店
きっちんCOCOMO
ｺﾆｼ酒販 市役所前店
居酒屋 さくら
焼肉 中村
lithium
薩摩郷土料理 割烹 結
串ｶﾂ田中 尼崎東七松店
和らか食堂
くら寿司東七松店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 立花ｼﾞｮｲﾀｳﾝ店
絆
萬衆屋
駄菓子屋ﾊﾞｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ
茂八
Cafeya sun
BAR PIGGY'S
ﾗｳﾝｼﾞとも江
GRACE
つくねやﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
隠れ家bar R
お好み焼き&鉄板焼 WAKE
富士屋
おすいち
ﾗｳﾝｼﾞ瀬戸
星屋
浜焼太郎立花駅前店
八剣伝立花駅南店
花いちもんめ
酒場ﾊﾝちゃん
VII-BAL
和酒炭火つたや
ｽﾅｯｸじゅね
中華ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ白川
Cafe Holo i Mua
ｶﾗｵｹ喫茶さっちゃん
由美
立ち呑み処 ことり

舗

名

住
尼崎市東七松町1-15-21
尼崎市東七松町1-16-1
尼崎市東七松町1-9-20-101
尼崎市東七松町1-9-20-105
尼崎市東七松町1-9-24
尼崎市東七松町1-9番20号ｱｳﾚﾘｱｺ-ﾄ104号室
尼崎市東七松町2-4-30
尼崎市東七松町2-4-32
尼崎市東七松町2-4-35
尼崎市七松-1-1-1
尼崎市七松-1-9-22
尼崎市七松町1-10-4K.OTACHIBANAﾋﾞﾙ1F
尼崎市七松町1-1-10KTﾋﾞﾙ2階
尼崎市七松町1-1-1-102
尼崎市七松町1-1-1立花ｼﾞｮｲﾀｳﾝB1
尼崎市七松町1-12-27
尼崎市七松町1-13-26
尼崎市七松町1-13-29
尼崎市七松町1-19-16
尼崎市七松町1-19-19
尼崎市七松町1-20-13
尼崎市七松町1-2-1-108
尼崎市七松町1-2-1ﾌｪｽﾀ立花北館1F
尼崎市七松町1-3-1-108
尼崎市七松町1-3-1-122
尼崎市七松町1-3-1-130
尼崎市七松町1-3-1-134festaﾀﾁﾊﾞﾅ南館ｳｴｽﾄ
尼崎市七松町1-3-1-139ﾌｪｽﾀ立花南館1階
尼崎市七松町1-3-1-151号室
尼崎市七松町1-3-1-223B
尼崎市七松町1-3-1ﾌｪｽﾀ立花南館141
尼崎市七松町1-8の18の2階
尼崎市七松町2-1-12-101
尼崎市七松町2-1-12-201
尼崎市七松町2-1-4頭山ﾋﾞﾙ101
尼崎市七松町2-1-4頭山ﾋﾞﾙ2階
尼崎市七松町2-2-15

所

店
BAR Y2
おふくろの味 さっちゃん
Ra (ﾗｰ)
ｶﾗｵｹ久美
ｶﾗｵｹ徳
大衆酒場 一力
ｶﾗｵｹ誠
ｶﾗｵｹ喫茶 竹
ﾅﾏｽﾃﾅﾝ&ｶﾚｰﾊｳｽ
ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾌｫﾙﾄｩｰﾅ
ｶﾗｵｹ唯花
TRATTRIA BOSCO ﾄﾗｯﾄﾘｱﾎﾞｽｺ
ｷｯﾁﾝﾊｳｽがんちゃん
ｶﾗｵｹ うらら
酒楽食処 杉作
焼肉満月
立ち飲み処牧商店
喫茶 愛佳
琉球dining あしびな~
焼肉ひじり
慶州
立吞み処 首里
115
韓国料理釜山
焼肉一休
ｽﾅｯｸ RYO
night Bar 紫音
ﾗｳﾝｼﾞ EXCEED
立花家
Bar Beta
GRAND ROSE
K
ｶﾗｵｹ喫茶ｼﾞｮｲﾌﾙ
よってこ屋まっちゃん
串ｶﾂ専門店あさひ立花店
SANG
東京ﾎﾙﾓﾝ3世

舗

名

住
尼崎市七松町2-2-20
尼崎市七松町2-2-20
尼崎市七松町2-4-17 ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ光F1南
尼崎市七松町2-4-17ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ光p2F
尼崎市七松町2-4の17の101
尼崎市七松町3-12₋10
尼崎市七松町3-1-26
尼崎市七松町3-1-26-104
尼崎市七松町3-12の12
尼崎市七松町3-13-14
尼崎市七松町3-2-11
尼崎市七松町3-2-17
尼崎市七松町3-22-14
尼崎市七松町3-2-91F西側
尼崎市七松町3-3-15宮本ﾋﾞﾙ-A
尼崎市七松町3-3-15宮本ﾏﾝｼｮﾝ一階
尼崎市七松町3-4-10
尼崎市七松町3-6-14
尼崎市七松町3-7-11庄司ﾏﾝｼｮﾝ101
尼崎市七松町3-7-11庄司ﾏﾝｼｮﾝ1F
尼崎市七松町3-7-12
尼崎市七松町3丁目1-26
尼崎市南七松町2-28
尼崎市西立花2-4-5
尼崎市西立花町1-12-18
尼崎市西立花町1-1-3
尼崎市西立花町１－１－３
尼崎市西立花町1-1-36B
尼崎市西立花町1-1-3ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ1F
尼崎市西立花町1-1-3ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ4FB
尼崎市西立花町1-1-3ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ5A
尼崎市西立花町1-1-3ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ5F
尼崎市西立花町1-15-10
尼崎市西立花町1-15-4
尼崎市西立花町1-1ｼｬﾙﾑ橘1F
尼崎市西立花町1-2-10-3F
尼崎市西立花町1-2-10錦平ﾋﾞﾙ1F

所

店
ｶﾗｵｹ 音
居酒屋 翔
ｶﾗｵｹK☆S
ﾆｭｰﾄﾞﾙﾌｨﾝ
焼肉 日出安
たこまる立花店
酒房 よしむら
韓式居酒屋ｱｯﾊﾟ
居酒屋 いっぽ
海鮮工房うに
旨美
お好み焼き鉄板焼すに
お食事処 すがちゃん
ラウンジ 江藤
CECIL
大阪黒船屋尼崎店
焼肉たちばな
居酒屋 ﾊﾞﾍﾞﾙ
沖縄料理 ゆがふ
まんだら家
やなぎ
ｶﾗｵｹ喫茶ﾎﾞﾝ
彩り料理 白和
居酒屋 たいちゃん
ｶﾗｵｹあまくさ
味ごよみ はらやま
ｶﾞｽﾄ尼崎立花
ｶﾗｵｹ新
味ごよみ
ｶﾗｵｹ ﾏｰﾁ
高麗飯店
ｽｼﾛｰ尼崎大庄店
福助小判屋
和ちゃん
酒処月あかり
ｶﾗｵｹ ｱﾀﾞﾝ
カラオケ こすもす

舗

名

住
尼崎市西立花町1-9-11
尼崎市西立花町1-9-11
尼崎市西立花町2-1-1 105
尼崎市西立花町2-1-1-102
尼崎市西立花町2-1ー6
尼崎市西立花町2-1-1一富士ﾏﾝｼｮﾝ101
尼崎市西立花町2-17-40
尼崎市西立花町2-1-8-101
尼崎市西立花町2-1-8116号
尼崎市西立花町2-1-8-603
尼崎市西立花町2-1-8ﾃﾞｭｵ立花117
尼崎市西立花町2-1番1-103号
尼崎市西立花町2-31-57
尼崎市西立花町2-4-3
尼崎市西立花町2の2の15
尼崎市西立花町3-16-57
尼崎市西立花町3-18-1
尼崎市西立花町3-9-20
尼崎市西立花町4-14-18
尼崎市西立花町4-8-2
尼崎市西立花町5-8-6
尼崎市西立花町5-8の6
尼崎市稲葉元町2-16-17
尼崎市稲葉元町3-22-10
尼崎市浜田町2-69安田ﾋﾞﾙ101
尼崎市浜田町2-88-7
尼崎市浜田町3-74
尼崎市浜田町3-90
尼崎市浜田町4-68-2
尼崎市大庄北19-7-202号
尼崎市大庄北2-1-16
尼崎市大庄北4-10-33
尼崎市大庄北4-11-6
尼崎市大庄北4-14-2
尼崎市大庄北4-14-7
尼崎市大庄北4-14-8
尼崎市大庄北４-19-7 2F

所

店

舗

ｶﾗｵｹ道
ｶﾗｵｹ ﾗﾌﾞｼｬﾄｰ
ﾅｲﾄｲﾝ白州
ｶﾗｵｹ夢
ｽﾃｰｷﾘﾊﾞｰﾍﾞ 尼崎西大島店
live spot KURA
ﾗｳﾝｼﾞK
立ち呑み 酔ってって
居酒屋 ゆうちゃん
ｶﾗｵｹ とまと
ふな定
おばんざい庵
ﾃﾞｨｰﾊﾞ
ｶﾌｪ｡ｱﾝ.ﾄﾞｰﾙ
And BAR
ｶﾗｵｹ あじさい
喫茶&ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ｡ﾗﾋﾞｱﾝ
お好みよしぼう
ｶﾗｵｹ｡ｱｲ
松屋ﾌｰｽﾞR武庫川店
居酒屋百菜
焼肉 牡丹峰
ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ 関西ろうさい病院店
ﾚｽﾄﾗﾝ花みず木
ﾗｳﾝｼﾞ ｱﾓｰﾚ
酒処れん
ｽﾅｯｸすいか
喫茶･ｶﾗｵｹ松和
喫茶 ｶﾗｵｹ KAYO
とり福
くまちゃん
ｶﾗｵｹ喫茶どれみ
丸亀製麺尼崎浜田店
喫茶ｽﾅｯｸよりみち
ｱﾊﾞｰｽ
KATERINE
ｶﾗｵｹ くるみ

名

住
尼崎市大庄北4-19-7-101
尼崎市大庄北4-19-7GWﾋﾞﾙ105号
尼崎市大庄北4-19-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｽﾞ401
尼崎市大庄北4-19-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ302
尼崎市大庄北4-23-27
尼崎市大庄北4-23-272F
尼崎市大庄北4-23-35北川ﾋﾞﾙ102
尼崎市大庄北4-4-13
尼崎市大庄北4-7-3
尼崎市大庄北4-9-10
尼崎市大庄北4-9-11
尼崎市大庄北4-9-7
尼崎市大庄北4-9-7
尼崎市大庄北4の3の1の103
尼崎市大庄北5-15-13ｵ-ｼﾏﾋﾞﾙ201号
尼崎市大庄北5-22-12
尼崎市大庄北5-26-16
尼崎市大庄北5-7-18
尼崎市大庄北5丁目26-16
尼崎市稲葉荘1-14-5
尼崎市稲葉荘1-2-11
尼崎市稲葉荘1-4-11
尼崎市稲葉荘3-1-69
尼崎市稲葉荘3-1-69関西労災病院1階
尼崎市崇徳院1₋27₋3
尼崎市崇徳院1-27-5
尼崎市崇徳院2-109-5
尼崎市崇徳院2-115-5
尼崎市崇徳院2-79-5
尼崎市崇徳院2-83-5
尼崎市崇徳院2-91-4
尼崎市崇徳院3-43-3
尼崎市大庄川田町77
尼崎市琴浦町107
尼崎市琴浦町20
尼崎市大庄中通1-94
尼崎市大庄中通2-64-1豊ﾏﾝｼｮﾝ101

所

店
ちばりよ～
お好み焼き ひょうたん島
居酒屋 隠れ家 的
BBQ酒場 はっぴぃ~ぷれいす
でいご
鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞまさおか
らｰめん 三吉
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線武庫川店
木曽路武庫川店
合同会社 ﾗｰﾒﾝ虎一番
びんちょ
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵﾗｲﾑﾗｲﾄ
一品料理 蓮
割烹 甲武荘
カラオケ喫茶ゆり
信ちゃん
立ち呑み 酒豪
すし､小料理､たつ美
A&K
中華料理 大福軒
お好み焼き おばんこばん
しちりん焼肉 若葉屋
やきとりﾋﾞｯｸﾞ
ﾋﾟﾉｷｵ
Darts&BarRoute66
西佐本店
お好み焼き 昌
居酒屋 ﾕﾘ
ｶﾗｵｹBanBan 尼崎大庄店
前田屋
お好み焼 むっちゃん
お好み焼き さくま
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ風恋人
神戸牛 炭火焼肉 大島屋
中島南店
B ar
PIG
ｶﾗｵｹ喫茶ｶﾓﾒ

舗

名

住
尼崎市大庄中通２-６４番１号大林大庄ビル１０１号
尼崎市大庄中通2-69-5
尼崎市大庄中通3-4-4-1F
尼崎市大庄中通3-79-2
尼崎市大庄中通3-79-2
尼崎市大庄中通5-3
尼崎市大島1-11-28
尼崎市大島1-12-16
尼崎市大島1-12-25
尼崎市大島1-2-3松山ﾋﾞﾙ
尼崎市大島1-2-3松山ﾋﾞﾙ1F
尼崎市大島1-24-522階
尼崎市大島1-4-1
尼崎市大島2-35-24
尼崎市大島3-1-21
尼崎市大島3-19-11
尼崎市大島3-19-12
尼崎市大島3-19-13
尼崎市大島3-19-14
尼崎市大島3-19-16
尼崎市大島3-19-17
尼崎市大島3-40-10
尼崎市大島3-40-9
尼崎市大庄西2-18-21
尼崎市大庄西町1-10-17ﾚﾌｧｲﾝﾄﾞ武庫川1階
尼崎市大庄西町1-3-16
尼崎市大庄西町1-4-22
尼崎市大庄西町1-4-24
尼崎市大庄西町2-20-41
尼崎市大庄西町2-23-9
尼崎市大庄西町4-24-3
尼崎市大庄西町4-5-1
尼崎市大庄西町4-5-1
尼崎市大庄西町4-5-7
尼崎市大庄西町4-8-16
尼崎市蓬川町10-15
尼崎市蓬川町15

所

店

舗

光寿司
蓬川温泉みずきの湯 1F ﾚｽﾄﾗﾝ
蓬川温泉みずきの湯2F 軽食ｺｰﾅｰ
友衛
おおした
DILKHUS (ﾃﾞｨﾙｸｽ)
たちのみや きよか
のぞみ食堂
まるちゃんうどん
中華そば阪神軒
ﾔﾏｻﾞｷYｼｮｯﾌﾟ
道意婦人会
多幸焼き
ｶﾚｰ屋さん
丸久
大庄中央社会福祉連絡協議会
ｾﾝﾌﾟﾙﾋﾟｱ売店
大梁屋
水仙
居酒屋 狸
鉄板焼きへそ家
のび田
福丸ﾗｰﾒﾝ
一心ﾗｰﾒﾝ
居酒屋 安
串焼き･丼屋 昭和の風 喜一
たこやき屋ふくろう
喫茶 道
夢庵 尼崎道意
ｶﾞｽﾄ尼崎道意
ｸｵｰﾚ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞBAR RINRIN
ｶﾗｵｹ ｹｲﾁｬﾝ
ｶﾗｵｹ 遊
勝太郎
居酒cafeたけ
ｽﾅｯｸ ｷﾐ

名

住
尼崎市蓬川町16₋2
尼崎市蓬川町295-3
尼崎市蓬川町295-3
尼崎市蓬川町4-11
尼崎市蓬川町9-2
尼崎市水明町1-1
尼崎市水明町1-1
尼崎市水明町1-199
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199₋1
尼崎市水明町199-1(駅構内)
尼崎市水明町2
尼崎市水明町36
尼崎市道意町4-26-13
尼崎市道意町1-11
尼崎市道意町1-48-17
尼崎市道意町1-49
尼崎市道意町1-49-1
尼崎市道意町3-7
尼崎市道意町3-7
尼崎市道意町5-38-4
尼崎市道意町6-29-6
尼崎市道意町7-1
尼崎市道意町7-1AMADoｵ-ﾄ
尼崎市武庫川町2-11-8
尼崎市武庫川町2-46-2
尼崎市武庫川町2-67-1武庫川巴第2ﾋﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ101
尼崎市武庫川町3-13
尼崎市武庫川町3-13-3
尼崎市武庫川町3-16-2
尼崎市武庫川町3-29-6

所

店

舗

北京亭
食彩居酒屋 心暖
ﾏﾙｲ寿司
楽食酒間 鼓々家
お好みﾊｳｽ 上石
居酒屋 都和
ﾌﾟﾘﾃｨｰ 熊本
お好み焼き どんぐり
ﾏﾝﾏﾐｰﾜ
活ふぐ料理うえ島
博多とんこつらぁめん･串揚げ 串むら
居酒屋やま
喫茶 くすのき
こだまちゃん
居酒屋 まっちゃん
ﾑｰﾝﾗｲﾄ
喫茶千明
Leo
天寿
中島商店
お食事処志波
七代目漁師町酒場 尼崎•元浜店
どんぶり丸
R&BQ
居酒屋 喜界
ｽﾅｯｸ ひまわり
寿司安
立ち飲み処 祥福
ｽﾅｯｸ ﾄﾄﾞ
やきとりまさや JR尼崎東店
居酒屋みやび
焼肉きんぐ尼崎長洲店
ｶﾗｵｹ喫茶 ほほえみ
たなか
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ ten karat
やきとり喜三太
響屋

