第２６回全国救急隊員シンポジウム
参加者限定（11/21）

千葉中心市街地行き（千葉市中央公園前）
１７：４５発

※ 所要時間約30分
幕張メッセ国際会議場正面入口より 片道のみ運行

定員９０名

定員２８名

シンポジウムの後は、千葉市の中心市街地でのお食事・宴会で、懇親を深め
ませんか？
店舗のバラエティも豊富で、二次会にも対応！
ご利用希望の方は、①代表者のお名前、②人数、③返信先を
Eメール（mts_info@m-messe.co.jp）又はFAX（043-296-0529）でお送りください。
申込期限：10月27日（金） → 11月20日(月)
◆終電情報 ＜JR海浜幕張、舞浜方面＞
23:56発 千葉都市モノレール・千葉駅→千葉みなと駅、JR千葉みなと駅乗り換え
→JR海浜幕張駅 →JR舞浜駅
◆お帰りの際、タクシーのご用命は・・・
・千葉構内タクシー TEL 0120-34-8181 （繋がりにくいとき 043-241-8181）
・エミタスタクシー TEL 0120-566-678
企画：（公財）ちば国際コンベンションビューロー、㈱幕張メッセ

協力：千葉市観光協会

千葉中心市街地MAP（中央区）
Cエリア

バス降車場

Bエリア
Aエリア

一部店舗を抜粋

※ご予約の際は、各店舗に直接お電話ください。

店 名

キャッチコピー

ＢＡＲそらのかけら

オムライスが自慢のミュージックBAR！

うなぎ をざわ

うなぎ

中央1-2-12

043-224-1305

カフェ

中央1丁目8-7

043-306-7006

厳選素材の懐席コースと地酒が旨い

和風/居酒屋

中央2-2-8 秀和ビル7F

043-225-5377

旨い料理に店主厳選の地酒で乾杯！

居酒屋

中央2-7-10 シャンポール千葉103

043-441-4155

MARUYOSHI酒場

焼酎と和洋中の料理が楽しめる酒場

居酒屋

中央2-8-14

043-225-8883

ラ タベルネッタ アッラ チヴィテッリーナ

気軽に楽しめる「イタリア風食堂」

イタリアン

中央2-8-14

043-225-1106

家庭料理

あたたかでほっとする、家庭料理の店

割烹・小料理

中央3-13-11 第二ＴＫビル2Ｆ

043-225-3022

九州とんこつラーメン 幸福軒

コクがあるのにクドくない九州とんこつラーメン

ラーメン

中央3-13-15

043-225-5029

旬彩酒房

季節の料理と店主厳選の日本酒を！

和食

中央3-13-2

043-301-5967

串揚げ三昧 串膳

四季折々の食材を串で味わう

天ぷら・串揚げ

中央3-15-14 OKビル2F

043-221-3722

鉄板焼グリル 美彩や（びさいや）

スタイリッシュにシェフの厳選素材を楽しむ。

中央3-16-2

043-202-3900

湯葉 豆富 日本料理 つれづれ

落ち着いた広い店内は接待や慶事まで対応可能

日本料理

中央3-2-5

043-227-2888

ラウンジ 彩花

高級感ただようラウンジで楽しいひととき

ナイトスポット

中央3-4-10 銀座ビル2F

043-201-0808

阿づ満庵

ぜひ味わいたい名物「茶そば」

そば・うどん

中央3-4-11

043-222-2371

丸万寿司

握りたてをすぐに頬張る…これぞ寿司屋の醍醐味

寿司

中央3-7-11

043-222-3414

蓮池 まつ永

完全予約制の隠れ家

和食

中央3-7-11小川ビル1Ｆ

043-224-0707

ちゃ太郎

連日行われる津軽三味線などイベントが人気

ナイトスポット/居酒屋

中央3-7-11小川ビル2Ｆ

043-224-5983

最高の満足をゆったりとした雰囲気で楽しめるお店です。

エスニック

中央3-8-13

043-226-8078

旨いもん食堂 かどや

味とボリュームで勝負！ランチや宴会も大好評！

居酒屋

中央4-2-1

043-216-5355

正木屋

秘伝のタレで焼く香ばしく柔らかなうなぎ

うなぎ

中央4-4-12

043-222-0927

Portuale ave.（ポルトアーレ アベニュー）

もちもちっとした生パスタと香り高いコーヒーを…

イタリアン

中央4-5-1 きぼーる1F

043-202-7337

築地日本海 千葉駅前店

本物の極上寿司をお手頃価格で。

寿司/居酒屋

