店
舗
ｺｰﾋｰ&みそ鉄板焼ぴのきお
居酒屋 満天
炭火やきとり飛鳥
ｶﾗｵｹ喫茶 じゃいぶ
焼肉とりじゅう
魚べいｷｾﾗ川西店
焼肉 大
ふくろう
美健SPA湯櫻 ゆざくらｶﾌｪ
おかず処たまちゃん
ｶﾌｪ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾟﾋﾟｰﾅ
清流館
お好み･カジュアル鉄板 ざ久
Pizza Groove
居酒屋 あいちゃん
CAFE&BAR DUMBO
ごはん処ｶﾝｴｰ亭
和洋居酒屋てず
祭
ﾎﾟﾆｰ
居酒屋 正
あられ
おはしﾀﾞｲﾆﾝｸﾞshell
旬和食六花
HAKATARAMEN ADACHI
源八
炉ばた 久松
MALIMO
串かつ 華最善(はなさいぜん)
せびれ
AQUA
BBA48
居酒屋きらく
ｽﾅｯｸ 幹
両班
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ九紫星
ｽﾅｯｸ ひまわり

名

住
川西市鶯の森町8-6
川西市滝山町6-1-301
川西市萩原台西1-76
川西市萩原台西3-1-2萩原壱番館2階
川西市出在家町13-30
川西市出在家町13-36
川西市出在家町9-2
川西市絹延町2-9
川西市火打1-16-6
川西市美園町1-26
川西市美園町1-3宝泉ﾋﾞﾙ101
川西市美園町1番3号1階106号
川西市小戸1-3-10
川西市小戸1-10-14
川西市小戸1-10-14
川西市小戸1-10-14
川西市小戸1-1-3
川西市小戸1-3-12司ﾋﾞﾙ103号
川西市小戸1-3-12司ﾋﾞﾙ105
川西市小戸1-3-2
川西市小戸1-3-2
川西市小戸1-3-2
川西市小戸1-3-9ｴﾝﾘｯﾁﾊﾟ-ﾙ101
川西市小戸1-4-12
川西市小戸1-4-12-1階
川西市小戸1-4-9
川西市小戸1-5-20
川西市小戸1-5-20-1
川西市小戸1-5番4号1F
川西市小戸1-6-14
川西市小戸2.4.3
川西市小戸2.4.4
川西市小戸2-3-12
川西市小戸2-3-12
川西市小戸2-3-13
川西市小戸2-3-4
川西市小戸2-4-11ｴｽﾄﾋﾞﾙ1F

所

店
舗
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ひで房
ｶﾗｵｹ ﾏﾘﾝ
ｶﾗｵｹ りっちゃん
ｽﾅｯｸ 花みずき
Neo aiai
ｽﾅｯｸ ｺｽﾓｽ
ｽﾅｯｸ 吉乃
呑み処 優
ﾌﾗｲﾊﾟﾝ
中華料理大王
両班
炭火焼鶏 松や
あさひや
Ｍ&Ｙ
せいろ屋
串かつ あさひ ﾍﾞﾙﾌﾛｰﾗ川西店名
ｸｯｸﾃﾞﾘ御膳川西店
鳥処福笑
花格子川西
ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ川西能勢口店
ｸｰｽﾞｺﾝｾﾙﾎﾞ川西東口店
酒肴処 楓
ﾊﾟﾊﾟさん食堂
台湾ﾗｰﾒﾝ雲照
たからや
樹
立ち呑み処 まつかぜ
川西麺業
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
笑笑川西能勢口東口駅前店
目利きの銀次川西能勢口東口駅前店
お好み焼きしまちやん
酒処おじき
にいちゃん
かがやき
かえでｼﾆｱｱﾙヴｧﾝﾀｳﾝ
炭火焼鳥専門店 あみや 川西店

