店

舗

ｶﾞｽﾄ伊丹荒牧
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ伊丹荒牧店
川福 中山寺店
いっ時あん
創作居酒屋 傘や
居酒屋ふじ
はまの家
しなの和
居酒屋｢伊万里｣
おかん
ｽﾅｯｸｱﾙﾌｧ2
ｽﾅｯｸ乾杯
ｲｰﾃｨﾝｸﾞﾊｳｽ馬鈴薯
味よし
ぴゅあ
昭平
天政寿し
ｶﾗｵｹ広場親ﾊﾞｶ野郎の美味しいﾅﾎﾟﾘﾀﾝ
黒田や
ｶﾌｪ4丁目
Juicy
丸美焼肉
株式会社零 竹鳥ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾁｷﾝ
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ伊丹鴻池
何処 まゆげの
かに道楽 伊丹店
炭火焼鳥 ほむら
だいにんぐBarAvete
ｶﾗｵｹ喫茶 すみれ
焼鳥わいわい
ｲﾝﾄﾞ料理ﾘﾄﾙｲﾝﾃﾞｨｱ
新河苑
ｶﾌｪ ねむのき
ｶﾗｵｹ喫茶 蘭
飲茶ｶﾌｪ ｼﾞｬｽﾐﾝ
お好み焼き工房いさ
すなっく 瑠璃

名

住
伊丹市荒牧1-3-23
伊丹市荒牧4-4-12
伊丹市荒牧4-7-1
伊丹市荒牧5-8-2
伊丹市荒牧6-24-4
伊丹市荻野6-41
伊丹市荻野6-44-2
伊丹市荻野7-1-1
伊丹市萩野7-1−1
伊丹市大野1-53
伊丹市大野1-54
伊丹市大野2-10-2-105号日光園ｻﾝﾊﾟﾚｽ
伊丹市大野2-10-2ｻﾝﾊﾟﾚｽ103号
伊丹市東野1-69-4
伊丹市東野1-71
伊丹市東野3-35-4-102
伊丹市東野3-4
伊丹市東野3-44−2
伊丹市東野4-1-2
伊丹市東野4-4-3
伊丹市東野6-45-1
伊丹市東野6-6ｴﾙ･ﾊﾟﾗｼｵ1F
伊丹市鴻池1-3-15
伊丹市鴻池3-20-39
伊丹市鴻池5-5-13
伊丹市鴻池5-9-41
伊丹市鴻池6-16-45-105
伊丹市鴻池6-30-12
伊丹市北野1-78-2
伊丹市北野2-1-21
伊丹市北野2-1-3
伊丹市北野2-79-7
伊丹市北野2-98OMTﾋﾞﾙ1F
伊丹市北野3-22
伊丹市北野3-4ｼｬﾄﾞ-北野102
伊丹市北野5-3
伊丹市北野5-33

所

店
cafe dining Rii
居酒屋八重
ｽﾅｯｸ 永吉
Sea
ｽﾅｯｸ 華
居酒屋 夢
snack AJiTO
酒処 だんだﾝ｡
ｻﾗﾝへ
chill club
ｽﾅｯｸ かよ
焼肉 ほがらか
MAR.
ｶﾗｵｹﾊﾞｰ OCEANS KNOT
cafe shu
居酒屋ごん
焼肉たかちゃん
ｽｼﾛｰ伊丹荒牧店
大阪やき三太伊丹荒牧店
やきとり しげ
ほっこり家うさぎ
家庭料理 華
でぽｰる
ｶﾗｵｹ喫茶88
焼肉とも
Bar K
ﾗｰﾒﾝ来来
焼鳥 六三四
TAT-Ⅱ
ｽﾎﾟｯﾄ ｱｹﾞｲﾝ
串かついせ
家庭居酒屋かっぽ-ぎ
焼肉山家
居酒屋 どりｰ夢
肉のｽﾀｰ緑ヶ丘
たっぷたぷﾊﾞｰﾙﾌｪﾘｰﾁｪ
BistroCarne伊丹店

舗

名

住
伊丹市北野5-33
伊丹市北野5-34
伊丹市北野5-35
伊丹市北野5-35
伊丹市北野5-36
伊丹市北野5-36
伊丹市北野5-36-2F
伊丹市北野5-36北野五番街2F
伊丹市北野5-37
伊丹市北野5-37
伊丹市北野5-37
伊丹市北野5-37
伊丹市北野5-37
伊丹市北野5-37五番街内
伊丹市北野5-43
伊丹市荒巻南2-1-2山本不動産第8ﾋﾞﾙ1F
伊丹市荒牧南2-1-2
伊丹市荒牧南2-1-21
伊丹市荒牧南3-5-1ﾂｲﾝｴｸｾﾙﾀﾞｲﾄﾞ-1F
伊丹市荒牧南3-5-5
伊丹市東野1-25-101
伊丹市緑が丘2-168
伊丹市緑が丘6-27-1
伊丹市緑が丘6の61の301
伊丹市緑ｹ丘1-310西口ﾏﾝｼｮﾝ102
伊丹市緑ヶ丘5-112-2-B1
伊丹市緑ヶ丘5-16-1
伊丹市緑ヶ丘5-22
伊丹市緑ｹ丘5-22
伊丹市緑ヶ丘5-64-1
伊丹市緑ヶ丘5-65
伊丹市緑ヶ丘5-65-1
伊丹市緑ｹ丘5-65-1
伊丹市緑ヶ丘5-67-1
伊丹市緑ヶ丘5-67-1
伊丹市緑ヶ丘6-64-2
伊丹市緑ヶ丘6-64-2