名

住
尼崎市武庫川町3-37
尼崎市武庫川町3-4
尼崎市武庫川町3-5
尼崎市武庫川町3-56
尼崎市武庫川町3-74
尼崎市武庫川町3-74-5
尼崎市武庫川町3-74-6ﾘﾊﾞ-ﾊｲﾂ101
尼崎市武庫川町4-1
尼崎市武庫川町4-14-1
尼崎市武庫川町4-24
尼崎市武庫川町4-24ﾆﾙヴｧ-ﾅ203
尼崎市武庫川町4-8
尼崎市武庫川町4の12
尼崎市元浜町1-4
尼崎市元浜町2-61-6
尼崎市元浜町2-74
尼崎市元浜町2-75-1
尼崎市元浜町3-1
尼崎市元浜町3-12-3
尼崎市元浜町4-3
尼崎市元浜町4-74−3
尼崎市元浜町4-76-2
尼崎市元浜町5-66-2
尼崎市末広町1-2-1尼崎ﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ練習場内
尼崎市長洲東通1-3-27
尼崎市長洲中通1-1-21
尼崎市長洲中通1-12-18
尼崎市長洲中通1-1-21清川ﾏﾝｼｮﾝ102
尼崎市長洲中通1-1-21清川ﾏﾝｼｮﾝ107
尼崎市長洲中通1-1-41
尼崎市長洲中通1-6-16
尼崎市長洲中通3-24-37
尼崎市長洲中通3-3-28
尼崎市長洲本通1-12-1
尼崎市長洲本通1-16-19
尼崎市長洲本通1-16-20
尼崎市長洲本通1-16-21

所

店
燈台
焼肉味苑
鳥ﾒﾛJR尼崎南口店
さかなや道場 JR尼崎南口店
将
炭火焼鳥 鶏秀
麺舎 ﾋｹﾞｲﾇ
創作料理 けんけん
杏拾亭
酒房きさらぎ
OTTO CERVO
宵の肴 なか家
小料理 絹香
ｶﾗｵｹつどい
遊縁
食" ぐう
BAR aja
魚処 ひろ
やまもと吉
ﾄﾄﾛ
淡海
ﾀﾅｶ食堂
おやつのｱﾄﾘｴりｰる
うし寅 尼崎店
炭火焼肉 寿門
阪神平安祭典会館
3匹の子ぶた
お好み焼き こばやし
ﾎﾟｹｯﾄﾋﾟｴﾛ
あわじ食堂
串揚げ梵
ｶﾗｵｹﾋﾞｸﾄﾘｰ
居酒屋 美吉
ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ酒場SAWA
お好み焼き 杏
Salon de Lounge ALWAYS
ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾃﾞﾘｶﾃｯｾﾝ ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ

舗

名

住
尼崎市長洲本通1-3-1
尼崎市長洲本通1-3-1川端ﾋﾞﾙ2F
尼崎市長洲本通1-4-2
尼崎市長洲本通1-4-2ﾚｼﾞｭ-ﾙｱｯｼｭ尼崎駅前2階
尼崎市長洲本通1-7-5
尼崎市長洲本通1-7-5-102
尼崎市長洲本通1-7-5ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ1F
尼崎市長洲本通1-7-7106
尼崎市長洲本通1-7-7六甲ﾊｲﾂ102
尼崎市長洲本通1-7-7六甲ﾊｲﾂ108
尼崎市長洲本通1-7-7六甲ﾊｲﾂ110
尼崎市長洲本通1-7-7六甲ﾊｲﾂ111号
尼崎市長洲本通1-7-7六甲ﾊｲﾂ111号
尼崎市長洲本通1-9-28
尼崎市長洲本通1-9-28
尼崎市長洲本通2-1-7
尼崎市長洲本通2-9-53
尼崎市北大物町15-6
尼崎市西長州町2-12-8
尼崎市西長洲町1-2-40
尼崎市西長洲町2-13-5松岡ﾋﾞﾙ105号
尼崎市西長洲町2-2-43
尼崎市西長洲町2-28-81F
尼崎市西長洲町3-1-1
尼崎市西長洲町3-6-1
尼崎市西長洲町3-7番7号
尼崎市金楽寺町1-3-6
尼崎市金楽寺町2-20-16
尼崎市金楽寺町2-35-11
尼崎市金楽寺町2-36-11
尼崎市金楽寺町2-36-11
尼崎市金楽寺町2-36-12
尼崎市長州西通1-1-19
尼崎市長州西通1-2-23
尼崎市長州本通1-16-10
尼崎市長州本通1-3-1-2F
尼崎市長州本通2-2-1

所

店
肉処 一幸
へそ亭
炭火焼肉GYUｰ
すし雅
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝshubidubi
酒処きずな
済州
しょう菜
やきとりまさや JR尼崎西店
骨付鳥 博多水炊き 大和
万両
千年の宴JR尼崎駅南口駅前店
居酒屋YOU家
炉ばた
ｶﾗｵｹ喫茶 ｽﾀｼﾞｵｷｮｳｶ
りとるｷｯﾁﾝ
藍
蟻の家
酒舛
Casual Bar YAWN
This
甘露園
笑う門には麺来たる
やお萬
Mya house
ｶﾗｵｹ ﾊﾟﾝﾀﾞ
珈人 杭瀬店
ｶﾗｵｹｵｰ
呑み処ささき
よつ葉
串正
たこ焼酒場たこゆき
歌心
とり秀
ﾋﾞｰｽﾞ
ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ料理ﾏｰﾔﾏﾏﾀ
ダーツ&カラオケbarミツバチ

舗

名

住
尼崎市長洲西2-2-2
尼崎市長洲西通1-1-16
尼崎市長洲西通1-1-17
尼崎市長洲西通1-1-17
尼崎市長洲西通1-1-18
尼崎市長洲西通1-1-18
尼崎市長洲西通1-1-20
尼崎市長洲西通1-1-9
尼崎市長洲西通1-2-1
尼崎市長洲西通1-2-21
尼崎市長洲西通1-2-24
尼崎市長洲西通1-2JR尼崎駅前ﾋﾞﾙ1階
尼崎市長洲西通1-3-21ｴﾇｲ-ﾜ-ﾙﾄﾞ尼崎1F
尼崎市長洲西通1-3-25
尼崎市常光寺1-4-2
尼崎市常光寺3-6-1-102号室
尼崎市常光寺3-6-1-118市営常光寺改良住宅
尼崎市堂光寺2-12-17
尼崎市今福1-1-28-105
尼崎市今福2-1-5
尼崎市杭瀬本町1-10-6
尼崎市杭瀬本町1-1-1ﾖｯﾃ杭瀬一階
尼崎市杭瀬本町1-17-3
尼崎市杭瀬本町1-17-9
尼崎市杭瀬本町1-19-12
尼崎市杭瀬本町1-19-14
尼崎市杭瀬本町1-1番1号ﾖｯﾃ杭瀬2階
尼崎市杭瀬本町1-20-11
尼崎市杭瀬本町1-20-11
尼崎市杭瀬本町1-20番11号
尼崎市杭瀬本町1-2-1
尼崎市杭瀬本町1-2-2
尼崎市杭瀬本町1-26-13
尼崎市杭瀬本町1-4-5
尼崎市杭瀬本町1-9-13
尼崎市杭瀬本町1の10の5
尼崎市杭瀬本町2-11-7

所

店
お食事処 駒川
Heidi
紫菜野
やきとりまさや 杭瀬店
喫茶｢英國館｣
ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾌｼﾞﾅｶﾞ
ｺﾝﾄﾞｳ珈琲店
Le CHIC
司光
ｽﾅｯｸちこ
ｽﾅｯｸ ﾍﾌﾞﾝ
ｻﾌﾗﾝ
立呑み はんぶんこ
串かつうん
鮨 弥さか
冬馬
ｽﾅｯｸこころ
尚
来夢来人
愛国
cafe&bar N★styLe
いちたけ
酒楽
からあげ専門店つばさ
寅吉
たこ政
おきがる酒場のんき
成田屋
cafe PENNY LANE
居酒屋 大車輪
にぎり長次郎杭瀬店
ｶﾗｵｹ茶屋おれんじ
喫茶 珈論琲亜
花唄
あたた
呑み処 でべそ
鉄板焼き屋ﾐﾂﾊﾞﾁ

舗

名

住
尼崎市杭瀬本町2-11-9
尼崎市杭瀬本町2-12-16
尼崎市杭瀬本町2-12-17
尼崎市杭瀬本町2-1-3
尼崎市杭瀬本町2-16-4
尼崎市杭瀬本町2-18-1
尼崎市杭瀬本町2-18-2
尼崎市杭瀬本町2-1-8-305号
尼崎市杭瀬本町2-1-8-402
尼崎市杭瀬本町2-1-8-4F
尼崎市杭瀬本町2-1-8ｽｳｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ501号
尼崎市杭瀬本町2-20-1
尼崎市杭瀬本町2-2-22
尼崎市杭瀬本町2-3-8ﾒｿﾞﾝｼﾉﾊﾗ102号
尼崎市杭瀬本町2-8-16
尼崎市杭瀬本町3-1-31
尼崎市杭瀬本町3-1-59
尼崎市杭瀬本町3-1-59
尼崎市杭瀬本町3-1-64
尼崎市杭瀬本町3-1-76
尼崎市杭瀬本町3-1-76花谷ﾋﾞﾙ1階
尼崎市杭瀬本町3-2-22
尼崎市杭瀬本町3-2-32
尼崎市杭瀬本町3-2-35
尼崎市杭瀬本町3-2-36
尼崎市杭瀬本町3-2-4
尼崎市杭瀬本町3-3-53
尼崎市杭瀬本町3-3-53
尼崎市杭瀬本町3-6-13
尼崎市杭瀬本町3-6-14
尼崎市杭瀬本町3-6-21
尼崎市杭瀬本町3の1の76
尼崎市杭瀬北新町1-10－1
尼崎市杭瀬北新町1-1-2
尼崎市杭瀬北新町1-2-10
尼崎市杭瀬北新町1-8-18
尼崎市杭瀬北新町1-8-22

所

店

舗

彩花
ｽﾅｯｸ夢見
KAZU ﾀﾞｲﾔ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線尼崎店
食べ処 呑み処 鶴
ｽﾅｯｸ 司
きまぐれきっちん ままちゃん家
土佐
liquoR☆s
ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ ｱﾏｺﾞｯﾀ店
お食事処けん
やきとり大吉大物店
創作串かつ Stellar -ｽﾃﾗ居酒屋 わらく
cafe salon JAM
お好み焼 塚本
味園
居酒屋あんじゅ
ｻﾝちゃん
居酒屋山本
厨房酒場まるみ
酒の吉田家
千影
酒処むかい
さくっと いろは
居酒屋りか
たね寿し
ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ料理ﾍﾞﾄｶﾞﾄ
DiveBase&Cafe 海の家
ｶﾗｵｹ喫茶さくら
うおり
一会
恋まみ
喫茶ｸﾞﾘｰﾝ
ちょい呑み酒場ふく
KETTLE
鹿児島屋

名

住
尼崎市杭瀬北新町3-1-19
尼崎市杭瀬北新町3-3-13
尼崎市杭瀬北新町3-3-14
尼崎市抗瀬南新町4-1-22
尼崎市杭瀬南新町4-6-20
尼崎市大物町1-5-25
尼崎市大物町2-3-1
尼崎市北城内88-4-107
尼崎市西大物町12-41ｱﾏｺﾞｯﾀ1F
尼崎市西大物町12-41ｱﾏｺﾞｯﾀ3F
尼崎市西大物町2-7
尼崎市東大物町1-6-15
尼崎市東大物町2-6-20ARKﾋﾞﾙ1F
尼崎市築地3-1-1 築地本町住宅1号棟104
尼崎市築地1-3-12
尼崎市築地2-1-20
尼崎市築地3-1-1
尼崎市築地3-1-1-102築地本町住宅1号棟
尼崎市築地3-1-1-108
尼崎市築地４丁目1-3-105
尼崎市御園町29
尼崎市御園町30
尼崎市開明町1-21
尼崎市開明町1-21-1
尼崎市開明町1-22
尼崎市開明町1-52
尼崎市開明町1-52-16
尼崎市開明町2-8-1
尼崎市東桜木町44桜木ﾏﾝｼｮﾝ102
尼崎市西桜木町14-1中島ﾋﾞﾙ1階
尼崎市西御園町117
尼崎市西御園町118
尼崎市西御園町85
尼崎市建家町114-3
尼崎市建家町121
尼崎市建家町95
尼崎市玄番北之町21

所

店
ｺｰﾋｰﾊｳｽ あるる
居酒屋GORIPPA
YuriQ
SPICE CURRY WANTED
ﾆｭｰｶﾛﾝ
瓦ばん
呑殿下
Twin Bee
焼肉冷麺味楽園
ｷｯﾁﾝｶﾌｪ 旬
波平ｼﾞｮﾆｰ
お好み焼 偶 出屋敷店
出屋敷駅の下食堂まんてん
串カツ あさひ 出屋敷店
ｶﾗｵｹ 居酒屋けちけち
東雲(しののめ)
中華料理 平和樓
やきとり 鳥福
武庫川魚港 ことぶき食堂
萬来軒
ｽﾅｯｸ ﾏｺ
お好み焼き ちとせ
季節料理 近松
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ阪神出屋敷店
虎いち
鶏壱番隊(みつばち)
居酒屋 あそこのまがりかど
ｶﾗｵｹ喫茶 九官鳥
伊藤商店
近江寿司
旬味千菜蓮こん
Bam Boo Bar
串ｶﾂ ﾋﾛ
居酒屋喰炉酔 くろす
キャベツ焼き 元樹
ﾘﾄﾙｷｯﾁﾝかなちゃん
旬菜 一輪

舗

名

住
尼崎市南竹谷町
尼崎市南竹谷町1-3-13
尼崎市南竹谷町1-3-14
尼崎市南竹谷町1-40-9
尼崎市南竹谷町1-44-50
尼崎市南竹谷町1-54-10ｻﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ1F
尼崎市南竹谷町1-54-10ｻﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ1階
尼崎市南竹谷町1-54-3ｻﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ2階
尼崎市南竹谷町2-1
尼崎市南竹谷町2-21
尼崎市南竹谷町2-86-1
尼崎市南竹谷町2-86-1
尼崎市南竹谷町2-86-1ｱﾏﾄﾗ横丁内
尼崎市竹谷町1₋22₋7
尼崎市竹谷町1-13-9
尼崎市竹谷町1-21
尼崎市竹谷町1-21-16
尼崎市竹谷町1-22-14
尼崎市竹谷町2-183
尼崎市竹谷町2-183
尼崎市竹谷町2-183ﾘﾍﾞﾙ1F
尼崎市竹谷町2-183ﾘﾍﾞﾙB44
尼崎市竹谷町2-183ﾘﾍﾞﾙB51
尼崎市竹谷町2-23-2
尼崎市竹谷町2-35
尼崎市宮内町1-26-1
尼崎市宮内町1-36
尼崎市宮内町2-40-2
尼崎市宮内町2-44
尼崎市宮内町2-78
尼崎市宮内町2-81-1
尼崎市宮内町2-85
尼崎市北竹谷町1-6
尼崎市北竹谷町1-7-1
尼崎市昭和通7-234
尼崎市昭和通1-10-13
尼崎市昭和通1-10-13ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ

所

店
舗
家庭料理のお店 ひよし
れんとかけろま
和食の店 はしもと
JELLY ROLL APARTMENT
ごはん屋 茶や
お好み焼 おやじ
きてや尼崎店
じゅん亭
ｽｼﾛｰ尼崎昭和通り店
ﾘﾄﾙｿﾝｸﾞｽ かなちゃん
都ﾎﾃﾙ尼崎 貴布祢
ちょい呑み くにげ
中華料理五苑 尼崎店
都ﾎﾃﾙ尼崎 ｱｾﾞﾘｱ
都ﾎﾃﾙ尼崎 四川
都ﾎﾃﾙ尼崎 つのくに
ｻﾞ･ﾗｳﾝｼﾞ
ﾄｯﾌﾟ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｸﾘｽﾀﾙ
都ﾎﾃﾙ 尼崎 宴会場
和食 さくら
N-26
89
ｽﾅｯｸ ﾌｧﾝﾌｧﾝ
居酒屋きさら
ﾗｰﾒﾝ天下一
ﾐﾅちゃんのおいしいｼｰｼｬ屋さん
Lounge 107
大はま
香辛薬麺
KARMANN GHIA
Lounge いろは
sign
黒猫
お好み村
呑み処 夢
ふくみみ
C'est La Vie

名

住
尼崎市昭和通1-11-8
尼崎市昭和通1-1-6
尼崎市昭和通1-16-20
尼崎市昭和通1-18-3-1F
尼崎市昭和通1-18-31階
尼崎市昭和通1-18-6
尼崎市昭和通1-9-39
尼崎市昭和通1-9-40
尼崎市昭和通1-9-53
尼崎市昭和通2-1-17
尼崎市昭和通2-1-7
尼崎市昭和通2-3-21
尼崎市昭和通2-6-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通2-7-1
尼崎市昭和通3-95ｱﾏｯｸｽﾋﾞﾙB1F
尼崎市昭和通4-118-111
尼崎市昭和通4-118-112
尼崎市昭和通4-118ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ114号
尼崎市昭和通4-118ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽB1
尼崎市昭和通4-118ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽB1
尼崎市昭和通4-118ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ尼崎109
尼崎市昭和通4-118番ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ104号
尼崎市昭和通4-124
尼崎市昭和通4-124
尼崎市昭和通4-1285F
尼崎市昭和通4-130ｽﾃﾗﾋﾞﾙ4F
尼崎市昭和通4-130ｽﾃﾗﾋﾞﾙ6F
尼崎市昭和通4-58
尼崎市昭和通5-187-4
尼崎市昭和通6-134清国中央ﾋﾞﾙ1階
尼崎市昭和通6-212-105
尼崎市昭和通6-212-201

