店舗名

住所

BAR COMMON

神戸市灘区区岩屋中町4-3-13 小泉ﾋﾞﾙ1F

お食事処 英

神戸市灘区烏帽子町3-2-16

ｸｱﾝｱﾝｺﾞﾝ

神戸市灘区永手町1-4-16

ﾄﾞﾘﾝｸﾊｳｽ ﾚｰヴ

神戸市灘区永手町2-13ｽｽﾞｷﾋﾞﾙ2F

M's

神戸市灘区永手町2-13やまはﾋﾞﾙ2F北側

お好み広島焼きおｰちゃん

神戸市灘区永手町2-3-7

くいもん屋いっ福

神戸市灘区永手町2-3-7六甲ｽｶｲﾊｲﾂ101

立ち呑み みつおか

神戸市灘区永手町3-2-16

Cafe keith

神戸市灘区永手町3-2-2ｱﾑ-ﾙ六甲駅前1階

近どう

神戸市灘区永手町3-2-30

濃厚煮干しﾗｰﾒﾝ 麺屋弍星 六甲道店

神戸市灘区永手町3-2-81F

ChillRin

神戸市灘区永手町3-2-8centrum六甲201

中国料理 四川 六甲道店

神戸市灘区永手町3-4-19嶋田ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ2F

ｼﾞｮｼﾞｮ･ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ

神戸市灘区永手町3-4-2

九州地鶏七輪網焼 田しま

神戸市灘区永手町3-4-21

Begin

神戸市灘区永手町3-4-2ﾆｭ-六甲ﾏﾝｼｮﾝ

snack杏ANN

神戸市灘区永手町3-4-2ﾆｭ-六甲ﾏﾝｼｮﾝB1F

串ｶﾂ田中六甲道店

神戸市灘区永手町3-4-8ﾀｳﾝﾌﾞﾘ-ｽﾞ六甲1F

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ JR六甲道店

神戸市灘区永手町4-1−1

*ぎょうざの店 宇宙軒

神戸市灘区永手町4-2-1

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ﾌｫﾚｽﾀ六甲店

神戸市灘区永手町4-2-1

鳥由

神戸市灘区永手町4-2-1

NARAYANI

神戸市灘区永手町4-2-1-013

うどん こまち

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲047

手包み餃子酒場CHANJA六甲道店

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲130

神戸製麺 六甲道店

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲131

まどｶﾌｪ

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲1階

Trois Soeurs

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲B1

串ｶﾂ ｶｽﾞちゃん

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲B1-49

お好み焼きとくしま

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲B1F

立呑処 さゝ

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲B1F

麺屋誠

神戸市灘区永手町4-2-1ﾌｫﾚｽﾀ六甲B1F3号

吉野家プリコ六甲道店

神戸市灘区永手町4丁目1-1

旨いもん串酒場きらく屋六甲道店

神戸市灘区永手町5-1-13-252東海道本線高架下

New York Garden Placehug

神戸市灘区永手町5-1-246

ｷﾞｮｳｻﾞﾊﾞﾙｱｸﾞﾗ

神戸市灘区永手町5-2-10ｽﾀ-ﾋﾞﾙ1階東

鶏の郷

神戸市灘区永手町5-2-11-1

麺屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 中華そば なおや

神戸市灘区永手町5-2-13やまはﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

旬酒肴 しん吉

神戸市灘区永手町5-2-13やまはﾋﾞﾙ1F北

ﾛｺｽﾞﾃﾞﾘ

神戸市灘区永手町5-2-4

CAFEBAR YOTTEKO

神戸市灘区永手町5-2-6永手ﾋﾞﾙ2階

Bar永手町

神戸市灘区永手町5-3-15

まさやJR六甲道店

神戸市灘区永手町5-3-27

鳥貴族六甲道店

神戸市灘区永手町5-3-272階

炭火わらやき屋 駅前 六甲道本店

神戸市灘区永手町5-4-1

餃子の王将JR六甲道店

神戸市灘区永手町5-4-16

EVOLVE六甲道店

神戸市灘区永手町5-4-16TATSUMIBuilding3F

どんがめ 六甲道

神戸市灘区永手町5-4-16ﾀﾂﾉﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞII 2F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場JR六甲道2号店

