店
瀬戸の浜
千鳥亭
Beach House 海岸物語
かもめ
大阪屋
くつろぎの宿 田中屋
cafe rest TIARA
ﾏﾘｶ
天空
割烹いぐち
まるよし
牡蛎処 桝政 室津本店
ﾘﾌﾞﾏｯｸｽﾘｿﾞｰﾄ瀬戸内ｼｰﾌﾛﾝﾄ
道の駅みつ
さくら茶屋
ｶﾗｵｹ喫茶ﾊｰﾓﾆｰいこい
みつ
さかな道楽 御津店
お好み焼大ちゃん揖保川店
喫茶Blend
伝説のたこ焼
天の川
居酒屋 ごん
焼肉力 相生店
ﾎﾞﾝﾇ
KAMEYA～かめや～
ピコピコ ポン。
居酒屋 ｷｬﾌﾟ店
喫茶・カラオケ 桜みち
お好み焼きたんと
旬味 和楽
味処 一歩
龍野ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
龍野ｸﾗｼｯｸｱﾈｯｸｽ
J-parfum
和牛亭たじま
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ･是福

舗

名

住
たつの市御津町黒崎1414
たつの市御津町黒崎1414-1
たつの市御津町黒崎1414-5
たつの市御津町黒崎1657-1
たつの市御津町黒崎1657-24
たつの市御津町黒崎1843-6
たつの市御津町刈屋1353-3
たつの市御津町苅屋1131-1
たつの市御津町苅屋67-1
たつの市御津町岩見606-1
たつの市御津町室津301
たつの市御津町室津555-1
たつの市御津町室津895-28
たつの市御津町室津896-32
たつの市御津町室津字1250-109
たつの市御津町釜屋488-4
たつの市御津町釜屋6-7
たつの市御津町釜屋8-9
たつの市揖保川町新在家15-23
たつの市揖保川町新在家93-1
たつの市揖保川町正條285-6
たつの市揖保川町正條287-1
たつの市揖保川町山津屋132-1
たつの市揖保川町大門274-16
たつの市揖保川町神戸北山151
たつの市揖保川町神戸北山151
たつの市揖西町新宮
たつの市揖西町田井85-1
たつの市揖西町佐江3-12
たつの市揖西町南山1-20
たつの市神岡町北横内132
たつの市神岡町東觜崎546-1
たつの市神岡町田中62-2
たつの市神岡町田中62-2
たつの市龍野町島田240-1
たつの市龍野町島田602-10
たつの市龍野町島田731-11

所

店
舗
中国料理 八宝閣
鉄板焼とご飯のお店てっぺん
居酒屋 陽一呑
焼肉 力 たつの店
しあわせ咲場 多音
ｶﾞｽﾄ龍野店
台湾料理 豊源 たつの店
TAJIMAcafe+office
粉もん屋 雅寅
ﾚﾌﾞｽｹ
NIGHT in歩歩
すし官太 龍野店
珈琲所ｺﾒﾀﾞ珈琲店たつの店
まる万
つくし
ｶﾗｵｹ喫茶ｱﾝｼﾞｭ
和 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 囲間
有限会社ﾘﾍﾞﾘｭｰﾙﾙｰｼﾞｭ
角兵衛
お好み焼き 花
創作料理酒屋 にぃｰず
ｲﾝﾄﾞ･ﾈﾊﾟｰﾙ料理ﾎﾟﾆｰｽﾞｶﾌｪ PONY'S
お好み まきちゃん
やきとり炭焼
あじ庵 ちひろ
本家さぬきや 龍野店
NanAtsu
心
Bistro Petit Tonton
すくね茶屋
片しぼ竹の宿 梅玉
カタリモ
中華そば龍風
J kitchen
菓子と珈琲朔
SUSHI&VEGETABLE 心
かのね

