店
富士通淡路荘
和食処かおり
淡路島ｶﾌｪ
a o i e
Hasami Kitchen
PICNIC GARDEN
Long
Cafe Marukou
MiRai
あじと
山路
中華そば いのうえ
淡路島 回転すし 悦三郎
酒場 ﾆｭｰﾗｲﾄ
RIBBIT RIBBIT
ｶﾌｪKACHI
喫茶ｼｯｸ
淡路島 鼓や
しぶれっと
ﾄﾘﾛﾏﾝ伊弉諾神宮前展
日月長(ひつきながく)
魚姫
江戸や
音羽旅館
KUSAKA HOUSE
喫茶アカネ
ｽﾅｯｸ麗奈
そばｶﾌｪ生田村
淡路ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
タメヤ海産物
幸宝別館
お好み焼とよこ
大瀬
あわ路飯店 真心(まみｰ)
寿司酒菜ダイニング宗-shu志田
かんぽの宿 淡路島

舗

名

住
淡路市尾崎1421
淡路市尾崎3025-1
淡路市尾崎3067-10
淡路市尾崎4112
淡路市尾崎4315-6
淡路市郡家1028-1
淡路市郡家1028-1フロッグス・ファームピクニックガーデン内
淡路市郡家1168-2
淡路市郡家189-17
淡路市郡家285-8
淡路市郡家353-3
淡路市郡家三反切1100-1
淡路市郡家三反切1104-4
淡路市郡家字砂田1035-1
淡路市郡家大谷998-1
淡路市北山2069
淡路市北山34-6
淡路市多賀1119-52
淡路市多賀197淡路市ふるさとｾﾝﾀ淡路市多賀470-1
淡路市多賀485-5
淡路市多賀83
淡路市江井2728-3
淡路市江井2787-1
淡路市深草949-3
淡路市育波590-1
淡路市育波854-1
淡路市生田畑152
淡路市生田田尻字池ﾉ谷629
淡路市室津2008
淡路市室津2328
淡路市室津2494
淡路市室津2556-2
淡路市富島1660
淡路市富島1776
淡路市富島1993
淡路市富島824

所

店
舗
さばね 淡路島西海岸店
ｶﾌｪ 水品堂
食房NICE
ﾐｴﾚ
miele the garden
ｶﾌｪ･ｽｺｰﾗ
ﾘｽﾄﾗﾝﾃ･ｽｺｰﾗ
のじまｽｺｰﾗBBQﾃﾗｽ
のじまﾏﾙｼｪ
HELLO KITTY SMILE ﾚｽﾄﾗﾝ玉手箱
HELLO KITTY SMILE GARDENﾃﾗｽ
HELLO KITTY SMILE PARTYﾃﾗｽ
HELLO KITTY SMILE PARTYﾊﾞﾙｺﾆｰ
青海波 古酒の舎
海の舎
青海波 青の舎
HELLO KITTY SHOW BOX
ｸﾗﾌﾄｻｰｶｽ
GREENHOUSE
ｶﾝﾄﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾝ vege CAFE
ﾊｯﾋﾟｰﾒｲﾄ
農家ﾚｽﾄﾗﾝ陽･燦燦
淡路島珈琲157
北淡震災記念公園 ﾚｽﾄﾗﾝさくら
炭焼きあなご あさじ
鳴門ﾄ
ﾍﾟﾝｼｮﾝﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ
Restro Le 5 Mai ﾚｽﾄﾛ･ﾙ･ｻﾝｸ･ﾒ
居酒屋おかん
がんこおやじ
ｻﾅあわじ津名店
彩
麺屋ZOE
炭火焼むらや
鉄板焼純
ｽﾅｯｸかた舟
焼鳥炉ばた信長

