店舗名

住所

カラオケ喫茶

ラブ

神戸市中央区相生町4-3₋17

カラオケ喫茶

十来

神戸市中央区相生町5-15ｰ10

小藤ビル１Ｆ

Sugar・Sugar シュガーシュガー

神戸市中央区加納町4-8-8

ハロハロ庵

神戸市中央区北長狭通1-31-32

家族亭さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1三宮地下街10番ｸﾞﾙﾒｽｸｪ-

恋人

神戸市中央区下山手通1丁目5₋7

トン・トン・パク

神戸市中央区下山手通2-16₋6

ミッドナイト・サン

神戸市中央区中山手通1丁目22-10

スナック

神戸市中央区中山手通1丁目2-7

ブルボン

KITCHEN

KING

東門ウエストコート３A
エンデバービル４F

神戸市中央区中山手通2-20₋9

山手ダイワナイトビル２F
リッチビル２F

河本ビル1階

アンクルチャーリー

神戸市中央区中山手通2ｰ11－1

リリー

神戸市中央区元町通2₋10₋2

Cadillac Vintage

神戸市中央区元町通2-7-20

三宮麦酒

神戸市中央区加納町4-3-5ｼｬﾄ-北野坂

株式会社

杉養蜂園

神戸元町店

NIIビル6F

阪神元町駅地下

神戸市中央区元町通2-1-8

ｶﾌｪﾌﾟﾚｼﾞﾄﾞﾝ

神戸市中央区旭通1-1-1

ﾅﾁｭﾗﾙﾜｲﾝとたこやき しばまるｽﾀﾝﾄﾞ

神戸市中央区旭通1-1-1 ｻﾝﾋﾟｱ109

COCOたこ

神戸市中央区旭通1-1-1-106

snack.Rin

神戸市中央区旭通1-1-1ｻﾝﾋﾟｱﾋﾞﾙ104

もだん

神戸市中央区旭通1-1ｻﾝﾋﾟｱﾋﾞﾙ1階

呑み処 吉川

神戸市中央区旭通1-2-3

ﾐﾅﾘ

神戸市中央区旭通2-10-4

たけやま

神戸市中央区旭通2-2-1

串ｶﾂみっちやん

神戸市中央区旭通2-3-1

ｶｷ小屋ﾌｨｰﾊﾞｰ神戸三宮東店

神戸市中央区旭通2-3-51階

DORSIA (ﾄﾞｰｼｱ)

神戸市中央区旭通3-1-29

GORI BAR

神戸市中央区旭通3-4-3

ﾎﾜｲﾄ

神戸市中央区旭通5-1-19

餃子の王将 三宮旭通店

神戸市中央区旭通5-1-2

神戸たん龍 三宮東店

神戸市中央区旭通5-1-6末広ﾋﾞﾙ

まこと

神戸市中央区旭通5-2-1

串かつ

まこと

神戸市中央区旭通5-2-1

三宮肉劇場旭通店

神戸市中央区旭通5-2-2西国22番1F

ﾚｯﾄﾞﾛｯｸ三宮東店

神戸市中央区旭通5-3-12竹下ﾋﾞﾙ1階

BAR O.B

神戸市中央区旭通5-3-14-2F

鳥貴族JR三ﾉ宮店

神戸市中央区旭通5-3-15

青森ねぶた小屋

神戸市中央区旭通5-322

ﾆｰﾊｵﾗｰﾒﾝ

神戸市中央区旭通5-3-3ﾋﾞﾙﾅ三宮一階

店舗名

住所

権太呂すしJR三ﾉ宮駅前店

神戸市中央区旭通5-3-5-101白百合ﾋﾞﾙ

明石焼き たこ庵

神戸市中央区旭通5-3-5白百合ﾋﾞﾙ2階

ｶｷ小屋ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ三宮店

神戸市中央区旭通5-3の14

旭園

神戸市中央区旭道り5-2-2西国ﾋﾞﾙ2f

土佐清水ﾜｰﾙﾄﾞ 三宮磯上通店

神戸市中央区磯上通1-7-1-19ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽKOBE6F

沁香園

神戸市中央区磯上通2-2-25-105

しばがき食堂

神戸市中央区磯上通2-2-25ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ三宮103

磯寿し

神戸市中央区磯上通5-1-13

iro-hanaかふぇ食堂

神戸市中央区磯上通6-1-171F

ﾀﾊﾟｽ

神戸市中央区磯上通6-1-9MKﾋﾞﾙ1F

黒十

神戸市中央区磯上通6-1-9神戸MKﾋﾞﾙ1F

茶漬け 分福

神戸市中央区磯上通6-1-9神戸MKﾋﾞﾙ1階

ﾗﾋﾟｭﾀｻﾞﾌﾗﾝﾀﾞｰｽﾃｲﾙ 三宮 神戸国際会館前店

神戸市中央区磯上通7-1-19ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ神戸8階

西村屋和味旬彩

神戸市中央区磯上通7-1-20

小燕京

神戸市中央区磯上通7-1-25北野ﾋﾞﾙ2階

ﾆｭｰﾐｭﾝﾍﾝ 神戸ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区磯上通8-1-19 ｶｰｻｸﾞﾗﾝﾃﾞ神戸2F

KICHIRI三ﾉ宮ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区磯上通8-1-19ｶ-ｻｸﾞﾗﾝﾃﾞ神戸6F

THE ALLEY 三宮店

神戸市中央区磯上通8-1-23

とんかつがんこ三宮店

神戸市中央区磯上通8-1-29

ANKI 飲茶 壹号

神戸市中央区磯上通8-1-81F

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄｿﾌﾟﾗ神戸

ﾚｽﾄﾗﾝ

ﾙ･ﾐｽﾄﾗﾙ

神戸市中央区磯辺通1-1-22

Kobe Coffee Temple

神戸市中央区磯辺通4-2-26新芙蓉ﾋﾞﾙ1階

ﾚｽﾄﾗﾝﾛｲﾝﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ﾋﾞﾙ1F

ｽﾅｯｸ ﾄﾞﾗ

神戸市中央区雲井通1-1-1-101

姉~姉の家

神戸市中央区雲井通1-1−113ﾂｲﾝ雲井

一番鳥

神戸市中央区雲井通1-1-1ﾂｲﾝ雲井101

鳥一

神戸市中央区雲井通2-2-15

居酒屋まっちゃん

神戸市中央区雲井通2-4-10

山水亭

神戸市中央区雲井通2-5-11

Standingbar zen

神戸市中央区雲井通3-7-11

寿司雅

神戸市中央区雲井通3-7-11

美豚

神戸市中央区雲井通3-7-11

NAO

神戸市中央区雲井通3-7-9

鶴亀餃子製作所

神戸市中央区雲井通3-7-9佐藤ﾋﾞﾙ1F

海釣り

神戸市中央区雲井通4-1-17

神戸こてこて

神戸市中央区雲井通4-1-19

天華

神戸市中央区雲井通4-1-23 ｱｽﾃｨ三宮108

格子戸

神戸市中央区雲井通4-1-23-105

店舗名

住所

賀玲路

神戸市中央区雲井通4-1-23ｱｽﾃｨ三ﾉ宮1階

鉄板屋 まるきゅう

神戸市中央区雲井通4-1-23ｱｽﾃｨ三宮101

讃岐麺房 すずめ

神戸市中央区雲井通4-1-23ｱｽﾃｨ三宮112号

魚べい三宮雲井通店

神戸市中央区雲井通4-2-13

横浜家系ﾗｰﾒﾝ 光大家 三宮店

神戸市中央区雲井通4-2-14

松屋三宮東店

神戸市中央区雲井通5-2-18ｻﾝﾊﾟﾙﾋﾞﾙ1F

旨い酒 寿し あおやま

神戸市中央区雲井通5-2-31ｻﾝﾊﾞﾙﾋﾞﾙ1F

はなまるうどん 三宮ｻﾝﾊﾟﾙ店

神戸市中央区雲井通5-3-1

海鮮丼の駅前 三宮ｻﾝﾊﾟﾙ店

神戸市中央区雲井通5-3-1ｻﾝﾊﾟﾙ1階

あじの里志保

神戸市中央区雲井通5-3-1ｻﾝﾊﾟﾙB1

鷄と魚と炭火焼やまや

神戸市中央区雲井通5-3-1ｻﾝﾊﾟﾙ地下一階

金ﾊ

神戸市中央区雲井通5-3の1ｻﾝﾊﾟﾙ1F

山陰隠岐の島ﾜｰﾙﾄﾞ雲井通店

神戸市中央区雲井通5-3の1ｻﾝﾊﾟﾙ1F

土佐清水ﾜｰﾙﾄﾞ 雲井通本店

神戸市中央区雲井通5-3の1ｻﾝﾊﾟﾙ1階

BRENZA

神戸市中央区雲井通6-1-1

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 三宮ﾀﾞｲｴｰ店

神戸市中央区雲井通6-1-15

ﾀﾞｲｴｰ神戸三宮店 ちょいｺﾞﾁﾜｲﾝﾊﾞﾙ

神戸市中央区雲井通6-1-15

築地銀だこ三宮店

神戸市中央区雲井通6-1-15

中華料理 雲井亭

神戸市中央区雲井通6-1-151階

おぼんdeごはん 三宮ｵｰﾊﾟ2店

神戸市中央区雲井通6-1-15ｵ-ﾊﾟ28F

居酒屋奥田屋

神戸市中央区雲井通6-1-15ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ1階

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ｻﾝｼﾃｨ三宮店

神戸市中央区雲井通6-1-15ﾀﾞｲｴ-三宮駅前店2F

ﾎﾟﾑｽﾞﾌｧｰﾑ三宮OPA2店

神戸市中央区雲井通6-1-15三宮OPA29階

ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ三宮ｵｰﾊﾟ2店

神戸市中央区雲井通6-1-15三宮ｵ-ﾊﾟ28階

どんぶり専門店 丼丼亭

神戸市中央区雲井通6-1-1ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ1F

ﾃﾞﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ 三宮ｵｰﾊﾟ2店

神戸市中央区雲井通6-1-1三宮ｵ-ﾊﾟ29F

白木屋 三ﾉ宮駅前店

神戸市中央区雲井通6-1-5

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1

京都勝牛 ミント神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸B1

築地孫右衛門 ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-18階

J.S. BURGERS CAFE | LUKE'S LOBSTER ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸2F

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪ ﾐﾝﾄ神戸

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸6F

うどんの詩 ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

かつくらﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

ｸﾞﾘﾙ&ﾍﾞｰｶﾘｰ ｻﾞ･ｼｰｽﾞﾝﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

こなな ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

ｺﾘｱﾝｷｯﾁﾝ ｼｼﾞｬﾝ神戸ﾐﾝﾄ店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

京鼎樓

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

店舗名

住所

曽根崎鉄板食堂はなたれ

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7F

うおまん 三ﾉ宮店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8F

ﾌﾛﾏｰｼﾞｮﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8F

ﾗ･ｶｽｴﾗ

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8F

銀座天一神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8F

叙々苑 ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8F

ｶﾞﾝﾎﾞ&ｵｲｽﾀｰﾊﾞｰﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸8階

OSｼﾈﾏｽﾞﾐﾝﾄ神戸

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸9F

牡蠣とﾜｲﾝ立喰いすしまる ﾐﾝﾄ神戸

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸B1

芙美

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸B1Mｷｯﾁﾝ

ﾛｰﾏ軒 神戸三宮店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸B1Mｷｯﾁﾝ内

正家ﾐﾝﾄ店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸M-KITCHENB1階

ひょうたんﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲井通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸地下一階Mｷｯﾁﾝひょうたんﾐﾝﾄ神戸店

Street Table 三ﾉ宮

神戸市中央区雲井通8-1

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾜｰｸｽ ﾐﾝﾄ神戸店

神戸市中央区雲通7-1-1ﾐﾝﾄ神戸7階

神戸牛 栄吉

神戸市中央区栄町1-3-10

ｺﾙﾄﾚｰﾝ

神戸市中央区栄町2-10-3ｱﾐ-ｺﾞｽﾋﾞﾙ3F

群愛茶餐廳

神戸市中央区栄町2-6-6

港町十五番地

神戸市中央区栄町5-1-1ｻﾝｼﾃｨ栄町103

ChanomiStand

神戸市中央区栄町通1-1-9東方ﾋﾞﾙ1階

ｶﾌｪ ﾄﾞ ｼﾞｪｰﾑ

神戸市中央区栄町通1-1-9東方ﾋﾞﾙ1階

PUB

KENNETH

神戸市中央区栄町通1-2-11茂生ﾋﾞﾙ2階

The rooftop cafe

神戸市中央区栄町通1-2-1mrsxﾋﾞﾙ3階

ORINAS

神戸市中央区栄町通1-2-21

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙｶﾌｪ神戸元町店

神戸市中央区栄町通1‐2‐31東急REIﾎﾃﾙ1F

大同行･台湾ﾀﾝﾊﾟｵ 南京町店

神戸市中央区栄町通1-3-13

奉茶 茶恋花

神戸市中央区栄町通1-3-16ﾁｬｲﾅｺ-ﾄ1階西館

神戸 南京町YUNYUN

神戸市中央区栄町通1-3-17

北京飯店(南京町)

神戸市中央区栄町通1-3-181階

燕江南

神戸市中央区栄町通1-3-9

失眠

神戸市中央区栄町通1-3-9 呉ビル

定食とくのう

神戸市中央区栄町通2-10-3ｱﾐ-ｺﾞｽﾋﾞﾙ2階

Cafe & Bar Ambrosia

神戸市中央区栄町通2-10-3ｱﾐ-ｺﾞｽﾋﾞﾙ4F

SUNCHAGO BURGERS

神戸市中央区栄町通2-2-10

comaco&cafe

神戸市中央区栄町通2-2-12ﾖ-ｺ-ﾋﾞﾙ3F

grandpa

神戸市中央区栄町通2-3-5

おでん屋ﾄｸｻﾝ

神戸市中央区栄町通2-5-31F

ANGIE

神戸市中央区栄町通2-7-4佐野達ﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

元祖 ぎょうざ苑

神戸市中央区栄町通2-8-11

兆記

神戸市中央区栄町通2-8-13

黄記

神戸市中央区栄町通2-8-14

上海老舗

神戸市中央区栄町通2-9-7翔喜南京町ﾋﾞﾙ1F東

須彌

神戸市中央区栄町通2-9-7翔貴南京町ﾋﾞﾙ1F

福龍菜館

神戸市中央区栄町通2-9-8

もんじゃ焼き 一ichi

神戸市中央区栄町通3-1-17ESGﾋﾞﾙ1F

VOICE of COFFEE

神戸市中央区栄町通3-1-17萩原ﾋﾞﾙ1F

cini curry

神戸市中央区栄町通3-1-18三浦ﾋﾞﾙ1階

ﾀﾝﾄﾞｰﾙ

神戸市中央区栄町通3-1-18三浦ﾋﾞﾙ2階

petit grenier

神戸市中央区栄町通3-1-18三浦ﾋﾞﾙ3階

株式会社ｸﾞﾗﾝﾒｰﾙ芦屋

神戸市中央区栄町通3-1-3

ﾌﾞｯｶｰﾄｶﾌｪ

神戸市中央区栄町通3-6-132F

神戸中華うえばやし

神戸市中央区栄町通3-6-15ﾔｽﾊﾗﾋﾞﾙ1階

Wiskey Voice Boo Bee JOE 100% FUNKY MONKEY STYLE

神戸市中央区栄町通3-6-16黄ﾋﾞﾙ2F

喰らうどん

神戸市中央区栄町通3-6-17ﾕｶｲﾋﾞﾙ1F

とんどり

神戸市中央区栄町通3-6-18k3ﾋﾞﾙ1F

てこいち元町店

神戸市中央区栄町通3-6-19淅江ﾋﾞﾙ1F

元町みなと食堂

神戸市中央区栄町通3-6-19淅江ﾋﾞﾙ2F

BAR VEGAS

神戸市中央区栄町通5-1-1

source

神戸市中央区栄町通5-1-1

THE Chain Locker

神戸市中央区栄町通5-1-1

洋食酒場MARUWA

神戸市中央区栄町通5-1-17

Event Space Nagisanbo

神戸市中央区栄町通5-1-1ｻﾝｼﾃｨ栄町203

佳朋

神戸市中央区下山手1-3-8月世界ﾋﾞﾙ4階

薗

神戸市中央区下山手1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ5F

となりのゆみこ

神戸市中央区下山手通

Bears

神戸市中央区下山手通1.5.4.501ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｳｪｱﾋﾞﾙ

串かつｵﾗﾝﾀﾞ屋

神戸市中央区下山手通10-6ﾌﾟﾁﾋﾞﾙ1

ｵﾘｰﾊﾞ

神戸市中央区下山手通1-1-12-2F

ｶﾗｵｹ館東門街店

神戸市中央区下山手通1-1-14

ﾐｽﾃｨ

神戸市中央区下山手通1-1-15 WIZﾋﾞﾙ5F

銀杏

神戸市中央区下山手通1-1-15-4F

club Ace

神戸市中央区下山手通1-1-15wizﾋﾞﾙ2F

VIP

神戸市中央区下山手通1-1-15wizﾋﾞﾙ4F

京子

神戸市中央区下山手通1-1-15東門wizﾋﾞﾙ3f南

J.Ferie

神戸市中央区下山手通1-1−15東門WIZﾋﾞﾙ3階北

#.i3(N)

神戸市中央区下山手通1-1-1東新ﾋﾞﾙ2F

店舗名

住所

相席屋三宮生田神社

神戸市中央区下山手通1−1−1東新ﾋﾞﾙ3F4F

やき鳥 佐々木六然

神戸市中央区下山手通1-13-2ｷﾑﾗﾋﾞﾙ1階

ﾌﾞﾚｽ

神戸市中央区下山手通1-1-5

Lex

神戸市中央区下山手通1ｰ5ｰ4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱﾋﾞﾙ6F606

豆の木

神戸市中央区下山手通1-1-5-6F

洋風居酒屋cielo ｼｪﾛ

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ2階

駄菓子ﾊﾞｰ ToyBox

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ4F

さけやしろ

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

wine&焙煎珈琲moelleux

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

ﾏｰﾌﾞﾙ

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5階A号室

夢ﾆ亭

神戸市中央区下山手通1-1-5ﾌｼﾞﾔﾏﾋﾞﾙ4f

炭焼 榮太郎

神戸市中央区下山手通1-1-6

酒家風鶏

神戸市中央区下山手通1-2-12後藤康裕

ｴﾝｻﾙ

神戸市中央区下山手通1-3-10

Soul Love

神戸市中央区下山手通1-3-10東門滝北ﾋﾞﾙ1階

Bar ACE

神戸市中央区下山手通1-3-11ﾊﾟｽﾎﾟ-ﾄﾋﾞﾙ2階

Bar h.i the syndicate

神戸市中央区下山手通1-3-11ﾊﾟｽﾎﾟ-ﾄﾋﾞﾙ3F

南薩摩うまいもん ｷﾘｼﾏ山荘

神戸市中央区下山手通1-–3-12ｾﾞｳｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ1c

BinoBino

神戸市中央区下山手通1-3-12ｾﾞｳｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ1F

燕南

神戸市中央区下山手通1-3-12ｾﾞｳｽﾀﾝﾋﾞﾙ1階

洋食 赤ちゃん

神戸市中央区下山手通1-3-12横丁ﾋﾞﾙ1F

ﾊﾟﾌﾞﾃﾚｻ

神戸市中央区下山手通1-3-12横丁ﾋﾞﾙ6階

LUX

神戸市中央区下山手通1-3-12横丁ﾋﾞﾙ地下1階

Takamocori Tachinomi

神戸市中央区下山手通1-3-2

串かつ のこ のこ

神戸市中央区下山手通1-3-2

十五夜別館

神戸市中央区下山手通1-3-22

海雲台

神戸市中央区下山手通1-3-2-3

Warmhouse

神戸市中央区下山手通1-3-2福永ﾋﾞﾙ1階

ｳｴﾀﾞｺｰﾋｰ

神戸市中央区下山手通1−3−2福永ﾋﾞﾙ2F

神戸鉄板ステーキ

いわさき

神戸市中央区下山手通1-3-5 康新ビル2F

CARMIA

神戸市中央区下山手通1-3-5康新ﾋﾞﾙ2F

GYM&BAR PUMP YA

神戸市中央区下山手通1-3−5康新ﾋﾞﾙB1階

ﾈｽﾄ

神戸市中央区下山手通1-3-6-3B

ﾉｽﾀﾙｼﾞｱ

神戸市中央区下山手通1-3-6-3C

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ

神戸市中央区下山手通1-3-6-6A

ﾗｯｼｭﾊﾞｰ

神戸市中央区下山手通1-3-6V.ﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ2階

Kizuna

神戸市中央区下山手通1-3-6Vﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ4F

Lucky

神戸市中央区下山手通1-3-6Vﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ5F 5B

店舗名

住所

Bar deeep

神戸市中央区下山手通1-3-6Vﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ7階

Bar 絆

神戸市中央区下山手通1-3-6vﾒﾙﾍﾝﾋﾞﾙ五階

ｸﾗﾌﾞ月世界

神戸市中央区下山手通1−3−8月世界ﾋﾞﾙ1F

飛華

神戸市中央区下山手通1-3-8月世界ﾋﾞﾙ301

The Salon

神戸市中央区下山手通1-3-8月世界ﾋﾞﾙ303号

ｽﾅｯｸこぼけ

神戸市中央区下山手通1-3-8月世界ﾋﾞﾙ307

ｼﾞｪｲ

神戸市中央区下山手通1-3-8月世界ﾋﾞﾙ4階

ﾌﾞｰｹ神戸

神戸市中央区下山手通1−3−8月世界ﾋﾞﾙB1

Bar かがり

神戸市中央区下山手通1-3-8高本観光ﾋﾞﾙ310

sweet inn you

神戸市中央区下山手通1-3-8高本観光ﾋﾞﾙ3F

宇和島

神戸市中央区下山手通1-3-8高本観光ﾋﾞﾙ4F

ｼｬｼｬ

神戸市中央区下山手通1-3-8世界ﾋﾞﾙ3F

どん

神戸市中央区下山手通1-3-8世界ﾋﾞﾙ4F

舟櫓

神戸市中央区下山手通1-3の12

AZABU BAR

神戸市中央区下山手通1-4-10

いもせ 山路

神戸市中央区下山手通1-4-11ｲﾅﾊﾞ2F

R'scue

神戸市中央区下山手通1-4-1都ﾋﾞﾙ2F

Gasu bar

神戸市中央区下山手通1-4-1都ﾋﾞﾙ3F

桃太郎

神戸市中央区下山手通1-4-2生田ﾋﾞﾙ1F

DELICA ﾑｰ

神戸市中央区下山手通1-4-38三木ﾋﾞﾙ2階

しめ

神戸市中央区下山手通1-4-4

小料理まゆ美

神戸市中央区下山手通1-4-4都ﾋﾞﾙ1階

You&Me

神戸市中央区下山手通1-4-7-507

おっぱや

神戸市中央区下山手通1-4-8

美姫

神戸市中央区下山手通1-4-8-203

Bar LEN

神戸市中央区下山手通1-4-8島ﾋﾞﾙ1FA

Salon de Miu

神戸市中央区下山手通1-4-8島ﾋﾞﾙ201号

ROCCO

神戸市中央区下山手通1-4-8島ﾋﾞﾙ202

BAR PIOT NOIR

神戸市中央区下山手通1-4-8東門街島ﾋﾞﾙ104

ｿﾌｨｱ

神戸市中央区下山手通1-4-8東門島ﾋﾞﾙ303号室

bar CB

神戸市中央区下山手通1-4-8東門島ﾋﾞﾙ401

Bar Gaudi

神戸市中央区下山手通1-4-9 ﾌﾟﾁﾌﾗﾜ-ﾋﾞﾙ3F

BAR ちょっと酔ってく?

神戸市中央区下山手通1-4-9ﾌﾟﾁﾌﾗﾜ-ﾋﾞﾙ2F

丸貴どり

神戸市中央区下山手通1-5-10ｼｬ-ﾌﾟﾋﾞﾙ1F

bar magdalena

神戸市中央区下山手通1-5-10ﾀｷｷﾀﾋﾞﾙ2F

Bar cask

神戸市中央区下山手通1-5-11
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神戸市中央区下山手通1-5-18

焼肉ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾙBOVIN

神戸市中央区下山手通1-5-32階

店舗名

住所

Sedona

神戸市中央区下山手通1-5-4

ｽﾅｯｸMIMI

神戸市中央区下山手通1-5-4

株式会社酒肆大関

神戸市中央区下山手通1-5-4

MISS

神戸市中央区下山手通1-5-4-305

About

神戸市中央区下山手通1-5-4-5

ｽﾅｯｸ ﾎﾞﾎｰﾙ

神戸市中央区下山手通1-5-4-607

ｽﾅｯｸ ﾅﾅ

神戸市中央区下山手通1-5-4-802

pincashi

神戸市中央区下山手通1-5-4-803ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾋﾞﾙ8F

ｽﾅｯｸ 五

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺｳﾍﾞｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ604

ｽﾅｯｸ ﾌﾙｰﾙ

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺｳﾍﾞｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱﾋﾞﾙ6階

いこいのば のんちゃん

神戸市中央区下山手通1−5−4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ101

P3no

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ105

ｻﾛﾝﾄﾞｼﾞｪｲｽﾞ

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ407

ｵｱｼｽ

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ5F

光

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ6階

ｱｯﾌﾟﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ703

ﾂｲﾝｽﾞｵｳﾙ

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ801

MAGIE'S風

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱﾋﾞﾙ1F

link

神戸市中央区下山手通1−5−4ｺﾝﾍﾞｯｸすｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F

舞

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱﾋﾞﾙ707

ｽﾅｯｸmichiko

神戸市中央区下山手通1-5-4ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾋﾞﾙ2F

たけ鶴

神戸市中央区下山手通1-5-5

らんたん

神戸市中央区下山手通1-5-5FYTﾋﾞﾙ1階

ﾊﾞｸの好物

神戸市中央区下山手通1-5-5FYTﾋﾞﾙ2F

ALdeBALAN

神戸市中央区下山手通1-5-5FYTﾋﾞﾙ3F

ｱｸｱﾌﾞﾚｽ

神戸市中央区下山手通1-5-6

みの花

神戸市中央区下山手通1-5-6

101

神戸市中央区下山手通１-5-6

きっちん･ばｰ 穂月

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ1-A

La,see

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ1-B

美佳 miyoshi

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ1F-C

ﾏﾝｶﾞﾊﾞ

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ2B

Bar 589社

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ3B

佳代

神戸市中央区下山手通1-5-6東門ｳｴｽﾄｺ-ﾄ3F

箸処む

神戸市中央区下山手通1-5-7KMﾋﾞﾙ1階

おばんざい おかめ

神戸市中央区下山手通1-5-7KMﾋﾞﾙ3F

Bar PuzzLe

神戸市中央区下山手通1-5-7ﾍﾞｲｴﾘｱﾋﾞﾙ3階

candy rose

神戸市中央区下山手通1-5-7号KMﾋﾞﾙ2階

東門ウエストコート2階

店舗名

住所

串焼 丸貴屋

神戸市中央区下山手通1-5-7三宮ﾍﾞｲｴﾘｱﾋﾞﾙ1F

丸貴ｿﾙﾛﾝﾀﾝ

神戸市中央区下山手通1-5-7三宮ﾍﾞｲｴﾘｱﾋﾞﾙ2F

ﾙﾐｴｰﾙ

神戸市中央区下山手通17ｰ10209

lounge Lupus

神戸市中央区下山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ802

apero

神戸市中央区下山手通2-10-22階東

ZiP

神戸市中央区下山手通2-10-2大昭興業ﾋﾞﾙ7階

肉権兵衛

神戸市中央区下山手通2-103F

FLAMINGO

神戸市中央区下山手通2-10-3ｶﾙｶﾞﾋﾞﾙ5F

炭焼神戸牛神戸ﾎﾙﾓﾝ三宮生田店

神戸市中央区下山手通2-10-3ｶﾙｶﾞﾋﾞﾙ7階

ONZE BAR

神戸市中央区下山手通2-10-4

神戸和食あんど

神戸市中央区下山手通2-10-4 ｼﾝﾐﾁﾋﾞﾙ5階

沙県製麺

神戸市中央区下山手通2-104ｼﾝﾐﾁﾋﾞﾙ1F

ﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾎﾟｯﾄﾚﾋﾞﾝ

神戸市中央区下山手通2-10-4ｼﾝﾐﾁﾋﾞﾙ4F

焼肉六甲 生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区下山手通2-1-1 KEびる3F

Sacai

神戸市中央区下山手通2-11-1 KSMﾋﾞﾙ 5F

ｻﾝﾐｹｰﾚ

神戸市中央区下山手通2-11-13

白石

神戸市中央区下山手通2-11-1-406

ｻﾛﾝ･ﾄﾞ北野

神戸市中央区下山手通2-11-1-502

ALICE

神戸市中央区下山手通2-11-15F

STELLA

神戸市中央区下山手通2-11-17F

QUEEN"

神戸市中央区下山手通2-11-1K.S.Mﾋﾞﾙ7F

SPORTS &GOLFBAR Viva

神戸市中央区下山手通2-11-1KSM301

きまま屋

神戸市中央区下山手通2-11-1KSM404

地鶏屋 炭鷄

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ3F

鮨と藁焼き 漁火

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ4F

K｡

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ4階

ﾄﾝｷ

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ604

ｽﾅｯｸ知佐

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ704

salonde縁

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ801

ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ802

Sei

神戸市中央区下山手通2-11-1KSMﾋﾞﾙ8F

tea room mahisa 三宮店

神戸市中央区下山手通2-1-12

三宮酒場 情熱ﾎﾙﾓﾝ

神戸市中央区下山手通2-1-12

上海楽居

神戸市中央区下山手通2-1-12

魚彩なかもと

神戸市中央区下山手通2-11-22IT第2ﾋﾞﾙ1F

らくえい

神戸市中央区下山手通2-11-22IT第二ﾋﾞﾙ1階

神戸ｽﾃｰｷﾊﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙｳﾙｽ

神戸市中央区下山手通2-11-26

bar shark

神戸市中央区下山手通2-11-29MINAXBLD2F

店舗名

住所

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ三宮生田新道店

神戸市中央区下山手通2-1-13

ｳｨｽｷｰBonBon

神戸市中央区下山手通2-11-304F

ﾉﾐｰﾅ

神戸市中央区下山手通2-11-30TN-2ﾋﾞﾙ1F

ﾉﾐｰﾅ 離れ

神戸市中央区下山手通2-11-30TN-2ﾋﾞﾙ1F

季節の創作和食 季んぐ

神戸市中央区下山手通2-11-30TN2ﾋﾞﾙ2F北号室

MIKETSU

神戸市中央区下山手通2-11-30TN2ﾋﾞﾙ3階中号室

MINATO

神戸市中央区下山手通2-11-30TN2ﾋﾞﾙ4F北

ｶﾗｵｹ喫茶 ｽﾏｲﾙ

神戸市中央区下山手通2-11-30TN-2ﾋﾞﾙ5F

彩葉

神戸市中央区下山手通2-1-13-701

Bar EVE

神戸市中央区下山手通2-1-13-801第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ

sing sing

神戸市中央区下山手通2-1-13-805ｼｬﾘﾏﾝﾘｯﾁﾋﾞﾙ

BAR DIVA

神戸市中央区下山手通2-1-13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3F

酒菜家ええねん

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ202

77 NANA

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3F

夜桜

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3階

member's GEMINI

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ602号

ｽﾅｯｸ水木

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8階

Snack ｶﾞｰﾘｯｼｭ

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8階南側

LANI

神戸市中央区下山手通2-1-13第13ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙBF

ｽﾃｰｷ彌

神戸市中央区下山手通2-1-14ｱ-ｸｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ7階

しゃぶしゃぶ昌

神戸市中央区下山手通2-1-14ｱ-ｸｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ8F

ｻﾝﾛｯｼﾞ

神戸市中央区下山手通2-11-5

ﾊｲﾎﾞｰﾙﾊﾞｰ三宮1923

神戸市中央区下山手通2-11-5ｻﾞ･ﾋﾞ-神戸1F

ﾗｳﾝｼﾞ ﾏﾛﾆｴ

神戸市中央区下山手通2-11-5ｻﾞ･ﾋﾞ-神戸B1

梅の小町三宮店

神戸市中央区下山手通2-11-5ﾎﾃﾙｻﾞ･ﾋﾞ-神戸

鰻･お食事処 和輝

神戸市中央区下山手通2-1-17SIROMURAﾋﾞﾙ三階

焼鳥酒場 笑

神戸市中央区下山手通2-1-17城村ﾋﾞﾙ1F

LACHIC

神戸市中央区下山手通2-1-17城村ﾋﾞﾙ4F

焼鳥 新政

神戸市中央区下山手通2-1-1KEﾋﾞﾙ

ﾛｼﾞﾊﾞﾙ

神戸市中央区下山手通2-1-1KEﾋﾞﾙ2階

ﾊﾟﾃｨｵ

神戸市中央区下山手通2-11の30TN2ﾋﾞﾙ4F中

WASH BAR (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ) TOKIWAｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区下山手通2-12-10

柊草 本店

神戸市中央区下山手通2-12-12宮迫ﾋﾞﾙ1階

TEPPAN KAWASAKI

神戸市中央区下山手通2-12-13太平ﾋﾞﾙ1F

和心こざる

神戸市中央区下山手通2-12-13太平ﾋﾞﾙ1階

ﾋﾞｽﾄﾛ ﾎﾞﾜｿﾝ ﾙｰｼﾞｭ

神戸市中央区下山手通2-12-15

銀ﾉ鯱

神戸市中央区下山手通2-12-15竜成ﾋﾞﾙ2階

肉ﾊﾞﾙ×ｲﾀﾘｱﾝCOLORE

神戸市中央区下山手通2-12-16

店舗名

住所

ひら井 生田坂店

神戸市中央区下山手通2-12-19

寿司赤酢 三宮店

神戸市中央区下山手通2-12-20ｾｿﾞﾝｺ-ﾄ101

ｲｯﾂ

神戸市中央区下山手通2-12-20ｾｿﾞﾝｺ-ﾄ5階

DiningBar CIRCUS

神戸市中央区下山手通2-12-20ｾｿﾞﾝｺ-ﾄﾋﾞﾙ2階

酒肴M.Comfy

神戸市中央区下山手通2-12-20ｾｿﾞﾝｺ-ﾄ地下1階

天婦羅 春善

神戸市中央区下山手通2-12-20ﾒｿﾞﾝｺ-ﾄ2f

BAR ASHIBE

神戸市中央区下山手通2-12-21ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ1階

炭火焼鳥すぎや

神戸市中央区下山手通2-12-21生田ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ1階

Bar Andante

神戸市中央区下山手通2-12-21生田ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ1階C号室

和琉酒菜 空

神戸市中央区下山手通2-12-21生田ｿｼｱﾙﾋﾞﾙ2F

炭火焼鳥だんご本店

神戸市中央区下山手通2-12-23

旬菜工房 うまいあん

神戸市中央区下山手通2-12-6

ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ

神戸市中央区下山手通2-12-6-201

Amie

神戸市中央区下山手通2-12-6-202

kikuichi

神戸市中央区下山手通2-12-6203

RINKAITEN

神戸市中央区下山手通2-12-6Jﾀﾜｰ神戸3F

和ぁい

神戸市中央区下山手通2-12-6ﾀｶ新道ﾋﾞﾙB1-1

outfield BACCA

神戸市中央区下山手通2-12-6ﾙ-ﾌﾞﾄｱｲ-ｽﾄﾋﾞﾙ1階

唐味粋

神戸市中央区下山手通2-12-7-ﾀﾞｲｷﾋﾞﾙ101

立ち飲み 安い

神戸市中央区下山手通2-12-7ﾀﾞｲｷﾎ-ﾑﾋﾞﾙ103

老房 神戸店

神戸市中央区下山手通2-12-9

miura

神戸市中央区下山手通2-1-30TN-Ⅱﾋﾞﾙ3階

ｳｪｻﾞｰｺｯｸ

神戸市中央区下山手通2-13-13

ｴﾙ ﾗｺｰﾃﾞﾝ ﾀｹｳﾁ

神戸市中央区下山手通2-13-13ﾘﾝｸｽﾋﾞﾙ1F

BAR EmiNa

神戸市中央区下山手通2-13-13ﾘﾝｸｽﾋﾞﾙB1

喰腹 銀

神戸市中央区下山手通2-13-17橋本ﾋﾞﾙ1F

ﾋﾞｽﾄﾛｽﾐﾓﾄ

神戸市中央区下山手通2-13-19ｼﾙﾊﾞ-ﾋﾞﾙ一階北号

ﾛｰｹﾞﾝｼﾞｯﾂ

神戸市中央区下山手通2-13-22BF

お田

神戸市中央区下山手通2-13-22福成ﾋﾞﾙ1F

炭焼肉石田屋｡ﾄｱﾛｰﾄﾞ

神戸市中央区下山手通2-13-3健創ﾋﾞﾙ2階

神戸VARIT.

