店

舗

寿司松田
たべもんや BM 長田店
憩い
巻き押鮨専門魚勝
あじどころ はる
居酒屋ｷｯﾁﾝ846
にこちゃん
魚処でぶ
ひとちゃん
たこやき風風 長田店
喫茶ﾛﾋﾞｰ
長崎屋
たこやき姫
Ria
喫茶ｼﾞｮｰｸ
おたふく
鶏冠
ﾊﾞｲﾝﾐｰﾍﾞﾄﾅﾑｷﾐ店
淡尾鷄
お食事処 一人鍋 みよ
ｽｼﾛｰ 長田駅前店
のんきや
よりみちｷｯﾁﾝころMOG
純子亭子子
学生食堂 神戸村野工業高等学校
ちぃちゃん
和､洋居酒屋かるかる
お好み焼 鉄板焼 一力
居酒屋(とら)
あづまや
ひょうたん
琉風
ZERO
えん
いなばうどん
つよっさん
お好み焼き遥

名

住
神戸市長田区六番町1-4-1
神戸市長田区六番町7-6-1
神戸市長田区六番町7-6-9
神戸市長田区六番町8神戸市長田区六番町8-1-1-101
神戸市長田区六番町8-1-2
神戸市長田区六番町8-1-2
神戸市長田区六番町8-1-27
神戸市長田区5番町5-1､27-006号
神戸市長田区5番町7-8番14号
神戸市長田区五番町1-5-2
神戸市長田区五番町2-3-3
神戸市長田区五番町3-10-32-109
神戸市長田区五番町3-10-32-17
神戸市長田区五番町3-市住32号棟0014
神戸市長田区五番町4-1-11-36-006
神戸市長田区五番町4-30-29-109
神戸市長田区五番町5-4-2
神戸市長田区五番町5-4-2
神戸市長田区五番町6-1-13
神戸市長田区五番町6-2-1
神戸市長田区五番町6-9
神戸市長田区五番町7-6-1林ﾋﾞﾙ北端
神戸市長田区五番町7-8-6
神戸市長田区五番町神戸村野工業高等学校1F
神戸市長田区4番町4-69市営住宅39棟105号室
神戸市長田区4番町8-3長田ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ地下1F
神戸市長田区四番町1-5-6
神戸市長田区四番町2-5-121F南側
神戸市長田区四番町2-6-134
神戸市長田区四番町3-21-40-106
神戸市長田区四番町3-21-40-107
神戸市長田区四番町3-21-40-108
神戸市長田区四番町3-23-4
神戸市長田区四番町3-4-10
神戸市長田区四番町4-20-107
神戸市長田区四番町5-1-37-102

所

店
喫茶ｱﾎﾟﾛ
ｾｿﾞﾝ､ﾄﾞｳ節
おばんざい勝
長田酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ
天平
吟醸
紹興飯店
mother'skitchen北風と太陽
立ち呑みしゅう
にしもり
kakkoo..
集陽
あげものや
のぐち家
ｽﾅｯｸ 詩
なか卯長田三番町
もより
つむじ
freedom
お好み焼き みみ
葵
ふみちゃんたこ焼き
喫茶ｸｫｰﾚ
ｶﾗｵｹﾊﾞｰBOO-BOO
お好み焼きひろ
よし
居酒屋 一心
悠
喫茶ﾙｶ.ｱｲﾎﾞﾘｰ
焼肉 一龍
自家焙煎珈琲豆工房 豆匠
まんぷく
○は寿し
焼き鳥りき亭
酒菜 藤家
お食事処たなか
千石楼管原店

舗

名

住
神戸市長田区四番町5-37-106
神戸市長田区四番町6-47駅前住宅002
神戸市長田区四番町6-8
神戸市長田区四番町7-26-1
神戸市長田区四番町7-27 ﾜｺ-ﾚ長田綜合ﾋﾞﾙ一階
神戸市長田区四番町7-27-107
神戸市長田区四番町8-3長田ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙB1
神戸市長田区四番町8-3長田区セントラルビルB1
神戸市長田区四番町8-3番長田ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙB1F
神戸市長田区四番町8-8
神戸市長田区四番町8-8HKﾋﾞﾙ2F
神戸市長田区三番町3-1-1-34-103
神戸市長田区三番町4-11-1-31-012
神戸市長田区三番町4-1-1-26-9号
神戸市長田区三番町4-1市営住宅26号棟店舗7号
神戸市長田区三番町4-8
神戸市長田区三番町4-市住31号棟002
神戸市長田区三番町5-16
神戸市長田区一番町5-9-1
神戸市長田区御船通1-1長船ﾋﾞﾙ1F北
神戸市長田区御蔵通2-121階1-2
神戸市長田区御蔵通3-201-7
神戸市長田区御蔵通3-202-7
神戸市長田区御蔵通3-203-2田中ﾋﾞﾙ1F
神戸市長田区御蔵通3-207-1
神戸市長田区御蔵通4-203-26
神戸市長田区御蔵通5-211-4みくら5(102)
神戸市長田区御蔵通6-14
神戸市長田区菅原通1-70
神戸市長田区菅原通2-1
神戸市長田区菅原通2-108
神戸市長田区菅原通2-6
神戸市長田区菅原通3-203-1
神戸市長田区菅原通3-203-2
神戸市長田区菅原通3-203-6-1階
神戸市長田区菅原通3-208-7
神戸市長田区菅原通4-206-7