所

店
はなの舞 伊丹駐屯地店
そば太鼓亭伊丹瑞穂店
CUISINE ELION
縁家
ももここ亭
にぎり長次郎伊丹店
酒楽亭
鉄板居酒屋一杉一
肉匠翔庵 伊丹店
祐多佳
ﾍﾌﾞﾝｽﾞｷｯﾁﾝひがしのたまご
ｶﾞｽﾄ伊丹瑞穂店
成田屋 伊丹店
はなの舞 千僧駐屯地店
吉野家 171号線伊丹店
ｻｲｾﾞﾘﾔ 伊丹市役所前店
だん
いこい
Cafe & dining RIN
ｸﾗｯﾁﾋｯﾀｰ
ﾗｰﾒﾝまこと屋瑞ｹ丘店
ｻｰﾃｨﾜﾝ伊丹ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ
ｶﾌｪ･ﾑｰﾝ
ﾙ･ﾒﾆｭｰ よし井
むつみ
喫茶·ｶﾗｵｹ·ｽﾅｯｸ 白い森
太鼓亭 伊丹中野店
ｽﾅｯｸ麗香
呑み処ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞMIRIKA
八剣伝 伊丹中野店
お好み焼 あると
ｶﾗｵｹ歌
ｶﾗｵｹ喫茶 華
おやじ食堂
Darts Cafe:BARへて
Kitchen es
FOOL'S PARADISE

舗

名

住
伊丹市緑ｹ丘7-1-1
伊丹市瑞穂1-62
伊丹市瑞穂町1-78
伊丹市瑞穂町1-79
伊丹市瑞穂町2-16-1みずほﾏﾝｼｮﾝ104
伊丹市瑞穂町2-22
伊丹市瑞穂町2-60
伊丹市瑞穂町3-21-2
伊丹市瑞穂町3-7
伊丹市瑞穂町4-1ﾍﾞﾙ瑞穂106号室
伊丹市瑞穂町5-8
伊丹市瑞穂町6-45
伊丹市瑞穂町6-47山本不動産第六ﾋﾞﾙ1F
伊丹市広畑1-1
伊丹市広畑2-34-1
伊丹市昆陽池1-1
伊丹市昆陽池1-113-1
伊丹市昆陽池1-54-1
伊丹市昆陽池1丁目53-1 伊丹マンョン101
伊丹市瑞ｹ丘1-19
伊丹市瑞ｹ丘1-22
伊丹市瑞ｹ丘1-41
伊丹市瑞ｹ丘4-13-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ栄伸101
伊丹市瑞ヶ丘4-13-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ栄伸106
伊丹市瑞ヶ丘4-39-2
伊丹市中野西4-41-2
伊丹市中野西4-66
伊丹市中野西4-74
伊丹市中野西4-74
伊丹市中野西4-75
伊丹市松ｹ丘1-121-16
伊丹市寺本3-170ﾌﾟﾛｼｪ-ﾄﾞ2F
伊丹市寺本3-170ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ1階
伊丹市寺本3-2昆陽里ｺ-ﾎﾟﾗｽ202号
伊丹市寺本4-2
伊丹市池尻1-110
伊丹市池尻1-57

所

店
舗
鉄板焼き 赤とんぼ
酒処 ｱｹﾞｲﾝ
ﾏﾙﾔ
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ伊丹昆陽
ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
つるさくｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
ｺｰﾋｰｷﾞｬﾗﾘｰﾋﾛｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
ﾃｷｻｽｷﾝｸﾞｽﾃｰｷｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆用店
かつ楽伊丹店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
五穀伊丹昆陽
ｻｲｾﾞﾘﾔ ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽
LEMONADE by lemonicaｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽
果汁工房果琳 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
どんぶりﾐｭｰｼﾞｱﾑ
どうとんぼり神座
肉まる商店ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
PIASAPIDO
清修庵 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
鳥さく ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
ｲﾝﾄﾞ料理ﾋﾞｽﾇ ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
串家物語ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
ｸﾚｰﾌﾟおじさん伊丹昆陽
口福堂ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
上海常伊丹昆陽店
ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾏﾘﾉｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店
味のれん 伊丹本店
邦庵
ﾊﾟﾆﾊﾟﾆｰﾉ
酒菜屋えっさん
Luana
ｶﾅﾘｱ
藤
焼肉ｷﾑﾁ とらじ
るふゅｰじゅ もか

