店舗名
和ごころゆう菜
呑み処明雅
お好み焼 ぼんちゃん
ｶﾗｵｹ喫茶 らっきｰ
Time Machine BAR Epics
洋食屋kikuya
居酒屋ばｰやん家
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰOneRise
ﾔｷﾄﾘﾋﾄﾂﾎﾞｼ
和心鶴々
喫茶ｺﾊﾟ
the Bar
月うさぎ Hanare
焼鳥のﾋﾅﾀ 板宿店
餃や
月つき
明華園
ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ 板宿店
YETI
もっこす板宿店
神戸ラーメン第一旭板宿店
ｶﾗｵｹ喫茶ﾁｬｵ
やきとり ろぐ
旬花
やま鶏
喫茶 しんとう
ﾀｺ八
ごはんやさん ﾔﾝﾊﾟ
餃子 弁慶
お好み焼き鉄板焼 しゃらく
ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘｰ
炭火･豚･旬菜 まるり
かしょう
立飲みふ､

②住所
神戸市須磨区宝田町3-2-3田中ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区菊池町1-3-13
神戸市須磨区菊池町1-3-13ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ板宿101号
神戸市須磨区菊池町2-2-5
神戸市須磨区菊池町2-2-5-2F
神戸市須磨区前池丁2-2-4
神戸市須磨区前池町2-1-11階
神戸市須磨区前池町2-1-4
神戸市須磨区前池町2-1-42F
神戸市須磨区前池町2-1-8
神戸市須磨区前池町2-2-1
神戸市須磨区前池町2-2-3
神戸市須磨区前池町2-2ﾏﾙ井ﾋﾞﾙ202
神戸市須磨区前池町2-4-5
神戸市須磨区前池町2-4-8高村ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区前池町2-5-6
神戸市須磨区前池町2-6-5
神戸市須磨区前池町2-6-6大西ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区前池町3-1-14
神戸市須磨区前池町3-1-3
神戸市須磨区前池町3-1-3タウンハイツ板宿102
神戸市須磨区前池町3-1-3森ﾋﾞﾙ2階
神戸市須磨区前池町3-2-2
神戸市須磨区前池町3-2-3
神戸市須磨区前池町3-4-1ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ板宿1F
神戸市須磨区前池町3-4-1ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ板宿1F
神戸市須磨区前池町3-4-1ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ板宿ﾋﾞﾙ1F1-12B,1-14
神戸市須磨区前池町4-3-22(1F)
神戸市須磨区上飛松町3-4-10 ﾎｼﾉﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区上飛松町3-5-15 ｴｽｴｽﾋﾞﾙ2階
神戸市須磨区飛松-3-4-7
神戸市須磨区飛松町1-1-10
神戸市須磨区飛松町1ｰ2ｰ8
神戸市須磨区飛松町1-1-24

店舗名

②住所

ｶﾗｵｹ 藤
ｷｯﾁﾝﾊﾞﾙ ﾁｭﾗ
中華菜館 五桃
串かつ 縁
ｽﾅｯｸ 銀河
味一
ﾗｳﾝｼﾞ琥珀
麻雀 板宿倶楽部
真
NEO
味ごころ 喜夜味
ｶﾗｵｹ 灯り
lie2軒ﾗｲﾗｲｹﾝ
茉莉花
立ち呑み MAXはんにゃとう道場
呑み処 和み
IZAKAYAふみちゃん
鳥嗣
みちしるべ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ板宿駅前店
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟﾆ ﾁｮｯﾄﾊﾞｰ
たべもんやBM
ﾃｲｸｲｯﾄｲｰｼﾞｰ
串かつとさや
鳥岩商店