所

店
ｱﾍﾞﾆｭｰ
Kitchen Bio
居酒屋なす
神戸ﾌｰﾄﾞﾌｧｸﾄﾘｰ
BAR AQUA
呑み処鉄板焼さだちゃん
しゃぶ葉ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ長田
ｶﾗｵｹBanBanﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ長田店
やきとりわろた
新星家
ｶﾗｵｹｼｭｰﾙ
NEWS KOBE KARAOKE
焼肉六甲 長田店
海鮮屋台おくまん高速長田店
うどん酒房 梵
吉鳥高速長田駅前店
ぱるふあん
焼肉まるやす
炭火とり焼 けいこうとなるも
noconoco
立ち飲み智
お好み焼 くんくん
旬菜館上伊
ﾍﾞﾄﾅﾑ旅行Pho89(ﾌｫｰ八九)
立ち食いうどん 大橋
やきにくﾎﾙﾓﾝ壱番 長田東店
串かつ屋 清水
cafe Rubansherry
織姫
手打ちうどん 葵
鉄板焼､居酒屋 まつひら
ぶんごや 神戸店
もっこすのこ2号店
喫茶 ｶﾄﾚｱ
喫茶ﾏﾄﾞﾝﾅ
お好み焼き愛ちゃん
ｷｯﾁﾝ8丁目

舗

名

住
神戸市長田区菅原通4-206-9
神戸市長田区菅原通4-42
神戸市長田区菅原通5-11
神戸市長田区菅原通5-34
神戸市長田区菅原通5-40
神戸市長田区菅原通6-10番
神戸市長田区菅原通6-2
神戸市長田区菅原通6-2ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1階
神戸市長田区菅原通7-2-1
神戸市長田区北町1-34
神戸市長田区北町1-54高速長田ｽﾃ-ｼｮﾝﾋﾞﾙ7F
神戸市長田区北町2-29-2 ﾒﾙｽｲﾋﾞﾙ5階
神戸市長田区北町2-29-2ﾒｲｽｲﾋﾞﾙ2階
神戸市長田区北町2-38-1
神戸市長田区北町2-52-2
神戸市長田区北町2-62きさらぎｺ-ﾎﾟ102
神戸市長田区北町2-63香川ﾋﾞﾙ1F
神戸市長田区北町3-1
神戸市長田区北町3-1
神戸市長田区北町3-201
神戸市長田区梅ｹ香町1-11-2
神戸市長田区梅ヶ香町1-3-21
神戸市長田区梅ｹ香町2-1-8
神戸市長田区梅ヶ香町2-4-5
神戸市長田区東尻池3-7-17
神戸市長田区東尻池町1-1-13
神戸市長田区東尻池町1-1-3
神戸市長田区東尻池町1-9-1 ﾊｲﾂ金沢西
神戸市長田区東尻池町2-2-1Y'sﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区東尻池町2-2-2
神戸市長田区東尻池町2-5-7
神戸市長田区東尻池町2-6-6新南ﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区東尻池町3-7-19すずかけ2号館1F
神戸市長田区東尻池町4-11-18
神戸市長田区東尻池町4-1-21
神戸市長田区東尻池町4-3-11
神戸市長田区東尻池町8-2-35

所

店
舞味
苅藻一貫楼
ｽﾅｯｸ ﾄﾞﾝ
森田
ちびっこｷﾞｬﾝｸﾞ
ひろや
立ち飲み処 大畠
かるもらｰめん
41
白馬焼肉店
よし駒
寿司 松風
まるわ
韓食堂
よしい亭
長兵衛
喫茶&ｽﾅｯｸ PIAA
やまちゃん
やよい食堂
焼肉 庄田軒
ごはんゃ はなまる
和楽
ｶﾗｵｹ喫茶ｲﾙｶ
くまざわ酒店
出雲食堂
VIETNAM PHO
r3（アールサン）
ｶﾌｪﾙｰﾑ 殿
ANZU (杏)
てんてん
PHO NHO NAGATA
庄屋
炭火焼鳥まさ新長田店
take
鮨の藤本
もつ鍋･焼肉みやび
有限会社よじま