神戸市中央区下山手通2-13-3建創ﾋﾞﾙB1F

香港点心楼

神戸市中央区下山手通2-13-7

Borabora神戸三宮店

神戸市中央区下山手通2-13-9中華会館2階

ﾌﾞﾙｰ

神戸市中央区下山手通2-14-112F

Blue

神戸市中央区下山手通2-14-112階

BARASO-KO

神戸市中央区下山手通2-14-11ｴｲｺｳﾋﾞﾙ1F

Vegetable Dining畑舎 はなれ

神戸市中央区下山手通2-14-11呉ﾋﾞﾙ1F

夢家

神戸市中央区下山手通2-14-4

店舗名

住所

AOYAMA

神戸市中央区下山手通2-14-5

お田

神戸市中央区下山手通2-14-9-101

炭火焼鳥ﾋﾛﾄﾘ

神戸市中央区下山手通2-14-9ﾓﾃﾞﾙﾉﾄｱﾛｰ101

加茂川

神戸市中央区下山手通2-1-4K.Wﾋﾞﾙ1階

串はん

神戸市中央区下山手通2-1-4KWﾋﾞﾙ1F

ひつじの一休

神戸市中央区下山手通2-1-4kwﾋﾞﾙ1階

AgehaBase

神戸市中央区下山手通2-1-4KWﾋﾞﾙ地下1階

権屋三宮店

神戸市中央区下山手通2-1-4ｴﾚﾝｼｱﾋﾞﾙ

鶏匠 吟八 三宮店

神戸市中央区下山手通2-1-5

多味庵

神戸市中央区下山手通2-1-5

居酒屋ちゃき

神戸市中央区下山手通2-15-11ﾗﾑｽﾞｺ-ﾄ1階

ﾈｰﾌﾞﾙ

神戸市中央区下山手通2-15-12 MKﾋﾞﾙ2階

ivory

神戸市中央区下山手通2-15-12-302

BAR BROSS

神戸市中央区下山手通2-15-12MKﾋﾞﾙ103

BAR LABO

神戸市中央区下山手通2-15-12MKﾋﾞﾙ1F

すし屋 亀平

神戸市中央区下山手通2-15-12MKﾋﾞﾙ1F

たか月

神戸市中央区下山手通2-15-2ｻﾗｲﾋﾞﾙ1F

Bar Crocus

神戸市中央区下山手通2-15-2ﾋﾞﾙｻﾗｲ2F

海鮮出汁しゃぶﾊﾁﾏﾙ

神戸市中央区下山手通2-15-3ﾖｳﾋﾞﾙ1階

地鶏炭火網焼きとり徹

神戸市中央区下山手通2-1-5ｳｨﾝﾍﾞﾙ三宮1F

なきぼくろDining

神戸市中央区下山手通2-1-5ｳｨﾝﾍﾞﾙ三宮4~5F

魚とごはん つき灯り

神戸市中央区下山手通2-1-5ｳｨﾝﾍﾞﾙ三宮6F

ｼﾅﾄﾗﾊﾞｰ

神戸市中央区下山手通2-16-12

松由

神戸市中央区下山手通2-16-12ﾃﾞｨｱｺ-ﾄ三宮1階

ﾚｶﾞｰﾐ

神戸市中央区下山手通2-16-12ﾃﾞｨｱｺ-ﾄ三宮1階3号

かくれんぼ

神戸市中央区下山手通2-16-16

立ち飲み餃子 ITTAKU

神戸市中央区下山手通2-16-16Aﾋﾞﾙ1F

壹將

神戸市中央区下山手通2-16-17ｱｲﾋﾞﾙ1F

酒房 賀茂鶴

神戸市中央区下山手通2-16-2

Rien

神戸市中央区下山手通2-16-2101

神戸びいどろ本店

神戸市中央区下山手通2-16-21階

Dance Bar Xaveko

神戸市中央区下山手通2-16-2-402

BAR SLOPPY JOE

神戸市中央区下山手通2-16-2ｻﾝﾋﾞﾙ2F-1

Corcovado

神戸市中央区下山手通2-16-2ｻﾝﾋﾞﾙ3-1

ｺﾙｺﾊﾞｰﾄﾞ

Live&Bar Brothers and Sisters

神戸市中央区下山手通2-16-2ｻﾝﾋﾞﾙB1

居酒屋ｲﾔｻｶﾃﾞｻﾞｲﾝ

神戸市中央区下山手通2-16-2ｻﾝﾋﾞﾙB1F

KNOT

神戸市中央区下山手通2-16-6

mane ﾏﾈ

神戸市中央区下山手通2-16-6ｴﾝﾃﾞヴｧ-ﾋﾞﾙ2F

店舗名

住所

ｶｼｭｶｼｭ

神戸市中央区下山手通2-16-6ｴﾝﾃﾞﾊﾞ-ﾋﾞﾙ2F

七海

神戸市中央区下山手通2-16-81F-D

鉄板焼

芋の花

神戸市中央区下山手通2-16-8新興ﾋﾞﾙ1F

ｴｶｲﾕ

神戸市中央区下山手通2-16-8新興ﾋﾞﾙ2階

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ長江

神戸市中央区下山手通2-16-8新興ﾋﾞﾙ2階

Boom

神戸市中央区下山手通2-17-10-004号

ﾏｼﾞｯｸﾊﾞｰなんで屋

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ002

SEIBUZ

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ008

BarSightglass

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ4F

COOL

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙB1

LALA ROUGE

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙB1

たろう庵

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三ﾉ宮館105号

Bar Carlos

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館009号

うろこ

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館102A

Amelie

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館207

Salon S

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館208

Miel

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館2F

神戸牛ｽﾃｰｷ桜

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館2F

BAR A‐SOLUTIONS

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館308号

PASSIONE

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館3F

AQUA

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館402

BARXeXu

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館404号

縁en

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ三宮館B1005

EVE_KOBE

神戸市中央区下山手通2-17-10ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ地下1階006号室

MY-BAR

神戸市中央区下山手通2-17-10地下一階

昼耕夜鶏

神戸市中央区下山手通2-17-2

Don CIELO （ドンシエロ）

神戸市中央区下山手通2-17-2 ﾜｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾋﾞﾙ10F

Bar

神戸市中央区下山手通2-17-2202

UA

ｶﾞｽﾄ三ﾉ宮

神戸市中央区下山手通2-2-10

神戸ｻｳﾅ&ｽﾊﾟ ﾙ･ｵﾝﾄ

神戸市中央区下山手通2-2‐10神戸ｻｳﾅ&ｽﾊﾟ内

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ神戸ｻｳﾅﾋﾞﾙ店

神戸市中央区下山手通2-2-10神戸ｻｳﾅﾋﾞﾙ1階

神戸ﾚﾃﾞｨｽｽﾊﾟ

神戸市中央区下山手通2-2‐10神戸ﾚﾃﾞｨｽｽﾊﾟ内

No.7

神戸市中央区下山手通2-2-9-401

神戸A-1新道店

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽ1F

enoteca idee ｴﾉﾃｶ ｲﾃﾞ

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽ402

倭barいまい

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽ501

ﾊﾞｰ ｻﾝｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽ503

八百屋ｶﾌｪ

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽ6F

店舗名

住所

Healing Bar COMA

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽﾋﾞﾙ

銀しゃりDining あかりど

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽﾋﾞﾙ2F

living barﾎﾞｰﾃﾌﾟﾗｰｼﾞｭ

神戸市中央区下山手通2-2-9ﾗｲﾄﾊｳｽﾋﾞﾙ4F

ｻﾞﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸｷｬﾝﾊﾞｽ神戸三宮

神戸市中央区下山手通2-3-1

Chinese Dining 香膳

神戸市中央区下山手通2-3-6ｸﾛｼｪｯﾄ2(ﾂ-)1階

ﾀｲ料理seedaeng

神戸市中央区下山手通2-4-13-2F

焼肉処 かね竹 三宮店

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸1番館1F

ちゃんこ鍋神の山

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸1番館4階Ⅾ号室

COPACABANA RESTAURANT&BAR

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸1番館5階

kung kung Grill

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸一番館 3F

串ｶﾂでんちゃん

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸一番館 3F-A

BAR sonora

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸一番館3F-E

BarALPHA

神戸市中央区下山手通2-4-13永都ﾋﾞﾙ神戸一番館4階E

CORAZON

神戸市中央区下山手通2-5-1

bouquet

神戸市中央区下山手通2-5-13 滑川ビル1F南

遊楽創食 絆

神戸市中央区下山手通2-5-13滑川ﾋﾞﾙ1F

ﾎﾟｯｼﾞﾎﾞﾝｼ

神戸市中央区下山手通2-5-4

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾚｽﾄﾗﾝseason(ｼｰｽﾞﾝ)

神戸市中央区下山手通2-5-6中央ﾋﾞﾙ1F

SODAUP

神戸市中央区下山手通3-10-14T&Aﾋﾞﾙ1F

a la ringo

神戸市中央区下山手通3-10-1TRSX2F

CANDIDO WINES

神戸市中央区下山手通3-10-2201号

WANTO BURGER

神戸市中央区下山手通3-10-6福康ﾋﾞﾙ1F

ざりお食堂

神戸市中央区下山手通3-10-8

炭火焼鳥ざりお

神戸市中央区下山手通3-10-8

株式会社施家菜 點心坊

神戸市中央区下山手通3-11-17

BAR 飲酒室

神戸市中央区下山手通3-11-2下山手通3-ﾋﾞﾙ2階

たこ焼き 心花 三宮店

神戸市中央区下山手通3-1-15

神戸ｸﾗｽ

神戸市中央区下山手通3-1-15

卓球ﾊﾞｰBIGWAVE

神戸市中央区下山手通3-1-18ﾗﾑ-ﾙﾄｱﾋﾞﾙ6階

Cafe bar Fine

神戸市中央区下山手通3-12-1ﾄｱ山手ﾌﾗｯﾂ113

葵LIBERO

神戸市中央区下山手通3-12-1ﾄｱ山手ﾌﾗｯﾂ114

鴻華園下山手店

神戸市中央区下山手通3-13-19

NOVEL

神戸市中央区下山手通3-15-10万葉ﾊｲﾂ元町104号

肉の入江 元町店

神戸市中央区下山手通3-15-19

CHELSEA

神戸市中央区下山手通3-15-19下山手ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ102

Fullari

神戸市中央区下山手通3-15-2元町ｱｿｼｱ1F

焼肉韓国料理 味道園

神戸市中央区下山手通3-15-3

Bar Dylan

神戸市中央区下山手通3-15-32F

店舗名

住所

gallery 珈琲&ｳヰｽｷｰ

神戸市中央区下山手通3-15-6下山手Mﾋﾞﾙ1F

神戸ｽﾃｰｷ彩ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区下山手通3-1-9ｺｽﾓﾋﾞﾙB1

ﾆｭｰﾛｰﾄﾞ

神戸市中央区下山手通3-2-14林ﾋﾞﾙ1階

toiro

神戸市中央区下山手通3-2-14林ﾋﾞﾙ3F東

awj

神戸市中央区下山手通3-2-19淡路交通ﾋﾞﾙ1F

M'splate

神戸市中央区下山手通3-2-6NANSEI-1F

すゞらん

神戸市中央区下山手通3-2-7東方ﾊｲﾂ1F

新愛

神戸市中央区下山手通3-2-8ﾄﾞﾐ-ﾙ下山手102

S

神戸市中央区下山手通3-3-12-3F

Le Cochelet

神戸市中央区下山手通3-4-10小林製菓ﾋﾞﾙ地下1階

紅宝石

神戸市中央区下山手通3-5-9

ｶﾌｪｸﾛﾄ

神戸市中央区下山手通3-6-4

鮨島本

神戸市中央区下山手通3-7-9KESX101

いそかみ

神戸市中央区下山手通3-7-9KESXﾋﾞﾙ2･3階

ｴｽﾄﾚﾄﾞ ｷﾞｬﾗﾘｰ

神戸市中央区下山手通3-8-11-1001

Bar SHARA

神戸市中央区下山手通3-8-14元町ｱ-ﾊﾞﾝﾗｲﾌ1階店舗

雲丹しゃぶしゃぶ くどう

神戸市中央区下山手通4-10-12

四川料理 成都

神戸市中央区下山手通4-10-241F

Ricco

神戸市中央区下山手通4-10-9

けんもつ珈琲店

神戸市中央区下山手通4-11-1

真打穂俵

神戸市中央区下山手通4-1-11

お好み焼き ｻﾝｽﾎﾟｰ

神戸市中央区下山手通4-1-17

博多やきとりかわ庵元町北店

神戸市中央区下山手通4-1-17丸中ﾋﾞﾙ101号室

龍泉

神戸市中央区下山手通4-1-17丸中ﾋﾞﾙ102

焼肉ふじの精肉店

神戸市中央区下山手通4-1-17丸中ﾋﾞﾙ1F

三徳

神戸市中央区下山手通4-1-18

串屋古東

神戸市中央区下山手通4-1-19西阪ﾋﾞﾙ1階

Felice

神戸市中央区下山手通4-1-19西阪ﾋﾞﾙB1南

中国廣東省家庭料理 杏杏

神戸市中央区下山手通4-13-14

ｱﾉﾆﾑ

神戸市中央区下山手通4-13-3ﾀﾞﾌﾈ2番館1階

ｶﾌｪと和食 梅一輪

神戸市中央区下山手通4-13-5

鉄板dining月や

神戸市中央区下山手通4-13-5

四川料理 蜀

神戸市中央区下山手通4-13-5三木ﾋﾞﾙ103

みみみ堂

神戸市中央区下山手通4-14-1

なん天

神戸市中央区下山手通4-14-2ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ

神戸ｻﾑｷﾞｮﾌﾟｻﾙ

神戸市中央区下山手通4-14-3

翠

神戸市中央区下山手通4-15−12

くいもんや 豆蔵

神戸市中央区下山手通4-15-14

店舗名

住所

Cafeはぁとす｡

神戸市中央区下山手通4-16-3

ﾚｽﾄﾗﾝﾛｲﾝ県庁店

神戸市中央区下山手通4-18-2

COLORS

神戸市中央区下山手通4-2-8

中華食堂 萬龍

神戸市中央区下山手通4-6-10

ﾊﾟﾙﾌｪ県庁前本店

神戸市中央区下山手通4-6-10成発ﾓﾘﾊｲﾂ1F

しがらき亭

神戸市中央区下山手通4-6-13

M`s経営Salon築地和光

神戸市中央区下山手通4-6-3

COQ

神戸市中央区下山手通4-7-11

nazca

神戸市中央区下山手通4-7-14

ﾘヴｨｴｰﾙ ｷｬﾚ

神戸市中央区下山手通4-7-14

創作料理 吉膳

神戸市中央区下山手通4-7-8

ﾊﾟｰﾗｰﾈﾑの木

神戸市中央区下山手通5-1-1

元町ｻﾄﾅｶ

神戸市中央区下山手通5-1-1興栄ﾋﾞﾙ1階

ﾒﾙﾒﾙ ｶﾌｪ

神戸市中央区下山手通5-12-2

炭火やきとりいそこ

神戸市中央区下山手通5-12-4

ｱｰﾙﾃｨｰｲﾝﾃﾞｱﾝｶﾌｪ

神戸市中央区下山手通5-12-9ｸﾞﾗﾝﾒｿﾞﾝ神戸山手1F

盧上海上海料理

神戸市中央区下山手通5-5-11新山手ﾋﾞﾙ1F南

ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ ﾗﾌﾟﾃｨ

神戸市中央区下山手通5-5-11新山手ﾋﾞﾙ2F

大阪塩系らｰめん 塩子ちゃん 県庁前店

神戸市中央区下山手通5-5-13

ｶﾚｰ料理店 ﾋﾝﾎｲ

神戸市中央区下山手通5-8-14山手ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ店6号

焼肉ﾊﾞﾙ 県庁前

神戸市中央区下山手通5-9-1

煉瓦屋

神戸市中央区下山手通5-9-1信葉ﾋﾞﾙ1F

兵庫県庁舎

第三号館喫茶室

神戸市中央区下山手通5丁目10-1号

BAR ひね屋

神戸市中央区下山手通6-3-5ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾝｼｮﾝ1階

焼肉 のんきや

神戸市中央区下山手通6-3-6

カラオケちゃれんじ

神戸市中央区下山手通７-１０-６

ｶﾌｪ ﾄﾞ ﾊﾞﾛﾝ

神戸市中央区下山手通7-11-16ｼﾞｭｴﾘ-山手107

つる丸商店

神戸市中央区下山手通7-16-211階

季節料理みゆき

神戸市中央区下山手通7-3-12

のんちゃん

神戸市中央区下山手通8-10-15

伊賀富

神戸市中央区下山手通8-20-11

花 梨

神戸市中央区下山手通8-20-9

Trattoria Stella

神戸市中央区下山手通8-7-23ﾐｭｾﾞ花隈1F

日本茶ｶﾌｪ やわやわ

神戸市中央区下山手通8-7-4

洋食の朝日

神戸市中央区下山手通8-7-7

こふじ食堂

神戸市中央区下山手通9-5-3

石焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&ｽﾃｰｷ Hamburg

神戸市中央区下山手通Ⅱ-13-7東昌ﾋﾞﾙ一階

鳥貴族 生田新道店

神戸市中央区下山手通り2-1-14ｱ-ｸｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ4F

店舗名

住所

DREAMER cafe

神戸市中央区加納町1-2-5

ｴｽﾀｼｵﾝｶﾌｪ新神戸

神戸市中央区加納町1-3-1JR新神戸駅構内

臼臼新神戸

神戸市中央区加納町1-3-1JR新神戸駅構内

MARUA

神戸市中央区加納町2-1-14建興加納町ﾋﾞﾙB1F

けるん

神戸市中央区加納町2-1-2日光ﾋﾞﾙ1階

bar ciccia

神戸市中央区加納町2-1-2日光ﾋﾞﾙ2階､3階

鳥舎せいごろりん

神戸市中央区加納町2-1-3

ｸﾞﾘﾙ末松

神戸市中央区加納町2-1-9

神戸ﾎﾝｷｰﾄﾝｸ

神戸市中央区加納町2-2-2

CAVE SHIOJIMA

神戸市中央区加納町2-2-3ﾘﾌｭ-ｼﾞｭ北野1F

BAR COLLAPSING

神戸市中央区加納町2-3-13瀬口ﾋﾞﾙ

real thing

神戸市中央区加納町2-3-7ﾄﾞﾐ-ﾙ北野101

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞいっちょん

神戸市中央区加納町2-3-7ﾄﾞ-ﾐﾙ北野102号

ﾁｷﾝ ﾃﾞ ｷｯﾁﾝ

神戸市中央区加納町2-3-7ﾄﾞﾐ-ﾙ北野105

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙｱｰﾊﾞﾝ ｳｯｼﾞｰ

神戸市中央区加納町2-5-16

ﾘｽﾄﾗﾝﾃﾄﾞﾝﾅﾛｲﾔ

神戸市中央区加納町2-5-1神戸滋慶ﾋﾞﾙB1

勝美

神戸市中央区加納町2-8-12

BAR HANAI

神戸市中央区加納町2-8-12ｱﾄﾞﾚｽ新神戸1F

焼肉 bue

神戸市中央区加納町2-9-2ﾔﾏｳﾗﾋﾞﾙ1階北側

まちかど中華ﾔｯﾁｬｲ

神戸市中央区加納町3-10-3

ｷﾖﾘﾄ Sakanoba 酒挟む

神戸市中央区加納町3-10-7

満吉食堂

神戸市中央区加納町3-10-9

BARｲﾜﾀ

神戸市中央区加納町3-11-14

地鶏とおでんの店ﾊﾗﾀﾞ

神戸市中央区加納町3-11-14

日本料理 段屋

神戸市中央区加納町3-11-15

あわびや

神戸市中央区加納町3-11-16

翁そば

神戸市中央区加納町3-11-17

ゑびす屋

神戸市中央区加納町3-11-18

炭焼もくもく

神戸市中央区加納町3-11-2

ciccia

神戸市中央区加納町3-11-2奥田ﾋﾞﾙ1階

BBQﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｾｶﾝﾄﾞﾊｳｽ三宮

神戸市中央区加納町3-1-16

のわのわｶﾌｪ

神戸市中央区加納町3-12-13浜川ﾋﾞﾙ1階

焼鳥三宮えびす

神戸市中央区加納町3-1−23ｸﾚｱ-ﾙ神戸1階

串揚げえん藤

神戸市中央区加納町3-1-23ｸﾚｱ-ﾙ神戸2F

雄三郎

神戸市中央区加納町3-12-6

熟成和牛 焼肉 雄三郎

神戸市中央区加納町3-12-7山部ﾋﾞﾙ1F

炭火焼鳥まさ 三宮北店

神戸市中央区加納町3-13-1

NEVERLAND

神戸市中央区加納町3-13-1清河ﾋﾞﾙ2F西

店舗名

住所

中華料理 皇君菜館

神戸市中央区加納町3-13-1第10ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ1階

ﾏｲｱﾘｰﾉ ｺｳﾍﾞ

神戸市中央区加納町3-13-2SEIKAﾋﾞﾙ2階

三平寿し

神戸市中央区加納町3-13-5

和食 昔村

神戸市中央区加納町3-14-19豊和ﾋﾞﾙ1F

島おでんMIKE

神戸市中央区加納町3-14-5上山ﾋﾞﾙ1F

焼肉はまだ

神戸市中央区加納町3-14-5上山ﾋﾞﾙ2F

てん樹

神戸市中央区加納町3-14-6

ﾗﾀｰﾁ

神戸市中央区加納町3-14-7

BAR MANOSU

神戸市中央区加納町3-14-8

craft

神戸市中央区加納町3-14-8

Free Style

神戸市中央区加納町3-2-8

ﾋﾞｽﾄﾛWAKU

神戸市中央区加納町3-2-8

呑み処 ちょっと

神戸市中央区加納町3-2-8 第2扇港ﾋﾞﾙ4C

BAR Take It Time

神戸市中央区加納町3-2-8 第二扇港ﾋﾞﾙ 5A

Huntress

神戸市中央区加納町3-2-83-C

Bar at here

神戸市中央区加納町3-2-8B1-A

BinG

神戸市中央区加納町3-2-8ﾆｭ-加納ﾋﾞﾙ2F

A-co

神戸市中央区加納町3-2-8ﾆｭ-加納ﾋﾞﾙ3階

Bar THIRD ROW

神戸市中央区加納町3-2-8第2扇港ﾋﾞﾙ2F

ほのか

神戸市中央区加納町3-2-8第2扇港ﾋﾞﾙ4F

ﾛﾏﾝﾁｶ

神戸市中央区加納町3-2-8第二扇港ﾋﾞﾙ2F

BAL DA ju−no next

神戸市中央区加納町3−2−8第二扇港ﾋﾞﾙ3階

小鉢

神戸市中央区加納町3-3-12

鮨 きらく

神戸市中央区加納町3-4-15ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙ1階

城屋

神戸市中央区加納町3-4-76陸昌ﾋﾞﾙ一階

SWEETS BAR ASHIOTO

神戸市中央区加納町3-5-6FPBﾋﾞﾙ3F

ｺﾘｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ黄fan

神戸市中央区加納町4-10-3

立ち呑み ちぃちゃん

神戸市中央区加納町4-10-3加納町ﾋﾞﾙ104

T･BAR

神戸市中央区加納町4-10-3加納町ﾋﾞﾙ1階

TRATTORIA comocchi

神戸市中央区加納町4-10-3加納町ﾋﾞﾙ1階

鯖の上にも三年

神戸市中央区加納町4-10-3加納町ﾋﾞﾙ1階

KOBE BLUEPORT.

神戸市中央区加納町4-10-3加納町ﾋﾞﾙ3階

Dan

神戸市中央区加納町4-10-7六甲三宮ﾌﾟﾗｻﾞB1F

三宮 かねも

神戸市中央区加納町4-10-9

Bar橙

神戸市中央区加納町4-10-9-13館ﾋﾞﾙ1階

串揚げｷｯﾁﾝだんEKIZO神戸三宮

神戸市中央区加納町4-2-1

阪急ｵｱｼｽ神戸三宮店

神戸市中央区加納町4-2-1

神戸ｻﾝﾎﾞｱ

神戸市中央区加納町4-2-1

店舗名

住所

da pai dang 105EKIZO 神戸三宮店

神戸市中央区加納町4-2-11階c12

京のｶﾚｰうどん みみこう

神戸市中央区加納町4-2-11階山側ｿﾞ-ﾝ

ｶｶｵ ｻﾝﾊﾟｶ 神戸店

神戸市中央区加納町4-2-1D-02EKIZO神戸三宮

食堂勿ﾉ怪

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO1F

漁師のﾌﾚﾝﾁ あらき

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO三宮1F飲食店街

ｺｳﾍﾞﾋﾞｱﾊｳｾﾞ

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮1F山側ｿﾞｰﾝ

TOOTH TOOTH ON THE CORNER

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮1階

清十郎EKIZO神戸三宮店

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮1階

WHISKY BOTTLE BAR DEN SANNOMIYA

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮29F

ｶﾌｪ･ﾚｽﾄﾗﾝ神戸望海山(のぞみやま)

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮29F

酒ﾄ魚ﾄ汝ﾄ私

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸三宮c07区画

魚のじげん

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO神戸内

grill&italy KOBE mitsu

神戸市中央区加納町4-2-1EKIZO内14番海側

MOON and BACK 神戸三宮

神戸市中央区加納町4-2-1阪急ｵｱｼｽ

STARBUCKS EKIZO 神戸三宮

神戸市中央区加納町4-2-1神戸三宮阪急ﾋﾞﾙ

ｶﾞｧｳﾀｲ阪急神戸三ﾉ宮店

神戸市中央区加納町4-2-1神戸三宮阪急ﾋﾞﾙ1F

神戸三宮ｵｲｽﾀｰﾊｳｽ

神戸市中央区加納町4-2-1神戸三宮阪急ﾋﾞﾙ1F

ｶﾗｵｹ館 北野坂店

神戸市中央区加納町4-3-10

神戸ｲﾀﾘｱﾝｷｽﾞﾅ

神戸市中央区加納町4-3-14高木ﾋﾞﾙ2階

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ三宮北口店

神戸市中央区加納町4-3-2

白木屋三宮北口駅前店

神戸市中央区加納町4-3-3

ﾁｷﾁｷﾁｷﾝ北野坂

神戸市中央区加納町4-3-5ｼｬﾄ-北野坂ﾋﾞﾙ3F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場北野坂店

神戸市中央区加納町4-3-5ｼｬﾄ-北野坂ﾋﾞﾙ4から6F

赤から北野坂店

神戸市中央区加納町4-3-5ｼｬﾄ-北野坂ﾋﾞﾙ9F

郷土料理 からす

神戸市中央区加納町4-3の51FB1ｼｬﾄ-北野坂ﾋﾞﾙ

こめとぶどう

神戸市中央区加納町4-4-11吉住ﾋﾞﾙ1F

かわらや

神戸市中央区加納町4-4-11吉住ﾋﾞﾙ1階

Petit Trois Soeurs ﾌﾟﾁﾄｱｽｰ

神戸市中央区加納町4-4-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ

ﾛｷ食堂

神戸市中央区加納町4-5-10

串天婦羅 いろり乃膳

神戸市中央区加納町4-5-10北野坂ｷﾝｾﾝﾋﾞﾙ1F

音音nene

神戸市中央区加納町4-5-11第8ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ1階

鈴蘭

神戸市中央区加納町4-5-11第8ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ2階

Rainbow BEAst(ﾚｲﾝﾎﾞｳﾋﾞｰｽﾄ)

神戸市中央区加納町4-5-11第8ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ3階

LAPIS LAZULI

神戸市中央区加納町4-5-11第8ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ4F

rindo

神戸市中央区加納町4-5-11第8ﾌﾀﾊﾞﾋﾞﾙ5階

ﾙﾘﾝ ｲﾝ ﾙﾘﾝ

神戸市中央区加納町4-5-12第2島ﾋﾞﾙ2F

ﾗｰﾒﾝおだ

神戸市中央区加納町4-5-12第二島ﾋﾞﾙ1階

canna

神戸市中央区加納町4-5-12第二島ﾋﾞﾙ地下1階

店舗名

住所

ﾄﾗｯﾄﾘｱﾋﾟｯﾂｪﾘｱｴﾚﾌｧﾝﾃ

神戸市中央区加納町4-5-13-3F

お魚 きりゅう

神戸市中央区加納町4-5-13ﾇ-ﾊﾞｽﾋﾟﾘｯﾄﾋﾞﾙ2階

武蔵

神戸市中央区加納町4-5-3

玄品 神戸三宮北野坂

神戸市中央区加納町4−5-3田中ﾋﾞﾙ1階

やき鳥北の蔵

神戸市中央区加納町4-5-9

A•bar

神戸市中央区加納町4-5-9大上ﾋﾞﾙ3階

鮨･酒･肴 杉玉 神戸北野坂

神戸市中央区加納町4-6-11ﾏｽﾀ-ｽﾞﾋﾞﾙ1F

1ST･FLY

神戸市中央区加納町4-6−11ﾏｽﾀ-ｽﾞﾋﾞﾙ7階

お好み焼き しょうちゃん

神戸市中央区加納町4-6-3

北野坂酒場 情熱ﾎﾙﾓﾝ

神戸市中央区加納町4-6-3

ｽﾅｯｸ ﾎﾟｱｰﾙ

神戸市中央区加納町4-6-3B1

ROSA SNACK BAR

神戸市中央区加納町4-6-4ｸﾗﾝﾂ北野坂ﾋﾞﾙ4階(訂正)

はなかるた

神戸市中央区加納町4-6-4ｸﾚﾝﾂ北野坂ﾋﾞﾙ1階

或る頁

神戸市中央区加納町4-6-4細坪ﾋﾞﾙ3階

The First

神戸市中央区加納町4-6-5-702

Es-ｴｽ-

神戸市中央区加納町4-6-5ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ3階

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

神戸市中央区加納町4-6-5ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ3階

Ryu's DINING

神戸市中央区加納町4-6-5ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ601

ｽｲｰﾄｻﾝﾊﾟｷﾞｰﾀ

神戸市中央区加納町4-6-5ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ6F

絆

神戸市中央区加納町4-6-8

CRAAN

神戸市中央区加納町4-6-8 TAKAI B.L.D4F畠幸美

Campbell

神戸市中央区加納町4-6-8-5

一か八か

神戸市中央区加納町4-6-8TAKAIB.L.D 4A

花mizuki

神戸市中央区加納町4-6-8TAKAIB.L.D.1126階

Claire

神戸市中央区加納町4-6-8ﾀｶｲBLD3F

FUZZY

神戸市中央区加納町4-7-11

ﾌﾟﾁ･ﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区加納町4-7-11 ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙ6F

snack ChouChou(ｼｭｼｭ)

神戸市中央区加納町4-7-11､ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙB1F(B06号)

八月

神戸市中央区加納町4-7-11-203

Cat.s.Line

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ.ﾄﾞ.北野坂ﾋﾞﾙ6階

ｻﾛﾝ ﾄﾞ ﾛｾﾞ

神戸市中央区加納町4-7−11ﾊﾟﾚ.ﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ7F

ﾙ ｼｪｰﾙ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂7F

ｽﾅｯｸﾗｳﾝｼﾞ 紅駒

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙ4F

ｸﾗﾌﾞｶﾙﾑ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙ5F

ｽﾅｯｸみつみ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙ5F

ﾌｧｼﾞｨｰ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ･北野坂ﾋﾞﾙB1F

MembersOne

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ08

北野坂 螢

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ1階

店舗名

住所

銀の匙

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ201号

Cuffs.