神戸市須磨区飛松町1-1-24
神戸市須磨区飛松町1-1-5
神戸市須磨区飛松町1-1-5森本ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区飛松町1-1の12ｱｸﾃｨﾌﾞ板宿
神戸市須磨区飛松町1-3-101F
神戸市須磨区飛松町1-3-3琥珀ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区飛松町1-3-3琥珀ﾋﾞﾙ2階
神戸市須磨区飛松町1-3-5
神戸市須磨区飛松町1-3-5
神戸市須磨区飛松町1-3-9
神戸市須磨区飛松町1-5-2
神戸市須磨区飛松町1-6-3
神戸市須磨区飛松町1-6-7
神戸市須磨区飛松町1-6-9
神戸市須磨区飛松町2-1-17
神戸市須磨区飛松町2-1-20ﾌｫ-ﾙヴｨﾗ板宿1階
神戸市須磨区飛松町2-1-21ﾌｫ-ﾙヴｨﾗ板宿1F
神戸市須磨区飛松町2-1-4
神戸市須磨区飛松町2-2-11
神戸市須磨区飛松町2-2-6
神戸市須磨区飛松町2-2-7
神戸市須磨区飛松町2-2の8
神戸市須磨区飛松町2-3-16-114号北市場内
神戸市須磨区飛松町2-3-18ヴｨﾚｯﾁﾞ板宿1F

ひょうたん板宿店
Sora Shii BASE
美食酒場Ms!
まるり HANARE
あやめ
ｶﾗｵｹ喫茶&ﾊﾟﾌﾞあさこ
やすらぎ
炭火焼鳥はる板宿店
ちょい吞み ほっこり

神戸市須磨区飛松町2-3-5ﾋﾟｱｻﾞﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区飛松町2-4-3板宿商店街きたいちば内
神戸市須磨区飛松町2-4-9ヴｨﾚｯｼﾞ板宿101-2階
神戸市須磨区飛松町2-5-2
神戸市須磨区飛松町2-5-2
神戸市須磨区飛松町3-1-3
神戸市須磨区飛松町3-1-3B1
神戸市須磨区飛松町3-1-3ｶﾔﾉﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区飛松町3-1-4

神戸市須磨区飛松町2-3-3

店舗名
膳 板宿店
酒食処 ふう
彩舟
ひびの家
ﾃﾞｨ･ｴｱｰﾃﾞ
珈琲 ﾛﾍﾟ
炭火焼居酒屋喜楽
神戸珈琲物語 板宿店
松鶴寿司
喜しゅう
万平太
ﾎﾞﾀﾆｶﾙｶﾌｪ
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾀｼﾞｪ須磨離宮
亜那
蕎麦切り素朗
ｶﾗｵｹﾅｵﾐ
お好み焼き このみ屋
広島お好み焼き鉄板焼きうまいけん
鮓ちかもち
ごんたりあん
Jokers ｼﾞｮｰｶｰ
台湾料理 仙草
鮮魚と焼とり酒場 花火
串かつこうべ家
地酒旬菜柴川
炭火焼肉ﾎﾙﾓﾝうしどき
MAJIDE
旬菜庵小路
板宿 やぶ家
ｶﾗｵｹｷｬｯﾂｱｲ
ｽﾅｯｸ 金魚
かのん
ｶﾗｵｹ海夢
板塾 一貫楼
ｶﾗｵｹ洋子

②住所
神戸市須磨区飛松町3-1-4
神戸市須磨区飛松町3-2-14ｻｳｽｲ-ｽﾄﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区飛松町3-2-1横倉ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区飛松町3-3-2
神戸市須磨区飛松町3-3-8ﾒｿﾞﾝ板宿103
神戸市須磨区飛松町3-4-3
神戸市須磨区飛松町3-5-11ｴﾄﾜ-ﾙ板宿101
神戸市須磨区飛松町3-5-15
神戸市須磨区飛松町3-6-14
神戸市須磨区大手町1-1-30桂尾山ｻﾝﾊｲﾂ101
神戸市須磨区若木町1-5-1
神戸市須磨区東須磨1-1 須磨離宮公園内
神戸市須磨区東須磨1-1須磨離宮公園内ﾚｽﾄﾊｳｽ
神戸市須磨区平田町2-2-6
神戸市須磨区平田町1ｰ1ｰ20
神戸市須磨区平田町1-1-121F
神戸市須磨区平田町1-1-13
神戸市須磨区平田町1-1-15
神戸市須磨区平田町1-1-20谷崎ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区平田町1-1-6
神戸市須磨区平田町1-1-8ｵｶﾓﾄﾋﾞﾙ2F
神戸市須磨区平田町1-1-8岡本ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区平田町1-2-13ﾌﾞﾙ-ｼｬﾄｳ板宿201
神戸市須磨区平田町1-2-4
神戸市須磨区平田町1-2-4中浜ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町1-3-3
神戸市須磨区平田町1-3-3鴨川ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町1-3-5
神戸市須磨区平田町1-3-8
神戸市須磨区平田町1-4−5
神戸市須磨区平田町1-4-5ﾏ-ｷｭﾘ-ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町1-4-5ﾏ-ｷｭﾘ-ﾋﾞﾙ3B
神戸市須磨区平田町1-4-5ﾏ-ｷｭﾘ-ﾋﾞﾙ4F
神戸市須磨区平田町1-5-6
神戸市須磨区平田町1-8ﾏ-ｷｭﾘ-ﾋﾞﾙ4F