舗

名

住
神戸市長田区東尻池町9-1-24-102
神戸市長田区東尻池町9-1-25
神戸市長田区東池尻町2-3-6
神戸市長田区東尻池町1-10-22
神戸市長田区東尻池町1-9-1
神戸市長田区浜添通3-2ｰ8
神戸市長田区浜添通5-1-14
神戸市長田区真野町7-16
神戸市長田区西尻池町3-1-19 中田ビル101
神戸市長田区西尻池町5-3-8
神戸市長田区西尻池町5-3-8-103
神戸市長田区苅藻通2-5‐6
神戸市長田区苅藻通3-1-14
神戸市長田区苅藻通4-10-11
神戸市長田区苅藻通4-10-6
神戸市長田区苅藻通4-2-33-105
神戸市長田区苅藻通6-4
神戸市長田区苅藻通7-3-22
神戸市長田区苅藻通7-4-27
神戸市長田区駒栄町2-1-10
神戸市長田区庄山町1−7−15
神戸市長田区庄山町3-2-4
神戸市長田区庄山町3-2-8-1F
神戸市長田区庄田町1-7-5
神戸市長田区庄田町2-3-18
神戸市長田区庄田町3-1-14
神戸市長田区庄田町3-5-10-101
神戸市長田区庄田町3-5-15
神戸市長田区庄田町3-5-16
神戸市長田区腕場町6-1-31ｱｽﾀくにづか2番館南棟1F103
神戸市長田区腕塚町2-1-16
神戸市長田区腕塚町2-1-221F
神戸市長田区腕塚町2-1-24
神戸市長田区腕塚町2-2-7
神戸市長田区腕塚町3-1-15
神戸市長田区腕塚町3-1-21
神戸市長田区腕塚町3-21

所

店
和み串
Teppan Rie
七八
れお
すなっく えりか
川島しょう店
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞOTTO
ILNESSO
株式会社神戸飯店
お好み焼き もり木
ごはんや千
ﾌﾟﾃｨﾜｲﾝｿﾑﾘｴ
鳥八
お好み焼き直
衆大成
みつき
ながたﾜｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ
喫茶はっぽう
日本酒と､
おかあちゃん
flip
せっとん
ﾗｰﾒﾝ 長田家
出石そば いづも
串樂
鳥貴族新長田店
よせきゅう市場
炉ばた提灯
炭火炉端Dining春夏冬
桜坂ｲｰｽﾄ
洋食ｼﾞｬﾝﾎﾞ
からおけ歌居家
串ｶﾂ田中 新長田店
お好み焼き さんきゅ卯
喜楽新長田
ｶﾌｪ･ﾎﾞﾝ
ｶﾌｪｴｰｽ

舗

名

住
神戸市長田区腕塚町3-3-12
神戸市長田区腕塚町3-3-2
神戸市長田区腕塚町3-4-14
神戸市長田区腕塚町3-4-7
神戸市長田区腕塚町4-1-1
神戸市長田区腕塚町4-1-23
神戸市長田区腕塚町5-3-1-004
神戸市長田区腕塚町5-3番1号ｱｽﾀくにづか1番館南棟103区画
神戸市長田区腕塚町5-5-1
神戸市長田区腕塚町6-1-15-112
神戸市長田区腕塚町6-1-16
神戸市長田区腕塚町6-1-31ｱｽﾀくにづか2番館南棟104
神戸市長田区腕塚町7-1-5
神戸市長田区腕塚町7-7-8
神戸市長田区腕塚町8-5-12
神戸市長田区腕塚町8-5-2
神戸市長田区腕塚町9-7-171F
神戸市長田区大橋町2-1-12
神戸市長田区大橋町2-1-13 2F
神戸市長田区大橋町4-2-1ﾌﾚ-ﾙｱｽﾀ104
神戸市長田区大橋町4-4-17 ﾋｭｰｽﾛｱ601号
神戸市長田区大橋町4-4-17-201
神戸市長田区大橋町4-4番9号
神戸市長田区大橋町5-3−1 ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ115
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞEAST2F
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ2F
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄ
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄ101
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄ105号
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄ127
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄ2F
神戸市長田区大橋町5-3-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲ-ｽﾄB1
神戸市長田区大橋町5-3-2
神戸市長田区大橋町6-1-1 ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ121
神戸市長田区大橋町6-1-1-119
神戸市長田区大橋町6-1-1-208
神戸市長田区大橋町6-1-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ117

所

店

舗

酒食あさみ
和風居酒屋かぞく亭
ｽﾅｯｸPOPO
かようの花
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ桜坂
an 杏
居酒屋あまえんぼう
松岡商店
炭火焼鳥 はやりや 本店
ぶらんこ
虎のﾊﾞﾀｰ
Salon de MINATO
創作ﾊﾞﾙりゅうせい
炭火焼と創作料理うめぇや
ﾊﾞﾙﾊﾟﾁｰﾉ
ﾙｰﾁｪﾄﾞｰﾛ
ｷｯﾁﾝ場
山八
居酒屋 毛利
やるき屋
刺身居酒屋大
新長田中華食堂房's(ﾎﾞｰｽﾞ)
地鳥や 純鶏
洋食みやもと
鳥空
ｶﾗｵｹBanBan 新長田店
居酒屋 太河
ﾐﾄ
串ぼうず新長田店
韓国居酒屋あんじゃあんじゃ
居酒屋樂
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 新長田駅前店
UCCｶﾌｪﾌﾟﾗｻﾞ 西友新長田店
神戸ｱｰﾙﾃｨｰ
鮨･酒･肴 杉玉 新長田
酒場食堂UO魚
神戸ｱｰﾙﾃｨ新長田本店

