店
みちみち屋 こぐまﾊﾟﾝ
PISOLA宝塚東洋店
ﾜｲﾝ食堂ｴﾉﾃｶﾊﾞｯｺ
おばんざい縁
鶏処 ゆう
Raggedy
ｶﾛｽｷｭｰﾏ
創咲和楽つるぎ
味心 夢
天ぷら悠
六樂
ｸﾞﾚｰｽ
NEON
ｶﾗｵｹﾊﾞｰﾙﾁﾙ
ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ
club Louis
鉄板焼にし緒
ｶﾗｵｹBanBan 宝塚店
girlsbar First
やまもと
ﾗｰﾒﾝ工房｢あ｣宝塚店
山茶花
若水
すみれ
ｵｽﾃﾘｱ ｴﾙﾍﾞｯﾀ
ｼﾙﾋﾞｱ
ｷｯﾁﾝ 麦
居酒屋はんや
おうちCafe&kitchen ER
やきとり屋とりしゅう
ｼｰﾎﾜﾝ
炊き鍋 たじ牛
ﾊﾞｰ小林
よかろ
有)ｱﾓｰﾚｱﾍﾞｰﾗ
御料理 ささ田
MAGNOLIA

舗

名

住
宝塚市月見山2-21-3
宝塚市東洋町5-3
宝塚市湯本町10-43
宝塚市湯本町1-33
宝塚市湯本町1-36
宝塚市湯本町1-38
宝塚市湯本町2-4
宝塚市湯本町2-4ｻｳｽ宝塚弐番館1階
宝塚市湯本町2-5ｽｲﾝｸﾞｲﾝ宝塚3F
宝塚市湯本町4-25
宝塚市湯本町5-14湯本ﾋﾞﾙ1F
宝塚市湯本町5-21
宝塚市湯本町5-21307
宝塚市湯本町5-21-308
宝塚市湯本町5-21銀歯車ﾋﾞﾙ304
宝塚市湯本町5-21銀馬車ﾋﾞﾙ305
宝塚市湯本町5-21銀馬車ﾋﾞﾙB04
宝塚市湯本町5-21宝塚銀馬ﾋﾞﾙ4F
宝塚市湯本町5−21宝塚銀馬車ﾋﾞﾙ
宝塚市湯本町7-28
宝塚市湯本町9-10
宝塚市湯本町9-25
宝塚市湯本町9-25
宝塚市湯本町9-25
宝塚市梅野町2-38
宝塚市梅野町2-4
宝塚市梅野町2-7
宝塚市梅野町3-24102
宝塚市紅葉ｶﾞ丘1-4
宝塚市南口
宝塚市南口1-16-18
宝塚市南口1-16-21
宝塚市南口1-16-5
宝塚市南口1-17-15
宝塚市南口1-9-31
宝塚市南口2-11-23
宝塚市南口2-13-30-D

所

店
舗
魚民宝塚南口駅ｻﾝﾋﾞｵﾗ2番館店
IL GINO
わか林
KupuLau
菓子工房 宝塚 英HaNa
ｶﾞｽﾄ宝塚南口
石豊亭
立ち飲み処わだち
ｱﾙﾒﾘｱ
ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰGK
味処ほたる
Bar LE CAVEAU
昭和台所翔
逆瀬川駅前ｶﾌｪ可成
割烹 逆瀬川 川上
Fata倶楽部
韓Dining晴Haru
焼鳥 おでん ひこぞう
ｽﾅｯｸ 集い
宝塚ｶｰﾃﾞｨﾅﾙ
ｱヴｪﾙﾃﾞﾏｷ
ｸﾗｳﾄﾞﾅﾚｯｼﾞ
茶房欅
珈琲春秋宝塚
焼肉さいとう
日本酒と旬彩 殿と美
Ishin いしん
田の神さぁ山もと
海斗
中国菜 香山
おれﾝち
骨折り餃子 貴月 逆瀬川店
花のみ
RAGS SHACK
壹番地
牡蠣専門店ｱﾙﾌｨｵ1997
居酒屋運