神戸市灘区永手町5-4-16ﾀﾂﾐﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2･6から8F

Boa BASE

神戸市灘区永手町5-5-2,ｻﾝｼｬｲﾝ永手2F

炭火焼ぎおん

神戸市灘区永手町5-5-2ｻﾝｼｬｲﾝ永手1F

Bar Sanctuary

神戸市灘区永手町5-7-82-c

AIRTIME TOO

神戸市灘区永手町5-8-12ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ六甲道駅前1F

St.foods bar

神戸市灘区永田町5-3-15

OCTOBAR

神戸市灘区王子1-11‐102

ﾘﾄﾙﾒｿﾞﾝ西灘 ﾁｬｰﾘｰ

神戸市灘区王子町1-1-11

炭火焼鳥 畑屋

神戸市灘区王子町1-1-8ﾄﾞｴ-ﾙ王子1F

ｶﾗﾋﾟﾝﾁｬ

神戸市灘区王子町1-2-13

鮓小桜

神戸市灘区王子町1-2-21

ﾜｲﾝﾊﾞﾙ山

神戸市灘区王子町1-2番11号ERC王子公園ﾋﾞﾙ1F

M&&

神戸市灘区王子町1-3-23

G

神戸市灘区王子町1-3-23-301

明石焼き 居酒屋 たこいけ

神戸市灘区王子町1-3-23ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ101

ﾏｰﾚ MALE

神戸市灘区王子町1-3-23ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ201

Venurse~ヴｨｰﾅｽ~

神戸市灘区王子町1-3-23ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ601

ｽﾅｯｸ 蘭

神戸市灘区王子町1-3-2-401ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ4F

MEAT KOBE

神戸市灘区王子町1-3-4

ｻﾊﾞﾝﾅ

神戸市灘区王子町1-4-15

焼肉小屋いなかもん

神戸市灘区王子町1-4-9-1階

すなっく佳奈

神戸市灘区王子町1の3の23ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5階

焼肉処 きわめ

神戸市灘区下河原通1-1-6

居酒屋 山ぼうし

神戸市灘区下河原通3-1-9

酒処あかね

神戸市灘区下川原通4-3-18

お好み焼 う･ばあちゃん

神戸市灘区岸地町2-4-8-102

居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ う~さん

神戸市灘区岸地通2-4-14

BEAR PAW DINER

神戸市灘区岸地通2-4-16

店舗名

住所

まるふくらｰめん水道筋店

神戸市灘区岸地通2-4-17毎日ﾏﾝｼｮﾝ1階

焼肉ﾊﾟﾝﾓｯﾁｬ

神戸市灘区岸地通2-4-2

大吉寿し

神戸市灘区岸地通2-4-8

神戸吉兆BBﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市灘区岩屋中町4-2.7BBﾌﾟﾗｻﾞ3階