店舗名
ちょこっと
ｶﾗｵｹ未来
とんま
men's mama
ｶﾗｵｹみちこ
ｽﾅｯｸ 美咲
金の星
ｽﾅｯｸ ﾄﾞﾝﾌｧﾝ
ｶﾗｵｹ歌おぅ
ｽﾅｯｸ Kana
ｶﾗｵｹいっちゃん
からおけりえ
ｶﾗｵｹ くにちゃん
ｽﾅｯｸ かぼちゃの花
淡路伸子
ｽﾅｯｸ千春
T.Paradise
ｽﾅｯｸ Winner
ｽﾅｯｸ Antique
story2
ｽﾅｯｸ 555
Viange
ｶﾗｵｹ ﾌﾟﾘｰｽﾞ
Enjoy!TAKAKO
ｽﾅｯｸ ﾋﾞｺｰｽﾞ
愛歌夢
Laugh(ﾗﾌ)
ｽﾅｯｸ むちゃ
ｶﾗｵｹ喫茶あじさい
EMPRESS 66
じゃじゃうま
ｻﾙｰﾝ
ｽﾅｯｸ未来
てこいち板宿店
萬よし

②住所
神戸市須磨区平田町1町目2-4
神戸市須磨区平田町2-1
神戸市須磨区平田町2-1-1
神戸市須磨区平田町2-1-1ｺﾝｺﾙﾄﾞ•ﾗ•ﾌｧｲｴｯﾄﾋﾞﾙ4F
神戸市須磨区平田町2-1-1ｺﾝｺﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3F
神戸市須磨区平田町2-1-1ｺﾝｺﾙﾄﾞﾋﾞﾙ5F
神戸市須磨区平田町2-1-1地下1階
神戸市須磨区平田町2-1-2
神戸市須磨区平田町2-1-2
神戸市須磨区平田町2-1-2 ｺﾝｺﾙﾄﾞ•ﾗ•ﾌｧｲｴｯﾄ2A
神戸市須磨区平田町2-1-2-2C
神戸市須磨区平田町2-1-2-4F
神戸市須磨区平田町2-1-2-5A
神戸市須磨区平田町2-1-2-6D
神戸市須磨区平田町2-1-2-B1
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞ.ﾗ.ﾌｧｲｴｯﾄﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗ･ﾌｧｲｴｯﾄ5F
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄ1D
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄ3E
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄ3F
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄ6A
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄﾋﾞﾙ2F
神戸市須磨区平田町2-1-2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄﾋﾞﾙ7F
神戸市須磨区平田町2-1-6-2階
神戸市須磨区平田町2-1-7
神戸市須磨区平田町2-1-7
神戸市須磨区平田町2-1-7-2階北
神戸市須磨区平田町2-1-7ｷｸﾔ店舗101号
神戸市須磨区平田町2-1-7彗星ﾋﾞﾙ3F
神戸市須磨区平田町2-1-8
神戸市須磨区平田町2-1-9VINEﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区平田町2-1の2ｺﾝｺﾙﾄﾞﾗﾌｧｲｴｯﾄ3A
神戸市須磨区平田町2-2-12URBﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区平田町2-2-12ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ1F