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ･ﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ4階

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｬﾋﾞｱ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ•ﾄﾞ•北野坂ﾋﾞﾙ6階

和合倶楽部

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂2F

M's room

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂3F

ﾗｳﾝｼﾞﾊﾞｰS

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂3F

ﾌﾟﾘﾏヴｪｰﾗ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ

ﾛﾀﾞﾝ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ1階

ｺｺ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ2F

伽羅

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ3F

弦音

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚﾄﾞ北野坂ﾋﾞﾙ3階

ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾞﾚ北野坂BF1

炭焼きすてｰき きた山

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ北野坂ﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸCATS

神戸市中央区加納町4-7-11ﾊﾟﾚ北野坂ﾋﾞﾙ505

asparagus

神戸市中央区加納町4-7-14B1

いずみ鮓

神戸市中央区加納町4-7-1ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝﾋﾞﾙ1階

HOOCH

神戸市中央区加納町4-7-1ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝﾋﾞﾙ2F

BAR AHAHA

神戸市中央区加納町4−7-1ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝﾋﾞﾙ5

HACHI

神戸市中央区加納町4-7-2

銀平 三宮店

神戸市中央区加納町4-7-20

TOUFU-DINING 大豆屋

神戸市中央区加納町4-7-20ｲ-ｸﾞﾙﾋﾞﾙB1

肴と盃はまけん

神戸市中央区加納町4-7-23

かのう屋

神戸市中央区加納町4-7-24

一心太助 TONARI

神戸市中央区加納町4-7-24

金星

神戸市中央区加納町4-7-24

Daisy

神戸市中央区加納町4-7-25ｻﾝﾌﾟﾛ羽根田ﾋﾞﾙ5F

Gokan

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ102

Madonna

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ202

ﾜｲﾝﾊﾞｰｱﾑﾙｰｽﾞ

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ203

Magenta

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ301号

MONETA

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ4F

La･Fenice

神戸市中央区加納町4-7-25羽根田ﾋﾞﾙ5階(501号室)

MAGIE ｶﾌｪ

神戸市中央区加納町4-7-26 藤嶋ﾋﾞﾙ 3階

花

神戸市中央区加納町4-7-26 藤嶋ﾋﾞﾙ B1階

どろ船

神戸市中央区加納町4-7-26藤嶋ﾋﾞﾙ2階

bello

神戸市中央区加納町4-7-2ALBA北野坂4階

Le

神戸市中央区加納町4-7-2ALBA北野坂6階

Soleil

ｻｰﾓﾝﾊﾞﾙ銀涙

神戸市中央区加納町4-7-2ALBA北野坂ﾋﾞﾙ1階

店舗名

住所

cicoria

神戸市中央区加納町4-7-2ｱﾙﾊﾞ北野坂2F

松尾

神戸市中央区加納町4-7-3ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5F

ﾛｲｴｯﾄ

神戸市中央区加納町4-7-4

ｶﾗｵｹいこい

神戸市中央区加納町4-7-4-5

伽羅

神戸市中央区加納町4-7-4-6Fｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ

Halekulani

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5F

ｶﾗｵｹﾁｬﾁｬﾁｬ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ5階

Maisonde.ReVIA

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ6階

ﾀﾞﾝﾌｧｰﾑﾘﾝ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ7階

Sincerely ｼﾝｼｱﾘｰ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階j室

ﾗﾋﾞｱﾝﾛｰｽﾞ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F

Flamingo

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4階

NON'S

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6階

ｽﾅｯｸIRIS

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ7階

ｺﾞｰﾙﾄﾞ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ8F

なつめ

神戸市中央区加納町4-7-4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

cheri

神戸市中央区加納町4-7-7

glad

神戸市中央区加納町4-7-7

IRBIS

神戸市中央区加納町4-7-7

神戸びいどろ北野坂店

神戸市中央区加納町4-7-7

Luxe Kamon

神戸市中央区加納町4-7-7 神三ﾋﾞﾙ4階

百年麻婆

神戸市中央区加納町4-７－７－１F

Space

神戸市中央区加納町4-7-7新三ﾋﾞﾙ5階B

侍北野坂店

神戸市中央区加納町4-7-7神三ﾋﾞﾙ1F

aroe

神戸市中央区加納町4-7-7神三ﾋﾞﾙ5F

Diosa

神戸市中央区加納町4-7-7神三ﾋﾞﾙ5階

ﾗｳﾝｼﾞ Dahlia

神戸市中央区加納町4-7-7神三ﾋﾞﾙ6F

ﾌﾞﾙｶﾞﾘ

神戸市中央区加納町4-7-7神三ﾋﾞﾙ7階C号

ﾚｱﾙ

神戸市中央区加納町4-7-8ERC北の坂ﾋﾞﾙ8階

ｱｰﾄﾞﾍﾞｯｸﾞﾊｲﾎﾞｰﾙﾊﾞｰ

神戸市中央区加納町4-7-8ERC北野坂ﾋﾞﾙ2F

Le Soleil

神戸市中央区加納町4-7-8ERC北野坂ﾋﾞﾙ3階

La Verite

神戸市中央区加納町4-7-8ERC北野坂ﾋﾞﾙ6F

K′s

神戸市中央区加納町4-7-8ERC北野坂ﾋﾞﾙ9階

ｽﾅｯｸちづる

神戸市中央区加納町4-7の4ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6階

ｱｸﾄ

神戸市中央区加納町4-8-12

赤いふうせん

神戸市中央区加納町4-8-12北野ﾌﾟﾘﾝｾｽ

美ｹ月

神戸市中央区加納町4-8-12北野ﾌﾟﾘﾝｾｽ3階

おもて

神戸市中央区加納町4-8-12北野ﾌﾟﾘﾝｾｽﾋﾞﾙ5階B

神三ビル

店舗名

住所

AEDIFICA

神戸市中央区加納町4-8-12北野坂ｸｲ-ﾝｽﾞﾋﾞﾙ2階

檸檬の木

神戸市中央区加納町4-8-13-503F(ﾀｶｲﾋﾞﾙ)

ｽﾅｯｸ たまご

神戸市中央区加納町4-8-13ﾀｶｲﾋﾞﾙ502

槐庵

神戸市中央区加納町4-8-13高井ﾋﾞﾙ504

ChouChou

神戸市中央区加納町4-8-14

snack Rei

神戸市中央区加納町4-8-14 第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ6階B

ﾗｿﾜﾚ

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝ4階

Dahlia(ﾀﾞﾘｱ)

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1FB

Earth Angel

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2階

ﾊﾋﾟﾈｽ

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3FA

Collage

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3階

Salon de raisin

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5階

紗瑠芽

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ7階7FD号

Chatmbre

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8F

Mauve

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8F 8

ｼｬﾄﾝ ﾌﾞﾗﾝ

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8FB

Bouquet ﾌﾞｰｹ

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ9F

ｲｴﾛｰﾍﾟｰｼﾞ

神戸市中央区加納町4-8-14第11ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙBF

菜の葉

神戸市中央区加納町4-8-15 ｷ-ｳｴｽﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

Bar Martini (ﾊﾞｰ ﾏﾃｨｰﾆ)

神戸市中央区加納町4-8-15B1

RestaurantAbe

神戸市中央区加納町4-8-15ｷｰｳｪｽﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階

勇すし

神戸市中央区加納町4-8-15ｷ-ｳｴｽﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

フラトン(Fullerton)

神戸市中央区加納町4-8-17

日本料理 花隈 鈴江

神戸市中央区加納町4-8-17

鮨 ともあき

神戸市中央区加納町4-8-17TAKAI BLD 1A

diningみにとまと

神戸市中央区加納町4-8-17高井ﾋﾞﾙ1階

Food Bar 悠

神戸市中央区加納町4-8-19B1F

釜山食堂

神戸市中央区加納町4-8-19ﾊﾟﾙﾌｧﾝﾋﾞﾙ

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

神戸市中央区加納町4-8-19ﾊﾟﾙﾌｧﾝﾋﾞﾙ1階

雪月花 炭火焼

神戸市中央区加納町4-8-19ﾊﾟﾙﾌｧﾝﾋﾞﾙ2階

祥雲

神戸市中央区加納町4-8-19北上ﾎﾃﾙ1F

鳴門

神戸市中央区加納町4-8-1北上ﾋﾞﾙ1階

KOKOMO

神戸市中央区加納町4-8-8RHYMSBLD3F

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ たいき

神戸市中央区加納町4-8-8RHYMSﾋﾞﾙ4F

GEMORE

神戸市中央区加納町4-8-8RHYMSﾋﾞﾙ8F

末吉鮓

神戸市中央区加納町4-9-11

和房みよし

神戸市中央区加納町4-9-11成広ﾏﾝｼｮﾝ1階

U+

神戸市中央区加納町4-9-12 TAKAIﾋﾞﾙ ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄ4D

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ Ren

神戸市中央区加納町4-9-12-3F-C

ash M

神戸市中央区加納町4-9-12TAKAIﾋﾞﾙｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄ2階

ﾗｳﾝｼﾞ 結家

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺｰﾄﾋﾞﾙ5F

京BARさかい

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄ1F

おでん たばる坂

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄ1階

ｻﾛﾝﾊﾞｰ AT EASE

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄ7階

K and K

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄﾋﾞﾙ2-D

神座

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄﾋﾞﾙ3-D

ﾗｲﾌﾞﾊﾞｰｱﾙﾌｨｰ

神戸市中央区加納町4-9-12ｸﾘｽﾀﾙｺ-ﾄﾋﾞﾙ4F

PLT

神戸市中央区加納町4-9-12畔堂 淳

NEXT

神戸市中央区加納町4-9-13ｸﾘｽﾀﾙｺｰﾄﾋﾞﾙ4-c

炙火極鷄菜hatake

神戸市中央区加納町4-9-14TAKAIﾋﾞﾙ1階

紀州紀伊国地鶏 鳥吉

神戸市中央区加納町4-914TAKAIﾋﾞﾙ2F

四季旬菜 あつ

神戸市中央区加納町4-9-16-2階

ｸﾘｽﾏｽｸﾗﾌﾞ

神戸市中央区加納町4-9-16小林ﾋﾞﾙ3階

さくら亭

神戸市中央区加納町4-9-16入口ﾋﾞﾙ1階

IVY Bar

神戸市中央区加納町4-9-17

Tin cup

神戸市中央区加納町4-9-2

なべちゃん

神戸市中央区加納町4-9-2

ELEN

神戸市中央区加納町4-9-2 ｱｵｲﾋﾞﾙ1F

LUPIN

神戸市中央区加納町4-9-29-402

娑羅

神戸市中央区加納町4-9-29-406神戸真亜ﾋﾞﾙ4階

酔芙蓉

神戸市中央区加納町4-9-29-802

鮓 みずき

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ102号

あぶり焼きTOSHI

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ1F

時遊人

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ2階

ﾗ･ﾒｰﾙ

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ301号室

BLUE-J

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ3F

Deco're(ﾃﾞｺﾚ)

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ4F

ｽﾅｯｸ ｺﾞﾛﾝﾊﾟ

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ602

Qoo ｸｩ

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ6F

ｽﾅｯｸ

夕(You)

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ701号室

ﾋﾞｷﾞﾅｰ

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ8F

集い居酒屋ふくふく

神戸市中央区加納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ地下1階

ちびchan

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ2-C

梅香

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ2F

Jasmine

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ3F

ｻﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ2

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ3F

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ ﾊｰﾄ

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ3F

Sun

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ4-A

Cafe barELLE resort

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ4B

Bar ~NEXUS~

神戸市中央区加納町4-9-2AOIﾋﾞﾙ4階

MixSnackber章

神戸市中央区加納町4−9−2AOIﾋﾞﾙ6階

HAPPY

神戸市中央区加納町4-9-2ｱｵｲﾋﾞﾙ

PAVONE

神戸市中央区加納町4-9-2ｱｵｲﾋﾞﾙ5AB

源平寿司 北店

神戸市中央区加納町4-9-7

泡屋かはづ

神戸市中央区加納町4-9-8

Ligare

神戸市中央区加納町4-9-93階

Diana

神戸市中央区加納町4-9-9-404

北野坂 燻製LABO

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1F

薩摩地鶏 吹上庵

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1階

BAR CHOICE

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ202

caille ｶｲﾕ

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2階

office蘭

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ301

美希

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ302

Marin

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ305

team show

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ4F

ﾉﾙﾃ

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5F

777(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙB1

ensemble

神戸市中央区加納町4-9-9第8ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙBF2

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

Chance

神戸市中央区加納町4-9-9第八ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ303

吉訪

神戸市中央区加納町4-9番12号2階

萩原珈琲店 127番地

神戸市中央区加納町6-5-1支庁舎1号館1F

花くま 辨慶

神戸市中央区花隈町12-6第三大知ﾋﾞﾙ1階

双えん

神戸市中央区花隈町32番11号山手ﾏﾝｼｮﾝ1階

からあげ青春ど真ん中

神戸市中央区花隈町3-36ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ花隈1階西

お好み焼き･鉄板焼 田

神戸市中央区花隈町3-8-101冨士ﾏﾝｼｮﾝ

和ごころ 喜心

神戸市中央区花隈町5-21花隈ﾊｲﾂ1F

食いしん房 ﾃﾞｲｼﾞｰ･ﾏﾏ

神戸市中央区海岸通1-2-14賢泰ﾋﾞﾙ1階

喫茶ﾛﾋﾞﾝ

神戸市中央区海岸通2-2-3

喫茶ﾗﾝ

神戸市中央区海岸通4-3-20甲南ﾋﾞﾙ1階

喫茶 純

神戸市中央区海岸通4-4-1

かつの店 きよし

神戸市中央区海岸通4-4-10

酒処 粋

神戸市中央区海岸通4−4−8

greenery

神戸市中央区海岸通4-5-6ｺﾝﾌｫ-ﾄﾄ-ﾕ-1-B

食酒楽 朱家

神戸市中央区海岸通5-2-11ITOHﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

米米食堂

神戸市中央区海岸通6 B101

ｶﾌｪﾚｽﾄ8番館

神戸市中央区海岸通8番神港ﾋﾞﾙ1階

庭鳥(春日野道店)

神戸市中央区割塚7-2-10

しゃりん

神戸市中央区割塚通2-3-12

喫茶しゃりん

神戸市中央区割塚通2-3-121階

囲炉裏 小川

神戸市中央区割塚通4-2-5101

貴闘力の姉ちゃんの店あっちゃん

神戸市中央区割塚通5-1-7国体ﾏﾝｼｮﾝ101

ｶﾗｵｹ喫茶 美佐

神戸市中央区割塚通6-1-1高架下浜50号

洋食屋つよし

神戸市中央区割塚通6-2-4

居酒屋 万

神戸市中央区割塚通6-2-7割塚ﾊｲﾂ一階

ひかりや

神戸市中央区割塚通7-1-13-86

makeshift

神戸市中央区割塚通7-1-183

ｶﾗｵｹ○ちゃん

神戸市中央区割塚通7-2-11

酒楽

神戸市中央区割塚通7-2-11

Wine Stand KicoreDesign

神戸市中央区割塚通7-2-21

焼肉丁羅

神戸市中央区割塚通7-2-6

Bake Cafe Lievito

神戸市中央区割塚通7-2-9

中国料理椿苑

神戸市中央区旗塚通3丁目1-18

丸福寿し

神戸市中央区旗塚通4-2-4

佑起

神戸市中央区橘通2-3-11

喫茶ﾘｯｷｰ

神戸市中央区橘通2-3-12 橘ﾋﾞﾙ1F

味彩

神戸市中央区橘通3-2-3

うどん酒場 心

神戸市中央区橘通3-3-11

ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ茶屋にきる

神戸市中央区橘通3-3-12

たちばな

神戸市中央区橘通3-3-15

焼き菓子屋ｱｺｽ

神戸市中央区橘通3-3-6湊川神社西ﾋﾞﾙ1階

ﾏﾒﾛﾝ

神戸市中央区橘通3の2の4

立呑処 恵久母

神戸市中央区橘通4-1-1横山ﾋﾞﾙ1F

BistroCafe712

神戸市中央区宮本通2-1-12

おこじょ工房

神戸市中央区宮本通3-1-34

南国ｷｯﾁﾝ次郎

神戸市中央区宮本通7-3-6寿ﾏﾝｼｮﾝ1F

ORIENTAL HOTEL 4F TERRACE ROOM

神戸市中央区京町25

ORIENTAL HOTEL 5F ROYAL BALLROOM EAST

神戸市中央区京町25

ORIENTAL HOTEL 5F ROYAL BALLROOM WEST

神戸市中央区京町25

ORIENTAL HOTEL 6F ORIENTAL ROOM EAST

神戸市中央区京町25

ORIENTALHOTEL 6F WEST

神戸市中央区京町25

そば処 三味

神戸市中央区京町70松岡ﾋﾞﾙ地下1階

中華料理 老友酒家

神戸市中央区京町79B1-1

ベルメゾン旗塚1F

店舗名

住所

そば処 花りん

神戸市中央区京町79日本ﾋﾞﾙB1

かつ処花太郎

神戸市中央区京町79日本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞB1F

KINGSX

神戸市中央区琴ﾉ緒町1-1-323

太陽と虎

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-1-253

意屋

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-1-363

たいなん

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-3-13

炭焼きべらみ

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-3-15

鉄板焼Calvo

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-3-15

衣喰 塩梅

神戸市中央区琴ﾉ緒町2-5-2北尾荘1階

炭火焼鳥 ちんどん 三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-1-384

食工房遊

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-2-13

味楽

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-2-15玉屋ﾏﾝｼｮﾝ1F

お好み鉄板屋 けｰ坊

神戸市中央区琴ﾉ緒町3−2−18

いもや

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-15

ｶﾚｯｼﾞﾗｳﾝｼﾞ

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-17ｶﾚｯｼﾞﾋﾞﾙ2F

居酒屋ｼｮｳちゃん

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-21ｶﾏﾎﾞｺﾋﾞﾙ1階

ROCCA

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-5-55

cafe&salon Aimer

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-5-58

LITTLEMORECAFE

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-3-5-73

一三酒店®

神戸市中央区琴ﾉ緒町3-5-7

神源

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-281

立呑みｷｯﾁﾝせいちゃん

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-281

柳家

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-2812F

鬼味噌田嶋屋

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-282

串 高架下

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-386

蔵元酒場おやっとさぁ三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-392

焼肉 神戸十番

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-396

炭焼元祖神戸ﾎﾙﾓﾝ三宮本店

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-397

ひかりや

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-399

天一軒

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-1-400

Japanese Bal 朔 〜SAKU〜

神戸市中央区琴の緒町4-3-1ﾔﾅｲﾋﾞﾙ1F

二代目串勝家

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-6-10

ﾜｲﾝﾊﾞｰﾉﾌｧｻ

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-6-5

鮓國次

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-7-14

studio Bapple

神戸市中央区琴の緒町4-7-6富岡ﾋﾞﾙB1

CAFE+

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-7-9

お好み焼き さんぺい

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-7-9

下手の横好き

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-7-9

店舗名

住所

串処ちなり

神戸市中央区琴ﾉ緒町4-7-9関西ﾋﾞﾙ105

ｻﾞｺﾊﾞ 三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-1-298

ﾐﾗｲｻﾞｶ 三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-1-408

義経

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-1₋409

海流

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-1-411

炭火焼鳥酒場だんご 東店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-2三信ﾋﾞﾙ201

ﾆｶｲﾉｵｱｼｽ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-2三信ﾋﾞﾙ202

食彩工房いちにっさん

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-2三信ﾋﾞﾙB1

ｸﾞﾘﾙ異人館JR三ﾉ宮東口店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-3ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞﾙB1F

三ﾉ宮産直市場JR東口店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-3ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞﾙB1F

ｻｲｾﾞﾘﾔJR三ﾉ宮駅東口店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-2三宮駅前平和ﾋﾞﾙ2F

JOYSOUND三ﾉ宮東口駅前店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-2三宮駅前平和ﾋﾞﾙ5F

三呑み屋

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-2平和ﾋﾞﾙ8階

宇宙と描いてSAKABAとよむ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-3

三豊麺三宮駅前店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5

炭焼鶏HAKU

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5 ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ地下1階001号

ｴｷﾏｴｽﾀﾝﾄﾞ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ1F

お食事処 中里

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬｯﾎﾟﾋﾞﾙ

松月庵

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾟ-ﾋﾞﾙ101

ｼﾞﾋﾞｴｽﾀﾝﾄﾞinome

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾞ-ﾋﾞﾙB1F

ﾊﾞｰﾛｰﾊｲﾄﾞ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾟ-ﾋﾞﾙB1F

金の牛 三宮本店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾟ-ﾋﾞﾙB1F

鶏料理らんぷ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾟ-ﾋﾞﾙB1F

立ちのみZen

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-3-5ｸﾞﾘ-ﾝｼｬﾎﾟ-ﾋﾞﾙB1F

魚料理 たから

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-11

お好み焼き鉄板焼きてつ三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-14

どんぐり

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-18

ながりの炉 三宮東店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-23ｻﾝﾃﾞﾝﾋﾞﾙ1F

ｽﾀﾝﾄﾞGonta2

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-23ｻﾝﾃﾞﾝﾋﾞﾙB1F

味兵衛

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-5

日本風やがら

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-5三琴ﾋﾞﾙ4階

肝胆亭

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-4-5三琴ﾋﾞﾙ地階

ｸﾞﾘﾙ一平三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-5-26

LIVE HOUSE GREAT BLUE

神戸市中央区琴の緒町5-5-29

ﾌﾞｯｺ ﾎﾞﾛﾈｰｾﾞ ｴｽﾄ店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-5-29-102

どんがめ 三宮総本店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-5-2上東ﾋﾞﾙ1F

ｲﾝﾄﾞｶﾚｰのお店ｱｰﾙﾃｨｰ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-5-9ﾌｭ-ﾁｬ-ﾋﾞﾙB1

四宮軒

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-6−3三共ﾋﾞﾙ1階

店舗名

住所

ﾋﾞｵﾜｲﾝﾊﾞｰ最後の2ｾﾝﾄ

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-10宮元ﾋﾞﾙ1階南

BUMBUKitchen

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-10宮元ﾋﾞﾙ一階

Bar.新大陸

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-16布引ﾋﾞﾙ1F

港町 MOTHER

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-4ｻﾝｼｬｲﾝ三宮102

地魚屋台 とっつぁん 三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-4ｻﾝｼｬｲﾝ三宮1F

神戸餃子ｵﾚｷﾞｮ 三宮店

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-7 長野ﾋﾞﾙ1F

い草

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-7-101

焼肉 丸萬

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7-8NEP三宮ﾋﾞﾙ1F

ﾋﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝﾋﾞﾝ三宮

神戸市中央区琴ﾉ緒町5-7の6NestyGrazia

家庭料理

神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4-23

なおさん

haneruべらみ

神戸市中央区琴ﾉ緖町3-4-12

ぐるり

神戸市中央区琴ﾉ緖町3-5-5

居酒屋楽気

神戸市中央区熊内橋通1-8-16

みつる

神戸市中央区熊内橋通3-1-12

ﾐﾆﾏﾑ･KOBE

神戸市中央区熊内橋通4-3-13

そば切り山親爺

神戸市中央区熊内町2-1-37

ほてるISAGO神戸 料亭胡蝶

神戸市中央区熊内町4-3番7号

ZIO PIETRO

神戸市中央区熊内町4-8-4 ｶﾅﾔﾗﾙﾋﾞﾙ1F

ﾄｰｽﾀｰ

神戸市中央区熊内町4-8-8-101

ｾﾅｰﾙ

神戸市中央区熊内町7-4-1

放香堂加琲

神戸市中央区元町3-10-6

神戸宴

神戸市中央区元町7-2-1

kARMA HOUSE

神戸市中央区元町高架通1-146

淡水軒

神戸市中央区元町高架通2-138

味楽

神戸市中央区元町高架通2-141

ﾊﾞｲﾝﾐｰ83

神戸市中央区元町高架通2-153

Can bar

神戸市中央区元町高架通2-235西

the second

神戸市中央区元町高架通2-237

立呑屋 もとこのいとこ

神戸市中央区元町高架通3-138

松屋

立ち食いうどん・そば

元町酒場店

神戸市中央区元町高架通3-138北側

東京ﾎﾙﾓﾝ3世

神戸市中央区元町高架通3-149

鉄板居酒屋こうちゃん

神戸市中央区元町高架通3-224

ﾊｯﾋﾟｰ ｼﾞｬｯｸ

神戸市中央区元町高架通3-236

ｽﾅｯｸぺぺ

神戸市中央区元町通10-1-2阪神有楽街

ALLONS-Y!