名

住
伊丹市池尻2-39-1杉山ﾋﾞﾙ101
伊丹市池尻2-6-12
伊丹市池尻3-28
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1
伊丹市池尻4-1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4F
伊丹市池尻4-1-14F
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽133区画
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽1階
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽3F
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽3Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽3階
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4F
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4F
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4階
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4階
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽店4階
伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝ伊丹昆陽ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-3F
伊丹市池尻4-1-ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽店1階
伊丹市池尻4-1-ｲｵﾝ伊丹昆陽店SC4F
伊丹市池尻4-1の1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹昆陽4階
伊丹市西野1-79-1
伊丹市西野2-280-1
伊丹市西野2-73ﾊｲﾂおおとり104
伊丹市西野5-179
伊丹市西野5-225-1
伊丹市西野7-32
伊丹市西野7-69
伊丹市西野7-75
伊丹市西野8-3-1桜台ﾊｲﾂ1-102

所

店
ｽﾅｯｸﾊｰﾌﾀｲﾑ
居酒屋 ろんど
えがおの館七つの宝石
かくれ家酒場万屋Stand
紅型
お食事処つゆ
ｶﾞｽﾄ伊丹桜台
せいだい屋
お好み焼 笹
鉄板ｷｯﾁﾝかん吉
ﾋﾛｺｰﾋｰ 伊丹いながわ店
てんこ盛り
今宵たまり場
楽味 あず 楽酒
やきとり大吉 伊丹北店
和食さと 伊丹北店
炭火焼ﾎﾙﾓﾝ ﾏﾀﾞﾝ
高麗ﾌｰｽﾞ都
ｼﾞｬﾝﾎﾞ(ｷｯﾁﾝﾊﾞｰ)
ﾊﾅ
たこ焼きまる福
焙りたて珈琲OWL
CAFEもこ
居酒屋 竣
つるつるいっぱい
ｷﾞｬﾗﾘｰｶﾌｪ伊丹
カフェ トーク
たちのみ処 升
鮨 千寿
ｼｬﾄﾚ
吉松亭
かどや
くら寿司伊丹中央店
創作和食 厨店
奥出雲そば処一福 伊丹店
鉄板DINING十一
すし楽

舗

名

住

所

伊丹市西野8-3-1桜台ﾊｲﾂ1-105
伊丹市西野8-3桜台ﾊｲﾂ1-101
伊丹市西野8-3桜台ﾊｲﾂ1-107
伊丹市中野北3-3-32-101
伊丹市中野北3-4-16
伊丹市中野北3-4-16
伊丹市中野北3-5-14
伊丹市中野北3-7-27
伊丹市中野北4-1-40
伊丹市荻野西1-4-5
伊丹市北伊丹5-15-1
伊丹市北伊丹8-162
伊丹市北本町1-155
伊丹市北本町1-257
伊丹市北本町2-157
伊丹市北本町2-25
伊丹市中村井ﾉ下381
伊丹市桑津2-1-19
伊丹市桑津2-1-6
伊丹市桑津4-2-19
伊丹市森本6-161
伊丹市森本7-46
伊丹市東有岡1-18-1 ｻﾝ伊丹駅前ﾊｲﾂG号室
伊丹市東有岡1-18-13
伊丹市東有岡1-18-13ｻﾝ伊丹駅前ﾊｲﾂA棟
伊丹市東有岡1-6-2 2階JR伊丹駅改札横 伊丹市立観光物産ｷﾞｬﾗﾘｰ併設店舗
伊丹市伊丹1-10-15 アリオ1
伊丹市伊丹1-13-51
伊丹市伊丹1-13-56
伊丹市伊丹1-14-5
伊丹市伊丹1-2-15-101
伊丹市伊丹1-2-15-102
伊丹市伊丹1-2-6
伊丹市伊丹1-8-22-1
伊丹市伊丹1-8-22-23
伊丹市伊丹1-8−22-4
伊丹市伊丹1-8-24

店

舗

創作中華 扇
料理家 六
串かつ やんなか
sakagura BODEGA
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙｵﾝｽﾞ｡
Dos BODEGA
ｽﾃｰｼﾞ
味処 八代
伊丹ほっこり酒場こまちん家
山陰鮮魚炭火焼居酒屋地力
創作料理 かんな月
てまり
ﾎﾟﾑの樹jr
鶴橋風月伊丹店
nana's green teaｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
牛たん仙台なとり ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
豚屋とん一ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
串家物語ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ｺﾒﾀﾞ珈琲店ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
韓菜 ｲｵﾝﾓｰﾙﾃﾗｽ伊丹店
笑たこｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
古潭
信州そば野伊丹ｲｵﾝﾓｰﾙ店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
果汁工房果琳 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
土佐わら焼き 龍神丸
ぼてぢゅう屋台ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ﾋﾞｱｰﾄﾞﾊﾟﾊﾟの作り立て工房
ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ
しゃぶしゃぶ美山
和幸ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
鎌倉ﾊﾟｽﾀｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ｸﾞﾗﾝﾌﾞｯﾌｪ伊丹
丸亀製麺ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ﾗｰﾒﾝ魁力屋ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
馳走酒房まいど

