店
The 串 SAKURAI
来佳
スタンドGontaPUBLIC
天介
居酒屋Peco
貴味蛸
大衆食堂･酒場 ひゃっぽ
季節の味さと
PUB じゃじゃまる
きしから 甲南山手店
鳥芳
しゅわしゅわたっぷ
こたふく
T-lerepas
AnelloPanini(ｱﾈｰﾛﾊﾟﾆｰﾆ)
炭火焼鳥とりまさ甲南山手店
翔苑
ひなや
熟成焼肉いちばん 東灘店
ﾊｯｹﾝ酒場阪神深江店
中華料理の店 皇々
CoKo食堂
龍華園
中国料理 麒麟
焼肉都
ｵｽﾃﾘｱﾚｶﾞｰﾛ
一歩
三味菜館
まん乃
だんだん
ﾏﾙﾄﾞﾙﾒ
お好み焼 ゆき
田中商店の駄菓子ﾊﾞｰ
ｽﾅｯｸ ﾊﾞﾆｰ
居酒屋 いろは
旬彩 やまどり
ﾆｬﾑﾆｬﾑｷｯﾁﾝ

舗

名

住
神戸市東灘区森北町2-2-20ｶ-ｻﾋﾟｯｺﾛ1階
神戸市東灘区深江本山北町3-6-17
神戸市東灘区本山北町3-4-12
神戸市東灘区本山北町3-5-18栄光ﾋﾞﾙ102
神戸市東灘区本山北町3-6-17
神戸市東灘区本山北町3-6-17ｻﾝ本山1階
神戸市東灘区本山北町411
神戸市東灘区森南町1-10-8
神戸市東灘区森南町1-6-16-105
神戸市東灘区森南町1-7-12
神戸市東灘区森南町1-7-20
神戸市東灘区森南町1-7-2ﾍﾟｶﾞｻｽﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区森南町1-7-3
神戸市東灘区森南町1-7-5101号
神戸市東灘区森南町2-1-5-102
神戸市東灘区森南町2-2-5
神戸市東灘区本庄町1-12-6
神戸市東灘区本庄町1-14-28
神戸市東灘区本庄町1-16-26
神戸市東灘区本庄町2-4-11
神戸市東灘区本庄町2-4-17
神戸市東灘区本庄町3-5-18
神戸市東灘区本庄町3-5-19
神戸市東灘区本庄町3-6-12
神戸市東灘区本庄町3-6-18
神戸市東灘区本庄町3-7-2
神戸市東灘区本庄町3-7-25
神戸市東灘区深江北町1-7-28
神戸市東灘区深江北町2-12-13
神戸市東灘区深江北町2-12-13
神戸市東灘区深江北町2-12-13ﾋﾙｺ-ﾄ深江北町102号
神戸市東灘区深江北町2-13-21
神戸市東灘区深江北町3-11-38
神戸市東灘区深江北町3-3-1
神戸市東灘区深江北町3-3-1,102
神戸市東灘区深江北町3-3-1-101
神戸市東灘区深江北町3-3-1108号徳風ﾏﾝｼｮﾝ1階

所

店
舗
ﾚｽﾄﾗﾝｶﾌｪ ﾗ･ﾒｰﾙ
Okonomi Life 陽平
旬菜肴 つかさ
ひさし屋深江店
串ｶﾂ こぞう
玉ちゃん
呑み処 栄造
What's up?
炭火焼鳥はる深江駅前店
和食居酒屋さつまふじ
福助
Kyu-bei
ちゃんこ部屋
ﾏﾙちゃん
串くし本舗 深江店
永井鉄板所
立呑み酒場 いろり
宏軒
ﾀｺｽ&ﾊﾞｰ ﾌｪﾃｨｯｼｭ
わところ
紙ふうせん
Beer･Bar･Foo
BABAR AMORU
居酒屋 おかえり
ｽﾅｯｸ ますみ
ｶﾗｵｹ居酒屋 れん
CleveR
ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ
旬菜 有頂天
三鶴
姉妹ん家
味里
せいちゃん
明石屋青木店
旬菜旬魚 魚々
Indian Nepali Restaurant DREAMS RESTO&BAR
炉端ｽﾀﾝﾀﾞｰ堂 青木店 (麺屋 煮干しの煌めき)