名

住
宝塚市南口2-14-2
宝塚市南口2-14-5ｻﾝﾋﾞｵﾗ5番館1F
宝塚市南口2-14-5ｻﾝﾋﾞｵﾗ5番館2階
宝塚市南口2⁻14⁻5ｻﾝﾋﾞｵﾗ5番館2階
宝塚市南口2-4-58
宝塚市南口2-5-43
宝塚市南口2-6-22
宝塚市中州1-15-2逆瀬川ﾋﾞﾙB1
宝塚市中州1-2-24-B101
宝塚市中州1-3-20
宝塚市中洲1-15-2
宝塚市中洲1-15-2 逆瀬川ﾋﾞﾙ1F
宝塚市中洲1-15-2逆瀬川ﾋﾞﾙB1
宝塚市野上1-1-23
宝塚市野上1-1-3ｼｬﾛ-ﾑ逆瀬川1階
宝塚市野上1-4-34
宝塚市野上1-5-3-W-2
宝塚市野上1-5-3ｸﾘｴｲﾄ逆瀬川1階E-2
宝塚市野上1-5-3ｸﾘｴｲﾄ逆瀬川W1
宝塚市蔵人深谷1391−1
宝塚市逆瀬台1-11-4-101
宝塚市逆瀬台1-3逆瀬川ﾏﾝｼｮﾝB棟102号室
宝塚市逆瀬台6-9番10号
宝塚市東洋町5-13
宝塚市伊子志1-4-49
宝塚市伊子志1-4-49
宝塚市伊子志1-4-49
宝塚市伊子志2-17-18
宝塚市伊子志3-12-25
宝塚市伊子志3-12-37逆瀬川ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ105
宝塚市伊子志3-15-1
宝塚市伊子志3-15-49
宝塚市伊子志3-3-18
宝塚市伊子志3-6-25
宝塚市伊子志4-1-1
宝塚市伊孑志2-17-10
宝塚市伊孑志2-17-12

所

店

舗

喫茶まだん
童馬
株式会社神戸屋ﾚｽﾄﾗﾝ宝塚店
やきとり翔
ここ弁当 & 居酒屋ちょこっと
Cucina Italiana e Gastronomia CICCIO
木曽路宝塚店
Café&Pub The Club House
ｶﾚｰｷｯﾁﾝ ｻﾝﾁｬｲ
とりまさ
ｽﾋﾞﾏﾊﾙ小林店
ｽﾅｯｸ ｽｲﾝｸﾞ&ﾙﾝﾊﾞ
四季旬菜みゆき
串かつ空
MYｷｯﾁﾝ
ｶﾗｵｹ喫茶かざ俥
居酒屋かざ俥
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ夕
居酒屋おおきに
ｽﾅｯｸRen
SAYANGﾃｨﾌｧﾆｰ
卸直売&BBQ 活貝ｾﾝﾀｰ 小林店
You
ｶﾗｵｹ ohana
ｸｴﾙﾎﾞ
ふさちゃん
cafe kitchen ReBorN
工夫食彩房 万
ﾗｳﾝｼﾞ博愛
千鳥
居酒屋かれんす
ｻﾝﾊﾟﾚｽ
鉄板 お好み焼き りょうちゃん
竹美
ｽﾅｯｸ こりん
Funky-d-翔
鳥貴族 小林店

