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たんぽぽ  TAMPOPO

 住所
千葉県印旛郡酒々井町墨16番地

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11h30-14h00 17h30-21h00

定休日
不定休

予約

   043-372-7497

   tampopo1208@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.718872,140.279629,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.718872,140.279629&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tampopo1208@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD-1813714885577190/


GIGINO

 住所
千葉県千葉市中央区春日２−１９−４鈴木ビル１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17:00 - 00:00

定休日
-

予約

   +81 43-243-7039

   osanai.manabu@gray.plala.or.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.622328,140.101964,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.622328,140.101964&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:osanai.manabu@gray.plala.or.jp
https://www.instagram.com/nishichiba.gigino/


バール トラットリア プリミティヴォ  BAR TRATTORIA PRIMITIVO

 住所
千葉県千葉市花見川区花園2-10-14

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
水曜日 Wednesday

予約

   043-372-7793

   http://primitivo2015.net/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.653774,140.071621,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.653774,140.071621&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://primitivo2015.net/
https://www.instagram.com/tsubame_33/?hl=ja


SALVATORE CUOMO & BAR 柏

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
千葉県柏市柏2-10-2 ザ・柏タワー101-C

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   04-7163-8465 | 04-7160-1271（デリ用)

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280
生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ

 

https://www.google.com/maps/@35.861753,139.973702,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.861753,139.973702&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


PIZZA SALVATORE CUOMO ららぽーとTOKYO-BAY

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
千葉県船橋市浜町２丁目１−１ ららぽーとTOKYO-BAY3F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-421-7652

   pizza_funabashi@ystable.co.jp

Arigat-EUレシピ

https://www.google.com/maps/@35.685384,139.990826,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.685384,139.990826&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizza_funabashi@ystable.co.jp


PENTHOUSE

 住所
千葉県千葉市中央港１−２８−６ K's Resort BLDG ５F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
10:00 - 00:00

定休日
-

予約

   +81 43-203-3900

   tomoyuki@ksnetwork.com

   http://ksnetwork.com/chain/penthouse/minato/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.605138,140.100313,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.605138,140.100313&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tomoyuki@ksnetwork.com
http://ksnetwork.com/chain/penthouse/minato/


SALVATORE CUOMO & BAR 千葉

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
千葉県千葉市中央区富士見1-1-14 ダイワロイネットホテル千葉駅前1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   043-223-5965 | 043-223-5971（デリ用）

   salvatore_chiba@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ

 

https://www.google.com/maps/@35.612386,140.116729,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.612386,140.116729&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:salvatore_chiba@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


ダイニングバータラート  DINING BAR TALAHT

 住所
千葉市中央区本千葉町1-11 千葉中央ビル1階奥

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
18:00〜05:00

定休日
日曜日

予約

   043-224-0127

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.608057,140.119122,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.608057,140.119122&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/DiningBarTalaht/


PIZZA SALVATORE CUOMO 浦安

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
千葉県浦安市北栄1-2-22

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   047-316-6865 | 047-316-6868(デリ用)

   pizza_urayasu@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ

 

https://www.google.com/maps/@35.665202,139.894922,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.665202,139.894922&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizza_urayasu@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


カントデッラテッラ  CANTO DELLA TERRA

 住所
千葉県市川市南八幡3-7-10 102

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11時30分-15時 17時30分-23時

定休日
水曜日 第3木曜日 月曜日 木曜日のランチ

予約

   047-712-8884

   budoupan8@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.719057,139.927873,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.719057,139.927873&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:budoupan8@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/PizzeriaCantoDellaTerra/


OCEAN TABLE

 住所
千葉県千葉市中央港１−２８−６ K's Resort BLDG４F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 50-3373-1290

   tomoyuki@ksnetwork.com

   http://ksnetwork.com/chain/oceantable/minato/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.60514,140.100315,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.60514,140.100315&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tomoyuki@ksnetwork.com
http://ksnetwork.com/chain/oceantable/minato/


SALVATORE CUOMO & BAR 柏の葉

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィスららぽーと柏の葉 北館1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   04-7197-7700 | 04-7137-3671（デリ用)

   salvatore_kashiwanoha@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ

 

https://www.google.com/maps/@35.894828,139.950988,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.894828,139.950988&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:salvatore_kashiwanoha@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


PERTE

 住所
千葉県千葉市稲毛区小仲台２−１２−１５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 43-386-3702

   capo7243@icloud.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.637984,140.096061,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.637984,140.096061&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:capo7243@icloud.com
https://www.facebook.com/perteunicasede/


