店舗名
ｷｬﾝﾊﾟｽcaféｶﾌﾟﾁｰﾉ事業所
喫茶ﾋﾞｴﾝﾄ
縁たこ
たけのくち食堂
中原水産有限会社
観光旅館やしま
お好み焼きﾋﾞｰﾜﾝ
ええとこどり 洲本下加茂店
ｶﾌｪごはん 杏沙莉
はま寿司洲本店
咲咲
我流遊食 笑に志｡
ｶﾞｽﾄ洲本
ｶﾗｵｹ喫茶同窓会2
ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ
食香房とうじ
ﾁｰｽﾞ&ﾋﾟｻﾞﾜｰｸｽ淡路島
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ
淡路ごちそう館御食国
ﾙ･ﾓ-ｼﾞｭ洲本店
ﾗｰﾒﾝどさん子
四六時中 洲本店
はなまるうどんｲｵﾝ洲本店
中華ﾊﾞﾙ GEN
ｶﾗｵｹWAVE洲本店
お好み焼 いしだ
星の果実園
ROOTS
cafe maaru
淡路ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 喫茶ﾌｧｲﾌﾞ
金平
栄すし
ｶﾗｵｹ喫茶ONE
向日葵
BarViaCosta

②住所
洲本市中川原町厚浜714-9
洲本市中川原町市原213
洲本市中川原町市原223-2
洲本市炬口1-1-1
洲本市炬口1丁目5-23
洲本市炬口247
洲本市宇山3-10-2
洲本市下加茂1-1-68
洲本市下加茂1-4-45
洲本市桑間684
洲本市桑間821-7
洲本市桑間830-1
洲本市桑間ﾅｶﾏﾁ681
洲本市上加茂116-5JKKﾋﾞﾙ1階
洲本市上内膳1391-1
洲本市塩屋1-1-17
洲本市塩屋1-1-8
洲本市塩屋1-1-8
洲本市塩屋1-1-8
洲本市塩屋1-1-8
洲本市塩屋1-1-81
洲本市塩屋1-1-8ｲｵﾝ洲本2階
洲本市塩屋1-1-8ｲｵﾝ洲本店ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内
洲本市塩屋1-2-15
洲本市塩屋1-2-19
洲本市塩屋2-2-11
洲本市塩屋ﾆ-1-45
洲本市海岸通1-3-19土屋ﾋﾞﾙ1階
洲本市海岸通1-7-19
洲本市海岸通1-8-24
洲本市海岸通2-4-29
洲本市海岸通2-4-30
洲本市海岸通2-4-35島海月1 F
洲本市海岸通2-5-26
洲本市海岸通2-6-22

店舗名
ｼﾞｭｰｽﾊﾞｰｵｱｼｽ
淡路夢泉景
淡路夢泉景 鍋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ いいそ
淡路夢泉景 ｸﾗﾌﾞｵｰｼｬﾝ
淡路島観光ﾎﾃﾙ 夜食処いそべ亭
四季旬創 潮音
ｽﾅｯｸ&ﾊﾞｰ 阿波路
麺処 舞扇
海のﾎﾃﾙ島花ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽヴｨﾗ
ﾊﾟﾌﾞｻｻﾞﾝ
司
ｶﾌｪﾚｽﾄ ｺｰﾄ･ﾀﾞ･ｼﾞｭｰﾙ
焼肉ちはる
ﾎﾃﾙﾆｭｰｱﾜｼﾞ
ﾊｲﾋﾞｽｶｽ
ﾊﾞﾙ淡道
ｼｶﾞｰﾊﾞｰ
レストラン島と
ﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄ
ｺﾝｴﾝｼｮﾝﾎｰﾙ ｼｰﾎﾟｰﾄ
ﾗｳﾝｼﾞ ｼｰｶﾞﾙ
ARAGOSTA
L'ISOLETTA
菊水
ｶﾗｵｹ喫茶ももか
ﾋﾞｽﾄﾛ
Dining&Bar彩翔iroto
Al Ceppo
喫茶ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ
炭火焼肉さかた
ｽﾅｯｸﾗﾍﾞﾝﾃﾞｻｰ
Janga Janga
寿司清
PEACE
Toki