名

住
宝塚市伊孑志2-17-13
宝塚市伊孑志3-12番25号
宝塚市伊孑志3-15
宝塚市伊孑志3-15-1
宝塚市伊孑志3-15-3
宝塚市伊孑志3-15-49田中ﾋﾞﾙ1階
宝塚市伊孑志3-15ﾛ-ｽﾞｽｸｴｱ内
宝塚市伊孑志3-6−3
宝塚市小林1-4-40ﾊｲﾂｻｶｾ1F
宝塚市小林2-10-17
宝塚市小林2-10-17
宝塚市小林2-10-17ｽﾄﾘ-ﾄ小林2階
宝塚市小林2-11-16ｶｻ小林ﾋﾞﾙ104号
宝塚市小林2-11-16ｶｻ小林ﾋﾞﾙ1階
宝塚市小林2-12-19
宝塚市小林2-12-25
宝塚市小林2-12-25
宝塚市小林2-12-25
宝塚市小林2-12-25-107
宝塚市小林2-12-25-116
宝塚市小林2-12-25ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚
宝塚市小林2-12−25ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚101
宝塚市小林2-12-25ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚103
宝塚市小林2-12-25ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚113
宝塚市小林2-12-26-102
宝塚市小林2-9-25
宝塚市小林2-9-26
宝塚市小林2-9-28
宝塚市小林4-6-20
宝塚市小林4-8-2日興ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ107
宝塚市小林4-8-3
宝塚市小林5-13-471F
宝塚市小林5-4-24
宝塚市小林5-4-24
宝塚市小林5-4-24-106
宝塚市小林5-4-24-107
宝塚市小林5-4-24B1

所

店
戸田酒店
おおとり食堂
双葉寿司
さらまっぽ宝塚店
串ｶﾂあじゃ
5丁目酒場
14 ｼﾌﾟｻ
山ぼうし
丸亀製麺宝塚店
藤吉
宝塚中華ぱんだ楼
ｽﾅｯｸ乾杯
やきとり鳥十
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ逆瀬川ｱﾋﾟｱ店
ﾗ･ﾎﾟﾙﾀ
まい華
ﾍﾞﾙﾌｧｰﾑ
喫茶ﾉｱﾉｱ
そば処 三佳
鳥友商店
味のれん 逆瀬川店
落合食堂
ｸﾞﾗﾀﾝ亭どつぼどｰる
un berger manquant
白球堂
ｱﾝﾌﾟﾗﾝｼｪｰﾙ
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ 逆瀬川ｱﾋﾟｱ店
串ｶﾂもんじゃひまわり 宝塚店
ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞあっちゃん
割烹ふみ
我楽多おもちゃ箱
あぶりやき ﾎﾞｽ
今治焼玄
こいっちゃ
La Bottega Nuova Napoli
居酒屋なかよし
由賀里

舗

名

住
宝塚市小林5-4-27
宝塚市小林5-4-35
宝塚市小林5-4-44
宝塚市小林5-5-17
宝塚市小林5-5-24
宝塚市小林5-5-36
宝塚市小林5-5-36
宝塚市小林5-8-40
宝塚市小林5-9-78
宝塚市逆瀬川1-11-1
宝塚市逆瀬川1-11-1 ｱﾋﾟｱ2
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ1階
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ2
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ2
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ2-165
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ21F
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ2-1F
宝塚市逆瀬川1-11-1ｱﾋﾟｱ2-1階
宝塚市逆瀬川1-11-27
宝塚市逆瀬川1-11-33
宝塚市逆瀬川1-13-1
宝塚市逆瀬川1-13-25
宝塚市逆瀬川1-13-27ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ1階
宝塚市逆瀬川1-13-27ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ201号室
宝塚市逆瀬川1-2-1
宝塚市逆瀬川1-2-1
宝塚市逆瀬川1-2-1ｱﾋﾟｱ1-2階
宝塚市逆瀬川1-5-2
宝塚市逆瀬川1-5-24ﾇ-ﾍﾞﾙ逆瀬川B1
宝塚市逆瀬川1-5-24ﾇ-ﾍﾞﾙ逆瀬川B1号室
宝塚市逆瀬川1-5-24ﾇ-ﾍﾞﾙ逆瀬川B3号
宝塚市逆瀬川1-7-16-102
宝塚市逆瀬川1-7-161-A
宝塚市逆瀬川1-7-161階
宝塚市逆瀬川1-8-22
宝塚市逆瀬川1-8-24
宝塚市逆瀬川1-8-3万大ﾋﾞﾙ1F