名

住
神戸市長田区大橋町6-1-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ123
神戸市長田区大橋町6-1番1-122号ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ1階
神戸市長田区大橋町9-4-2
神戸市長田区大橋町9-4-4
神戸市長田区若松町｢4-4-1
神戸市長田区若松町1-3-4
神戸市長田区若松町2-13-1
神戸市長田区若松町2-2-8
神戸市長田区若松町2-2-9ﾏﾎ新長田1階
神戸市長田区若松町3-1-1-105
神戸市長田区若松町3-1-1ﾌﾚ-ﾑｱｽﾀ若松110
神戸市長田区若松町3-1-2ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田駅前通102
神戸市長田区若松町3-1-2ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田駅前通103
神戸市長田区若松町3-1-2ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田駅前通104
神戸市長田区若松町3-1新長田ｱｽﾀｶﾚｯｼﾞﾊｲﾂ一階
神戸市長田区若松町3-2-15-105
神戸市長田区若松町3-2-15-109
神戸市長田区若松町3-2-15-112
神戸市長田区若松町3-2-15ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田ｴｽﾀﾌﾟﾚｼｵｽ106
神戸市長田区若松町3-2-15ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田ｴｽﾀﾌﾟﾚｼｵｽ110
神戸市長田区若松町3-2-15ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田ｴｽﾀﾌﾟﾚｼｵｽ203
神戸市長田区若松町3-2-15ｴｽﾀﾌﾟﾚｼｵｽ108号
神戸市長田区若松町3-3-1ｱｽﾀｶﾚｯｼﾞﾊｲﾂ102
神戸市長田区若松町4-2-15
神戸市長田区若松町4-2-15
神戸市長田区若松町4-2-15ﾋﾟﾌﾚ新長田1･2階
神戸市長田区若松町4-2-15ﾋﾟﾌﾚ新長田110
神戸市長田区若松町4-2-15ﾋﾞﾌﾚ新長田1F
神戸市長田区若松町4-2-9ｴｽﾀｶﾞ-ﾃﾞﾝ1階
神戸市長田区若松町4-4-10ｱｽﾀｸｴｽﾀ北棟1階
神戸市長田区若松町4-4-1ｱｽﾀｸｴｽﾀ南棟201
神戸市長田区若松町5-1-1
神戸市長田区若松町5-1-1西友新長田店B1F
神戸市長田区若松町5-2-1
神戸市長田区若松町5-2-1
神戸市長田区若松町5-2-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧ-ｽﾄ102
神戸市長田区若松町5-2-1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧ-ｽﾄ213

所

店
舗
はなまるうどん東急ﾌﾟﾗｻﾞ新長田店
ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪ新長田店
ﾘｶｰｼｮｯﾌﾟ ｻｶﾀ
yoji-SUN
呑み処泰源
NO.B
こばやし
弘雅流製麺支店麺favori
紙ふうせん
木八
ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ
cafe & lunch mine
勇ちゃん
有限会社 井上末義商店
喫茶ｷﾞｬｻﾞｧｰ
Bom Chi em 四姉妹
ﾊｰﾛﾝべｲ
COCOLO
V3 CARP
ﾌﾗｲﾄｽｸｪｱｰ
洋食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞBAR鶴屋本店
お好み焼 ゆき
ｻｲｺﾞﾝﾁｭﾝﾊｲ
寿し天
居酒屋ぷｰさん
musubiya-天
縁仁
串ぼう
下町Cafe 茶豆
元祖平壌冷麺屋
青森お好み店
ｽﾅｯｸ R AM
西神戸牡丹園
味楽る
おこのみ鉄板28号
KOCONORI
炭火焼鳥 木乃家

名

住
神戸市長田区若松町5-5
神戸市長田区若松町5-5-1Play
神戸市長田区若松町8-4-10
神戸市長田区若松町9-1-19
神戸市長田区日吉町2-1-107-2
神戸市長田区日吉町2-1-2-110-1
神戸市長田区日吉町2-1-2-110-B
神戸市長田区日吉町２丁目１－２アスタピア公園通り109
神戸市長田区日吉町5-2-9
神戸市長田区日吉町5-3-7
神戸市長田区日吉町6-6-23
神戸市長田区久保町10-2-17-101
神戸市長田区久保町1-3-16
神戸市長田区久保町2-3-1
神戸市長田区久保町3-1-2 ﾛｰﾚﾙ新長田1階
神戸市長田区久保町3-2-10
神戸市長田区久保町3-7-6
神戸市長田区久保町3-8-1
神戸市長田区久保町3-9-5ｻﾆ-ｺ-ﾎﾟ101号
神戸市長田区久保町4-1-2
神戸市長田区久保町4-2-3
神戸市長田区久保町4-2-5
神戸市長田区久保町4-3-7
神戸市長田区久保町4-5-4
神戸市長田区久保町4-5-5
神戸市長田区久保町4-5-6
神戸市長田区久保町4-5-7-101
神戸市長田区久保町4-5の5
神戸市長田区久保町4-6-7
神戸市長田区久保町4-7-6
神戸市長田区久保町4-8-6
神戸市長田区久保町5-1-1-128ｱｽﾀくにつか3
神戸市長田区久保町5-1-1-133
神戸市長田区久保町5-1-1ｱｽﾀくにづか3番館1-130
神戸市長田区久保町5-1-1ｱｽﾀくにづか3番館124
神戸市長田区久保町5-1-1ｱｽﾀくにづか3番館131号
神戸市長田区久保町6-1-1-104