神戸市中央区元町通1-10-12ももの木元町ﾋﾞﾙ2階

京屋 元町店

神戸市中央区元町通1-10-4

丸呉水産

神戸市中央区元町通1-10-4-地下

大衆酒場すず

神戸市中央区元町通1-10-7大森ﾋﾞﾙB1

店舗名

住所

京華楼

神戸市中央区元町通1-1-11

赤萬元町店

神戸市中央区元町通1-11-10

ひょうたん元町店

神戸市中央区元町通1-11-15

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場生田新道

神戸市中央区元町通1-11-17

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 神戸元町店

神戸市中央区元町通1-11-17

ｶﾞｽﾄ神戸元町

神戸市中央区元町通1-11-17大本元町ﾋﾞﾙ2階

鳥貴族元町南店

神戸市中央区元町通1-11-17大本元町ﾋﾞﾙ4F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場元町2号

神戸市中央区元町通1-11-17大本元町ﾋﾞﾙ7から9F

ﾋﾟﾝﾁｮｽ元町ｴﾋﾞｽ

神戸市中央区元町通1-11-3

神戸元町別館牡丹園

神戸市中央区元町通1-11-3

みつまた喫茶店

神戸市中央区元町通1-11-5三ﾂ星ﾋﾞﾙ4階

炭火 まなび家

神戸市中央区元町通1-11-6-1階

ｽﾝﾄﾞｩﾌﾞ韓豆(ﾊﾝﾄﾞｩ)

神戸市中央区元町通1-1-1新元町ﾋﾞﾙB1F

心や

神戸市中央区元町通1-1-1神戸元町ﾋﾞﾙB1

麻雀ｸﾗﾌﾞ 国士無双

神戸市中央区元町通1-12-1K2ﾋﾞﾙ3階

gyoza yummy

神戸市中央区元町通1-12-2Linﾋﾞﾙ1F

JIROBE

神戸市中央区元町通1-12-3

ﾌﾟﾘﾓぐりる

神戸市中央区元町通1-12-3恒星ﾋﾞﾙ1階東

花水樹

神戸市中央区元町通1-12-71階西

いまや

神戸市中央区元町通1-12-8

karaoke dummy

神戸市中央区元町通1-12-81F

彼是

神戸市中央区元町通1-1-2伊藤ﾋﾞﾙ1F北側

ﾃﾞｨｼｬｲﾅｰ

神戸市中央区元町通1-13-11

串鉢

神戸市中央区元町通1-13-12

いなほ

神戸市中央区元町通1-13-12神戸ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ2F

ｻﾞﾗｳﾝｼﾞﾊﾞｰｶｻﾌﾞﾗﾝｶ

神戸市中央区元町通1-13-12神戸ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙB1

元町ﾊﾞｰﾙCheers

神戸市中央区元町通1-14-17

串焼きｽﾀﾝﾄﾞkatagiri

神戸市中央区元町通1-14-18

担々麺専門店 珠しっぴん

神戸市中央区元町通1-14-3

天下一品元町店

神戸市中央区元町通1-14-9

沙県製麺

神戸市中央区元町通1-2-1

ZEROCALORIE

神戸市中央区元町通1-2-3メイメイビル

LES HIRONDELLES

神戸市中央区元町通1-2-8

Stadt Heurige 葡萄舎

神戸市中央区元町通1-3-11

韓国カフェ

神戸市中央区元町通1-3-14

アテンション

致利ビル １F北

焼鳥のﾋﾅﾀ 元町駅前店

神戸市中央区元町通1-3-17元町ﾋﾞﾙ1階

小肥牛

神戸市中央区元町通1-3-2

元町ひる呑み×ｽﾊﾟｲｽ SILVERGOLD

神戸市中央区元町通1-3-2奥田ﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

東栄酒家

神戸市中央区元町通1-3-62F

海鮮広東料理 昌園

神戸市中央区元町通1-3-7

曹家包子館

神戸市中央区元町通1-3-7

巽

神戸市中央区元町通1-4-7

ｸﾞﾘﾙkissho

神戸市中央区元町通1-4-8ｶﾅｴﾋﾞﾙ2階

Cafe&Bar DINGO

神戸市中央区元町通1-5-10木谷ﾋﾞﾙB1F

神戸牛 黒澤

神戸市中央区元町通1-6-20KCSﾋﾞﾙ

伊藤ｸﾞﾘﾙ

神戸市中央区元町通1-6-6

igrekvega（ｲｸﾞﾚｯｸﾍﾞｶﾞ）

神戸市中央区元町通1-7-16F

金時食堂

神戸市中央区元町通1-7-2

油そば きりん寺 神戸総本店

神戸市中央区元町通1-8-14

ﾌﾞﾙｰｽﾀｰﾊﾞｰｶﾞｰ神戸元町店

神戸市中央区元町通1-8-1元一ﾋﾞﾙ1階

はなまるうどん元町1番街店

神戸市中央区元町通1-8-2真砂ﾋﾞﾙ2F

ALWAYS motomachi

神戸市中央区元町通1-8番4B1

ごて王

神戸市中央区元町通1-9-2-1F

元町駅南店

ANCHOR

神戸市中央区元町通1-9-2元町ﾛｯｸﾋﾞﾙB1

お好み焼き 小町

神戸市中央区元町通1-9-3

石原商店

神戸市中央区元町通1-9-6

朔望

神戸市中央区元町通1-9-8

祥龍 中華料理

神戸市中央区元町通1-9-8

博多やきとりかわ庵元町本店

神戸市中央区元町通1-9-8元町ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞﾙ1階

なか卯 神戸元町店

神戸市中央区元町通2-10-1

焼肉六甲 元町店

神戸市中央区元町通2-10-1錦ﾋﾞﾙB1F

よっちゃん

神戸市中央区元町通2-10-2

光

神戸市中央区元町通2-10-2

彩季

神戸市中央区元町通2-10-2-11阪神元町有楽街

りさ

神戸市中央区元町通2-10-2阪神元町駅地下街

樽生ﾜｲﾝ ｶﾍﾞﾙﾈ

神戸市中央区元町通2-10-2阪神元町駅地下街

和風ｽﾅｯｸさゝ丁

神戸市中央区元町通2-10-2阪神地下

貴

神戸市中央区元町通2-10-2阪神有楽街

AZABU

神戸市中央区元町通2-10-2有楽街

上海料理 蓮

神戸市中央区元町通2-1-112F

餃子坊

神戸市中央区元町通2-1-14

お好み焼き さか田

神戸市中央区元町通2-1-8

げん

神戸市中央区元町通2-1-9元町ﾌﾟﾗｻﾞ地下

金山肉店

神戸市中央区元町通2-2-14ｻﾝﾗｲｽﾞ1A

鹿鳴荘

神戸市中央区元町通2-2-2

中国料理 友好飯店

神戸市中央区元町通2-2-3

店舗名

住所

鉄板BASEはぶてる

神戸市中央区元町通2-2-5

SAVOY PUERUTO

神戸市中央区元町通2-2-7尾下ﾋﾞﾙ2F

元町ｻﾝﾄｽ

神戸市中央区元町通2-3-12

ちから

神戸市中央区元町通2-3-16

たじま屋 南京町店

神戸市中央区元町通2-3-16 食味館2階

ﾘｯｷｰ&ﾄﾏﾄ

神戸市中央区元町通2-3‐16塚瀬ﾋﾞﾙ1F

ｸﾞﾘﾙ一平元町東店

神戸市中央区元町通2-3-2地下1F

大学

神戸市中央区元町通2-3-5

鮨 しゅんぺい

神戸市中央区元町通2-3-6

てるみん

神戸市中央区元町通2-4-13林ﾋﾞﾙ1F

赤穂屋

神戸市中央区元町通2-4-15

ｶﾌｪ豆茶

神戸市中央区元町通2-4-8

台湾菜館

神戸市中央区元町通2-5-1

創作料理 加藤

神戸市中央区元町通2-5-14､ｷﾖｼﾏﾋﾞﾙ別館1階

上海飯店

神戸市中央区元町通2-5-3

ちｰず屋ﾚｽﾄﾗﾝ&ﾄﾞｯｸﾞｶﾌｪ

神戸市中央区元町通2-5-4ﾔﾏﾄ屋貿易ﾋﾞﾙ1.2F

ｸﾞﾘﾙ一平元町店

神戸市中央区元町通2-5-6

西陽紅

神戸市中央区元町通2-5一2

炭焼き屋まるわ

神戸市中央区元町通2-6-10ﾐﾅﾄﾓﾄﾏﾁﾋﾞﾙ1階

RECORD BAR BRAQUE

神戸市中央区元町通2-6-10ﾐﾅﾄ元町ﾋﾞﾙ2F

BAR OWL

神戸市中央区元町通2-6-16森岡ﾋﾞﾙB1

ｸﾞﾘﾙﾊﾞｰﾙMITSU

神戸市中央区元町通2-7-12

鶏の商店

神戸市中央区元町通2-7-122階

こだわりや元町

神戸市中央区元町通2-7-13

瀬戸

神戸市中央区元町通2-7-15

ｷｯﾁﾝﾊﾞｰ べらみ

神戸市中央区元町通2-7-19西川ﾋﾞﾙ1F

ごさく

神戸市中央区元町通2-7-20

ﾍﾞﾄﾅﾑ食堂ﾀﾝｶﾌｪ元町店

神戸市中央区元町通2-7-4､二階

武相荘

神戸市中央区元町通2-7-6炳昌ﾋﾞﾙ102号

ﾅﾁｭﾗﾙｷｯﾁﾝ

神戸市中央区元町通2-7-7

ﾊﾞｰ ABUはち

神戸市中央区元町通2-7-8

松屋 神戸元町店

神戸市中央区元町通2-8-14ｵﾙﾀﾝｼｱﾋﾞﾙ1F

Shima Nomi

神戸市中央区元町通2-8-15

Casual Dining pipi

神戸市中央区元町通2-8-18桃林ﾋﾞﾙ2階

きた

神戸市中央区元町通2-8-6

CasualWineBarWINEPARADISEMOTOMACHI

神戸市中央区元町通2-8-6村田ﾋﾞﾙ102

焼肉酒家暁市

神戸市中央区元町通2-9-1

世界長

神戸市中央区元町通2-9-1

店舗名

住所

小宇宙

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ115-c

丸榮

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ117

横浜家系ﾗｰﾒﾝ 一蓮家 元町店

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ1F

酒房まつむら

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ1階

日本元気酒場ｶﾀｷﾞﾘ

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ1階

韓辛DELI 神戸三宮元町店

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ2階

theater jazzy bar & live

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ303

KUROIZOU By BLACK ELEPHANT

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ402

居酒屋らくらく

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞB1

昇龍/春夏秋冬1984

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ

吉鳥元町駅前店

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ103A

kitchen BAR 333

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ115-B

串ｶﾂ酒場 ひろかつ神戸元町店

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

酒の大八

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1階

Regene cafe

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

碧

神戸市中央区元町通2-9-1元町ﾌﾟﾗｻﾞ地下

銘記

神戸市中央区元町通2丁目3-1

ﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ

神戸市中央区元町通3-10-19

evecafe

神戸市中央区元町通3-10-4

神戸ｷｰﾏｶﾚｰ元町通り3丁目

神戸市中央区元町通3-11-10

青柳

神戸市中央区元町通3-11-14

喜楽亭うｰちゃん

神戸市中央区元町通3-11-15元町ﾏﾝｼｮﾝ102

餃子 ふくろ

神戸市中央区元町通3-11-16

SABAR神戸元町店

神戸市中央区元町通3-11-4

ﾔｷﾆｸ銀河

神戸市中央区元町通3-12-21

彩季

神戸市中央区元町通3-12-3日国ﾋﾞﾙ地下

ｽﾅｯｸ島娘

神戸市中央区元町通3-12-3日国ﾋﾞﾙ地下1階

岩黒 元町店

神戸市中央区元町通3-12-4-1F

GGC

神戸市中央区元町通3-12-8

もつ鍋 才谷

神戸市中央区元町通3-12-8

新割烹 丹色

神戸市中央区元町通3-13-1-1F

お好み焼き はじめ

神戸市中央区元町通3-13-9

南千本木

神戸市中央区元町通3-13-9

koba

神戸市中央区元町通3-14-4

権兵衛

神戸市中央区元町通3-15-10

路地裏ｷｯﾁﾝﾖﾈﾓﾝｶﾚｰ

神戸市中央区元町通3-15-10西ﾋﾞﾙ1F

串揚げ新政

神戸市中央区元町通3-15-8

居酒屋を

神戸市中央区元町通3-15-8(1F)

店舗名
chelum
鉄板ﾎﾙﾓﾝ

住所
神戸市中央区元町通3-15-8-2階

焼 牛てつ

神戸市中央区元町通3-17-5

BAR BITTER END

神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ﾋﾞﾙ102

喫茶ｴｺﾙｾ

神戸市中央区元町通3-2-11

神戸牛 八坐和 WEST

神戸市中央区元町通3-2-1ﾜｺ-ﾚ元町ｻﾞｼﾃｨ-1F

ﾆｶｲﾉﾌﾗﾝｸ

神戸市中央区元町通3-3-2今川ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

華楽園

神戸市中央区元町通3-3-5

日本料理はし野

神戸市中央区元町通3-4-14

日本料理 松喜

神戸市中央区元町通3-5-5

天婦羅 藤はら

神戸市中央区元町通3-6-14

刻屋

神戸市中央区元町通3-6-6

株式会社 鰻 青葉

神戸市中央区元町通3-8-10

HSP Healing ｷｯﾁﾝｶｸﾚﾐﾉ家神戸元町店

神戸市中央区元町通3-8-6

焼肉ﾎﾙﾓﾝ ひなた屋

神戸市中央区元町通3-8-7

台湾今日

神戸市中央区元町通3-9-18

大衆味処松屋元町本店

神戸市中央区元町通3-9-21松屋元町ﾋﾞﾙ1F

観音屋 本店

神戸市中央区元町通3-9-23

PAUL神戸元町店

神戸市中央区元町通3-9-8ﾊﾟﾙﾊﾟﾛ-ﾚ1F

地酒と酉 猿人

神戸市中央区元町通4-1-1王ﾋﾞﾙ2F

寿志淺井

神戸市中央区元町通4-1-20

韓国家庭料理ｱﾝﾆｮﾝ

神戸市中央区元町通4-1-6

山田酒類販売 株式会社

神戸市中央区元町通4-1-6山田ﾋﾞﾙ101

まつぼっくり

神戸市中央区元町通4-3-15

東蘭

神戸市中央区元町通4-4-7

toycafe

神戸市中央区元町通4-5-10B1(正)

神戸 鉄板焼 おくの

神戸市中央区元町通4-5-12池上ﾋﾞﾙ1階

えぇとこどり くらわんか

神戸市中央区元町通4-6-11ｼ-ｺﾑﾋﾞﾙ1階

喫茶ﾍﾞｱ

神戸市中央区元町通4-6-12

とりの巣元町店

神戸市中央区元町通4-6-14

醍醐味ふじわら

神戸市中央区元町通4-6-25光明ｺｰﾎﾟﾗｽ1階

本の栞

神戸市中央区元町通4-6-26元村ﾋﾞﾙ1F北

神戸赤身ｽﾃｰｷ専門 ｾｷﾞｭｰﾙ

神戸市中央区元町通5-2-16ﾋﾙﾊｳｽ元町1階北

ｶﾌｪｸｯｶ

神戸市中央区元町通5-3-17

ｸﾞﾘﾙﾐﾔｺ

神戸市中央区元町通5-3-5

こうき屋

神戸市中央区元町通5-3-8ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ神戸元町第52階

ｼｪｱｷｯﾁﾝﾋﾄﾄﾊﾞ西元町

神戸市中央区元町通5-4-1-1階

老祥紀

神戸市中央区元町通5-4-16

ｸﾗｼｯｸｻﾛﾝ･ｱﾏﾃﾞｳｽ

神戸市中央区元町通5-4-8B1

店舗名

住所

ｺｰﾋｰﾛｰｽﾄﾜﾝｽﾞ

神戸市中央区元町通5-4-8三木ﾋﾞﾙ1階

さぬきうどん讃也

神戸市中央区元町通5-5-14

あかねや珈琲店

神戸市中央区元町通5-6-9

みつは

神戸市中央区元町通5-7-1

食べもんやKIMICO

神戸市中央区元町通5-7-27

KOBE Joan

神戸市中央区元町通5-7-9

Marilyn Bar

神戸市中央区元町通5-7-9 KOBEJoan 2F3F

AQUAN

神戸市中央区元町通5-7-91F

ﾎﾟﾙﾄﾊﾟﾆｰﾉ

神戸市中央区元町通5-8-15ｸﾛｼｪﾋﾞﾙ1F

花吉

神戸市中央区元町通5-8-21大西ﾋﾞﾙ1F

ﾊﾅｷﾁﾙｰﾑ

神戸市中央区元町通5-8-21大西ﾋﾞﾙ2F

淡路島ﾊﾞｰｶﾞｰ神戸元町店

神戸市中央区元町通5-8-4

ROCKET CHICKEN KOBE

神戸市中央区元町通5-8-5

喫茶ﾁｪﾘｰ

神戸市中央区元町通5-8-5

西湖園

神戸市中央区元町通5-8-6

実香園

神戸市中央区元町通6-1-26

牛一朗

神戸市中央区元町通6-2-34-102

BOPCAFE

神戸市中央区元町通6-7-6茶本ﾋﾞﾙB1

SEABERRYS

神戸市中央区元町通6-7-7

羅子

神戸市中央区元町通6-7-9 秋毎ビルB1

ｽﾀﾝﾄﾞﾋﾏﾜﾘ

神戸市中央区元町通6-7-9秋毎ﾋﾞﾙ地下1階

呑み処さつま

神戸市中央区元町通6-7番9号

がんばり屋

神戸市中央区元町通6-8-13

みわ寿司

神戸市中央区元町通6-8-16

喫茶 ｻﾏﾝｻ

神戸市中央区元町通6-8-6-101

すじｺﾝたこ焼 ちえちゃん

神戸市中央区元町通6-8-8

UKULeLe

神戸市中央区元町通6丁目5番15号

鯨肉

神戸市中央区元町通7-2-17好永ﾋﾞﾙ1階

ｱﾋﾙﾔﾐﾆﾏﾙ

神戸市中央区元町通7-2-17好永ﾋﾞﾙ5F

有限会社ｹｲﾎﾜｲﾄ ﾃﾞｺﾞｲﾁｶﾌｪ

神戸市中央区元町通7-3-2

中国料理 東光

神戸市中央区元町通り1の13の11新光ﾋﾞﾙ2階

ひいらぎ

神戸市中央区元町通り4-5-6中野第二ﾋﾞﾙ1階

牛処慶

神戸市中央区元町通日光ﾋﾞﾙ1階

ｽﾎﾟﾙﾃﾘｱ

神戸市中央区古湊通1-1-23

犇屋神戸駅前店

神戸市中央区古湊通1-1-23

麺処さくら庵

神戸市中央区古湊通1-1-5古湊YKﾋﾞﾙ1F

備長炭火焼肉 炭火家

神戸市中央区古湊通1-2-12古湊ﾋﾞﾙ101

福満楼

神戸市中央区古湊通1-2-15ﾓｱﾗｲﾌ1F

三宅ビル

元町ビル2F

店舗名

住所

ﾎﾟﾙﾄﾐｰﾅ

神戸市中央区古湊通1-2-25ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ103

鶏匠 吟八 神戸駅前店

神戸市中央区古湊通1-2-25ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

鶏ﾓﾂお好み焼き 元

神戸市中央区古湊通1-2-8甲南ｻﾝｺ-ﾎﾟﾗｽ106

粋酔酒場 島津

神戸市中央区古湊通1-2-8甲南ｻﾝｺ-ﾎﾟﾗｽ107

へっついさん

神戸市中央区古湊通2-2-23

さな川

神戸市中央区古湊通2-23

海獣

神戸市中央区吾妻通1-2-271F

ﾗｰﾒﾝ居酒屋 風火山

神戸市中央区吾妻通1-2-31

まるたこ

神戸市中央区吾妻通6-1-5

悟空

神戸市中央区吾妻通6-4-15

ﾎﾟｴﾑ

神戸市中央区吾妻通6-4-15-1f

ふみちゃん

神戸市中央区吾妻通6-4-21

海音

神戸市中央区御幸通2-1-10

食職ｷｯﾁﾝ

神戸市中央区御幸通2-1-6

KOREAN DINING まにわ

神戸市中央区御幸通3-1-11-103

お好み鉄板焼HANAMARU

神戸市中央区御幸通3-1-11-104

t's cafe

神戸市中央区御幸通3-2-14 ｸﾗｳﾝﾋﾞﾙ1F

ｳｲﾝｸﾞ3

神戸市中央区御幸通3-2-4ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ103号

鮨処順

神戸店

神戸市中央区御幸通4-1-10

YAYA BLD.１階

ﾚｽﾄﾗﾝｾﾝｶ神戸三宮店

神戸市中央区御幸通4-1-22ｸﾞﾘ-ﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ神戸三宮2F

ｹｰﾆﾋｽｸﾛｰﾈ 手作りｽｲｰﾂ館

神戸市中央区御幸通4-1-6

ｼｱﾄﾙｽﾞﾍﾞｽﾄｺｰﾋｰAPA神戸三宮

神戸市中央区御幸通5-2-14APAﾎﾃﾙ神戸三宮1F

ｺﾝﾃ

神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ﾋﾞﾙ東館B1

さくら

神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ﾋﾞﾙ東館地下

好富

神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ﾋﾞﾙ東館地下

海老元

神戸市中央区御幸通6-1-31-1階

ｺﾞﾁｭｳ

神戸市中央区御幸通6-1-31ﾌｷ三宮ﾋﾞﾙ2F

CAFE Zoe'

神戸市中央区御幸通6-1-3ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ3F

ﾄﾗｯﾄﾘｱ･ﾗｯﾎﾟﾗ

神戸市中央区御幸通6-1-3山田ﾋﾞﾙ1F

なか卯 三宮御幸通

神戸市中央区御幸通6-1-5

ももの木

神戸市中央区御幸通6-1番25号ももの木三宮ﾋﾞﾙ1階

収穫祭三宮店

神戸市中央区御幸通7-1-15三宮ﾋﾞﾙ南館B1F

兵庫倶楽部

神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際松竹

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館11階

維新號 點心茶室

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館9F

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ神戸国際会館SOL店

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館B1F

FROMA YORKYS CHEESE RESTAURANT

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館SOLB2F

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪ神戸国際会館店

神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館SOLB2F

店舗名

住所

Bar Request

神戸市中央区江戸町100高砂ﾋﾞﾙ103

ｸﾞﾘﾙ十字屋

神戸市中央区江戸町96

Ch Tea Room Kobe

神戸市中央区江戸町98-1

ﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾞｮﾘﾎﾟｰ

神戸市中央区港島1-1-3神戸学院大学ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽB号館1F

肉汁うどん たまや

神戸市中央区港島中町2-1-12北埠頭ﾃﾞｯｷﾌﾟﾗｻﾞ2階

お好み焼き 鉄板 侍

神戸市中央区港島中町3-1-2

ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区港島中町3-2-6ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ内

ﾇ･ﾍﾞｰﾙ

神戸市中央区港島中町4-1-1ﾎﾟ-ﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階200号

おでん京和田

神戸市中央区港島中町6-10-1

ｽｶｲｸﾞﾘﾙﾌﾞｯﾌｪ GOCOCU

神戸市中央区港島中町6-10-1

ﾃｨｰﾗｳﾝｼﾞﾍﾞﾙｸｰﾙ

神戸市中央区港島中町6-10-1

ﾃﾞﾘｶﾃｽ ｱﾗﾒｿﾞﾝ

神戸市中央区港島中町6-10-1

ﾊﾞｰﾚｽﾀｶｰﾄﾞ

神戸市中央区港島中町6-10-1

ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ ﾄﾗﾝﾃｱﾝ

神戸市中央区港島中町6-10-1

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｻﾛﾝ

神戸市中央区港島中町6-10-1

神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ ｵｰﾊﾞﾙｸﾗﾌﾞ

神戸市中央区港島中町6-10-1

神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ内宴会場 南館1階

神戸市中央区港島中町6-10-1

神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ内宴会場 南館地下1階

神戸市中央区港島中町6-10-1

神戸串あげSAKU

神戸市中央区港島中町6-10-1

中国ﾚｽﾄﾗﾝ 聚景園

神戸市中央区港島中町6-10-1

日本料理 神戸たむら

神戸市中央区港島中町6-10-1

すし萬ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ店

神戸市中央区港島中町6-10-1神戸ﾎﾟ-ﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ南館4

ﾚｽﾄﾗﾝ ﾏﾘｰﾅｽｸｴｱ

神戸市中央区港島中町6-11-1神戸国際展示場1階

華苑

神戸市中央区港島中町6-14ﾎﾟ-ﾄﾋﾟｱﾌﾟﾗｻﾞH棟一階

ｶｼﾞｭｱﾙﾗｳﾝｼﾞこころ

神戸市中央区港島中町6-1ｱﾘｽﾄﾝﾎﾃﾙ1階

WEDDING POPCORN KOBE

神戸市中央区港島中町6-6-1

うどんのことのは

神戸市中央区港島中町6-8-2

神戸餐館

神戸市中央区港島中町6-9-1神戸国際交流会館1階

IKEA神戸

神戸市中央区港島中町8-7-1

みなと庵 縁

神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

kitchen&coffee matroos

神戸市中央区港島南町1-5-2ｷﾒｯｸｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F

家族亭ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区港島南町2-1-11市民病院前ﾋﾞﾙ201号

萩原喫茶店 みなとじま喫茶室

神戸市中央区港島南町6-3-7

ｱﾙﾊﾟｶﾌｪ

神戸市中央区港島南町7-1-9

めん処ふくろう庵

神戸市中央区港島南町7-1-9

やまねこｷｯﾁﾝ

神戸市中央区港島南町7-1-9

CAFE&BAR Thunderbird

神戸市中央区国香通1-1-2ｻﾝﾐｯｼｪﾙﾋﾞﾙ201

わらじん春日野道

神戸市中央区国香通1-2-2-1F

店舗名

住所

一品

神戸市中央区国香通3-1-24

中華料理 輝龍 KIRYU

神戸市中央区再度筋町12₋20 諏訪山ﾏﾝｼｮﾝ107

珈琲ｽﾀﾝﾄﾞ(仮)

神戸市中央区再度筋町2-9

喜多屋

神戸市中央区再度筋町7-4

和魚菜 みなみ

神戸市中央区坂口通5-3-18

寄り道あんちゃん

神戸市中央区坂口通6-3-16

ひょうたんさんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞ地下1階

ﾗｰﾒﾝ八番館

神戸市中央区三宮町1-9-1

菜遊季

神戸市中央区三宮町-10-1さんちか味ののれん街

Dick Bruna TABLE神戸店

神戸市中央区三宮町1-1

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ+R 神戸さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ神戸さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1

鶏三和 神戸さんちか

神戸市中央区三宮町1-10-1

山神山人麺ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区三宮町1-10-1

神戸･荻原珈琲店 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1

天ぷら天清 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1

北海ﾗｰﾒﾝ さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1

台湾甜商店 神戸三宮さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1 さんちか7番街

活伊勢海老料理中納言 神戸三宮本店

神戸市中央区三宮町1-101-19階

ﾊｳﾈﾍﾞｰﾔ 三地下店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか7番街ｽｲｰﾂﾒｲﾄ

啜りつくせ 狼菟

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか8番街

たもん庵 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか8番街麺ﾛ-ﾄﾞ

立ち飲み割烹 農家

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか8番街麺ﾛ-ﾄﾞ

大起水産 街のみなと さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちかB1味ののれん街

ｶﾚｰﾊｳｽｻﾝﾏﾙｺ神戸店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちかﾀｳﾝﾚｽﾄﾗﾝﾓ-ﾙ

とんかつKYK神戸店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちかﾀｳﾝﾚｽﾄﾗﾝﾓ-ﾙ

一ぜん辣めん

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちかﾌ-ﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄ8番街

ｶﾌｪ英國屋

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか一番街

ｶﾌｪﾓﾛｿﾞﾌ さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか三番街

いざかや粋旬西村屋

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味ののれん街

さかえや

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味ののれん街

弦 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味ののれん街

広東小菜と点心 黄老 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味ののれん街

正家さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味ののれん街

ｹｰﾆﾋｽｸﾛｰﾈ ﾃﾞｻﾞｰﾄ&ﾃﾞｻﾞｰﾄ店

神戸市中央区三宮町1-10-1さんちか味の街ﾚｽﾄﾗﾝﾓ-ﾙ内

神戸珈琲物語 さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1三宮地下街703

鎌倉ﾊﾟｽﾀ神戸さんちか店

神戸市中央区三宮町1-10-1神戸さんちか10番街ｸﾞﾙﾒｽｸｴｱ

燦 神戸

神戸市中央区三宮町1‐10‐1神戸交通ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ10F

店舗名

住所

農家うたげ

神戸市中央区三宮町1-10-1神戸交通ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ9F

麺屋和

神戸市中央区三宮町1-10-8さんちか8番街麺ﾛ-ﾄﾞ内

What will be,will be

神戸市中央区三宮町1-17友信ﾋﾞﾙ4階

FRESHNESS BURGER 三宮中央通り店

神戸市中央区三宮町1-3-3

立飲 葦合村 小林酒店

神戸市中央区三宮町1-3-3

らｰめん月太郎

神戸市中央区三宮町1-4-13YSﾋﾞﾙ1階

ｳｨﾝｸﾞ

神戸市中央区三宮町1-4-23

chano-ma神戸

神戸市中央区三宮町1-4-3ｸﾚﾌｨ三宮6F

Hong Kong Hot PotCafe甜蜜蜜

神戸市中央区三宮町1-4-3ｸﾚﾌｨ三宮6F

ｽｲｰﾂﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ｸﾚﾌｨ三宮店

神戸市中央区三宮町1-4-3ｸﾚﾌｨ三宮6F

ｼｬﾙﾏﾝｶﾌｪｸﾚﾌｨ三宮店

神戸市中央区三宮町1-4-3ｸﾚﾌｨ三宮6階

ごて王 総本店

神戸市中央区三宮町1-4-9-2F南

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙｶﾌｪ三宮ｾﾝﾀｰ街店

神戸市中央区三宮町1‐5‐20

万平

神戸市中央区三宮町1-5-22

三六八

神戸市中央区三宮町1-6-10

中華料理好味園

神戸市中央区三宮町1-6-11三宮本通ﾋﾞﾙ1F

焼鳥のﾋﾅﾀ 三宮店

神戸市中央区三宮町1-6-11三宮本通ﾋﾞﾙ1階

まる喜

神戸市中央区三宮町1-6-15

KOBE BEEF LENTAMENTE

神戸市中央区三宮町1-6-28ﾆｭ-ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙB1F

ﾎﾞｰﾄﾞｼﾞｪﾝﾇ

神戸市中央区三宮町1-7-17三慶ﾋﾞﾙ2F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場三宮駅前店

神戸市中央区三宮町1-7-17三慶ﾋﾞﾙ4から6F

ｸﾘｽﾋﾟｰ･ｸﾘｰﾑ･ﾄﾞｰﾅﾂ 神戸ﾏﾙｲ店

神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸ﾏﾙｲ1階

KOBE 1er BAKERY MARKET

神戸市中央区三宮町1-7-2神戸ﾏﾙｲ1階

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 三宮ｾﾝﾀｰ街店

神戸市中央区三宮町1-7-6

BEER&PROTEIN BAR

神戸市中央区三宮町1-7-9

どうとんぼり神座三宮店

神戸市中央区三宮町1-8-1

とんかつきんとん

神戸市中央区三宮町1-8-1

ひなどり

神戸市中央区三宮町1-8-1

ﾍﾞﾄﾅﾑ食堂ﾀﾝｶﾌｪ

神戸市中央区三宮町1-8-1

厚切り牛かつ専門店

神戸 牛かつ亭 三宮本店

神戸市中央区三宮町1-8-1 さんプラザ B1F-048

酒房 灘 さんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1(さんﾌﾟﾗｻﾞB1F)

梅花

神戸市中央区三宮町1-8-1-005ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞB1

ｶｽｶｰﾄﾞ さんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1-040さんﾌﾟﾗｻﾞB1F

亀井堂本家さんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1-043

鳥光 さんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1-047

ﾗｰﾒﾝ 熊五郎

神戸市中央区三宮町1-8-1-135ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F

神戸 吉豊

神戸市中央区三宮町1-8-1-19ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞB1

ﾊｸｻﾝ

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞ121号

店舗名

住所

ｻﾛﾝﾄﾞﾃﾓﾛｿﾞﾌ 神戸本店

神戸市中央区三宮町1-8-1ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F

寿司のｻｽｹ

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞ1F

ﾚｽﾄﾗﾝやなぎ

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞB1

神戸cocco

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞb1

まるお食堂

神戸市中央区三宮町1-8-1さんプラザB1

麺屋添福来

神戸市中央区三宮町1-8-1ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞB1006

KOBE ENISHI

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞB1F013

正家さんﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞB階-16

香港風中華料理好再来

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ地下1階44号

だいやめ処 久松

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞ地下

COM VIET NAM

神戸市中央区三宮町1-8-1さんﾌﾟﾗｻﾞ地下一階

ﾍﾞﾄﾅﾑ料理ﾎｲｱﾝ

神戸市中央区三宮町1-8番1

METRO RAMEN

神戸市中央区三宮町1-9-1(ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ地下1階)

ｼﾞｬｯｸﾀﾞﾆｴﾙ

神戸市中央区三宮町1-9-1-002 ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ002

姫すし

神戸市中央区三宮町1-9-1-118

そば処 丸亀

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞB1

肉処一

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞB1F-050

えびらそば

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1

金蘭

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1

INDIAN NEPALI RESTAURENT&BAR ALOK

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1001

ﾎﾟﾙﾀﾏﾘ

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1-050

かつかつｶﾚｰ888三宮ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1F

夢ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1F

一品保

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1

一天一面

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ地下025-1

才谷 梅太郎

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ地下1階

三肉屋三宮店

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ地下B1-019号

おでんまめだ

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ東B1

大戸屋三宮ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-9-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ東館B1F

長田本庄軒三宮ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ

神戸市中央区三宮町1-9-1三宮ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1F

鳴門庵

神戸市中央区三宮町1-9ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1

019

京都勝牛三宮ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市中央区三宮町1-9ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ東館1F

吉祥吉

神戸市中央区三宮町1-9の1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞB1階103

三宮

三宮とんかつむ藏

神戸市中央区三宮町1-さんﾌﾟﾗｻﾞ地下1階

土佐

神戸市中央区三宮町1-ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ東館9番-1-021号

ザキッチン

サルヴァトーレ

クオモ

三宮

神戸市中央区三宮町１丁目２-２

PHO-KOHA

神戸市中央区三宮町1丁目8-1-006

ﾑｰﾝﾃｲﾙ

神戸市中央区三宮町2-10-11

店舗名

住所

ﾄﾞﾝｸ 三宮本店

神戸市中央区三宮町2-10-19

ｻｲｾﾞﾘﾔ三宮ｾﾝﾀｰ街店

神戸市中央区三宮町2-10-7ｸﾞﾚ-ｽｺｳﾍﾞB1F

神戸牛ﾗｰﾒﾝ 八坐和

神戸市中央区三宮町2-11-1 142-4

満園

神戸市中央区三宮町2-11-1-146-6

株式会社 糀屋

神戸市中央区三宮町2-11-1-A15号 ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1

ﾋﾞｽﾄﾛ ﾁｷﾝﾁｷﾝ

神戸市中央区三宮町2-11-1A-31ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1階

丸吉

神戸市中央区三宮町2-11-1A37ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1

丼の店 ことこと

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ西館B1-A9

ﾀﾙｼｮｳ

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1

CAFE MOANA

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1-A-10

卵かけご飯と豚汁 とんまる

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1A-19号

韓食ｻﾗﾝﾁｪ

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1階A29号

かつ丼吉兵衛 三宮本店

神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館ﾋﾞﾙ地下1階A-22

ｽﾊﾟｲｽﾄﾞﾘｰﾑ神戸店

神戸市中央区三宮町2-11-1神戸三宮ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1三宮市場内

岩津屋

神戸市中央区三宮町2-11-1神戸三宮ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗｻﾞ西館B1三宮市場内