所

店
ｽﾅｯｸ 花林
たこ焼き酒BAR TKB-Z
marimo
Ray
春美 ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ
駄菓子屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞぶｰびｰぶｰ
ｼｮｯﾄﾊﾞｰOz
salon de mimosa
ﾐﾙｷｰｳｪｲ
Snack Bar カトリーナ
ﾊﾟﾊﾟのｶﾚｰ
勝と丈
りある
一兆
吉野家 尼崎昭和通店
焼肉五苑尼崎店
ｶﾗｵｹ喫茶ｱﾐｰｺﾞ
ELEGANTLOUNG風人
キラリン
ﾗｳﾝｼﾞ秋
A+LINE
FUZ
Bar Vicky 阪神尼崎店
BAR Boo69
愛する虎
BAKCHOSS(ﾊﾞｯｸｽ)
羽菜
ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ YOU
Q倶楽部
直送お肉の酒菜処 あ･うん
直送お肉の酒菜処あ.うん
和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞきぬ川
FoodBarDonya (呑屋)
ﾗｳﾝｼﾞTOSHIKO
居酒屋おやじくん
新羅
麻雀 勝

舗

名

住
尼崎市昭和通6-212-202
尼崎市昭和通6-212-308
尼崎市昭和通6-212-405
尼崎市昭和通6-212407号
尼崎市昭和通6-212ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ尼崎106号
尼崎市昭和通6-212ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ尼崎207
尼崎市昭和通6-212ｽｳｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ203
尼崎市昭和通6-212ｽｳｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ401
尼崎市昭和通6-212ｽｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ尼崎303号
尼崎市昭和通6丁目212 スウィングプラザ3階
尼崎市昭和通7-236-3
尼崎市昭和通7-250
尼崎市昭和通7-251
尼崎市昭和通7丁目234
尼崎市昭和通8-270-1
尼崎市昭和通8-279-4
尼崎市昭和通9-336-13-1F
尼崎市昭和通り4-130ｽﾃﾗﾋﾞﾙ5F
尼崎市昭和南通4-68
尼崎市昭和南通3-12-104
尼崎市昭和南通3-12-2-204
尼崎市昭和南通3-12-2ｻｲｼｬｲﾊｲﾂ2F
尼崎市昭和南通3-12-2ﾊｲﾂｻﾝｼｬｲﾝ101
尼崎市昭和南通3-16
尼崎市昭和南通3-16-4F
尼崎市昭和南通3-16ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ1B
尼崎市昭和南通3-16ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ2階
尼崎市昭和南通3-7-4
尼崎市昭和南通3-8
尼崎市昭和南通4-30尼崎ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
尼崎市昭和南通4-30-尼崎ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
尼崎市昭和南通4-31
尼崎市昭和南通4-31
尼崎市昭和南通4-31
尼崎市昭和南通4−31
尼崎市昭和南通4-31-1F
尼崎市昭和南通4-31-4

所

店
韓国料理ほっぺ
Naomi
ﾛﾏﾝ
ｽﾅｯｸ千織
寧楽
たこ焼きｱﾝﾄﾞﾊﾞｰｵｸﾄﾊﾟｽ
焼肉Dining Tesu
ｶﾉﾝ
BAR( )ｶｯｺ
ｽﾅｯｸ博美
鉄板酒場ひさちゃん
旬ご飯 千
ｽﾅｯｸ貴ら
ﾗｳﾝｼﾞｽﾏｲﾙ
Dyma
大長今
酒処 和
旬 久津見
韓国料理Newよつば
BAR BIJA
やっこさん
いい人たち
ﾗｳﾝｼﾞ騎士
Bell Flower
のんで歌える店 しばや
S ｴｽ
ﾗｳﾝｼﾞ 婉蓉
ふうりん
雫庵
佳子yoshiko
居酒屋たぬき
mayu
ｽﾅｯｸﾗｳﾝｼﾞACE
Lounge有香
BAR So good
Paseo
ﾗｳﾝｼﾞ志

舗

名

住
尼崎市昭和南通4-31ｶｼｵﾋﾞﾙ1F
尼崎市昭和南通4-31-ﾏﾂﾔﾋﾞﾙ201
尼崎市昭和南通4-31ﾏﾂﾔﾋﾞﾙ203
尼崎市昭和南通4-31ﾏﾂﾔﾋﾞﾙ2階
尼崎市昭和南通4-34
尼崎市昭和南通4-35
尼崎市昭和南通4-36
尼崎市昭和南通4-39Leesﾋﾞﾙ501
尼崎市昭和南通4-39尼崎Leesﾋﾞﾙ201
尼崎市昭和南通4-39尼崎ﾘ-ｽﾞﾋﾞﾙ301
尼崎市昭和南通4-43
尼崎市昭和南通4-43T-CUBE1-C
尼崎市昭和南通4-43T-CUBE1F
尼崎市昭和南通4-44-100ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ1F
尼崎市昭和南通4-44ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ103
尼崎市昭和南通4-44ﾀﾞｲﾜﾊﾟﾚｽ尼崎101号
尼崎市昭和南通4-44番ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ尼崎108号
尼崎市昭和南通4-52ｱﾗｲﾋﾞﾙ1F
尼崎市昭和南通4-52番新井ﾋﾞﾙ1-2
尼崎市昭和南通4--55-21階
尼崎市昭和南通4-57-2ﾛｲﾔﾙｱ-ｸﾊﾟﾚｽ4F
尼崎市昭和南通4-57-2ﾛｲﾔﾙｱ-ｸﾊﾟﾚｽ6F
尼崎市昭和南通4-57-2ﾛｲﾔﾙｱ-ｸﾋﾞﾙ5F
尼崎市昭和南通4-58
尼崎市昭和南通4-58-203
尼崎市昭和南通4-58-2ｴｲｹﾝﾋﾞﾙ4階
尼崎市昭和南通4-58-2ｴｲｹﾝﾋﾞﾙ5
尼崎市昭和南通4-58-2ｴｲｹﾝﾋﾞﾙ7F
尼崎市昭和南通4-58-4ｴｲｹﾝﾋﾞﾙ1階
尼崎市昭和南通4-58Ki-2ﾋﾞﾙ207
尼崎市昭和南通4-58KT-2B1
尼崎市昭和南通4-58KT-2B1
尼崎市昭和南通4-58KT-2ﾋﾞﾙ101
尼崎市昭和南通4-58KT-2ﾋﾞﾙ202
尼崎市昭和南通4-58KT-2ﾋﾞﾙ206
尼崎市昭和南通4-58KT2ﾋﾞﾙ地下1階
尼崎市昭和南通4-58KT-2ﾋﾞﾙ地下1階

所

店
ｶｳﾝﾀｰbar 麦
JUN
百合
ﾘｯﾌﾟ
ﾗｳﾝｼﾞ旬
ｽﾅｯｸ花梨
Calla
ﾗｳﾝｼﾞ ﾋﾞｷﾞﾝ
ひで八
ｶﾗｵｹｻﾊﾟｰひろし
My HOUSE
JJ
ﾐｿﾝ
LoungeASH
ﾗｳﾝｼﾞY's
ｼｪﾙﾀﾞﾝ
ふくみみ ぶらっく
ｴﾝﾄﾞﾚｽ
らりるれろ
Roots
日本橋 ごーるどカフェ
ﾌﾚﾝﾄﾞﾊｳｽぬｰぼｰ
ﾗｳﾝｼﾞ 英
ｻﾗｲ
らびなす
天手古舞
尼ｽﾎﾟ ｼﾞｮﾆｰ
ｽﾅｯｸ千寿
ｷﾗﾘﾝ
Snak 宣子
ﾗｳﾝｼﾞ千恵
BAR AND DINER TAKUZO
ﾏｲｼｬﾄｳ
ﾗｰﾒﾝ大戦争尼崎店
MIXぴろ子
snackのん
ﾄﾚﾋﾞｱｰﾝ本店

舗

尼崎店

名

住
尼崎市昭和南通4-58KTﾋﾞﾙ2F
尼崎市昭和南通4-59-1-401
尼崎市昭和南通4-59-4F
尼崎市昭和南通4-59-4F
尼崎市昭和南通4-59V1ﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ3F
尼崎市昭和南通4-59V1ﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ4階
尼崎市昭和南通4-59V1ﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ三階
尼崎市昭和南通4-62
尼崎市昭和南通4-62
尼崎市昭和南通4-63
尼崎市昭和南通4-63 ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ尼崎201
尼崎市昭和南通4-63-5GWﾊｯﾋﾟ-ﾌﾟﾗｻﾞ205
尼崎市昭和南通4-63-7-101
尼崎市昭和南通4-63-7昭和南四番館ﾋﾞﾙ4F
尼崎市昭和南通4-63-7昭和南通四番館202
尼崎市昭和南通4-63GWﾋﾞﾙ2F
尼崎市昭和南通4-63GWﾋﾞﾙ305
尼崎市昭和南通4-63ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ302
尼崎市昭和南通4-63ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ7F
尼崎市昭和南通4-63昭和南四番館ﾋﾞﾙ1F
尼崎市昭和南通4-63番ハッピープラザ106号室
尼崎市昭和南通4-65-103
尼崎市昭和南通4-67ｵｽﾛﾋﾞﾙ2階
尼崎市昭和南通4-67ｵｽﾛﾋﾞﾙ301
尼崎市昭和南通4-67ｵｽﾛﾋﾞﾙ302
尼崎市昭和南通4-67ｵｽﾛﾋﾞﾙ303
尼崎市昭和南通4-68
尼崎市昭和南通4-68
尼崎市昭和南通4-68
尼崎市昭和南通4-68.3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ501
尼崎市昭和南通4-68-17-1F
尼崎市昭和南通4-68-18
尼崎市昭和南通4-68-21
尼崎市昭和南通4−68−3
尼崎市昭和南通4-68-3-8階
尼崎市昭和南通4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ602
尼崎市昭和南通4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ3F

所

店
ﾌｧﾝｷｰﾌｧｸﾄﾘｰ
Snack Ron
joymami
苑
ﾏﾀﾞﾑﾌｪｱﾘｰ
ﾗｳﾝｼﾞ 姉妹
寿司 小川
居酒屋一家
Dining&bar Lucille
Rali Pappa Cafe
ｶﾗｵｹｼﾞﾝｼﾞﾝ
ﾄﾏﾄ
ふる里
旨いもん居酒屋 ふる里
ﾌｫｾｯﾄ
Bar Cats Eye
昭和の風 焼肉しんちゃん
亜希子
ｶﾗｵｹ居酒屋りんちゃん
すし長
吉祥楼
ｶﾗｵｹ宴歌
王さん
季媽媽の店
ｶﾗｵｹあぷろｰず
秋桜
ﾗｳﾝｼﾞめぐみ
おんどり庵 阪神尼崎店
庄屋
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪神尼崎店
かき料理専門店 かき金
あまがさきﾎﾟｯｻﾑﾁﾌﾟ
さかなや道場 阪神尼崎店
ｶﾗｵｹｶﾗ王
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾞｰ ｷｬﾒﾙ
阪神尼崎 肉焼屋
とくみや

舗

名

住
尼崎市昭和南通4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ401
尼崎市昭和南通4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ5F
尼崎市昭和南通4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ603号
尼崎市昭和南通4-68-8
尼崎市昭和南通4-68ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ7階
尼崎市昭和南通4-68番
尼崎市昭和南通5-116
尼崎市昭和南通5-116-1
尼崎市昭和南通5-116木戸ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ102
尼崎市昭和南通5-117浜本ﾋﾞﾙ1F
尼崎市昭和南通5-69
尼崎市昭和南通5-74-1-1F
尼崎市昭和南通5-92
尼崎市昭和南通5-92-3
尼崎市昭和南通5-92-3新栄ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ昭和南通202号
尼崎市昭和南通5-92-3新栄ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ昭和南通204
尼崎市昭和南通6-134
尼崎市昭和南通6-134
尼崎市昭和南通6-134-106
尼崎市昭和南通6-135-6
尼崎市昭和南通6-150-1ﾆｭ-ｱﾒﾘｶﾌﾟﾗｻﾞ3号館1F
尼崎市昭和南通7-177-2
尼崎市昭和南通7-177-4
尼崎市昭和南通7-178
尼崎市昭和南通7-189
尼崎市昭和南通7-195
尼崎市昭和南通り4-68-3ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ3階
尼崎市神田北通1-1-1
尼崎市神田北通1-1-4
尼崎市神田北通1-6-1宇佐美ﾋﾞﾙ
尼崎市神田北通1-6-3MKﾋﾞﾙ
尼崎市神田北通1-7-1
尼崎市神田北通1-8-1ｷｬﾋﾟﾄﾙ尼崎駅前ﾋﾞﾙ2階
尼崎市神田北通2-12
尼崎市神田北通2-12
尼崎市神田北通2-12-1
尼崎市神田北通2-1-21

所

店

舗

BAR MUSASHI
串かつ すぎやん
九州熱中屋阪神尼崎LIVE
うし松
微笑
ﾗｳﾝｼﾞ楽市
しゃぶしゃぶ亭ふっくら
ｷｯﾁﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞとり昌
榮華亭阪神尼崎店
すし半尼崎本店
ふぐ料理ぼて 尼崎店
ﾗｳﾝｼﾞさくら
ﾗｳﾝｼﾞ ｸﾛ木
ﾋﾞﾆﾋﾞﾆ
ｽﾅｯｸｼﾞｪﾆｰ
カラオケ ダイヤ
ﾗｳﾝｼﾞ きらら
TRY
ﾗｳﾝｼﾞ ﾎｯﾁｷｽ
のりを阪神尼崎店
ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｿﾅﾑ
ﾚｲﾅ
和
AQUA
member's M
一創
ｻﾝﾊﾞｰ
Naughty
居酒屋&ｽﾅｯｸ 希子
菜美ら 尼崎店
神戸からあげｲﾙﾎﾞﾁｷﾝ(尼崎屋台村店)
日中韓料理 雄 尼崎店
yaggiしょくどう屋台
奈美ら 尼崎店
出屋敷のｼﾞｮﾆｰやで
もぐもぐ食堂
ﾗｳﾝｼﾞ jewel

名

住
尼崎市神田北通2-12-11-2F
尼崎市神田北通2−12−13
尼崎市神田北通2-12-27西原店舗1F
尼崎市神田北通2-12-5
尼崎市神田北通2-12-91階
尼崎市神田北通2-12-92階
尼崎市神田北通2-19
尼崎市神田北通2-19有方ﾋﾞﾙ101
尼崎市神田北通2-20
尼崎市神田北通2-22
尼崎市神田北通2-22
尼崎市神田北通2-22-4
尼崎市神田北通2-22-4
尼崎市神田北通2-22-4
尼崎市神田北通2-22-4
尼崎市神田北通2-22-4 尼崎第一ビル4F
尼崎市神田北通2-22-42階
尼崎市神田北通2-22-4-403
尼崎市神田北通2-22-44階
尼崎市神田北通2-22-4-B1F
尼崎市神田北通2-22-4第1ﾋﾞﾙ3F
尼崎市神田北通2-22-4第1ﾋﾞﾙ3F303
尼崎市神田北通2-22-4第1ﾋﾞﾙ7F
尼崎市神田北通2-22-4第一ﾋﾞﾙ3階
尼崎市神田北通2-22-4第一ﾋﾞﾙ6階
尼崎市神田北通2-22-4尼崎第一ﾋﾞﾙ1階
尼崎市神田北通2-22-4尼崎第一ﾋﾞﾙ305
尼崎市神田北通2-22-4尼崎第一ﾋﾞﾙ505
尼崎市神田北通2-22-4尼崎第一ﾋﾞﾙ601
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25-1
尼崎市神田北通2-25の1
尼崎市神田北通30-23階

所

店
むらさき
居酒屋虎勝
BAR ROOTS
BAR M's
member's T&T
ｶﾌｪ･ﾍﾞﾛｰﾁｪ尼崎神田中通店
ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾌﾞﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ
ｽﾏｲﾙ居酒屋
海鮮屋 みなと
Suja
Snack Seventh Heaven
ﾐｴ
FLAX
呑菜家
リトルbarですかなちゃん
もんじゃ焼き 美々也
きらく
炉場 嬉や
喰ﾊﾞﾙ★ちゃん
karaoke Bar Rs'
でめ金
aiaiひろば
珈琲館尼崎店
Nyan coloring2016H.Y
居酒屋わしや
BAR AQUABIT
MG
ちょうちん
絆
双葉寿司尼崎店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ阪神尼崎駅店
どうとんぼり神座 ｱﾏｽﾀｱﾏｾﾝ店
屋台居酒屋大阪満ﾏﾙ尼崎店
甘露園
松屋ﾌｰｽﾞ尼崎店
魚介味噌白湯 ぎょっこ志
ごん兵衛 尼崎店