名

住
川西市小戸2-4-2
川西市小戸2-4-3
川西市小戸2-4-3
川西市小戸2-4-3
川西市小戸2-4-3-101
川西市小戸2-4-4
川西市小戸2-4-4
川西市小戸2-4-4
川西市小戸2-4-4
川西市小戸2-4-4
川西市小戸2−4−4
川西市小戸2-5-12
川西市小戸2-5-13
川西市小戸2丁目4-4
川西市小花1-1-10
川西市小花1-1-10
川西市小花1-1-10-B207
川西市小花1-1-10-E-115A
川西市小花1-1-10ﾍﾞﾙﾌﾛ-ﾗｲ-ｽﾄ
川西市小花1-1-10ﾍﾞﾙﾌﾛ-ﾗかわにしｲ-ｽﾄ
川西市小花1-1-10ﾍﾞﾙﾌﾛ-ﾗ川西E-109
川西市小花1-15-4-2
川西市小花1-22番2号
川西市小花1-2-3
川西市小花1-2-3
川西市小花1-2-3小花駅前ﾋﾞﾙ1F-B
川西市小花1-5-10
川西市小花1-5-7川西麺業
川西市小花1-5番7
川西市小花1-6-20
川西市小花1-6-20
川西市小花1丁目15-1
川西市小花2-1-10
川西市小花2-1-9
川西市小花2-1-9
川西市小花2-27-18
川西市中央2-4

所

店
ｽﾅｯｸIKU
きっちんぽっと
LA CASETA
ｽﾃｰｷ居酒屋 はがくれ
ほっこり酒場
ﾗｳﾝｼﾞﾆｭｰｷｬﾗﾊﾞﾝ
焼肉の和民川西能勢口駅前店
たなごころ 川西能勢口
居酒屋凡蔵
川西ﾘﾊﾞｰｶﾌｪ
snackH川西店
ﾗｳﾝｼﾞｶﾙﾈ
ｽﾅｯｸ喫茶ﾍﾞﾙ
ELIXIR
ｽﾅｯｸ&ﾊﾞｰ LUCE
Lady's Bar SAINT AMOUR
ｽﾅｯｸ ｵｯﾊﾟ
faveur
ﾗｳﾝｼﾞ ｼﾞｮｲﾌﾙ
ﾌｫｰ･ﾕｰ
はあれい
ｶﾗｵｹ歌居屋川西店
鶏ｯと家
かぐらざか 川西能勢口店
満ﾏﾙ川西店
鳥貴族 川西能勢口店
北海道知床漁場 川西店
赤から川西店
ｶﾗｵｹ てれさ
和みDining森のくまさん
吞み処 舞
竜飯店
ひだまり
居酒屋 源
ﾊﾞﾗｰﾄﾞ久代
まいどおおきに川西みなみ食堂
和み家

舗

名

住
川西市中央町13-10
川西市中央町2-1大百物産川西ﾋﾞﾙ
川西市中央町3-3
川西市中央町3-3
川西市中央町3-32F
川西市中央町3-3中央ﾋﾞﾙ2階
川西市中央町7-18
川西市中央町7-18ﾗ･ﾗ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ7F
川西市中央町8-3
川西市火打1-16番6号ｵｱｼｽﾀｳﾝｷｾﾗ川西1F
川西市栄根2-1-103F
川西市栄根2-1-10ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ2F
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3E
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3FE号室
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5階
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6階A(6階A号室)
川西市栄根2-1-10ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6階B(6階B号室)
川西市栄根2-1-1-7F
川西市栄根2-1-18
川西市栄根2-1-19
川西市栄根2-1—1徳田ﾋﾞﾙ1F
川西市栄根2-1-1徳田ﾋﾞﾙ2階
川西市栄根2-1-1徳田ﾋﾞﾙ3F
川西市栄根2-1-1徳田ﾋﾞﾙ4F
川西市栄根2-4-18
川西市栄根町2-六の七
川西市下加茂1-24-23
川西市下加茂1-26-7
川西市下加茂1-29-1ﾒｿﾞﾝ加茂1F
川西市東久代2丁目13-1
川西市久代1-21-1
川西市久代1-21-19
川西市久代1-2-4