②住所
洲本市小路谷1052-2
洲本市小路谷1052-2
洲本市小路谷1052-2
洲本市小路谷1052-2
洲本市小路谷1053-17淡路島観光ﾎﾃﾙ内
洲本市小路谷1275-3
洲本市小路谷1279-13淡路ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙｻﾞ•ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ内
洲本市小路谷1279-13淡路ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙｻﾞ•ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ内
洲本市小路谷1280-6
洲本市小路谷1281-14
洲本市小路谷1281−5
洲本市小路谷1281-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ105
洲本市小路谷180
洲本市小路谷20
洲本市小路谷20
洲本市小路谷20
洲本市小路谷20
洲本市小路谷20
洲本市小路谷字古茂江1275-3
洲本市小路谷字古茂江1275-3
洲本市小路谷字古茂江1275-3
洲本市小路谷字古茂江1275-3
洲本市山手1-882-6
洲本市本町1-1-31
洲本市本町1-7-6ﾌｧﾐ-ﾙｸﾞﾗﾝ本町1階104号
洲本市本町1-7-9
洲本市本町1-7-9
洲本市本町2-2-2
洲本市本町2-2-33
洲本市本町2-3-47
洲本市本町3-1-16
洲本市本町3-1-16ﾐｸﾆﾏﾝｼｮﾝ1B
洲本市本町3-1-18
洲本市本町3-1-18神和荘101号
洲本市本町3-1-18神和荘102号

店舗名
まりもの和
ほのか
ﾙｰﾁｪ
ｽﾅｯｸさくらんぼ
ｼｬﾙﾃｨｴ
居酒屋うたげ
栄舟
菜ら
旬菜375
ｽﾅｯｸ ﾅｲﾄ
金鮓
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞもへいじ
はなぶさ
ｶﾗｵｹ倶楽部ｻｻﾞﾝ
ｽﾅｯｸ六本木
ｽﾅｯｸ花のれん
G.space 会悠夢
Mixbarゆいまｰる洲本店
ｽﾅｯｸ ｴﾘｶ
ｽﾅｯｸ不死鳥
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ同窓会
ﾋﾞｺｰｽﾞ
すなっく ろんぐ
赤ちょうちん
新開地直丹
真異端流ｶﾚｰるつぼや
HANAMOMO
Snackいま
ｽﾅｯｸ華
ｽﾅｯｸ ﾎﾞﾈｰﾙ
ﾗｳﾝｼﾞ ﾋﾞﾘｰヴ
居酒屋翔
ﾏﾏ喫茶
三平
とり久

②住所
洲本市本町3-1-22
洲本市本町3-1-22
洲本市本町3-1-22
洲本市本町3-1-22
洲本市本町3-1-8 ﾌｧﾐﾘｰﾏﾝｼｮﾝ106
洲本市本町3-2-10
洲本市本町3-2-7
洲本市本町３－３－１２
洲本市本町4-1-31
洲本市本町4-1-34
洲本市本町4-1-46
洲本市本町4-2-17弁天ﾏ-ｹｯﾄ21号
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18
洲本市本町4-2-18 JOYﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ104号
洲本市本町4-2-18-109
洲本市本町4-2-18JOYﾋﾞﾙ101
洲本市本町4-2-18ｼﾞｮｲﾌﾟﾗｻﾞ201
洲本市本町4-2-18ｼﾞｮｲﾌﾟﾗｻﾞ2階
洲本市本町4-2-20
洲本市本町4-2-22
洲本市本町4-2-23
洲本市本町4-2-23山しなﾋﾞﾙ101
洲本市本町4-2-23山しなﾋﾞﾙ2F
洲本市本町4-2-24
洲本市本町4-2-24
洲本市本町4-2-25
洲本市本町4-2-25-101
洲本市本町4-2-28
洲本市本町4-2-32
洲本市本町4-2-7