所

店
GALLERY+CAFEmuguet
Beans Pot 宝塚店
Wine & Food YOSHIDA
焼肉わたる
吞み処 一宇
六甲
居酒屋 玉ちゃん
なごみ
ｶﾗｵｹこすもす
遊遊ｸﾗﾌﾞ
ふらっと
ｽﾅｯｸ みやこ
お好み焼 Hiro
くろこめ屋
ひろや
焼肉ﾎﾙﾓﾝ そとま
ｽﾅｯｸみやさ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ ﾗｯｸ'S
やきとり大吉小林店
でんえんらｰめん
味味
TRATTORIA SCAMMARO
炭蓮
お好み焼き くるり
ｶﾗｵｹ喫茶PAN
和食や なかむら
まつしま
お好み焼 こみち
ｸｩｲｯｸ
角亀(かどかめ)
ひだまり ここ
ｽｼﾛｰ宝塚高羽店
吞み処 道
ﾊﾟﾝｼﾞｰ
ﾐｭﾝﾍﾝ 仁川店
大湖 阪神競馬店
瓢天 阪神競馬店

舗

名

住
宝塚市逆瀬川1-8-5
宝塚市逆瀬川2-6-31
宝塚市逆瀬川2-6-4
宝塚市御所の前町5-22
宝塚市高松町10-18
宝塚市高松町15-18
宝塚市高松町6-13
宝塚市末成町29-2
宝塚市末成町29−2
宝塚市末成町29-3
宝塚市末成町29-3
宝塚市末成町29-3
宝塚市末成町29-7ﾌｧﾐ-ﾙM106号
宝塚市末成町29番7号ﾌｧﾐ-ﾙM105
宝塚市末成町38-9
宝塚市末成町39-8
宝塚市未成町29の3
宝塚市光明町
宝塚市光明町22-29ｶｻﾍﾞ-ｼﾞｭ光明町1F-B
宝塚市光明町23-23
宝塚市光明町29-10
宝塚市光明町29-11
宝塚市光明町29-3
宝塚市光明町29-9
宝塚市光明町29-9ｺｽﾓﾊｲﾂ204
宝塚市光明町8-26
宝塚市光明町8-26
宝塚市福井町32-35
宝塚市福井町32-352F
宝塚市亀井町
宝塚市高司1-1-13
宝塚市高司1-6−21
宝塚市高司1-8₋10
宝塚市駒の町1-1阪神競馬場5F
宝塚市駒の町1-1阪神競馬場内4F
宝塚市駒の町1-1東側2階
宝塚市駒の町1番1号3階東側

所

店
ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ仁川店
KRAM
宝塚ｿﾛﾏﾙｹﾞﾘｰﾀ
呑み処三宅
居酒屋ﾊﾟﾘﾋﾟ
宝塚酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ
焼肉処 一品一会 小林店
さんさん堂
麦船屋
ｽﾅｯｸ かな
ｶﾗｵｹRyo
焼肉 劉
魚問屋 うおまさ
焼鳥 鳥とみ
居酒屋くろまる家
居酒屋 えん
広島府中焼 おかだ
串かつ澪音
大阪王将阪急仁川駅前店
株式会社 鳥居
BAR LONGCHAMP
ﾊﾟｲﾝﾂﾘｰ ｺｰﾋｰﾛｰｽﾀﾘｰ
ﾊｯｾﾙﾊｳｽ
HACHI
Cafe Sa An･珈琲茶庵
大将
ﾓﾉﾄｰﾝ宝塚店
とも
喫茶･ｽﾅｯｸ 志瑠久
ｶﾌｪ ｱﾆｰｽﾞ
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ宝塚ｲﾝﾀｰ店
いっきゅうさん宝塚店
Cafe & Bar Plume
ｶﾗｵｹ喫茶 ﾄﾞﾚﾐ
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ(株)宝塚ｲﾝﾀｰ店
鉄板焼厨房 海華
やきとり大吉安倉店