所

店
ﾐｰﾄﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾛ
きんのぶた川西久代店
珈乃香 川西本店
焼き肉 もぉｰもぉｰ亭
お食事処 豊
3びきのこぶた
Sea茶ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ料理
お好み焼 鉄板焼 ぼちぼち
ｶﾗｵｹ錦
Jﾏｽｶﾚｰﾄﾞ
魚 (りょう)
お好み焼きひろ
匡
味噌之達人川西店
神戸はなあん 川西久代店
居酒屋 げん
ｻｶﾞﾐ川西加茂店
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ川西加茂店
金比羅製麺川西花屋敷店
熟成焼肉いちばん 川西店
BarWizzZ(ﾊﾞｰﾜｲｽﾞ)
天外
ｸﾞﾘﾙALTO
ｶﾂの店 花
松屋ﾌｰｽﾞ川西能勢口店
酒場COPAIN
海鮮屋台おくまん川西能勢口店
鐘鳥川西栄店
大戸屋ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ川西店
星乃珈琲店ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ川西店
ｻｲｾﾞﾘﾔ川西能勢口駅前店
鶴橋風月川西店
kitchenﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄ
あおぞら coffee dining
情熱酒場にっぱち総本家
韓国料理 慶州

舗

名

住
川西市久代1-25-28陽田ﾋﾞﾙ1階
川西市久代1-8-27
川西市久代1-8-29
川西市久代1-8-37
川西市久代2-14-8
川西市久代3-17-6
川西市久代3-30-20
川西市久代3-30-20-1F
川西市久代4-2-27
川西市久代4-2-45
川西市久代4-2-47
川西市久代4-2−50
川西市久代4-2-51
川西市久代4-6-4
川西市久代5-1-6
川西市久代6-1-5ｺｰﾅﾝ川西久代店内
川西市加茂2-7-10
川西市加茂3-15-4
川西市加茂5-1-11
川西市南花屋敷3-8-10
川西市日高町67-1
川西市栄町10-17-1階
川西市栄町10-5-116
川西市栄町10-5-117
川西市栄町10-5119号
川西市栄町10-5ﾊﾟﾙﾃｨ川西101号
川西市栄町10-5ﾊﾟﾙﾃｨ川西栄北団地115
川西市栄町1-1
川西市栄町1-1
川西市栄町11-1
川西市栄町11-1-1ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ2階
川西市栄町11-1ﾊﾟﾙﾃｨK2ﾋﾞﾙ内ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽB1F
川西市栄町11-1ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽB1
川西市栄町11-1ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽB1
川西市栄町11-2ﾊﾟﾙﾃｨk2南棟114号
川西市栄町11-3-123
川西市栄町11-3-3

所

店

舗

餃子屋 8日目
創作和洋 凛
はる丼丸川西さかえ店
鍋ご飯与幸
ｶﾗｵｹ居酒屋ゆうゆう
Be-fit light24川西能勢口店
ｶﾞｽﾄ 川西能勢口駅前店
ﾊﾞｰ ｽﾘｰﾌﾘｯﾊﾟｰ
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ阪急川西能勢口駅店
ぎょうざの満洲 川西能勢口駅店
和牛 玄 炭火焼肉
手打ちうどん 小芝
ｶﾗｵｹｽﾅｯｸだんだん
いざかや千
ｶﾗｵｹかふぇﾃｨﾝｸ
ｼｭｼｭ
ﾄﾞﾝﾁｶ
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｽﾃ川西
ｽﾊﾟｲｽｶﾚｰﾐﾙｽﾞ
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｱｽﾀ川西店
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ川西能勢口店
ﾙｽｰﾄﾞ ﾁｪｻﾋﾟｰｸ
坂井珈琲川西店
ﾅｯﾂﾍﾞﾘｰ
北海ﾗｰﾒﾝ すすき野
川西立呑
とんかつ花むら川西店
ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰﾙｰﾑ
おやさいｶﾞｰﾃﾞﾝTIERRA Cafe&kitchen
のせ屋
栄町nuts
大衆串かつ川西屋
酔処 諭吉｡
勝
たこめん川西店
呑処en
なりかわ