名

住
神戸市東灘区深江北町3-3-17
神戸市東灘区深江北町3-3-2-2
神戸市東灘区深江北町3-4-14
神戸市東灘区深江北町3-4-15
神戸市東灘区深江北町3-4-17
神戸市東灘区深江北町3-4-8
神戸市東灘区深江北町3-4-8
神戸市東灘区深江北町3-4-8難波ﾋﾞﾙ2-D
神戸市東灘区深江北町4-10-15-1
神戸市東灘区深江北町4-11-12-101
神戸市東灘区深江北町4-11-12-103
神戸市東灘区深江北町4-11-12-104
神戸市東灘区深江北町4--11-16
神戸市東灘区深江北町4-11-3
神戸市東灘区深江北町4-11-352D号
神戸市東灘区深江北町4-11-35ｲｲﾀﾞﾋﾞﾙ2F
神戸市東灘区深江北町4-11-4
神戸市東灘区深江北町4-12-7
神戸市東灘区深江北町4-7-20
神戸市東灘区深江北町4-7-21
神戸市東灘区深江北町4-7-7
神戸市東灘区深江北町4-7-7-1B
神戸市東灘区深江北町4-7-7ﾜｲｴｽﾋﾞﾙ1階
神戸市東灘区深江北町4-7-7朝日ﾌﾟﾗｻﾞ深江北町101
神戸市東灘区深江北町4-7-7朝日ﾌﾟﾗｻﾞ深江北町103号
神戸市東灘区深江北町4-7-7朝日ﾌﾟﾗｻﾞ深江北町106号
神戸市東灘区深江北町4-7-7朝日ﾌﾟﾗｻﾞ深江北町1F
神戸市東灘区深江北町4-7朝日ﾌﾟﾗｻﾞ深江北町1階
神戸市東灘区深江北町4-8-6宮脇ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区北青木2-6-15
神戸市東灘区北青木2-6-15
神戸市東灘区北青木2-6-15
神戸市東灘区北青木2-6-15ｻﾑﾃｨｵｵｷﾞ110
神戸市東灘区北青木2-6-15ｻﾑﾃｨ青木1F
神戸市東灘区北青木2-6-39
神戸市東灘区北青木２-６－３９ー１０２号室
神戸市東灘区北青木2-6-39ｴｸｾﾙ北青木1階

所

店
萠黄
居酒屋 はくはく亭
油そば日高
ｽﾅｯｸひろをか
からおけ喫茶Mother
ｽﾅｯｸ はく亭
ひでまる
こいこい
呑み処 さと山
すゑちゃん
串かつ Dreamin'
NIRA笑
ｽﾅｯｸ あい
三日月食堂
とり処 まほろば
Tiara
ｽﾅｯｸ虹心
ｶﾗｵｹ ろすたいむ
ｽﾅｯｸ ﾏﾘﾝ
ｽﾅｯｸ ｼﾞｭｴﾙ
福助
ｽﾅｯｸあや
竹の子
神戸焼肉 青山
床次
ｽﾅｯｸ菊川
やきとり仁
おばんざい はんな
永田屋
ｱﾆｰｽﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
ｽﾅｯｸ ﾍﾟﾍﾟ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ本山南店
とんかつ酒房壱
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ苺
SUN BURGER 神戸本山店
自然派中華クイジン
さんろくぼう

舗

名

住
神戸市東灘区北青木3⁻13-10
神戸市東灘区北青木3-13-12Lﾌｧｲﾝﾄﾞ北青木1F
神戸市東灘区北青木3-13-7-106
神戸市東灘区北青木3-17-8
神戸市東灘区北青木3-20-13西本ﾋﾞﾙ一階北側
神戸市東灘区北青木3-20-23青木ﾏﾝｼｮﾝ101
神戸市東灘区北青木3-20-29-102
神戸市東灘区北青木3-21-7-101
神戸市東灘区北青木3-7-14
神戸市東灘区北青木3-7-15
神戸市東灘区北青木3-7-16
神戸市東灘区北青木3-7-19ﾓｱｺ-ﾄ1FB
神戸市東灘区北青木3-7-5
神戸市東灘区北青木3-7-5
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ1B
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ3F
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ4
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ4F-B
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ5F
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄｺﾚｸｼｮﾝﾋﾞﾙ5F
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄﾋﾞﾙ2F
神戸市東灘区北青木3-7-5ｺﾝﾌｫ-ﾄﾋﾞﾙ3階
神戸市東灘区北青木3-8-15
神戸市東灘区北青木3-8-29
神戸市東灘区北青木3-8-5-1F
神戸市東灘区北青木3-9-10
神戸市東灘区北青木3-9-11
神戸市東灘区北青木3町目7-13
神戸市東灘区北青木4-23-22
神戸市東灘区北青木4-24-12ﾆｭ-ﾊﾟﾚｽ101
神戸市東灘区北青木町3-7-13
神戸市東灘区本山南町3-1-10
神戸市東灘区本山南町4-2-14藤原ﾋﾞﾙ101
神戸市東灘区本山南町4-3-31ﾏﾝｼｮﾝ水谷102
神戸市東灘区本山南町5-1-30寺田ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区本山南町5-1-30寺田ビル一階
神戸市東灘区本山南町5-4の58

