・月祝

043-306-1866

中央区本千葉町4-13

和/E-3

砂肝ニンニクの芽炒め
＆唐揚げ＋ワンドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム
17:00～22:00

日曜日

043-215-8885

中央区中央2-2-5

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～24:00

2/17㈰・18㈪

043-216-5511

中央区富士見1-8-6 

オードブル盛り合わせ（通
常700円）＋ワンドリンク
ヱビス生又は自家製フルーツブ
ランデーのスプリッツァー又は
自家製ジンのジントニック

激辛豚煮込み
＋クラフトビール4種から
　一杯

メニュー & PR

ちーバルタイム
営業時間中

定休日無し

090-4393-0290
中央区栄町35-11 
　　　　日商ビル 2F 手作りのこだわり料理と世

界のお酒。日替りメニュー
多数。季節のフレッシュフ
ルーツカクテルにジンの種
類50以上あり。

千葉中央駅から徒歩2分 !
串揚げと鮮魚がメインの仕
事帰りや飲み会の二次会で
もサクッと飲みにも来れち
ゃうお店！少人数での貸切
のご予約もお待ちしており
ます♪

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
おでんでんでん栄町店です。
隠れ家的なおでん屋で憩い
のひと時をお過ごしくださ
い。御来店お待ちしており
ます。

おでんでんでん千葉中央店
です。隠れ家的なおでん屋
で憩いのひと時をお過ごし
ください。御来店お待ちし
ております。

ランチ11：30～14：00
ディナー17：00～ラスト

メニュー & PR

ちーバルタイム
18:00~03:00

043-242-3780
中央区本千葉町1-11  
　　千葉中央ビル1階奥

スパニッシュイタリアンの
シェフが腕を振るいます。
馴染みのあるメニューにも
一手間入れて伊風や西風に。
是非ディナータイムや遅い
お食事にご利用ください。

いなせや幸蔵❽
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ちーバルタイム

18:00~29:00

18:00～5:00

18:00~28:00

日曜日

043-239-7100

中央区富士見2-16-12
　　　　　　北斗会館1F

日曜日

メニュー & PR
税込600円以下のドリンク
1杯＋自慢の炙り〆サバ
ハーフ＋お任せ串焼きコ
ース3本コースの2品

居/C-3

17:00～26:00

国産牛ローストビーフ&
前菜盛り合わせ＋赤、白
ワイン、スパークリング
ワイン1杯

メニュー & PR

ちーバルタイム

ディナー17:00～23:30【L.O22:30】
ランチ11:45～14:30

17:00～22:30

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

ローストビーフ&カジュアルフレ
ンチのお店イヴローニュでは2017
・2018チーバルグランプリ１位
を獲得した料理を一度に楽しめ
る贅沢なオードヴルをご用意し
ました。是非、ご賞味下さい。

定休日無し

焼き鳥盛り合わせ 
＋ハイボール

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～24:00

17:00～22:00

日曜・祝日

043-222-5525

中央区栄町42-6
隠れ家個室炭火焼鳥おか田。  
鳥料理を中心に旬の食材を
取り入れ手作りに拘ってお
ります。お一人でも気軽に
ご来店ください。

ハツ刺し＆ガツポン酢
＋飲み放題メニューから
　1ドリンク

メニュー & PR

ちーバルタイム

月～土17:00~03:00
日・祝17:00~01:00

月～土  18:00~05:00
日・祝  18:00~01:00

 17:00～22:00

定休日無し

043-227-3939

中央区中央3-4-10
　　　　千葉銀座ビル3F

黒毛和牛を一頭買いするこ
とにより、上質なお肉をリ
ーズナブルな価格で提供さ
せていただきます。
ホルモンも鮮度抜群！

メニュー & PR

ちーバルタイム

11:30～14:00
17:00～24:00【LO 23:00】

17:00～24:00

日曜・祝日

043-305-4041

中央区栄町41-11 
　　　　河しげビル1Ｆ

昨年6月に栄町にオープンし
た、隠れ家的な、創作料理
の居酒屋さんです。活けの
魚から、熟成肉など、ラン
チから食べ放題のご飯と豚
汁や日本酒、クラフトビー
ルなど取り揃えています。

朝まで元気一杯で営業して
おります！ 元気を与えられ
るお店をモットーに日々の
営業をしております(笑)
色んなパフォーマンスにご
期待ください!!

タラート特製自家製塩昆
布を使った明太子とジャ
ガイモのアヒージョ
+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

043-224-0396

中央区中央1-1-8
　　　　中央28ビル2階 

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00~24:00

17:00～22:30

定休日無し

043-386-8660
中央区中央3-15-1
　　　三好野ビル1F

❷

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。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～

メニュー & PR

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】

11:30～14:00/17:00～24:00

不定休

043-242-3780
中央区新宿2-2-2
　第3プレシードビル2階

千葉で生産された野菜、とれ
たての鮮魚を中心に本格和食
を居酒屋価格でご用意！毎日
変わる黒板メニューは必見で
す！各種ご宴会プランもござ
いますので、一度お気軽にお
問い合わせ下さい。

❶

月替わり鮮魚の
さんがフライ＋1ドリンク

通常価格1,198円~1,522円相当通常価格1,198円~1,522円相当1988円~1 52~1,5222円円相当

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当41,4000円円相

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当41,4000円円相

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当41,4000円円相
通常価格1,350円相当通常価格1,350円相当3500円相