所

店
星座
日本茶ｶﾌｪ 彩茶
株式会社 味萬
ﾄﾗﾌﾞﾙﾒｰｶｰ
0.zero
お食事処 のみ処 さくら
ｽﾅｯｸ みかど
神戸ﾎﾟﾁｬ
やぎ酒場
国華園
はらぺこ
お好み焼きのぼちゃん
横山酒店
みんなん家
京香
喫茶 こふく
Forty four
お好み焼き ﾊﾙﾅ
やっちゃん
今井やん
鳥進
will
Patites Ailes
ミャンマーカレーテテ
お好み焼き 吞み処 くにちゃん
39SAIGON
ｸﾗﾌﾄｷｯﾁﾝ&ﾃﾞﾘｶ新長田
ｽﾅｯｸ沸々
ﾏﾙｼﾞｭｰ
お好み焼･鉄板焼 華
加納酒店
ためがね酒店
恋まめ
ｷｯﾁﾝあっちゃん
鉄板 かわしま
さん源じやん厨房 新長田店
Cafe Amazonas “ZUN''

舗

名

住
神戸市長田区久保町6-1-1-106
神戸市長田区久保町6-1-1-108
神戸市長田区久保町6-1-1-116
神戸市長田区久保町6-1-1ｱｽﾀくにづか4番館101のB
神戸市長田区久保町6-1-1ｱｽﾀくにづか4番館1階109区画
神戸市長田区久保町6-1-1ｱｽﾀくにづか4番館東棟1F117号
神戸市長田区久保町6-1-20ﾒｲﾂﾌﾟﾗﾝ新長田203号
神戸市長田区久保町6-1-8-109
神戸市長田区久保町7-7-24
神戸市長田区久保町8-7-8
神戸市長田区久保町8-8-10
神戸市長田区久保町9-1-20原ﾏﾝｼｮﾝ1F
神戸市長田区久保町9-1-6
神戸市長田区双葉町4-7-17
神戸市長田区二葉町10-3
神戸市長田区二葉町1-1-4
神戸市長田区二葉町1-3-15
神戸市長田区二葉町2-1-13
神戸市長田区二葉町2-7
神戸市長田区二葉町3-10-10
神戸市長田区二葉町3-10-8丸五市場内
神戸市長田区二葉町3-10-9
神戸市長田区二葉町3-1-10
神戸市長田区二葉町3-11ー5丸五市場内
神戸市長田区二葉町3-1ｰ2
神戸市長田区二葉町3-11-9
神戸市長田区二葉町3-6-5ﾏﾙｺﾞｺ-ﾎﾟﾗｽ102
神戸市長田区二葉町4-4-5M.Tﾋﾞﾙ2F
神戸市長田区二葉町4-4-8
神戸市長田区二葉町4-5-7
神戸市長田区二葉町4-6-19
神戸市長田区二葉町4-6-91F
神戸市長田区二葉町4-7-13
神戸市長田区二葉町4-7-14
神戸市長田区二葉町4-7-17
神戸市長田区二葉町5-1-1
神戸市長田区二葉町5-1-1-005ｱｽﾀ5番館地下1階

所

店
和ﾊﾞﾙ
雲来軒
ごはんや きらく
ｽﾅｯｸ杏
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ みよちゃん
居酒屋 だるま
ｽﾅｯｸ樹
中華名菜 孝孝
ｶﾌｪdeめりおｰる
鰻福助
宝寿し
大原商店(合資会社 丸二商店)
すし 一
ちがいや
鈴木商店
ももたろう
ｵﾓﾆの味 福
富士
居酒屋 あん寿
田川
呑み処 貴
一穗
下町居酒屋にし川
ｴﾌﾜﾝ
ｺｰﾋｰﾚｽﾄﾗﾝﾊｳｽ
みその珈琲店
ｽﾅｯｸよし
飛鳥
味一
本家さぬきや 長田店
お好み焼 美作
喫茶 ｻﾝﾄｽ
さっちゃん
千石楼野田店
お食事処 呑み処 菜菜
ｽﾅｯｸ NeNe
お好み焼き ふじもと