所

店
はるちゃん
鯛のたい
東灘肉劇場
鳳鳴軒
ta. + fast salad
居酒屋とんぐ
中の家
鮨 生粋
ふぐ•鰻料理 かねう
らｰめんたろう本山店
sioの恵
穂々
鉄板焼き 居酒屋 道のえき
ﾅｲﾄｲﾝ
きらく
F
ｽﾅｯｸ たかちゃん
三文役者
長崎ちゃんぽんもん吉 深江店
Bar area
香港厨房 深江店
ｷｯﾁﾝｴｰﾙ
ﾏﾙちゃん駅前
えだや
文香
ちょっと
ﾌｶｴｷｯﾁﾝ morike
中華料理 薑醤樓
お好み焼き よっちゃん
ｸﾞﾘﾙ ｻﾝｻﾝ
合資会社 濱田屋
家庭料理 いとう
久保 お好み焼き
Yakitori dininG Taroyan亭
櫻宴
松屋酒店
六合二路

舗

名

住
神戸市東灘区本山南町6-7-25
神戸市東灘区本山南町6-7-27
神戸市東灘区本山南町8-5-29
神戸市東灘区本山中町2-1-7
神戸市東灘区本山中町3-1-12ﾓﾚｽヴｨﾗ本山中町101
神戸市東灘区本山中町3-1-4
神戸市東灘区本山中町3-3-1
神戸市東灘区本山中町3-3-6
神戸市東灘区本山中町4-11-15
神戸市東灘区本山中町4-3-7
神戸市東灘区本山中町4-3-9
神戸市東灘区深江本町2-12-8
神戸市東灘区深江本町3-2-12
神戸市東灘区深江本町3-2-53F
神戸市東灘区深江本町3-2-5KF77ﾋﾞﾙ202
神戸市東灘区深江本町3-2-5KF77ﾋﾞﾙ301
神戸市東灘区深江本町3-2-5KFﾋﾞﾙ201号
神戸市東灘区深江本町3-3-27-105
神戸市東灘区深江本町3-3-27ｵｶﾀﾞﾊｲﾗｲｽﾞ102
神戸市東灘区深江本町3-8-11-101
神戸市東灘区深江本町3-8-1221東灘1階
神戸市東灘区深江本町3-8-21
神戸市東灘区深江本町3-9-1-109
神戸市東灘区深江本町3-9番1深江駅前ﾋﾞﾙ106
神戸市東灘区深江本町4-4-28-110
神戸市東灘区深江本町4-5-17
神戸市東灘区深江本町4-5-18-102
神戸市東灘区深江南町3-2-10
神戸市東灘区深江南町3-2-11
神戸市東灘区深江浜町75-3 2F
神戸市東灘区魚崎南町
神戸市東灘区魚崎南町2-8-10
神戸市東灘区魚崎南町2-8-11
神戸市東灘区魚崎南町3-17-20
神戸市東灘区魚崎南町4-3-18
神戸市東灘区魚崎南町8-1-17
神戸市東灘区魚崎南町8-8-19

所

店
舗
菊正宗酒造記念館
大起水産回転寿司 神戸魚崎店
ﾍﾞﾄﾅﾑ料理. KHOA ANH
Uozaki屋台とんぼ
金比羅製麺神戸青木店
炭火焼鳥とりまさ 青木本店
呑み処 千鳥
ｶﾗｵｹ紫宴
BAR TENSO
下町酒場黒髭亭
ReizendPlace
兎
焼肉･しゃぶしゃぶ 油路
お好み焼き あんちゃん
くしみつ
酒肴 石心
ﾏｰﾍﾞﾘｸｽ
Rin & Marcy
ｼｪﾗﾄﾝ ﾏﾙｼｪ
ﾃﾗｽﾚｽﾄﾗﾝ ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ｶﾌｪ
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 神戸ｸﾞﾘﾙ
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 中国料理翠亨園
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 宴会
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 日本料理松風
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞﾊﾞｰﾃﾗ
神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞｱﾘｰﾅ
ｻｲｾﾞﾘｱ六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ店
匠
ｽﾏｲﾘｰﾈﾌﾟﾁｭｰﾝ
潮路
ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ神戸11Fﾊﾞﾝｹｯﾄ
KARIN(ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ神戸)
NﾟCAFE
よりあい向洋
CIRCUS
しのぶ庵