舗

名

住
所
尼崎市神田北通3-20-2ﾐﾅﾐｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ2階
尼崎市神田北通3-27
尼崎市神田北通3-28
尼崎市神田北通3-30-2ﾐﾅﾐｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ302
尼崎市神田北通3-30ﾐﾅﾐｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ3F305
尼崎市神田北通3-31-2安岡ﾋﾞﾙ1F
尼崎市神田北通3-34尼崎中西ﾋﾞﾙ2F
尼崎市神田北通3-37-5
尼崎市神田北通3-37-6
尼崎市神田北通3-40-3
尼崎市神田北通３-４０－３レインボープラザ志ビル４０５号室
尼崎市神田北通3-40-9ﾀｹﾀﾞﾋﾞﾙ602
尼崎市神田北通3-40ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ志ﾋﾞﾙ216階
尼崎市神田北通3-49-9ﾀｹﾀﾞﾋﾞﾙ99802号
尼崎市神田北通３丁目40-９ タケダビル99 701
尼崎市神田北通4-104
尼崎市神田北通4-107-2ﾀｶｼｮｳﾋﾞﾙ1F
尼崎市神田北通4-61-3
尼崎市神田北通4-61-8
尼崎市神田北通4-98-1
尼崎市神田北通5-148-10
尼崎市神田北通5--148-10
尼崎市神田北通6-156ﾌｼﾞ商産ﾋﾞﾙ2
尼崎市神田北通6-159-2F
尼崎市神田北通6-159尼崎GALAXY
尼崎市神田北通6-175
尼崎市神田北通6-176ﾌﾟﾗｻﾞ神田1F
尼崎市神田北通9-256
尼崎市神田北通り2-22-4尼崎第一ﾋﾞﾙ一階
尼崎市神田北通り3-39
尼崎市神田中通1-1-1
尼崎市神田中通1-2-1
尼崎市神田中通1-2-1
尼崎市神田中通193ｼｬﾝﾃｨかんだ内
尼崎市神田中通2-17
尼崎市神田中通2-17
尼崎市神田中通2-18

店
松のや 尼崎店
本格炭焼とりいち
焼肉成山
ﾀｲ料理 ｾｯﾌﾟ ｲｰｻﾝ
ｺﾘｱﾝﾋﾞｽﾄﾛｿｰ尼崎店
餃子の王将阪神尼崎店
三豊麺尼崎店
くいもの屋わん阪神尼崎駅前店
尼崎 居酒屋 完全個室 轟
ﾃﾊﾞｸ 阪神尼崎店
鳥貴族 阪神尼崎店
鳥二郎阪神尼崎店
季節料理 市野
串かつ専門店あさひ 本店
焼肉の福福尼崎店
拾八番
鉄板あさひ
天竹
SHIRAKABA
焼鳥つくねや
ｽﾅｯｸ あゆ
ｽﾅｯｸ ﾋﾞﾋﾞﾋﾞ
Beacu Party
みつぼ
駒寿司
鮨･酒･肴 杉玉 阪神尼崎
まるみえ
柴田食料品店 ﾉｰﾍﾞﾙ商店劇場
串かつ総本山 尼崎2号店
ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ 尼崎神田中通店
博多串焼ｳﾏｶｰよかばい尼崎
Bar Lavita
大衆居酒屋りょうちゃん
創作炭火ﾋﾞｽﾄﾛｼﾞｬﾊﾟﾝ
The Artifact
ｱﾏﾙｶﾞﾑﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ食堂ﾈｵｴﾋﾞｽ店
ARTE TTO LIKA

舗

名

住
尼崎市神田中通2-18-9
尼崎市神田中通2-25大進ﾋﾞﾙ1階
尼崎市神田中通2-27
尼崎市神田中通2-27
尼崎市神田中通2-27-12
尼崎市神田中通2-27-16
尼崎市神田中通2-27-31
尼崎市神田中通2-27-47阪神ONOﾋﾞﾙ2F
尼崎市神田中通2-27-47阪神ONOﾋﾞﾙ3F
尼崎市神田中通2-27-47阪神ONOﾋﾞﾙ3F
尼崎市神田中通2-27-47阪神ONOﾋﾞﾙ4F
尼崎市神田中通2−27−47阪神ONOﾋﾞﾙB1F
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28
尼崎市神田中通2-28Bﾌﾞﾛｯｸ13号
尼崎市神田中通3-29讃岐ﾋﾞﾙ1階
尼崎市神田中通3-29讃岐ﾋﾞﾙ3F
尼崎市神田中通3-29讃岐ﾋﾞﾙ401
尼崎市神田中通3-29讃岐ﾋﾞﾙB1F
尼崎市神田中通3-30
尼崎市神田中通3-30
尼崎市神田中通3-30
尼崎市神田中通3-31
尼崎市神田中通3-31-1
尼崎市神田中通3-31-3
尼崎市神田中通3-38
尼崎市神田中通3-56
尼崎市神田中通3-56-1
尼崎市神田中通3-56-1竹馬ﾋﾞﾙB-2
尼崎市神田中通3-58-2
尼崎市神田中通3-63
尼崎市神田中通3-63-102
尼崎市神田中通3-63201

所

店
舗
ｴﾋﾞｽ.JD株式会社
ｶﾗｵｹ実花
鳥栄
Bar&Rest 245
立ち呑みにこ
居酒屋やまちゃん
居酒屋 ちょっとそこの貴方
居酒屋 あわじ
呑み処 洋海
スタンドPikake
Asian Bar
ごちそう園 おかだ
手打ち蕎麦いしはら
手作りｶﾌｪ&ﾊﾞｰ枯山水
てっちゃん鍋やすもり 尼崎本店
松華堂
ﾁｬﾐのｶﾚｰ
ｱｲKebab House
cafe ARIAN
ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｼﾌｫﾝ
立呑み処 小袖
居酒屋 ししゃも
豚々屋
おでんでん
有限会社 下山酒店
食酒祭宴 粋や
すなっく向日葵
ちょい呑み まるおか
めんそｰれ
ささ
麗ら
ｽﾀﾝﾄﾞ幸
ちゅらさん
お好み焼きｼﾈﾏ
酒処 ふじ
ｽﾅｯｸみみ
五月

名

住
尼崎市神田中通3-65
尼崎市神田中通3-67
尼崎市神田中通3-69
尼崎市神田中通3-69-2
尼崎市神田中通3-69-4
尼崎市神田中通3-74-2
尼崎市神田中通3-75-4
尼崎市神田中通3-76-1森田ﾋﾞﾙ102
尼崎市神田中通3-76森田ﾋﾞﾙ101
尼崎市神田中通3-76番BearKanda101
尼崎市神田中通3-79
尼崎市神田中通3-79正起ﾋﾞﾙ1F
尼崎市神田中通3-80
尼崎市神田中通3-80-102
尼崎市神田中通3-85
尼崎市神田中通4-87
尼崎市神田中通5-182-3
尼崎市神田中通5-199-1
尼崎市神田中通6-231-2
尼崎市神田中通8-264
尼崎市神田中通り3-75
尼崎市神田南通1-23
尼崎市神田南通1-23
尼崎市神田南通1-23
尼崎市神田南通1-3
尼崎市神田南通1-33-4
尼崎市神田南通2-42神田北通2-22番4号尼崎第一ﾋﾞﾙ5F
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通3-90
尼崎市神田南通4-100-13
尼崎市神田南通4-102
尼崎市神田南通4-102-7
尼崎市神田南通り3ー９０

所

店
ｱﾙﾃﾐｽ
きのくにや
JAMMER
かすみ草
阿娘(ｱｰﾗﾝ)
きむさん
らぁ麺 めん恋
ﾆﾁｺﾗﾎﾞ
ｽｼﾛｰ尼崎東難波店
かたらい所よっちゃん
梅いろは
なにわ酒販
ｺﾙｾｱｷｯﾁﾝ
食べ処呑み処 丸松
味志季
饂飩みやけ
ぱるぱる
うたたね
Panda
鶏三
ｽﾝﾄﾞｩﾌﾞﾁｹﾞﾀﾝ
きて屋
尼崎昭和通
居酒屋秀
酒処しおん
ちゃぼ
豊家
すいか太郎
玄品 尼崎
炭火焼とり永山
居酒屋瀬戸
めんそｰれｰ
画廊喫茶 密
中華料理 天遊
尼崎酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ
かつや尼崎西灘波店
炭火焼肉あぶってや

舗

名

住
尼崎市南通3-12-2-103
尼崎市東灘波町5-9-14
尼崎市東難波4-13-13
尼崎市東難波5-15-27-101
尼崎市東難波5-15-27-103
尼崎市東難波5-3-16
尼崎市東難波町 5-8-12 １F
尼崎市東難波町2-1-13ｴﾋﾞｵﾋﾞﾙ
尼崎市東難波町2-16-14
尼崎市東難波町3-1-33
尼崎市東難波町3-18-11
尼崎市東難波町3-18-20
尼崎市東難波町3-21-4
尼崎市東難波町3-21-6
尼崎市東難波町3-21-7ﾘﾖﾝﾄﾞﾊｲﾂ1F
尼崎市東難波町３丁目17-9
尼崎市東難波町4-10-35
尼崎市東難波町4-13-6
尼崎市東難波町4-13番13友江ﾋﾞﾙ101号
尼崎市東難波町5-15-27-102
尼崎市東難波町5-16-28
尼崎市東難波町5-17-18ﾋﾞｯｸﾞｼｬｲﾝ尼崎1F
尼崎市東難波町5-18-8
尼崎市東難波町5-19-23
尼崎市東難波町5-19-23ﾊｲﾂｱﾙﾍﾟﾝ
尼崎市東難波町5-21-18-1
尼崎市東難波町5-3-14
尼崎市東難波町5-3-17-101
尼崎市東難波町5-3-8ｻﾝｺ-ﾄ東難波
尼崎市東難波町5-4の7
尼崎市東難波町5-5-25
尼崎市東難波町5-5-25-1F
尼崎市東難波町5-7-9
尼崎市東難波町5-8-19
尼崎市東難波町5-8-26
尼崎市西灘波町3-25-20
尼崎市西難波4-6-42

所

店

舗

再来
徳田商店
炭火焼きとり 紙吉屋
くつわ寿司
かえり道
かつ丼吉兵衛 尼崎市役所前店
ふじもと
お食事処片岡
居酒屋 みっちゃん
あじ平
ViaLattea
活け河豚 活け鱧 ふく千
立呑みあほや
ﾀﾞｲﾔ2
なかやんち
ﾚｲﾓﾝﾄﾞ
株式会社ｵｱｼｽｽﾀｰ ふくみ屋尼崎店
中華料理西海
居酒屋久一
こっく･ど･おｰる
韓国家庭料理さつき
なかよしや
よりみち
WINNER
夢の城
尼のﾄﾗのおばちゃんの店
居酒屋 大山
酒処 美沙
和食や雑っ草
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝさんご
中華ﾊﾞﾙ獅志まる
だい九
居肴屋 和くわく
お好み焼き 妙
ﾊﾞﾙｶﾒｿﾞﾝ
おちょぼ
ﾁｭｳｶｲ ﾋﾛｱｷ

名

住
尼崎市西難波町1-13-8
尼崎市西難波町1-17-25
尼崎市西難波町1-18-4
尼崎市西難波町1-29-7
尼崎市西難波町1-3-19
尼崎市西難波町1-3-6ｼﾃｨﾌﾞﾘｯｼﾞ西難波101号室
尼崎市西難波町1-5-1
尼崎市西難波町1-5-7
尼崎市西難波町2-18-8
尼崎市西難波町2-26-17
尼崎市西難波町2-5-27
尼崎市西難波町2-7-2
尼崎市西難波町2-7-6-101
尼崎市西難波町4-2-17
尼崎市西難波町4-6-16
尼崎市西難波町4-6-38
尼崎市西難波町4-6-39
尼崎市西難波町5-1-3-2
尼崎市西難波町5-2-31西難波ﾋﾞﾙ1F
尼崎市西難波町5-2-32
尼崎市西難波町6-3-1
尼崎市西難波町6-4-32
尼崎市西難波町6-6-29
尼崎市西難波町6-6-29ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ西難波201
尼崎市西難波町6-6-30
尼崎市西難波町6-9-18
尼崎市東七松町1₋14₋10
尼崎市塚口本町1-1-18
尼崎市塚口本町1-16-1
尼崎市塚口本町1-16-14
尼崎市塚口本町1-16-15ｷｬｯｽﾙ塚口B1
尼崎市塚口本町1-1-7
尼崎市塚口本町1-1-7
尼崎市塚口本町1-20-4
尼崎市塚口本町1-2-12
尼崎市塚口本町1-4-1-102
尼崎市塚口本町1-6-1

所

店
立ちのみ処 葵
PAGO
塚口餃子酒場満太郎
ﾗｳﾝｼﾞ月ヶ瀬
香港
ぢどり家鳥八
ｱﾘｸｲ食堂
裏路地ｽﾀﾝﾄﾞ ｽﾀんちゅ
herdy's
立ち飲み韓国料理 ぽんちゃん
ﾎﾙﾓﾝ ﾜｲﾝ ﾌﾟｺﾁｰﾉ
お好み焼き まえだ
沖縄ﾊﾞｰﾙ 裕樹亭
CAFE 101
ECLIPSE
居酒屋｢車｣
ｱﾑｰﾙ
酒処 優
まるじゅう
お好み焼き鉄板焼きかおり
金太郎ふぐどん
立呑み処 はる
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾃｨｰﾙｰﾑ (BPR)
ﾌﾞﾙｰﾑ
野ばら
活ふぐ料理 ひゃく
ｽﾊﾟｺﾗ
中華料理店ｱﾒちゃん
炭火やきとり よりみちや
せらかじゃ酔庵
湯の華廊 銀ゆば
花満円つかしん店
大阪王将つかしん店
小陽春 つかしん店
AC ROASTERY つかしん店
不二家神戸ｶﾌｪつかしん
ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ つかしん店

舗

名

住
尼崎市塚口本町1-6-1ｻﾝｷｭ-ﾋﾞﾙ1階
尼崎市塚口本町1-6-1ｻﾝｷｭ-ﾋﾞﾙﾊﾟ-ﾄll1FB
尼崎市塚口本町1-6-6
尼崎市塚口本町1-6-6
尼崎市塚口本町1-6-6
尼崎市塚口本町1-6-6山口ﾆｭ-ﾊ-ﾓﾆ-ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F
尼崎市塚口本町1-8-2
尼崎市塚口本町1-8-6
尼崎市塚口本町1-9-3
尼崎市塚口本町2-1-1
尼崎市塚口本町2-1-17
尼崎市塚口本町2-1-3
尼崎市塚口本町2-27-12-1
尼崎市塚口本町2-31-11
尼崎市塚口本町2-31-13ｻﾝｸﾞﾘﾀ塚口1F
尼崎市塚口本町3-10-1
尼崎市塚口本町3-10-1
尼崎市塚口本町3-10-23
尼崎市塚口本町3-1-24
尼崎市塚口本町3-14-26
尼崎市塚口本町3-2-13
尼崎市塚口本町3-2-14
尼崎市塚口本町3-22-7 A棟2FｽﾅｯｸC室
尼崎市塚口本町3-22-7 HALつかしん
尼崎市塚口本町3-22-7HALつかしん2階A
尼崎市塚口本町3-28-10
尼崎市塚口本町3-28-11
尼崎市塚口本町3-29-23
尼崎市塚口本町3-7-22
尼崎市塚口本町3-8-8
尼崎市塚口本町4-8−12
尼崎市塚口本町4-8-1ｸﾞﾝｾﾞﾀｳﾝｾﾝﾀ-つかしん
尼崎市塚口本町4-8-1ｸﾞﾝｾﾞﾀｳﾝｾﾝﾀ-つかしん
尼崎市塚口本町4-8-1ｸﾞﾝｾﾞﾀｳﾝつかしん1F
尼崎市塚口本町4-8-1つかしんひがしまち南館1F
尼崎市塚口本町4-8-1つかしん店内ひがしまち南館1階
尼崎市塚口本町4-8-1つかしん北館2F

所

店
舗
ｺｰﾋｰｷﾞｬﾗﾘｰﾋﾛ 尼崎つかしん店
ﾓﾘﾖｼ塚口
お好み鉄板焼 弓場
門前酒場
NoName
大衆食堂やまもと
たこﾁｭｯﾁｭ
ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ 阪急塚口駅前店
魚心菜ごころ 花山葵
ﾐｯﾃﾗﾝ3世
魚民塚口北口駅前店
餃子食堂ﾏﾙｹﾝ阪急塚口駅前店
Barbull 本店
ｲﾀﾘｱﾝbarNoの
どらねこ
味咲
居酒屋赤べこ塚口中央店
cafe bar wired
とりとん
三菱電機桂荘
くいもの屋わん阪急塚口
ﾄﾞﾙﾌｨﾝ
MARS
ﾗｳﾝｼﾞ ﾋﾟﾈ
ｽﾅｯｸぱれっと
rest&bar Chameleon
玄品 塚口
お好み焼 鉄板焼 のぶ幸
ｽﾃｰｷﾊｳｽﾌｪｽﾀ
SHOT BAR River
Dining&Bar ELIXIR
はね路
ﾗｳﾝｼﾞさとみ
赤おに家塚口店
おんどり庵塚口店
TOLINO
しろくまｽﾄｱ 阪急塚口店