店舗名
双六屋
Tiara
ダーツバー CECIL
ｽﾀﾝﾄﾞBB
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 板宿駅前店
からおけすたじおかんたある
春春&ﾊｰﾄ
板宿ﾎﾙﾓﾝ食堂
魚芳
串ｶﾂ田中 板宿店
INDIAN NEPALI RESTAURANT MUMA
mother dining cafe
彩菜
鳥貴族 板宿店
板宿酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ
板宿酒場情熱ホルモン
韓家
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋板宿駅前店
和食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 輪心
Calme(ｶﾙﾑ)
えび天むす
〆屋
孫悟空
もと街びより
鮮串ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞかでん
和風柚の香
酒肴 ごしょう
ｽﾅｯｸｼﾊﾞﾅ
食酒場ふ､
秘密基地
魚彦
ﾄﾞﾘﾝｸｽﾎﾟｯﾄ COCO
炭火焼肉松一
鉄板 吉本
なごやか

②住所
神戸市須磨区平田町2-2-14
神戸市須磨区平田町2-2-2
神戸市須磨区平田町2-2-6 板宿ビル B-4
神戸市須磨区平田町2-2-6板宿ﾋﾞﾙB-1B-3
神戸市須磨区平田町2-2-8平井ﾋﾞﾙ4から5F
神戸市須磨区平田町2-2-9盛岡ﾋﾞﾙ3階
神戸市須磨区平田町2-3-21 板宿ｸﾞﾘ-ﾝﾀｳﾝ2F
神戸市須磨区平田町2-3-22板宿ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ1F
神戸市須磨区平田町2-3-3
神戸市須磨区平田町2-3-9
神戸市須磨区平田町3-1-101F
神戸市須磨区平田町3-1-51F
神戸市須磨区平田町3-1-8
神戸市須磨区平田町3-2-12高谷ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町3-2-13
神戸市須磨区平田町3-2-13
神戸市須磨区平田町3-2-13-2階
神戸市須磨区平田町3-2-17
神戸市須磨区平田町3-3-13平田ﾋﾞﾙ
神戸市須磨区平田町3-4-4野村ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区平田町3-4-5
神戸市須磨区平田町5-8-4
神戸市須磨区大黒町1-1-10
神戸市須磨区大黒町1-1-21
神戸市須磨区大黒町1-2ｰ15
神戸市須磨区大黒町1-3-11
神戸市須磨区大黒町1-3-9ｾﾋﾟｱｺ-ﾄ1F
神戸市須磨区大黒町2-2−24
神戸市須磨区大黒町2-2-24元原ｺ-ﾎﾟ101
神戸市須磨区大黒町2-2-24元原ｺ-ﾎﾟ201
神戸市須磨区大黒町2-3-101F
神戸市須磨区大黒町2-3-14
神戸市須磨区大黒町2-3-14
神戸市須磨区大黒町2-3-14
神戸市須磨区大黒町2-3-8

店舗名
FoodBar33
鳥やす
大衆食堂 ひつじ笑店
居酒屋 五勝
SpArrow
鮮魚と焼きとり酒場 花火
立呑み処 げんちゃん
ﾗｰﾒﾝ 吉麺館
立ち呑みひｰこ
ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾃﾞｾｰﾙ
里ちゃん
ｶﾗｵｹ喫茶ﾌﾗﾜｰ&しず
おべんとう 宿り木
ｴﾋﾞｽｻﾝﾄﾞ
串かつ こうえん
ﾀﾊﾞｻ食堂
浜好
焼鳥やまなか
僕の店
ｻｳﾝﾄﾞﾌﾗｼｭ板宿店
スナック HIRO
茉莉花
串ｶﾂ居酒屋こはく亭
凛
まる悟
鳥輝
浪漫酒場
とりふね
楽笑
ｴｶﾞｵCafe蘭
Wonder Cafe Cote Kote
MARUMA
黒のれん
月うさぎ
東南韓