名

住
川西市栄町11-3-5ﾊﾟﾙﾃｨK21階
川西市栄町11-3ﾊﾟﾙﾃｨk2115号
川西市栄町1-15
川西市栄町1-4
川西市栄町1-4
川西市栄町16-6ｱｸﾛｽｷｭ-ﾌﾞ4F
川西市栄町16-6ｱｸﾛｽｷｭ-ﾌﾞ川西能勢口1F
川西市栄町1番1号
川西市栄町20-1-W102
川西市栄町20-1ﾍﾞﾙﾌﾛ-ﾗ･かわにしWEST1階
川西市栄町21-18
川西市栄町2-17
川西市栄町2-18
川西市栄町2-19
川西市栄町2−192F
川西市栄町2-19-3F
川西市栄町2-1ﾊﾟ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3F3C
川西市栄町25-1
川西市栄町25-1
川西市栄町25-1ｱｽﾀ川西店1階
川西市栄町25‐1ｱｽﾃ川西･TEMPO175内125
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西1F
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西1階
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西248
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西2F
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西2階203
川西市栄町25-1ｱｽﾃ川西3F
川西市栄町26-1
川西市栄町26-1川西阪急4F
川西市栄町27-1-102
川西市栄町27-2-113
川西市栄町3-5
川西市栄町3-5
川西市栄町4-9
川西市栄町5-28
川西市花屋敷1-10-1
川西市花屋敷1-18-9

所

店

舗

BAR Tyeahp
鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞえい吉
かっぱ食堂
FAR CRY 2
食no道 Haku
珈琲館 花屋敷
妙見の森ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾃﾗｽ(能勢電鉄)
森のｶﾌｪあじさい(能勢電鉄)
ﾖﾅﾅ
なないろ食堂
東海ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
ﾁｪﾘｰｺﾞﾙﾌときわ台ｺｰｽ
炭火焼肉 炭小屋
炭焼ｽﾃｰｷ 肉ごころ
ｶﾗｵｹBanBan 川西見野店
ﾌｧﾝﾀｲﾑｶﾌｪ
ｻﾝｾｯﾄ
松家
お好み焼 和
ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙ料理ｴﾍﾞﾚｽﾄｷｯﾁﾝ
乾杯
ﾋﾟｻﾞｶﾘﾋﾞｱﾝ川西山下店
かっぽれ
川西ｶﾚｰﾁｬﾝﾌﾟﾙ
ｶﾗｵｹ喫茶ﾌﾚﾝﾄﾞ
CHAPPY HOUSE
珈琲専門店うねの珈琲
SHIOCUBcoffee
こころ家
ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ よりみち
China dining 彩花
そば切り吟香
ｶﾌｪ ｽﾘｰﾙヴｨ
ｽﾅｯｸ ｵﾊﾅ
北海道家庭料理神威
萬てん屋
火の鳥畦野店