喫茶博物館珈琲ﾎﾟｴﾑ

神戸市灘区岩屋中町4-2-7bbﾌﾟﾗｻﾞ3F

神戸肉匠壱屋

神戸市灘区岩屋中町4-2-7ｼﾏﾌﾞﾝﾋﾞﾙ別館

岩屋肉劇場

神戸市灘区岩屋中町4-3-12KDﾋﾞﾙ1階

ﾊﾗﾐのぎん

神戸市灘区岩屋中町4-3-12KDﾋﾞﾙ2F

なみま

神戸市灘区岩屋中町4-3-13

たまいち岩屋店

神戸市灘区岩屋中町4-3-14

ｲﾀﾘｱ食堂Yamamoto

神戸市灘区岩屋中町4-3番18号

栄食堂

神戸市灘区岩屋中町5-1-10

福は家

神戸市灘区岩屋中町5-1-2

横綱

神戸市灘区岩屋中町5-2-23

居酒屋庵

神戸市灘区岩屋中町5-2-29ﾍﾞﾙｼﾃｨ灘103

Curry&Cafe SORA

神戸市灘区岩屋中町5-2-29ﾍﾞﾙｼﾃｨ灘105

黒焼まさとや 新在家店

神戸市灘区岩屋北町1-18

神戸からあげｲﾙﾎﾞﾁｷﾝ

神戸市灘区岩屋北町3-2-11

お好み焼き屋 田

神戸市灘区岩屋北町3-2-25

お好み焼き鉄板やちゃぼう

神戸市灘区岩屋北町3-2-8-102

お好み焼き鉄板焼やちゃぼう

神戸市灘区岩屋北町3-2-8-102

小料理けい子

神戸市灘区岩屋北町3-3-9

鷹々

神戸市灘区岩屋北町3-3-9

club M

神戸市灘区岩屋北町4-3-10

たじま屋 灘店

神戸市灘区岩屋北町4-3-2

合弗

神戸市灘区岩屋北町4-4-6

炭火地鶏

作

神戸市灘区岩屋北町4丁目5-23藤和マンション1階

BAR-76

神戸市灘区岩屋北町5-1-28ｱｷｭﾗB1F

焼鳥まさとや 岩屋店

神戸市灘区岩屋北町5-1-8-101

洋食SAEKI

神戸市灘区岩屋北町5-2-13

立ち呑み よりみちﾉｽﾀﾙｼﾞｱ

神戸市灘区岩屋北町5-2-32

酒亭

神戸市灘区岩屋北町5丁目2-13

ひろ

泗苑

神戸市灘区岩屋北町7-1-26

まさや JR 灘駅前店

神戸市灘区岩屋北町7-1-31

居酒屋 奄

神戸市灘区岩尾中町5-2-29ﾍﾞﾙｼﾃｨ灘103

焼肉･冷麺 高麗

神戸市灘区記田町1-4-16

六甲道酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ

神戸市灘区記田町5-6-20

ヴｨﾗｰｼﾞｭ六甲

神戸市灘区宮山町1-2-14

店舗名

住所

柿屋

神戸市灘区宮山町2-3-19六甲ﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ102

とんかつ ひろ喜 六甲店

神戸市灘区宮山町2-5-6

串の助

神戸市灘区宮山町2-6-12-201ﾗﾑ-ﾙﾋﾞﾙ2F

ｹｰﾆﾋｽｸﾛｰﾈ阪急六甲店

神戸市灘区宮山町2-6-4

ﾊﾞｯｶﾅｰﾙ

神戸市灘区宮山町2-6-4新六甲ﾋﾞﾙ6F

愛蓮六甲店

神戸市灘区宮山町2-6番15いかりｽ-ﾊﾟ-2F

肉とﾜｲﾝ くだん

神戸市灘区宮山町2-8-15第二六甲ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1階

お好み焼きながた店

神戸市灘区弓木町4-3-1

寿し 魚光

神戸市灘区弓木町4-3-2-103

中華ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 福龍門

神戸市灘区弓木町5-3-15

kobe3curry

神戸市灘区原田通1-2-15

ぱんだかふぇ

神戸市灘区原田通3-8-30

扇矢

神戸市灘区高羽町5-5-22

ごはんや縁

神戸市灘区高徳町1-2-13-108

一竹

神戸市灘区高徳町5-4-7

BRABONO

神戸市灘区高徳町6-1-8広島屋高徳ﾊｲﾂ102

魚とし

神戸市灘区高徳町6-2-11-1

むさし

神戸市灘区国玉通1-2-10

結まｰる

神戸市灘区国玉通2-1-12

BUFFALO HUNTER六甲道店

神戸市灘区桜口5-117

Marin

神戸市灘区桜口町2-1-10

すなっく 万ぼｰ

神戸市灘区桜口町2-1-10-4FA

Myu

神戸市灘区桜口町2-1-10L'sCOATROKKO3A

たまちゃん

神戸市灘区桜口町2-1-10ｴﾙｽﾞｺ-ﾄ六甲1階

ｱヴｧﾝｾ

神戸市灘区桜口町2-1-10ｴﾙｽﾞｺ-ﾄ六甲5F西号室

ACTOR

神戸市灘区桜口町2-1-10ｴﾙｽﾞｺ-ﾄ六甲5階

FR OG

神戸市灘区桜口町2-1-11

Jｰｼﾞｪｲ

神戸市灘区桜口町2-1-7 2階

山鶏

神戸市灘区桜口町2-2-3-103

此ﾄ喜

神戸市灘区桜口町2-2-3桜口和光ﾊｲﾂ101

居酒屋けんけん

神戸市灘区桜口町3-1-1ﾊﾟﾆｴ六甲

barmos

神戸市灘区桜口町3-2-2

心晴家

神戸市灘区桜口町3-3-1ｺﾝﾌｫ-ﾄヴｨﾗ102

そばきり こゑど

神戸市灘区桜口町3-3-23

嶺寿

神戸市灘区桜口町3-3-26

smile

神戸市灘区桜口町3-3-29ｻﾝﾊﾟﾚｽ六甲101

ｽﾅｯｸ母苦楽″

神戸市灘区桜口町4-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道4番街2階

花梨麻婆飯店

神戸市灘区桜口町4-4-3ｳｪﾙﾌﾞ六甲道3番街3番館1階101号室

店舗名

住所

COFFEE ROAST

神戸市灘区桜口町5-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道5-1-105

ﾊﾞｰﾙｺﾗヴｪ

神戸市灘区桜口町5-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道5番街1番館102

ｶﾌｪ&ｼｰﾌｰﾄﾞﾊﾞﾙﾍﾞｾﾙ

神戸市灘区桜口町5-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道5番街1番館108

雅夢蘭

神戸市灘区桜口町5-1-8-101

廣東DINING

TAKU

神戸市灘区桜口町5-3-3-101

ぎょうざの一休六甲道店

神戸市灘区桜口町5-3-3-106ｳｧﾙﾌﾞ六甲道1階