名

住
淡路市富島967
淡路市富島967富島大成ﾋﾞﾙ1階
淡路市野島蟇浦157-1
淡路市野島蟇浦785-9
淡路市野島蟇浦8162階
淡路市野島蟇浦843
淡路市野島蟇浦843
淡路市野島蟇浦843
淡路市野島蟇浦843
淡路市野島蟇浦985-1
淡路市野島蟇浦985-1
淡路市野島蟇浦985-1
淡路市野島蟇浦985-1
淡路市野島大川70
淡路市野島大川70
淡路市野島大川70
淡路市野島平林177-5
淡路市野島平林2-2
淡路市野島江崎599
淡路市野島常盤1463-6
淡路市野島常盤1547-117
淡路市野島常盤字源八1510-4
淡路市舟木557-28
淡路市小倉177
淡路市浅野南101-6
淡路市浅野南282-1
淡路市浅野南620
淡路市志築1386-2
淡路市志築1867-2ﾊﾟｯｸｽつな2-E
淡路市志築1882-1
淡路市志築2840-19
淡路市志築2840-25光清ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ
淡路市志築2840-25光清ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ1A
淡路市志築3267-3
淡路市志築3341
淡路市志築91-7ﾂﾅﾎﾟ-ﾄﾋﾞﾙ2階
淡路市志築新島10-47

所

店
味楽
うどん家ぜん丸
くいもんやたくみ
Camp food BOTHY
ｶﾗｵｹWAVE津名店
仲よし
魚佐太
有井商店
ﾁﾛﾘﾝ村
百まん$
朱花
カラオケ喫茶ちとみ
ｽﾅｯｸ夜来香
KUN CAFE
らうんじ 独楽(ｺﾏ)
鉄板焼ﾌﾟﾗﾝﾁｬ
Gamy's Port
金太郎津名店
歌のれん
TAIYO COFFEE
Side2
石挽そば丸中
ｶﾗｵｹ喫茶居酒屋 あそび場
玉田食堂
ｽﾅｯｸ くみ
お好み焼ｱﾙﾌｨｰ
cheri ｼｪﾘ
snack M
食い処 おかや
居酒屋 濱
淡路島氷菓 CANDY SHOP ICE-UP
彩羽
麺乃匠 いづも庵
小夜
すなっく 首領
ﾓﾂ次
Comimi KARAOKE&CAFE

舗

名

住
淡路市志築新島10-5
淡路市志筑1170‐1
淡路市志筑129-1
淡路市志筑1368-7
淡路市志筑145
淡路市志筑1551
淡路市志筑1554-1
淡路市志筑1642-1
淡路市志筑1855-1
淡路市志筑1867-22F
淡路市志筑1867-2ﾊﾟｯｸｽつな2F
淡路市志筑１８６７－２パックス津名２F
淡路市志筑1871
淡路市志筑1883
淡路市志筑2840-25
淡路市志筑2840-25 光清ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ
淡路市志筑2844-3
淡路市志筑3016
淡路市志筑3042
淡路市志筑3111-32
淡路市志筑3111-38-2f
淡路市志筑3112-4
淡路市志筑3113-1
淡路市志筑3173
淡路市志筑3193
淡路市志筑3209
淡路市志筑3209三島ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂA-101
淡路市志筑3209三嶋ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂA-1-102
淡路市志筑3315-1
淡路市志筑3318-2
淡路市志筑3423
淡路市志筑3470
淡路市志筑3522-1
淡路市志筑390-13
淡路市志筑390-13森本ﾋﾞﾙ2F
淡路市志筑581-1-102
淡路市志筑581-1ながおﾋﾞﾙ103号

所

店
喫茶ﾋﾞｲﾝ
甍
島らｰめん食堂太陽亭
まぜそば まるきん
居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞありまま
ﾜﾝｺｲﾝBar Meek
DORUKARAcafe we dolphin
ｷｯﾁﾝたまご亭
TAIYO COFFEE KRC
お好み焼 たこ焼 新ちゃん
Cloudberry
ｲﾙ･ﾏｰﾚ
ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ
小さな宿島栞
焼肉あばらや
和牛肉 牛八
淡旬料理 ぢろけん
ありい亭
ぼちぼち
民宿浜乃家
味心 晶
淡路の食堂 七彩果
bar うみねこ
Osteria della Capanna
喫茶 ﾌﾞｰｹ
ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ海
ｻﾅあわじ 佐野運動公園店
ｶﾌｪﾁｪﾘｰ
淡路島炭火焼鳥kampai
餃子酒房丈夫 ｼﾞｬﾝﾌｰ
ﾊﾞｰﾗｳﾝｼﾞ粋
ｱﾃｰﾅ海月
台湾料理 豊源(生穂店)
ｶﾗｵｹ喫茶てるちゃん
ｻﾅあわじ淡路市役所店
PASTA FRESCA DAN-MEN
ﾓﾘﾉﾃﾗｽ