舗

名

住
宝塚市鹿塩1-10-10
宝塚市鹿塩1-18-6
宝塚市大成町1-20
宝塚市大成町7-21
宝塚市大成町9-10
宝塚市大成町9-6
宝塚市中野町1-14
宝塚市中野町1-15
宝塚市中野町1-5
宝塚市中野町1-7
宝塚市中野町1-9-103
宝塚市中野町4-17
宝塚市中野町4-18
宝塚市中野町4-24
宝塚市中野町4-25
宝塚市中野町8-1
宝塚市仁川北2-10-31
宝塚市仁川北2-12-70
宝塚市仁川北2-305
宝塚市仁川北2-5-1-111
宝塚市仁川北2-6-10ｻﾝﾛ-ｾﾞ仁川B1
宝塚市仁川北3-3-9
宝塚市仁川北3-4-13
宝塚市雲雀丘
宝塚市雲雀丘2-1-3-101
宝塚市山本丸橋2-15-3
宝塚市山本丸橋4-67-1
宝塚市平井2-1-2
宝塚市平井2-1-2
宝塚市安倉北2-11-41
宝塚市安倉北2-18-15
宝塚市安倉北2-19-8
宝塚市安倉北3-6-5
宝塚市安倉中1-14-15
宝塚市安倉中1-1827-1
宝塚市安倉中2-5-37
宝塚市安倉中3-11-7

所

店
和食さと宝塚ｲﾝﾀｰ店
ｽｰｼﾞｰ
焼肉壱番太平樂宝塚安倉店
絵夢35
ｱｼﾞｱ料理&ｶﾌｪ ﾅﾏｽﾃ
ﾃｨｰﾙｰﾑｴﾒﾗﾙﾄﾞ
河童ﾗｰﾒﾝ本舗 宝塚店
松屋ﾌｰｽﾞR宝塚安倉店
韓定ハルハル 宝塚店
居酒屋 珀
松葉寿司 旬彩 花見小路
味の民芸 宝塚店
長崎ちゃんめん 兵庫宝塚店
炭火焼肉 寿苑
宝塚ﾘﾊﾞｰｶﾌｪ
韓国料理ﾊﾙﾊﾞﾝ
ﾊﾟｰﾌﾟﾙ
和え麺餓鬼
ｶﾗｵｹｻﾛﾝ ﾘﾝｺﾞ
ｺｰﾄ･ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ宝塚店
にぎり長次郎宝塚店
subako
金比羅製麺宝塚旭店
ｼﾁﾆｱ食堂
韓国食堂 海雲台(ﾍｳﾝﾃﾞ)
明石屋
味味
ﾎﾙﾓﾝ鍋康元
和洋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞへっついや
蓮
ちょい呑み もやって
cafe dining fiore
山陰ゆかりの店郷音
一夢 津ﾉ國屋
KIKILUAK
はいから焼 清
Asian Coffee Market