韓辛DELI大丸旧居留地店

神戸市中央区三宮町2-2-2鈴木ﾋﾞﾙB1F

冠地鶏とかぼす平目とよの本店 元町旧居留地店

神戸市中央区三宮町2-2-2鈴木ﾋﾞﾙ二階

ｹｰﾆﾋｽｸﾛｰﾈ くまﾎﾟﾁ邸

神戸市中央区三宮町2-3-10

飲茶ﾊﾞﾙ 蒸龍

神戸市中央区三宮町2-5-13

ﾊﾟｽﾀｰﾅ

神戸市中央区三宮町2-5-13ﾏﾙｺﾋﾞﾙ1f

おうどん処たべよし

神戸市中央区三宮町2-5-13香月ﾋﾞﾙ

ﾆｭｰﾐｭﾝﾍﾝ神戸大使館

神戸市中央区三宮町2-5-18

ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾄﾘｳｵ

神戸市中央区三宮町2-5-6三宮NKﾋﾞﾙ2F

ごはん屋machi

神戸市中央区三宮町2-6-6

ﾏｻﾞｰﾑﾝｶﾌｪ三宮本店

神戸市中央区三宮町2-6-9

土佐清水ﾜｰﾙﾄﾞ三宮中央通り

神戸市中央区三宮町2-6の6

ｶﾌｪｽｶｰﾗ

神戸市中央区三宮町2-8-6

神戸牛

みやび

神戸市中央区三宮町2-8の3

麺所水野

神戸市中央区三宮町2-9-2

香港甜品店 甜蜜蜜

神戸市中央区三宮町3-1-16

storage 書庫ﾊﾞｰ

神戸市中央区三宮町3-1-162F

菜っぱ

神戸市中央区三宮町3-2-1

Meat.Stand.ｺﾝﾊﾟｽ

神戸市中央区三宮町3-2-9

蛸の壺

神戸市中央区三宮町3-3-3

KOBE元町ﾊﾞﾙCharlie

神戸市中央区三宮町3-5-2河原街ﾋﾞﾙ1F

BUCO

神戸市中央区三宮町3-6-11

BOLOGNESE

GASTRONOMIA

BUCO

Cafe&meal MUJI 神戸BAL

神戸市中央区三宮町3-6-12
神戸市中央区三宮町3-6-5 神戸BAL6F

店舗名

住所

焼鳥&ﾀﾊﾟｽ ﾄﾘｳｵ本店

神戸市中央区三宮町3-6-6

JUNK FOOD be happy

神戸市中央区三宮町3-6-6366ﾋﾞﾙ41号室

ﾌﾞﾘｺ

神戸市中央区三宮町3-6-6-43号室

RJcafe

神戸市中央区三宮町3-8-1

お好み焼き 凡 ﾄｱﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区三宮町3-8-13三澤ﾋﾞﾙB1

天ぷらｶｳﾝﾀｰ 楠山

神戸市中央区三宮町3-8-2-2F

栄寿司

神戸市中央区三宮町3-8-2-3F

お好み焼 花菱

神戸市中央区三宮町3-8-3大華ビル1F

居酒屋美男子

神戸市中央区三宮町3-9-13林ﾋﾞﾙ地下B1

朝のみ 楽酒

神戸市中央区三宮町3-9-24

ｻﾛﾝ ﾃﾞｭ ヴｧﾝ ﾘｼｭﾘｭｩ

神戸市中央区三宮町3-9-24月原ﾋﾞﾙ1階

TeaHouseMUSICA神戸店

神戸市中央区三宮町3-9-3

SAVOY NINO ｻヴｫｲﾆｰﾆｮ

神戸市中央区三宮町3-9-4

きりの台所 旧居留地

神戸市中央区三宮町3-9-4

たこ焼き たちばな

神戸市中央区三宮町3-9-4

赤のれん

神戸市中央区三宮町3-9-5

三宮一貫楼本店

神戸市中央区三宮町3-9-9

松のや 元町店

神戸市中央区三宮町9-15

小料理創作 夏輝

神戸市中央区山手通1-3-10ﾛｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞB B1

selfish style ｾﾙﾌｨｯｼｭｽﾀｲﾙ

神戸市中央区山本通1-1-10

YANAGASE

神戸市中央区山本通1-1-2

ﾌﾗｲﾄ888KOBE

神戸市中央区山本通1-1-6

北野坂栄ゐ田HANARE

神戸市中央区山本通1-3-3

糧屋TOKI

神戸市中央区山本通1-7-11ﾄﾞｩﾏﾝﾋﾞﾙ2階器屋春夏秋冬内

ｲﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ神戸

神戸市中央区山本通1-7-15

一般社団法人THE INDIA CLUB

神戸市中央区山本通1-7-15

ｱﾄﾘｴ･ﾚﾋﾟｽ

神戸市中央区山本通1-7-15東洋ﾊｲﾂ1階1E

割烹 波勢

神戸市中央区山本通1-7-5B1

てじ八菜

神戸市中央区山本通1-7-5北野ﾒｿﾞﾝﾌﾞﾗﾝｼｭ1F

北野ｽｷｬﾝﾀﾞﾙ

神戸市中央区山本通2-12-19ﾊﾟ-ﾙﾗｲﾌB1

すえひろ

神戸市中央区山本通2-1-22- 若松ﾋﾞﾙ1階

ﾊﾆｰﾊﾝﾄｶﾌｪ

神戸市中央区山本通2-12-21異人ﾌﾟﾗｻﾞ1階

BIVERE

神戸市中央区山本通2-13-13ｸﾗﾌﾄﾊｳｽ2F

MONALISA

神戸市中央区山本通2-13-6

中国料理 圭

神戸市中央区山本通2-13-6-102

吉家

神戸市中央区山本通2-14-20 ｱﾝｶｰﾊｳｽ2F川崎 章次

DIYcafe 三宮北野坂店

神戸市中央区山本通2-14-26ｸﾗﾀ11号館2階

ｶﾌｪ｢つげの木｣

神戸市中央区山本通2-14番-18号神戸ﾏﾝｼｮﾝ104号

店舗名

住所

割烹 武田

神戸市中央区山本通2-2-13-101

ﾙｾｯﾄ

神戸市中央区山本通2-2-13ﾙ-ﾁｪ北野坂B1

ﾚｼﾋﾟ

神戸市中央区山本通2-2-13ﾙ-ﾁｪ北野坂B1

とんぼ茶屋

神戸市中央区山本通2-2-2

trattoria

vivo

神戸市中央区山本通2-2-2ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ明信B1

Cucizucche IL BAR

神戸市中央区山本通2-2-7

CAFE&BARまどゐ

神戸市中央区山本通2-3-12

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ｺﾚ

神戸市中央区山本通2-3-5

LAGUNA THE BAR

神戸市中央区山本通2-4-24ﾘﾗﾝｽﾞｹﾞ-ﾄ

ﾙﾊﾟｯｻｰｼﾞｭﾌﾟｰﾙﾄﾞｩ

神戸市中央区山本通2-5-18ｺ-ﾎﾟﾗｽ山本通1階

h de flores circo

神戸市中央区山本通2-6-19VIJAY101

ﾙ･ﾊﾟﾝ神戸北野本店

神戸市中央区山本通2-7-4

ADMIRAL BENBOW

神戸市中央区山本通3-20番15号

寿司赤酢 神戸元町店

神戸市中央区山本通3-2-1ﾄｱ山手ｻﾞ神戸ﾀﾜ-114

ｼｪﾛｰｽﾞ

神戸市中央区山本通3-7-25ﾒｿﾞﾝﾄ-ｱ1F

ｵｰﾙﾄﾞｺｳﾍﾞ

神戸市中央区山本通4-2-13ﾆｭ-神戸ﾏﾝｼｮﾝ1F

ｺｳｼﾞﾗﾎﾞﾊﾟﾀｼﾞｪ

神戸市中央区山本通4-26-14

御料理 山荷菜

神戸市中央区山本通5-13-9再度ﾊｲﾂB1F

ちょ好み焼

神戸市中央区山本通5-4-3RGﾏﾝｼｮﾝ1階

神戸の小動物と爬虫類のｶﾌｪ ててて

神戸市中央区若菜通4-2-6

活ふぐ料理和田

神戸市中央区若菜通5-2-10

Be ｼﾞｭｰｽ&ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ

神戸市中央区小野柄通1-8神戸阪急本館B1

珈琲り凡

神戸市中央区小野柄通3-1-27-101

しおゑもん神戸三宮

神戸市中央区小野柄通3-2-23ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞﾋﾞﾙ1F

わさら

神戸市中央区小野柄通5-1-14IPSXMAGNET101

酒処 美や川

神戸市中央区小野柄通5-1-9

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ(株)三宮ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ店

神戸市中央区小野柄通6-1

ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ三宮駅前店

神戸市中央区小野柄通6-1-17

cafe bloom

神戸市中央区小野柄通6-1-3

ﾏﾘｴﾍﾞﾙ

神戸市中央区小野柄通6-1-3ｼﾞ-ﾃｯｸｽﾋﾞﾙ地下1階

ふじやま 串揚げ店

神戸市中央区小野柄通6-1-5

日本酒×炭火ﾊﾞﾙ からんと

神戸市中央区小野柄通6-1-5

和と輪

神戸市中央区小野柄通6-1-5

ﾍﾞｼﾞﾃﾘｱ阪急神戸店

神戸市中央区小野柄通8-1-8

神戸阪急大井肉店

神戸市中央区小野柄通8-1-8

神戸阪急内新館B1 ｢順風屋｣

神戸市中央区小野柄通8-1-8新館B1

ﾊﾏﾔｺｰﾋｰ神戸阪急店

神戸市中央区小野柄通8-1-8新館地下1階

神戸阪急 灘･兵庫 SAKE BAR

神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急B1

店舗名

住所

ﾋﾞﾗﾝﾁｬ 阪急神戸三宮店

神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急店本館6F

あなご寿司 柊

神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急内本館B1

丸福珈琲店

神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急本館6階

ヴｨﾉｽやまざき 神戸阪急店

神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急本館地下1階

鉄板食堂ﾏｯｷｰ

神戸市中央区上筒井通1-1-3-1F

LVIS

神戸市中央区上筒井通2-1-1

そば処 安利

神戸市中央区上筒井通4-1-1

ﾗｽｲｰﾄ神戸ｵｰｼｬﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞﾝｹｯﾄﾎ

神戸市中央区新港町1-2

Harlow

神戸市中央区新港町17-3-w102

京橋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ

神戸市中央区新港町26

fwinery

神戸市中央区新港町7-1

Chaque Jour Epanoui

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

HASU

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

PASTA MASTA

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

PATISSERIE TOOTH TOOTH

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

PUBGAB

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

黒十

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

神戸ﾃﾞｭｼｬﾝ

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

瀬戸内 海のﾋﾞｽﾄﾛ

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

島たこ焼き MIKE

神戸市中央区新港町7-2神戸ﾎﾟ-ﾄﾐｭ-ｼﾞｱﾑ1F

ﾉｰﾌﾞｽﾞ

神戸市中央区新港町8-2新港貿易会館1F

神戸みなと温泉 蓮 水蓮 空と海

神戸市中央区新町港1-1

ANA FESTA 株式会社

神戸市中央区神戸空港1

ﾗｳﾝｼﾞ 神戸

神戸市中央区神戸空港1番

たもん庵 神戸空港店

神戸市中央区神戸空港1番神戸空港ﾀ-ﾐﾅﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ3F

ﾗヴｨﾏｰﾅ神戸

神戸市中央区神戸空港8-2

ｲﾀﾘｱ料理ｼﾞｬﾝｶﾙﾄﾞ

神戸市中央区神戸港地方口一里山1の1

cafeはなれ家

神戸市中央区神戸港地方再度谷118

鯰学舎

神戸市中央区神戸港地方再度谷118

稲荷茶屋

神戸市中央区神戸港地方再度谷77

再度山荘

神戸市中央区神戸港地方字再度谷63

ちょい呑み あき

神戸市中央区神若通1-1-1

喫茶 都

神戸市中央区神若通1-1-19

一楽食堂

神戸市中央区神若通2-3番10号

あぐ

神戸市中央区神若通2-4-6

春日野平安祭典会館

神戸市中央区神若通3-2-6

花太鼓

神戸市中央区神若通3-3-11ｸﾞﾘ-ﾝﾙ-ﾌ神若101

株式会社ひまわり

神戸市中央区神若通3-3-18

店舗名

住所

ﾏｼﾞｯｸﾊﾞｰなんで屋!? 2号店

神戸市中央区神納町4-9-29神戸真亜ﾋﾞﾙ603

杏杏諏訪山工房

神戸市中央区諏訪山町1-16ﾋﾞﾗ諏訪山1F東

諏訪山ｶﾌｪ+

神戸市中央区諏訪山町1-18

家庭料理 おばんざい なゆな

神戸市中央区生田町1-1-22 ﾆｯｼﾝﾋﾞﾙ1C

ﾗｰﾒﾝ三九

神戸市中央区生田町1-1-22ﾆｯｼﾝﾋﾞﾙ1階

ﾍﾞﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾙ･ｶﾌｪ･ｼｴ･ｻﾌﾞﾛｳ

神戸市中央区生田町1-1-22ﾆｯｼﾝﾋﾞﾙ2F

白木屋 新神戸駅前店

神戸市中央区生田町1-4-1

活ふく料理 宅庵

神戸市中央区生田町2-2-5

小狐庵

神戸市中央区生田町2-6-10 押本ﾋﾞﾙ1階

台所なみ

神戸市中央区生田町3-1-22ﾏｽﾀﾞﾊｲﾂ1階

岡畑商店

神戸市中央区生田町4-5-26

ﾌﾛｲﾝﾄﾞﾘｰﾌﾞ

神戸市中央区生田町4-6-15

ｸｯﾁｰﾅ ﾗﾄﾘｴ

神戸市中央区西元町1-7-2-2F

ﾌﾞﾙｰﾎﾞﾄﾙｺｰﾋｰ神戸

神戸市中央区前町1

fruit cafe Saita! Saita!

神戸市中央区相生町1-1-15-1階

rond point（ロンポワン）

神戸市中央区相生町1-1-16 クロエビル1階

手打ちうどん倭

神戸市中央区相生町1-2-8

神戸麦酒

神戸市中央区相生町2-1-336

ZZINO

神戸市中央区相生町2-1-339

中華料理福満園

神戸市中央区相生町2-2-1

立呑み 岡八

神戸市中央区相生町2-2-12

ｽｶｯｼｭ

神戸市中央区相生町2-2-12木本ﾋﾞﾙ2階

Bar楠ｳヰｽｷｰ

神戸市中央区相生町2-2-12木本ﾋﾞﾙB1

海鮮屋台おくまん神戸駅前店

神戸市中央区相生町2-2-14

Bar Bronks

神戸市中央区相生町2-2-14新神戸ﾋﾞﾙB1

お鮨と料理の店 昌さんに

神戸市中央区相生町2-2-14新神戸ﾋﾞﾙ西館B1F

藁家88 神戸駅前店

神戸市中央区相生町2-2-14新神戸ﾋﾞﾙ西館地下1階

BELIEVE

神戸市中央区相生町2-2-4樋口ﾋﾞﾙ2階

串ｶﾂ せっしゃson｡

神戸市中央区相生町2-2-6

才谷

神戸市中央区相生町2-2-6

三花

神戸市中央区相生町2-2-6

ﾋﾞﾘｹﾝ倶楽部

神戸市中央区相生町2-2-7

権太

神戸市中央区相生町2-2-8

どんがめ JR神戸

神戸市中央区相生町2-2-8新神戸ﾋﾞﾙ1F

立呑ZUTTO

神戸市中央区相生町2-2-8新神戸ﾋﾞﾙ東館1F

龍ちゃん

神戸市中央区相生町2-3-14

吉鳥神戸駅前店

神戸市中央区相生町2-3-14-101

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰPLiCO神戸店

神戸市中央区相生町3-1-1

店舗名

住所

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞJR神戸駅店

神戸市中央区相生町3-1-1

吉野家 JR神戸駅店

神戸市中央区相生町3-1-1

Like Like

神戸市中央区相生町3-1-2

ｴｷﾏｴｽﾀﾝﾄﾞ 神戸店

神戸市中央区相生町3-1-2

宮崎県日向市塚田農場JR神戸店

神戸市中央区相生町3-1-2ﾋﾞｴﾗ神戸1階

UCCｶﾌｪﾌﾟﾗｻﾞ ﾃﾞｭｵこうべ店

神戸市中央区相生町3-2-1ﾃﾞｭｵこうべ山の手

ｶｽｶｰﾄﾞ ﾃﾞｭｵ神戸店

神戸市中央区相生町3-2-1ﾃﾞｭｵこうべ山の手

和牛の郷ｷｯﾁﾝ ﾃﾞｭｵこうべ店

神戸市中央区相生町3-2-1ﾃﾞｭｵこうべ山の手

さんきゅう水産 神戸店

神戸市中央区相生町3-2-1ﾃﾞｭｵこうべ山の手29区画

相一軒

神戸市中央区相生町4-1-26

ｽﾅｯｸきんぎょ

神戸市中央区相生町4-1-33

炭火焼鳥とり丸

神戸市中央区相生町4-1-40

ｽﾅｯｸ宇宙

神戸市中央区相生町4-1-41

焼肉 躍屋

神戸市中央区相生町4-2-1

SNACK Zen

神戸市中央区相生町4-2-10湯川ﾋﾞﾙ1F東

ﾐｭｹﾞｯﾄ

神戸市中央区相生町4-2-10湯川ﾋﾞﾙ1階西

くいにきいや

神戸市中央区相生町4-2₋12

ｽﾅｯｸおさきに

神戸市中央区相生町4-2-15

そば処 芯

神戸市中央区相生町4-2-22

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ小麦

神戸市中央区相生町4-2-22-2

こだわりや神戸館

神戸市中央区相生町4-2-24

潜漁屋 拓

神戸市中央区相生町4-2-32

鳥羽西店

神戸市中央区相生町4-2-34

ﾙｰﾂ

神戸市中央区相生町4-2-34岩本ﾋﾞﾙB1

そらふね

神戸市中央区相生町4-2-4ﾏｯｸｽﾋﾞﾙ1階

海鮮居酒屋 汐の風

神戸市中央区相生町4-2-5

優翔

神戸市中央区相生町4-2-6石野ﾋﾞﾙ1階

呑み処 しゅん

神戸市中央区相生町4-3-10

喫茶 ﾌﾞﾙｰ

神戸市中央区相生町4-3-13ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-ﾋﾞﾙ2F

てっぱんや

神戸市中央区相生町4-3-13ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-神戸駅前1階中央

浜焼太郎神戸駅前店

神戸市中央区相生町4-3-13ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-神戸駅前1階東

鳥亭

神戸市中央区相生町4-3-14

TATSU辰

神戸市中央区相生町4-3-16ｻﾝﾋﾞﾙ101

季節料理 志津

神戸市中央区相生町4-3-4-101

Dining BAR あさっこ

神戸市中央区相生町4-3-9ﾌﾟﾘｵ-ﾚⅡ1F

JACK POT

神戸市中央区相生町4-3-9ﾌﾟﾘｵ-ﾚ神戸2105

ぴんぽんぱん

神戸市中央区相生町4-3-9ﾌﾟﾘｵ-ﾚ神戸II-1F

一菜ますや

神戸市中央区相生町4-4-12ｾﾝﾄﾗﾙ神戸101号

店舗名

住所

陣

神戸市中央区相生町4-4-16ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｬﾄ-神戸1階

焼き鳥 拙者家

神戸市中央区相生町4-4-3

ふうみや

神戸市中央区相生町4-4-5ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰ神戸1F

らｰめん 会

神戸市中央区相生町4-4-5宮北ﾋﾞﾙ1階

ﾊﾞｰﾙここや

神戸市中央区相生町4-4-6廣田ﾋﾞﾙ

KIRAKIRA

神戸市中央区相生町4-4-6廣田ﾋﾞﾙ1F

鮨つかさ

神戸市中央区相生町4-5-1

鶏の拙者｡

神戸市中央区相生町4-6-7

立ち呑みひょうたん

神戸市中央区相生町4-7-10

いしかわ

神戸市中央区相生町4-7-11

ｷｯﾁﾝ志摩

神戸市中央区相生町4-7-13第2神戸ｻﾝｸﾚﾊﾞ-1F

和彩ｷｯﾁﾝ直

神戸市中央区相生町4-7-16柴平南ﾋﾞﾙ1階

酒房まつむら

神戸市中央区相生町4-7-9

cureco

神戸市中央区相生町4-8-14福神ﾋﾞﾙ1階東

Bar GALO

神戸市中央区相生町4-8-14福神ﾋﾞﾙ2階

製麺王

神戸市中央区相生町4-8-3品川ﾏﾝｼｮﾝ1A

Cimone

神戸市中央区相生町4-8-3品川ﾏﾝｼｮﾝ1F

Fishing Bar NABLA（フィッシング バー ナブラ）

神戸市中央区相生町5-10-21

coffee up!

神戸市中央区相生町5-10-21-101

洋食の藤

神戸市中央区相生町5-10-21-相生ﾋﾞﾙ1階

禁煙立呑み ｾﾞﾌｧｰ食堂

神戸市中央区相生町5-1-15ｴﾑﾋﾞﾙ1階

餃楽

神戸市中央区相生町5-1-1ﾐﾕｷﾋﾞﾙ

ﾏﾙｼﾝ

神戸市中央区相生町5-14-14

百月

神戸市中央区相生町5-15-10第三ｻﾝｺ-ﾎﾟﾗｽ101

おっﾀｺ

神戸市中央区相生町5-16-16

てこいち神戸店

神戸市中央区相生町5-16-18

くし松

神戸市中央区相生町5-17-6-102

居酒屋だれやめ

神戸市中央区相生町5-17-6ｶｻﾍﾞﾗ神戸104

居酒屋やました

神戸市中央区相生町5-17-6ｶｻﾍﾞﾗ神戸105

家庭料理 いろり｡

神戸市中央区多間通3-2-7岩井ﾋﾞﾙB1階

彩

神戸市中央区多聞通1-1-4のじぎくｺ-ﾎﾟ1階

BAR MORRIS

神戸市中央区多聞通2-1-5

幸家

神戸市中央区多聞通2-2-11

座呑(ざどん)かたおか

神戸市中央区多聞通2-5-3

漁師寿司 海蓮丸 神戸店

神戸市中央区多聞通2-6-6

魚彩家しぶき

神戸市中央区多聞通2-6-7

楠公会館

神戸市中央区多聞通3-1-1

ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ ｺｳﾍﾞ

神戸市中央区多聞通3-2-2

店舗名

住所

笑e

神戸市中央区多聞通3-2-7岩井ﾋﾞﾙ1F

焼鳥つかさ

神戸市中央区多聞通3-2-9-102

千年の宴 神戸駅前店

神戸市中央区多聞通3-3-1

菊水總本店

神戸市中央区多聞通3-3-15

日日堤神戸 段
目利きの銀次

神戸市中央区多聞通3-3-1神戸ｱ-ｸﾌﾟﾗｻﾞ9F
神戸駅前店

神戸市中央区多聞通3-3-1神戸ｱ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

個室居酒屋 福わうち 神戸駅前店

神戸市中央区多聞通3-3-1神戸ｱ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3F

ｶﾗｵｹBanBan 神戸駅前店

神戸市中央区多聞通3-3-1神戸ｱ-ｸﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4階

Bar Buzz

神戸市中央区多聞通3-3-4ｻﾝヴｨﾗ多聞B1

炭火串焼 藏

神戸市中央区多聞通3-3-6神戸ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1階

はなまるうどん高速神戸店

神戸市中央区多聞通3の3の13

taco stand 猫とｳヰｽｷｰ

神戸市中央区多聞通4-1-12ﾋﾞﾅｲﾝ101

葱焼倶楽部 ねぎくら

神戸市中央区多聞通4-1-1歩8番館B101

天ぷら立ち呑み 國KOKU

神戸市中央区多聞通4-1-4

にいにいや

神戸市中央区多聞通4-1-61階北側ｱﾄﾘｴﾊｳｽ多聞

ﾚｽﾄﾗﾝ ｱｵｲ

神戸市中央区多聞通4-1-6ｱﾄﾘｴﾊｳｽ多聞ﾋﾞﾙ南側1F

味処 楠

神戸市中央区多聞通4-3-5

ふるもと珈琲店

神戸市中央区多聞通4-4-3

お好み焼きふじ

神戸市中央区多聞通り4-4-4

HAKKAKU

神戸市中央区多門通2-1-4

喫茶ｳｲﾝ

神戸市中央区大日通2-1-2

ｽﾅｯｸ あか峰

神戸市中央区大日通2-2-6大日ﾏﾝｼｮﾝ3号

香妙

神戸市中央区大日通3-1-2

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 愛

神戸市中央区大日通5-2-17

家庭厨房 うたげ

神戸市中央区大日通7-2-18覚野ﾋﾞﾙ101号

ﾗ･ｺﾞﾛｰﾆｬ

神戸市中央区中山手通1-10-10 天成ﾋﾞﾙ2F

鉄板串焼つくやん

神戸市中央区中山手通1-10-5

麺や きしもと

神戸市中央区中山手通1-10-5

BAR REQR

神戸市中央区中山手通1-10-5中一東ﾋﾞﾙ1階

cena

神戸市中央区中山手通1-10-5中一東ﾋﾞﾙ2階

創作BARみどりむし

神戸市中央区中山手通1-10-5中一東ﾋﾞﾙB1

無雙

神戸市中央区中山手通1-10-6英和ﾋﾞﾙ1階

夕顔

神戸市中央区中山手通1-10-6英和ﾋﾞﾙ2階

逸家

神戸市中央区中山手通1-11-1

MOON

神戸市中央区中山手通1-11-15ｱﾐﾋﾞﾙ2階

Sky

Kobe

神戸市中央区中山手通1-11-1-B1F

ｽﾅｯｸ ﾊﾟｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-11-1北野坂ﾎﾘｲｹﾋﾞﾙ2階

おふみ

神戸市中央区中山手通1-11-1北野坂ﾎﾘｲｹﾋﾞﾙ3階

店舗名

住所

ﾋﾟｯﾄｲﾝ岸本

神戸市中央区中山手通1-11-1北野坂ﾎﾘｲｹﾋﾞﾙ4FW

だっくす

神戸市中央区中山手通1-11-1堀池ﾋﾞﾙ2階

六角亭

神戸市中央区中山手通1-11-2

ﾊﾞｰﾌﾗｲ

神戸市中央区中山手通1-1-1-2F

和処ほんまもん

神戸市中央区中山手通1-11-2ｳｨﾙ北野坂2F

ｻﾞ.ﾊﾞｰﾌﾗｲ

神戸市中央区中山手通1-1-12階

puro

神戸市中央区中山手通1-11-3宝成ﾋﾞﾙ3F

いさりび

神戸市中央区中山手通1-11-3宝成中一ﾋﾞﾙ2F

蓮

神戸市中央区中山手通1-11-3宝成虫一ﾋﾞﾙ1F

炉ばた ともあき丸 北野坂店

神戸市中央区中山手通1-11-5三友ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ 南天

神戸市中央区中山手通1-1-1ﾛﾝﾛﾝﾋﾞﾙ3F

みっちゃん

神戸市中央区中山手通11-22

手打ち蕎麦とおばんざい そば花

神戸市中央区中山手通1-1-2-201

BAR MONLLOW

神戸市中央区中山手通1-12-3津田ﾋﾞﾙ2階

北野ｹﾞﾙﾆｶ

神戸市中央区中山手通1-12-4-3階

ﾁｰｽﾞの神様ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市中央区中山手通1-12-4TN-1ﾋﾞﾙ1.2階

けいすい

神戸市中央区中山手通1-12-4地下1階

ｽﾊﾟｲｽ酒場ｱｯﾊﾟｰ

神戸市中央区中山手通1-1-2西田ﾋﾞﾙ401

合や

神戸市中央区中山手通1-13-14ﾏｻﾞｰｽﾞ北野坂1F

BAR alf

神戸市中央区中山手通1-13-14ﾏｻﾞ-ｽﾞ北野坂1F

Bar Drop in

神戸市中央区中山手通1-13-14ﾏｻﾞ-ｽﾞ北野坂1F

La.BEBEDOR

神戸市中央区中山手通1-13-14ﾏｻﾞ-ｽﾞ北野坂2F

very

神戸市中央区中山手通1-13-16

NR(ﾈﾇｱｰﾙ)

神戸市中央区中山手通1-13-16-106

松風

神戸市中央区中山手通1-13-16中一ﾋﾞﾙ1F

二代目梅太郎

神戸市中央区中山手通1-13-2木村ﾋﾞﾙ2階

ｵｰﾙﾄﾞｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区中山手通1-13-7

nagomibar

神戸市中央区中山手通1-13-7-B1

花門亭本店

神戸市中央区中山手通1-13-7山下ﾋﾞﾙ1階

炭火焼鳥もくもく

神戸市中央区中山手通1-13-7神戸山下ﾋﾞﾙ104号

AGARU

神戸市中央区中山手通1-13-7神戸山下ﾋﾞﾙ1F

ｺｳﾍﾞ ｻﾝｸﾁｭｱﾘ

神戸市中央区中山手通1-13-9

Radio Days Bar

神戸市中央区中山手通1-13−9山手三角ﾋﾞﾙ202

MEMBERS 愁

神戸市中央区中山手通1-13番14号ﾏｻﾞ-ｽﾞ北野坂2階202

ﾚｵﾝ

神戸市中央区中山手通1-14-10芸亭ﾋﾞﾙ5階

Kitchen&bar TSUBO-NAKA

神戸市中央区中山手通1-14-12

さりとて

神戸市中央区中山手通1-14-12

BAR VELVET PEACH HEAVEN

神戸市中央区中山手通1-14-121F

店舗名

住所

ﾌﾟﾁﾌﾞｰｹ

神戸市中央区中山手通1-14-1285-ﾋﾞﾙ1階

Mogura

神戸市中央区中山手通1-14-1285-ﾋﾞﾙ地下

cocktail BAR 馬車屋

神戸市中央区中山手通1-14-12GW85-ﾋﾞﾙ2階

BAR MODERNTIMES

神戸市中央区中山手通1-14-17鈴木ﾋﾞﾙ2F

ちょぼいち

神戸市中央区中山手通1-14-1大江ﾋﾞﾙ1F

gaLaecstatic

神戸市中央区中山手通1-14-2ﾏﾘﾝﾋﾞﾙBF

ﾊﾞｰ1ﾚｲﾝ

神戸市中央区中山手通1-14-2ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ二階

Bardbar

神戸市中央区中山手通1-14-3

brick

神戸市中央区中山手通1-14-3Rinﾋﾞﾙ1F

おうち△(ｵｳﾁｻﾝｶｯｹｲ)

神戸市中央区中山手通1-14-3ﾘﾝﾋﾞﾙ1階

YOUR,S

神戸市中央区中山手通1-14-3花州園ﾋﾞﾙ1階

laxmi

神戸市中央区中山手通1-14-3花洲園ﾋﾞﾙB1F

鳥三昧SHUN

神戸市中央区中山手通1-14-3花洲圓ﾋﾞﾙ2階

ｽｷﾙﾌﾙ

神戸市中央区中山手通1-14-5ｼﾏﾋﾞﾙ3F

Standing Bar みどりの森とおるちゃん

神戸市中央区中山手通1-14-7

備長炭火焼鳥ｺｳﾒﾔ

神戸市中央区中山手通1-14-7ﾏﾉｽﾀ-ﾋﾞﾙ2F

居酒屋 いたぎ家

神戸市中央区中山手通1-14-7中山手鈴木ﾋﾞﾙ北館1階

花暖

神戸市中央区中山手通1-14-8-2F

TOYS

神戸市中央区中山手通1-14-8-2階

Orga

神戸市中央区中山手通1-14-8華東ﾋﾞﾙ1F

焼肉酒場えん

神戸市中央区中山手通1-14-8中山手鈴木ﾋﾞﾙ北館S1階

串かつ 石はら

神戸市中央区中山手通1-14-8中山手鈴木ﾋﾞﾙ北館s三階

ｽﾀﾝﾄﾞ BUZZ

神戸市中央区中山手通1-14-9大沢ﾋﾞﾙ1F

home

神戸市中央区中山手通1-15-2203号17

炭火焼き鶏 鳥っぷ

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ101号

鶏料理とおばんざい喜々

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ1F

呑人

神戸市中央区中山手通1-15−2富士ﾋﾞﾙ201

小料理 ﾛｰｽﾞ

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ203号室

素うどん

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ2F

ac bee

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ2階

BAR RETRO

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ302

隠れ家 888

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ305

Bar ThisLight

神戸市中央区中山手通1-15-2富士ﾋﾞﾙ401号

ｱﾆｿﾝｶﾗｵｹﾊﾞｰせぶん

神戸市中央区中山手通1-15-7

酒呑童子

神戸市中央区中山手通1-15-7

Ale You Ready!?