名

住
神戸市東灘区魚崎西町1-9の1
神戸市東灘区魚崎西町2-3-24
神戸市東灘区魚崎西町4-2-15
神戸市東灘区魚崎西町4-2-52灘ﾊｲﾂ1階
神戸市東灘区青木5-13-30
神戸市東灘区青木5-4-10
神戸市東灘区青木5-4-2
神戸市東灘区青木5-6-17
神戸市東灘区青木6-3-121F
神戸市東灘区青木6-4-8-101
神戸市東灘区青木6-4-8ﾒｿﾞﾝﾋﾟｴ-ﾙ201
神戸市東灘区青木6-6-16-104-1
神戸市東灘区青木6-6-16-106ﾋﾟｭｱﾌｪｽﾀ青木駅前ﾋﾞﾙ
神戸市東灘区青木6-7-24
神戸市東灘区青木6-7-24-103
神戸市東灘区向洋町5-15ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｳｴｽﾄ1F
神戸市東灘区向洋町中1-18-707
神戸市東灘区向洋町中1-4-125-108
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13
神戸市東灘区向洋町中2-13ｱ-ﾊﾞﾝｸﾞﾙﾒﾎﾟ-ﾄ1F
神戸市東灘区向洋町中2-22
神戸市東灘区向洋町中2-22ｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀ-駅1F
神戸市東灘区向洋町中2-9-1
神戸市東灘区向洋町中2-9-1
神戸市東灘区向洋町中2-9-1
神戸市東灘区向洋町中2-9-1ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ神戸3階
神戸市東灘区向洋町中5-15
神戸市東灘区向洋町中5-15
神戸市東灘区向洋町中5-15-126
神戸市東灘区向洋町中5-1-524-113

所

店
舗
ISLAND CAFE&RESTAURANT
CrazyBurritoRokuai
IN THA DOOR BREWING
kebab&falafel
Pizzeria del Rokko
Cocktail Bar Margo
しま食堂
炭火焼 ぎん介
ｱﾙﾃｨｽﾀ
ANEX
薪焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&厚切りｽﾃｰｷ 薪たま
白鶴酒造資料館
菜花
手仕事屋
六甲ﾊｰﾄﾌﾙ珈琲
お食事処 ことぶき
東灘食堂
寿司処 なだや
甲南漬資料館
そば辰 甲南店
cafe' 和音
創作鉄板焼 お好み焼 みどり
里味
御影食園
Delicatessen Polaris
ｹｰﾆﾋｽｸﾛｰﾈ 御影本店
御影公会堂食堂
スナック Live リブ
立ち呑み 美よ志
SHOT BAR SPROUT
鶏焼酒場しま旨
和酒菜 朱
白木屋 御影南口駅前店
器楽
ｶﾚｰ専門店 る･いんでぃ
酒処 大黒
とうじ

名

住
神戸市東灘区向洋町中5-15-420
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾏｰｹｯﾄｼｰﾝ103B
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾏ-ｹｯﾄｼ-ﾝ301A
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙｳｴｽﾄ523B
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｳｴｽﾄ1F
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｳｴｽﾄ2F514
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｳｴｽﾄ2F516
神戸市東灘区向洋町中5-15ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｳｴｽﾄ423A
神戸市東灘区向洋町中6-9神戸ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾄ1階
神戸市東灘区南陽町中1-18ﾘﾊﾞ-ﾓ-ﾙｲ-ｽﾄ109
神戸市東灘区住吉南町4-1-22-2F
神戸市東灘区住吉南町4-5-5
神戸市東灘区住吉南町5-10-22ﾊﾟﾙﾃ-ﾙ11F
神戸市東灘区住吉南町5-10-29
神戸市東灘区住吉南町5-6-16
神戸市東灘区住吉南町5-6-18
神戸市東灘区御影塚町1-5-11
神戸市東灘区御影塚町4-4-8
神戸市東灘区御影塚町４-４－８
神戸市東灘区御影塚町4-4-9
神戸市東灘区御影石町1--4-8号
神戸市東灘区御影石町2-15-23
神戸市東灘区御影石町2-21-24
神戸市東灘区御影石町3-12-25
神戸市東灘区御影石町3-12-25ﾃﾞﾝﾊｲﾂ1F
神戸市東灘区御影石町4-12-19
神戸市東灘区御影石町4-4-1御影公会堂B1階
神戸市東灘区御影本町4丁目12₋7
神戸市東灘区御影本町2-15-18
神戸市東灘区御影本町2-15-18三好ﾋﾞﾙ2階
神戸市東灘区御影本町2-15-24丸一ﾋﾞﾙ1階
神戸市東灘区御影本町2-15-28
神戸市東灘区御影本町2-16-3
神戸市東灘区御影本町2-16-3地下1階
神戸市東灘区御影本町2-16-5
神戸市東灘区御影本町2-16-6
神戸市東灘区御影本町2-17-11

所

店
味加
ｽﾅｯｸぎゃるs
串やき えびす
BACK BONE
ｽﾅｯｸ 路
立呑ﾊﾞｰﾙ下駄さん
ふくろう
なんばん亭
ﾊﾟﾌﾞﾊｳｽ ﾜﾝﾜﾝﾅｲﾄ
灘五郷酒所
すんどぅぶ屋 まにわ 御影店
ふたえご
DELI-DELI ZETTON
炭火処ゆめぞう
さくら
Papale
旨水館立呑処銀狐
いくくに
てんかつ
麺屋天風
中中
猫斗鷹(ﾏｵﾄｰｲﾝ)
なだ番
ｶﾗｵｹﾗｳﾝｼﾞﾆｭｰ浜
家庭料理とお酒 幸
Lazy Bar
ｽﾅｯｸｽﾏｲﾙ
いぬふぐり
あしべ
LUNA CASTLE
すみわ
韓菜+炭焼きﾀﾞｲﾆﾝｸﾞぺごぱ
炭火焼鳥 一喜鶏
鹿禅(ろくぜん)
家庭料理とお酒のお店 進
焼き鳥 和
鉄板焼き しるし