舗

名

住
宝塚市安倉中3-8-35
宝塚市安倉中4-1番5号
宝塚市安倉中5-10-1
宝塚市安倉中5-10-11-301
宝塚市安倉南1-20-29
宝塚市安倉南1-22-1
宝塚市安倉南2-10-39
宝塚市安倉南2-2-21
宝塚市安倉南2丁目2-14
宝塚市安倉南4-37-3ｸﾗｽﾀ-坂西102
宝塚市安倉南4-39-22
宝塚市安倉西3-443-2
宝塚市安倉西4-641
宝塚市安倉西4-642
宝塚市弥生町358
宝塚市小浜2-5-19西村ﾋﾞﾙ1F
宝塚市小浜3-14-20-101
宝塚市小浜3-18-4
宝塚市向月町19-8
宝塚市旭町1-1-25
宝塚市旭町2-2-26
宝塚市旭町2-3-3-105
宝塚市旭町3-11-10
宝塚市清荒神
宝塚市清荒神
宝塚市清荒神
宝塚市清荒神1-11-1
宝塚市清荒神1-11-1
宝塚市清荒神1-11-1
宝塚市清荒神1-11-1
宝塚市清荒神1-11-1
宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内
宝塚市清荒神1-12-22
宝塚市清荒神1-17-16
宝塚市清荒神1-2-18
宝塚市清荒神1-7-3
宝塚市清荒神3-13-14ｱﾌﾟﾛ-ｽﾞ清荒神1F

所

店
有限会社 参福
FLAT
明石焼の店三丁目
宝充亭
Heart
Hamamoto
継ぐ味
AHSO
琴月 きんげつ
Cafe & Bar Kamaneko
季節料理もりやま
串かつふらゐ専門蔵
鹿の子
立ち呑み oki
おばんざい あほうどり
海鮮居酒屋彩
ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾒﾛｳ 宝塚店
鶏処とりぞう
和緒一
moon
宝塚 いろは
Bar ChouChou
ｽﾅｯｸ 美典
家庭料理こいのえん
nagomiya no TONARI
和や 山手
飲み処 巣
すみれ坂
ｲﾝﾄﾞ料理Bonobo
藁葺家
江戸屋
珈琲屋伊万里
鉄板焼ｽﾃｰｷﾊｳｽ ｻﾝﾗｲﾄ
Bar Juniper Berry
ｷｯﾁﾝ&ｶﾌｪ 彩
茶寮 華
SHICT

舗

名

住
宝塚市清荒神3-13-27
宝塚市清荒神3-14-16
宝塚市清荒神3-15-13
宝塚市清荒神3-15-16
宝塚市清荒神3-2-13
宝塚市清荒神3-2-14
宝塚市清荒神3-2-16
宝塚市清荒神3-6-27
宝塚市御殿山2-27-2
宝塚市川面3-23-5村上ﾋﾞﾙ1F
宝塚市川面3-23-7-10B
宝塚市川面3-23-7もりやまﾋﾞﾙ10A
宝塚市川面5-10ｰ32 川面ﾏﾝｼｮﾝ1F
宝塚市川面5-10-32
宝塚市川面5-10-32川面ﾏﾝｼｮﾝ102
宝塚市川面5-10-32川面ﾏﾝｼｮﾝ103
宝塚市川面5-10-32川面ﾏﾝｼｮﾝ106号
宝塚市川面5-10-43ﾆｼﾉﾋﾞﾙ1
宝塚市川面5-2-102F
宝塚市川面5-2-10B1F
宝塚市川面5-4-2
宝塚市川面5-4-5ｱﾙﾃ宝塚
宝塚市川面5-4-5ｱﾙﾃ宝塚104
宝塚市川面5-4-5ｱﾙﾃ宝塚203
宝塚市川面5-6-1-202
宝塚市川面5-6-1-203
宝塚市川面5-6-1ﾍﾞﾙﾎﾞﾜ-ﾋﾞﾙ1階
宝塚市川面5-6-5-103
宝塚市川面5-6-5ﾁｪﾘ-ﾃﾞ宝塚1階
宝塚市川面5-7-31
宝塚市川面５丁目10-25-101
宝塚市武庫川町1-2
宝塚市武庫川町3-10宝塚ｻﾝﾛｲﾔﾙ1F
宝塚市武庫川町3-14-102
宝塚市武庫川町4-8 ﾘﾍﾞﾙﾃ宝塚1F
宝塚市栄町
宝塚市栄町1-1-11 1F