神戸市中央区中山手通1-15-7 東門ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ116号

天ぷら の村

神戸市中央区中山手通1-15-7-102

a la japonaise Fuku

神戸市中央区中山手通1-15-7-113号

店舗名

住所

ｽﾐﾋﾞﾔｷ ｳｴﾀﾞﾄﾘﾔ

神戸市中央区中山手通1-15-7ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ1階

KOBE GARAGE

神戸市中央区中山手通1-15-7ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ1階北側

BaR 2nd BOO

神戸市中央区中山手通1-15-7東門ｴ-ｽﾀｳﾝ105

上海料理 魚翅庭(ﾌｶﾋﾚﾃｲ)

神戸市中央区中山手通1-15-7東門ｴ-ｽﾀｳﾝ1F

絆べえ

神戸市中央区中山手通1-15-7東門ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ110

ｽﾅｯｸ ﾀｲﾑ

神戸市中央区中山手通1-15-7東門ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ210

ﾏﾘﾘﾝAngels

神戸市中央区中山手通1-15-7東門ｴ-ｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ2階特別室

DEEN

神戸市中央区中山手通1-16-12

PUBLIC BAR SANSARO

神戸市中央区中山手通1-16-12

お食事処田

神戸市中央区中山手通1-16-12

喫酒 酉遊

神戸市中央区中山手通1-16-12

居酒屋ｺﾛｯｹﾔ

神戸市中央区中山手通1-16-12-121b

ｷｯﾁﾝﾊﾞﾙkyo

神戸市中央区中山手通1-16-12-231

たこ焼きﾊﾞｰREED

神戸市中央区中山手通1-16-12-2F

ﾗ･ﾒｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-16-12-305

Cris

神戸市中央区中山手通1-16-12-306

ふわり

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ104

Moonbow

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ1F

おでん処よし田

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ1F

蛍堂

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ1階

ﾄﾞｩｰﾃ

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ211

RADIA

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ222

Bar Le Bateau

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ2F

夕子

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ2F

MEMBER'S WA

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ2F251

READY GO

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ301C

ｾﾌﾞﾝｱｲｱﾝ

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ303

もめん

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ305A

万華鏡

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ3階307

ｶﾗｵｹBARぜろ

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞB106

呑み処 段差注意

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞB108

ｶﾗｵｹ喫茶どんふぁん

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞB109

KAKA Restobar

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞB-111

DADDY

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞBF1

なが野

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴｨﾚｯｼﾞﾋﾞﾙ2階

MonCoeur(ﾓﾝｸｰﾙ)

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ヴﾚｯｼﾞ215

Alice

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ﾋﾞﾚｯｼﾞ2F

すなっく芦屋

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ﾋﾞﾚｯｼﾞB-1

店舗名

住所

ｽﾃﾗ

神戸市中央区中山手通1-16-12東門ﾋﾞﾚｯｼﾞB1F

ｽﾅｯｸﾗｳﾝｼﾞ ﾌｧｰｽﾄ

神戸市中央区中山手通1-16-15

Bar&Teppan Bal Whirlybird

神戸市中央区中山手通1-16-15古林ﾋﾞﾙ103

天ぷら酒場 てん寿

神戸市中央区中山手通1-1-61Fすし万ﾋﾞﾙ

bar567

神戸市中央区中山手通1-16-3-2F

和

神戸市中央区中山手通1-16-4

あんていく

神戸市中央区中山手通1-16-42階

BAR ｽﾞﾊﾞﾘ言うわね!

神戸市中央区中山手通1-16-6東門NKﾋﾞﾙ7階

嘉肴うす井

神戸市中央区中山手通1-16-9

月

神戸市中央区中山手通1-16-9 クリスタルタワー

焼肉料理あわじ

神戸市中央区中山手通1-16番15号古林ﾋﾞﾙ1階

彩

神戸市中央区中山手通1-16番9号ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-Ⅰ6階号室

ﾌﾟﾗﾁﾅ

神戸市中央区中山手通1-17-10芸亭ﾋﾞﾙ6階

EDGE

神戸市中央区中山手通1-17-13

つなぐ

神戸市中央区中山手通1-17-13 東門ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3F

Trend.

神戸市中央区中山手通1-17-136F

ﾙ･ｼﾞﾀﾝ

神戸市中央区中山手通1-17-13東門ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2FC

Ange

神戸市中央区中山手通1-17-13東門ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5階C

ﾃﾞｨｱﾚｽﾄ

神戸市中央区中山手通1-17-13東門ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8階

ｽﾅｯｸ早香

神戸市中央区中山手通1-17-13東門ｼｬﾝﾏﾙﾋﾞﾙ6B

栗雲丹

神戸市中央区中山手通1-17-14

楓

神戸市中央区中山手通1-17-14-6階A

朱璃

神戸市中央区中山手通1-17−14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ3F

ｼｬﾙﾄﾞﾝ

神戸市中央区中山手通1-17-14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ﾀﾜ-5F

BAR 7th Avenue

神戸市中央区中山手通1-17-14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ﾀﾜ-ﾋﾞﾙ10階

Sauvage

神戸市中央区中山手通1-17-14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ﾀﾜ-ﾋﾞﾙ8F

Like Like

神戸市中央区中山手通1-17-14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ﾀﾜ-ﾋﾞﾙ8階

LIVE SPOT ELPIE

神戸市中央区中山手通1-17-14ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ﾀﾜ-ﾋﾞﾙ9階

ｼﾞｬﾝｸ

神戸市中央区中山手通1-17-15-1階

Bardahlia

神戸市中央区中山手通1-17-15-2C

丸幸水産 三宮店

神戸市中央区中山手通1-17-15ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ中山手1.2階

みなと軒 東門店

神戸市中央区中山手通1-17-15ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ中山手1階

お好み焼き里

神戸市中央区中山手通1-17-15ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ中山手2F

どうらくや

神戸市中央区中山手通1-17-16

とこ真こ

神戸市中央区中山手通1-17-1北野ﾌｪﾆｯｸｽ1F101

やす田

神戸市中央区中山手通1-17-6

といち

神戸市中央区中山手通1-17-6-102

ｶﾗｵｹ喫茶 Rain

神戸市中央区中山手通1-17-6-303

3F

店舗名

住所

ｲﾓﾈ

神戸市中央区中山手通1-17-6-3F

あざみ

神戸市中央区中山手通1-17-6ﾊｲﾑ北のﾌｪﾆｯｸｽ405号

創作和食 わた邉

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽ1-南a

韓国料理ﾓﾝｼﾘ

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽ302

ｸｫｰﾚ

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽ401

STAND No883

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽH103

こべや

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ1階北

的

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ201

ｻﾗﾝﾄﾞ ｽﾎﾟｯﾄ ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ408

ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ

神戸市中央区中山手通1-17-6北野ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ4F

神戸焼肉 樹々 彩

神戸市中央区中山手通1-1-8ﾆｭ-ｺﾍﾟﾝﾋﾞﾙ2階

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑﾀｲ神戸

神戸市中央区中山手通1-1-9

PANDRA

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙ地下1階

PINK

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ1番館

Office&BAR GOLDEN Dew

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙB05室

立ち呑み 半立ち

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙ壱番館1-2号室

Marine

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙ壱番館2-1号

cafe&bar AS

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙ壱番館2F-4

熱帯魚CAFE-yuki･熱帯魚ﾊﾞｰAQUA BOX

神戸市中央区中山手通1-1-9ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮ﾋﾞﾙ壱番館2階3号室

鮨処心

神戸市中央区中山手通1-20-12ｱ-ﾊﾞﾝヴｨﾚｯｼﾞ北野坂1F

LuPUB

神戸市中央区中山手通1-20-15ﾒｿﾞﾝﾄﾞ山手104

日本料理 西嬉

神戸市中央区中山手通1-20-3

料理と地酒 献

神戸市中央区中山手通1-20-5pista中山手通1F

ｲｵﾗｼｯｸ

神戸市中央区中山手通1-20-8

International bar 1134

神戸市中央区中山手通1-2-1 4階

ｷﾖﾘﾄ食堂

神戸市中央区中山手通1-21-13ﾊﾟ-ﾙｺ-ﾎﾟﾗｽ一階

Bar&Dining WABi SABi

神戸市中央区中山手通1-2-12F

Hiroko

神戸市中央区中山手通1-2-13新道8番ﾋﾞﾙ1階

ﾊﾞﾙｻﾞﾙ三宮店

神戸市中央区中山手通1-2-1KENWAﾋﾞﾙB1F

ｵｽｶﾙ

神戸市中央区中山手通1-2-1建和ﾋﾞﾙ三階

BLACK

神戸市中央区中山手通1-22-10山本ﾀﾞｲﾜﾅｲﾄﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階

北野坂こばやし

神戸市中央区中山手通1-22-10象ﾋﾞﾙ1F

JINA

神戸市中央区中山手通1-22-10象ﾋﾞﾙ2F

RED CROSS

神戸市中央区中山手通1-22-10象ﾋﾞﾙ4F-B

牛や たん平

神戸市中央区中山手通1-22-10象ﾋﾞﾙ5階

酒舟 天

神戸市中央区中山手通1-22-10象ﾋﾞﾙｼﾞﾝｸﾞ4階D号

汀

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ1階

ｶﾆ蟹crab noodle三宮

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ4階

店舗名

住所

北野坂 栄ゐ田 本店

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ5F

varies

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽB1

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰｴﾘｰｽ

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽB1F

ﾊﾞﾗﾗｲｶ

神戸市中央区中山手通1-22-13ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽﾋﾞﾙ3階

串あげ やす桜

神戸市中央区中山手通1-22-18ｽﾃﾗﾙ-ﾁｪ北野坂1階西

CLUB DOMA

神戸市中央区中山手通1-22-19藤正第二ﾋﾞﾙ303

B･B'sbar

神戸市中央区中山手通1-22-1ﾃﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ8F

川bar

神戸市中央区中山手通1-22-1北野ﾃﾞﾌﾟﾚ5F

ｱﾜとﾜｲﾝとｼｪﾘｰとﾁｰｽﾞ

神戸市中央区中山手通1-22-1北野ﾃﾞﾌﾟﾚ6階

cafe bar もち吉

神戸市中央区中山手通1-22-1北野ﾃﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ3F

月

神戸市中央区中山手通1-22-1北野ﾃﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ7階

鶴翔

神戸市中央区中山手通1-22-25ｼﾙﾌｨ-ﾄﾞ･ﾄﾞｩ1階

na

神戸市中央区中山手通1-22-26S.Sﾋﾞﾙ2F

たけつら四季素材

神戸市中央区中山手通1-22-27

D-CAP

神戸市中央区中山手通1-22-27-7F

I WILL

神戸市中央区中山手通1-22-27DOM'S北野4F

UP&ALL

神戸市中央区中山手通1-22-27DOM'S北野ﾋﾞﾙ3F

おたふく

神戸市中央区中山手通1-22-27ﾄﾞﾑｽﾞ北野2階

ﾙｼｪｰﾙﾏﾑ

神戸市中央区中山手通1-22-27ﾄﾞﾑｽﾞ北野5F

ﾎﾞﾝｺﾞﾚ亭

神戸市中央区中山手通1-2-3

男爵

神戸市中央区中山手通1-23-10

der kiten studio

神戸市中央区中山手通1-23-10ﾓﾝｼｬﾄｰｺﾄﾌﾞｷﾋﾞﾙ 地下1階

TRITON CAFE

神戸市中央区中山手通1-23-16ｼｬﾝﾃｨﾋﾞﾙ2F

BAR 3F

神戸市中央区中山手通1-23-2 山内ﾋﾞﾙ2階

samo cuisine francaise

神戸市中央区中山手通1-23-2ﾏﾝｼｮﾝ山内1階

Bar うさぎ

神戸市中央区中山手通1-2-3-6F

Vin Jaunu Bar胡蝶

神戸市中央区中山手通1-2-3ｸﾚｲｴｰﾙﾋﾞﾙ303

野菜割烹あき吉

神戸市中央区中山手通1-2-3ｸﾚｲｴ-ﾙﾋﾞﾙ1F

por ta vinho IZARRA

神戸市中央区中山手通1-2-3ｸﾚｲｴ-ﾙﾋﾞﾙ2階

BAR CONNEXION

神戸市中央区中山手通1-2-3ｸﾚｲｴ-ﾙﾋﾞﾙB1

亀tant(亀たん)

神戸市中央区中山手通1-2-3ﾘｱﾗｲｽﾞ生田新道ﾋﾞﾙ

カスミ

神戸市中央区中山手通1-2-3リアライズ生田新道ビル5階西

Bar alley

神戸市中央区中山手通1-2-4

ｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌﾞ&ﾚｽﾄﾗﾝ ｿﾈ

神戸市中央区中山手通1-24-10

北野坂やまげん

神戸市中央区中山手通1-24-13-１F

北野坂か和うそCafe

神戸市中央区中山手通1-24-13平沢ﾋﾞﾙ3階

北野坂木下

神戸市中央区中山手通1-24-14ﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙ2F

ﾎﾞﾝﾏﾘｱｰｼﾞｭ

神戸市中央区中山手通1-2-41F

店舗名

住所

神戸 ﾓﾝﾃﾌﾞﾗﾝｺ

神戸市中央区中山手通1-24-4

Bar Covo

神戸市中央区中山手通1-24-4ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞﾋﾞﾙB1F

ﾍﾟﾙﾄﾞﾏｰﾆ

神戸市中央区中山手通1-24-4ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾋﾞﾙB1

BAR Haccho

神戸市中央区中山手通1-24の4

音音

神戸市中央区中山手通1‐25‐21

河内鴨料理田ぶち

神戸市中央区中山手通1-25-6

ﾁｬｲﾅﾋﾞｽﾄﾛ ｴヴｫｰﾌﾞ

神戸市中央区中山手通1-25-6ﾗ･ﾄﾞﾙﾚｲﾋﾞﾙ7階

神戸牛 ｽﾃｰｷ 鉄板焼 雪月花離れ

神戸市中央区中山手通1-25-6ﾗ･ﾄﾞﾙﾚｲ神戸三宮8階

天ぷら料理 花歩

神戸市中央区中山手通1-25-6ﾗ･ﾄﾞﾙﾚｲ神戸三宮ﾋﾞﾙ4階

鶏屋ぜんろく 三宮店

神戸市中央区中山手通1-2-6

お食事処 まる

神戸市中央区中山手通1-26-1ﾊﾞｯｶｽﾋﾞﾙ5F

2f(ﾆｶｲ)

神戸市中央区中山手通1-26-2ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞｱﾚ-山手通2F

53%の幸せ

神戸市中央区中山手通1-2-7 ゴールデン会館ビル1F

Le Gagnant

神戸市中央区中山手通1-27-10TENSEIﾊﾝﾀ-坂ﾋﾞﾙ

baron

神戸市中央区中山手通1-27-10ﾃﾝｾｲﾊﾝﾀｰ坂ﾋﾞﾙ5階

私房菜 広東料理 えん

神戸市中央区中山手通1-27-10天成ﾊﾝﾀ-坂ﾋﾞﾙ2F

ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ ﾛﾊﾞﾎﾞﾝ

神戸市中央区中山手通1-27-111階

ｶﾙﾋﾞ越え

神戸市中央区中山手通1-27-12-2F

VINSEMBLE

神戸市中央区中山手通1-27-12富士産業ﾋﾞﾙ2階北号

SAKANA-YA UOHIDE

神戸市中央区中山手通1-27-3-1F

CRYPTO

神戸市中央区中山手通1-27-52F

地下の台所

神戸市中央区中山手通1-27-6B1階

Magnolia(ﾏｸﾞﾉﾘｱ)

神戸市中央区中山手通1-27-6ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ-ﾙﾊﾝﾀ-坂1-B

きみのて

神戸市中央区中山手通1-27-6ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾙﾊﾝﾀ-坂2F

MOON SHINE

神戸市中央区中山手通1-27-8神戸ﾊﾝﾀ-坂ﾋﾞﾙB1

神戸 北野 双

神戸市中央区中山手通1-27-9

食楽肉家 はっちゃく

神戸市中央区中山手通1-2-7ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ会館ﾋﾞﾙ2F

Reset

神戸市中央区中山手通1-2-7ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝ会館201

BAR Dil Se

神戸市中央区中山手通1-2-7ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝ会館西2階

備長炭串焼き焼とんおおにし家

神戸市中央区中山手通1-2-7ﾘｯﾁﾋﾞﾙ1F

呑喰処 よいきち

神戸市中央区中山手通1-2-7ﾘｯﾁﾋﾞﾙ1階

うちのみ れんてれんて

神戸市中央区中山手通1-2-7ﾘｯﾁﾋﾞﾙ2階

BAR NIRVANA

神戸市中央区中山手通1-2-7ﾘｯﾁﾋﾞﾙ3F

寿

神戸市中央区中山手通1-2-7ﾘｯﾁﾋﾞﾙ地下

味鱒

神戸市中央区中山手通1-2-9

恋花11

神戸市中央区中山手通1-2-92F

やきとん龍家

神戸市中央区中山手通1-2-9伸光ﾋﾞﾙ2階

ｸﾊﾞｰﾉｸﾊﾞｰﾉ三宮店

神戸市中央区中山手通1-3-10

店舗名

住所

焼肉にくやん

神戸市中央区中山手通1-3-10

迷子のもぐら

神戸市中央区中山手通1-3-10

スナック

神戸市中央区中山手通1-3-10

ビコラナ

ローズプラザビル南館3階

きりこ

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ2A

軍歌酒場 散兵線

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ3階

ｽﾅｯｸそのだ

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ地下階

ｵｰﾙｲﾝ

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ108

小料理屋 うちほう

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞB1

まるとく酒店 1号店

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

陽菜

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2階

onoff33

神戸市中央区中山手通1-3-10ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F南

Bar unpas

神戸市中央区中山手通1-3-10三宮ﾛ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ

ｸﾗｼｯｸ肉と貝

神戸市中央区中山手通1-3-1山本ﾋﾞﾙ1階

駄菓子ﾊﾞｰ どｰしん

神戸市中央区中山手通1-3-2

和風ﾊﾞﾙ 裕 ゆとり

神戸市中央区中山手通1-3-2ﾘﾂﾙﾋﾞﾙ3F

ﾊﾞﾙｰﾀﾞｻﾘｰﾁｪ

神戸市中央区中山手通1-3-4ｻﾝﾄﾞｽﾄ-ﾝｺ-ﾄ1F-3号

趣菜食ﾏﾁ

神戸市中央区中山手通1-3-4ｻﾝﾄﾞｽﾄ-ﾝｺ-ﾄ2階

ｽﾅｯｸ凛

神戸市中央区中山手通1-3-4ｻﾝﾄﾞｽﾄ-ﾝｺ-ﾄ2階2号

酒糀家

神戸市中央区中山手通1-3-4ｻﾝﾄﾞｽﾄ-ﾝｺ-ﾄB1

ｴﾘｸｼﾙ･ﾄﾞ･ﾛﾝｸﾞヴｨｰ

神戸市中央区中山手通1-3−5-1F

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾚｺｰﾄﾞ403

神戸市中央区中山手通1-3-8月世界ﾋﾞﾙ4階

ﾕｰ東大門

神戸市中央区中山手通1-3番2号

BAR jyujyu

神戸市中央区中山手通1-4-10

花門亭東門街店別館

神戸市中央区中山手通1-4-10NEOPLAZA1F

ｽﾅｯｸ心

神戸市中央区中山手通1-4-10ﾈﾛﾌﾟﾗｻﾞ3F

ｽﾅｯｸえにし

神戸市中央区中山手通1-4-11-4F

江戸焼うなぎみなと

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭｰｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ1階

鳥房

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ103

串かつ鍵

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ1F

和食処 ちろり

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ2F

emi

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ401

Casa-M

神戸市中央区中山手通1-4-11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ4F

BAR Z

神戸市中央区中山手通1-4-12

en

神戸市中央区中山手通1-4-12

ぺりえ

神戸市中央区中山手通1-4-12

Lantana

神戸市中央区中山手通1-4-12ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階

ｱﾋﾟｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-4-12ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ4F

Aqua

神戸市中央区中山手通1-4-12ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

ﾏｼﾞｮﾗﾑ

神戸市中央区中山手通1-4-12ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ403号

Goddess

神戸市中央区中山手通1-4-12ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ503号

with

神戸市中央区中山手通1-4-13

しら木

神戸市中央区中山手通1-4-13

一期一会

神戸市中央区中山手通1-4-13-1階

真華

神戸市中央区中山手通1-4-13-301

Loop

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ21ﾋﾞﾙ2F

ぽちゃ

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ21地下1階2号室

Bar40

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ東門

まりん

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ東門402

ｽﾅｯｸ歌

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ東門4階

うを勢分家

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ東門ﾋﾞﾙ1F

La venus

神戸市中央区中山手通1-4-13ｺｽﾓｽ東門ﾋﾞﾙ202号

Old kobe

神戸市中央区中山手通1-4-14

南天

神戸市中央区中山手通1-4-14

はなふさ

神戸市中央区中山手通1-4-14-2F

Saigon

Style

神戸市中央区中山手通1-4-15-2F

韓辛DELI東門街店

神戸市中央区中山手通1-4-15ｺ-ｽﾄﾃﾗｽﾋﾞﾙ4階

たかた

神戸市中央区中山手通1-4-16

BAR VILLA18

神戸市中央区中山手通1-4-18

香香

神戸市中央区中山手通1-4-18

Gargotta

神戸市中央区中山手通1-4-18KMﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ風花

神戸市中央区中山手通1-4-18KMﾋﾞﾙ2F

ひつじｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

神戸市中央区中山手通1-4-18KMﾋﾞﾙ地下1F

PATISSERIE TOOTHTOOTH 三宮店

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ1F

ｽﾀﾝﾄﾞ食堂 ｼｵｻｲ

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ2階

DE･CO･Ra

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ4F南

ﾛｲｽﾚｲﾝ

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ4階

ﾎﾞｷﾞｰﾍﾟｰｽ

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ6F

季節料理汐彩

神戸市中央区中山手通1-4-1ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ三階

鯛之鯛 神戸三宮店

神戸市中央区中山手通1-4-2

鮨 rindo

神戸市中央区中山手通1-4-21-2Canhette三宮1F

焼き鳥 ｱﾋﾙ

神戸市中央区中山手通1-4-21ｶｼｪｯﾄ2階

sunaba

神戸市中央区中山手通1-4-21加古ﾋﾞﾙ1F

Bar affinity

神戸市中央区中山手通1-4−21加古ﾋﾞﾙ2階

鶏工房 喜輪

神戸市中央区中山手通1--4-21加古ﾋﾞﾙB1F

WAKO

神戸市中央区中山手通1-4-23

GATTINO

神戸市中央区中山手通1-4-23-302

店舗名

住所

神戸牛 源吉

神戸市中央区中山手通1-4-23ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾋﾞﾙ1階

味処おがわ

神戸市中央区中山手通1-4-25みゆきﾋﾞﾙ1F

あぶり肉工房西村家三宮店

神戸市中央区中山手通1-4-25ﾐﾕｷﾋﾞﾙ2F

七輪焼きと博多もつ鍋はじめ

神戸市中央区中山手通1-4-2Uﾗｲﾝ三宮ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸふぁみりぃ

神戸市中央区中山手通1-4-4あざい垣産ﾋﾞﾙ4F

lapin

神戸市中央区中山手通1-4-4あざい恒産ﾋﾞﾙ7F

snack24nishi

神戸市中央区中山手通1-4-4天野ﾋﾞﾙ6階

魚寅

神戸市中央区中山手通1-4-5-2F

SUNFLOWER

神戸市中央区中山手通1-4-5ｻﾌﾞｳｪｲｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ6階A室

MURAT

神戸市中央区中山手通1-4-5ｻﾌﾞｳｪｲｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ8F

居酒屋はちきん

神戸市中央区中山手通1-4-5ｻﾌﾞｳｪｲｻｲﾄﾞﾋﾞﾙB1

brilliant World

神戸市中央区中山手通1-4-5ﾕｰﾍﾞﾙﾋﾞﾙ7c

旬 なご味

神戸市中央区中山手通1-4-6ﾕ-ﾍﾞﾙﾋﾞﾙB1F

博多やきとり かわ庵三宮東門店

神戸市中央区中山手通1-4-7ﾕ-ﾍﾞﾙﾋﾞﾙ2階

MONOCHROME

神戸市中央区中山手通1-4-7ﾕ-ﾍﾞﾙﾋﾞﾙ4AB号

BAR M's

神戸市中央区中山手通1-4-7東門ﾕ-ﾍﾞﾙﾋﾞﾙ6FA

Lumiere

神戸市中央区中山手通1-4-8ﾏｲｱﾐﾋﾞﾙ5F

SNACKﾘﾝﾀﾞ

神戸市中央区中山手通1-4番11ﾆｭ-ｹﾞ-ﾄﾋﾞﾙ303号

BlueNight

神戸市中央区中山手通1-4番13号ｺｽﾓｽ東門502

snack8otto

神戸市中央区中山手通1-4番14号森本ｶﾞｽﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸ明華

神戸市中央区中山手通1-4番1号ﾅﾘﾋﾛﾋﾞﾙ3F

高羽商店

神戸市中央区中山手通1-5-1

中国料理 愛愛

神戸市中央区中山手通1-5-10

BAR DROPUT

神戸市中央区中山手通1-5-114階南

鶴蓮

神戸市中央区中山手通1-5-11くすのきﾋﾞﾙB1

BARS'隨

神戸市中央区中山手通1-5-11くすの木ﾋﾞﾙ 5階

ﾀﾞｲﾔ

神戸市中央区中山手通1-5-11くすの木ﾋﾞﾙ3F

人生の楽園

神戸市中央区中山手通1-5-14播磨第二ﾋﾞﾙ1F

ｻﾓｼﾞｮﾝ

神戸市中央区中山手通1-5-15PATﾋﾞﾙ1F

彩食幸酒こづえ

神戸市中央区中山手通1-5-15PATﾋﾞﾙ2階

S/J

神戸市中央区中山手通1-5-18-1F5.

Reve

神戸市中央区中山手通1-5-18-2F1

Balocco

神戸市中央区中山手通1-5-18-2階

韓国家庭料理店 ｹﾐ

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝ

創作おばんざい友遊

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1F

HEAIRT

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1F3

Bar Bisla

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2F

りすくり

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

ｼﾞｭﾋﾞｱ

神戸市中央区中山手通1-5-18第10ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3F

篤志

神戸市中央区中山手通1-5-19

ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ

神戸市中央区中山手通1-5-21NKﾋﾞﾙ3階

花束

神戸市中央区中山手通1-5-21NK三宮ﾋﾞﾙ1F

MW

神戸市中央区中山手通1-5-21NK三宮ﾋﾞﾙ2階

とよの本舗

神戸市中央区中山手通15-4 ｺｰﾄﾃﾗｽ東門ﾋﾞﾙ1F

鶏匠 吟八 東門店

神戸市中央区中山手通1-5-4ﾐﾅﾄﾋﾞﾙB1F

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ有馬

神戸市中央区中山手通1-5-6

むらさき

神戸市中央区中山手通1-5-6.ﾅｶｼﾞﾏﾋﾞﾙ202

ﾁｬｲﾅｽﾅｯｸ 愛華

神戸市中央区中山手通1-5-64F

芳純

神戸市中央区中山手通1-5-6501東門中島ﾋﾞﾙ

KK

神戸市中央区中山手通1-5-6601

あんぴもん

神戸市中央区中山手通1-5-6中島ﾋﾞﾙ502

Impact

神戸市中央区中山手通1-5-6中島ﾋﾞﾙ5F

葉月

神戸市中央区中山手通1-5-6中島ﾋﾞﾙ602

ﾚｲｱｰｽ

神戸市中央区中山手通1-5-6中島ﾋﾞﾙ6F

朋友

神戸市中央区中山手通1-5-6東門中島ﾋﾞﾙ 301

SAVOY East Gate

神戸市中央区中山手通1-5-6東門中島ﾋﾞﾙ201

agree

神戸市中央区中山手通1-5-6東門中島ﾋﾞﾙ403

ｽﾅｯｸ 由希

神戸市中央区中山手通1-5-6東門中島ﾋﾞﾙ4階

韓流ｶﾌｪｹｲｽﾀｲﾙ

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ101

創作鉄板BOO

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ102

まさこのとこ

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ201

仁っ子 ﾖｯｺ

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ301

まり屋

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ402

RESSO

神戸市中央区中山手通1-5-7丸岩ﾋﾞﾙ501

居酒屋かたつむり

神戸市中央区中山手通1-5-8東門ｲﾅﾊﾞﾋﾞﾙB1F

ﾗﾝｼﾞｭ

神戸市中央区中山手通1-5-9

うに吉 神戸三宮店

神戸市中央区中山手通1-5-9ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-21階

ぷいぷい

神戸市中央区中山手通1-5-9ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-2B1

凛

神戸市中央区中山手通1-5-9ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-Ⅱﾋﾞﾙ2階

G.Reve

神戸市中央区中山手通1-5-9ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰⅡ4F

R

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館3-B

酒舟 天

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館3FC

ななころびやおき

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館4A

ﾆｬﾝﾀﾞﾊﾞ

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館4F

輪

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館5A

LAST SCENE

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館5階

店舗名

住所

the cave KOBE

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館B1

Cheers

神戸市中央区中山手通1-5-9港都会館ﾋﾞﾙ3階C

さむらい東門店

神戸市中央区中山手通1-5番4号1階

Revival

神戸市中央区中山手通1-5番4号ｺｳﾍﾞｺﾝﾍﾞｯｸｽｽｸｴｱ207号室

Friend's Piace

神戸市中央区中山手通1-5番9号港都会館1FB

BAR坊

神戸市中央区中山手通1-6-10Kﾋﾞﾙ2階

BAR 春

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ1階

Vanilla

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ2A

ｴﾀｰﾆﾃｨｰﾅﾝｼｰ

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ301

BAR69

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ3B号室

ﾗﾊﾞｰｽﾞ ｽﾄｰﾘｰ

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ402

ｽﾅｯｸ鶴(ﾂﾙ)