名

住
たつの市龍野町日飼380-1
たつの市龍野町片山312-3
たつの市龍野町片山字488-1
たつの市龍野町末政13-12
たつの市龍野町中村299-6
たつの市龍野町小宅北字大町64-1
たつの市龍野町堂本108
たつの市龍野町堂本12-7みなとﾋﾞﾙ102
たつの市龍野町堂本17-8龍野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-B-9
たつの市龍野町堂本215-7
たつの市龍野町堂本227-1ｸﾘｴ-ｼｮﾝﾀﾂﾉﾋﾞﾙ2F
たつの市龍野町堂本371-3
たつの市龍野町堂本373-1
たつの市龍野町堂本394-13
たつの市龍野町堂本44-1
たつの市龍野町堂本449-6
たつの市龍野町堂本493-8
たつの市誉田町福田109
たつの市誉田町福田230-1
たつの市誉田町福田230-1
たつの市誉田町福田323-9ｸﾞﾛｰヴﾊｲﾂ1F
たつの市誉田町広山202-3
たつの市揖保町栄1-3-3
たつの市揖保町松原8
たつの市揖保町中臣1280-1
たつの市揖保町揖保上425あかねの湯内
たつの市龍野町日山210-4
たつの市龍野町日山386-2
たつの市龍野町日山414-1
たつの市龍野町下霞城22
たつの市龍野町本町1
たつの市龍野町本町１７３
たつの市龍野町本町7-1
たつの市龍野町本町72-18
たつの市龍野町川原町106
たつの市龍野町川原町151-1-101
たつの市龍野町川原町151-1-103

所

店

舗

ﾊﾟｰﾁｹﾞｽﾄﾊｳｽ
大ちゃん
ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵとんぼ村
龍野大和会館
憩いの間じんくん
ほうま
Trattoria e caffe ANZNORI
夢庵龍野
海鮮酒房りょう
ｽﾃｰｷ海舟
味工房 あとむ
希望軒龍野店
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 たつの店
珈琲紫園
ｽｼﾛｰたつの店
じょんの庵
町家ｶﾌｪ そら
有限会社よこた本店
自然食+雑貨 Kanuka
愛山
ｸﾗﾃﾗｽたつの
さばと
会員制わか桜
そうめん処霞亭
圭屋
焼肉 徳山
きっさ よしま
ｹｰｷﾊｳｽ夢工房
ﾛｯｸｶﾌｪ ﾓﾘｽｶﾞﾚｼﾞ
ｶﾌｪﾃﾗｽｱﾓｰﾙ
おおとり
鉄板焼き 一品 悠
中華料理 金龍
ｷﾞｮｰｻﾞ中華そば ねぎとにんにく
ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾗｻﾞみつわ
和ごころ 福久
五代くん

名

住
たつの市龍野町川原町218-1
たつの市龍野町川原町258
たつの市龍野町富永1005-54
たつの市龍野町富永1005-87
たつの市龍野町富永194
たつの市龍野町富永320-6
たつの市龍野町富永357-6SKﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾋﾞﾙ1F
たつの市龍野町富永379-1
たつの市龍野町富永456-1
たつの市龍野町富永531-1
たつの市龍野町富永728-1
たつの市龍野町富永788-1
たつの市龍野町富永791-6
たつの市龍野町富永988-1
たつの市龍野町富永字小川原161-2
たつの市龍野町中霞城231
たつの市龍野町上川原25-1
たつの市龍野町旭町153
たつの市龍野町旭町25
たつの市龍野町大手51-1
たつの市龍野町上霞城126醤油の郷大正ﾛﾏﾝ館内
たつの市龍野町上霞城3-1
たつの市龍野町上霞城36-2
たつの市龍野町上霞城4
たつの市龍野町上霞城96-5
たつの市新宮町香山1145-1
たつの市新宮町吉島551
たつの市新宮町新宮1044-1
たつの市新宮町新宮1068-18
たつの市新宮町新宮212-1
たつの市新宮町新宮406-8
たつの市新宮町新宮605-1
たつの市新宮町井野原134-5
たつの市新宮町井野原554-1
たつの市新宮町井野原615
たつの市新宮町井野原699-700
たつの市新宮町仙正57-1

所

店
ｶﾗｵｹ喫茶SPIN
讃岐うどん 将 新宮店
ｶﾗｵｹ喫茶わかば
ｶﾌｪ ｺﾃｰｼﾞ
志んぐうの郷
KURISU chestnut
ﾚｽﾄﾗﾝ なごみ

舗

名

住
たつの市新宮町中野庄211
たつの市新宮町中野庄248-1
たつの市新宮町市野保119-1
たつの市新宮町平野292
たつの市新宮町平野99-2
たつの市新宮町福栖253-2
たつの市新宮町光都1-7-1

所