小麦

神戸市灘区桜口町5-3-3ｳｪﾙﾌﾞ6-3-104

澤田麦酒

神戸市灘区桜口町5-3-3ｳｪﾙﾌﾞ六甲道6番街3番館105

美好すし

神戸市灘区桜口町5-3-3ｳｪﾙﾌﾞ六甲道6番街3番館107

ﾌﾟﾗｽﾌﾚｯｼｭ

神戸市灘区山田町1-1-22

LE MARRON

神戸市灘区山田町2-1-12ｼｬﾄ-六甲1F

le grenier de campagne

神戸市灘区山田町3-2-18

洋風酒場KYUｰKANBI 六甲店

神戸市灘区山田町3-2-25六甲ﾊﾟﾚｽ地下1階

六甲のへそ

神戸市灘区山田町3-2-26

青い花

神戸市灘区山田町3-2-26六甲SKﾋﾞﾙB1

居酒屋謙心

神戸市灘区鹿の下2-4-23

あじ美

神戸市灘区鹿の下3-3-16

Bistro Miyam

神戸市灘区鹿ﾉ下通2-4-21

らｰめんたろう阪急六甲店

神戸市灘区篠原中町4-6-14

ｹﾛ²

神戸市灘区篠原南町3-3-5

居楽屋 げんき

神戸市灘区篠原南町6-1-10

鉄板焼きいづみ

神戸市灘区篠原南町6-1-10-218

JC FARM

神戸市灘区篠原南町6-1-10ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ灘215

藤川酒店

神戸市灘区篠原南町6-1-5

Bananafish

神戸市灘区篠原南町6-2-102-102

割烹食道ﾊﾞｰ あん

神戸市灘区篠原南町7-1-11

ｿば な也

神戸市灘区篠原南町7-1-2

俺とYAZAWAの店

神戸市灘区篠原南町7-1-9

喫茶ｺﾘｽ

神戸市灘区篠原本町1-7-25

ｶﾌｪ ﾊﾞﾙMASSA

神戸市灘区篠原本町1-7-25北村ﾋﾞﾙ1階南端

Le gocci

神戸市灘区篠原本町2-4-22-1F

お好み焼き たっちゃん

神戸市灘区将軍通3-3-2

あみ焼肉 かじわら

神戸市灘区将軍通3-3-30

居酒屋八千代

神戸市灘区上野通3-3の5桜荘一階

cafe campagne

神戸市灘区上野通4-3-12

Shin's BURGER

神戸市灘区上野通5-2-10

岡女

神戸市灘区上野通5--3-3

神戸精養軒本店

神戸市灘区上野通7-4-17

六甲SKビル103号

店舗名

住所

神戸精養軒神戸高校食堂

神戸市灘区城の下通1-5番1号

韓丼亭

神戸市灘区城内通2-5-17

TSUGI

神戸市灘区城内通4-2-21山本ﾊｲﾂ1階

焼鳥 ﾉﾝちゃん東店

神戸市灘区城内通4-2-22 1F

伊万栄

神戸市灘区城内通4-2-22 美登利荘1F

まるも珈琲店

神戸市灘区城内通4-3-5

ﾜﾝ･ｽﾃｰｼﾞ

神戸市灘区城内通4-8-12

旬吉

神戸市灘区城内通5-1-5

炭火焼肉しまだ屋

神戸市灘区城内通5-3-22阪急高架下57.58

よし本

神戸市灘区城内通5-4-11

たまいち灘店

神戸市灘区城内通5-4-13

ｶﾞｽﾄ神戸新在家

神戸市灘区新在家南町1-2-2

Leaf Tea Cafe HIKARI

神戸市灘区新在家南町1-2番1号

鷄ｷﾝｸﾞ

神戸市灘区新在家北町1-1-31-101

立ち飲み道楽 史

神戸市灘区新在家北町1-2-1

りんぐ阪神新在家店

神戸市灘区新在家北町1-2-15ﾏﾙｸ新在家内

LOVE

神戸市灘区新在家北町1-2-16

ｽﾅｯｸ こだま

神戸市灘区新在家北町1-2-16

俺の餃子

神戸市灘区新在家北町1-2-17

三ﾂ輪

神戸市灘区新在家北町1-2-18

酒楽金八

神戸市灘区新在家北町1-2-18南六甲ﾌﾟﾗｻﾞ内

呑のん

神戸市灘区新在家北町1-2-26ﾏﾙｸ新在家

ちあｰず｡

神戸市灘区新在家北町1-2-9

でこぼこ

神戸市灘区新在家北町1-2-9

からから屋 新在家店

神戸市灘区新在家北町1-3-15

BAR 九月のﾗｲｵﾝ

神戸市灘区新在家北町1-3-201F

はちまん

神戸市灘区新在家北町1-3-22ﾌﾛ-ﾗやまむら2F

屋台風居酒屋 陽多まり

神戸市灘区新在家北町1-3-6-102

You

神戸市灘区新在家北町2-5-10

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙCOME･LUCK

神戸市灘区森後町1-2-13

炭火焼とり ほっぺ

神戸市灘区森後町1-2-13

かわ悠

神戸市灘区森後町1-3-8-1階

魚河岸の立呑み えびす大黒JR六甲道店

神戸市灘区森後町2-1-10ｻﾝﾋﾞﾙﾀﾞ-六甲駅前102号

焼き鳥のふくちゃん

神戸市灘区森後町2-1-3

萬來

神戸市灘区森後町2-1-9

ﾏﾘｰﾅ

神戸市灘区森後町2-1-9斉原ﾋﾞﾙ

六甲道ﾖｳ

神戸市灘区森後町2-2-12

連

神戸市灘区森後町2-2-22

店舗名

住所

一期一会

神戸市灘区森後町2-3-11ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙB1

ﾊﾞｰﾗｸｴﾝ

神戸市灘区森後町2-3-17ﾛ-ﾀﾘ-六甲101

呑ヽさなみ

神戸市灘区森後町2-3-17ﾛ-ﾀﾘ-六甲B101

わらじん六甲道

神戸市灘区森後町2-3-19-1F

ﾊﾞｰﾉｰｱｲﾃﾞｱ

神戸市灘区森後町2-3-22丸五ﾋﾞﾙ210

Beer bar bird-bird-bird

神戸市灘区森後町2-3-71階

洋菓子の店ﾛｱｰﾙ

神戸市灘区森後町2の3の21ﾛｱ-ﾙﾋﾞﾙ1階

芦屋ｺﾘｱﾝ亭

神戸市灘区森後町3-1-18ﾆｭ-ｻﾝﾗｲﾌ1C号室

花まる

神戸市灘区森後町3-3-7ｾﾌﾚ六甲1F103

焼鳥のﾋﾅﾀ 六甲道店

神戸市灘区森後町3-5-44

くいもの屋わん 六甲道店

神戸市灘区深谷町4-1-45ﾎﾟﾙﾀ第3ﾋﾞﾙ6階

小枝鶏

神戸市灘区深田町2-1-12

翔龍

神戸市灘区深田町2-3-5 M's六甲1F

珈琲店 安曇乃

神戸市灘区深田町3-1-12-102ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ六甲道第3

BAR-AHU (ﾊﾞｰｱﾌ)