名

住
伊丹市伊丹1-8-25-1
伊丹市伊丹2-1-17
伊丹市伊丹2-2-12-1
伊丹市伊丹2-2-18ｺﾝﾌｫ-ﾄ中喜1階
伊丹市伊丹2-3-20和音102
伊丹市伊丹2-3-20和音107
伊丹市伊丹2-4-1(ｱｲﾎ-ﾙ1階)
伊丹市伊丹2-5-17ｱﾘｵ2
伊丹市伊丹2-一17
伊丹市伊丹3-1-12
伊丹市伊丹4-1-20
伊丹市伊丹5-2-2-106
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1
伊丹市藤ﾉ木1-1−1
伊丹市藤ﾉ木1-1-1 ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3階
伊丹市藤ﾉ木1-1-1-337ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-13階
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ1階
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹1階
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹1階
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤の木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹3階

所

店

舗

ﾛﾝﾌｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
いきなりｽﾃｰｷｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹店
ﾐﾂﾜ
松葉寿し
ｽﾅｯｸM2
sports bar pas a pas
ﾋﾛｺｰﾋｰ伊丹中央店
艶
WADO
三都和
SHOT BAR SunafukiN(ｼｮｯﾄﾊﾞｰ ｽﾅﾌｷﾝ)
楽器とお酒とﾃﾙｼｰｽﾞ
やよい軒阪急伊丹店
炭焼 雄星
すなっくからす
呑ん兵衛 のんべｰ
cafe bar copin
やきやき鉄板はる田
BarBull伊丹店
ｶﾗｵｹ ｴｲﾄ
ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞｰ一二三
ｽﾅｯｸ梅蘭
ｽﾅｯｸ陽子
鉄板TENMEI
DABADA
KICHIRI 阪急伊丹駅前店
海鮮炉端 将
ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪急伊丹店
三代目 鳥ﾒﾛ 阪急伊丹駅前店
居酒屋 阿吽
焼肉ﾊﾞﾙｴｲﾄ
中華ﾊﾞﾙらいじん
shot bar sob
鳥貴族
焼肉ﾎﾙﾓﾝちんぐ
焼肉･鍋 肉のｽﾀｰ
きてや伊丹店

名

住
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹ﾃﾗｽ3F
伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ伊丹店1F
伊丹市中央1-1-1伊丹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟ-ﾄ2F
伊丹市中央1-1-1伊丹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟ-ﾄ2階
伊丹市中央1-13-9遊楽館ﾋﾞﾙ4FB
伊丹市中央1-19-3山本不動産第7ﾋﾞﾙ1階
伊丹市中央1-2−23ﾌｧﾐ-ﾕ伊丹ﾃﾞｭｵ1F
伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ｸB1
伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜ1F
伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜ1F
伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜB1F
伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺ-ﾜ地下
伊丹市中央1-4-2
伊丹市中央1-4-7ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾞﾙ102号
伊丹市中央1-5-14
伊丹市中央1-5-14-102
伊丹市中央1-5−18伊丹市中央ﾌﾟﾗｻﾞ3階
伊丹市中央1-5-18伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2階
伊丹市中央1-5-19
伊丹市中央1-5-19-4F
伊丹市中央1-5-19ﾋﾟｭｱ伊丹21
伊丹市中央1-5-19ﾋﾟｭｱ伊丹21-5F
伊丹市中央1-5-19ﾋﾟｭｱ伊丹ﾋﾞﾙ501
伊丹市中央1-5-5
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ3F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙB1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙB1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ地下1F
伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ地下1階
伊丹市中央1-5-5地下1F
伊丹市中央1-6-142F
伊丹市中央1-6-1尾仲ﾋﾞﾙ1F
伊丹市中央1-6-1尾仲ﾋﾞﾙ2F
伊丹市中央1-6-4

所

店
舗
ときわ亭 伊丹店
た藁や 伊丹店
鮨べろ 伊丹駅前店
ごはんと晩酌 紀屋
おとめBAL
おとめ食堂
ｽﾅｯｸ 文
酒楽
玄品伊丹
立ち呑み処 丸美
ｶﾗｵｹ喫茶 花ざかり
きゅらむん
ｽﾅｯｸ ヴｨｰﾅｽ
members salon 楓
madam雅
ﾗｳﾝｼﾞ King.Queen
神の子 佐千枝
Bar Warlkoro
Miyu Miyu
居酒屋 政
Snack H 伊丹遊楽館
沢
ｽﾅｯｸ 恵
加久恋慕
ちゃうちゃう
萌
ﾚﾌﾃｨ
Crabe
ｽﾅｯｸ彩
おつまみ&ｶﾗｵｹBAR TENSEI
ﾙｰｼﾞｭ
ｶﾗｵｹBAR JAPINO
写楽
ｶﾗｵｹ夏芽
吉鳥 伊丹店
にくまる
立ち呑み処なお伊丹中央3号店