舗

名

住
神戸市長田区二葉町5-1-1-123
神戸市長田区二葉町5-1-1-137
神戸市長田区二葉町5-1-1-142
神戸市長田区二葉町5-1-1-146
神戸市長田区二葉町5-1-1-150ｱｽﾀくにづか5番館
神戸市長田区二葉町5--1-1ｱｽﾀくにづか5番館143
神戸市長田区二葉町5-1番1-144号
神戸市長田区二葉町6-7-1ｱｽﾀくにづか6番館108号
神戸市長田区二葉町6-7-2-109
神戸市長田区二葉町6-7-2-114-1
神戸市長田区二葉町6-7-2ｱｽﾀ6番館111号
神戸市長田区二葉町8-1-2
神戸市長田区二葉町8-1-5
神戸市長田区二葉町8-1-6
神戸市長田区二葉町9-1-2
神戸市長田区駒ヶ林5-10-7
神戸市長田区駒ヶ林町1-16-12ﾋﾞﾀﾌｪﾘｽ103号
神戸市長田区駒ヶ林町1-17-12
神戸市長田区駒ヶ林町1-17-12
神戸市長田区駒ヶ林町1-17-13
神戸市長田区駒ヶ林町1-17-13
神戸市長田区駒ケ林町1-3-21
神戸市長田区駒ヶ林町2-20-8
神戸市長田区駒ヶ林町3-15-9
神戸市長田区駒ヶ林町3-18-13
神戸市長田区駒ｹ林町5-13-7
神戸市長田区駒ヶ林町5-9-10
神戸市長田区駒ヶ林町5-9-4
神戸市長田区駒ヶ林町5-9-7
神戸市長田区南駒栄町1-6
神戸市長田区南駒栄町3-25
神戸市長田区駒ｹ林南町2-24
神戸市長田区野田町8-1-2
神戸市長田区野田町8-4-10
神戸市長田区野田町8-4-10ﾗﾑ-ﾙ鷹取103
神戸市長田区海運町2-5-252F
神戸市長田区海運町3-6-6

所

店

舗

飲み処 こころ
神戸鉄板長田いっしん
喫茶ﾀﾞﾝｹ
焼鳥 ゆた坊
Wood & Reaf
ｶﾗｵｹBAR ｱｻﾝﾃ
居酒屋 ｺﾝﾌﾞとｶﾂｵ
居酒屋 吉猪
喜楽すし
お食事処なつき
ひなた
CUCINA@CHIOCCIOLA(ｸｯﾁｰﾅｷｵｯﾁｮﾗ)
串かつどうじ与う
駒屋
森下酒店
仁
松ちゃん
鳥よし
カフェM
灯火
TAP
ごり丸
ﾕﾆｰｸ
居酒屋 あんく
あじ楽
むぎ畑
喫茶 アーク
このみ
田舎っぺ
お好み焼 こころ
Soups
まるぶん食堂
MUSUBINA
CucinaPiccolino(ｸｯﾁｰﾅﾋﾟｯｺﾘｰﾉ)
LOO+
スナックRosa
福来朗

名

住
神戸市長田区海運町8-6-3
神戸市長田区本庄町2-8-7
神戸市長田区本庄町6-4-8
神戸市長田区長楽町2-3-16
神戸市長田区長楽町2-3-18
神戸市長田区長楽町2-3-19
神戸市長田区長楽町2-3-19
神戸市長田区長楽町2-3-20
神戸市長田区長楽町2-3-3
神戸市長田区長楽町2-3-8
神戸市長田区長楽町2-4-3
神戸市長田区長楽町2-4-6
神戸市長田区長楽町2-4-7-101
神戸市長田区長楽町3-2-5
神戸市長田区長楽町3-3-8
神戸市長田区長楽町3-7-1ﾊﾋﾞｯﾄ鷹羽105
神戸市長田区長楽町3-7-2-125
神戸市長田区長楽町3-8-2
神戸市長田区長楽町5-4-8 グランベール司1F
神戸市長田区長楽町5-7-10
神戸市長田区浪松町2-1-12
神戸市長田区浪松町2-1-12鷹取駅前ﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区浪松町2ｰ1ｰ12
神戸市長田区浪松町4-1-16
神戸市長田区浪松町4-1-4
神戸市長田区浪松町5-1-26
神戸市長田区房王寺町4丁目6-4
神戸市長田区房王寺町6-1-45ｺ-ﾎﾟ房王寺1階
神戸市長田区房王寺町7-1-13
神戸市長田区重池町1-9-7-715
神戸市長田区重池町1-9市営重池住宅7号棟1階4号室
神戸市長田区大塚町3-1-17いずみﾊｲﾂ1F
神戸市長田区大塚町4-1-11ｱｲﾋﾞｽ長田1F
神戸市長田区長田町1-3-1ｻﾝﾄﾞ-ﾙ長田南館124号
神戸市長田区長田町1-4-16
神戸市長田区長田町2-2-1サンドール長田北館106号
神戸市長田区長田町2-2-1ｻﾝﾄﾞ-ﾙ長田北館115号