INIZIO

 住所
千葉県千葉市中央区中央4-13-13 菜の花ビル

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30 - 23:00

定休日
-

予約

   +81 43-441-4166

   iniziochiba@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.605831,140.122412,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.605831,140.122412&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:iniziochiba@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/%EF%BC%A9%EF%BD%8E%EF%BD%89%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%8F%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%AA-1487555414871579/


今日和 幕張ベイタウン店 KONNICHIWA MAKUHARIBAYTOWN

 住所
〒261-0013千葉市美浜区打瀬2-14 パテイオス11番街

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   043-211-5055

   repcosn.repco007@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.640062,140.045242,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.640062,140.045242&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco007@gmail.com


PERTE

 住所
千葉県千葉市稲毛区小仲台２−１２−１５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17:30-23:00

定休日
-

予約

   '+81 43-386-3702

   capo7243@icloud.com

   https://perte.shopinfo.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.637984,140.096061,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.637984,140.096061&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:capo7243@icloud.com
https://perte.shopinfo.jp/
https://www.facebook.com/perteunicasede/


オリエンタルキッチン イタリアーナ  ORIENTAL KITCHEN ITALIANA

 住所
千葉県千葉市中央区問屋町7

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチタイム：11:30～15:00(14:00ラストオーダー)
カフェタイム：14:00～17:00
ディナー  ：17:30～23:00(22:00ラストオーダー)

定休日
-

予約

   043-238-9112

   orikitch@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.600075,140.11035,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.600075,140.11035&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:orikitch@gmail.com


今日和 幕張ベイタウン店   KONNICHIWA MAKUHARIBAYTOWN

 住所
〒261-0013千葉市美浜区打瀬2-14 パテイオス11番街

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   043-211-5055

   repcosn.repco007@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.640062,140.045242,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.640062,140.045242&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco007@gmail.com


TRATTORIA IL REGALO

 住所
千葉県松戸市本町14－14

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
平日11:30~15:00 17:30~22:00 土日祝11:30～14：30 17：00～22：00

定休日
不定休

予約

   047－710－8646

   regalo0721@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.785891,139.898368,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.785891,139.898368&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:regalo0721@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/il-Regalo-445237818913193/


今日和 津田沼店     KONNICHIWA TSUDANUMA-TEN

 住所
〒274-0825 船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコA館６Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-471-8421

   repcosn.repco002@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.6916,140.021629,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.6916,140.021629&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco002@gmail.com


今日和 船橋店   KONNICHIWA

 住所
〒273-0005 船橋市本町２−１−１ 船橋スクエア２１ ２F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-420-2266

   repcosn.repco006@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.698045,139.985614,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.698045,139.985614&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco006@gmail.com


CAFÉ KONNICHIWA ららぽーと店 

 住所
〒273-0012 船橋市浜町２−１−１ TOKYOBAY ららぽーと南館1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-431-7737

   repco004@i.softbank.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.684918,139.992319,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.684918,139.992319&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repco004@i.softbank.jp


NARUSAWA PASTA

 住所
千葉県成田市公津の杜1-13-8 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30〜15:30 18:30〜22:00

定休日
不定休

予約

   0476-27-6771

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.76428,140.297386,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.76428,140.297386&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/Narusawa-Pasta-226878567518785/


キャプテンズクック幕張本郷 KYAPUTENNZUKUXTUKUMAKUHARIHONNGOU

 住所
千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-41-25キャプテンズビル

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
平日ランチ11:30-15:00(14:30 ＬＯ)平日ディナー17:00-23:00(22:00ＬＯ)
土日・祝日11：30-23：00(22：00ＬＯ)
 

定休日
祝日除く木曜日

予約

   043-276-2491

   cap@jasmine.ocn.ne.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.670847,140.049992,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.670847,140.049992&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:cap@jasmine.ocn.ne.jp


CAFÉ KONNICHIWA ららぽーと店

 住所
〒273-0012 船橋市浜町２−１−１ TOKYOBAY ららぽーと南館1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-431-7737

   repco004@i.softbank.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.684918,139.992319,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.684918,139.992319&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repco004@i.softbank.jp


OCEAN TABLE

 住所
千葉県千葉市中央港１−２８−６ K's Resort BLDG４F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
10:00 - 00:00

定休日
-

予約

   +81 50-3373-1290

   tomoyuki@ksnetwork.com

   http://ksnetwork.com/chain/oceantable/minato/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.60514,140.100315,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.60514,140.100315&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tomoyuki@ksnetwork.com
http://ksnetwork.com/chain/oceantable/minato/