名

住
尼崎市塚口本町4−8−1北館1階
尼崎市塚口本町5-4-10
尼崎市塚口本町5-4-11
尼崎市塚口本町6-8番21号
尼崎市塚口1-16-9ｸﾞﾘﾑ二番館6F
尼崎市塚口下坂部2-24-8
尼崎市塚口栗山町1-21-9
尼崎市塚口町1-12-11
尼崎市塚口町1-12-24
尼崎市塚口町1-12-3
尼崎市塚口町1-12-9華道2号館2階
尼崎市塚口町1-1-2塚口ﾋﾞﾙ2階
尼崎市塚口町1-1-2塚口駅前ﾋﾞﾙ3階
尼崎市塚口町1-1-3
尼崎市塚口町1-13-22第3とんがりぼうし2階
尼崎市塚口町1-13-22第三とんがりぼうし1F
尼崎市塚口町1-13-4ﾊｯﾋﾟ-ｺ-ﾄ塚口駅前ﾋﾞﾙF1
尼崎市塚口町1-14-13ﾌﾛ-ﾗﾙｺ-ﾄ1f
尼崎市塚口町1-14-22
尼崎市塚口町1-15-14
尼崎市塚口町1-15-9-2F
尼崎市塚口町1-16-9
尼崎市塚口町1-16-95F
尼崎市塚口町1-16-9ｸﾞﾘﾑ2番館3F
尼崎市塚口町1-16-9ｸﾞﾘﾑⅡ番館2A
尼崎市塚口町1-17-1KTG塚口ﾋﾞﾙ1F
尼崎市塚口町1-18-13ﾛｲﾔﾙ塚口1F
尼崎市塚口町1-18-17
尼崎市塚口町1-18番17号2階
尼崎市塚口町1-21-6STﾋﾞﾙB1
尼崎市塚口町12−27
尼崎市塚口町1-29-7-12
尼崎市塚口町1-30-14
尼崎市塚口町1-3-24
尼崎市塚口町1-401塚口ｻﾝﾙｲｽﾋﾞﾙ1階
尼崎市塚口町1-8-13
尼崎市塚口町1-塚口ｻﾝﾙｲｽﾋﾞﾙ1階

所

店
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｰﾙ
Lounge Marine
ｽﾅｯｸ GREEN
mia
Empress
ｶﾗｵｹ喫茶 すずらん
ﾊﾞｰﾚｽｸ
Baton-Touch
豊丸
活魚料理 おお矢
R
鉄板居酒屋 tengo
ｱﾛﾏｵﾌﾞｻﾞﾗｲﾌ
night in M's
GETTING BETTER
奄美富士
牛庵 塚口店
焼鳥居酒屋どんと
奴寿司
麺家 徳 塚口店
ｶﾗｵｹBanBan 尼崎塚口店
喜六すし
たこ焼き あほや 塚口店
BEER CELLAR HANSHIN
三豊麺つかしん店
きんちゃん
ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞれいら
ｸﾚｰﾌﾟﾊｳｽﾒﾘｰﾙｳ富松店
居酒屋としちゃん
ｶﾚｰのｴｰｽ
ばっしらいん
魚処おぎた
韓国料理ｲｻﾝ
SASABEANS CHOCOLATE
ﾍﾞﾙ喫茶店
鳥十
ｶﾗｵｹ喫茶すみれ

舗

名

住
尼崎市塚口町2-10-1
尼崎市塚口町2-10-1
尼崎市塚口町2-10-1
尼崎市塚口町2-10-1-201
尼崎市塚口町2-10-1ｴﾅﾌﾞﾙ201B
尼崎市塚口町2-10-1ｴﾅﾌﾞﾙ塚口202
尼崎市塚口町2-10-1ｴﾅﾌﾞﾙ塚口403
尼崎市塚口町2-10-1ｴﾅﾌﾞﾙ塚口ﾋﾞﾙ302号室
尼崎市塚口町2-37-6
尼崎市塚口町3-1-15
尼崎市塚口町3-26-16
尼崎市塚口町3-26-16
尼崎市塚口町3-26-16ｻﾝｵｶﾀﾞﾋﾞﾙ102
尼崎市塚口町3−26−16ｻﾝｵｶﾀﾞﾋﾞﾙ2F
尼崎市塚口町3-26-16ｻﾝｵｶﾀﾞﾋﾞﾙ半地下1階
尼崎市塚口町3-38-59
尼崎市塚口町4-12-1
尼崎市塚口町4-20-18
尼崎市塚口町4-20-18
尼崎市塚口町4-43-14
尼崎市塚口町4-45-12.3F
尼崎市塚口町4-45-3
尼崎市塚口町4-45-3
尼崎市塚口町4−46−7ｺﾝｺ-ﾄﾞ塚口町A号室
尼崎市塚口町本町4-8-1つかしん北館ひがしまち1階
尼崎市富松町1-29-17-102
尼崎市富松町1-31-34
尼崎市富松町1-37-16長岐みどり
尼崎市富松町1-3-8水口ﾋﾞﾙ101
尼崎市富松町1-41-1
尼崎市富松町2-31-1
尼崎市富松町２-３１の１
尼崎市富松町3-1-1-103
尼崎市富松町3-2-43
尼崎市富松町3-5-1
尼崎市富松町3-5-20
尼崎市富松町4-33番10号

所

店

舗

VinoPiazza
永月
喫茶 ﾏﾓｻﾝ
たごとあん
肴と酒処和楽
qroth
北海道発酵ﾊﾞﾀｰｻﾝﾄﾞ専門店B.B.B.
ぢどり亭阪急塚口
BLANC'O酒蔵SAKE食堂
和琉酒房 結
沖縄酒房うりずん
AC ROASTERY
ｶﾗｵｹ いとう
焼肉のﾘｯﾁ
和洋食彩 YAMATO
SATSUMAYAdininBAR
炭火屋 一良
炭火焼鳥鶏ひろ
立呑処 はな蔵
KWANZAH
MOUND A MOUTH
CAFE+BAR Oops!!
手じまや
居酒屋 ぶんぶく
炭火焼鳥 とさか屋
小幸
ｽﾅｯｸ せつ
炉端 かやま
ｶﾗｵｹ居酒屋 遊遊
から揚げの天才 阪急塚口南口店
ﾍﾌﾞﾝｽﾞｷｯﾁﾝ南塚口店
炙り炭焼き 裏庭
酒とくにおどらむすこ
BAR HALFMOON
立ち呑み処 ひろ
えびすや食堂
寿司 魚 さかな

名

住
尼崎市東塚口町1-13-10
尼崎市東塚口町1-13-10
尼崎市東塚口町1-13-10ﾌﾟﾘｴ-ﾙJR塚口1F
尼崎市南塚口1-1-20
尼崎市南塚口1-3-7第13ｷｬｯｽﾙ塚口B1
尼崎市南塚口8-10-8
尼崎市南塚口町1-1-1 ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ塚口1F戸田温子
尼崎市南塚口町1-12-1
尼崎市南塚口町1-12-5ﾘ-ｽﾄﾗｸﾁｬ-塚口1-A
尼崎市南塚口町1-12-8ｻｳｻ-ﾋﾞﾙ102
尼崎市南塚口町1-13-11
尼崎市南塚口町1-2-15-102
尼崎市南塚口町1-27-182F
尼崎市南塚口町1-2-8
尼崎市南塚口町1-2-8
尼崎市南塚口町1-2-8
尼崎市南塚口町1-2-8-103
尼崎市南塚口町1-3-1
尼崎市南塚口町1-3-18
尼崎市南塚口町1-3-18ｵｱ-ｾﾞﾋﾞﾙ1-D
尼崎市南塚口町1-3-18ｵｱ-ｾﾞﾋﾞﾙB1F
尼崎市南塚口町1-3-18ｵﾃﾞ-ｾﾞﾋﾞﾙB1F
尼崎市南塚口町1-3-1ﾊﾟﾃｨｵ塚口101
尼崎市南塚口町1-3-6
尼崎市南塚口町1-3-6-201
尼崎市南塚口町1-4-15
尼崎市南塚口町1-4-15
尼崎市南塚口町1-4-2
尼崎市南塚口町1-4-2ﾚｵﾛｲﾔﾙ1F101-B
尼崎市南塚口町1-6-9塚口ﾋﾞﾙ本館1F
尼崎市南塚口町1-8-20
尼崎市南塚口町1-9-14
尼崎市南塚口町1-9-14
尼崎市南塚口町1-9-14南幸ﾋﾞﾙ
尼崎市南塚口町1-9-14南幸ﾋﾞﾙ2階
尼崎市南塚口町2-1-2-104
尼崎市南塚口町2-1-2-112

所

店
舗
ﾌﾚｯｼｭﾌﾙｰﾂｻﾜｰﾊﾞﾙ Hi-酎
塚口cheerz
ふじ鮨
にくまる 塚口店
ｲﾝﾊﾟｸﾄ
おでんのじんべえ
喫茶二番館2
鳥貴族 塚口店
NUMBER FIVE CAFE
もつ鍋岩本
武ちゃん
居酒屋正宗屋
立ち飲み風神
ｶｳﾝﾀｰ焼肉かるび
串ｶﾂ田中塚口店
和彩 友
ShotBar antbear
ｵﾌﾀｲﾑ
米と天ぷら悠々
居酒屋 炭籠
居酒屋みらく
萬拾屋
Bar Butterfly
牛角南塚口店
大衆酒場 十福神
やきとり大吉 塚口駅前店
肉匠ｶﾙﾋﾞ庵PREMIUM塚口店
ぎょうざの満洲 阪急塚口南口店
大衆ﾋﾞｽﾄﾛ馬と魚
日本酒と御数のﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 山笑
宮崎県日向市塚田農場阪急塚口駅前店
パブ&レストラン 巴里
ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ きらら
ﾙ•ｾｸﾚ
ｶﾌｪﾄﾞﾗｲﾌﾞ
BAR Les Saouliers
ｽﾅｯｸ たんぽぽ

名

住
尼崎市南塚口町2-1-2-1-14塚口さんさんﾀｳﾝ
尼崎市南塚口町2-12-8
尼崎市南塚口町2-12-8ｻﾝﾄﾗｲﾄﾊｲﾂ1階
尼崎市南塚口町2-12-9
尼崎市南塚口町2-12-9藤ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾞﾙ1F
尼崎市南塚口町2-1-2さんさんﾀｳﾝ2番館1F
尼崎市南塚口町2-1-2さんさんﾀｳﾝ2番館F
尼崎市南塚口町2-13-18
尼崎市南塚口町2-13-18ﾘ-ｶﾞﾙﾋﾞﾙ2階
尼崎市南塚口町2-13-19
尼崎市南塚口町2-13-30ﾌﾟﾁﾋﾞﾙｷﾑﾗ1F
尼崎市南塚口町2-13-30木村ﾏﾝｼｮﾝ
尼崎市南塚口町2-14-10
尼崎市南塚口町2-14-10
尼崎市南塚口町2-15-1
尼崎市南塚口町2-15-27
尼崎市南塚口町2-15-282F
尼崎市南塚口町2-15-28さんきらら塚口1階
尼崎市南塚口町2−15−28第6ｷｬｯｽﾙ101
尼崎市南塚口町2-15-3
尼崎市南塚口町2-15-4
尼崎市南塚口町2-15-4
尼崎市南塚口町2-15-4
尼崎市南塚口町2-15-8ﾉｱﾑ-ﾙｾｲｷ1階
尼崎市南塚口町2-15-9
尼崎市南塚口町2-16-1
尼崎市南塚口町2-16-2南塚口ﾋﾞﾙ2F
尼崎市南塚口町2-17-1
尼崎市南塚口町2-17-1
尼崎市南塚口町2−17−13ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ
尼崎市南塚口町2-17番9号塚口ﾋﾞﾙ1階
尼崎市南塚口町2-19-15 豊ビル1階
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ102号
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ2F
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ2階
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙB1

所

店
ﾅｲﾄｲﾝ CoCo
ﾙ･ｾｸﾚ
大衆酒場ﾆｭｰｵｰﾙﾄﾞ
Magic-Bar EXIA(ｴｸｼｱ)
珈琲 & Bar Alive
お食事処 山一
一笑
海山酒場ひろいち
炭火 鶏二
立ちのみWOOD
豪快
のんき亭
ｶﾗｵｹﾘｰﾍﾞ
ｵｻｶﾅｽﾀﾝﾄﾞ万
鉄板焼 由華里
J-kitchen 凜
Tako cafe CAROL
呑兵衛
寿味麗
ｽﾅｯｸ縁
遊びBarｷﾘﾝ
Hana
優
IZAYOI
ｱﾝﾆｮﾝ
花いちぜん
若駒寿司
お好み焼き 有楽
やきとり一番南塚口店
ｶﾗｵｹ喫茶 ｿﾜﾚ
なか卯 南塚口店
ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ塚口店
炭火焼地鶏 成松
ｶﾞｽﾄ 尼崎塚口店
喫茶客人
倉式珈琲店尼崎上ﾉ島店
立ち飲み あずま

舗

名

住
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙB1
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ西102
尼崎市南塚口町2-19-5ﾂｲﾝﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ地下1階
尼崎市南塚口町2-28-11 ﾌﾟﾙｰｽﾞ塚口101
尼崎市南塚口町2-39-31ﾒｿﾞﾝ南塚口101
尼崎市南塚口町2-40-12
尼崎市南塚口町3-1-10ﾗｲｵﾈｽﾏﾝｼｮﾝ弐番館B1
尼崎市南塚口町3-13-1三木ﾋﾞﾙ一階
尼崎市南塚口町3-13-26-101
尼崎市南塚口町3-14-1
尼崎市南塚口町3-19-21
尼崎市南塚口町3-29-25
尼崎市南塚口町3-4-19
尼崎市南塚口町3-8-1
尼崎市南塚口町4-2-13
尼崎市南塚口町4-2-16南塚口ﾊｲﾂ1F
尼崎市南塚口町4-2-20
尼崎市南塚口町5-13-30
尼崎市南塚口町5-13-30
尼崎市南塚口町5-13-32-201
尼崎市南塚口町5-13-322階
尼崎市南塚口町5-1-9ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ塚口102
尼崎市南塚口町5-5-27
尼崎市南塚口町6-10-25松俊ﾊｲﾂ102号
尼崎市南塚口町6-10-36
尼崎市南塚口町610-36ﾊｲﾂ南光101
尼崎市南塚口町6-3-1
尼崎市南塚口町6-6-15
尼崎市南塚口町7-20-14
尼崎市南塚口町7ｰ17
尼崎市南塚口町8-10-3
尼崎市南塚口町8-4-10
尼崎市南塚口町8-64-13ﾍﾞﾙﾄﾋﾟｱ塚口1F
尼崎市南塚口町8-9-1
尼崎市栗山町2-2-3王野敏子
尼崎市上ﾉ島3-7-28
尼崎市下坂部2-29-10

所

店
ayairo
With K
ねこのひげ
ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ尼崎名神店
吉野家 五合橋線尾浜店
酒肴のっぽさん
天将亭
お好み焼もん 鉄板焼
お好み焼き 鉄板焼 てんてこ
韓国家庭料理 ﾃｼﾞｮﾝ
すなっく 麻衣
喫茶店べｰす
ちょい呑み桂ちゃん
ひろちゃん
串の家
居酒屋 源ちゃん
古民家創作料理 風車の郷
酒処 富士
いろは
ｶﾗｵｹﾊｳｽ ﾏｳﾝﾃﾝﾄｯﾌﾟ
魚々屋
手料理 耶摩五
居酒屋 かおりん
うえ家
228 FU-FU-YA
和の膳花のれん
ﾚｽﾄﾗﾝﾗｳﾝｼﾞたかおか
旭屋
Commie Curry
よってって とんきちや
T DE LA SOLANA
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ尼崎RS店
カラオケ 麻耶
居酒屋 たちばな
cameo
くわ焼き 匠
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ ｽﾃｰｼﾞ1

舗

名

住
尼崎市名神町1-10-3ﾌｫｰﾗﾑｱｰﾄ五合橋101
尼崎市名神町1-10-3ﾌｫ-ﾗﾑｱ-ﾄ102
尼崎市名神町1-12-11-名神ビル102
尼崎市名神町1-18-16
尼崎市尾浜町1-29-1
尼崎市尾浜町1-30-11
尼崎市尾浜町1-30-13
尼崎市尾浜町1-30-13
尼崎市尾浜町1-31-14
尼崎市尾浜町2-16-11
尼崎市尾浜町2-17-5
尼崎市尾浜町2-18-13
尼崎市尾浜町2-18-15
尼崎市尾浜町2-20-22
尼崎市尾浜町3-17-10ﾊｲﾂｴﾝﾄﾞｳ1F
尼崎市尾浜町3-24-10
尼崎市尾浜町3-24-15
尼崎市尾浜町3-24-17
尼崎市尾浜町3-28-17
尼崎市尾浜町3-28-17
尼崎市尾浜町3-28-17
尼崎市尾浜町3-28-28
尼崎市尾浜町3-30-5
尼崎市尾浜町3-30-5
尼崎市大西町1-1-22
尼崎市大西町1-1-5ﾊｲﾂ大西102
尼崎市大西町1-2-16
尼崎市大西町1-228
尼崎市大西町1-4-1-101
尼崎市三反田町3-10-16
尼崎市三反田町3-12-82F
尼崎市三反田町3-5-18
尼崎市立花町2-11-1
尼崎市立花町2-7-26
尼崎市立花町4-6-31 トリル21 ３F
尼崎市立花町1-10-18
尼崎市立花町1-10-18ｱ-ﾁ立花1F

所

店
舗
居酒屋diningkataji
手料理屋おん
鮨割烹すなみ
うのはな(お好み焼き 鉄板焼)
焼とりあだち
肴旬彩 和顔
炭火焼鳥Ten
焼肉みつよし
餃子専門店 三つ善
焙煎工房ﾏﾙｲ
きゃっと
TK ｽﾅｯｸ
珈琲 道豆
ｶﾗｵｹ喫茶 K
梅の里
馳走Xｽﾀﾝﾄﾞ うめぐみ
本陣串や立花駅前店
鉄板焼裕理
三代目鳥ﾒﾛJR立花駅前店
ひまわり
雲呑工房
ｶﾗｵｹ喫茶 ぶんた
お好み焼きにこちゃん
きゃんべる
鳥貴族立花店
焼鳥のﾋﾅﾀ 立花店
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場JR立花店
名もなきﾗｰﾒﾝ
餃子食堂ﾏﾙｹﾝ JR立花駅前店
立ち呑み 慶州
いか焼きﾃﾞｯﾁ
ゆうらく
正宗屋
焼肉 一
鷄力
もつ鍋･ちりとり鍋 希
Cafe&Bar flowless