名

住
伊丹市中央1-6-6 2F
伊丹市中央1-6-61F
伊丹市中央1-6-62F
伊丹市中央1-7-13
伊丹市中央1-7-13
伊丹市中央1-7-13田中ﾋﾞﾙ
伊丹市中央1-8-17大楽ﾋﾞﾙ203
伊丹市中央1-8-17大楽ﾋﾞﾙ2階
伊丹市中央1-8-17大楽ﾋﾞﾙ一階
伊丹市中央1-8-5
伊丹市中央1-8-5-2F
伊丹市中央1-9-11
伊丹市中央1-9-11池信第2ﾋﾞﾙ5F
伊丹市中央1-9-11池信第二ﾋﾞﾙ3階
伊丹市中央1-9-11池信第二ﾋﾞﾙ4階
伊丹市中央1-9-13
伊丹市中央1-9-13
伊丹市中央1-9-13
伊丹市中央1-9-13 遊楽館ﾋﾞﾙ8F
伊丹市中央1-9-133F
伊丹市中央1-9-13-6F
伊丹市中央1-9-13-6F-D
伊丹市中央1-9-13伊丹遊楽館9-c
伊丹市中央1-9--13山本不動産第7ﾋﾞﾙ遊楽館4階
伊丹市中央1-9-13遊楽館
伊丹市中央1-9-13遊楽館5F
伊丹市中央1-9-13遊楽館8F
伊丹市中央1-9-13遊楽館ﾋﾞﾙ2階
伊丹市中央1-9-13遊楽館ﾋﾞﾙ8階-c
伊丹市中央1-9-13遊楽館ﾋﾞﾙ9f
伊丹市中央1-9-13遊楽館山本不動産第7ﾋﾞﾙ3F-C
伊丹市中央1-9-13遊楽館山本不動産第七ﾋﾞﾙ2階2F-A号室
伊丹市中央1-9-13遊楽館山本不動産第七ﾋﾞﾙ4F-D
伊丹市中央1-9-13遊楽館山本不動産第七ﾋﾞﾙ4階
伊丹市中央1-9-15
伊丹市中央1-9-20
伊丹市中央1-9-202F

所

店
(有)白玉屋
伊丹直球酒場 吉田
伊丹直球酒場 吉田
ｽﾅｯｸ seiko
立ち飲み処松
魚問屋まる吉
ﾋﾞｽﾄﾛ36
グランピングsummer
suu
来夢来人
きづき
chien
明日も｡
団楽酒場あぐら
てっぱん竹家
ほこ
串ｶﾂ立ち飲み 酒楽
Dos BODEGA 中央店
韓国厨房 尚州(ｻﾝｼﾞｭ)
芦屋串の助kura伊丹店
ｸﾛｽﾛｰﾄﾞｶﾌｪ
Tomorrow
白雪ﾌﾞﾙﾜﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞ長寿蔵
ﾐﾝﾐﾝ伊丹駅前店
焼肉八七0
有限会社日進食品
Bar GACHA GACHA
鉄板居酒屋こしん
喫茶&PUB英はなふさ
まつもと食道
Sunny
〜美酒と旬菜〜 莉庵
立ち呑み はるちゃん
日本酒ﾊﾞﾙ酌
ｲｰｽﾄﾅｲﾄ
酒肴や虎武士
和風創作 拓味

舗

名

住
伊丹市中央1-9-21
伊丹市中央1-9-22 1階
伊丹市中央1-9-22 2階
伊丹市中央1-9-22ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ2F
伊丹市中央1-9-2ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ1-F
伊丹市中央2-1-1
伊丹市中央2-1-1
伊丹市中央２-１－１ 伊丹中央ビル
伊丹市中央2-1-1-201
伊丹市中央2-1-5
伊丹市中央2-1-5-401
伊丹市中央2-1-5ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ伊丹301
伊丹市中央2-1-5ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ伊丹302
伊丹市中央2-2-16
伊丹市中央2-2-2
伊丹市中央2-4-12
伊丹市中央2-4-6
伊丹市中央2-7-13ﾌﾚﾝﾄﾞﾘ-ﾏﾝｼｮﾝ1階
伊丹市中央2-9-29ﾊﾟｾｵ三軒寺通1階
伊丹市中央3-1-281階
伊丹市中央3-2-4
伊丹市中央3-2-6ICBﾋﾞﾙB1
伊丹市中央3-4-15
伊丹市中央4-1-18
伊丹市中央4-2-3
伊丹市中央4-2-9
伊丹市中央4-3-14
伊丹市中央4-3-20
伊丹市中央4-3-20
伊丹市中央4-3-20202
伊丹市中央4-3-20池信第3ﾋﾞﾙ203号
伊丹市中央4-3-8
伊丹市中央4-4-1
伊丹市中央4-4-10伊丹中央ﾋﾞﾙ101
伊丹市中央4-4-18
伊丹市中央4-4-8ｴｽﾃ-ﾄ林2F
伊丹市中央4-6-3中尾ﾋﾞﾙ106

所

５０１号

店

舗

浜焼き処一
ﾁｬｲﾆｰｽﾞ酒房Cocoiro
憩い場ちゃお
市場珈琲
千舟屋
若竹
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ 情歌
Tachinomi ちょべりぐ
ぶどう屋
三笠屋
焼肉 ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ
十割そばと酒肴しおさき
田園
呑み処一
3+10
おとめｽﾀﾝﾄﾞ
無国籍料理SANTnoSHIPPO
あんず食堂bymycafe2015
伊丹シティホテル宴会場
ｲﾝﾄﾞ･ﾈﾊﾟｰﾙ料理ﾍﾞﾄｶﾞﾄ伊丹店
きまぐれ ｷｯﾁﾝ Hanako
Dining café TIM
焼肉とよ
松屋ﾌｰｽﾞR伊丹店
歩泰天
ｽﾅｯｸ篠
あんだん亭
創作中華 jasmine
ほそかわ
ﾏﾙﾐ
創作居酒屋彩華
ﾏﾙﾐ
みどり園 ﾘｰﾀ店
阪急伊丹
大阪王将 阪急伊丹店
花水木伊丹店
土鍋鯛めしと淡路鶏 たいがええねん