②住所
神戸市須磨区大黒町2-3-9川浦ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区大黒町3-1-3
神戸市須磨区大黒町3-1-5-1F
神戸市須磨区大黒町3-3-141階
神戸市須磨区大黒町3-3-20ｱﾝﾎﾞﾜ-ｽﾞ板宿101
神戸市須磨区大黒町3-3-21ｼｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区大黒町3-3-22酒井ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区大黒町3-3-23
神戸市須磨区大黒町3-3-26
神戸市須磨区大黒町3-4-11 小角ﾋﾞﾙ1階
神戸市須磨区大黒町5-3-7
神戸市須磨区戎町1-3-11
神戸市須磨区戎町1-4-1
神戸市須磨区戎町1-4-28ﾛｲﾔﾙ板宿
神戸市須磨区戎町1-5-2一階
神戸市須磨区戎町2-1-25
神戸市須磨区戎町2-1-4
神戸市須磨区戎町2-2-3
神戸市須磨区戎町2-2-3
神戸市須磨区戎町3-5-15
神戸市須磨区大田町2-2-9
神戸市須磨区太田町2の4の15ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ板宿ﾋﾞﾙ5階
神戸市須磨区大田町1-2-13
神戸市須磨区大田町1-2-13ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ板宿1階
神戸市須磨区大田町1-2-61Reve101
神戸市須磨区大田町1-3-5
神戸市須磨区大田町1-3-5-1階
神戸市須磨区大田町1-3-6
神戸市須磨区大田町2-2-3
神戸市須磨区大田町2ｰ3ｰ9
神戸市須磨区大田町2-2-3ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ井上2F
神戸市須磨区大田町2-2-7
神戸市須磨区大田町2-2-7
神戸市須磨区大田町2-2-7ﾊｲﾊﾞﾚ-ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ102
神戸市須磨区大田町2-2-7ﾊｲﾊﾞﾚ-ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F

店舗名
炭火焼鳥まさ 板宿本店
ｽﾅｯｸ ﾀﾞﾝﾎﾞ
BAR Drunk II
あさ川
Y
ｽﾅｯｸ ﾃｨｱﾗ
立ち飲みR
月下美人
ｽﾅｯｸｱﾗﾝ
Kｽﾀｼﾞｵ
ｶﾗｵｹ｢ｻﾞ★7階｣
ふぐ一品料理あみ
本格炭火焼肉･もつ鍋 椛八
ﾓﾝ･ﾌﾟﾁ
ｱﾐｭｰｽﾞ
高西
R
ｱﾝ･ｼﾞｭｰﾙ
selfish
ｴｲﾁﾂｰ
喫茶 ｶﾗｵｹ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ
どんぶり・テイクアウト・もつ鍋 椛八 別館
やきとりの扇屋 神戸板宿店
肉料理かやま
お好み焼き ゆうすけ
麦酒ﾊﾞﾙ ROUTE72
ありがむ
呑み処えっちゃん
ﾗｰ麺ずんどう屋神戸須磨店
スナック ゆり
木舟
だいこんの花
TUDOI
ｽﾅｯｸRay
板宿BASE

②住所
神戸市須磨区大田町2-3-7
神戸市須磨区大田町2-3-8-401ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ
神戸市須磨区大田町2-3-8-402
神戸市須磨区大田町2-3-8-501
神戸市須磨区大田町2-3-8-502
神戸市須磨区大田町2-3-8-702ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ
神戸市須磨区大田町2-3-8GW板宿ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区大田町2-3-8ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ3F
神戸市須磨区大田町2-3-8ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿602
神戸市須磨区大田町2-3-8ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ2階
神戸市須磨区大田町2-3-8ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ7階701
神戸市須磨区大田町2-3-9
神戸市須磨区大田町2-4-13
神戸市須磨区大田町2-4-15
神戸市須磨区大田町2-4-154F
神戸市須磨区大田町2-4-15ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾋﾞﾙ
神戸市須磨区大田町2-4-15ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾋﾞﾙ3F
神戸市須磨区大田町2-4-15ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾋﾞﾙ板宿2F
神戸市須磨区大田町2-4-15ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ板宿ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区大田町2-4-1ｽﾃﾗｺ-ﾄ2
神戸市須磨区大田町2-4-2
神戸市須磨区大田町2-4の１３ 井上ビル２階
神戸市須磨区大田町3-1
神戸市須磨区大田町3-1-20
神戸市須磨区大田町3-1-26
神戸市須磨区大田町3-4-16-101
神戸市須磨区大田町3-4-25ｸﾞﾚｲｽﾊｲﾂ板宿104号
神戸市須磨区大田町6-1-6
神戸市須磨区大田町6ｰ10ｰ2
神戸市須磨区寺田町2-1-14サンパティック須磨1階
神戸市須磨区寺田町1-1-16
神戸市須磨区寺田町2-1-14
神戸市須磨区寺田町2-1-14-105
神戸市須磨区寺田町2-1-14ｻﾝﾊﾟﾃｨｯｸ須磨
神戸市須磨区寺田町2-5-5-ｻﾝｼｬｲﾝ板宿1F

