店
舗
周世ふれあい市場企業組合
伝馬船
くいどうらく
ｶﾗｵｹ喫茶 ﾄﾜｲﾗｲﾄ
有限会社こばやし葬祭
七厘酒屋 ぶち
酒肴 きたや
ｽﾅｯｸﾘﾘｱﾝ
ｽﾅｯｸ由美
ｸﾞﾗﾝﾀﾞｰﾌﾞﾙ
ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ
GRANDPERE
焼肉釜山
べﾙｰﾗﾒﾁｵｰﾙ
SAKURAGUMI
AMAMI TERRACE
ｱﾗｼﾞﾝ
喜饗家
かんぽの宿赤穂
ﾚｽﾄﾗﾝ銀波荘
瑞喜
ｵｻｷ和ｶﾌｪ
ｷｰｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ
ｻﾝﾀｲｶﾌｪ
台湾料理 豊味軒
鉄板ﾊﾞﾙ spoon ful
お好み焼き鉄板焼き いなほや
ﾐｽﾀｰﾊﾞｰｸ赤穂店
ﾗｰ麺ずんどう屋播州赤穂店
赤穂大和会館
鹿久居荘 赤穂
お好み焼きﾎﾞｯｹ
food aran
ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭ
ｶﾌｪ ﾄﾞ りﾝりﾝ
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝｲｵﾝ赤穂
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｲｵﾝ赤穂店

名

住
赤穂市周世705
赤穂市坂越2175
赤穂市坂越290-7
赤穂市浜市370-6
赤穂市南野中625-1
赤穂市塩屋299-17
赤穂市元町1-13
赤穂市寿町2-3
赤穂市寿町2-32階
赤穂市宮前町1-19
赤穂市元塩町10-5
赤穂市朝日町10-21
赤穂市朝日町10-4
赤穂市朝日町5-1
赤穂市御崎2-1
赤穂市御崎2-1
赤穂市御崎2-2
赤穂市御崎2-36
赤穂市御崎883-1
赤穂市御崎大塚165-10
赤穂市正保橋町3-150
赤穂市尾崎2470-150
赤穂市尾崎3161-29
赤穂市尾崎3189-55
赤穂市尾崎3932
赤穂市尾崎3936
赤穂市東浜町13
赤穂市東浜町91
赤穂市海浜町
赤穂市海浜町
赤穂市さつき町35-5
赤穂市中浜町7-1
赤穂市細野町553
赤穂市中広
赤穂市中広1328-2
赤穂市中広字別所55-3
赤穂市中広字別所55-3

所

店
ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝ赤穂店
珈琲所ｺﾒﾀﾞ珈琲店ｲｵﾝ赤穂店
ｱｼﾞｱﾝｽﾊﾟｲｽｷｯﾁﾝ ｳﾄﾞｶﾞﾑ
四六時中 赤穂店
かご飲食店
やきとり大吉赤穂中洲店
赤穂ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
北京楼
Teppan Garage ぼけの花
わらび餅蔵 祗音 本店
ﾎﾃﾙ山長 GREEN VIEW
Kariya Ryokan Q
味の駅 ちぎり
ｽﾅｯｸ瞳
ぷちおるごｰる
海馬
ﾗｳﾝｼﾞ創花
おるご~る
BAR Tim shel
すし若
美食倶楽部
ﾚｽﾄﾗﾝ鳥安
ｵｽﾃﾘｱ ﾒﾀﾒﾀ
居酒屋 風来坊
ｽﾅｯｸ ﾘﾌﾞ
とねっこ亭
食彩 どんぐり
魚民播州赤穂南口駅前店
みなと屋
赤穂野菜と地魚の店五月
ごほうび酒場
なんかん
心膳 みさきや
華水&ｽｳｨﾝｸﾞ
家庭料理えいｰと
Richesse
煉瓦屋R

舗

名

住
赤穂市中広字別所55-3
赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店1階
赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店2f
赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店2階
赤穂市中弘2087
赤穂市加里屋中洲3-21
赤穂市加里屋中洲3250
赤穂市加里屋南1-41
赤穂市上仮屋北8-7
赤穂市加里屋
赤穂市加里屋1729-5
赤穂市加里屋1996
赤穂市加里屋2159-11
赤穂市加里屋2164-2
赤穂市加里屋2164-23
赤穂市加里屋2164-28
赤穂市加里屋2164-2中村店舗4号
赤穂市加里屋2172-2
赤穂市加里屋2172-2ﾀﾞｯｸﾊｳｽﾋﾞﾙ一階
赤穂市加里屋2184-1
赤穂市加里屋2188-11
赤穂市加里屋2188-15
赤穂市加里屋2188-44
赤穂市加里屋2188-46
赤穂市加里屋2191-12
赤穂市加里屋2191-8
赤穂市加里屋2197
赤穂市加里屋290-10
赤穂市加里屋38-3
赤穂市加里屋40-6赤穂ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲﾂ101
赤穂市加里屋40-6赤穂ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲﾂ103
赤穂市加里屋42-3
赤穂市加里屋44-15
赤穂市加里屋44-15
赤穂市加里屋44-7
赤穂市加里屋47-14
赤穂市加里屋47-14-104