店舗名
茶子美
ｽﾅｯｸ香蓮
Bar MK
ｽﾅｯｸ美麗
ｽﾅｯｸﾛｾﾞ
KJ
SushiDiningさくら川
小路
焼肉 牛心
居酒屋 大介
居酒屋さち
餃子 BAR KING 8
ｽﾅｯｸSARA
ｽﾅｯｸ奈緒美
ｽﾅｯｸ ｼﾞｮｼｲ
お好み焼き きらく
APOLLO
ﾘﾘｰ
季節料理 若竹
焼肉道楽
味処 はな甚
ｽﾅｯｸRich
居酒屋いろり
お食事処かまくら
お食事処なだ市
Tru.
中華居酒屋しょうちゃん
ﾀﾝﾐﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ圓
和楽
あるこっこ
sumheart ｻﾝﾊｰﾄ
il Cielo
淡路島ﾗｰﾒﾝﾎﾟﾌﾟﾗ
創作ｲﾀﾘｱﾝﾊﾞﾙ33
新月

②住所
洲本市本町4-3-10
洲本市本町4-3-10
洲本市本町4-3-10 ﾏﾙｳﾒ新開地ﾋﾞﾙ101
洲本市本町4-3-10 ﾕｷﾋﾞﾙ1F3号
洲本市本町4-3-10ﾏﾙｳﾒﾋﾞﾙ2F
洲本市本町4-3-10ﾏﾙｳﾒﾋﾞﾙ2F
洲本市本町4-3-13
洲本市本町4-3-13
洲本市本町4-3-13
洲本市本町4-3-15
洲本市本町4-3-15
洲本市本町4-3-19
洲本市本町4-3-2
洲本市本町4-3-24
洲本市本町4-3-24水月ﾃﾅﾝﾄ1F
洲本市本町4-3-4
洲本市本町4-3-4ﾗｲﾌﾞﾋﾞﾙ1F
洲本市本町4-3-4ﾗｲﾌﾞﾋﾞﾙ2F
洲本市本町4-3-5
洲本市本町4-3-7
洲本市本町4-3-8
洲本市本町4-3-9
洲本市本町4-4-32
洲本市本町4-4-5
洲本市本町4-4-8本町ﾋﾞﾙ1F
洲本市本町4-5-14
洲本市本町4-5-14
洲本市本町4-5-15
洲本市本町4-5-17
洲本市本町4-5-18
洲本市本町4-5-3
洲本市本町5-1-37
洲本市本町5-1-37
洲本市本町5-2-27ｻﾝｸﾞﾙ-ﾌﾟﾋﾞﾙ2F
洲本市本町5-2-30

店舗名
創作和食はまだ
Shima Casino(島ｶｼﾞﾉ)
鍋奉行たへえ
akiyama｡
ｽﾀﾝﾀﾞｰ堂
ETHICA
ｽﾃｰｷ鉄板焼屋GOGRACE
喫茶店 ﾏﾙｳﾒ
ｼﾞｬｽﾞﾊﾞｰﾏｼﾞｮﾙｶ
ﾊﾟﾝﾁｮ
洲本ｵﾘｵﾝ
淡路島ﾌﾞﾙｰｽ
ぴかいちこみち
こみち食堂
呑べい
寿司和甲
ｶﾌｪ ｱ･ﾝ café a･n
Jyo's Curry
玉屋旅館
味福
ごはん家 nana
昼から 酒馬
お好み焼き京
しるく屋
DA DARIO
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾊﾟ
魚民洲本店
やきとり大吉洲本店
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽﾍﾞﾙﾃﾞ
唐あげ､たこ焼き､居酒屋あそび場
ﾄﾞｲﾂﾜｲﾝ葡萄坂
ﾄﾘﾛﾏﾝｲｵﾝ前店
ﾏﾊﾛ
ｻﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ
tanmidining Rabo

②住所
洲本市本町5-2-31
洲本市本町5-2−4 ﾗﾑ-ﾙ洲本 2F
洲本市本町5-3-24
洲本市本町5-3-4
洲本市本町5-3-9
洲本市本町5-4-15
洲本市本町5-4-26第一大冨ﾋﾞﾙ201号
洲本市本町5-4-27
洲本市本町5-4-27-2F
洲本市本町5-4-28
洲本市本町5-4-8
洲本市本町6-1-19
洲本市本町6-3-33
洲本市本町6-3-33
洲本市本町6-3-5
洲本市本町6-4-13
洲本市本町6-4-32
洲本市本町6-4-36
洲本市本町6丁目４－２
洲本市本町7-1-1
洲本市本町7-4−41廣田ﾋﾞﾙ
洲本市本町7-4-41廣田ﾋﾞﾙ2階
洲本市本町8-9-28
洲本市本本町4-2-18
洲本市栄町1-1-11
洲本市栄町1-3-1
洲本市栄町1-3-30
洲本市栄町2-1-20
洲本市栄町2-1-20
洲本市栄町2-1-20 郷田ﾋﾞﾙ1階
洲本市栄町2-3-35
洲本市栄町2-3-40ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ1
洲本市栄町2-3-43
洲本市栄町2-3-43
洲本市栄町3-1-50