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ4階

鶴

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ4階

Dream

神戸市中央区中山手通1-6-10迎賓館ﾋﾞﾙ5F

BAR

こうりん

神戸市中央区中山手通1-6-11荒賀ﾋﾞﾙ1階

Dio Nile

神戸市中央区中山手通1-6-11荒賀ﾋﾞﾙ3階

美味しいお酒と肴 すがはら

神戸市中央区中山手通1-6-11荒賀ﾋﾞﾙ地下1階

ba.bar en

神戸市中央区中山手通1-6-12東門ヴｨﾚｯｼﾞ3階

炭焼焼鳥 えんとつ

神戸市中央区中山手通1-6-131F東号 水野ﾋﾞﾙ

炭火焼肉 牛王

神戸市中央区中山手通1-6-13水野ﾋﾞﾙ1F

SKY

神戸市中央区中山手通1-6-13水野ﾋﾞﾙ201

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾑｰﾝﾗｲﾄ

神戸市中央区中山手通1-6-13水野ﾋﾞﾙ3階

Appellation

神戸市中央区中山手通1-6-13水野ﾋﾞﾙB1F

小椋

神戸市中央区中山手通1-6-14

Vivian

神戸市中央区中山手通1-6-14ﾊﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙB1

おとめの台所 本店

神戸市中央区中山手通1-6-18SSﾋﾞﾙ1階

BAR鎌谷商店

神戸市中央区中山手通1-6-18SSﾋﾞﾙ2階

鬼桜

神戸市中央区中山手通1-6-18SSﾋﾞﾙ3F

ﾄﾞﾘﾝｸﾙｰﾑ ｼｮﾊﾟｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-6-18SSﾋﾞﾙB1

串ｶﾂ居酒屋 東

神戸市中央区中山手通1-6−19-1F豊村ﾋﾞﾙ

三なすび

神戸市中央区中山手通1-6-19山浦77ﾋﾞﾙ3F

teppan&wine Nizoro

神戸市中央区中山手通1-6-19山浦77ﾋﾞﾙB1F

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

神戸市中央区中山手通1-6-19豊村ﾋﾞﾙ 地下

おとめの台所 隣店

神戸市中央区中山手通1-6-19豊村ﾋﾞﾙ1F

Feast

神戸市中央区中山手通1-6-19豊村ﾋﾞﾙ3階南

Bar Mine

神戸市中央区中山手通1-6-19豊村ﾋﾞﾙB1北

ｽﾅｯｸ ﾊﾟﾝﾀﾞ

神戸市中央区中山手通1-6-1宮ﾋﾞﾙ2F

すみれ

神戸市中央区中山手通1-6-1宮ﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ姫

神戸市中央区中山手通1-6-1宮ﾋﾞﾙ地下

ふじ乃

神戸市中央区中山手通1-6-20ﾄﾚﾋﾞｱﾝﾋﾞﾙ2F

阿利水

神戸市中央区中山手通1-6-20ﾄﾚﾋﾞｱﾝﾋﾞﾙB1

深山 三宮店

神戸市中央区中山手通1-6-20高橋ﾋﾞﾙ1F

太郎と花子

神戸市中央区中山手通1-6-20高橋ﾋﾞﾙ2F

ｲﾙ ﾊﾞｯｶﾅｰﾚ

神戸市中央区中山手通1-6-20高橋ﾋﾞﾙ3階

和み処 お京

神戸市中央区中山手通1-6-21

ｽﾅｯｸ まどか

神戸市中央区中山手通1-6-21ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ

a jug bar

神戸市中央区中山手通1-6-21ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ弐番館3階南

KABU

神戸市中央区中山手通1-6-21ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ弐番館地下1北

鮨清水

神戸市中央区中山手通1-6-21ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ三宮二番館

香兆

神戸市中央区中山手通1-6-21ﾙｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ1F

ﾊﾞｰ･ｸﾞﾗﾝﾊﾟ

神戸市中央区中山手通1-6-21ﾙ-ﾌﾞﾙﾋﾞﾙ2階

Cucina otto

神戸市中央区中山手通1-6-22

ON THE ROAD

神戸市中央区中山手通1-6-22

鮨 おか林

神戸市中央区中山手通1-6-22

salon

神戸市中央区中山手通1-6-22TTKﾋﾞﾙ2階

ROMAN(ﾛｰﾏﾝ)

神戸市中央区中山手通1-6-22TTKﾋﾞﾙ3階

博多もつ鍋と焼ものはじめ

神戸市中央区中山手通1-6-22宮ﾋﾞﾙ1階

神戸焼肉

神戸市中央区中山手通1-6-22宮ﾋﾞﾙ2階

樹々

Music Lounge Bar Tournez La Page

神戸市中央区中山手通1-6-2ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ東門ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3F

ﾊﾞｰ ﾒｲﾝﾓﾙﾄ

神戸市中央区中山手通1-6-2東門ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2階

御料理 味勧屋

神戸市中央区中山手通1-6-4

魚介処元

神戸市中央区中山手通1-6-5

神蔵

神戸市中央区中山手通1-6-5高ﾋﾞﾙ1F南号室

千扇 ちせん

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ1階

Bar H'

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ2F

COOL東門

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ2階南

SNACK GROW

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ3F

飲食工房 勇吉

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ3階

RituaL

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙB1-N号

市の方

神戸市中央区中山手通1-6-6ﾀﾞ-ﾊﾞﾝﾋﾞﾙ一階

焼き鳥 ひよこ

神戸市中央区中山手通1-6-7-B1F

Casetta(ｶｾﾞｯﾀ)

神戸市中央区中山手通1-6-7ﾏﾐ-ｸｲ-ﾝﾋﾞﾙ2階

鮨 八代

神戸市中央区中山手通1-6-7三佳ﾋﾞﾙ1階北

神戸ﾊﾞﾙﾃｨﾛ

神戸市中央区中山手通1-6-7三佳ﾋﾞﾙ2F

隠れ居酒屋 あっちっち

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ1F

ゆいまｰる

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

Barﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾊｯﾄ

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2階南

別館神戸少年

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ3F

BAKU

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙB1

ROCKY

神戸市中央区中山手通1-6-8ｸﾞﾘ-ﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙB1F

食の市ふらっと

神戸市中央区中山手通1-6-9丘ﾋﾞﾙ1階南

MK

神戸市中央区中山手通1-6-9丘ﾋﾞﾙ1階北

FLATFILED

神戸市中央区中山手通1-6-9丘ﾋﾞﾙ2階北

おばんざい かどやん

神戸市中央区中山手通1-6-9丘ﾋﾞﾙ3階

くつろぎ

神戸市中央区中山手通1-6番20号ﾄﾚﾋﾞｱﾝﾋﾞﾙ3階

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ百合乃

神戸市中央区中山手通1-7

居酒屋風助

神戸市中央区中山手通1-7-10ﾊﾞﾚ-ﾋﾞﾙ2階

炭ﾄﾘｳｵ

神戸市中央区中山手通1-7-10上田第二ﾋﾞﾙ1階

menbers Mie

神戸市中央区中山手通1-7-10上田第二ﾋﾞﾙ3階

裕泉

神戸市中央区中山手通1-7-10中山手1番館ﾋﾞﾙ1F

ここらっき

神戸市中央区中山手通1-7-10中山手壱番館4F

なごみ

神戸市中央区中山手通1-7-11

韓国ﾊﾞﾙ ﾏﾆﾏﾆ

神戸市中央区中山手通1-7-11

料理人 たに田

神戸市中央区中山手通1-7-11

Ma

神戸市中央区中山手通1-7-11 4F Ｂ

美酒美食 平田

神戸市中央区中山手通1-7-11ﾊﾞﾚｲﾋﾞﾙ3F

溜まりBAR

神戸市中央区中山手通1-7-11ﾊﾞﾚｲﾋﾞﾙ3F

Pua Hawaii Cafe

神戸市中央区中山手通1-7-12階

鮨 佐津満

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ1階

にはとりや三宮2号店

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ2F

一品料理､おばんざい しずく

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ2階東

SHIELD

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ2階南

喫茶&喫酒 Cinq

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ3F

CAFE&DART BAR REGALO

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ地下1階

和と酒 亀遊

神戸市中央区中山手通1-7-12上田ﾋﾞﾙ南1階

plumeria

神戸市中央区中山手通1-7-13

美獣

神戸市中央区中山手通17-14-7B

鉄板ﾊﾞﾙ蒼

神戸市中央区中山手通1-7-16

まるまさ家 北野坂

神戸市中央区中山手通1-7-16 ﾖｰｸ北野坂1階北側

あさくら

神戸市中央区中山手通1-7-16ST北野坂1階南

カンナム

神戸市中央区中山手通1-7-16ﾖ-ｸ北野坂2階

おばんざいと酒ﾘﾍﾞﾙﾃ

神戸市中央区中山手通1-7-16ﾖ-ｸ北野坂ﾋﾞﾙ(旧Kﾋﾞﾙ)3F

家庭料理 酒 清水

神戸市中央区中山手通1-7-16ﾖ-ｸ北野坂ﾋﾞﾙ4F

Bar el CAMINO

神戸市中央区中山手通1-7-17

店舗名

住所

きりの台所 三宮店

神戸市中央区中山手通1-7-17

居酒屋 とらや

神戸市中央区中山手通1-7-17

ｽﾅｯｸ珠

神戸市中央区中山手通1-7−17ｻｸｾｽﾋﾞﾙ3階

食路 いまる

神戸市中央区中山手通1-7-18

肉酒場 燦

神戸市中央区中山手通1-7-18-1

きりの台所

神戸市中央区中山手通1-7-18-101ﾘ-ﾄﾞｻｻﾞﾝ中山手ﾋﾞﾙ

まったりｺｱﾗb

神戸市中央区中山手通1-7-18-201

ｾﾌﾞﾝｽﾞ

神戸市中央区中山手通1-7-18-B1

京菜焚

神戸市中央区中山手通1-7-18ｻｸｾｽﾋﾞﾙ1階

神戸こも亭

神戸市中央区中山手通1-7-18ｻｸｾｽﾋﾞﾙ2階

BELLE

神戸市中央区中山手通1-7-18ﾘ-ﾄﾞｻｻﾞﾝ中山手ﾋﾞﾙ3階

BAR RUSE

神戸市中央区中山手通1-7-19ｻｸｾｽﾋﾞﾙ3階

十津川

神戸市中央区中山手通1-7-19平安ﾋﾞﾙ1階

BAR Lyla

神戸市中央区中山手通1-7-19平安ﾋﾞﾙ201

呑･食･笑 上方家

神戸市中央区中山手通1-7-19平安ﾋﾞﾙ2F

季節料理 勝原

神戸市中央区中山手通1-7-19平安ﾋﾞﾙ3階

和ごころ食職

神戸市中央区中山手通1-7-19平安ﾋﾞﾙB1F

すし侍

神戸市中央区中山手通1-7-1ｻﾝﾄﾓﾋﾞﾙ1F

ｽﾃｰｷﾗﾝﾄﾞ山崎

神戸市中央区中山手通1-7-20前川ﾋﾞﾙ1F

Bar Nyx

神戸市中央区中山手通1-7-20前川ﾋﾞﾙ2階西号室

SAVOY KITANOZAKA

神戸市中央区中山手通1-7-20第三天成4階

PaPa Hemingway(ﾊﾟﾊﾟ.ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ)

神戸市中央区中山手通1-7-20第三天成ﾋﾞﾙ2階

ﾛｾﾞﾊﾟﾋﾟﾖﾝ

神戸市中央区中山手通1-7-20第三天成ﾋﾞﾙ3階

日本料理 百屋

神戸市中央区中山手通1-7-20第三天成ﾋﾞﾙ地下一階

ｽﾅｯｸ みのり

神戸市中央区中山手通1-7-21

おたべや

神戸市中央区中山手通1-7-213階

そば切り 八起

神戸市中央区中山手通1-7-21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ1F北

ｽﾀﾝﾄﾞ はまちゃん

神戸市中央区中山手通1-7-21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ2F

とよかわ

神戸市中央区中山手通1-7-21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ2階

Food Bar Akari

神戸市中央区中山手通1-7-21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ3階

神戸和酒倶楽部 ちょこ

神戸市中央区中山手通1-7-21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ地下1階

おでんと惣菜 けせらせら

神戸市中央区中山手通1-7-22中山手鈴木ﾋﾞﾙ1階中号室

Goofee

神戸市中央区中山手通1-7-3ｻﾝﾄﾓﾄﾞﾙ2-B

Bar Miracolo

神戸市中央区中山手通1-7-3ｻﾝﾄﾓﾋﾞﾙ1A

ﾚﾄｱ

神戸市中央区中山手通1-7-3ｻﾝﾄﾓﾋﾞﾙ3階

MY mic bar うたいむし

神戸市中央区中山手通1-7-3ｻﾝﾄﾓﾋﾞﾙB1

手包み餃子酒場 CHANJA 三宮駅前店

神戸市中央区中山手通1-7-5

Be Thankful

神戸市中央区中山手通1-7-5Sﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

炭火焼肉ひよりや

神戸市中央区中山手通1-7-5Sﾋﾞﾙ二階

一蓮托生

神戸市中央区中山手通1-7-5第2辻ﾋﾞﾙ1F

実紀 BAR

神戸市中央区中山手通1-7-5第辻ﾋﾞﾙB1F

かしわ屋

神戸市中央区中山手通1-7-6ﾘｯﾁﾗｲﾄﾋﾞﾙ1階

Boa.sorte

神戸市中央区中山手通1-7-6ﾘｯﾁﾗｲﾄﾋﾞﾙ2w

3rd

神戸市中央区中山手通1-7-6ﾘｯﾁﾗｲﾄﾋﾞﾙB1

泰 YASURAGI

神戸市中央区中山手通1-7-6ﾘｯﾁﾗｲﾄﾋﾞﾙ地下1階

record

神戸市中央区中山手通1-7-7HK177BLDG.3B

たか鳥 中山手通店

神戸市中央区中山手通1-7-7HK177ﾋﾞﾙ

ぎょうざ専門店包君

神戸市中央区中山手通1-7-8

神戸餃子ｵﾚｷﾞｮ 中央店

神戸市中央区中山手通1-7-8

Lien

神戸市中央区中山手通1-7-8 格子屋ﾋﾞﾙ2階南側

AfterParty

神戸市中央区中山手通1-7-8-4F

鉄板焼 仙

神戸市中央区中山手通1-7-8ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ1F

Sing

神戸市中央区中山手通1-7-8ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸ ばってん

神戸市中央区中山手通1-7-9神和ﾋﾞﾙ1F

ｻﾙﾋﾞｱ

神戸市中央区中山手通1-7-9神和ﾋﾞﾙ3F

Side by Side

神戸市中央区中山手通1-7番21ﾎﾜｲﾄｷｬｯｽﾙﾋﾞﾙ2F

Raccoon

神戸市中央区中山手通1-7番5号第2辻ﾋﾞﾙ3F

kitchen witch

神戸市中央区中山手通1-8-1

鹿児島ｽﾅｯｸ呑ん

神戸市中央区中山手通1-8-11明関ﾋﾞﾙ5階501

Bar Fiveish ﾌｧｲヴｨｯｼｭ

神戸市中央区中山手通1-8-1-201

日本酒おばんざい ぽでが

神戸市中央区中山手通1-8-1-202

橘

神戸市中央区中山手通1-8-14.北野坂Fﾋﾞﾙ5階A

とみさと

神戸市中央区中山手通1-8-14B1/B2

Ito wabisabi

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ2F

もっすま

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ3F

cade de 當門

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ4F

ｻｲﾌｧ

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ4階

AGEHA..