所

店
お好焼店わらべ
やいま
ETERNAL
ｽﾅｯｸenjoy
居食家わたしん家
割烹美鶴
ｽﾅｯｸ1〜one〜
順子
Mother
しゅしゅ
Cadou
喰処よしとよ
やき鳥 ひで
遊食工房
炉端焼き 山海
ROCK居酒屋ふぃるいん
Bar Sai on
季節料理 旬華
時遊空館2
そば処衣笠
創作ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ杏
居酒屋ぶどう屋
立ち飲みまねきや
ｽﾅｯｸ蓮
LIP
ﾌﾞﾗｲﾔｹﾞｰﾄ
焼肉味楽
味な店葵
喫茶店ﾊﾞﾛﾝ
美食処 主税
上町ﾗｰﾒﾝ
万るやま
M's Dining
生そば更科
鉄板焼きちいちゃん
ｸﾗﾌﾞはま
くいしん坊

舗

名

住
赤穂市加里屋47-142F
赤穂市加里屋47-14赤穂ｻﾝｼﾃｨｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ1-3
赤穂市加里屋47-14赤穂ｻﾝｼﾃｨｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ2-4
赤穂市加里屋49ﾏｴﾀﾞﾋﾞﾙ
赤穂市加里屋52-10ﾋｽｲﾋﾞﾙ1階
赤穂市加里屋53-6
赤穂市加里屋54-14
赤穂市加里屋54-2
赤穂市加里屋54-7
赤穂市加里屋54-7
赤穂市加里屋55-11
赤穂市加里屋55-4
赤穂市加里屋55-5
赤穂市加里屋55-8
赤穂市加里屋56-10
赤穂市加里屋56-12
赤穂市加里屋56-12 2階B号
赤穂市加里屋56-17
赤穂市加里屋56-25
赤穂市加里屋56-4
赤穂市加里屋63-3
赤穂市加里屋64-4
赤穂市加里屋67-10ANGELO赤穂1Fc号
赤穂市加里屋67-10ANGELO赤穂1F-E号
赤穂市加里屋67-10ANGELO赤穂駅前2階-B
赤穂市加里屋68-1
赤穂市加里屋68-23
赤穂市加里屋68-24
赤穂市加里屋68-7
赤穂市加里屋69-1
赤穂市加里屋73-4
赤穂市加里屋74-13
赤穂市加里屋74-18
赤穂市加里屋74-2丑田ﾋﾞﾙ1階
赤穂市加里屋77-1加里屋iﾃﾅﾝﾄ1階
赤穂市加里屋83-10
赤穂市加里屋88-6

所

店

舗

田舎茶屋 ん
かましま赤穂店
仏蘭西屋
鉄板&焼肉はうす きのした
彦屋
鳥貴族 播州赤穂店
居酒屋風らｰめん屋とっけ
Y's家
En
MiLK
c'sBar遊人
ｽﾅｯｸ あられちゃん
Rise
浜焼き餃子酒場こだわりや 播州赤穂駅前店
一粋
神戸唐唐亭赤穂お城前店
えんや赤穂お城前店
ｷｯﾁﾝｷｭｰﾋﾞｯｸ
Le.frais
お好み焼とみゑちゃん
中華料理ｵﾑﾁｬｰﾊﾝの店とんこう
寿郎
赤穂ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ
やきとり大吉赤穂ｲﾝﾀｰ店
焼肉南大門赤穂店
ｻｲｸﾙﾋｯﾄ赤穂店
ｶﾞｽﾄ赤穂
赤穂国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

名

住
赤穂市加里屋89-3
赤穂市加里屋89-5
赤穂市加里屋90-17
赤穂市加里屋91-14
赤穂市加里屋91-18
赤穂市加里屋駅前町31-8ｽｴﾏｻﾋﾞﾙ2F
赤穂市加里屋駅前町39_9
赤穂市加里屋駅前町42-3西野ﾋﾞﾙ2階5号
赤穂市加里屋駅前町56-9
赤穂市加里屋駅前町56-9
赤穂市加里屋駅前町67-10
赤穂市加里屋駅前町67-10-1F
赤穂市加里屋駅前町90-17太陽ﾋﾞﾙ1階101号
赤穂市加里屋字駅前町31-8ｽｴﾏｻﾋﾞﾙ1階
赤穂市加里屋南2-8
赤穂市加里屋南6-2
赤穂市加里屋南6-2
赤穂市惣門町55-16
赤穂市板屋町64
赤穂市折方958-7
赤穂市新田583-1
赤穂市鷆和512-152
赤穂市鷏和字中河原909
赤穂市黒崎町159
赤穂市黒崎町167
赤穂市黒崎町186
赤穂市黒崎町191
赤穂市西有年宇馬路谷3007-1

所