舗

名

住
淡路市志筑69-1
淡路市志筑794-1
淡路市志筑91-3
淡路市志筑91-7 ﾂﾅﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ1A
淡路市志筑91-7津名ﾎﾟ-ﾄ1B
淡路市志筑91の7ﾂﾅﾎﾟ-ﾄ2B
淡路市志筑新島10-35カリヨン広場
淡路市志筑新島10-51
淡路市志筑新島7-4関西総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ専門学校食堂内
淡路市塩尾193-5
淡路市塩田新島36
淡路市塩田新島8番5
淡路市木曽下1266-2
淡路市木會下1279
淡路市池ﾉ内9-1
淡路市中田4163
淡路市中田548-2 打越ﾏﾝｼｮﾝ102
淡路市中田72
淡路市中田729-13
淡路市佐野1510
淡路市佐野1951
淡路市佐野2029-1
淡路市佐野2079
淡路市佐野235
淡路市佐野2790-3
淡路市佐野634-1
淡路市佐野新島9-6
淡路市生穂1769-1
淡路市大谷844-2
淡路市大谷913-10
淡路市大谷913-10
淡路市大谷915-4
淡路市生穂1291-2
淡路市生穂新島1-2
淡路市生穂新島8
淡路市生穂新島9-15
淡路市楠本2425-2

所

店

舗

ﾗｰﾒﾝ一楽
ﾙｲｰﾀﾞの酒場
Galleri
ﾊﾟﾀｼﾞｪｳﾐｿﾗ
寿庵 kotobukian
居酒屋さかぐち
Aubergeﾌﾚﾝﾁの森 Prince Etoile
Aubergeﾌﾚﾝﾁの森 Grand Baobab
Aubergeﾌﾚﾝﾁの森 La Rose
ｶﾗｵｹ小っちゃな喫茶店
ｽﾅｯｸ来夢
洋菓子店 ｸﾛｰﾊﾞｰ
岡八
ごはん処 和
和食 なかや
金太郎東浦店
マーレ
国営明石海峡ﾚｽﾄﾗﾝ花屋敷
ﾄﾑｽﾞｽﾀｼﾞｵ淡路夢舞台店
淡路島ｷｯﾁﾝﾊｯﾋﾟｰﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
温室ｶﾌｪ
Cafe ｽﾊﾟｲｽ589
ﾛﾊｽｶﾌｪ
食い処 まんまる
有限会社ﾌﾙｰﾙ
炭火やきとりtoitoi
呑み処 ぜん
からおけｽﾅｯｸBar AI
VIORIN
三楽園
お好み焼 凛
あげいん
ｶﾗｵｹ喫茶ｴｰｽ
lilla
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ぽかぽかｶﾌｪ
お食事処 米屋
東浦ｻﾝﾊﾟｰｸ 花の湯

名

住
淡路市楠本2425-2
淡路市楠本2425-2
淡路市楠本2805-7あわじ花さじきﾃﾗｽ2階
淡路市楠本387-1
淡路市楠本684-1
淡路市楠本94-1
淡路市楠本字場中2593番8
淡路市楠本字場中2593番8
淡路市楠本字場中2593番8
淡路市大磯11-23
淡路市浦1016-1
淡路市浦103
淡路市浦1042-3
淡路市浦117-14
淡路市浦1178-14
淡路市浦726-1
淡路市浦890-1
淡路市夢舞台
淡路市夢舞台2
淡路市夢舞台2展望ﾃﾗｽ1階
淡路市夢舞台4
淡路市久留麻1225-1
淡路市久留麻12-3
淡路市久留麻159-3
淡路市久留麻1893-8
淡路市久留麻1999
淡路市久留麻1999
淡路市久留麻2000-1
淡路市久留麻2004-2
淡路市久留麻2024-1
淡路市久留麻2048-16
淡路市久留麻2311-4
淡路市久留麻249-1
淡路市久留麻2587-3
淡路市久留麻2712-2
淡路市久留麻2743
淡路市久留麻2743