今日和 津田沼店 KONNICHIWA TSUDANUMA-TEN

 住所
〒274-0825 船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコA館６Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-471-8421

   repcosn.repco002@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.6916,140.021629,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.6916,140.021629&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco002@gmail.com


INIZIO

 住所
千葉県千葉市中央区中央4-13-13 菜の花ビル

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30 - 23:00

定休日
-

予約

   +81 43-441-4166

   iniziochiba@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.605831,140.122412,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.605831,140.122412&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:iniziochiba@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/%EF%BC%A9%EF%BD%8E%EF%BD%89%EF%BD%9A%EF%BD%89%EF%BD%8F%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%AA-1487555414871579/


GIGINO

 住所
千葉県千葉市中央区春日２−１９−４鈴木ビル１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17:00 - 00:00

定休日
-

予約

   +81 43-243-7039

   osanai.manabu@gray.plala.or.jp

   https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g298158-d7415518-Reviews-Gigino-

Chiba_Chiba_Prefecture_Kanto.html

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.62236,140.101968,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.62236,140.101968&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:osanai.manabu@gray.plala.or.jp
https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g298158-d7415518-Reviews-Gigino-Chiba_Chiba_Prefecture_Kanto.html
https://www.instagram.com/nishichiba.gigino/


今日和 船橋店 KONNICHIWA

 住所
〒273-0005 船橋市本町２−１−１ 船橋スクエア２１ ２F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   047-420-2266

   repcosn.repco006@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.698045,139.985614,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.698045,139.985614&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:repcosn.repco006@gmail.com


オステリア アンティコ ジェノベーゼ  OSTERIA ANTICO GENOVESE

イタリアのリグーリア州、ピエモンテ州（シェフがリグーリアに4年半、ピエモン
テ

に3年半、エミリアロマーニャ州に1年滞在）の郷土料理を、千葉県をイタリアの1
つの州ととらえた、千葉県の食材を千産千消をモットーとたしたスタイルでを目指

しています。常時10種類以上の生パスタを提供しており、イタリア料理において最
も重要なパスタ料理を、お客様により知っていただくために、日々精進しておりま

す

 住所
千葉県千葉市中央区登戸１－１３－２２ シティファイブA棟101号

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ   １１：３０－１５：００（L.o 13:30）
ディナー  １８：００－２３：００（L.o 21:00）

 

定休日
月曜日（月曜日が祝日の場合翌火曜日）

予約

   043－245－7055

Arigat-EUレシピ
モルタデッラとスカモルツァアフミカータのコトレッタ、色々なキノコと小エビの

ソテー添え バルサミコソース。
モルタデッラのスライスにスカモルツァアフミカータをはさみ、コトレッタにしました

キノコとエビのソテーでアクセントをつけ、クラッシックなバルサミコソースで召し上がっていただきます。

 

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.609885,140.110182,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.609885,140.110182&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pg/antico.genovese


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  アトレ松戸店 （KAMAKURAPASTA ATOREMATUDOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県松戸市松戸1181

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   047-712-1380

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.784579,139.900744,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.784579,139.900744&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


西千葉イタリアン・カフェ ＤＥＡＲ ＦＲＯＭ NISITIBA ITARIAN CAFÉ
DEAR FROM

 住所
千葉県 千葉市 中央区 春日 2-10-8 ラペール春日１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00~23:00

定休日
Getuyoubi

予約

   043-205-4173

   info@dearfrom.co.jp

   https://www.hotpepper.jp/strJ000825240/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.621029,140.101671,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.621029,140.101671&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@dearfrom.co.jp
https://www.hotpepper.jp/strJ000825240/
https://www.facebook.com/DearFrom/
https://www.instagram.com/dear.from2010/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  DININGｲｵﾝM津田沼店 （KAMAKURAPASTA DINING T IONMÔRUTUDANUMATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼2Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   047-455-6209

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.690486,140.024792,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.690486,140.024792&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ﾓﾘｼｱ津田沼店 （KAMAKURAPASTA MORISIATUDANUMATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   047-403-2309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.689907,140.019084,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.689907,140.019084&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  プレナ幕張店 （KAMAKURAPASTA PURENAMAKUHARITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   043-350-1309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.64757,140.040545,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.64757,140.040545&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ペリエ千葉店 （KAMAKURAPASTA PERIETIBATEN)

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉5Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   043-202-0309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.613059,140.11375,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.613059,140.11375&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｼｬﾎﾟｰ本八幡店 （KAMAKURAPASTA SYAPÔMOTOYAWATATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県市川市八幡2-17-1 シャポー本八幡1Ｆ