名

住
尼崎市立花町1-10-19新立花ﾏﾝｼｮﾝ一階
尼崎市立花町1-10-8
尼崎市立花町1-13-3
尼崎市立花町1-13-7
尼崎市立花町1-13-8
尼崎市立花町1-14-12
尼崎市立花町1-14-20
尼崎市立花町1-14-22
尼崎市立花町1-14-22
尼崎市立花町1-15-1
尼崎市立花町1-15-6ｾﾝﾄ立花B-1号
尼崎市立花町1-15-6ｾﾝﾄ立花B2
尼崎市立花町1-16-17
尼崎市立花町1-16-19 ﾋﾞﾙﾀｲﾑ3階
尼崎市立花町1-16番8号
尼崎市立花町1-17-4
尼崎市立花町1-1-8-9
尼崎市立花町1-21-25
尼崎市立花町1-2-1ｶｸﾞﾗｻﾝﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ2F
尼崎市立花町1-23-19-1
尼崎市立花町1-23-22ﾊﾟﾗﾂｲ-ﾅ立花105
尼崎市立花町1-23-30
尼崎市立花町1-24-23
尼崎市立花町1-25-3
尼崎市立花町1-3-1 2F
尼崎市立花町1-3-3
尼崎市立花町1-4-13
尼崎市立花町1-4-13
尼崎市立花町1-4-132階
尼崎市立花町1-4-16
尼崎市立花町1-5-10
尼崎市立花町1-6-1
尼崎市立花町1-6-2
尼崎市立花町1-6-3
尼崎市立花町1-7-1
尼崎市立花町1-7-17
尼崎市立花町1-7-17

所

店
Bar Vicky 立花駅前店
ANNEX Private Saloon
晴れたらいいね
ﾋﾞｽﾄﾛﾀﾝｵﾀﾝ
GARAGE
ｺﾘｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾌｧﾝｸﾞﾝ
ひょうたん寿し 立花店
お食事処舞
立ち飲み ばん
吉鳥 立花店
立花苑
Sorriso
夜王子と月の姫
四季料理学校
うら屋
つじん家
ﾈｵｽﾀﾝﾄﾞ おぼら
ｽﾃｰｷ梵BON
炭火焼肉ﾎﾙﾓﾝいこら
Quiet Storm Amagasaki
鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 千の家 本店
Bar 4
和風dining炉ば市
居酒屋宴
虎と龍立花店
居酒屋いやや
立花餃子酒場満太郎
居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ さくら
ｶﾗｵｹHIME
桜花
attic
Daisy
ｶﾗｵｹ ﾁｬｲﾙﾄﾞ
たこ焼き居酒屋ゆき坊
居酒屋小鉄
とりはち
ｶﾅｷｯﾁﾝ

舗

名

住
尼崎市立花町1-7-17ﾊﾐﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ1F
尼崎市立花町1-7-17ﾊﾐﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ1F106号室
尼崎市立花町1-7-1ﾊﾟｲﾝﾌｫﾚｽﾄ202
尼崎市立花町1-7-1ﾊﾟｲﾝﾌｫﾚｽﾄ2A
尼崎市立花町1-7-4
尼崎市立花町1-7-5
尼崎市立花町1-7番17号ﾊﾐﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ1階
尼崎市立花町1-8-10
尼崎市立花町1-8-5
尼崎市立花町1-8-6
尼崎市立花町1-8-7
尼崎市立花町1-8-7ﾗ･ﾌｫﾚｽﾀ1階
尼崎市立花町1の8の4清国立花ﾋﾞﾙ3階
尼崎市立花町1-三番6号
尼崎市立花町1丁目14-13
尼崎市立花町2-1-1八幡屋ﾋﾞﾙ1階
尼崎市立花町2-1-23
尼崎市立花町2-1-5
尼崎市立花町2-1-5
尼崎市立花町2-1-5
尼崎市立花町2-18-38ｼｬﾙﾏﾝ立花103号室
尼崎市立花町2-21-20ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ201号室
尼崎市立花町2-21-20ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ東立花101
尼崎市立花町2-2-1新立花ﾋﾞﾙ
尼崎市立花町2-2-2
尼崎市立花町2-2-2
尼崎市立花町2-3-11
尼崎市立花町2-3-11
尼崎市立花町2-3-17-202
尼崎市立花町2-3-17401号
尼崎市立花町2-3-17ﾜﾝﾃﾝﾋﾞﾙ101
尼崎市立花町2-3-17立花ﾜﾝﾃﾝﾋﾞﾙ1F
尼崎市立花町2-3-8
尼崎市立花町2-3番10号
尼崎市立花町2-6-1
尼崎市立花町2-7₋26
尼崎市立花町2-7-27

所

店
貴貴
酒処 雲
ｶﾗｵｹ喫茶ともだち
ｶﾗｵｹらぶ
ｽﾅｯｸｴﾐ
ｶﾗｵｹ lien
はなまる
ｶﾗｵｹ 園
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ ｢しん｣
ｽﾅｯｸ 済州
そんな男の串かつ屋いしお
えみり
金比羅製麺 尼崎立花店
ﾅｼﾞｪｰﾅ
酒楽
味一番
立ち呑み酒場 酒酒
ちょっと一杯
純情や
慶-きょんVEGA
佐野屋
酒処 愛
居酒屋青ちゃん
眞味亭
snack LESS
LOVE &PEACE
chouchou
寿司割烹 染わか
居酒屋 如月
porter bonheur
らうんじ姫
輝栄
きっしゃん場ｰ
ｽﾅｯｸJIN
No.1
ｽﾅｯｸ睦

舗

名

住
尼崎市立花町2-7-27
尼崎市立花町2-7-3
尼崎市立花町2-7-4
尼崎市立花町2-8-22
尼崎市立花町2-8-22
尼崎市立花町2-8-224F
尼崎市立花町2-8-22ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ103
尼崎市立花町2-8-22ｽｸｴｱｶﾞ-ﾃﾞﾝ立花3F
尼崎市立花町2-8-22ｽｸｴｱｶﾞ-ﾃﾞﾝ立花501
尼崎市立花町2-8-22ｽｸｴｱｶﾞ-ﾃﾞﾝ立花ﾋﾞﾙ201
尼崎市立花町2-8-5
尼崎市立花町2の1の16
尼崎市立花町3-14-18
尼崎市立花町3-17-2恵ﾊｳｽ1階
尼崎市立花町3-20富士ﾏﾝｼｮﾝ1階
尼崎市立花町3-35-12
尼崎市立花町4-1-10ｼｬﾛ-ﾑ中村1F
尼崎市立花町4-1-12井上ﾋﾞﾙ1階
尼崎市立花町4-1-13-102
尼崎市立花町4-1-2
尼崎市立花町4-13-14-202
尼崎市立花町4-14-9ﾛ-ﾔﾙｼｬﾄ-立花B1
尼崎市立花町4-16-28
尼崎市立花町4-16-28
尼崎市立花町4-2-18
尼崎市立花町4-2-18ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ301
尼崎市立花町4-2-18ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ立花201
尼崎市立花町4-2-18ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ立花701
尼崎市立花町4-2-2
尼崎市立花町4-2-4
尼崎市立花町4-4-16B1-A
尼崎市立花町4-4-16ﾛｲﾔﾙｼｬﾄ-立花地下1階
尼崎市立花町4-6-2
尼崎市立花町4-6-2美和ｺ-ﾎﾟ1階
尼崎市立花町4-6-31 ﾄﾘﾙ21 505
尼崎市立花町4-6-31-1F
尼崎市立花町4-6-31-203ﾄﾘﾙ立花21

所

店
舗
ドゥビドゥバー
ﾗｳﾝｼﾞ瑠璃
ｱｸｱﾏﾘﾝ
Bar Vicky 立花ﾄﾘﾙﾋﾞﾙ店
もつ鍋きたや
ｽﾅｯｸ 優, you
ｶﾗｵｹ841
ｱﾗｶﾙﾄﾊﾞｰ ｾﾞﾛﾖﾝ
モンシェリ
洋子
310みと
ｶﾗｵｹ喫茶ﾛﾝｸﾞﾗﾝ
ｶﾗｵｹ正好
こはね
ｶﾗｵｹｺﾛﾝﾎﾞ
焼肉酒家武田
大森屋
岡元商店
ｶﾗｵｹMouse
居酒屋工房 菜月
ｺﾘｱﾝｷｯﾁﾝ ﾊﾙﾊﾙ
焼肉問屋闇市武庫之荘店
にぎり長次郎武庫之荘店
ｶﾗｵｹ喫茶えみ
宮っ子ﾗｰﾒﾝ 山幹南武庫之荘店
Flat ふらっと
ｽﾅｯｸ 初ちゃん
ｷｯﾁﾝ優家
南武庫之荘
串ｶﾂLapin
ﾅﾏｽﾃﾅﾝ&ｶﾚｰﾊｳｽ
のみくい処 さな
PIZZERIAHIROmukonoso
ｽﾃｰｷﾊｳｽ萩
ｶﾗｵｹ居酒屋 ﾗﾌﾞﾅｰﾙ
ﾋﾞｱﾝｶ
eneepee

名

住
尼崎市立花町4-6-31-402
尼崎市立花町4-6-31-4階
尼崎市立花町4-6-31ﾄﾘﾙ21306号
尼崎市立花町4-6-31ﾄﾘﾙﾋﾞﾙ201
尼崎市立花町4-6-31ﾄﾘﾙ立花21101
尼崎市立花町4-6-31ﾄﾘﾙ立花21302
尼崎市立花町4-6-31ﾄﾘﾙ立花21-305
尼崎市立花町4-6-5ｸﾞﾛ-ﾘ立花1階
尼崎市立花町4-8-6吉川文化1-1
尼崎市立花町4-9-28
尼崎市立花町4の6の31の603
尼崎市立花町4町目2-211階ﾋﾟ-ｽﾌﾙ立花ﾋﾞﾙ
尼崎市水堂町1-10-10
尼崎市水堂町1-10-11
尼崎市水堂町1-1-36
尼崎市水堂町1-16-18
尼崎市水堂町2-2-20
尼崎市水堂町2-3-13
尼崎市水堂町2-37-8
尼崎市水堂町2-38-1
尼崎市水堂町2-39-5
尼崎市水堂町3-14-16
尼崎市水堂町3-14-23
尼崎市水堂町3-14番13号
尼崎市水堂町3-15-17
尼崎市水堂町3-19-27
尼崎市水堂町3-19-27
尼崎市水堂町4-15-5
尼崎市水堂町4-18-22
尼崎市水堂町4-6-13
尼崎市水堂町4-7-5
尼崎市水堂町4-7-9
尼崎市武庫之荘本町2-21-15
尼崎市武庫之荘本町2-22-5
尼崎市武庫之荘東1-16-1
尼崎市武庫之荘東1-16-1-108
尼崎市武庫之荘東1-16-1-109

所

店

舗

Bar K2
ｶﾗｵｹ喫茶 あぱ
ふぐ料理 なべっこ
廻鮮寿し丸徳 武庫之荘店
おふくろの味 こころ
焼肉 遊
jr･ｼﾞｭﾆﾔ
34
barぽぱい｡
ちょい呑みB ar chouchou
ささき
わたなべ
小鉄
ｶﾗｵｹ102
大衆酒場 豊丸食堂
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 武庫之荘駅前店
立飲み処 ちょっと奥
松のや 武庫之荘店
Live Bar MCUATRO
よし道
いぶき
炭火焼鳥専門店 あみや 武庫之荘店
ｷｯﾁﾝ&ﾊﾞｰTEN
餃子食堂ﾏﾙｹﾝ 武庫之荘店
一膳
cafeYURURI
串ｶﾂ 溜 場〈ﾀﾏﾘﾊﾞ〉
まつ原
dining kitchen chouchou
BAR El Puerto
ふらい亭
千年の宴 武庫之荘南口駅前店
串揚酒場かわ神 武庫之荘店
和風居酒屋あん
ぢどり亭武庫之荘店
リュリュ武庫之荘店
(株)千石 千石寿し

名

住
尼崎市武庫之荘東1-23-1
尼崎市武庫之荘東1-5-10
尼崎市武庫之荘東2-18-19
尼崎市武庫之荘東2-32-10
尼崎市武庫之荘東2-9-14
尼崎市南武庫之荘+1-20-15-2F
尼崎市南武庫之荘10-604棟店舗002
尼崎市南武庫之荘10-60-6-103
尼崎市南武庫之荘10-60-6-108
尼崎市南武庫之荘10-60-6-1店舗
尼崎市南武庫之荘10-60-8-103
尼崎市南武庫之荘10-60-8-107
尼崎市南武庫之荘10-62-1
尼崎市南武庫之荘1-13-13
尼崎市南武庫之荘1-13-15
尼崎市南武庫之荘1-13-20
尼崎市南武庫之荘1-13-25ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ武庫之荘103
尼崎市南武庫之荘1-14-1森陽ﾋﾞﾙ1F
尼崎市南武庫之荘1-14-20
尼崎市南武庫之荘1-14-23富松ﾌﾙﾄ202
尼崎市南武庫之荘1-14-23富松ﾌﾙﾄ203
尼崎市南武庫之荘1-14-25
尼崎市南武庫之荘1-14ｰ20
尼崎市南武庫之荘1-14-9
尼崎市南武庫之荘1-16-3
尼崎市南武庫之荘1-17-21
尼崎市南武庫之荘1-17-22
尼崎市南武庫之荘11-8-19
尼崎市南武庫之荘11-8-19-014
尼崎市南武庫之荘1-18-22ﾆﾉﾐﾔ大井戸ﾋﾞﾙ102
尼崎市南武庫之荘1-18-28
尼崎市南武庫之荘1-19-26
尼崎市南武庫之荘1-19-26
尼崎市南武庫之荘1-20-11ﾌﾟﾗｻﾞ9番館1階
尼崎市南武庫之荘1-20-15 1階
尼崎市南武庫之荘1-20-25 コナパラッツォ101
尼崎市南武庫之荘1-20-8

所

店
ながたに家
ｳｪﾙ
和楽膳 信乃心
武庫之荘 千
Fumo
呑海
立呑処 はいから
居酒屋 さち
ｽﾅｯｸｴﾄﾗﾝｾﾞ
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ こころ
串カツ すな田
おばんざい居酒屋おふくろ亭
多味肴 朋喜
焼肉ﾊﾏﾝ
鴨みｰる
BAR FOREST
ちょい呑み いつめん
ｽﾅｯｸ 1080°
昭和ｽﾅｯｸ 久
clochette
ｽﾅｯｸﾙﾋﾞｰ
桔梗
おばんざいだるま
さかえ亭
ﾊﾟｲﾅﾜｰﾌ
COSA
くつろぎ
このみ
美食ｸﾗﾌﾞまさき家
Bar Tsuki-yomi
ｶﾗｵｹありんこ
炭火やきとりしゅらく
bihani
へいあん家族葬ﾎｰﾙ(武庫之荘)
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵｺﾞｯｺ
楽食酒家たお
ｷｯﾁﾝ工房 洋食屋

舗

名

住
尼崎市南武庫之荘1-22-21
尼崎市南武庫之荘1-22-22
尼崎市南武庫之荘1-29-16
尼崎市南武庫之荘1-29-37ﾌｫﾙｻﾞ武庫之荘109号
尼崎市南武庫之荘1-3-23ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞ武庫之荘B1-1号室
尼崎市南武庫之荘1-6-21
尼崎市南武庫之荘1-7-1
尼崎市南武庫之荘1-7-1ﾌﾟﾗｻﾞ一番館
尼崎市南武庫之荘1-7-1ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘1番館
尼崎市南武庫之荘1-7-4
尼崎市南武庫之荘1-7-4 プラザ武庫之荘2番館1F
尼崎市南武庫之荘1-7-4ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘2番館106
尼崎市南武庫之荘1-7-4ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘二番館102
尼崎市南武庫之荘1-7-5
尼崎市南武庫之荘1-7-5
尼崎市南武庫之荘1-7-5ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘3番館
尼崎市南武庫之荘1-7-5ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘参番館
尼崎市南武庫之荘1-7-6
尼崎市南武庫之荘1-7-6ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘4番館
尼崎市南武庫之荘1-7-6ﾌﾟﾗｻﾞ武庫之荘4番館
尼崎市南武庫之荘1-9-1ﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ3F
尼崎市南武庫之荘1-9-1ﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ3F
尼崎市南武庫之荘2-17-20-104
尼崎市南武庫之荘2-17-20105
尼崎市南武庫之荘2-17-20ｻﾝﾜｺ-ﾎﾟﾗｽ106
尼崎市南武庫之荘2-22-14
尼崎市南武庫之荘2-22-9
尼崎市南武庫之荘2-2-9
尼崎市南武庫之荘2-2-9
尼崎市南武庫之荘2-2-9-103
尼崎市南武庫之荘2-33-5
尼崎市南武庫之荘3-1-17
尼崎市南武庫之荘3-16-9ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ尼団1F
尼崎市南武庫之荘3-16番14号
尼崎市南武庫之荘3-24-21
尼崎市南武庫之荘3-25-10NAVI3062F-S
尼崎市南武庫之荘3-25-1松家ﾋﾞﾙ1階