富士見1-1-1

千葉駅前ビル１F

043-224-7799

味処 高

ふぐ、すっぽん、あんこうを食べるなら高で！

鍋料理・もつ鍋

富士見1-7-7

広田ビル1F

043-222-7688

やきとり めら

創業41年。今も変わらず串焼き100円！

焼き鳥

富士見1-7-8

043-227-4822

くらのあかり 千葉店

牛タンと鮮魚がメインの居酒屋です

海鮮・活魚

富士見1-8-6

043-216-5511

ぱぶ・か・らん

出会いを大切に…豊富な話題でおもてなし

ナイトスポット

富士見2-12-6

043-224-0456

グランドミッキー

完全個室でカラオケ無料。各種宴会OK

中華料理

富士見2−14−4−4Ｆ

043-222-8284

串焼・煮こみいなせや 幸蔵

風情ある店内に人情溢れるスタッフがお出迎え

居酒屋

富士見2-16-12

043-239-7100

mini lounge 櫻家

大人の隠れ家 心地良い空間へどうぞ

ナイトスポット

富士見2-17-10 AIビル2F

043-227-2030

TOPPERS トッパーズ

インターナショナルなミュージックバー

ナイトスポット

富士見2-17-27 朝日ビル3F

043-441-7558

金角 富士見本店

新鮮な魚介類がリーズナブルに楽しめる

居酒屋

富士見2-19-11

043-224-2408

MA～なべや

食べ放題2,679円～用意。個室宴会も可能。

鍋料理・もつ鍋

富士見2-21-9

DANDY LION BAR

千葉で最高級の正統派バー。接待、デートに最適

ナイトスポット

富士見2-22-17 富士見センタービル2階

043-201-3633

かに道楽 千葉駅前店

かに料理専門店の老舗

ふぐ・かに

富士見2-3-1 塚本ビルB1Ｆ

043-224-8989

レストラン・カフェ＆バー馬酔木

お酒を楽しめるレストラン

洋食

富士見2-5-5 B1

043-222-3838

インド料理

インドシェフの本格派！

エスニック

富士見2-7-15 榎本ビル2F

043-227-8086

北海道かに将軍 千葉店

千葉で「カニ」と言ったら「かに将軍」

ふぐ・かに

富士見2-7-3

043-224-1000

らーめん 鷹の羽（タカノハ）

淡麗極塩らーめん、海老そばの鷹の羽

ラーメン / 中華料理

富士見2-9-13 WTC千葉富士見ビル1F

043-227-5505

天ぷら 武田

目の前で揚げたての本格江戸前天ぷらを

天ぷら・串揚げ

富士見2-9-13WTC千葉富士見ビルＢ1Ｆ

043-224-5353

音波

店長のおまかせ、一皿限定刺身の盛り合わせ1,000円!!

海鮮・活魚

富士見2-9-2

043-202-1773

大名寿司

寿司職人の味を安心価格で

寿司

冨士見2−14−7

043-445-8333

Shot Bar blackcat

あなたにぴったりのカクテルを

ナイトスポット

本千葉町1-3

043-224-8839

パセラスイート 千葉中央店

バリリゾートへようこそ！南国の雰囲気を千葉で

エスニック

本千葉町1-6 ビレッジ103-B1F

043-223-6556

てんぷら天白（てんはく）

五感で存分に楽しむ天ぷら

天ぷら・串揚げ

本町2-1-21 石井ビル1Ｆ

043-221-2505

ちば郷土料理

ちばの郷土料理・伝統を伝承

和食/ 郷土料理

栄町16-2

043-225-6688

たこやき 蛸TAKO 栄町本店

栄町のたこやき屋さん

その他

栄町37-6

043-222-0818

生乃弥

千葉一番のふぐの老舗。各種宴会に！

ふぐ・かに

栄町4−14

043-222-1988

大衆居酒屋

千葉校]

ナカムラヤ

福酔（ふくすい）

和

焼肉レストラン

C
エ
リ
ア

電話番号
043-224-0396

老舗のうなぎ料理を心ゆくまで
[2ねん8くみ

美弥和

B
エ
リ
ア

住所
中央1-1-8

大型ステージのライブが大人気！

あいどるかふぇ

A
エ
リ
ア

カテゴリ
ナイトスポット

新羅(shira)

千葉店

ルンビニ

千寿恵

築地直送の素材を堪能

鉄板焼・ステーキ

1F・2F

しんなかビル1F

プライム8

4Ｆ

プリマビル5F

043-202-7100