舗

名

住
神戸市東灘区御影本町2-17-13
神戸市東灘区御影本町2-17-13
神戸市東灘区御影本町2-17-13
神戸市東灘区御影本町2-17-13-2階
神戸市東灘区御影本町2-17-2
神戸市東灘区御影本町2-17-2
神戸市東灘区御影本町2-17-31F 西
神戸市東灘区御影本町2-17-4
神戸市東灘区御影本町2-17-4
神戸市東灘区御影本町3-11-2
神戸市東灘区御影本町3-13-3ｼｭﾛｽ御影101
神戸市東灘区御影本町4-12-1
神戸市東灘区御影本町4-12-17
神戸市東灘区御影本町4-12-17御影市場内
神戸市東灘区御影本町4-12-2
神戸市東灘区御影本町4-12-8
神戸市東灘区御影本町4-12の17御影市場内
神戸市東灘区御影本町4-5-10
神戸市東灘区御影本町4-5-11
神戸市東灘区御影本町4-7-12
神戸市東灘区御影本町4-7-6ｸヴｪﾚ第2ﾋﾞﾙ
神戸市東灘区御影本町4-8-10ｵﾌｨｽ御影101号
神戸市東灘区御影本町4-8-17
神戸市東灘区御影本町4-8-17
神戸市東灘区御影本町4-8の17
神戸市東灘区御影本町4-9-21F
神戸市東灘区御影本町6-11-15
神戸市東灘区御影本町6-11-17
神戸市東灘区御影本町6-12-21
神戸市東灘区御影本町6－14－10-103
神戸市東灘区御影本町6-14-101階
神戸市東灘区御影本町6-14-10三居ﾋﾞﾙ105
神戸市東灘区御影本町6-15-10
神戸市東灘区御影本町6-15-10
神戸市東灘区御影本町8-13-14ｸﾞﾛ-ﾘ-ﾊｲﾂ1F南
神戸市東灘区御影本町8-13-16-1
神戸市東灘区御影本町8-14-14

所

店

舗

ﾅﾁｭﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ
ｽﾅｯｸ赤とんぼ
酒処あすか
神近珈琲
和心Sawayanagi
焼鳥よしおか 阪急御影
御影ｼﾞｭｴﾝﾇ
DELI & CAFE MIKAGE KITCHEN
ﾌﾞﾛｰﾄﾊﾞｰﾙ ｾｾｼｵﾝ
有限会社 みかさ商店
西家
café 凛
もつ鍋･炭火串焼きごりょんさん
ﾋﾞｽﾄﾛ しろう亭
ﾜｲﾝ食堂 Oyattosa!住吉店
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ住吉ﾘﾌﾞ店
焼肉もと牛
鶏一途
製麺所水野すみよし
鮨割烹 山岡
bole
10KIO
朔一
創作和食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 和尚
ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ
ﾐﾓﾚｯﾄ
ﾋﾞｱﾊﾞﾙ ｺﾑｼｪﾓｱ
ｼｪ･Yamato
恵愛
恋野温泉うはらの湯
うはらの湯 うの花ｶﾌｪ
喃風住吉店
La luz
たんたか
毬
すえちゃん
魚処将丸

名

住
神戸市東灘区御影本町8-14-14
神戸市東灘区御影本町8-14-8
神戸市東灘区御影本町8-14-9
神戸市東灘区御影1-13-16
神戸市東灘区御影2-12-26-102号城ﾉ前樂舎
神戸市東灘区御影2-2-1ﾌｫﾝﾃ上御影107
神戸市東灘区御影3-1-4
神戸市東灘区御影郡家1-14-6
神戸市東灘区御影郡家1-25-12
神戸市東灘区御影郡家1-32-3-2
神戸市東灘区御影郡家2-15-13
神戸市東灘区住吉本町1-11-24
神戸市東灘区住吉本町1-11-28日生住吉ｺ-ﾌﾟ1F
神戸市東灘区住吉本町1-1-18ﾗﾝﾄﾞﾏ-ｸ住吉1F
神戸市東灘区住吉本町1-1-4ｻﾆ-ﾌﾟﾚｲｽ住吉本町1階
神戸市東灘区住吉本町1-2-1
神戸市東灘区住吉本町1-3-12中野ﾋﾞﾙ2階
神戸市東灘区住吉本町1-3-13-2F
神戸市東灘区住吉本町1-4-11
神戸市東灘区住吉本町1-4-11
神戸市東灘区住吉本町1-4-11甲南住吉ﾊｲﾑ105
神戸市東灘区住吉本町2-1-16
神戸市東灘区住吉本町2-17-2-103
神戸市東灘区住吉本町2-17-2加藤ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区住吉本町2-18-14
神戸市東灘区住吉本町2-1の17の2F
神戸市東灘区住吉本町2-20番29号Noiretrouge住吉本町101
神戸市東灘区住吉本町3-11-8-1F
神戸市東灘区住吉東町2-3-20-M16
神戸市東灘区住吉東町4-1-3
神戸市東灘区住吉東町4-1-3
神戸市東灘区住吉東町5-1-161階
神戸市東灘区住吉東町5-2-2-101
神戸市東灘区住吉東町5-2-2-102
神戸市東灘区住吉宮3-16-5
神戸市東灘区住吉宮町1-2-18
神戸市東灘区住吉宮町1-6-11