神戸市灘区深田町3-1-12ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ六甲道第3101

芦屋ぎんなん 六甲道店

神戸市灘区深田町3-1-15 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

BAR2

神戸市灘区深田町3-1-23ﾒｿﾞﾝ六甲1-E

ﾋﾞｽﾄﾛﾋﾏﾜﾘ

神戸市灘区深田町3-1-291F

ﾌﾚﾝﾁﾊﾞﾙ ﾊﾟﾏﾙ

神戸市灘区深田町3-2-14

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾙｰﾁｪｶﾙﾄﾞ

神戸市灘区深田町3-2-17六甲ﾊｲﾂ102号

油そば きりん寺 六甲道店

神戸市灘区深田町3-3-12ｱｲﾃﾞｱﾙﾌﾟﾚ-ｽ11F

東亜食堂

神戸市灘区深田町3-3-4

vital

神戸市灘区深田町3-3-4第2ｻﾝ六甲道ﾊｲﾂB1F

FoodBarbird-bird-bird

神戸市灘区深田町3-3-5第1ｻﾝ六甲道ﾊｲﾂ地下1階2号

ｽﾅｯｸおか本

神戸市灘区深田町3-3-7

ｱﾑｱﾑﾎｳ

神戸市灘区深田町3-4-13

居酒屋yui

神戸市灘区深田町3-4-13ｱﾙｶﾃﾞｨｱ六甲1F

ﾎﾞｸのふらいぱん

神戸市灘区深田町4-1-1-119-B

ｻｲｾﾞﾘﾔ六甲道駅前店

神戸市灘区深田町4-1-1ｳｴﾙヴ六甲道2番街1F

ごて王 六甲道店

神戸市灘区深田町4-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道2番街114号

旬と

神戸市灘区深田町4-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道2番街116A

神戸拉麺龍虎

神戸市灘区深田町4-1-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道2番街120

ｼﾞｭﾈ

神戸市灘区深田町4-1-39-119

ｽﾅｯｸ ｼﾞｭﾈ

神戸市灘区深田町4-1-39-119

木灰そば太陽人

神戸市灘区深田町4-1-39-126

ﾀﾞｲﾅSOUL

神戸市灘区深田町4-1-391F

焼肉Bar jam

神戸市灘区深田町4-1-39ﾒｲﾝ六甲1F

天ぷら･水炊き 天かす

神戸市灘区深田町4-1-39ﾒｲﾝ六甲1F

店舗名

住所

焼肉barjam

神戸市灘区深田町4-1-39ﾒｲﾝ六甲1階

鶏力 六甲道店

神戸市灘区深田町4-1−39ﾒｲﾝ六甲Aﾋﾞﾙ115

焼き鳥 鳥新

神戸市灘区深田町4-1-39ﾒｲﾝ六甲ﾋﾞﾙ117号

お好み焼き 鉄板焼 さくら

神戸市灘区神ﾉ木通2-4-7

ﾛﾝﾎﾞｸ

神戸市灘区神前町1

まちﾄﾘｴ

神戸市灘区神前町1-1-26K-front101

もぉｰりｰ

神戸市灘区水道筋1-2-3

高田屋旭店 一色屋

神戸市灘区水道筋1-32

食ﾊﾟﾝﾀﾞ

神戸市灘区水道筋1-34

南京亭かたせ

神戸市灘区水道筋1-4-1号

うどん な也

神戸市灘区水道筋2-16

ﾊﾟﾌﾞ•ｱﾙﾁｭｰ•ﾃﾞ•ﾗﾝﾎﾞｰ

神戸市灘区水道筋2-18-11

ﾐｭｰｼﾞｯｸ美佐

神戸市灘区水道筋3-1

韓国料理jinan

神戸市灘区水道筋3-1

神戸ｽﾄﾝﾌﾟ

神戸市灘区水道筋3-1

お好み焼き あき

神戸市灘区水道筋3--1

庭鳥(水道筋店)