店舗名

②住所
鶏とりお
神戸市須磨区寺田町3-1-29田中木材ﾋﾞﾙ2F
お好み焼き鉄板焼き柳
神戸市須磨区寺田町3-1-32
たべもんやbm大池店
神戸市須磨区大池町2丁目3の3
洋食Cucina
神戸市須磨区大池町5-8-14
十割蕎麦 さくら
神戸市須磨区千歳町3-2-20
優
神戸市須磨区権現町2-2-18
鉄板食堂 こてあん
神戸市須磨区権現町3-6-4
串カツ・一品料理 むらさめ
神戸市須磨区東町3-3-29
居ｻﾞｯｸｳｪｲ
神戸市須磨区中島町3-1−2
珈琲工房 Sora.mame
神戸市須磨区南町34-10
みち葉
神戸市須磨区青葉町1-4-4
ｽﾅｯｸとも
神戸市須磨区青葉町町1-5-11
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線須摩店
神戸市須磨区鷹取町1-1-6
幸栄丸
神戸市須磨区鷹取町3-1-17
鬼瓦
神戸市須磨区小寺町3-4-7
ぽんたの店
神戸市須磨区東山町3-510
阪神高速ｻｰﾋﾞｽ(株)須磨営業所ﾅﾅ･ﾌｧｰﾑ須磨 魚魚 神戸市須磨区外浜町4-1-1
さん源じゃん厨房ﾅﾅﾌｧｰﾑ店
神戸市須磨区外浜町4-1-1
焼肉屋 御肉
神戸市須磨区外浜町4-1-1 ﾅﾅﾌｧ-ﾑ須磨2階
暖家
神戸市須磨区稲葉町1-1-7
株式会社 ｽﾅｶﾞﾜ
神戸市須磨区稲葉町4-2-25
餃子きんぎょ
神戸市須磨区村雨町3-1-13
和風荘
神戸市須磨区村雨町4-1-17
ﾚｽﾄﾗﾝｺｺｽ
神戸市須磨区磯馴町4-1-26
お好み焼 光
神戸市須磨区磯馴町4-2-29
炭焼き鳥料理の店とり森
神戸市須磨区磯馴町6-2-14
手打うどんたつみ
神戸市須磨区磯馴町6-2-5
SUMA WINE STAND
神戸市須磨区磯馴町6-2-5
ﾚｲｱｳﾄｶﾌｪ JB+
神戸市須磨区衣掛町5-1-1久保田ﾏﾝｼｮﾝ1階
Rizo
神戸市須磨区衣掛町5-1-1久保田ﾏﾝｼｮﾝ1階北
たこやき風風 須磨海浜水族園前店
神戸市須磨区衣掛町5-1-2
RISTRATTORIAfilo
神戸市須磨区衣掛町5-3-9-101
うみがめのお店
神戸市須磨区若宮町1-3-5神戸市立須磨海浜水族園内
喫茶ﾊﾟﾗ
神戸市須磨区若宮町3-3-14ｸﾞﾚｲｽﾊｲﾂ須磨壱番館105
DartsBar千夏夜
神戸市須磨区月見山本町1-1-12

店舗名
華
焼肉 澤村
Bar Deep
ﾃｿﾞｰﾛ
Bar onpegon
旬魚旬菜 おおみわ
ﾊﾟﾊﾟﾊﾟﾋﾟｯﾋﾟｰｽﾞ
炭火焼鳥ととりや
いっぽ
小宇宙食堂space&deli
Restaurant NENGOROYA
こやすの木
Makani
ﾚｯﾌﾞﾙ
キテン
sweets cafe Riche
海鮮酒房とも藤
ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ
たざえもん
水平線
BarHeartland
たこやき風風 須磨駅前店
お好み焼 はらだ
ご飯と酒 実の里
ﾎﾞﾅﾙｰｶﾌｪ
とり一
Suma Cafe Zen
ﾁｬｰﾊﾟｻﾙ
炭火焼鳥の店鳥平須磨店
立ち呑み うどう -UDOU東屋
若葉
焼鳥やんか
Ku-u-kan
ﾊﾞﾙ･ｲｶﾞｰﾅ