名

住
伊丹市中央5-1-3
伊丹市中央5-1-4
伊丹市中央5-1-52F
伊丹市中央5-2-16
伊丹市中央5-2-18
伊丹市中央5-2-24
伊丹市中央5-2-4-101山脇ﾋﾞﾙ1F
伊丹市中央5-2-7
伊丹市中央5-2-7
伊丹市中央5-2-9
伊丹市中央5-4-1
伊丹市中央5-4-35
伊丹市中央6-1-1
伊丹市中央6-1-2
伊丹市中央6-1-29魚里ﾋﾞﾙ
伊丹市中央6-1-30
伊丹市中央6-1-6-2F
伊丹市中央6-1-6伊丹ﾋﾞﾙ1階
伊丹市中央６丁目２番３３号
伊丹市南本町7-1-10
伊丹市南本町7−1−11
伊丹市平松2-4-27(101)
伊丹市南町2-3-7
伊丹市南町3-1-3
伊丹市南町4-5-29
伊丹市南本町2-1-20
伊丹市南本町2-2-14
伊丹市御願塚6-2-40
伊丹市行基町2-24-2
伊丹市行基町2-58-3
伊丹市行基町2-58-3
伊丹市行基町3-1
伊丹市西台1-1-1
伊丹市西台1-1-1
伊丹市西台1-1-1
伊丹市西台1-1-1伊丹阪急駅ﾋﾞﾙ(ﾘｰﾀ)4階
伊丹市西台1-2-6 山本不動産ﾋﾞﾙB1F

所

店
舗
ｶｼﾞｭｱﾙﾊﾞｰBEENS
珈琲館伊丹店
野乃鳥 備丹蔵
京風炉端花格子 阪急伊丹駅前店
村さ来阪急伊丹駅前店
New tandoori Delights
たこ焼きｷｯﾁﾝたこりん
今日平
ｽﾅｯｸｶﾙﾛｽ
開華亭
スナック 幸
お好み焼 長兵衛
馬肉料理 ひだりうま
ｽﾅｯｸﾙﾅ
RED LEAVES CAFE
BAR KAFFE
ﾗｳﾝｼﾞ ﾏｲﾝ
Bar=immaturity
ｻﾝﾀｸﾙｽⅡ
みどり園 本店
ﾎﾞｲﾗｰﾙｰﾑ
ｺﾘｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞちゃん亭
我風庵
居酒屋 ｢美豚｣
ｽﾅｯｸ ﾙﾐ
割烹うしお
立飲処てら蔵
WINNER
Cafe Champroo
炉ばた焼き 八光
酒と肴 くわばら
ｶﾗｵｹ処 りき子の部屋
三階
cafe ambar
とりしげ
あじまる
一汁三菜Cafe 縁の糸

名

住
伊丹市西台1-2-6山本不動産第2ﾋﾞﾙ2階A号室
伊丹市西台1-2-6山本不動産第2ﾋﾞﾙ地下1階
伊丹市西台1-2-6山本不動産第二ﾋﾞﾙ1FA号
伊丹市西台1-3-5伊丹駅前ｶﾝﾊｲﾂ1階
伊丹市西台1-3-5伊丹駅前ｻﾝﾊｲﾂ106
伊丹市西台1-6-10-1F
伊丹市西台1-6-12
伊丹市西台1-6-22
伊丹市西台1-6-22山下ﾋﾞﾙ1F
伊丹市西台1-6-24
伊丹市西台1713
伊丹市西台1-7-13
伊丹市西台1-7-1大川ﾋﾞﾙ2F
伊丹市西台1-7-2
伊丹市西台1-7-23
伊丹市西台1-7-24
伊丹市西台1-7-2小西ﾋﾞﾙ1F
伊丹市西台1-7-2小西ﾋﾞﾙ2階
伊丹市西台1-7-2小西ﾋﾞﾙ3階
伊丹市西台1-8-3
伊丹市西台2-1-10山村ﾋﾞﾙ1F西
伊丹市西台2-1-10山村ﾋﾞﾙ1階
伊丹市西台2-1-11
伊丹市西台2-1-11丸八第一ﾋﾞﾙ1F
伊丹市西台2-2-1
伊丹市西台2-2-17
伊丹市西台2-2-2
伊丹市西台2-3-16
伊丹市西台2-3-5的場ﾋﾞﾙ1階
伊丹市西台2-4-10
伊丹市西台2-4-10
伊丹市西台2-4-13白馬ﾋﾞﾙ2階
伊丹市西台2-4-13白馬ﾋﾞﾙ3F
伊丹市西台2-4-16-3
伊丹市西台2-4-8
伊丹市西台2-5-13
伊丹市西台2-5-132F