所

店
立ちのみ処まる
Ashiya月兎･ぷらす
炭火やきとり びｰどろ
にじいろやさい
ｲﾝﾄﾞ･ﾈﾊﾟｰﾙｶﾚｰ みさきらじ
八剣伝JR住吉駅前店
あ･うん
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 住吉駅前店
酒菜ﾗｲﾊﾟﾁ
居酒屋 東風庵
八納
Cafe Bar Mar's
有限会社富万
Omar'ｵﾏｰﾙ住吉店
磯小屋 住吉店
ﾅﾅ
居酒屋 万 住吉南店
和食･立ち飲み かこも
お好み焼･鉄板焼 みどり
貝料理貝まる
薬膳ﾊﾞﾙ楽膳
焼肉近江や
炙 児嶋屋
炉端焼き 現吉
焼鳥 高しま
居酒屋おちゃけ
ﾊﾟﾚｯﾄ
蔵ぜんろく
dining room HiNaTa
ﾎﾟﾝﾍﾟｯﾄ
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪神御影店
手造り居酒屋 川
焼肉酒場 牛屋
ﾗｲｵﾝ堂
炭屋串まる御影店
松屋御影店
いく亭

舗

名

住
神戸市東灘区住吉宮町1-6-11
神戸市東灘区住吉宮町2-15-16
神戸市東灘区住吉宮町3-14-13-102
神戸市東灘区住吉宮町3-14-13ｼﾞｭﾋﾟﾀ-ﾋﾞﾙ101号
神戸市東灘区住吉宮町3-14-22
神戸市東灘区住吉宮町3-15-15
神戸市東灘区住吉宮町3-15-151F
神戸市東灘区住吉宮町4−1
神戸市東灘区住吉宮町4-1-16住吉ｺｰﾎﾟB002
神戸市東灘区住吉宮町4-1-16住吉ｺ-ﾎﾟ001
神戸市東灘区住吉宮町4-1-18-103
神戸市東灘区住吉宮町4-1-18-104
神戸市東灘区住吉宮町4-1-21
神戸市東灘区住吉宮町4-1-21ﾉﾍﾞﾗ住吉宮町1F
神戸市東灘区住吉宮町4-3₋11
神戸市東灘区住吉宮町4-3-11柳川ﾏﾝｼｮﾝ1F
神戸市東灘区住吉宮町4-3-9
神戸市東灘区住吉宮町4-4-1KiLaLa118号
神戸市東灘区住吉宮町4-4-1KiLaLa住吉211号
神戸市東灘区住吉宮町4-4-1ｷﾗﾗ住吉105
神戸市東灘区住吉宮町5-7-18
神戸市東灘区住吉宮町6-16-17 1階
神戸市東灘区御影中町1-13-8小川ﾋﾞﾙ2階
神戸市東灘区御影中町1-4-15ﾌﾞﾗｳﾊｲﾑ御影1階
神戸市東灘区御影中町1-4-5ﾌｧ-ｽﾄ御影102
神戸市東灘区御影中町1-4-6
神戸市東灘区御影中町1-4-7御影ﾊﾞｳ3階
神戸市東灘区御影中町1-5-1
神戸市東灘区御影中町1-5-6
神戸市東灘区御影中町1-5-7-2F
神戸市東灘区御影中町1-5-9田中屋本店ﾋﾞﾙ2F
神戸市東灘区御影中町1-6-12ｱﾈｯｸｽ双葉1階
神戸市東灘区御影中町1-6-3ｸヴｪﾚ御影1F
神戸市東灘区御影中町1-6-3ｸヴｪﾚ御影1階東
神戸市東灘区御影中町1-6-61階
神戸市東灘区御影中町1-6-6ｼﾃｨ-ﾎ-ﾑｽﾞ御影
神戸市東灘区御影中町1-7-12