通常価格1,380円相当通常価格1,380円相当1,3800円円 通常価格1,360円相当1,360円
通常価格1,380円相当通常価格1,380円相当1,3800円円相

通常価格1,600円相当通常価格1,600円相当1,6000円円相

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当44000円相

通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当1,5000円円相

ソムリエ厳選ワインとチー
ズのマリアージュセット

メニュー & PR

ちーバルタイム

18:00～25:00

18:00～24:00

月曜日

043-216-3190
中央区富士見2-17-6
　　　TAKASUⅡビル1F

日替わりで毎日10種類以上
のソムリエおすすめグラス
ワインをご用意。千葉では
珍しいワイン教室も開催し
ており、千葉のワインラバ
ー同士が気軽に繋がれるア
ットホームなお店です。

24

❺

メニュー & PR

年末年始（12/30～1/3)

ちーバルタイム
17：00～21：00

043-202-3900

中央区中央3-16-2
リーズナブルに、国産牛や、
海鮮などの鉄板焼きを楽し
んで頂けます。是非ご来店
下さい！

千葉県産マーガレット
ポークステーキ 
+ 販売価格600円以下の
   ドリンク

26

メニュー & PR

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♪♪

19:00～LAST

本日のオススメ品
　　　　+1ドリンク

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。

28

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

❼

10 11

17:00～27:00

ちーバルタイム

16:00～05:00【LO 04:30】

16:00～23:00

17:00～23:00

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

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！

店内は個室を中心とした居心
地の良い空間で、職人が１枚
１枚丁寧に仕上げた『牛タン
料理』と全国各地から仕入れ
た『鮮魚』をメインに和食の
プロが作り出す絶品料理をご
堪能頂けます。

お通し＋肉＋1ドリンク

牛タン塩焼きミニ
＋500円以下のドリンク

❾

「日常の喧噪を忘れさせる
個室感を大切にしたい」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。

ちーバルタイム

17：00～24：00

17：00～23：00

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
生たこのカルパッチョ
＋ハイボール

メニュー & PR

ちーバルタイム
11:30～15:00/16:00～23:00

(月～金曜)11:30～15:00/
　　　　   16:00～25:00【LO24:00】
(土曜日)    11:30～24:00【LO24:00】
(日・祝日) 11:30～23:00【LO22:00】 不定休

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

千葉では数少ない牛骨×魚介系
のスープをベースに千葉の野菜
も取り入れ、季節によって限定
らーめんが、お楽しみ頂けます！
是非この機会にご来店下さい。

Ⓐ 牛麺＋1ドリンク
Ⓑ おつまみセット・
　 みそだれ餃子＋1ドリンク

なんちゃってBar 油

炭焼き とりゆう

おでんでんでん千葉中央店

くらのあかり

ダイニング&バー マーテルDINING BAR TALAHT

ビストロ  イヴローニュ炭火焼鳥 おか田

仙台焼肉ホルモン 独眼牛

FU雷坊

そらのかけら

居/A-2

居/D-3

和/C-4

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

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。

22

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当44000円相 通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当5000円相

通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当5000円相

イナノテ 和/B-4

Bar/B-3Bar/B-3Bar/D-3

洋/C-4居/B-4

亜/D-4

居/B-4

Bar/B-4

通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当1,5000円円相

通常価格1,220円相当通常価格1,220円相当221,2200円円相

居/C-5

居/D-3

GOHAN&BAR TAHITI Bar/D-4

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当41,4000円円相

通常価格2,030円相当通常価格2,030円相当2,0300円円相

通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当1,5000円円相

通常価格1,460円相当通常価格1,460円相当41,4600円円相
季節の前菜3点盛
　　　＋1ドリンク
通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当

ooo
1,5000円円相 通常価格1,240円相当通常価格1,240円相当1,2400円円相

通常価格1,500円相当通常価格1,500円相当1,5000円円相

通常価格1,350円相当通常価格1,350円相当1,3500円円相 通常価格1,800円相当通常価格1,800円相当81,8000円円相

通常価格1,371円相当通常価格1,371円相当3711 371円円相

通常価格1,155円相当通常価格1,155円相当11,1555円円相

南土酒彩 ばかいき 居/C-2

串焼き 雅 居/D-4

季節料理 まさむね 和/D-2

らーめん 鷹の羽 麺/C-3

鉄板焼きグリル 美彩や 洋/D-4

11:00～15:00【LO 14:30】
17:00～23:00【LO 22:00】

ランチ11：30～14：00
ディナー17：00～ラスト

おでんでんでん千葉栄町店 和/B-4

ワインスタンド アクセラ Bar/D-2

かごんま 居/C-3

肉&海鮮バル URA飯 居/B-3

カフェ＆バル B Bar/C-2

炭串焼き 壱

 Ma～なべや

炙り〆サバ or ハマグリの
酒蒸し+1ドリンク(650円
以下)

メニュー & PR

ちーバルタイム

17:00～24:00【LO 23:00】 

 17:00～24:00

定休日無し

043-202-2777

中央区富士見2-9-28
　　　　　　山崎ビルB1

厳選産直食材使用のこだわり
隠れ家個室居酒屋！徳島県産
阿波ビーフ、鮮魚盛り合わせ、
全国各地の地酒をお楽しみ下
さい！2名様～座れる個室を
完備しております。

❹日本橋 かなえや 居/C-2

通常価格1,400円相当通常価格1,400円相当41,4000円円相

千葉おでん三点盛り
　＋ お好きなドリンク 

おでんおまかせ三点 
　　　＋ ワンドリンク