神戸市灘区水道筋3-21

ｴﾆｼﾊﾞ

神戸市灘区水道筋3-2-1

ｶﾗｵｹひばり

神戸市灘区水道筋3-21-3

ｽﾅｯｸひなた

神戸市灘区水道筋3-21-3

ｽﾅｯｸ 雅

神戸市灘区水道筋3-21-3-B1

ｶﾗｵｹ･ｽﾅｯｸ ﾏｲｳｪｲ

神戸市灘区水道筋3-21-3甲南ｱｾｯﾄ水道筋ﾋﾞﾙ2FC号

株式会社 正宗屋

神戸市灘区水道筋3-22

あっちゃんのからあげ屋 水道筋商店街店

神戸市灘区水道筋3-3-19

ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞﾙ 和in

神戸市灘区水道筋3-3-8

千疋屋

神戸市灘区水道筋3-7-4

jun

神戸市灘区水道筋4-1-1-202号

結まｰるAMI

神戸市灘区水道筋4-2-6

Cafeあんご

神戸市灘区水道筋4-3-16ﾏﾔｺｰﾎﾟ東棟103

路地裏のｶﾚｰ屋さんひまわり

神戸市灘区水道筋4-3-16ﾏﾔｺ-ﾎﾟ東棟101

CAQULEGATO

神戸市灘区水道筋4-3-16ﾏﾔｺ-ﾎﾟ東棟104号

七輪焼鶏 鳥華

神戸市灘区水道筋5-1-32

とら小屋

神戸市灘区水道筋5-1-9ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ王子2番館1F

ｴｯｸｽｶﾌｪ

神戸市灘区水道筋5-2-1

喫茶ﾗﾄｩｰﾙ

神戸市灘区水道筋5-2-1

夕月

神戸市灘区水道筋5-3-13甲南西灘ﾊｲﾑ101

喫茶ﾄﾞﾘ

神戸市灘区水道筋5-3-15

ｸﾞﾗﾝﾊﾟ

神戸市灘区水道筋5-3-15102号

店舗名

住所

おばんざいまつした

神戸市灘区水道筋5-3-23-1F

遊食屋 彩菜

神戸市灘区水道筋6-1-12ﾌﾛ-ﾗﾙ王子2F

Lifestyle Shop Sowelu

神戸市灘区水道筋6-1-3

ちき家

神戸市灘区水道筋6-2-16

焼肉小屋いなかもん水道筋店

神戸市灘区水道筋6-2-16ﾒｿﾞﾝ88-1階

楽々食館

神戸市灘区水道筋6-2-3

うまいもんﾊﾞｰﾙｷﾃﾚﾂ

神戸市灘区水道筋6-4-14

旬魚旬菜むらおか

神戸市灘区水道筋6-4-14

Dining&Bar to.to

神戸市灘区水道筋6-5-14

濃厚煮干しﾗｰﾒﾝ 麺屋弍星 王子公園店

神戸市灘区水道筋6-5-2稗田ﾊｲﾑ1F

創作小屋いなかもん

神戸市灘区水道筋6-8番高架下3号

串焼きすえきち

神戸市灘区赤坂通5-3-13

喫茶ﾁｬｯﾄ

神戸市灘区赤坂通7-3-4

音蔵Sentan4

神戸市灘区千旦通4-4-26

淑

神戸市灘区泉通5-3-14

ｱﾀﾞﾝ

神戸市灘区泉通5の3の16

らんまん

神戸市灘区船寺通1-1-11

ANGEL

神戸市灘区船寺通1-1-13ANGEL1F

ANGLE

神戸市灘区船寺通1-1-13ANGLE1F

焼肉紅家

神戸市灘区船寺通1-1-15

ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪNOHARA

神戸市灘区船寺通1-3-27

串一番

神戸市灘区船寺通1-3-6ﾏﾝｼｮﾝふじや1F

居酒屋 茶茶

神戸市灘区船寺通1-4-1

鮨･旬の魚 薮

神戸市灘区船寺通1-4-1

お食事処仲よし

神戸市灘区船寺通1-5-24

bar LIFE

神戸市灘区船寺通1-8-14宮口ﾋﾞﾙ1F

Destino

神戸市灘区船寺通1-8-15-2階渋谷ﾋﾞﾙA

くいもんや万坊

神戸市灘区船寺通1-8-16

さくら

神戸市灘区船寺通1-8-19

まんま家

神戸市灘区倉石通2-2-14成和ｺ-ﾎﾟ101

largo

神戸市灘区倉石通2-2-14成和ｺ-ﾎﾟ103

MUSUBU堂

神戸市灘区倉石通2-2-28

酒場ひげ

神戸市灘区倉石通5-1-11ｻﾝﾊﾟﾚｽ倉石

西灘裏街ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市灘区倉石通6-1-15-101

とりひげ

神戸市灘区倉石通6-1-17王子ｺ-ﾎﾟ

和桜

神戸市灘区大石東町4-5-13

有明

神戸市灘区大石東町4-6-2-1F

旬魚処 海蔵

神戸市灘区大石東町5-6-10

店舗名

住所

花板

神戸市灘区大石東町5-7-6

WITH

神戸市灘区大石東町5-9-1

楽菜

神戸市灘区大石東町6-8ﾉ12

良友

神戸市灘区大石北町7-29

TODOKEL

神戸市灘区大内通1-6-51F

鉄板焼まんてん

神戸市灘区大内通3-1-6

中華なかちゃん

神戸市灘区中原通1-6-13

俺の店

神戸市灘区中原通2-3-1

あなご屋韋駄天

神戸市灘区中原通3-2-5西川ﾋﾞﾙ

cafe bar Fatra

神戸市灘区中原通3-2-7ﾋﾞﾊ-ﾗ三谷B1F

あいり

神戸市灘区中原通4-1-3第2中原ｺｰﾎﾟ1階

知里

神戸市灘区中原通5-1-7

NOMU

神戸市灘区中原通5-2-2

ｽﾅｯｸ でんえん

神戸市灘区中原通5-2‐2

ｽﾅｯｸしんき

神戸市灘区中原通5-3-17

翔

神戸市灘区中原通6-2-15

酒肴 楽

神戸市灘区長手町5-2-10ｽﾀ-ﾋﾞﾙ1FA

台湾料理麗華

神戸市灘区鳥帽子町3-2-9

あいおい

神戸市灘区天城通6-3-5和田ﾏﾝｼｮﾝ1階西

お好み焼 まさちゃん

神戸市灘区都通3-2-12

居酒屋 寿味

神戸市灘区都通5-4-8坂田ﾋﾞﾙ1F

Live Cafe Ommori

神戸市灘区徳井町2-1-2

木曽路 御影店

神戸市灘区徳井町2-1-8

炭火焼鳥 ﾜｲﾜｲ

神戸市灘区徳井町3-1-6ﾙﾍﾞ-ﾙｴﾍﾟ1F

湯あそびひろば 六甲おとめ塚温泉

神戸市灘区徳井町3-4-14

ｴｽﾌﾟﾘ

神戸市灘区徳井町3-4-3

ﾗｰﾒﾝ太郎のはなれ店

神戸市灘区灘の浜町1-1

くら寿司灘南通店

神戸市灘区灘南通1-1-6

三木ｼﾞｪｯﾄ

神戸市灘区灘南通4-1-5

らｰめんたろう摩耶店

神戸市灘区灘浜町3-50

摩耶ﾗﾝﾌﾟ

神戸市灘区灘浜町3番46号