所

店
Bistro WaiWai
美味い豚 くびれや
ﾊﾞｹｱｰﾙ
PUB別荘
大河
Paradiso
吉野家 2号線御影店
さち福やCAFE御影ｸﾗｯｾ
tea store Forest-Hill
炭火焼鳥はる御影店
すし共友丸 御影店
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ御影ｸﾗｯｾ店
とんかつ 双葉 御影ｸﾗｯｾ店
ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ御影ｸﾗｯｾ店
杵屋神戸御影ｸﾗｯｾ店
鶴橋風月御影ｸﾗｯｾ店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線御影店
吟仕込み味處 はいから
ｽﾀﾝﾄﾞなかき
小さい店良
秋の店
西村屋和楽
香港海鮮料理 椰 林
蕎麦ふくあかり
渦森山荘 ｳｽﾞｶﾌｪ
にわとりのすけ岡本店
ベジカフェgreenfield
cafe tuoli
saisai
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 摂津本山店
串ｶﾂのぼんちゃん
鳥造 摂津本山店
鉄板ｽﾀﾝﾄﾞとらず｡摂津本山店
鶏と肴と陶板鍋囲
串菜 神戸岡本店
Lusso
Bar ZENITH

舗

名

住
神戸市東灘区御影中町1-8-18御影ﾊｲﾂ1F
神戸市東灘区御影中町1-8-5御影ﾊｲﾂ102
神戸市東灘区御影中町1-8-5御影ﾊｲﾂ103ﾊﾞｹｱｰﾙ内鬼藤孝行宛
神戸市東灘区御影中町1-8-8102号
神戸市東灘区御影中町1-8-8-105ｻﾝｺ-ﾄ御影
神戸市東灘区御影中町2-1-3-101
神戸市東灘区御影中町2-2-14
神戸市東灘区御影中町3_2_1
神戸市東灘区御影中町3-1-142F
神戸市東灘区御影中町3-1-19
神戸市東灘区御影中町3-1-20JBﾐｶｹﾞ1階
神戸市東灘区御影中町3-2-1
神戸市東灘区御影中町3-2-1御影ｸﾗｯｾ3F
神戸市東灘区御影中町3-2-1御影ｸﾗｯｾ2F
神戸市東灘区御影中町3-2-1御影ｸﾗｯｾ3F
神戸市東灘区御影中町3-2-1御影ｸﾗｯｾ3F
神戸市東灘区御影中町4-2-1
神戸市東灘区御影中町4-8-25
神戸市東灘区御影中町5-1-7
神戸市東灘区御影中町6-1-9
神戸市東灘区中町1-4-5- 101号
神戸市東灘区御影山手1-2-10御影ｶﾞ-ﾃﾞﾝｼﾃｨ-1F
神戸市東灘区御影山手1-2-10御影ｶﾞ-ﾃﾞﾝｼﾃｨ-2F
神戸市東灘区御影山手1-4-20Mﾙﾐﾅｽ1F
神戸市東灘区渦森台4-7-2
神戸市東灘区岡本1-11-21ｸﾞﾚｲｽ岡本ﾋﾞﾙ1階
神戸市東灘区岡本1―12ー25ー1F
神戸市東灘区岡本1-14-18大橋ﾋﾞﾙ2F
神戸市東灘区岡本1-14-26
神戸市東灘区岡本1-2-28
神戸市東灘区岡本1-2-28甲南ﾋﾞﾗ2番館
神戸市東灘区岡本1-2-3-2F
神戸市東灘区岡本1-2-8
神戸市東灘区岡本1-2-8
神戸市東灘区岡本1-3-1
神戸市東灘区岡本1-3-17ﾊﾞｯｾ-ｼﾞ岡本2F
神戸市東灘区岡本1-3-31ｻﾝｵｶﾓﾄﾋﾞﾙ3F

所

店
encore
串ｶﾂ田中岡本店
cafe yuddy
月の家
菜々や阪急岡本店
WHOOP
INDIAN DINING GANESHA
三豊麺 神戸岡本店
和風すなっく 井上
門藤岡本店
喫茶とﾊﾟﾌﾞ 机の部屋
cafe haru sakura okamoto
ＢｏｒｎFｒee
犇郷
vitalab
天麩羅屋 ﾒｰｻﾞｰ･ｴｽﾀｼｵﾝ
ﾍﾞﾙヴｨﾙ阪急岡本駅店
岡本ｺﾐﾝｶ
ARBOS
中国料理 悠悠
(有)又平
お好み焼き ながはま
そば処 麓
ｽﾃｰｷﾊｳｽZEN
鉄板居酒屋 猛虎
くいもん屋ほう菜
まご八
ALBA
料理屋shin
竹駒
珈琲館&BAR 波
お好み焼鬼瓦
きまぐれ
炭火焼肉松田
ｽﾅｯｸ つくし
百恵
ｽﾅｯｸ舞夢