所

店
だんだん
Share Cafe
白木屋宝塚花の道店
魚民宝塚花の道店
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
彩羽
ﾙﾈｻﾝｽ
風雅
NOMIYAこりむ
ﾌｪﾘｴ
くすのき
ﾌﾙｰﾙ
ﾗ･ﾛﾝﾄﾞ
喫茶 ﾗｳﾝｼﾞ
団体ﾚｽﾄﾗﾝ ｴｽﾌﾟﾘﾎｰﾙ
ﾎﾞﾇｰﾙ
ｶﾌｪ ﾌﾞﾗｲﾄ
海鮮屋台 おくまん 宝塚店
鳥貴族 宝塚店
中庭商店
Bar domingo
炭火焼鳥専門店あみや宝塚店
SHINE
IZUMI
焼肉処 一品一会 花のみち店
ZUCAFE
ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁﾙﾏﾝ 花のみちｾﾙｶ店
ﾎﾟﾋﾟｰ
蕾
ｻﾛﾝﾁｪｻﾋﾟｰｸ 宝塚阪急店
たこ焼き居酒屋 ひね屋
和や
まんてん
HELLO CAFE by DOG UP VILLA
Coffee Canon
ﾛﾑﾚｯﾄ宝塚ｿﾘｵ店
うさぎ

舗

名

住
宝塚市栄町1-11-9 栄ﾋﾞﾙ1F
宝塚市栄町1-1-191F
宝塚市栄町1-1-20
宝塚市栄町1-1-20
宝塚市栄町1-1-33
宝塚市栄町1-1-33
宝塚市栄町1-1-33
宝塚市栄町1-1-33
宝塚市栄町1-14-9
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場内
宝塚市栄町1-1-57宝塚大劇場本館内
宝塚市栄町1-16-17 ﾗｲﾌﾞﾘ-ﾋﾞﾙ
宝塚市栄町1-16-172F
宝塚市栄町1-18-5
宝塚市栄町1-1-9
宝塚市栄町1-19-14
宝塚市栄町1-19-14ﾜ-ﾙﾄﾞﾀ-ﾝﾋﾞﾙ4階
宝塚市栄町1-2花のみち2番館107
宝塚市栄町1-6-1花のみち1番館
宝塚市栄町1-6-1花のみちｾﾙｶ1番館109号
宝塚市栄町1-6花のみちｾﾙｶ2番館2F
宝塚市栄町1-7-7
宝塚市栄町2-1-1
宝塚市栄町2-1-1
宝塚市栄町2-1-1 ｿﾘｵ1
宝塚市栄町2-1-11ｿﾘｵ1GF
宝塚市栄町2-1-1GF
宝塚市栄町2-1-1ｿﾘｵ11階
宝塚市栄町2-1-1ｿﾘｵ宝塚1階
宝塚市栄町2-1-1ｿﾘｵ宝塚B1F
宝塚市栄町2-11の91F

所

店
自家製麺杵屋宝塚ｿﾘｵ店
ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ阪急宝塚店
手創りﾊﾞﾙﾚｽﾄﾗﾝごｰしゅ
居酒屋 Vincent
焼肉ぷるこぎ
焼肉 味園
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰSENJYU
ｶﾌｪﾅﾙﾄ
喫茶ｽﾅｯｸ ﾁｯｸ
ﾊﾞｰ ｴｸﾗﾙ
梵天
観音茶屋
Chez Hori - ｼｪ･ﾎﾘ ﾊﾟﾃｨｰﾅ
魚安
喫茶･ｽﾅｯｸ ﾗﾑﾊﾟｰﾄ
たこやきお好み焼きひろ
さざん
ｶﾗｵｹ喫茶あき
ｶﾗｵｹ 海
くるみや
串かつひげちゃん
とりどｰる宝塚
味芽
e'mの屋根
宝塚平安祭典会館
ﾌﾛｲﾗｲﾝ
小判寿司
居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ寛や
宝山市場
本家さぬきや宝塚店
ｸﾞﾘﾙｵｱｿﾞ
しゃぶしゃぶ但馬屋宝塚店
焼肉MURAKAMI
ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ宝塚
焼肉･ﾎﾙﾓﾝ ﾏﾙｷ精肉宝塚店
そば太鼓亭宝塚中筋店