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   047-302-5511

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://maps.google.com/maps?ll=89.999997,35.720392&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｲｵﾝM千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 （KAMAKURAPASTA IONMÔRUTIBANYÛTAUNTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。

オリジナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。
和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが

選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の

パンもぜひお召しあがりください。

 住所

千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0476-48-6309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.802182,140.112206,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.802182,140.112206&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


ペリエ千葉店 PORCELLINO PERIE CHIBA

グループで陽気に、カップルでシックにピッツァ、パスタ、肉料理などが楽しめる

カジュアルイタリアン

 住所
260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉5F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:30

定休日
ビルの営業時間に順ずる

予約

   043-306-2997

   porcellino-chiba@dynac.co.jp

   https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/perie_chiba/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.612784,140.113863,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.612784,140.113863&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:porcellino-chiba@dynac.co.jp
https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/perie_chiba/


西千葉イタリアン・カフェ ＤＥＡＲ ＦＲＯＭ NISITIBA ITARIAN CAFÉ
DEAR FROM

 住所
千葉県 千葉市 中央区 春日 2-10-8 ラペール春日１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00~23:00

定休日
Getuyoubi

予約

   043-205-4173

   info@dearfrom.co.jp

   https://www.hotpepper.jp/strJ000825240/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.621029,140.101671,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.621029,140.101671&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@dearfrom.co.jp
https://www.hotpepper.jp/strJ000825240/
https://www.facebook.com/DearFrom/
https://www.instagram.com/dear.from2010/


たんぽぽ  TAMPOPO

 住所
千葉県印旛郡酒々井町墨16番地

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11h30-14h00 17h30-21h00

定休日
不定休

予約

   043-372-7497

   tampopo1208@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.718872,140.279629,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.718872,140.279629&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tampopo1208@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD-1813714885577190/


TRATTORIA IL REGALO

 住所
千葉県松戸市本町14－14

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
平日11:30~15:00 17:30~22:00 土日祝11:30～14：30 17：00～22：00

定休日
不定休

予約

   047－710－8646

   regalo0721@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.785891,139.898368,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.785891,139.898368&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:regalo0721@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/il-Regalo-445237818913193/


PIZZERIA TINTARELLA

 住所
〒277-0005 千葉県柏市柏６丁目８−４０ 小溝BLDG 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 4-7164-0039

   pizzeriatintarella@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.865036,139.976227,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.865036,139.976227&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizzeriatintarella@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/PizzeriaTintarella/photos/


BRASSERIE BLEU

 住所
〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町１１−２１ 浅井ビル 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
火、金、祝前日: 17:00～23:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00） 水、木、土、日、祝日: 11:00～16:00
（料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00） 17:00～23:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00）

定休日
-

予約

   043-215-8922

   tetsuokun0831@gmail.com

   https://brasserie-bleu.owst.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.609312,140.11334,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.609312,140.11334&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tetsuokun0831@gmail.com
https://brasserie-bleu.owst.jp/


TAKAMORI

 住所
〒283-0066 千葉県東金市南上宿１９−１４平賀第２ビル１０１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 475-78-4170

   takamori-h@snow.plala.or.jp

   https://touganetakamori.jimdo.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.554537,140.360661,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.554537,140.360661&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:takamori-h@snow.plala.or.jp
https://touganetakamori.jimdo.com/
https://www.facebook.com/pages/Takamori/1727581820857841/


TRATTORIA & FLOWER ANGELICA

 住所
千葉県 千葉市美浜区 若葉 3-2-16 イオンスタイル幕張ベイパーク

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 43-308-7134

   info@angelica-aoba.com

   http://angelica-aoba.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.646866,140.049478,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.646866,140.049478&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@angelica-aoba.com
http://angelica-aoba.com/


BAR VINTAGE WITH RESTAURANT

 住所
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目２２−６ 富士ビル B1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17:30～5:00

定休日
-

予約

   +81 43-225-3299

   takashiobatavintage@gmail.com

   http://bar-vintage.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.608596,140.118524,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.608596,140.118524&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:takashiobatavintage@gmail.com
http://bar-vintage.jp/


BAR TRATTORIA PRIMITIVO

 住所
千葉県千葉市花見川区花園2-10-14

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11h30-14h00 17h30-21h00

定休日
-

予約

   043-372-7497

   91155nico@gmail.com

   https://primitivo2015.net/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.653803,140.071627,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.653803,140.071627&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:91155nico@gmail.com
https://primitivo2015.net/
https://www.facebook.com/primi2015/
https://www.instagram.com/tsubame_33/?hl=ja