所

店

舗

Cafe KURUMA28
中華料理公園
中国料理玲瓏閣
居酒屋 一休
長松旅館
金慶屋 焼王
海物焼 新島水産 東浦店
LA CASA VECCHIA
淡路島海鮮 理生
ﾍﾟﾝｼｮﾝﾌﾟﾗｰｼﾞｭ
ﾚｽﾄﾗﾝｱﾒﾘｶ
KUMI'S KITCHEN
おうちｶﾌｪ わ
扇Cafe
嘉楽
淡路島ﾀｺｽﾃ
ふくｶﾗ 淡路市店
FUNFUN
ｶﾌｪ ﾌﾞﾘﾝｸﾞ
茶房やますえ
Lamer
BUCHI
道の駅あわじ ﾚｽﾄﾗﾝ海峡楼
道の駅あわじ おさかな共和国えびす丸
道の駅あわじ 駅ﾅｶ食堂
島と海AWAJI島ﾊﾞｰｶﾞｰ
ﾍﾟﾝｼｮﾝ山一屋
淡路島 cuisine595.6 ola
ﾁﾙｺﾛ
淡路ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 鼓動
SOBA LABO 淡路ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
Huang'sawajishima
龍旗信
Piccola pan
淡路島食堂まるわ
ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽ ﾅﾗﾑﾏｻﾗ
ｶｰｻｿﾙﾏｰﾚ ﾋﾟｱﾉ

名

住
淡路市久留麻28-38
淡路市久留麻8-4
淡路市久留麻95-1
淡路市久留麻96-1
淡路市仮屋127
淡路市仮屋184
淡路市仮屋63-2
淡路市釜口1225
淡路市釜口1634
淡路市釜口1973-2
淡路市釜口2007-1
淡路市岩屋11-23
淡路市岩屋1134-2
淡路市岩屋1387
淡路市岩屋1399-2
淡路市岩屋1414-27
淡路市岩屋1414-27
淡路市岩屋1531-2
淡路市岩屋1-62しょうぎやﾋﾞﾙ101
淡路市岩屋1745-19
淡路市岩屋1863-2
淡路市岩屋1871MOONJELLYAWAJIRESORT1F
淡路市岩屋1873-1
淡路市岩屋1873-1
淡路市岩屋1873-1
淡路市岩屋2492-39
淡路市岩屋2593-2
淡路市岩屋2837-7
淡路市岩屋2942-27
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39

所

店
舗
ﾀｺｽをかかげよ!
韓キッチン
淡路ブラック
virgola
淡路島海鮮 なだ番 淡路ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
ｲﾙｷﾞｵｯﾄｰﾈ gita
発酵ふしき さんさんと
ﾌﾟﾛﾝﾎﾟﾝ食堂
らんまん食堂 淡路島店
灘屋晴衛門(高級焼きそば)淡路ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
BROQUEL(ﾌﾞﾛｯｹﾙ)
台灣食堂 ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
美湯 松帆の郷
青と白
別館すし処 神の前
寿司割烹 源平
鉄板居酒屋じゅんぺい
おかちん
淡路ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ みけ家
淡路ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ すし富
Cafe Oasis
Trepici(ﾄﾚﾋﾟﾁ)
おあしすｷｯﾁﾝ
かま釜うどん
GRAND CHARIOT 北斗七星135°

名

住
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39
淡路市岩屋2942-39 淡路シェフガーデン内6
淡路市岩屋2942-3913番黄色ｺﾝﾃﾅ
淡路市岩屋2942-39-15淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ内10
淡路市岩屋2942-39-15淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ内15
淡路市岩屋2942-39淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ
淡路市岩屋2942-39淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝB
淡路市岩屋2942-39淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝﾋﾟﾝｸﾄﾚ-ﾗ-ﾊｳｽ8番
淡路市岩屋2942-39淡路ｼｪﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ内8棟
淡路市岩屋2942の39
淡路市岩屋3570-77
淡路市岩屋913-1
淡路市岩屋923
淡路市岩屋925-22
淡路市岩屋967-15
淡路市岩屋988
淡路市岩屋大林2674-3
淡路市岩屋大林2674-3
淡路市岩屋大林2674-3
淡路市岩屋大林2674-3
淡路市岩屋大林2674-3
淡路市柳澤甲354
淡路市楠本2425-2

所