所

店

舗

焼肉三田
すし天ぷらめぐみ
炭火焼鳥おんどり庵 武庫之荘店
Café&Sweets めばえ
ちょい飲み屋さん 呑
bar honeycome
NORMA JEANE
秋田こまち
ますや
Bar Lovina
やきとり炭人
Asian Kitchen PAR
お好み焼 茶利
やりくりﾀｰﾎﾞ!
ｺﾞｰﾀﾞ屋
ふうか
霜降り焼き肉屋 みや牛
炭火焼鳥と鶏創作料理快
小六
有限会社 殿
中華料理一龍
ｻﾛﾝ•ﾄﾞ•ｽﾌﾟｰﾝ
居酒屋六平
てっぱんﾊｳｽ 拓
鮨･酒･肴 杉玉 阪急武庫之荘駅
鞍山
和食ﾊﾞﾙｱｸｱ
お好み焼き小町
居酒屋 裕樹亭
ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ 武庫之荘駅前店
鳥舎
QUESERIA
うちごはん 食福
ｷｯﾁﾝﾊﾞｰ ﾏﾑ
かぼちゃ
ｽﾅｯｸ ｷｬｯｼｰ
Bar Vicky武庫之荘店

名

住
尼崎市南武庫之荘3-3-18
尼崎市南武庫之荘3-35-1武庫之荘ｻﾝﾀｳﾝﾊｲﾂ101
尼崎市南武庫之荘3-35-6坂口ﾋﾞﾙ1F
尼崎市南武庫之荘3-36-10
尼崎市南武庫之荘3-36-11
尼崎市南武庫之荘3-36-11
尼崎市南武庫之荘3-36-11
尼崎市南武庫之荘3-36-5
尼崎市南武庫之荘3-36-6
尼崎市南武庫之荘3-36-7
尼崎市南武庫之荘3-36-7
尼崎市南武庫之荘3-36-8
尼崎市南武庫之荘3-36番10号
尼崎市南武庫之荘3-4-24
尼崎市南武庫之荘3-5-14ｸﾞﾚｲｽﾏﾝｼｮﾝ1番館1階ｺﾞ-ﾀﾞ屋
尼崎市南武庫之荘4-19-13-ﾌﾟﾗﾏ-2番館1F西端
尼崎市南武庫之荘4-19-13ﾌﾟﾗﾏ-2番館1階
尼崎市南武庫之荘4-19-13プラマーⅡ番館1F
尼崎市南武庫之荘5-1-6
尼崎市南武庫之荘5₋16₋22
尼崎市南武庫之荘5-23-1
尼崎市南武庫之荘5-25-14
尼崎市南武庫之荘7-20-25
尼崎市武庫之荘西2-33-23
尼崎市武庫之荘1-1-1阪急武庫之荘駅
尼崎市武庫之荘1-12-15
尼崎市武庫之荘1-13-11F東側
尼崎市武庫之荘1-14-10
尼崎市武庫之荘1-14-18ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ1F
尼崎市武庫之荘1-14-23富松ﾌﾙﾄﾋﾞﾙ1階101号室
尼崎市武庫之荘1-14-7
尼崎市武庫之荘1-14-7 中山ﾋﾞﾙ1階
尼崎市武庫之荘1-14-7中山ﾋﾞﾙ2F
尼崎市武庫之荘1-16-11-104
尼崎市武庫之荘1-16-8
尼崎市武庫之荘1-16-8ﾚﾌｧｲﾝﾄﾞ武庫之荘
尼崎市武庫之荘1-1-6ﾅﾋﾞｵﾋﾞﾙ2F

所

店
舗
名
ﾄﾞﾙﾁｪﾓｽｶｰﾄ武庫之荘店
SoundZERO
わたせせいぞうギャラリー武庫之荘withダヴィンチ
ﾊﾋﾟﾈｽ
ｶﾗｵｹ喫茶 ｱﾓｰﾚ
ｽﾅｯｸ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ
小政
お好み焼 富士
カフェ ぷろぽ
串BAR 丸田
串揚げ立ち飲みﾏﾒﾀｸ
やきとりの名門秋吉武庫之荘店
そば処竹やぶ
ｽﾅｯｸ 奈奈
74cafe
ﾛﾝﾛﾝ
おばんざいﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾐﾁｶ
酒菜 けあき
かじ井
純喫茶麦
鳥貴族武庫之荘店
焼鳥ダイニング悠
ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ
炭火焼きとりおんどり庵武庫之荘北駅前店
うを治
冒険酒場ひよこ
Lounge Lei
RISKY
amusement Bar baccara
ﾋﾟｱﾄﾞｰﾙ
ｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ
ないと うぃっしゅ
居酒屋 鶴
牛たん割烹 和吉
ももふく
standing酒場みらい
cagmag

住
尼崎市武庫之荘1-17-26ｴｸｾﾚﾝﾄ武庫之荘1階
尼崎市武庫之荘1-18-2ﾌﾟﾗｻﾞ七番館2F
尼崎市武庫之荘1-18-7
尼崎市武庫之荘1-19-12
尼崎市武庫之荘1-19番12号
尼崎市武庫之荘1-19番3号ﾄﾞﾑｽ武庫之荘205号
尼崎市武庫之荘1-21-9市隆ﾊｲﾂ10A
尼崎市武庫之荘1-22-11
尼崎市武庫之荘１-2ー6 コトブキビル2F
尼崎市武庫之荘1-22番23号ﾌﾟﾗｻﾞ8番館1階
尼崎市武庫之荘1-2-7正光ﾋﾞﾙ103
尼崎市武庫之荘1-2-8102
尼崎市武庫之荘1-29-11ﾒｿﾞﾝﾏﾙﾐ1F
尼崎市武庫之荘1-32-6-103田口第1ヴｨﾗ
尼崎市武庫之荘1-32-6田口ヴｨﾗ1F
尼崎市武庫之荘1-32-6田口第一ﾋﾞﾗ102号
尼崎市武庫之荘1-32-7B101
尼崎市武庫之荘1-35-7
尼崎市武庫之荘1-3番4号
尼崎市武庫之荘1-4-9
尼崎市武庫之荘1-5-1
尼崎市武庫之荘1-5-14サンプラザ中野1F
尼崎市武庫之荘1-6-11
尼崎市武庫之荘1-6-3
尼崎市武庫之荘1-6-4
尼崎市武庫之荘1-6-6
尼崎市武庫之荘1-6-6 ﾅﾋﾞｵ武庫之荘5F
尼崎市武庫之荘1-6-6-302
尼崎市武庫之荘1-6-6-401
尼崎市武庫之荘1-6-6ﾅﾋﾞｵ武庫之荘3F
尼崎市武庫之荘1-6-6ﾅﾋﾞｵ武庫之荘4階
尼崎市武庫之荘1-6番6ﾅﾋﾞｵ武庫之荘ﾋﾞﾙ2F
尼崎市武庫之荘1-9-10
尼崎市武庫之荘1-9-11
尼崎市武庫之荘1-9-1-102
尼崎市武庫之荘1-9-1-103
尼崎市武庫之荘1-9-1-104

所

店
Chez Hori-ｼｪ･ﾎﾘ
ロカボカフェAn's（アンズ）
sanbanya
酒処ばんさん
ｶﾗｵｹ喫茶亀ちゃん
東華園
居酒屋一門
花梨
浜っ子
居酒屋 一風
SAKURA
炭焼やきとり 隆
力寿司
うおひろ
酒処なかや
ｽﾅｯｸｼﾙｸﾛｰﾄﾞ
居酒屋 なんとかしてよ
茂美の木
ｶﾗｵｹ ゆう
鳥芳ﾄﾘｯｷｰ
うまいもんや
ｸﾞﾗﾅﾀﾞ•ﾊﾟﾝﾁｪｯﾀ尼崎北店
カラオケ喫茶 美来
居酒屋 ｵｯｸｽ
姫だるま
ﾏﾝｻｸﾓﾃﾞﾙﾅ
とんぼや
ｼｮｺﾗｸﾗﾌﾞ
930BASE
THUMBS UP MARKET
家庭料理 幸
Music Emotion GEN
居酒屋KAN KAN
ﾋﾞｱﾝｺ
ｽﾅｯｸｼｴﾙ
はれのひ
でめきん｡

舗

名

住
尼崎市武庫之荘1-9-1ｼ-ﾄﾞﾜﾝKTM105
尼崎市武庫之荘1丁目32-6 田口第一ビラ101
尼崎市武庫之荘2-10-8
尼崎市武庫之荘2-10-8
尼崎市武庫之荘2-28-1
尼崎市武庫之荘2-32-18
尼崎市武庫之荘2-4の1
尼崎市武庫之荘3-16-5
尼崎市武庫之荘3-16-7-101
尼崎市武庫之荘3-5-14-106
尼崎市武庫之荘4-11-2ﾓﾝｼｪﾘ-武庫B1
尼崎市武庫之荘5-14-2
尼崎市武庫之荘5-14-2
尼崎市武庫之荘5-14-2
尼崎市武庫之荘5-24-21
尼崎市武庫之荘6-24-11
尼崎市武庫之荘8-28-8
尼崎市武庫之荘8-32-21
尼崎市武庫之荘8-32-7
尼崎市武庫之荘8-32-8
尼崎市武庫之荘9-13番9号
尼崎市武庫の里1-20-27
尼崎市武庫元町1-27₋3
尼崎市武庫元町1-18-2
尼崎市武庫元町1-21-1
尼崎市武庫元町1-21-14
尼崎市武庫元町1-22-18
尼崎市武庫元町1-24-12
尼崎市武庫元町1-26-1
尼崎市武庫元町１－２６－８
尼崎市武庫元町1-27-7
尼崎市武庫元町1-27-9
尼崎市武庫元町1-27-9
尼崎市武庫元町1-28-1
尼崎市武庫元町1-28-1
尼崎市武庫元町1-28-1
尼崎市武庫元町1-28-1-1F

所

店

舗

ｶﾗｵｹめい
ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ ｻﾑｻﾗ
ｶﾗｵｹ喫茶あかり･ﾋﾞｰﾝｽﾞ･ﾊﾞｰﾄﾞ･珈琲
海鮮居酒屋 雅
Snack An'z
立ち呑み処 やっさん
ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ黄色いりぼん
ｶﾌｪ食堂ﾅｶﾑﾗ
居酒屋土筆
飲食らんちゃん
一由
ゆうかり
喫茶ぎょもん
みつき
かすみ亭
ことうら
讃岐製麺尼崎西昆陽店
お好み焼き 松ちゃん
まさ美
MARU
とんかつ かつ喜 尼崎西昆陽店
お食事処･呑み処 P･K
焼肉特急 西昆陽171駅
三豊麺西昆陽店
田中酒店
Ricca
そのだｶﾚｰ
一八
ｵﾘｰﾌﾞﾊｳｽ
串勝や
日高
ﾐｭﾝﾍﾝ園田店
園田屋
さくら
酔ってって
さくらのおかん
ばｰでぃ'ずcafe

名

住
尼崎市武庫元町1-28ｴｺ-ﾙﾄﾞﾑｺ1F
尼崎市武庫元町1-33-7-1階ｻﾑｻﾗ
尼崎市武庫元町2-12-1-103
尼崎市武庫元町2-12ｰ9上原 弘政
尼崎市武庫元町2-12-92F
尼崎市武庫元町2-14-11
尼崎市武庫元町2-15-15
尼崎市武庫元町2-16-11
尼崎市武庫元町2-18-19
尼崎市武庫元町2-21-4
尼崎市武庫元町2-22-2
尼崎市武庫元町2-8-16
尼崎市武庫町1-35-6
尼崎市武庫町1-50-3ﾏﾝﾜﾋﾞﾙ1F
尼崎市武庫町1-50-6上床 一弘
尼崎市武庫豊町3-10-12
尼崎市常松2-3-30
尼崎市常松2-3-36
尼崎市西昆陽1-1-26
尼崎市西昆陽1-1-7-101
尼崎市西昆陽1-27-25
尼崎市西昆陽1-9-1
尼崎市西昆陽2-2-26
尼崎市西昆陽2-2-30
尼崎市西昆陽3-8-11
尼崎市七松町1-10-4-201
尼崎市田能2-1-1
尼崎市田能2-1-1
尼崎市田能2-1-1
尼崎市田能2-1-1
尼崎市田能2-1-1 園田競馬場内
尼崎市田能2-1-1園田競馬場3F
尼崎市田能2-1-1園田競馬場内
尼崎市田能2-1-1園田競馬場内ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ
尼崎市田能4-12-16
尼崎市田能4-12-16
尼崎市田能4-1-27

所

店
Aoi-Cafe
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸでこぼこ
カジュアルラウンジ ViVi
ﾐﾝﾐﾝ園田店
Switch
だるま
かずや
鉄板焼き みずき
焼肉 Kazu家
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ東園田店
お好み焼き 華
一鮨
ﾗｰﾒﾝ魁力屋 園田店
居酒屋 ぼちぼち
焼鳥おか田
鮨 万よし
麺屋黒船園田店
釜楽うどん三心
福福
割烹 若新
焼肉楽一
からおけ喫茶 とまり木
ｽﾅｯｸ あすなろ
麺屋Smile
鶏人
炭火焼鳥いろは
とぅもｰる
ﾃﾞｨｶﾞ ﾊﾞｰ
東雲亭 園田店
ﾊﾞｰ.ｷｬﾝﾌｧｰｳｯﾄﾞ
ｺﾒﾀﾞ珈琲店阪急園田店
お魚とお野菜 じんりき
魚､季節料理たがわ
仲松のお店
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪急園田店
焼酎天国
ｵｱｼｽきた

舗

名

住
尼崎市椎堂1-10-1
尼崎市椎堂1-3-8
尼崎市東園田町5-46-10‐3Ｆ
尼崎市東園田4-92-22F
尼崎市東園田9-1-9ロイヤル坂口1F
尼崎市東園田町1-164-2
尼崎市東園田町2-108
尼崎市東園田町2-117ﾚﾎﾞﾝﾀｹﾀﾞ101
尼崎市東園田町2-117ﾚﾎﾞﾝﾀｹﾀﾞ102
尼崎市東園田町2-186
尼崎市東園田町2-19-28
尼崎市東園田町2-57-101
尼崎市東園田町2-74-4
尼崎市東園田町2-92-2-102
尼崎市東園田町2-92-2-103
尼崎市東園田町2-93-17
尼崎市東園田町3-31-5
尼崎市東園田町4-27-3ﾘ-ﾌ園田101
尼崎市東園田町4-27-4
尼崎市東園田町4-27-5
尼崎市東園田町4-45-2
尼崎市東園田町4-45-2
尼崎市東園田町4-47−7松本ﾋﾞﾙ2F
尼崎市東園田町4-9-1
尼崎市東園田町4-92-1
尼崎市東園田町4-92-3新正ﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町4-93
尼崎市東園田町4-93-2
尼崎市東園田町4-93-3
尼崎市東園田町4-93-3
尼崎市東園田町4-94-2東園田町総合会館1階
尼崎市東園田町4-95-10細川ﾋﾞﾙ1F
尼崎市東園田町4-95-10細川ﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町5-111-6
尼崎市東園田町5-140-1共栄園田駅前ﾋﾞﾙ3F
尼崎市東園田町5-20-9
尼崎市東園田町5-21-5

所

店
味楽寿司
ﾗｳﾝｼﾞすみれ
喫茶グリーングリーン
ﾀﾋｰﾉ
ゆんたく処
大衆居酒屋わらの
和食寿司むかい
おんどり庵 園田店
Ken'sKitchenこころ
ｽﾅｯｸ樹
ﾘﾎﾟｻﾞｰﾚ
ｶﾗｵｹｷｯｻｸﾛﾑ
Ａce
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
Bar Jump
呑どころあｰちゃん
珀
ﾌｧﾙﾌｧｰﾚ
魚と旬菜うおまる
ｽﾅｯｸﾓﾝｼｪﾘｰ
with
ｽﾅｯｸ 和花
酒処遊々
逸品料理かまくら
bistro 魚々園
おんどり庵 園田お座敷館
お好み焼 鉄板焼 苑
とり重
ﾃﾝﾌﾟﾙ
ｶﾒﾛｸ園田店
寿し元
居酒屋 ひら乃
遊食酒房 DOLMEN & 遊
IQAS MUSIC BAR
ﾋﾞｽﾄﾛ･KAKASHI
ｶﾗｵｹ喫茶 亜由三
楽食酒場 千のまほろば

舗

名

住
尼崎市東園田町5-24-20
尼崎市東園田町5-26-2
尼崎市東園田町5-32-11
尼崎市東園田町5-32-14
尼崎市東園田町5-32-17
尼崎市東園田町5-33-2ﾍﾟﾝﾀｺﾞﾗ102
尼崎市東園田町5-40-4
尼崎市東園田町5-41
尼崎市東園田町5-41-1
尼崎市東園田町5-46-10
尼崎市東園田町5-46-10
尼崎市東園田町5-46-10
尼崎市東園田町5-46-10
尼崎市東園田町5-46-10ｴｿｸﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町5-46−10ｴﾙｸﾞﾘｯﾄﾋﾞﾙ1階
尼崎市東園田町5-46-10ｴﾙｸﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞﾙ1階
尼崎市東園田町5-46-10ｴﾙｸﾞﾘｯﾄﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町5-46-10ｴﾙｸﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞﾙ3F
尼崎市東園田町5-46-10ﾊﾟﾛ園田ﾋﾞﾙ1F
尼崎市東園田町5-46-10第3三功ﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町5-46-14
尼崎市東園田町5-46-141F
尼崎市東園田町5-46-14第3三功ﾋﾞﾙ1階
尼崎市東園田町5-46-14第三三功ﾋﾞﾙ2階南
尼崎市東園田町5-46-15
尼崎市東園田町5-46-7
尼崎市東園田町5-46第3三功ﾋﾞﾙ2階
尼崎市東園田町5-47
尼崎市東園田町5-47-5ｱﾄﾞﾍﾞﾝｽ202
尼崎市東園田町5-47-7
尼崎市東園田町5-47ｱﾄﾞﾍﾞﾝｽﾋﾞﾙ
尼崎市東園田町5-60-1ｳｲｽﾞ東園田102
尼崎市東園田町5-98-1
尼崎市東園田町5-98-1-103
尼崎市東園田町5の59
尼崎市東園田町8-110-10
尼崎市東園田町9-10-5