舗

名

住
神戸市東灘区岡本1-3-31ｻﾝｵｶﾓﾄﾋﾞﾙB1F
神戸市東灘区岡本1-3-4ﾛｲﾔﾙ美松1F
神戸市東灘区岡本1-4-3坂井ﾋﾞﾙ3F
神戸市東灘区岡本1-4-5ﾏﾅ岡本ﾋﾞﾙB1
神戸市東灘区岡本1-5-5ﾀﾞｲｿ-ﾋﾞﾙ中2F
神戸市東灘区岡本1-5-92F
神戸市東灘区岡本1-6-1-101
神戸市東灘区岡本1-6-12有本ﾋﾞﾙ1F三豊麺岡本店
神戸市東灘区岡本1-6-3
神戸市東灘区岡本1-6-3
神戸市東灘区岡本2-13-17
神戸市東灘区岡本2-5-12-103
神戸市東灘区岡本2-5-8 BF1
神戸市東灘区岡本3-7-9
神戸市東灘区岡本4-4-11
神戸市東灘区岡本4-5-1
神戸市東灘区岡本5-1-1岡本阪急ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区岡本5-2-5
神戸市東灘区岡本7-3-22ヴｨﾗ本山1階
神戸市東灘区岡本9-6-18
神戸市東灘区西岡本2-7-3
神戸市東灘区田中町1-11-19-102
神戸市東灘区田中町1-13-23
神戸市東灘区田中町1-1-4
神戸市東灘区田中町1-15-19
神戸市東灘区田中町1-15-7ﾊﾟ-ﾙﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区田中町1-15-7ﾊﾟ-ﾙﾋﾞﾙB1西
神戸市東灘区田中町1-2-12ﾄﾞｩ-ｽﾓﾄﾔﾏB1F
神戸市東灘区田中町2-13-4大桂ﾏﾝｼｮﾝ
神戸市東灘区田中町2-14-1
神戸市東灘区田中町3-10-25
神戸市東灘区田中町3-1-6
神戸市東灘区田中町3-19-16
神戸市東灘区田中町3-19-16-106
神戸市東灘区田中町3-2-5
神戸市東灘区田中町3-2-5-402 日宝ｼﾞｭﾉｰもとやま4F
神戸市東灘区田中町3-2-5-403

所

店
WA-SHU
Ageete
栄ゑ田 本山分店
KITCHENはんおむ
欧和食 ﾗｲﾝ
呑み処 ひろせ｡
なごみ食堂
居酒屋 蔵
ｽﾅｯｸｽﾃｲ
ｺｰﾄ･ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ東灘店
なな亭
串揚げﾊﾞﾙ 猫もしゃ 串も
Kululu Petit café
cafe&dining wawa和
Cafe 豆香
お好み焼き みっちゃん
えびすや
Cafe Mutter
ふたつぢゃや
和多家WATAYA
wan stop cafe
きしから 本山店
ﾎﾙﾓﾝ月蔵
金寶來 東灘店
和彩 玉響(たまゆら)
ひととひと
福龍や
ｽﾅｯｸ ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ
ｵｽﾃﾘｱ ｼﾞｼﾞ
スナック つくし

舗

名

住
神戸市東灘区田中町3-2-5-503
神戸市東灘区田中町3-2-5-702
神戸市東灘区田中町3-3-4更科ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区田中町3-3-4更科ﾋﾞﾙ1F
神戸市東灘区田中町3-4-1
神戸市東灘区田中町3-4-1ｼﾞｬﾑｺﾋﾞﾙ2階
神戸市東灘区田中町3-8-151階
神戸市東灘区田中町4-1-2
神戸市東灘区田中町4-1-2加賀川ﾋﾞﾙ2階
神戸市東灘区田中町5-1-1
神戸市東灘区魚崎北町1-10-11
神戸市東灘区魚崎北町5-5-14
神戸市東灘区魚崎北町5-7-13
神戸市東灘区魚崎北町5丁目9-9 アクティ甲南102
神戸市東灘区魚崎中町1-7-1-102
神戸市東灘区魚崎中町2-10-32
神戸市東灘区魚崎中町2-1-32
神戸市東灘区魚崎中町3-4-14-101
神戸市東灘区魚崎中町4-8-1魚崎ﾋﾞﾙ1-B
神戸市東灘区甲南町1-2-9
神戸市東灘区甲南町2-8-13
神戸市東灘区甲南町2-9-7
神戸市東灘区甲南町3-1-2ﾕﾀｶﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ1F
神戸市東灘区甲南町3-7-22
神戸市東灘区甲南町3-7-26
神戸市東灘区甲南町3-9-16木村ﾋﾞﾙ1階
神戸市東灘区甲南町3-9-3ﾌﾞﾗｳﾝｺ-ﾄ1F
神戸市東灘区甲南町3-9番5号
神戸市東灘区甲南町4-16-11 甲南金沢ｺ-ﾎﾟ北館201
神戸市東灘区田中町３-25

所