所

店
WINDWARD GRILL
Bonheur
ｽﾅｯｸkizuna~絆~
en
ｽﾎﾟｰﾂ&ｶﾗｵｹ酒場 ﾉｰｻｲﾄﾞ
なお
日本料理まつ井358
ﾀﾍﾙﾅﾍﾟｺﾘｰﾉ
たこ焼き 岡田
海鮮居酒屋王者
やきとり鳥源
DISH&BAR Cheers
鳥芳ﾄﾘｯｷｰ
ｶﾗｵｹさざん
居酒屋さくら
ｻｶﾀﾚｯｽﾝﾙｰﾑ ｶﾗｵｹ喫茶 ｻｶﾀ
MiLDA Cafe
伊丹うまか家 山酌
肉拾八
白木屋阪急伊丹駅前店
やきとり酒場弁慶伊丹本店
CAFE&Bar SALLY
旨し酒 風丹
創作･居酒屋･鉄板 市口
ｶﾗｵｹ喫茶 ﾅｵﾐ
天ぷら たまき
鉄板ﾊﾞﾙ まつだ屋
炭火串焼きえびすwithｶﾗｵｹ
炭火串焼きえびす
恋〜REN〜
酒肴家 吉
お食事処 味香
ねぇ!
風車
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ ｻﾝﾌﾗﾜｰ
のんDE喰って!
一処 諭吉｡

舗

名

住
伊丹市西台2-5-9
伊丹市西台2-6-4ｲｽｽﾞﾊｲﾂﾊﾞﾙ伊丹三番館B1F
伊丹市西台2-6-4ｲｽｽﾞﾊｲﾂﾍﾞﾙ伊丹3番館地下一階
伊丹市西台2-6-5ｲｽｽﾞﾊｲﾂﾍﾞﾙ伊丹3番館
伊丹市西台2-6-5ｲｽｽﾞﾊｲﾂﾍﾞﾙ伊丹三番館
伊丹市西台2-6-5ｲｽｽﾞﾊｲﾂﾍﾞﾙ伊丹三番館903号
伊丹市西台3-1-1
伊丹市西台3-1-1
伊丹市西台3-1-1
伊丹市西台3-1-1
伊丹市西台3-1-20
伊丹市西台3-1-3
伊丹市西台3-1-5
伊丹市西台3-2-36
伊丹市西台3-2-36
伊丹市西台3-3-1
伊丹市西台3-5-21
伊丹市西台3-8-3伊丹ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ1階D号室
伊丹市西台3-9-15
伊丹市西台3-9-22
伊丹市西台3-9−22
伊丹市西台4-1-1-103
伊丹市西台4-1-1古東ﾋﾞﾙ1階
伊丹市西台4-6-26
伊丹市西台4-6-28池信第一ﾋﾞﾙ2F
伊丹市西台4-6-30ﾆｭ-伊丹ﾋﾞﾙ1F
伊丹市西台5-1-12
伊丹市西台5-1-16ﾓｱﾋﾞﾙ2階
伊丹市西台5-1-16ﾓｱﾋﾞﾙ一階
伊丹市西台5-7-24INGﾋﾞﾙ1F
伊丹市稲野町1-12-1c
伊丹市稲野町1-125
伊丹市稲野町1-7-10
伊丹市稲野町1-7-11
伊丹市稲野町1-7-8
伊丹市稲野町1-94
伊丹市稲野町3-10-3

所

店
PASTA酒場 TWO-TOP
ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪｼﾅﾉ
焼処 こころ
味処 ほうずき
串揚げの店 Taららん
ｶﾗｵｹ美豚
お酒処 竹
お好み焼 仁味
ｽﾀｼﾞｵ 英
ｶﾞｽﾄ伊丹野間
海鮮居酒屋ひゅうが
芦田珈琲店
鶏力 伊丹店
創料理 たちばな
創
溶岩焼肉屋台牛とん
居酒屋 常喜和
居酒屋そるてぃぼんぼん
ﾐﾗﾏﾊﾙ山田店
ｶﾗｵｹｾﾌﾞﾝ
炭火焼 串の助
焼肉壱番 太平樂伊丹店
ｽﾅｯｸ らん
ｽﾅｯｸちよ
御食事処なごみ
Hagu&hug
奈月鼓
希望新風 R171伊丹店
一品料理 よし乃
お食事処 樹
居酒屋 魚景
中華こまめや
海鮮旬彩旨し酒 縁en
中華料理 天龍
ｶﾌｪ ﾘｰﾍﾞ
ｽﾅｯｸつかさ
ｺｰﾄ･ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ伊丹昆陽店

