客引きしない！宣言店一覧（平成３１年３月６日現在）
番号

営業所屋号

営業者住所

1 萬味

千葉県柏市旭町1‐10‐4

2 炭火焼居酒屋 八っちゃん 柏西口店

千葉県柏市旭町1‐3‐13

3 焼肉 風風亭

千葉県柏市柏1‐5‐20成嶋ビル2階・3階

4 こだわり鮮魚と炭焼地鶏 炉～ひばち～

千葉県柏市旭町1‐10‐5 1F

5 磯潮

千葉県柏市柏3‐6‐5

6 たべのみや サプティ ペパーズ

千葉県柏市柏1‐4‐5石戸画材ビル地下1階

7 Light pub キャバーンハウス

千葉県柏市柏3‐4‐1石井ビル内

8 隠れ菴 忍家 柏東口店

千葉県柏市柏2‐9‐15リンクスビル3階

9 居酒屋 ふるさと五兵衛

千葉県柏市末広町10‐22

10 ビッグエコー 柏駅前店

千葉県柏市柏1‐4‐27恵比屋ビル1F・3F～8F

11 たつみ

千葉県柏市柏3‐3‐4

12 喜久水

千葉県柏市東上町1‐22第一喜久水ビル1F

13 しちりん 柏東口店

千葉県柏市柏3‐2‐7

14 ケ・サラ

千葉県柏市柏3‐2‐14柏3丁目洪ビル２階202号室

15 酒郷吉春 西口店

千葉県柏市旭町1‐10‐1

16 リンガーハット柏駅東口店

千葉県柏市柏1‐5‐16

17 そば処 多賀家

千葉県柏市柏3‐6‐13白鳥ビル１F

18 焼肉酒場ともさんかく本店

千葉県柏市柏3‐6‐15ATSビル１F

19 焼肉酒場 ともさんかく 本店別館

千葉県柏市柏3‐6‐14増谷第二ビル１F

20 ぶんけ

千葉県柏市末広町10‐1

21 鳥貴族 柏あさひ通り店

千葉県柏市旭町1‐4‐16カネマツビル2階

22 炭火焼き鳥 キッチン ひよこ

千葉県柏市末広町9‐2

23 美食中華 泰山 柏店

千葉県柏市末広町10‐20鈴木ビル101

24 仲屋

千葉県柏市末広町12‐1

25 焼肉酒場ともさんかく はなれ

千葉県柏市柏1‐6‐3TSビル１F

26 焼肉酒場 ともさんかく 西口店

千葉県柏市旭町1‐1‐19第二豊倉ビル１F

27 こだわりラーメン 千夜都

千葉県柏市柏4‐9‐11

28 魚の蔵

千葉県柏市柏3‐1‐9森山ビル１F

29 NANDES

千葉県柏市柏3‐6‐21柏ビル１F

30 THE LIFE

千葉県柏市柏1‐1‐8K18ビル2階
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31 割烹 松 島

千葉県柏市旭町1‐4‐17

32 うなぎ専門店 くしだ

千葉県柏市末広町10‐23

33 ちばチャン 柏店

千葉県柏市旭町1‐5‐4プラザパスカB１F

34 炭火焼鳥キッチンひよこ

千葉県柏市柏2‐7‐10

35 サン・ラッソ

千葉県柏市末広町9‐1柏西口末広町ビル1階

36 株式会社 京北商事 ピッツァ＆スパゲッティモンテローザ 千葉県柏市柏1‐4‐3
37 大衆酒場 三平

千葉県柏市柏2‐8‐17

38 鳥彩々 柏サンサン通り店

千葉県柏市柏2‐11‐16芳野ビル1F

39 マルシェ バトン

千葉県柏市柏2‐5‐9岡田屋ビル1F

40 牛バル こじまや 柏店

千葉県柏市旭町1‐10‐14

41 のみくい処 佐渡蔵 柏店

千葉県柏市柏2‐8‐13サンサンビル1階

42 べこたん 柏店

千葉県柏市柏4‐3‐7第二常盤ビル

43 老中国菜 知味斎

千葉県柏市柏3‐9‐20エクセラ・モン・ピエース1F

44

千葉県柏市柏2‐8‐15石戸第5ビル1F

株式会社 マリナコーポレーション 居酒屋八ちゃん柏東口サンサン通り店

45 魚処つがる

千葉県柏市柏3‐6‐16高野山ビル2F

46 WARMTH

千葉県柏市柏2‐7‐10 2F

47 CHRONOS

千葉県柏市柏4‐5‐24第二京北ビル1F

48 それゆけ鶏ヤロー柏店

千葉県柏市柏3‐7‐21椎名ビル1F

49 GLOBAR

千葉県柏市柏4‐5‐24第二京北ビルB1F

50 海賊の台所 柏店

千葉県柏市柏2‐11‐14岡安店舗 2F

51 食楽工房 ひととき

千葉県柏市柏2‐11‐16

52 赤から柏東口店

千葉県柏市柏2‐8‐15石戸第5ビル1F

53 寿司茶屋 彦太

千葉県柏市旭町1‐7‐12

54 赤から柏西口店

千葉県柏市旭町1‐10‐18アサヒセンチュリー1階・2階

55 牛角 柏店

千葉県柏市柏2‐8‐15第2関口ビル1F

56 霧笛屋 柏店

千葉県柏市柏2‐9‐7

57 手羽唐・旨もん 手羽市 柏店

千葉県柏市旭町1‐10‐14

58 どないしてまんねん

千葉県柏市旭町1‐10‐17

59 中華酒房 龍晶餃子

千葉県柏市柏１‐１‐８

60 四川料理 龍晶飯店

千葉県柏市柏3‐4‐25
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61 中華料理 蘭 柏店

千葉県柏市柏3‐6‐24丸福ビル1F

62 スペイン食堂 フェスタ マリオ

千葉県柏市柏1‐6‐4寿々喜庵ビル2F

63 スンドゥブバル食堂 ポジャンマチャ

千葉県柏市柏2‐11‐6

64 蔵っぱ

千葉県柏市柏3‐10‐18

65 PEC

千葉県柏市旭町2‐1‐4

66 味すゞ亭 穏香

千葉県柏市旭町1‐11‐17パン・スターチス1F

67 太黒庵

千葉県柏市柏4‐11‐18

68 大衆酒蔵 日本海

千葉県柏市末広町12‐2

69 味すゞ亭 和香

千葉県柏市柏4‐5‐24京北第二ビル3F

70 柏酒処 寿々喜

千葉県柏市柏1‐6‐4寿々㐂庵ビル１F

71 南欧創作キッチン Pee Ka Boo

千葉県柏市柏3‐7‐19

72 Boo Foo Woo

千葉県柏市柏2‐8‐5山本ビル1階

73 庄や 柏西口店

千葉県柏市旭町1‐1‐1K&Kビル1－3階

74 魚火

千葉県柏市柏1‐6‐4

75 かぎや

千葉県柏市柏1‐6‐8レーベンフィル201

76 せい家 柏店

千葉県柏市柏1‐6‐5

77 六文銭

千葉県柏市旭町1‐7‐16田所ビル１F

78 ふか川

千葉県柏市柏3‐4‐5ハマダビル1階

79 中国料理 麗宮飯店

千葉県柏市旭町1‐5‐3 2F

80 有限会社 柏第一ホテル鮨芳

千葉県柏市柏3‐6‐4