名

住
川西市花屋敷1-29-14
川西市花屋敷1-9-22
川西市花屋敷1-9-24花屋敷日進ﾋﾞﾙ103
川西市花屋敷2-7-7
川西市花屋敷2-7-7
川西市花屋敷2-8-10
川西市黒川奥滝谷
川西市黒川奥滝谷9
川西市黒川字谷垣内116-1
川西市黒川字長谷110-9
川西市国崎字笹ヶ谷一
川西市国崎字椿6
川西市笹部1-3-14
川西市笹部1-3-14
川西市見野2-17-11
川西市見野2-5-7-104
川西市見野2-7-8ｿﾆｯｸﾊﾞﾚ-店内
川西市見野2-8-14
川西市見野3-8-20
川西市見野3-8-20米田第一ﾋﾞﾙ1F101号
川西市見野町3-8-20米田第1ﾋﾞﾙ2F202号
川西市山下町20-20
川西市大和東3-1-8
川西市大和西1-47-11
川西市大和西1-47-9
川西市大和西1-5-11
川西市大和西1-66-3大橋ﾋﾞﾙ1階
川西市大和西2-3-12
川西市大和町1-47-8
川西市向陽台2−3−7
川西市向陽台3-3-144
川西市向陽台3-5-118
川西市東畦野2-3-13
川西市東畦野2-4-15
川西市東畦野2-4-5 KMﾋﾞﾙ101
川西市東畦野2-5
川西市東畦野3-1-41

所

店
舗
情熱うどん伊和正
びぃｰと
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ173川西店
能勢ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部ﾚｽﾄﾗﾝ
ﾊﾞｲﾝﾐｰ やん
居酒屋 葵
club Y
おきなわんCAFFちゅらかｰぎ
吉野家 173号線川西多田店
ﾗｳﾝｼﾞなっちゃん 2号店
ﾗｳﾝｼﾞなっちゃん
Blue moon ﾌﾞﾙｰﾑｰﾝ
成田屋川西店
食彩なごみ
居酒屋わらじ
かつｱﾝﾄﾞかつ 川西平野店
割烹音羽 多田別館
音羽鮨 多田出前ｾﾝﾀｰ
ﾗｳﾝｼﾞ美佐
Taste of India Few
Bar BAQXS
お好み焼 夢
ゆきずり
こてつ
焼肉 すとろんぐ
菜々
ｽﾅｯｸ愛
玉一
ばぁばのｷｯﾁﾝ sea21
まいど
ﾗﾌｪｽﾀ
韓国居酒屋 明洞
活魚料理 魚勝
いろどり
とり屋はやかわ
ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋 ｲｵﾝﾀｳﾝ川西店
讃岐うどんむらさき ｲｵﾝﾀｳﾝ川西店

名

住
川西市東畦野5-3-101階
川西市東畦野5-3-8
川西市東畦野6-15-1
川西市東畦野字長尾1-3
川西市平野2-11-14
川西市平野2-12-10玉川ﾋﾞﾙ
川西市平野2-12-10玉川ﾋﾞﾙ2F
川西市平野2-4-1ｺﾞｶﾞｸﾁﾋﾞﾙ1F
川西市平野2-5-6
川西市平野2-9-17清和ﾋﾞﾙ1階
川西市平野2-9-17清和ﾋﾞﾙ2階
川西市平野2-9-18
川西市平野3-1-15
川西市平野3-15−4
川西市平野3-16-11
川西市平野3-16-14
川西市平野3−18−18
川西市平野3−19−11
川西市平野3-2-5ｲﾜｵﾋﾞﾙ7番館202
川西市平野3-3-24
川西市東多田1-1-10みのりやﾋﾞﾙ101
川西市鼓が滝1-28-29
川西市鼓が滝1−28−31
川西市鼓が滝1-28-4
川西市鼓が滝1-3-13
川西市鼓が滝1-3-18ﾊｲﾑ鼓が滝104
川西市鼓が滝1-3-18ﾊｲﾑ鼓ヶ滝101号
川西市鼓ヶ滝1-28-3
川西市鼓ヶ滝1-28-30
川西市鼓ヶ滝1-3-15-.101
川西市鼓滝1-28-1
川西市多田桜木1-2-10
川西市多田桜木1-3-17
川西市多田桜木1-3-21
川西市多田桜木1-3-21
川西市多田桜木1-4-1
川西市多田桜木1-4-1