舗

名

住
宝塚市栄町2-1-ｿﾘｵ宝塚B1
宝塚市栄町2-84-1Gｺﾚｸｼｮﾝ阪急宝塚1階
宝塚市売布2-11-1101
宝塚市売布2-12-35
宝塚市売布2-14-15
宝塚市売布2-3-20
宝塚市売布2-5-1
宝塚市売布2-8-12
宝塚市売布4-1-12-102
宝塚市中山寺1-14-22
宝塚市中山寺2-11-1
宝塚市中山寺2-11-1
宝塚市中山寺2-1-3
宝塚市中山寺2-6-11
宝塚市中山寺2-6-6
宝塚市中山寺2-8番1号
宝塚市三笠町
宝塚市三笠町4-17
宝塚市三笠町4-7
宝塚市泉町13-23
宝塚市泉町19-11
宝塚市泉町19-26
宝塚市泉町6-22
宝塚市寿町9-12ｽﾃｯﾌﾟｲﾝｲ-ｽﾄ1F
宝塚市星の荘24-26
宝塚市売布東の町15番14号
宝塚市売布東の町16-3東宝塚ﾋﾞﾙ1F
宝塚市中山五月台2-2-7
宝塚市中筋2-245-2
宝塚市中筋3-3-1
宝塚市中筋3-3-1名湯宝乃湯内
宝塚市中筋5-10-25
宝塚市中筋6-13-31
宝塚市中筋6-13番20号
宝塚市中筋7-100-1
宝塚市中筋7-10-6
宝塚市中筋7-93-1

所

店

舗

和平宝塚店
ﾄﾞﾙﾁｪﾓｽｶｰﾄ宝塚中山寺店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ宝塚中筋店
かつｱﾝﾄﾞかつ 宝塚中山店
鉄板焼･竹千代
ののや
あいあいﾊﾟｰｸ 喫茶ﾊﾞﾝﾌﾞﾙﾋﾞｰ
味処坂
にしむら屋
ｶﾌｪﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾌﾞｰﾚﾌｧﾘﾈ
ｺﾞﾙﾌｧｰｽﾞｶﾌｪ
旭国際宝塚ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部
太平洋ｸﾗﾌﾞ宝塚ｺｰｽ
居酒屋よりあい
畑熊商店
武田尾温泉 紅葉館 別庭 あざれ
宝塚ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
新宝塚ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
宝塚高原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
大宝塚ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
愛宕原ｺﾞﾙﾌ倶楽部ﾚｽﾄﾗﾝ

名

住
宝塚市中筋8-11-66
宝塚市中筋8-13-8
宝塚市中筋8-21-31
宝塚市中筋8-5-30
宝塚市中筋9-10番11号
宝塚市中山桜台5-22-1
宝塚市山本東2-2番1号
宝塚市山本東2-8-16藤本ﾋﾞﾙ2階
宝塚市山本東2-9-3
宝塚市山本東2-9-6
宝塚市山本南3-28₋7
宝塚市下佐曽利字大谷4-12
宝塚市芝辻新田字花折7-2
宝塚市境野字塩ﾉ橋26-2
宝塚市玉瀬字ｲﾂﾞﾘﾊ116
宝塚市玉瀬字ｲﾂﾞﾘﾊ1-47
宝塚市切畑桜小場19
宝塚市切畑字検見1-2
宝塚市切畑字長尾山14
宝塚市切畑字長尾山19番
宝塚市切畑字長尾山5-3

所