店舗名
ｽﾃｰｷ村岡
CHIKUSA
EPiSPa
なごみ
洲本ｺﾞﾙﾌ倶楽部ﾚｽﾄﾗﾝ
洲本ｺﾞﾙﾌ倶楽部ｽﾀｰﾄﾊｳｽ
いず美
なんくる
ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝｱﾘｽ
ｼﾌｫﾝｹｰｷMint
気ままな洋食屋さん Le chat noir
ｼｬﾄｰぶんぶく
割烹･寿司 福一
ﾄﾞｯﾄｺﾑ
ｱｲｴﾝ
ｶﾗｵｹ喫茶 ｼﾞｭﾅ
大吉 納店
ｷｬﾆｰ淡路店
焼肉海鮮幸
お多福
春吉
粉鉄
鶏陽庵(とりびあん)
川長旅館
居酒屋はなぶさ
ｽﾅｯｸかえ
さんきゅ卯
農園ﾚｽﾄﾗﾝ夢蔵
toneko
楽遊 rakuyu
喫茶ｻﾝﾄﾞｰﾚ
料理旅館松原館
太伸
喫茶 姫
ﾆｭｰるｰじゅ

②住所
洲本市栄町3-3-55ﾊﾛｰﾊﾟｰｸｼﾃｨ1F
洲本市千草己69-7
洲本市千草戊53-3
洲本市新村50
洲本市池内1262
洲本市池内1262
洲本市金屋1180−35
洲本市物部1-12-72
洲本市物部1-15-7
洲本市物部3-10-8
洲本市物部3-11-52ﾏﾙｳﾒ物部ﾋﾞﾙ1階
洲本市物部3-2-62
洲本市本町1-4-18
洲本市大野1403-3
洲本市大野691-1
洲本市大野754-1
洲本市納231-4
洲本市五色町都志1151
洲本市五色町都志165-1
洲本市五色町都志174-1
洲本市五色町都志524-8
洲本市五色町都志万歳322-1
洲本市五色町都志万歳330-1
洲本市五色町都志万歳409
洲本市五色町鮎原西12-9
洲本市五色町鮎原西143-2
洲本市五色町鮎原西143-2
洲本市五色町鮎原小山田89
洲本市五色町鮎原上14-3
洲本市五色町鮎原南谷456
洲本市五色町鮎原南谷433-1
洲本市五色町鮎原南谷80-1
洲本市五色町広石北636-1
洲本市五色町広石北636-1
洲本市五色町広石北656-1

店舗名
Sea Blue
Book&Coffee coyomi
FBI AWAJI
五色浜ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
BlosoomSt...
魚魚やす
淡路島旬彩ﾕﾗﾘﾕﾗ
ｼｰｱｲｶﾞ
ｼｰｱｲｶﾞ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾃﾗｽ
銀麺
日月館
喫茶ゆき
うがい食堂
しらさぎの宿 丸福
ほたる
釣り宿 海英
(株)新島水産
ｴﾄﾜｰﾙ生石

②住所
洲本市五色町鳥飼浦2001-1
洲本市五色町鳥飼浦2160
洲本市五色町鳥飼浦2359
洲本市五色町鳥飼浦2599-394
洲本市五色町鳥飼浦2599-72
洲本市五色町鳥飼浦395-1
洲本市安乎町平安浦1970−3
洲本市安乎町平安浦1970-6
洲本市安乎町平安浦1970-6
洲本市安乎町平安浦1979-1
洲本市由良3-8-9
洲本市由良3-9-20
洲本市由良4-9-26
洲本市由良由良2379-9
洲本市由良町由良144-4
洲本市由良町由良161
洲本市由良町由良2581
洲本市由良町由良2605-1