所

店
舗
倉式珈琲店ｲｵﾝﾀｳﾝ川西店
ｸﾏﾓﾄﾐﾙｸﾃｨｰ川西店
居酒屋ちょくちょく
焼鳥 ひょうたん屋
本格炭火料理火の鳥多田店
炭火ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ良月
炭火焼肉処そらしど
Lemon
炭火kappo 四季彩
花みん
ｽﾅｯｸLOVE
居酒屋 温家
いちごICHIJUFRUITCAFE
薫子
桃八
餃子の王将多田店
居酒屋ともべ
隠れ庵
ｶﾗｵｹﾚｲﾝﾎﾞｰ川西多田院店
ﾃｰﾌﾞﾙｵｰﾀﾞｰﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 焼肉 王道 川西店
Longchamp
日本料理 瑞
手しごと讃岐うどん 讃々
ﾚｽﾄﾗﾝﾁｪｻﾋﾟｰｸ本店
ｱｰﾙｽﾞ･ｺｰﾄ
B cafe
cafe REGAL(ｶﾌｪﾚｶﾞｰﾛ)
健康ﾗﾝﾁ&ｶﾌｪ ﾅﾐの店
CAFE BOX
金比羅製麺川西西多田店
ﾓﾙﾄﾎﾞｰﾉ川西西多田店
居酒屋ぐっさん
気になるｶﾌｪCocoro
夢屋台ゆめみや
Mo-Lun-Di-Co
cafe muku
ｽﾅｯｸ･つくし

名

住
川西市多田桜木1−4−1
川西市多田桜木1-4-1ｲｵﾝﾀｳﾝ川西1F
川西市多田桜木2-10-37来田ﾋﾞﾙ1F
川西市多田桜木2-10-38
川西市多田桜木2-11-28源氏ﾋﾞﾙ1階
川西市多田桜木2-11-33ﾊｲﾂくれべ1F
川西市多田桜木2-11番10号
川西市多田桜木2-1-27
川西市多田桜木2-1-27堀田ﾋﾞﾙ1F
川西市多田桜木2-1-34
川西市多田桜木2-1-34吉永ﾋﾞﾙ2階
川西市多田桜木2-1-5
川西市多田桜木2-3-28
川西市多田桜木2-3-28ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞ岡田ﾋﾞﾙ1階1
川西市多田桜木2-3-28岡田ﾋﾞﾙ1階
川西市多田桜木2-3-31
川西市多田桜木2-6-18-102
川西市多田桜木一丁目８－３２
川西市多田院西1-9-15
川西市多田院西2-5-20
川西市緑台2-1-79
川西市緑台2-1-83
川西市緑台2-2-121
川西市緑台5-1-2
川西市緑台6-1-3
川西市湯山台2-1-1212階
川西市湯山台2-1-2
川西市西多田1-16-43
川西市西多田1-18-13 ﾒｿﾞﾝ平井1F
川西市西多田1-5-32
川西市西多田2-7-8
川西市清和台西2-2-8八番館ﾋﾞﾙ1階
川西市清和台東1-3-6
川西市清和台東1-3-88
川西市清和台東3-1-81F
川西市清和台東3-1-8ﾄﾅﾘｴ清和台2F
川西市清和台東5-2-59

所

店

舗

居酒屋北道
ﾊﾞﾝｶｰ2
お好みﾊｳｽ欅
ｼﾞｮﾘｰﾊﾟｽﾀ日生中央
京風かに･鰻料理 和音
山の原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ
中華料理龍ちゃん
一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部レストラン
一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部「すきやき亭」
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ
株式会社天然温泉 石道
虎子 （ここ）

名

住
川西市清和台東5-2-59
川西市清和台東5-2-77
川西市けやき坂1-3-11
川西市丸山台1-5
川西市一庫字井捕野28
川西市山の原字下恋里12
川西市西畦野2-25-18
川西市西畦野字金ケ谷1番地の4
川西市西畦野字金ケ谷1番地の4
川西市西畦野南山2
川西市石道字下垣内216-1
川西市小戸２－４－４

所