たじま屋 JR灘駅前店

神戸市灘区灘北通10-2-23-101

い月

神戸市灘区灘北通10-2-23地下1階

かどや

神戸市灘区灘北通9-3-9

ﾗﾌﾞｻｳﾝﾄﾞ

神戸市灘区楠丘町3-11-14

焼肉木村屋

神戸市灘区楠丘町3-8-24

china kitchen ゆの葉

神戸市灘区楠丘町4-5-6

うみはな

神戸市灘区楠丘町6-9-14-101

店舗名

住所

盛盛

神戸市灘区日尾町2-2-11

悠玄

神戸市灘区日尾町2-2-11六甲第2ﾋﾞﾙ1F北

ﾛｼｱﾝﾋﾞｽﾄﾛ ｷｬﾋﾞ庵

神戸市灘区日尾町3-1-25-105

串かつと餃子のお店 たつき

神戸市灘区日尾町3-1-25ｻﾝﾊｲﾂ六甲B1F602号

Drink bar ichi

神戸市灘区日尾町3-1-25ｻﾝﾊｲﾂ六甲地下604

ｶﾌｪ ﾄﾞｩ ｱｼｪｯﾄ

神戸市灘区日尾町3-3-2 六甲ﾌﾞﾛ-ﾄﾞヴｨ-ﾅｽ101

創作ﾋﾞｽﾄﾛ ﾌﾟﾃｨ･ｸﾞﾗﾝ

神戸市灘区八幡町2-1-12

おばんざいｶﾌｪ花唄

神戸市灘区八幡町2-13-13ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ六甲1階

魚吟どい

神戸市灘区八幡町2-13-14ﾌｧｲﾝ六甲101

Bar Stray Dog

神戸市灘区八幡町2-1-8

炭火串焼 樽

神戸市灘区八幡町3-1-11

Bar Truffle

神戸市灘区八幡町3-6-22

お好み焼 こうめ

神戸市灘区八幡町3-6-22

やきとり与兵

神戸市灘区八幡町3-6-25

甘夏食堂

神戸市灘区八幡町4-1-22ﾗﾎﾟ-ﾙ六甲101

粋酔

神戸市灘区八幡町4-9-27六甲ﾋﾞﾙ1F

春夏しゅん冬

神戸市灘区備後町2-2-12ｱﾍﾞﾆｭ-六甲道1F

権太呂すしJR六甲道駅前店

神戸市灘区備後町3-1-13六甲ﾊ-ﾃｨｶﾞ-ﾃﾞﾝ1F

ふくべ

神戸市灘区備後町3-2-13ｽｶｲﾋﾙ六甲道2階

松屋六甲道店

神戸市灘区備後町3の2の16ﾀｳﾝｺ-ﾄ六甲

季節･一品料理 梵

神戸市灘区備後町4-1-1-201

凛

神戸市灘区備後町4-1-2ｳｪﾙﾌﾞ六甲道3番街2番館

pocket

神戸市灘区備後町4-1-2ｳｪﾙﾌﾞ六甲道3番街2番館102

ｽｰﾌﾟｽﾏｲﾙ寿苑

神戸市灘区備後町4-1-2ｳｪﾙﾌﾞ六甲道3番街2番館104号

INDIAN RESTAURANT NAZIAL(ｲﾝﾄﾞ料理ﾅｼﾞｨﾙ)

神戸市灘区備後町4-1-2ｳｪﾙﾌﾞ六甲道3番街2番館1階106

中華料理青鳳

神戸市灘区備後町5-2-1

庵梵丹

神戸市灘区備後町5-2-1-102

すし辰

神戸市灘区備後町5-2-16

酒処 響

神戸市灘区備後町5-2-1ｳｴﾙﾌﾞ六甲道6番街1番館103

やまだ食堂

神戸市灘区備後町5-3-1-115

ｽﾅｯｸなか川

神戸市灘区備後町5-3-1-117ｳｪﾙﾌﾞ六甲道1番街

食彩 七Fukurou

神戸市灘区備後町5-3-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道1番街112

亜夢亭

神戸市灘区備後町5-3-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道1番街114

Le Trefle

神戸市灘区備後町5-3-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道1番街118

ｱｰｸﾉﾔｻｲ

神戸市灘区備後町5-3-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道1番街119

野菜と魚 きろく

神戸市灘区備後町5-3-1ｳｪﾙﾌﾞ六甲道一番街103

ﾄﾞﾘﾝｸ8ｴｲﾄ

神戸市灘区琵琶街1-10-91階

ﾃﾞﾘﾗﾝﾃ

神戸市灘区琵琶町1-10-9

店舗名

住所

中国料理 青虎

神戸市灘区琵琶町1-10-9ﾒｿﾞﾝびわ1F-C

焼肉 六甲園

神戸市灘区琵琶町1-1-23

串ぐし

神戸市灘区琵琶町1-1-24六甲ﾋﾞﾙ1F

Chibi

神戸市灘区琵琶町1-1-24六甲ﾋﾞﾙ2F

吉鳥 灘店

神戸市灘区琵琶町1-1-4

私の食卓 ぐりん･どあ

神戸市灘区琵琶町1-1番20号 琵琶ｺｰﾎﾟ1階

さかな堂

神戸市灘区琵琶町1-2-11第6六甲ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1階

酒楽旬菜 風

神戸市灘区琵琶町1-2-12-102号

鉄板ﾊﾞﾙ ﾎﾞｯｶ

神戸市灘区琵琶町1-5-22-101ｼﾝｴ-ﾊｲﾂ六甲道

蕎麦切り

神戸市灘区琵琶町1₋5-7

ふじわら

神戸市灘区琵琶町1-6-23

花水木六甲道店

神戸市灘区琵琶町1-7-1

鶏屋ぜんろく六甲道店

神戸市灘区琵琶町1-7-21

ｲﾀﾘｱ食堂moja

神戸市灘区琵琶町1-8-21階部分

花ごころ

神戸市灘区琵琶町1-8-5

にはとりや六甲道店

神戸市灘区稗原町1-1

やまぢ

神戸市灘区稗原町1-3-18六甲道ﾏﾝｼｮﾝ1階

料理やDoi

神戸市灘区稗原町1-3-21

焼肉しらいし

神戸市灘区稗原町1-4-16

たまふく

神戸市灘区稗原町1-4-16-202ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ六甲道

一笑瓶

神戸市灘区稗原町1-5-1

pino

神戸市灘区稗原町1-5-10

銘酒 佳肴 さなみ

神戸市灘区稗原町2-3-22

鶏･串焼き といろ

神戸市灘区稗原町2-3-22稗原ﾏﾝｼｮﾝ1F西

甲南平安祭典会館

神戸市灘区浜田町1-2番31号

ぎゅうはん

神戸市灘区浜田町2-5-10

地酒 ん

神戸市灘区浜田町3-1-7

ｽﾅｯｸみか

神戸市灘区浜田町3-2-4

MARU

神戸市灘区浜田町3-2-5ｷｬｽﾃﾙ六甲1階

四季彩料理田菜花

神戸市灘区浜田町3-3-10

焼豚食堂 みなみ

神戸市灘区浜田町3-3-12

CAFE&DINER CUE!