所

店
焼肉四季
ｶﾗｵｹ喫茶 みよし
粉もんや りゅうちん
ｶﾗｵｹﾊﾞｰﾐﾔｷｭｰ
お好み焼き 百合ちゃん
韓国料理 焼肉 ｱｲﾁｬﾝ
焼肉宮川
神戸珈琲物語 上池田本店
ｸﾞﾘﾙ小田屋
ochiko長田店
喫茶 美鈴
ｼｯﾀﾝ 焼肉ﾎﾙﾓﾝ平沼商店
焼肉 ことぶき
焼鳥 とりふち
たちのみや
焼肉ｽﾏｲﾙ寿苑
お好み焼きより道
喫茶ぷれご
讃岐屋
焼肉ながしま
更科
神楽そば
お好み鉄板焼きﾀﾞｲﾆﾝｸﾞだいち
お好み鉄板焼きふじ
鉄板焼き琴こと
出雲食堂
新長田海鮮酒場 UO魚
らｰめん麺七
KOBE海鮮酒場 UO魚 新長田北店
あんじゅ
ｶﾚｰｼｮｯﾌﾟC&C
ｼﾞｮｲ
れお松野通店
白木屋 新長田駅前店
ｱｲﾘｽ
白木屋新長田店
大邱(ﾃｸﾞ)

舗

名

住
神戸市長田区長田町3-2-2SJﾊｳｽ1階
神戸市長田区長田町5-3-9
神戸市長田区長田町9-3-1
神戸市長田区長田町9-3-7
神戸市長田区長田通1-3-1-132ｻﾝﾄﾞ-ﾙ南館
神戸市長田区長尾町1-7-18
神戸市長田区宮川町1-26-10
神戸市長田区上池田6-8-23
神戸市長田区蓮宮通2-10-1
神戸市長田区御船通1-1長船ﾋﾞﾙ1F
神戸市長田区大道通2-1
神戸市長田区川西通3-21
神戸市長田区川西通3-256
神戸市長田区川西通5丁目103₋3
神戸市長田区細田町3-6-1
神戸市長田区細田町3-6-2
神戸市長田区細田町6-1-17
神戸市長田区神楽町3-4-25
神戸市長田区神楽町4-5-7-101
神戸市長田区神楽町4-5-7-102
神戸市長田区神楽町5-2-21新谷ﾋﾞﾙ一階
神戸市長田区神楽町6-3-1-1
神戸市長田区神楽町6-5-10
神戸市長田区神楽町6-7‐41F
神戸市長田区神楽町6-7-7
神戸市長田区神楽町6-9-9
神戸市長田区松野通1-1
神戸市長田区松野通1-11-13-2
神戸市長田区松野通1-11-26
神戸市長田区松野通1-2-1
神戸市長田区松野通1-2-1 新長田地下鉄ﾋﾞﾙB2F
神戸市長田区松野通1-2-B2
神戸市長田区松野通1-3-19ﾛﾘｴ新長田1F
神戸市長田区松野通1-5-16
神戸市長田区松野通1-5-16
神戸市長田区松野通1-5-16国債ﾋﾞﾙB1F
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ3F301号

所

店
篁
おしゃれ貴族
ｻﾝｱｰﾙ
ねぇｰ
ﾀﾞｲｱﾅ
tears(ﾃｨｱｰｽﾞ)
ともえ
ｼｮｯﾄﾊﾞｰ輪
膳 新長田店
焼鳥屋 たいりん
Kichenこの実
居酒屋 漁火
しげちゃん
立ちのみﾎｰﾙぜん
二代目 やぶ家
地中海ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞARUN BAR
和洋惣菜 まきの
羅州はやしや
寿ずなり
emi's kitchen
ｽﾅｯｸﾎﾜｲﾄﾘﾊﾞｰ
ｽﾅｯｸ･ｷﾗﾗ
あしゃぎはやりや 新長田店
ｽﾅｯｸさくら
ｲﾙﾏｰﾚ
ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞ
居酒屋 一番
やまもとや
イルマーレ
とり匠
かつまさ
ひろた
炭火宮崎地鶏ひさもり
魚屋肴菜屋 あみさき
Bon courage (ﾎﾞﾝｸﾗｰｼﾞｭ)
海やびの
次郎長 鮨