所

店
馬関亭
居酒屋 てん心
杜乃家
居酒屋 三平
串揚げ処GOYEMON
ﾋﾟｱｽ&風°
一番星
扇木
秋吉 園田店
鳥貴族園田店
遊酒場えん家
Switch
鶏BUTE
ｽﾅｯｸ博多
中華食堂 PATA-PATA
居酒屋ﾌｪﾆｯｸｽ
笑食酒処大
阪神そば
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ園田ﾌﾟﾗｻﾞ店
居酒屋きゃぷてんじゃっく
喫茶 ﾀｳﾝ
焼肉ﾎﾙﾓﾝじんりき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ
Innocent
馬也
喫茶 れんげ草
中国料理 桂華
LianLaso
ｽﾅｯｸﾓﾅﾐ
たこ焼き･唐揚げ やきやき ﾚﾐ
Cafe&BAR TOS
鳥大
はなまるうどん ｲｵﾝ尼崎店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｲｵﾝ尼崎店
ｿﾙｴｯﾄ ｱﾝﾌﾞﾗ
しゃぶ葉尼崎次屋
鉄板居酒屋こげまる
居酒屋 みちこ

舗

名

住
尼崎市東園田町9-16-27
尼崎市東園田町9-16-28
尼崎市東園田町9-17-13ｼﾃｨﾊｲﾂ小山101
尼崎市東園田町9-17-15
尼崎市東園田町9-17-15金谷ﾏﾝｼｮﾝ1階西端
尼崎市東園田町9-17-17
尼崎市東園田町9-17-17-2階
尼崎市東園田町9-17-18原ﾋﾞﾙ
尼崎市東園田町9-17-5
尼崎市東園田町9-18-1
尼崎市東園田町9-18-3東園田ﾋﾞﾙ1F
尼崎市東園田町9-1-9ﾛｲﾔﾙ坂口1F
尼崎市東園田町9-21-21
尼崎市東園田町9-21-21-B1F
尼崎市東園田町9-21-21岡崎ﾊｲﾂ1F
尼崎市東園田町9-22-22
尼崎市東園田町9-22-23
尼崎市東園田町93
尼崎市東園田町9-48-1
尼崎市東園田町9-7-20
尼崎市東園田町9-8-4ﾛ-ｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F
尼崎市東園田町9-9-1
尼崎市東園田町9-9-5-2Aｵｵﾊﾞﾋﾞﾙ
尼崎市東園田町9-9-5ｵｵﾊﾞﾋﾞﾙB1B
尼崎市神崎町41₋35
尼崎市次屋1-19-11
尼崎市次屋1-7-20
尼崎市次屋1-7-9
尼崎市次屋2-18-1
尼崎市次屋2-23-7
尼崎市次屋3-1-1ｼｬﾄ-ﾒｲｼﾞ1F
尼崎市次屋3-13-18
尼崎市次屋3-13-18
尼崎市次屋3-14の1
尼崎市次屋4-1-10
尼崎市西川2-11-16-101
尼崎市西川2-11-161F

所

店
舗
すなっく 花ぐるま
純
ｻﾑｷﾞｮﾌﾟｻﾙ和牛焼肉ﾌﾞﾋｰ
喫茶cute
結まｰる
Bon-sai
極楽湯尼崎店
赤から尼崎店
yaggiしょくどう
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ(ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ)
D -56
居酒屋 ふじ
甘露園
ｽﾅｯｸﾋﾟｭｱ
こてまる
まごころごはんまよみ
餃子PLUS
立ち飲み しょうちゃん
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ尼崎近松
ミッキー
中華料理 龍園
Laquda
日の丸商店
ちゅりお
わりゅう
炭火居酒屋 楽ふく
お好み焼き 友
NO BORDER
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ まき
ごはんとお酒 ゆるり
ひょうたん
ｽｰﾊﾞﾏﾊﾙ
こんぴらうどん下坂部山幹通り店
ｽﾅｯｸ 葵
焼肉 楽食
アマの焼肉ニューじゅん亭 尼崎駅前パーク
Andante

名

住
尼崎市西川2--11-17
尼崎市西川2-1-5若草ﾋﾞﾙ1階
尼崎市西川2-35-10
尼崎市西川2-44-1-111
尼崎市西川2-44-1-113号
尼崎市西川2丁目1-3
尼崎市浜1-6-18
尼崎市浜1-7-27
尼崎市浜2-1-5
尼崎市浜2-2-44
尼崎市浜2-7-7
尼崎市浜3-1-30
尼崎市浜3-2-10
尼崎市浜3-5-34
尼崎市善法寺町8-25-110山一ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ
尼崎市若王寺1-12-21
尼崎市若王寺2-2-12
尼崎市若王寺2-3-17
尼崎市若王寺2-37-20
尼崎市下坂部１ー２０ー２３
尼崎市下坂部1-16番5号
尼崎市下坂部1-20-25
尼崎市下坂部1-24-8
尼崎市下坂部1-26-20
尼崎市下坂部1-28-3
尼崎市下坂部1-4-17
尼崎市下坂部2-16-2
尼崎市下坂部2-25-8
尼崎市下坂部2-5-19
尼崎市下坂部3-18-17
尼崎市下坂部3-22-2
尼崎市下坂部3-22番26号
尼崎市下坂部3-9-10
尼崎市下坂部4-11-13
尼崎市下坂部4−7−1
尼崎市潮江1-11-1 ラ・ヴェール尼崎
尼崎市潮江1-11-1ﾗヴｪ-ﾙ尼崎108

所

1F103号

店
舗
大衆酒場 あまや
居酒屋 松福
ｶﾗｵｹﾊﾟﾌﾞU-君
ﾆｭｰﾏｺ
酒と肴志善
甘太郎尼崎店
焼鳥ｾﾝﾀｰ JR尼崎南口店
ちゃりん坊
菊の樹
お好み焼久
ｶﾗｵｹﾊﾟﾌﾞU-ちゃん
金虎JR尼崎駅南口店
ﾏﾙｷ 尼崎
日の丸商店 立ち呑み処
sonomiya cafe
栞
Vin C'est bon
酒守
鉄板居酒屋MonkeyRush
やん家
CORONA winebar & dining
お好み焼 吉
CORONA SALAD WORKS
いっせんYA!
寿し安
鶏と魚のわら焼き居酒屋 うちわ
串もん家 うまか棒
喫茶ｸﾞﾚｰｽ
ﾓﾐｱﾝﾄﾞﾄｲｽﾞ あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
どうとんぼり神座あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
とんかつ和幸
PIER 30GRILLあまがさき店
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
串家物語あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
おむらいす亭
あまどん

名

住
尼崎市潮江1-1-1JR尼崎駅構内
尼崎市潮江1-13-1
尼崎市潮江1-13-1
尼崎市潮江1-13-1
尼崎市潮江1-13-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｱﾈｯｸｽ105
尼崎市潮江1-1-50ｴﾃﾞｨｵﾝﾋﾞﾙ1階
尼崎市潮江1-1-50ﾐﾄﾞﾘ電化ﾋﾞﾙ1階
尼崎市潮江1-15-2
尼崎市潮江1-15-2
尼崎市潮江1-15-2-135
尼崎市潮江1-15-2-141
尼崎市潮江1-1-60JR尼崎駅西NKﾋﾞﾙ1F
尼崎市潮江1-16-1ｱﾐﾝｸﾞ2号館
尼崎市潮江1-16-1ｱﾐﾝｸﾞｳｴｽﾄ2番館10
尼崎市潮江1-16-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｳｴｽﾄ2番館
尼崎市潮江1-20-1-105
尼崎市潮江1-20-1-105
尼崎市潮江1-20-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｲ-ｽﾄ
尼崎市潮江1-20-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｲ-ｽﾄA2-102号
尼崎市潮江1-20-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｲ-ｽﾄA2-118
尼崎市潮江1-21-1-111
尼崎市潮江1-22-1
尼崎市潮江1-22-1-105
尼崎市潮江1-22-1-109ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｳｴｽﾄ一番館
尼崎市潮江1-22-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｳｴｽﾄ1番館108
尼崎市潮江1-22-1ｱﾐﾝｸﾞ潮江ｳｴｽﾄ1番館1F
尼崎市潮江1-29-10
尼崎市潮江1-30-8
尼崎市潮江1-3-1
尼崎市潮江1-3-1
尼崎市潮江1-3-1
尼崎市潮江1-3-1
尼崎市潮江1-3-1
尼崎市潮江1-3-11Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ･1Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ1階

所

店
舗
ﾌﾚｯｼｭﾈｽﾊﾞｰｶﾞｰあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙｼｮｯﾌﾟ
天ぷら天助
ｵﾘｰﾌﾞﾁｬｵあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
IL Paradossoあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
希望軒 あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
福島上等ｶﾚｰあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
焼肉しずる あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
MOVIXあまがさき
もりもり寿しあまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
すみび和くら あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店
丸亀製麺あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ
和彩旬彩 うまおん尼崎店
お好み焼き･鉄板焼 河内源氏
ｽﾊﾟﾆｯｼｭﾊﾞﾙｱｸｽﾘｰ
炙り肉重・ステーキ重 明尚苑
げん
酒道場
串揚げﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ和家
ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰJR尼崎店
ﾘﾋﾟﾙ JR尼崎駅前店
(株)ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝJR尼崎駅前店
白木屋 JR尼崎北口駅前店
美味しい炭火焼居酒屋 金魚
餃子食堂ﾏﾙｹﾝ JR尼崎店
ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ ｳｴｽﾄﾘﾊﾞｰ
ｲﾝﾃﾞｨｱ
はるしん
居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞざくろ
会席創作かっぽう 花水季
カプリチョーザあまがさきキューズモール店
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ時
酒味処 しんちゃん
折尾
BAR CALM
yyco
鮨てつ

名

住
所
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ1階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ1階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4F
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4F
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4F
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4階
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ本館1F
尼崎市潮江1-3-1あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ本館4階
尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき4F
尼崎市潮江1-36-10cozyｾｲｹﾝ参番館101
尼崎市潮江１-３番１号あまがさきキューズモール１Fフードコート
尼崎市潮江1-3番1号あまがさきｷｭ-ｽﾞﾓ-ﾙ4F
尼崎市潮江1-4-2-103
尼崎市潮江1-4-2ｱﾐﾝｸﾞ潮江ﾌﾟﾗｽﾄ204
尼崎市潮江1-4-5
尼崎市潮江1-4-5 ｱﾐﾝｸﾞ潮江ﾌﾞﾗｽﾄいきいき3階
尼崎市潮江1-4-5 ﾌﾟﾗｽﾄいきいき館4階
尼崎市潮江1-4-5ｱﾐﾝｸﾞ潮江ﾌﾟﾗｽﾄいきいき2階
尼崎市潮江1-4-5ｱﾐﾝｸﾞ潮江ﾌﾟﾗｽﾄいきいき3F
尼崎市潮江1-4-5ｱﾐﾝｸﾞ潮江ﾌﾟﾗｽﾄいきいき3階
尼崎市潮江1-4番1号
尼崎市潮江1-7-1
尼崎市潮江1-8-1-109
尼崎市潮江1-8-1ｺ-ﾎﾟ潮江104
尼崎市潮江1-ｺ-ﾎﾟ潮江108
尼崎市潮江1丁目3-1あまがさきキューズモール店4階
尼崎市潮江2-1-15
尼崎市潮江2-1-19ﾎ-ﾌﾟﾌﾙ潮江101
尼崎市潮江2-14-17
尼崎市潮江2-14-17ｺｽﾓﾌﾗｯﾄ1階
尼崎市潮江2-22-29
尼崎市潮江2-33-17

店

舗

居酒屋ｾｶﾝﾄﾞ
大's kitchen 花
銭屋
柳屋
ﾙｼｱｽｶﾞｰﾃﾞﾝ
からから
天理ｽﾀﾐﾅﾗｰﾒﾝ尼崎店
居酒屋すぎ
ingenious creative kitchen
ｽﾅｯｸ ﾐﾜ
ｽﾅｯｸ かくれんぼ
冗談酒場
和楽大勝軒
dining ぷかぷか
お好み焼居酒屋まこと
たこつぼ
旬菜処 なんちゃっ亭
焼肉虎次郎 尼崎店
GANDHI PALACE
万屋
つる家寿司
花の舞 ﾋﾞｴﾗ塚口店
ちょい呑み酒場 CLAIR(クレール)
四季料理 薫 Kaoru
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ尼崎近松ｺｰﾌﾟ店
ｲﾝﾄﾞ･ﾈﾊﾟｰﾙ料理 ｻﾞﾅﾆ
胡桃
ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ
ｶﾗｵｹ 会
おうぎや
小料理 KONDO
焼肉いこい
くろ潮まる
まるこ
Karabar いつものところ
すし 一品 けんちゃん
standbar deewhy

名

住
尼崎市潮江2-38-16
尼崎市潮江2-39-7
尼崎市潮江3-2-25
尼崎市潮江4-1-23
尼崎市潮江5-3-43
尼崎市久々知1-19-7
尼崎市久々知1-5-3-101
尼崎市久々知1-5-3-103
尼崎市久々知1-5-3ｶﾞ-ﾃﾞﾝBOSCO202
尼崎市久々知1-5-5
尼崎市久々知1-5-5
尼崎市久々知1-5-6
尼崎市久々知1-5-6
尼崎市久々知1-8-5
尼崎市久々知2-16-16ｶﾜｻｷﾊﾟﾃｨｵ1F
尼崎市久々知3丁目４－７
尼崎市久々知西町1-5-11
尼崎市久々知西町1-5-16
尼崎市久々知西町1-5-18
尼崎市久々知西町1-9-26
尼崎市久々知西町2-2-11
尼崎市上坂部1-1-1ﾋﾞｴﾗ塚口1階
尼崎市上坂部１-３－３８ー１０３
尼崎市上坂部2-2-3塚口第5ｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ1階
尼崎市上坂部309
尼崎市上坂部3-11-1
尼崎市上坂部3-14-5
尼崎市上坂部3-14-5
尼崎市上坂部3-14-5
尼崎市上坂部3-1-6
尼崎市上坂部3-18-1上坂部ﾊｲﾂB棟101
尼崎市上坂部3-21-8
尼崎市上坂部3-26-7
尼崎市上坂部3-28-18
尼崎市上坂部3-28-26
尼崎市上坂部3-28-26
尼崎市上坂部3-3-11

所

店

舗

仙成
串街道 よしむら
喫茶ｶﾗｵｹﾊﾆｰ
呑み処 我が家
ななまる食堂
ｱｲｱｲ
八剣伝猪名寺店
熱中屋猪名寺LIVE/ｽﾃｰｷ五郎ｶﾚｰ猪名寺店
i10号倉庫GARAGE CAFE&PIZZA
海から空へ
海鮮居酒屋 天
やんちゃ姫
あさひ
土海
ｽﾅｯｸじゅん
炉ばた越乃津
喃風尼崎店
Lien
ｶﾗｵｹ祭
居酒屋たて
ﾌﾙｰﾙ
ﾗｰﾒﾝ工房 はっぴ
ｶﾗｵｹﾊﾞｰ まる
寿寿
創肴旬菜はじめ
白木屋 阪神尼崎西口駅前店
茶ｶﾌｪ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 桜里
喫茶ﾎﾟｴﾑ
天守閣
喫茶ランプ
楽屋食堂キャンティーヌ
もみぢ
kataji
辰己酒店
Lounge Vogue

名

住
尼崎市上坂部3-38
尼崎市上坂部3-5-1
尼崎市猪名寺1-1-1
尼崎市猪名寺1-21-43-102
尼崎市猪名寺1-21-43第一明生ﾋﾞﾙ
尼崎市猪名寺1-23-1
尼崎市猪名寺2-16-6明生ﾊｲﾂ1F
尼崎市猪名寺2-6-1猪名寺ﾆｭ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F
尼崎市食満5-24-1
尼崎市食満5-24-1
尼崎市口田中1-12-1口田中西団地104
尼崎市口田中1-15-3
尼崎市口田中1-26-23
尼崎市口田中1-28-12
尼崎市口田中1-4-3
尼崎市御園1-10-18
尼崎市御園1-11−1
尼崎市御園3-13-11
尼崎市御園3-13-11
尼崎市御園3-13-12
尼崎市御園3-13-12
尼崎市御園3-14-1ﾊｲﾂｾﾋﾟﾔ104
尼崎市御園町28
尼崎市御園町29
尼崎市御園町35MARUTO尼崎ﾋﾞﾙ1階
尼崎市御園町54-ｶ-ﾑ尼崎1階
尼崎市御園町54番ｶ-ﾑ尼崎103
尼崎市南清水10-7
尼崎市南清水37-18
尼崎市南清水37-25
西宮市高松町2-22 立芸術文化センター内
尼崎市昭和南通4-58ｰ2 エイケンビル６F
尼崎市立花町1丁目17-7
尼崎市南武庫之荘11-11-1
尼崎市東園田町5-46-27

所