神戸市灘区浜田町3-3-18ﾗﾑ-ﾙ新在家1F

お好み焼･焼きそば ひめ

神戸市灘区浜田町3-4-5

焼肉にくやん新在家店

神戸市灘区浜田町3-4-6

ｶﾗｵｹ六甲

神戸市灘区浜田町3-4-7

呑みたいんや

神戸市灘区浜田町3-4-7

ｷｰﾏｶﾚｰ専門店ｶﾓﾝ

神戸市灘区浜田町3-4-7新在家駅高架下東館5号

荒金酒店

神戸市灘区浜田町3-5-14

店舗名

住所

松屋新在家店

神戸市灘区浜田町3-5-8ｱ-ﾊﾞﾝヴｨﾚｯｼﾞ六甲南

なんじゃら

神戸市灘区福住通2-1-10

餃子のｷﾞｮ

神戸市灘区福住通2-1-10

百足屋

神戸市灘区福住通3-2-10

緑の豆 神戸焙煎所

神戸市灘区福住通3-7-7

菊一

神戸市灘区福住通4-5-16

六甲厨房

神戸市灘区福住通5-3-9-101福住ｺ-ﾎﾟ1F

てまり

神戸市灘区福住通6-1-1ｻﾝﾊｲﾂ幸陽1F

居酒屋 清

神戸市灘区福住通6-1-1ｻﾝﾊｲﾂ幸陽1F

ｶﾗﾊﾟﾗ摩耶店

神戸市灘区味泥町6-1

吉野家 ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ摩耶店

神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ摩耶1F

小宇宙食堂 南台湾ごはん

神戸市灘区友田町1-4-19-2

ﾘｶｰｼｮｯﾌﾟたかしま高島屋

神戸市灘区友田町2-4-11

ｶﾌｪｼｽﾞｶ

神戸市灘区友田町2-5-17

お好み焼 日向

神戸市灘区友田町2-6-11

ら･ら･ら

神戸市灘区友田町2-6-121F

bar jalanjalan

神戸市灘区友田町2-7-12森川ﾋﾞﾙ1F

日の出もり家

神戸市灘区友田町3-2-4

神戸ｽﾃｰｷ雅

神戸市灘区友田町3-3-7宮脇ﾋﾞﾙ101

中国料理 景山

神戸市灘区友田町3-4-13

ちょこっとん

神戸市灘区友田町3-5-11東伍ﾋﾞﾙ1階

LUNA

神戸市灘区友田町3-5-11東伍ﾋﾞﾙ2階

MEAT STATION(ﾐｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ)

神戸市灘区友田町3-6-21

Cafe Belmonte

神戸市灘区友田町4-1-27

へべれ家

神戸市灘区友田町4-1-28

鶴万

神戸市灘区友田町4-2-15104号

遊菜酒家なかむら

神戸市灘区友田町4-3-21

六甲道牧場

神戸市灘区友田町4-3-23 2階

鶏屋ぜんろく桜口町

神戸市灘区友田町4-3-24

四季の韓国料理 七川

神戸市灘区友田町4-4-22

味どころ伴水魚

神戸市灘区友田町4-4-22

ｽﾄﾛﾝｸﾞｽﾀｲﾙ2.9

神戸市灘区友田町4-4-22安兵衛ﾋﾞﾙ2F

bar poepoe

神戸市灘区友田町4-4-22安兵衛ﾋﾞﾙ3F

まるざいけ

神戸市灘区友田町4の1の1

ｸﾞﾗﾆｯﾄｶﾌｪ

神戸市灘区六甲山町五介山1877-9

ﾌｰﾄﾞﾃﾗｽ

神戸市灘区六甲山町五介山1877-9

六甲山ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝﾊﾟﾚｽ

神戸市灘区六甲山町五介山1877−9

六甲ﾋﾞｭｰﾊﾟﾚｽ

神戸市灘区六甲山町五介山657−0101

店舗名

住所

ﾐﾙｸｶﾌｪ

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ&ﾚｽﾄﾗﾝ ｼｰﾌﾟﾍﾞﾙ

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1神戸市立六甲山牧場内ﾚｽﾄﾊｳｽ2F

ﾍﾞｰｶﾘｰ&ｶﾌｪ ﾃﾞﾙﾊﾟﾊﾟ

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1神戸市立六甲山牧場南ｹﾞ-ﾄ内まきば夢工房1F

ﾚｽﾄﾗﾝ 神戸ﾁｰｽﾞ

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1神戸市立六甲山牧場南ｹﾞ-ﾄ内六甲山QBBﾁ-ｽﾞ館2F

TENRAN CAFE

神戸市灘区六甲山町町一ｹ谷1-32

THIRD PLACE ROKKO

神戸市灘区六甲山町南六甲1034-104

六甲山PISKA

神戸市灘区六甲山町南六甲1034-240

森のCafe

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-145

ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-150

六甲山の上ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-808六甲山の上美術館

ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｾﾞ

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

雪だるま食堂

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

神戸大学生協ﾚｽﾄﾗﾝさくら

神戸市灘区六甲台町2-1神戸大学社会科学系ｱｶﾃﾞﾐｱ館3階

ｻﾞ･ﾋﾙｻｲﾄﾞ神戸

神戸市灘区六甲台町5-30

ink BOOKS & COFFEE

神戸市灘区六甲台町6-20ｼｬﾙﾏﾝﾊｲﾂ2階

Rokko Beaver's

神戸市灘区六甲町1-1-5

Nest

鳥やす

神戸市灘区六甲町1-1-6

うどん 直

神戸市灘区六甲町1-1-7六甲宮前ﾏﾝｼｮﾝ1F東

龍華園

神戸市灘区六甲町2-3-11

花門亭六甲灘店

神戸市灘区六甲町2-5-18朝日ﾌﾟﾗｻﾞ六甲町106