舗

名

住
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ401
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ4F
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ4階
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ4階403号
神戸市長田区松野通1-5-16国際ﾋﾞﾙ5階
神戸市長田区松野通1-5の16の303
神戸市長田区松野通1-6-4
神戸市長田区松野通1-6-5
神戸市長田区松野通1-7-6
神戸市長田区松野通1-7-7
神戸市長田区松野通1-8-2
神戸市長田区松野通1-8-2田中ﾋﾞﾙ1F
神戸市長田区松野通1-8-2田中ﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区松野通2-2-35
神戸市長田区松野通2-2-7
神戸市長田区松野通2-2-7三邦第2ﾋﾞﾙ地下1階
神戸市長田区松野通2-3-8ｸﾞﾗﾝｱﾐｨ新長田1F
神戸市長田区松野通3-2-5
神戸市長田区松野通3-3-15-1階
神戸市長田区松野通4-2-2
神戸市長田区水笠通3-1-18
神戸市長田区水笠通3-1-18ｷｬﾋﾟﾀﾙ5F
神戸市長田区水笠通3-1-18ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区水笠通3-1-18ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ4階
神戸市長田区水笠通3-1-18ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ602
神戸市長田区水笠通3-1−18-ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ603
神戸市長田区水笠通3-2-3
神戸市長田区水笠通3-5-24
神戸市長田区水笠通３丁目5-5
神戸市長田区水笠通4-1-1
神戸市長田区水笠通4-1-10
神戸市長田区水笠通4-1-1-102
神戸市長田区水笠通4-1-1-105
神戸市長田区水笠通4-1-1-111
神戸市長田区水笠通4-1-1-122
神戸市長田区水笠通4-1-12
神戸市長田区水笠通4-1-15

所

店
舗
ｶﾌｪ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰｸｯﾁｰﾅ
姉妹
河合屋
焼鳥太田屋
鳥福
お好みﾊｳｽ 日月
P-BAL
中華料理 新徳園
かよた
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｰﾓﾘｼﾀ
居酒屋 幸
ほしやま
ちゃんこ両国
TIEN VLOG Quan
花 ﾊﾁ
紅屋
Le plonk wine+food
だいにんぐ 多づみ
よしや
ｶﾞｽﾄ長田御屋敷通
喫茶みささ
焼肉 鶴丈
おいでやす
お好み焼き 鉄板の上にも三年
41
Dining 五十嵐家
居酒屋ようこ
三木松
海鮮浜焼き はまや
たこやき風風 新長田西代通り店
吟匠 傳也
(株)ﾎﾜｲﾄﾎｰﾑ
ｷｯﾁﾝ びｰびｰ
安庵
ｽﾅｯｸ蘭慢
木いちご
ﾋﾃﾞｽﾞｷｯﾁﾝ

名

住
神戸市長田区水笠通4-1-1ﾙｰﾀｽ水笠116
神戸市長田区水笠通4-1-1ﾙ-ﾀｽ水笠107
神戸市長田区水笠通4-1-1ﾙ-ﾀｽ水笠109
神戸市長田区水笠通4-1-1ﾙ-ﾀｽ水笠118
神戸市長田区水笠通4-2-6
神戸市長田区水笠通4-3-6
神戸市長田区水笠通4-5-2
神戸市長田区水笠通5-2-28
神戸市長田区水笠通5-7-8
神戸市長田区水笠通6-1-9
神戸市長田区水笠通6-4-4
神戸市長田区水笠通6-4-8-101
神戸市長田区水笠通り4-4-15
神戸市長田区御屋敷通2-3-10-1
神戸市長田区御屋敷通2-3-5
神戸市長田区御屋敷通2-5-8
神戸市長田区御屋敷通2-6-17
神戸市長田区御屋敷通2-6-17-2階
神戸市長田区御屋敷通3-1-30
神戸市長田区御屋敷通3-1番47
神戸市長田区御屋敷通4-1-6
神戸市長田区御屋敷通4-1-8
神戸市長田区御屋敷通5-1-17
神戸市長田区御屋敷通5-1-17
神戸市長田区御屋敷通5-1-17-101白川ﾏﾝｼｮﾝ
神戸市長田区御屋敷通5-1−17白川ﾏﾝｼｮﾝ105
神戸市長田区御屋敷通5-3-4
神戸市長田区御屋敷通5-4-7
神戸市長田区西代通1-5-8
神戸市長田区西代通2-1-2
神戸市長田区西代通3-12-4ｺﾄﾌﾞｷﾋﾞﾙ1階
神戸市長田区西代通4-2-4
神戸市長田区西台通3-2-6
神戸市長田区戸崎通3-11-6-101
神戸市長田区戸崎通3-8-1ｵ-ﾅ-ｽﾞ板宿ﾋﾞﾙ2階
神戸市長田区山下町1-1-1
神戸市長田区山下町2-1-2

所

店
ｶﾗｵｹ喫茶ﾙ･ﾊﾟﾝ
三代目ひらのや
お好み焼き ふる里
長田平安会館
お弁当､お惣菜 ひろせ
美豚
お好み焼き めぐみ
ｷｯﾁﾝ-ｲｸﾞ
ｶﾗｵｹﾊﾞｰ槐
多幸八すし

舗

名

住
神戸市長田区庄山町2-1-24
神戸市長田区平和台町1-1-2
神戸市長田区西山町3-3-10
神戸市長田区西山町4-12-18
神戸市長田区鶯町3-4-8
神戸市長田区大日丘町1-3-18
神戸市長田区大日丘町1-3-19
神戸市長田区西丸山町1-14-6今井ﾋﾞﾙ1F
神戸市長田区西丸山町2-14-6BF
神戸市長田区檜川町1町目9-6

所