②住所
神戸市須磨区月見山本町1-4-14
神戸市須磨区月見山本町1-4-15
神戸市須磨区月見山本町1-6-22-2階
神戸市須磨区月見山本町2-5-1-102
神戸市須磨区月見山本町2-5-18 花見屋ﾋﾞﾙ2F
神戸市須磨区行幸町1-2-4
神戸市須磨区行幸町3-7-24
神戸市須磨区行幸町3-7-28
神戸市須磨区須磨本町1-1-2
神戸市須磨区須磨本町1-1-3
神戸市須磨区須磨本町1-1-4
神戸市須磨区須磨本町1-3-24
神戸市須磨区須磨浦通3-2-24
神戸市須磨区須磨浦通3-2-24-3F
神戸市須磨区須磨浦通4-1-19
神戸市須磨区須磨浦通4-1-9
神戸市須磨区須磨浦通4-3-14
神戸市須磨区須磨浦通4-3-142F
神戸市須磨区須磨浦通4-3-16
神戸市須磨区須磨浦通4-3-18
神戸市須磨区須磨浦通4-3-7
神戸市須磨区須磨浦通4-6-15
神戸市須磨区須磨浦通4-6-15
神戸市須磨区須磨浦通4-6-16
神戸市須磨区須磨浦通4-6-16-2階
神戸市須磨区須磨浦通4-6-18
神戸市須磨区須磨浦通4-7-8ｺｯﾄﾝﾎﾞ-ﾙ須磨駅前ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区須磨浦通5-1−11-103
神戸市須磨区須磨浦通5-1-11-105
神戸市須磨区須磨浦通5-1-13
神戸市須磨区須磨浦通5-7-11
神戸市須磨区須磨浦通5-7-6
神戸市須磨区須磨浦通5-7-8
神戸市須磨区須磨浦通6-4-2
神戸市須磨区離宮前町1-1-44

店舗名
ｶﾌｪ･ﾌｧﾆｰ
ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ離宮公園店
須磨観光ﾊｳｽ 味と宿 花月
志らはま鮨
aono
鉄板ﾋﾞｽﾄﾛ きらく
寿楼
正栄
CafeFigTree
須磨浦山上遊園
PATISSERIE TOOTHTOOTH ｼｰｻｲﾄﾞｶﾌｪ
ｶﾞｽﾄ須磨浦公園
嘉兵衛うどん製麺
魚べい 須磨離宮公園前店
ゆとり ﾀﾞﾁｮｳの館
天一軒
ｽﾅｯｸ舞夢
栄太郎寿し
立食屋
小料理 風林火山
ｵﾘｰヴ
居酒屋 大ちゃん
遊
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｰいっちゃん
pino
ﾜﾝｽﾞ
おこのみやき3丁目
白川台 一貫楼
焼肉ﾊﾞﾗﾓﾝ
お食事処 db.ゆう
酒肴処 美里
居酒屋 千恵
ふる里
御酒処一品料理ともえ
浜夕

②住所
神戸市須磨区離宮前町1-1-44
神戸市須磨区離宮西町2-3-3
神戸市須磨区西須磨字鉄拐7
神戸市須磨区須磨寺町1-11-12
神戸市須磨区須磨寺町1-416
神戸市須磨区須磨寺町2-3-9-101
神戸市須磨区須磨寺町3-5-18
神戸市須磨区千守町1-1-13
神戸市須磨区潮見台町1-1-24
神戸市須磨区一ﾉ谷町5-3-2
神戸市須磨区一ﾉ谷町5-3-32
神戸市須磨区一ﾉ谷町5-8-25
神戸市須磨区高倉台1-1-15 テラスマ
神戸市須磨区高倉台1-1-4
神戸市須磨区白川台2-19-2本郷ﾋﾞﾙ2F
神戸市須磨区白川台2-44-7
神戸市須磨区白川台2-59-2本郷ﾋﾞﾙ2階
神戸市須磨区白川台2-59-4
神戸市須磨区白川台2-59−4
神戸市須磨区白川台2-59-5
神戸市須磨区白川台2-59-5-203
神戸市須磨区白川台2-59-5-6白川台ﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区白川台3-60-7
神戸市須磨区白川台3-60-7206-2
神戸市須磨区白川台3-60-7-B1ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜ白川台
神戸市須磨区白川台3-60-7ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ﾜ白川台202
神戸市須磨区白川台3-60-7ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜ1F
神戸市須磨区白川台3-63-3
神戸市須磨区白川台3-64-18
神戸市須磨区白川台3-68-21
神戸市須磨区白川台4-27-9
神戸市須磨区白川台5-21-22
神戸市須磨区白川台6-12-3
神戸市須磨区白川台6-17−19
神戸市須磨区白川台6-17-1ｽｶｲｺ-ﾎﾟ1F