舗

名

住
伊丹市稲野町3-28
伊丹市稲野町3-28-6ﾌﾞﾗｯｼｭS101
伊丹市稲野町3-30-2
伊丹市稲野町4-33-3
伊丹市稲野町4-41ﾘﾊﾞﾃｨ稲野101A
伊丹市安堂寺町1-1
伊丹市安堂寺町6-4
伊丹市安堂町7-2-2
伊丹市南野2-9-17
伊丹市南野6-4-27
伊丹市南野6-8-21-103
伊丹市堀池1-3-3
伊丹市野間1-7-3-102
伊丹市野間2-5-10
伊丹市野間8-2-60
伊丹市野間8-2-60
伊丹市山田4-6-64
伊丹市山田5-1-38
伊丹市山田5-8-1
伊丹市山田5-8-4-B1
伊丹市山田5-8-4ｺｽﾓﾋﾟｱ7B1F
伊丹市山田5-8-6
伊丹市山田6-9-35
伊丹市野間北1-10-8
伊丹市野間北6-4-21
伊丹市野間北6-4-4
伊丹市野間北6-7-7
伊丹市昆陽1-236-3
伊丹市昆陽2-165-101
伊丹市昆陽3-248
伊丹市昆陽3-248
伊丹市昆陽3-248-1
伊丹市昆陽3-248-1
伊丹市昆陽4-129
伊丹市昆陽4-4-2-201号
伊丹市昆陽4-4-2-202
伊丹市昆陽5-138

所

店
伊丹平安祭典会館
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ伊丹店
はま寿司 伊丹昆陽店
居酒屋わがまま
竹の虎 ﾀｹﾉｺ
酒処のりちゃん
栄鮨
金比羅製麺伊丹昆陽店
ｻﾝﾀｸﾙｽ
Luana
nightin P-CHAN
旨し酒岩猿
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 礼子
魚べい伊丹昆陽店
冨久寿司
kitchen あっちゃん
豚串武
歌謡演歌(祭)
Cafe Cuore
餃子の王将伊丹昆陽店
愛夢琉
いごこち
ｶﾗｵｹ喫茶 ｴｱﾎﾟｰﾄ
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｱﾑNo1
木下商店
居酒屋AJITO
ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ伊丹堀池
酒処 紗々家
松葉亭
うめ家
614
jammin
DiningBarGarden
立喰餃子酒場あじかん
鳥心
和風創作懐石 喜楽
得得 伊丹店

舗

名

住
伊丹市昆陽5-140
伊丹市昆陽7-29
伊丹市昆陽8-34
伊丹市南鈴原4-59
伊丹市南鈴原町3-147
伊丹市伊丹市美鈴町5-21
伊丹市昆陽東1-6-7
伊丹市昆陽東1-7-23
伊丹市昆陽東5-1-12
伊丹市昆陽東5-1-5
伊丹市昆陽東5-1-5ﾊﾟﾃｨｵ昆陽1F
伊丹市昆陽東5-1-5ﾊﾟﾃｨｵ昆陽ﾊﾟ-ﾄ11F
伊丹市昆陽東5-1-5ﾊﾟﾃｵ昆陽2F
伊丹市昆陽東5-2-77
伊丹市昆陽東6-12-13-1
伊丹市昆陽東6-8-47103
伊丹市昆陽東6-9-7
伊丹市南野北1-10-16
伊丹市南野北5-3-24
伊丹市昆陽南1-2-1
伊丹市昆陽南1-2-38
伊丹市昆陽南1-8-15
伊丹市昆陽南1-8-15
伊丹市昆陽南2-2-43-101
伊丹市昆陽南3-14-33
伊丹市昆陽南3-7-1-2
伊丹市昆陽南5-1-3
伊丹市高台1-149-45
伊丹市宮ﾉ前1-1-3東ﾘ伊丹ﾎ-ﾙ2階
伊丹市宮ﾉ前1-2-34
伊丹市宮ﾉ前1-3-30あいふぉにっくほ-る1F
伊丹市宮ﾉ前1-4-15
伊丹市宮ﾉ前2-1-11宮の町4号館107
伊丹市宮ﾉ前2-1-23伊丹みやのまち4号館108
伊丹市宮の前2-1-6
伊丹市宮の前3-5-30ｼﾃｨ-ﾊｳｽ宮の前101
伊丹市船原2-3-12

所

店

舗

らうめん 蔵
呑処喰処竜ちゃん
お好み焼き&鉄板焼き じゅんぺぃ
お食事処 樹
てっぱん居酒屋ひよっ子
ぴりからや ゆりちゃん
あじゃ
ｶﾚｰ屋SPICE工房
もんや亭
ﾗｰﾒﾝずんどう屋伊丹大鹿店
かつｱﾝﾄﾞかつ 伊丹大鹿店
しゃぶ葉 伊丹大鹿
伊丹大鹿
町田商店 伊丹中野店
ＴＯＨＯシネマズ 伊丹

名

住
伊丹市桜が丘1-1-1
伊丹市桜ヶ丘1-1-4
伊丹市桜ヶ丘2-1-14
伊丹市千僧2-167吉井ﾋﾞﾙ104
伊丹市千僧4-245
伊丹市千僧6-218
伊丹市千僧6-218
伊丹市千僧6-9-101
伊丹市千増6-229
伊丹市大鹿5-70
伊丹市大鹿7-101
伊丹市大鹿7-45
伊丹市大鹿7-52-1
伊丹市中野西3-109-1
伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹

所

4F