MAISON DE NARU

 住所
千葉県成田市御所の内１７−６

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 476-29-4466

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.781024,140.328766,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.781024,140.328766&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pages/Maison-De-Naru-French-Restrant/734985806548383


NISHITAKE

 住所
千葉県千葉市中央区新宿２−５−１ホテルモンセラトン１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 43-242-0112

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.607382,140.117151,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.607382,140.117151&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


TRATTORIA ARLECCHINO

 住所
〒272-0013 千葉県市川市高谷１丁目５−３

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～14:00 18:00～23:00

定休日
-

予約

   047-327-8777

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.701075,139.939664,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.701075,139.939664&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


PIZZERIA TINTARELLA

 住所
〒277-0005 千葉県柏市柏６丁目８−４０ 小溝BLDG 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 4-7164-0039

   pizzeriatintarella@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.865036,139.976227,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.865036,139.976227&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizzeriatintarella@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/PizzeriaTintarella/photos/


BRASSERIE BLEU

 住所
〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町１１−２１ 浅井ビル 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
火、金、祝前日: 17:00～23:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00） 水、木、土、日、祝日: 11:00～16:00
（料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00） 17:00～23:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00）

定休日
-

予約

   043-215-8922

   tetsuokun0831@gmail.com

   https://brasserie-bleu.owst.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.609312,140.11334,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.609312,140.11334&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:tetsuokun0831@gmail.com
https://brasserie-bleu.owst.jp/


THE NEW YORK BAYSIDE KITCHEN

 住所
〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町１−５０ ポートタウン 5F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
【月～金】

ランチ：11:00～15:00(ラストイン14:00) 150分
ディナー：17:00～22:00(ラストイン21:00)
【土日祝】

ランチ：11:00～15:00（ラストイン14:00）
※土日祝のみ2時間制
ディナー：17:00～22:00（ラストイン21:00）

定休日
-

予約

   +81 43-301-4101

   sakurai-k@fcw.co

   https://thenewyorkbaysidekitchen.gorp.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.602888,140.110138,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.602888,140.110138&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:sakurai-k@fcw.co
https://thenewyorkbaysidekitchen.gorp.jp/
https://www.facebook.com/TNYchiba/


BAR VINTAGE WITH RESTAURANT

 住所
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目２２−６ 富士ビル B1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17:30～5:00

定休日
-

予約

   +81 43-225-3299

   takashiobatavintage@gmail.com

   http://bar-vintage.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.608596,140.118524,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.608596,140.118524&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:takashiobatavintage@gmail.com
http://bar-vintage.jp/


TAKAMORI

 住所
〒283-0066 千葉県東金市南上宿１９−１４平賀第２ビル１０１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 475-78-4170

   takamori-h@snow.plala.or.jp

   https://touganetakamori.jimdo.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.554537,140.360661,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.554537,140.360661&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:takamori-h@snow.plala.or.jp
https://touganetakamori.jimdo.com/
https://www.facebook.com/pages/Takamori/1727581820857841/


MAISON DE NARU

 住所
千葉県成田市御所の内１７−６

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 476-29-4466

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.781024,140.328766,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.781024,140.328766&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pages/Maison-De-Naru-French-Restrant/734985806548383


オリエンタルキッチン イタリアーナ  ORIENTAL KITCHEN ITALIANA

 住所
千葉県千葉市中央区問屋町7

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチタイム：11:30～15:00(14:00ラストオーダー)
カフェタイム：14:00～17:00
ディナー  ：17:30～23:00(22:00ラストオーダー)

定休日
-

予約

   043-238-9112

   orikitch@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.600075,140.11035,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.600075,140.11035&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:orikitch@gmail.com


カントデッラテッラ  CANTO DELLA TERRA

 住所
千葉県市川市南八幡3-7-10 102

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11時30分-15時 17時30分-23時

定休日
水曜日 第3木曜日 月曜日 木曜日のランチ

予約

   047-712-8884

   budoupan8@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.719057,139.927873,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.719057,139.927873&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:budoupan8@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/PizzeriaCantoDellaTerra/


キャプテンズクック幕張本郷 KYAPUTENNZUKUXTUKUMAKUHARIHONNGOU

 住所
千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-41-25キャプテンズビル

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
平日ランチ11:30-15:00(14:30 ＬＯ)平日ディナー17:00-23:00(22:00ＬＯ)
土日・祝日11：30-23：00(22：00ＬＯ)
 

定休日
祝日除く木曜日

予約

   043-276-2491

   cap@jasmine.ocn.ne.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.670847,140.049992,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.670847,140.049992&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:cap@jasmine.ocn.ne.jp


WWW.ARIGAT.EU
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