店舗名
焼き鳥 かくれんぼ
ごはん家じんじん
お食事処かぐら
ｽﾄﾗﾝﾄﾞ須磨店
白川平安祭典会館
ｽﾅｯｸつつみ
ｷｯﾁﾝﾊﾞｰとらにゃん
煮干しﾗｰﾒﾝ 麺屋光神
遊食屋 あんばい
ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝｼｬﾝﾃｨｲSeiyo Club
お好み焼き とっとん
ご縁 喜さく
喫茶ちょこっと
お食事処分田上
海人
吉野家 須磨ﾊﾟﾃｨｵ店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ須磨ﾊﾟﾃｨｵ店
大戸屋 須磨ﾊﾟﾃｨｵ店
牛角須磨ﾊﾟﾃｨｵ店
ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ須磨ﾊﾟﾃｨｵ
広東名菜黄老
有閑さくら茶屋
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ須磨大丸店
ﾎﾟﾑﾄﾞﾃｰﾙ
四季彩花
ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ須磨ﾊﾟﾃｨｵ店
神戸珈琲物語 名谷店
魚民名谷北口駅前店
ﾊｳﾃﾞｨ
然の膳 神戸医療ｾﾝﾀｰ店
ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ

②住所
神戸市須磨区白川台6-17の8ｼﾞｪﾝﾄﾘ-白川台1F
神戸市須磨区白川台6-23-2ﾙﾅﾄﾞ-ﾑ2F-A
神戸市須磨区車字奥中ﾉ尾772-6
神戸市須磨区車字西ﾉ鼻1210
神戸市須磨区車字谷858-1
神戸市須磨区妙法寺上野路1063-12
神戸市須磨区道正台1-2-1ﾘﾍﾞﾗﾙﾊｳｽ1階
神戸市須磨区横尾1神戸市須磨区横尾1-5-101ﾘﾌｧ-ﾚ横尾一階
神戸市須磨区多井畑若林12-9
神戸市須磨区北落合1-1-4白川ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ1-102
神戸市須磨区北落合1-1-4白川ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝﾋﾞﾙ1F
神戸市須磨区北落合1-4-361F
神戸市須磨区北落合1-4-36白川ｺ-ﾎﾟ119号
神戸市須磨区北落合4-5名谷北ｾﾝﾀ神戸市須磨区東落合3-2−9
神戸市須磨区中落合2-2-1
神戸市須磨区中落合2-2-1
神戸市須磨区中落合2-2-1須磨ﾊﾟﾃｨｵ2･3番館1F
神戸市須磨区中落合2-2-2須磨ﾊﾟﾃｨｵ3番館1F
神戸市須磨区中落合2-2-3ﾊﾟﾃｨｵ3番館
神戸市須磨区中落合2-2-4
神戸市須磨区中落合2-2-4大丸須摩店4F
神戸市須磨区中落合2-2-4大丸須磨店
神戸市須磨区中落合2-2-4大丸須磨店
神戸市須磨区中落合2-2-4大丸須磨店
神戸市須磨区中落合2-2-7須磨ﾊﾟﾃｨｵ健康館1F
神戸市須磨区中落合2-3-1
神戸市須磨区中落合3-1-10
神戸市須磨区中落合3-1-2北須磨文化ｾﾝﾀ-1階
神戸市須磨区西落合3-1-1神戸医療ｾﾝﾀｰ内1F
神戸市須磨区緑台
神戸市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ2階