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ7階

たかはし

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ7階

member's Maki

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ8F

ﾛｼｱﾝ ｷｭｲｼﾞｰﾇ ﾗｳﾝｼﾞ ｸﾘｽﾀﾙ

神戸市中央区中山手通1-8-14北野坂Fﾋﾞﾙ9F

ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ

神戸市中央区中山手通1-8-1-5F

ふく三味

神戸市中央区中山手通1-8-15ｱｻｷﾋﾞﾙ2階

居酒屋甚太郎

神戸市中央区中山手通1-8-1-601

盛興順

神戸市中央区中山手通1-8-16-101BASIC北野坂ﾋﾞﾙ

P's

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂4F

店舗名

住所

V

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂6-603

花沙

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂6F

Leciel

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂B2

FLORAISON

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂ﾋﾞﾙ2階

Kiss

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂ﾋﾞﾙ4階

EMMA

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂ﾋﾞﾙ5階

Le Reve

神戸市中央区中山手通1-8-16BASIC北野坂ﾋﾞﾙ7F

輝美

神戸市中央区中山手通1-8-16ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ4F

北野坂 しばはら

神戸市中央区中山手通1-8-16ﾍﾞ-ｼｯｸ北野坂2階201

ﾌﾟﾙﾄﾜ

神戸市中央区中山手通1-8-16ﾍﾞ-ｼｯｸ北野坂3階

Purity

神戸市中央区中山手通1-8-16ﾍﾞ-ｼｯｸ北野坂702

LUX BAR WABi SABi VILLA

神戸市中央区中山手通1-8-16ﾍﾞ-ｼｯｸ北野坂ﾋﾞﾙ8F

5&7 ｺﾞｳｱﾝﾄﾞｾﾌﾞﾝ

神戸市中央区中山手通1-8-18

ｽﾅｯｸﾊﾞｰﾏｼﾞｶﾙ

神戸市中央区中山手通1-8-18

小料理山桜

神戸市中央区中山手通1-8-18-301

ﾌｧｰﾛ

神戸市中央区中山手通1-8-18互陽ﾋﾞﾙ2F

ｱﾚｸﾞﾘｱ

神戸市中央区中山手通1-8-18互陽ﾋﾞﾙ401

club M's

神戸市中央区中山手通1-8-18互陽ﾋﾞﾙ4F

鯉川

神戸市中央区中山手通1-8-18互陽ﾋﾞﾙ5階

Dia More

神戸市中央区中山手通1-8-18互陽ﾋﾞﾙ602号

たんぽぽ ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ

神戸市中央区中山手通1-8-19

mafolova

神戸市中央区中山手通1-8-19三浦ﾋﾞﾙ204

Jazz&Booze さりげなく

神戸市中央区中山手通1-8-19三浦ﾋﾞﾙ2F

sasaseiran

神戸市中央区中山手通1-8-19三浦ﾋﾞﾙ2階

JIRO

神戸市中央区中山手通1-8-19三浦ﾋﾞﾙ4F

ｽﾅｯｸ ﾌﾞﾘｰﾝ

神戸市中央区中山手通1-8-19三浦ﾋﾞﾙ4F

寿志 とく山

神戸市中央区中山手通1-8-1B1階

串かつ大原

神戸市中央区中山手通1-8-1明開ﾋﾞﾙ1F

酒のみ処 ちよ屋

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ1F

BAR KONEGI

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ204

ｱｲﾑ

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ3F

ｽﾅｯｸｾﾙﾎﾞﾝ

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ3F

とまり木

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ3F

ご飯屋おむすび

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ3階

ﾜｲﾝﾊﾞｰ ｴﾙヴｧｰｼﾞｭ

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ3階

まめ舟

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ4F

ｴｯｸﾞ

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ4階

ありの城

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ504

店舗名

住所

神戸ﾊﾟﾘ食堂

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙ5F

フランス家庭料理とワインのお店Takebou

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ビルB1-4号

ﾋﾞｽﾄﾛ&ﾊﾞｰ ﾃﾗｻﾅ

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙB1F

旬菜 まんげつ亭

神戸市中央区中山手通1-8-1明関ﾋﾞﾙB1F

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ翔

神戸市中央区中山手通1-8−20

ｽﾅｯｸ tae's

神戸市中央区中山手通1-8-20-403

さんさろ

神戸市中央区中山手通1-8-20SKﾋﾞﾙ1F

寿し智

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙ1階

publichouse1988

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙ303

ｽﾅｯｸ ｴﾙ

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙ304

穂

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙ401

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ ｿﾞﾛﾒ

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙB1F東側

居酒屋 ぜん

神戸市中央区中山手通1-8-20三宮SKﾋﾞﾙBF

BAR Trovador ﾄﾗﾊﾞﾄﾞｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-8-22

あい

神戸市中央区中山手通1-8-22

北野坂桜

神戸市中央区中山手通1-8-22

忠

神戸市中央区中山手通1-8-22-1F

ﾚｽﾄﾗﾝ ｸﾞｰﾆｰ

神戸市中央区中山手通1-8-22-2F

ｽﾅｯｸ祐蘭

神戸市中央区中山手通1-8-22-5階

ふじさん

神戸市中央区中山手通1-8-22ﾆｭ-神和ﾋﾞﾙ2f

玉ゆら

神戸市中央区中山手通1-8-22ﾆｭ-神和ﾋﾞﾙ4階

杉浦

神戸市中央区中山手通1-8-22ﾆｭ-神和ﾋﾞﾙ6F

牛とろ

神戸市中央区中山手通1-8番14号Fﾋﾞﾙ1階

鮨 栄美古

神戸市中央区中山手通1-9-11

一夜一夜

神戸市中央区中山手通1-9-12

Happiness

神戸市中央区中山手通1-9-12M,sﾋﾞﾙ5F

ﾜｲﾝｽﾞﾊﾟﾄﾘｰ

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ1階

gab

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ2階

Second Floor-2-kai

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ2階

Bar playa

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ3階

ｶﾞｰﾃﾞﾝ

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ4階

Mirage

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ4階D号室

freedom

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ5階

Sunny

神戸市中央区中山手通1-9-12Msﾋﾞﾙ6-D

maison de Lapin

神戸市中央区中山手通1-9-12Msﾋﾞﾙ8F

ふさ

神戸市中央区中山手通1-9-12M'sﾋﾞﾙ9F

CaRen

神戸市中央区中山手通1-9-12ｴﾑｽﾞﾋﾞﾙ4F

Lei

神戸市中央区中山手通1-9-12ｴﾑｽﾞﾋﾞﾙ4階

Takebou

店舗名

住所

ｻﾗヴｧｰﾝ

神戸市中央区中山手通1-9-12ｴﾑｽﾞﾋﾞﾙ6B

餃子部GZB

神戸市中央区中山手通1-9-14ﾏﾛﾝﾋﾞﾙ1階南

Bar MINATSUKI

神戸市中央区中山手通1-9-14ﾏﾛﾝﾋﾞﾙ2F

炭ﾉ火ﾉtomo

神戸市中央区中山手通1-9-162階南号室

しんやﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区中山手通1-9-16扇港ﾋﾞﾙ2F

ポパイ

神戸市中央区中山手通1-9-16扇港ビル3F

SHOT

BAR Barrel

神戸市中央区中山手通1-9-16扇港ﾋﾞﾙB1

大神

神戸市中央区中山手通1-9-16扇港ﾋﾞﾙB1F

NaoBar

神戸市中央区中山手通1-9-17扇港ﾋﾞﾙ2F

Bar Trend Gallery

神戸市中央区中山手通1-9-18

RINDO

神戸市中央区中山手通1-9-18

ｵﾌﾞｼﾞｪ

神戸市中央区中山手通1-9-18-904

緩緩

神戸市中央区中山手通1-9-18小田ﾋﾞﾙ1F

うまいもん処 しょうき JAZZ & 地酒

神戸市中央区中山手通1-9-18小田ﾋﾞﾙ1階

韓 ｿﾘ

神戸市中央区中山手通1-9-18北野坂WESTﾋﾞﾙ 4F

Calla ｶﾗｰ

神戸市中央区中山手通1-9-18北野坂WESTﾋﾞﾙ6F

Avectoi

神戸市中央区中山手通1-9-18北野坂ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ201

L.bois

神戸市中央区中山手通1-9-18北野坂ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ301

Kiwami

神戸市中央区中山手通1-9-18北野坂ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ603

和懐食かなやま

神戸市中央区中山手通1-9-1ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ2階

ｸﾗﾌﾞｶｼﾐﾔ

神戸市中央区中山手通1-9-2

ｱﾙﾏ

神戸市中央区中山手通1-9-2 MOZANﾋﾞﾙ902号

開化亭

神戸市中央区中山手通1-9-21

sugar.k

神戸市中央区中山手通1-9-21日原ﾋﾞﾙ3F

神戸牛みやび 北野坂店

神戸市中央区中山手通1-9-21日源ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ ｵﾅｼｽ

神戸市中央区中山手通1-9-21日源ﾋﾞﾙ2F

A.K.A

神戸市中央区中山手通1-9-21日源ﾋﾞﾙ3F

ｲｯﾂ北野坂

神戸市中央区中山手通1-9-21日源ﾋﾞﾙB1

Roots

神戸市中央区中山手通1-9-22

BrillerDiamond Moon

神戸市中央区中山手通1-9-2-201

TINK

神戸市中央区中山手通1-9-2-201ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ

劉家厨房

神戸市中央区中山手通1-9-22-1階

ｼﾞｭﾒﾙ

神戸市中央区中山手通1-9-22ｸﾚﾓｰﾅﾋﾞﾙ 5階

おこのみぐりる 柔

神戸市中央区中山手通1-9-22ｸﾚﾓ-ﾅﾋﾞﾙ2階

Anjour

神戸市中央区中山手通1-9-22ｸﾚﾓ-ﾅﾋﾞﾙ3階

I m

神戸市中央区中山手通1-9-22ｸﾚﾓ-ﾅﾋﾞﾙ4F

華かんざし

神戸市中央区中山手通1-9-22ｸﾚﾓ-ﾅﾋﾞﾙ6F

le sagittaire

神戸市中央区中山手通1-9-2-306MOZANﾋﾞﾙ

店舗名

住所

ｶﾗｵｹ ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ三宮北野坂店

神戸市中央区中山手通1-9-24ｴﾑｽﾞ北野坂ﾋﾞﾙ

輝石

神戸市中央区中山手通1-9-2-601ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ

Miu

神戸市中央区中山手通1-9-2-607

CANE

神戸市中央区中山手通1-9-2-803

和樂

神戸市中央区中山手通1-9-2904

畑舎 by 兵均

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZAN.BLD2F

慈音

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ103

旬菜おでん結び

神戸市中央区中山手通1-9-2mozanﾋﾞﾙ106

ﾌﾟﾘｴｰﾙ

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ10階

sabai sabai

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ4階

花屋敷

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ4階

舵

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ4階

Elfin

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ506

2Class

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ5F

PoPo

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ7階

CHIP-IN

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ806

LA.lea ﾗｰ.ﾚｱ

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ8F

瑞穂

神戸市中央区中山手通1-9-2MOZANﾋﾞﾙ9F

葡萄屋

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ1002

ﾌﾟﾁｻﾛﾝ ｽﾃﾗ

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ307

花鈴

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ3階

Perfume

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ4F

Ag

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ5

ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ606

ｲｼｽ

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ6階

十六宵

神戸市中央区中山手通1-9-2ﾓｻﾞﾝﾋﾞﾙ8F

A

神戸市中央区中山手通1-9-3

SPICE & BEATS

山東菜館 青島

神戸市中央区中山手通1-9-4水野東ﾋﾞﾙ2F

ﾐﾔﾋﾞ

神戸市中央区中山手通1-9-4水野東ﾋﾞﾙ3階

enoteca ber ber bar

神戸市中央区中山手通1-9-5

台湾料理 金山園

神戸市中央区中山手通1-9-5

鉄板焼き神戸FUJI

神戸市中央区中山手通1-9-5

Mu-a

神戸市中央区中山手通1-9-52F

きね本

神戸市中央区中山手通1-9-6

洋風居酒屋 純

神戸市中央区中山手通1-9-6

潮見茶屋

神戸市中央区中山手通1-9-61F

Sp-Rush

神戸市中央区中山手通1-9-6ｿﾊﾞ-ｱｯﾌﾟﾋﾞﾙ2階

はなぶさ

神戸市中央区中山手通1-9-6万両ﾋﾞﾙ2階

店舗名

住所

お酒の美術館 三宮店

神戸市中央区中山手通1-9-7

ﾍﾞﾋﾞｰﾌｪｲｽ大蔵谷店

神戸市中央区中山手通1-9-7

ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ

神戸市中央区中山手通1-9-7ﾛｯｸﾊﾞﾚ-ﾋﾞﾙ3F

ﾍﾞﾋﾞｰﾌｪｲｽ

神戸市中央区中山手通1-9-7ﾛｯｸﾊﾞﾚ-ﾋﾞﾙ4F

お好み焼き鉄板焼きﾔﾏﾄ

神戸市中央区中山手通1-9-7矢原ﾋﾞﾙ1階

Bar Touch Me

神戸市中央区中山手通1-9-7矢原ﾋﾞﾙ3階

みやもと本店

神戸市中央区中山手通1-9-8

BAR ふくろう

神戸市中央区中山手通1-9-9

GLAMOROUS

神戸市中央区中山手通1-9番12号M'sﾋﾞﾙ9B

蕾

神戸市中央区中山手通1-9番21号

有限会社ｺﾚｸｼｮﾝ

神戸市中央区中山手通1-9番2号

Mieux ,2

神戸市中央区中山手通1-9番2号706

花みずき

神戸市中央区中山手通1-9番2号MOZANﾋﾞﾙ701

BAR GOLDEN CUP

神戸市中央区中山手通1の4の5ｻﾌﾞｳｪｲｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ5F

ｽﾅｯｸ けろんぱ

神戸市中央区中山手通1の8の20SKﾋﾞﾙ4F

ガレージパラダイス

神戸市中央区中山手通1丁目13-7山下ビルB1

BB

神戸市中央区中山手通1丁目2-2VIVA Coast7階

なおみkitchen

神戸市中央区中山手通1丁目2-7リッチビル2

秋桜

神戸市中央区中山手通1丁目3-4 サンドストーンコートビル2F

Bar-Eden-hall（バーイーデンホール）

神戸市中央区中山手通1丁目7-22

食LABOあうる

神戸市中央区中山手通1丁目9-2

想創家kubo

神戸市中央区中山手通2-10-21-3階

ﾊﾞｰﾄﾞｰﾑ

神戸市中央区中山手通2-10-21ｼﾝﾉ第2ﾋﾞﾙ5F

はせがわちゃん食堂

神戸市中央区中山手通2-10-21伸野第2ﾋﾞﾙ2階

施記

神戸市中央区中山手通2-10-21伸野第2ﾋﾞﾙ一階

料庵有とみ

神戸市中央区中山手通2-10-22

ながり鮨

神戸市中央区中山手通2-10-22ﾊﾝﾀ-坂ヴｨﾚｯｼﾞｹﾞ-ﾄ1F

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞN

神戸市中央区中山手通2-10-22伸野ﾋﾞﾙ2階

活惚

神戸市中央区中山手通2-10-22伸野ﾋﾞﾙ3F

Collect

神戸市中央区中山手通2-10-5

ﾊﾞﾝﾌﾞｰ

神戸市中央区中山手通2-10-5

肉処一

神戸市中央区中山手通2-10-5 ほらふきﾋﾞﾙ1F

雄

神戸市中央区中山手通2-10-5

HANARE

中山手鈴木ビル2階南側
MOZANビル106

ホラフキビル4F

JAMDUNG

神戸市中央区中山手通2-10-52階

BASE

神戸市中央区中山手通2-10−56階-A

ﾓﾝｼｪﾘｰ

神戸市中央区中山手通2-10-5ほらふきﾋﾞﾙ3F-C

ｱﾝｸﾙﾁｬｰﾘｰ

神戸市中央区中山手通2-11-1_N.Ⅱﾋﾞﾙ6F

串揚げ 信長 帰蝶

神戸市中央区中山手通2-11-1-2F

店舗名

住所

DRAGON PALACE ﾄﾞﾗｺﾞﾝ･ﾊﾟﾚｽ

神戸市中央区中山手通2-11-1NIIﾋﾞﾙ7F

ﾎﾟｰｶｰができるﾊﾞｰLionem

神戸市中央区中山手通2-11-1ﾆｲﾋﾞﾙ4階

ﾍﾞﾙｾﾙｸ

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭｰｻﾝｺｰﾋﾞﾙ3F

GATE

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭｰｻﾝｺｰﾋﾞﾙ4F

OFF TIME

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ3F南1号

W→You

神戸市中央区中山手通2-1–13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ4F

ﾊｲBAR

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ4階南2

CRONOS

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ6F

GRAND SHARK

神戸市中央区中山手通2-1-13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙB1

豊味園

神戸市中央区中山手通2-1-15ｱｸｾﾙﾋﾞﾙ1F

韓国酒房 ｵﾝﾇ

神戸市中央区中山手通2-1-17-5F

福源

神戸市中央区中山手通2-1-17ｷﾘﾝﾋﾞﾙ1F

ｻﾛﾝﾄﾞｽﾍﾟﾝｻｰ

神戸市中央区中山手通2-1-17ｷﾘﾝﾋﾞﾙ3F

ｽﾅｯｸ ﾚｲﾗ

神戸市中央区中山手通2-1-17ｷﾘﾝﾋﾞﾙ5階

風阿里

神戸市中央区中山手通2-1-17ｷﾙﾝﾋﾞﾙ8階

花

神戸市中央区中山手通2-1-17東門ｷﾘﾝﾋﾞﾙ6F

ﾋﾞﾋﾞﾃﾞｨﾊﾞﾋﾞﾃﾞｨﾌﾞｰ･ﾍﾞﾛﾆｶ

神戸市中央区中山手通2-1-17東門麒麟ﾋﾞﾙ7F

日本料理しげ松

神戸市中央区中山手通2-1−17麒麟ﾋﾞﾙ2階

mitigate

神戸市中央区中山手通2-1-17麒麟ﾋﾞﾙ8FC

C.R.E.A.M

神戸市中央区中山手通2-1-17麒麟ﾋﾞﾙB1階C号室

ﾎﾃﾙSUI神戸三宮byABEST

神戸市中央区中山手通2-1-20

将軍

神戸市中央区中山手通2-12-10ﾏﾝｼｮﾝﾘ-ﾍﾞ103

うえ山

神戸市中央区中山手通2-12-10ﾏﾝｼｮﾝﾘ-ﾍﾞ1階

割烹 道下

神戸市中央区中山手通2-12-12ｻﾝﾗｲｽﾞ中山手1階

Bar ConstructioN

神戸市中央区中山手通2-1-25

Flower Bell

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝ2階

holomua

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝ3F

好再来

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1F

ｼﾝ

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2F

ef

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ4F

つなぐ

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5F

snack Rei

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5階

LURE

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ6F

Aura

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ7階

salonde叶kyo

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ7階A

belle

神戸市中央区中山手通2-1-25第6ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ8FB

神戸ﾛﾊﾞｱﾀ商會

神戸市中央区中山手通2-12-7-101

Rudiez Cafe

神戸市中央区中山手通2-1-27伊豆ﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

ｱｰﾄﾊｳｽ

神戸市中央区中山手通2-1-27伊豆ﾋﾞﾙ3F

牛乃輪

神戸市中央区中山手通2-12-9ﾌﾟﾘﾏヴｪｲﾗ

炭火焼肉 味楽亭

神戸市中央区中山手通2-13-12ﾗﾝﾄﾞﾏ-ｸﾋﾞﾙ神戸BF

ｸﾞﾗﾝ ﾐｶｴﾗ ｲ ﾀﾞｺﾞ

神戸市中央区中山手通2-13-8ｴ-ﾙ山手2F

SLICE BAR

神戸市中央区中山手通2-13-8ｴ-ﾙ山手ﾋﾞﾙ1階

Nyu'sBar

神戸市中央区中山手通2-13-9ｴ-ﾙ山手ﾋﾞﾙ101

ｱｰﾙﾃｨ･北野本店

神戸市中央区中山手通2-14-13ﾊﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F

BAR swing

神戸市中央区中山手通2-15-13

七厘･鍋･創作 PELLE

神戸市中央区中山手通2-16-1ﾒｿﾞﾝﾄﾞｭｳ1F

BAR Henri

神戸市中央区中山手通2-16-3-102

ｱﾝｼｬﾝﾃ

神戸市中央区中山手通2-16-4中西ﾋﾞﾙ1F

ﾓﾝﾄﾞｰﾙ

神戸市中央区中山手通2-17-11ｼｬﾙﾏﾝ中山手101

BEYOND COFFEE ROASTERS

神戸市中央区中山手通2-17-2

marco

神戸市中央区中山手通2-17-3ﾌﾗｳ雅1F

ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｺﾁﾈｯﾗ

神戸市中央区中山手通2-17-6

BistoroMARUO

神戸市中央区中山手通2-17-8

Cafeｸﾏとｻｰﾓﾝと

神戸市中央区中山手通2-17-9BB中山手201

ﾌﾞｰﾀﾝ

神戸市中央区中山手通2-18-2

居酒屋さらん

神戸市中央区中山手通2-18-2-102

JESUS PIZZA

神戸市中央区中山手通2-18-8ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ山手1f

VALLESAGRADO

神戸市中央区中山手通2-18-8ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ山手1F

今夜はｱｲｽ

神戸市中央区中山手通2-18-8ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ山手1号

中華とお酒 Marman

神戸市中央区中山手通2-18-9

申虎合同会社

神戸市中央区中山手通2-20-18ﾏﾝｼｮﾝｺﾏﾂ102号

COLLITA

神戸市中央区中山手通2-20-221F

萬寿殿

神戸市中央区中山手通2-20-4

やきとり 谷地坊主

神戸市中央区中山手通2-20-9河本ﾋﾞﾙ2F

鴻華園

神戸市中央区中山手通2-21-12

宙 韓国料理&焼肉

神戸市中央区中山手通2-21-3中山手東神ﾋﾞﾙ1f

吾作

神戸市中央区中山手通2-22-1

わしゅまる

神戸市中央区中山手通2-22-10 伸野ﾋﾞﾙ102

Kobe Shawarma

神戸市中央区中山手通2-25-10-1F西村ﾊｲﾂ

グリルDAITO

神戸市中央区中山手通2-25-5

しょうがや勝山

神戸市中央区中山手通2-25かなめﾋﾞﾙ1F

ｼﾞｪﾍﾟｯﾄ

神戸市中央区中山手通2-3-15

kamue かみゅう

神戸市中央区中山手通2-3-18ﾒ-ﾌﾟﾙ中山手101

洋食屋ﾅｶﾑﾗ

神戸市中央区中山手通2-3-19ﾛ-ﾀﾘ-ﾏﾝｼｮﾝ中山手1階

けとばし屋ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ三宮店

神戸市中央区中山手通2-3-9ﾛ-ﾀﾘ-ﾏﾝｼｮﾝ中山手1階B

有本ビル１F東

店舗名

住所

KOBEﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ

神戸市中央区中山手通2の3の8

Hime yuLily姫百合6345

神戸市中央区中山手通2丁目1-25

Dining Bar UMID

神戸市中央区中山手通3-10

魚菜

神戸市中央区中山手通3-10-11

きし

第6シャルマンビル2階

cafe&bar Boogie

神戸市中央区中山手通3-10-11内海ﾋﾞﾙ2階

鉄板焼 朱藏

神戸市中央区中山手通3-10-12内海店舗2階

Endless

神戸市中央区中山手通3-10地下1階

Moon Smile ごはん時々お酒

神戸市中央区中山手通3-11-6

良友酒家

神戸市中央区中山手通3-11-8

MILANO GRILL

神戸市中央区中山手通3-1-19 神戸ﾄｱﾛｰﾄﾞﾎﾃﾙ山楽 地下1階

ﾌﾘｯﾄﾐｽﾄ

神戸市中央区中山手通3-13-7-1F

酒楽集 ﾔﾌﾞ井

神戸市中央区中山手通3-14ｰ5

ﾎﾞｱﾌﾛｯﾃ

神戸市中央区中山手通3-16-8山の手ﾗﾝﾀﾝ1F

広東料理お好み焼き 千代

神戸市中央区中山手通3-2-1

ﾘﾄﾙﾓｰ

神戸市中央区中山手通3-2-1-106

DINING PUB 英国館

神戸市中央区中山手通3-2-1ﾄｱ山手ｻﾞ神戸ﾀﾜ-103

玄米ごはん&おばんざい三貴

神戸市中央区中山手通3-2-1ﾄｱ山手ｻﾞ神戸ﾀﾜ-109

在日韓国-朝鮮料理KIM

神戸市中央区中山手通3-2-1ﾄｱ山手ｻﾞ神戸ﾀﾜ-115

鉄板割烹 宮

神戸市中央区中山手通3-2-2

日本料理 十三蔵

神戸市中央区中山手通3-2-2-104

鮨と､志

神戸市中央区中山手通3−2−2ﾄﾞｱ山手ｳｨﾝｸﾞ116

GLASS

神戸市中央区中山手通3-2-2ﾄｱ山手ｳｨﾝｸﾞ棟105

ﾗ･ﾚｿﾞﾅﾝｽ

神戸市中央区中山手通3-2-2ﾄｱ山手ｳｲﾝｸﾞ棟106

洋食ﾌｪﾘｰﾁｪｶﾙﾈ

神戸市中央区中山手通3-2-2ﾄｱ山手ﾌﾟﾗｻﾞｳｲﾝｸﾞ棟107号

Atelier Trois

神戸市中央区中山手通3-5-10-101

大家好

神戸市中央区中山手通3-5-8B1

懐石料理 三木

神戸市中央区中山手通3-7-29YANﾋﾞﾙ1F

すし久

神戸市中央区中山手通4-10-23

ﾗｯｾﾎｰﾙ

神戸市中央区中山手通4-10-8

沖縄料理 わとわ

神戸市中央区中山手通4-1-11山手ﾕ-ｼﾞﾊｳｽ102

concept store SEE?

神戸市中央区中山手通4-11-20

Order

神戸市中央区中山手通4-11-22

ﾋﾞｽﾄﾛ･ﾚｸﾚ･神戸

神戸市中央区中山手通4-11-7

こまつ

神戸市中央区中山手通4-12-3

Natural & Organic Cafe RISE

神戸市中央区中山手通4-15-10 吉川ﾋﾞﾙ1F

玄斎

神戸市中央区中山手通4-16-14

comedor ESTELA

神戸市中央区中山手通4-16-14清山荘

兵庫共済会館

神戸市中央区中山手通4-17-13

店舗名

住所

CAFE MA

神戸市中央区中山手通4-17-6

薩摩道場

神戸市中央区中山手通4-18-14

割烹あさの

神戸市中央区中山手通4-18-3ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1F

ひろ2代目

神戸市中央区中山手通4-18-6

ﾊﾞｰﾝﾀｲﾏｰｹｯﾄ

神戸市中央区中山手通5-1-21

ｲﾙ ﾊﾞｯｶﾛ

神戸市中央区中山手通5-2-3-101扇都ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ

THE SORAKUEN ﾚｽﾄﾗﾝ相楽

神戸市中央区中山手通5-3-1

豊

神戸市中央区中山手通7-20-12

ｶﾗｵｹﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ

神戸市中央区中山手通7-20-16ｻﾝﾋﾞｨﾚｯｼﾞ中山手102

ｱﾙ ﾘｺﾙﾄﾞ

神戸市中央区中山手通7-20番12号泰平ﾋﾞﾙ1F

ごはんやももんち

神戸市中央区中山手通7-2-1-B1

杉の子

神戸市中央区中山手通7-5-10

ｵｽﾃﾘｱ ﾌﾞｯｺ ｼｪﾌｽﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ

神戸市中央区中山手通7-5-15

BAR WAIWAI

神戸市中央区中山手通り1-12-4-2F

DFence

神戸市中央区中山手通り1-4-18-2F

sunshine bar ｻﾝｼｬｲﾝﾊﾞｰ

神戸市中央区中山手通り1-6-10k.bld三宮1f

ｽﾊﾟｰｸ

神戸市中央区中山手通中山手通4-18-21

BARALLROUND

神戸市中央区中山通1-16-9ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-5階

鳥焼肉がんだれ

神戸市中央区中山通1-7-9神和ﾋﾞﾙ2F

#.ibar

神戸市中央区中山通2-1-13ﾆｭ-ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ3階

すしうえだ

神戸市中央区中山通3-2-1-112

acoz♪

神戸市中央区中町3-1-15神戸ｺ-ﾎﾟﾗｽﾋﾞﾙB1

たすけ亭

神戸市中央区中町通2-1-11

立呑みやお嬢

神戸市中央区中町通2-1-12広崎ﾋﾞﾙ1F

小料理 相生

神戸市中央区中町通2-1-14

居酒屋 珠のれん

神戸市中央区中町通2-1一14

お好み焼き きやん

神戸市中央区中町通2-2-13新中町ﾋﾞﾙ1階

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 JR神戸店

神戸市中央区中町通2-2-16

Bar UE ｳｴ

神戸市中央区中町通2-2-3新中町ﾋﾞﾙ2階上

旬菜 和彩美

神戸市中央区中町通3-1-15神戸ｺ-ﾎﾟﾗｽﾋﾞﾙ1階

株式会社昭和や

神戸市中央区中町通4-2-23

とりやしき

神戸市中央区中町通4-2-23C-2区画

花いち

神戸市中央区中町通4-2-23ﾒﾄﾛこうべ神戸ﾀｳﾝ

Cafe Train

神戸市中央区中町通4-2-23ﾒﾄﾛ神戸内

魚めし 大洋

神戸市中央区中町通4-2-6

ちゃっぷまん

神戸市中央区中町通4-2番23号こうべﾀｳﾝ地下1階b4区画

すこやか弁当

神戸市中央区中島通2-1-8

神戸茶寮 薫雲庵

神戸市中央区中尾町15-11

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ 涼

神戸市中央区長狭通1-21-2ﾀｶｲﾋﾞﾙ503

のぞみ青果

神戸市中央区東雲通1-4-22

SHIAWASE KITCHEN ﾈﾊﾟｰﾙｲﾝﾄﾞ料理

神戸市中央区東雲通1-5-7-2 ﾘｰﾌﾞﾙ1 101号室

合同会社SHERPA RESTAURENTS KOBE

神戸市中央区東雲通1-5-7-2RIBURU1-101

馨丹/ｼﾝﾀﾝ

神戸市中央区東雲通1-6-13

しののめ

神戸市中央区東雲通1-7-4大川文化

しゃ〜ぷ

神戸市中央区東雲通2-8-17ｴｯｾﾝｽﾋﾞﾙ102

あじあん

神戸市中央区東雲通3-3-1有元文化1F

香香餃子･ﾗｰﾒﾝ

神戸市中央区東雲通3-4-9

どんぐり

神戸市中央区東雲通4-2-3

ｶﾚｰと珈琲ﾆｭｰﾀﾝﾊﾞ

神戸市中央区東雲通5-4-1高山ﾋﾞﾙ101

ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumie24090ﾌｧ-ｽﾄｷｯﾁﾝ

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪumie店

神戸市中央区東川崎1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieｻｳｽﾓ-ﾙ店1F

OSｼﾈﾏｽﾞ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区東川崎市1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieｻｳｽﾓ-ﾙ5F

cafe estudio

神戸市中央区東川崎町1-1-1

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪﾃﾞｭｵこうべ

神戸市中央区東川崎町1-2-3

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾃﾞｭｵこうべ店

神戸市中央区東川崎町1-2-3

ﾆｭｰﾄｰｷｮｰ 旬花

神戸市中央区東川崎町1-2-3ﾃﾞｭｵこうべ

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙｶﾌｪﾃﾞｭｵこうべ店

神戸市中央区東川崎町1‐2‐3ﾃﾞｭｵこうべ内

家族亭神戸駅前地下街店

神戸市中央区東川崎町1-2-3ﾃﾞｭｵｺｳﾍﾞ浜の手

とんかつKYKﾃﾞｭｵ神戸店

神戸市中央区東川崎町1-2-3ﾃﾞｭｵ神戸浜の手地下1階

神戸ｸｯｸ･ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｭｯﾌｪ ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-3-3ﾊ-ﾊﾞ-ｾﾝﾀ-地下1階

おらがそば

神戸市中央区東川崎町1-3-3神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜ-B1F

中国料理ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｺｰﾄ

神戸市中央区東川崎町1-3-5ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ神戸B1階

ｻﾞﾏｰｶｽｽｸｴｱ神戸

神戸市中央区東川崎町1-3-5ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ神戸内

ｸﾞﾘﾙﾃｰﾌﾞﾙｳｨｽﾞｽｶｲﾊﾞｰ

神戸市中央区東川崎町1-3-5神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ神戸17階

ﾊｰﾊﾞｰｶﾌｪｵｰﾙﾃﾞｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区東川崎町1-3-5神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ神戸1階

Cocoperi

神戸市中央区東川崎町1-3-6

海辺のﾎﾟﾙｶ

神戸市中央区東川崎町1-5-5神戸煉瓦倉庫南棟C

神戸煉瓦倉庫 K-wave

神戸市中央区東川崎町1-5-5煉瓦倉庫南棟

L'INSHIEME

神戸市中央区東川崎町1-5-5煉瓦倉庫北棟

ｶﾌｪﾄﾞﾗﾊﾟﾝproduced by 萩原珈琲

神戸市中央区東川崎町1-5-7ｶﾙﾒﾆ1F

WOOL神戸ﾊｰﾊﾞｰ店

神戸市中央区東川崎町1-5-7情報文化ﾋﾞﾙｶﾙﾒﾆ18F

六甲

神戸市中央区東川崎町1-5-7情報文化ﾋﾞﾙｶﾙﾒﾆ18F

ｱﾒｼﾞｽﾄ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ｴﾒﾗﾙﾄﾞ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ｺﾝﾁｪﾙﾄ ｵﾊﾟｰﾙ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ｺﾝﾁｪﾙﾄ ｶﾞｰﾈｯﾄ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

店舗名

住所

ｺﾝﾁｪﾙﾄ ｻﾌｧｲﾔ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ｺﾝﾁｪﾙﾄ ﾄﾊﾟｰｽﾞ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ｻﾌｧｲｱ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ﾊﾟｰﾙ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

びっくりﾄﾞﾝｷｰ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1

ﾙﾋﾞｰ

神戸市中央区東川崎町1-6-1

小さな結婚式 ﾓｻﾞｲｸ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1

仙台牛ﾀﾝ福助

神戸市中央区東川崎町1-6-1

龍神丸 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1

六甲牧場ｶﾌｪ umie店

神戸市中央区東川崎町1-6-1

一休神戸ﾓｻﾞｲｸ

神戸市中央区東川崎町1-6-1-104

hopstandﾓｻﾞｲｸ

神戸市中央区東川崎町1-6-1-105

神戸ｽﾃｰｷﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ櫻

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ2F

神戸食堂

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ2F

龍苑

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ2F

ﾌﾗﾝﾂｶﾌｪ

神戸市中央区東川崎町1-6-1Umieﾓｻﾞｲｸ3F

ﾄﾆｰﾛｰﾏ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ3階

ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱｰﾉ

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ3階

活伊勢海老料理中納言神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1umieﾓｻﾞｲｸ3階

観音屋 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ｳﾐｴ1F

REAL DINNING CAFE ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ｳﾐｴ2F-32

ｸﾞﾙﾒしゃぽｰるｰじゅ神戸ﾓｻﾞｲｸ2F店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ2F

うめ皇蘭

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾊ-ﾊﾞﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ2階

神戸ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ亭

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ2階

神戸元町ﾄﾞﾘｱ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ

Tomi's BAR

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ1F

ｴｲﾄﾋﾞｰﾌ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ1階

ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ神戸ﾓｻﾞｲｸ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ1階

ぎょうざの一休

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ1階

Butter神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2F

MACCHA HOUSE

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2F

ﾌﾞﾚｽｶﾌｪ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2F

ぼてぢゅう

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2F

神戸うまいもん処ご馳蔵

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2F

ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾏｰｹｯﾄ神戸

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2階

ﾛｯﾃﾘｱ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2階

花水木神戸店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2階

店舗名

住所

焼肉りゅうえん

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2階

磯のがってん寿司神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ2階260区画

ｵｽﾃﾘｱｶﾞｳﾀﾞﾝﾃ神戸ﾊﾞｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3F

ﾆｭｰﾐｭﾝﾍﾝ ﾊｰﾌｪﾝﾌﾞﾙｸ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3F

ﾑｸﾞﾝﾌｧ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3F

串家物語 ﾓｻﾞｲｸ神戸

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3F

菜の庵

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3階

台湾焼小籠包 玉龍ｲｰﾛﾝ

神戸市中央区東川崎町1-6-1ﾓｻﾞｲｸ店内3F

鉄板焼博多天神ﾎﾙﾓﾝﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸umieﾓｻﾞｲｸ3階

ｱﾗｶﾝﾊﾟｰﾆｭ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞ2F

TheOysterBarKobe

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC2F

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie MOSAIC店

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC2F

神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 三田屋

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieMOZAIC3F

ｴｯｸﾞｽﾝｼﾝｸﾞｽ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ2F

ｺﾘｱﾝｷｯﾁﾝｼｼﾞｬﾝ 神戸ﾓｻﾞｲｸ

神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞﾓｻﾞｲｸ2階

ADASTRA Bakery

神戸市中央区東川崎町1-6番1号神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC1階107区画

ｱﾆヴｪﾙｾﾙ神戸

神戸市中央区東川崎町1-7-1

とんとんとんかつ

神戸市中央区東川崎町1-7−1

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2 ﾉ-ｽﾓ-ﾙ4F

コスコクレープumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ハーバーランドumieサウスモールB1

ｶﾌｪﾓﾛｿﾞﾌ ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie

神戸市中央区東川崎町1-7-2A108神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieｻｳｽﾓ-ﾙ1F

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2A-201

100時間ｶﾚｰ

神戸市中央区東川崎町1-7-2umieNorthmallﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ｺﾞｸｺﾞｸ

神戸市中央区東川崎町1-7-2umieNorthmallﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

大阪王将神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2umieNorthmallﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ｻﾌﾞｳｪｲ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞUMIE

神戸市中央区東川崎町1-7-2Umieﾓｻﾞｲｸ

果汁工房果琳 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumie

ﾆｺｱﾝﾄﾞ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｳﾐｴ

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumie1F

こなな 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞUmie

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞUmieNorthMall2F

ﾎﾟﾑの樹Jr. 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieNORTHMALL4F

THE ALLEY 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-2神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieSouthmall1F

nana's green tea 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-7-3神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumie1F

ﾃﾞﾎﾟﾃﾞｻﾝﾃ

神戸市中央区東川崎町1-7-5 ｲｵﾝｽﾀｲﾙumie1階ｼﾞｭ-ｽ&ｶﾌｪ

魚魚彩

神戸市中央区東川崎町1-7-5 ｲｵﾝｽﾀｲﾙumie地下1階水産寿司

ｶﾞｽﾄﾛ29ｵｰｶﾞﾆｯｸｲｵﾝｽﾀｲﾙumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-5ｲｵﾝｽﾀｲﾙumieB1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

神戸牛衛門ｲｵﾝｽﾀｲﾙumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-5ｲｵﾝｽﾀｲﾙumieB1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

麺や一神ｲｵﾝｽﾀｲﾙumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-5ｲｵﾝｽﾀｲﾙumieB1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

和洋食堂あわじ屋ｲｵﾝｽﾀｲﾙumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-5ｲｵﾝｽﾀｲﾙumieB1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

店舗名

住所

四六時中 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-7-5神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumie4階

長田本庄軒神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie

神戸市中央区東川崎町1-7-5神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumieNORTHMALL4F

肉のﾔﾏｷ商店神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店

神戸市中央区東川崎町1-7-5神戸ﾊ-ﾊﾞ-ﾗﾝﾄﾞumienorthmall4F

にしむら珈琲店ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-7-8SOUTHMALL1F-13

どうとんぼり神座

神戸市中央区東川崎町1-7の2

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ﾌﾟﾛﾒﾅ神戸店

神戸市中央区東川崎町1-8-1

木曽路神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区東川崎町1-8-1ﾌﾟﾛﾒﾅ神戸18F

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄﾌﾟﾛﾒﾅ神戸店

神戸市中央区東川崎町1-8-2神戸ｶﾞｽﾋﾞﾙB1

ﾇｰﾄﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞTAOMEN

神戸市中央区東町116-2ｵ-ﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄﾋﾞﾙ1F

たちのみや

神戸市中央区筒井町3-1-19

ふくべ

神戸市中央区筒井町3-1-2

すなっく B.M

神戸市中央区筒井町3-1-21

まねき寿し

神戸市中央区筒井町3-12-3

かごんま

神戸市中央区筒井町3-12-81F南

炭火焼き鳥てげてげ

神戸市中央区筒井町3-12-8ｽﾃﾗｺ-ﾄ1階

和風居酒屋 きしん

神戸市中央区筒井町3-17-14

お好み焼きの店 つくも

神戸市中央区筒井町3-2-12

ぴらにやｶﾌｪ

神戸市中央区筒井町3-2-13ﾏﾙﾄﾖﾋﾞﾙ1F

明洞おかわり

神戸市中央区筒井町3-2-13丸豊ﾋﾞﾙ1F

春ﾄｳ園

神戸市中央区筒井町3-2-7

ｽﾅｯｸ出逢い

神戸市中央区筒井町3-2-8

楽席

神戸市中央区筒井町3-2-9

小春日

居酒屋ふくろう

神戸市中央区筒井町3-2-9ｼﾃｨﾗｲﾌ春日野1F

ﾅｲﾄｽﾎﾟｯﾄ星の砂

神戸市中央区筒井町3-2-9ｼﾃｨ-ﾗｲﾌ春日野1階

お好み焼 彩楊

神戸市中央区筒井町3-3-3ﾕﾝﾊｲﾂ101

あけぼの

神戸市中央区筒井町3-34

ｸﾞﾘﾙなかがわ

神戸市中央区筒井町3-3-6

ﾏｰﾎﾞｰ飯店

神戸市中央区筒井町3-7-7

好平

神戸市中央区筒井町3-8-13

いっせん

神戸市中央区筒井町3-8-14幸楽園ﾋﾞﾙ1階

創作料理katsu

神戸市中央区筒井町3-8-18

笑家

神戸市中央区筒井町3-8-18-102

お好み焼･鉄板焼 ふみちゃん

神戸市中央区南本町通5-1-21-1002

ｽﾅｯｸ ﾐｴ

神戸市中央区南本町通6-1ｰ23-0002

喫茶ｺｰﾅｰ

神戸市中央区南本町通6-3-17-117

吞み処 きりん

神戸市中央区南本町通6-3-17-120

鉄板焼き 純

神戸市中央区楠町1-1-1

KR食堂

神戸市中央区楠町1-1-10

店舗名

住所

ﾛｺ家

神戸市中央区楠町1-14-1

お好み花

神戸市中央区楠町1-14-14

ｵｶﾀﾞ食品株式会社(本館)

神戸市中央区楠町1-3-10

肉のｵｶﾀﾞ食事処(10号室)

神戸市中央区楠町1-4-8

ｵｶﾀﾞ食品(株)別棟

神戸市中央区楠町1-5-10

Bambee Studio

神戸市中央区楠町１丁目９－９

生そば なか川

神戸市中央区楠町3-10-12

つけ麺 一心

神戸市中央区楠町3-2-7

のりげん

神戸市中央区楠町3-3-10ﾌﾟﾁｵ-ｸﾗ1階店舗

花隈亭

神戸市中央区楠町6-12-10

寿司和膳 花たもん

神戸市中央区楠町6-2-11K&Hﾋﾞﾙ1F

食事処 鷹山(ようざん)

神戸市中央区楠町6-2-12

KOBE Joan

神戸市中央区楠町8丁目13-2

UPTOWN STUDIO KOBE

神戸市中央区二宮町1-10-1-102

鉄板ﾊﾞｰちえり

神戸市中央区二宮町1-12-10

さくらﾊﾞｰ

神戸市中央区二宮町1-13-10

ぴんから家

神戸市中央区二宮町1-4-5101

cafe bon voyage

神戸市中央区二宮町2-4-1西川ﾋﾞﾙ1F

cafe

神戸市中央区二宮町3-14-11

はちみつ茶葉園

うな基 二宮鰻直売所

神戸市中央区二宮町4-10-8

Cashbox

神戸市中央区二宮町4-12-9

一隅 南天

神戸市中央区二宮町4-21-3ｻﾝｼｬｲﾝ三宮2番館

だんだん

神戸市中央区二宮町4-2-3

Mule Bar

神戸市中央区二宮町4-2-31F

長野屋

神戸市中央区二宮町4-2-9

あじよし

神戸市中央区二宮町4ｰ8ｰ9

UPPER 二宮店

神戸市中央区二宮町4-6-15 入江ﾋﾞﾙ1階西側

Hutte Cafe

神戸市中央区二宮町4-6-3

神戸ｹﾞｽﾄﾊｳｽ Minato Hutte

神戸市中央区二宮町4-6-3

都奈木

神戸市中央区二宮町4-9-25

焼肉とりﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ とり月

神戸市中央区日暮1-1-1藤田ﾏﾝｼｮﾝ第二101号室

bar h-y

神戸市中央区日暮通1-1-21 B1 ﾇｰﾍﾞﾙ春日

黒き森のSwitch

神戸市中央区日暮通1-1-21-101

プラチナ

神戸市中央区日暮通1-1-21-1F

ｽﾅｯｸ ﾎｰｽﾒﾝ

神戸市中央区日暮通1-1-21ﾇ-ﾍﾞﾙ春日

のみ家 ぐちゃぐちゃ

神戸市中央区日暮通1-1-8

株式会社 神東寿司

神戸市中央区日暮通1-1番14号

焼肉 相楽園

神戸市中央区日暮通1-2-2

ヌーベル春日

店舗名

住所

舟亭

神戸市中央区日暮通1-2-4ｻﾝｼｬｲﾝ春日野1F

すなっく でかちゃん

神戸市中央区日暮通1-3-4

MossRose

神戸市中央区日暮通1-3-4ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ岸本108

ｽﾅｯｸﾋﾛ

神戸市中央区日暮通1-3-4ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ岸本111

ゆう

神戸市中央区日暮通1-4-7

ｷｬｯﾂｱｲ

神戸市中央区日暮通1-5-7

居酒屋 一喜

神戸市中央区日暮通2-4-18

和風酒場祐果

神戸市中央区日暮通3-4-201F

かくべえ

神戸市中央区日暮通4-1-10

日の出屋

神戸市中央区日暮通4-1-18

有限会社 旭屋

神戸市中央区日暮通4-1-3

ﾎﾟｲﾝﾄ

神戸市中央区日暮通4-2-15

ｻﾑｼﾞｬﾅ

神戸市中央区日暮通5-1-15

まるきん食堂

神戸市中央区日暮通5-1-3

居酒屋 なごみ

神戸市中央区日暮通5-1-3-102

どくだみ堂

神戸市中央区日暮通5-5-6

福源

神戸市中央区日暮通6-4-29

SO TABLE KOBE 0330

神戸市中央区波止場5-5

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ神戸 宴会場

神戸市中央区波止場町2-1

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ神戸 寿し｢はま磯｣

神戸市中央区波止場町2-1

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ神戸｢Ariake-有明 -｣

神戸市中央区波止場町2-1

ﾒｲﾝﾊﾞｰｴﾒﾗﾙﾄﾞ

神戸市中央区波止場町2-1

ﾚｽﾄﾗﾝｴﾒﾗﾙﾄﾞ

神戸市中央区波止場町2-1

和食堂 山里

神戸市中央区波止場町2-1

The Ocean View Chinoise GAEN

神戸市中央区波止場町2-2神戸海洋博物館2階

ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾚｲｽ

神戸市中央区波止場町2の2神戸海洋博物館2階

ｵｰｸﾗﾌﾞﾃｨｯｸｽｰﾘｰﾙ

神戸市中央区波止場町2番1号

鉄板焼 さざんか

神戸市中央区波止場町2番1号ﾎﾃﾙｵ-ｸﾗ神戸内鉄板焼さざんか

SOUL DRIP COFFEE

神戸市中央区波止場町5-4 中突堤中央ビル１階

SAKETARU LOUNGE

神戸市中央区波止場町5-5

VIEW BAR

神戸市中央区波止場町5-6

ｽﾃｰｷﾊｳｽ｢ｵﾘｴﾝﾀﾙ｣

神戸市中央区波止場町5-6

ﾃﾗｽﾚｽﾄﾗﾝ ｻﾝﾀﾓﾆｶの風

神戸市中央区波止場町5-6

神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙ宴会場

神戸市中央区波止場町5-6

中国料理 桃花春

神戸市中央区波止場町5-6

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ｴﾙﾀﾞｲﾅｰ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ｶﾘﾌﾞ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ｻｰﾙﾄﾞﾒｰﾙ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

店舗名

住所

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ｻﾞﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ﾗｾｰﾇ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

ﾙﾐﾅｽ神戸2

ﾙｱｰﾌﾞﾙ

神戸市中央区波止場町5-6中突堤東岸壁

RideMe Pub&Clothing

神戸市中央区波止場町6-12

Wﾒﾘｹﾝ波止場

神戸市中央区波止場町6-161階

DINING BAR 神戸倶楽部

神戸市中央区波止場町6-1神戸ﾎﾟ-ﾄﾀﾜ-ﾎﾃﾙ13階

神戸ﾎﾟｰﾄｷｯﾁﾝ みさお亭

神戸市中央区波止場町6-1神戸ﾎﾟ-ﾄﾀﾜ-ﾎﾃﾙ2階

神戸ﾎﾟｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ宴会場

神戸市中央区波止場町6-1神戸ﾎﾟ-ﾄﾀﾜ-ﾎﾃﾙ5階

Harbor Studio

神戸市中央区波止場町6-3

BAR es

神戸市中央区波止場町6-5国産2号2階

ﾒﾘｹﾝ･ｶﾌｪ

神戸市中央区波止場町6-5上屋SO-KO

James BLUES LAND

神戸市中央区波止場町6-8篠崎倉庫3F

神戸ｼｰﾊﾞｽ bohboh KOBE

神戸市中央区波止場町7-1中突堤中央ﾀ-ﾐﾅﾙ5番乗り場

ﾎﾃﾙ ﾗ･ｽｲｰﾄ神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ

神戸市中央区波止場町7-2

こうべキッチンころMOG

神戸市中央区波止場町7の1かもめりあ１階

炭火焼和

神戸市中央区八雲通

ｶﾗｵｹ酒場さつま

神戸市中央区八雲通1-1-31新富ﾊｲﾂ地下1階

光陽園

神戸市中央区八雲通1-1-34

合同会社 聚鳳

神戸市中央区八雲通1-1番39号

和

神戸市中央区八雲通2-1-8

冷麺処Sinn.

神戸市中央区八雲通6-1-25-101

Giardino

神戸市中央区八幡通1-1-14IPSXSouth1.2階

Coco Bamboo

神戸市中央区八幡通1-1-21

神戸ﾘｶﾞｯﾀｱﾝﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ倶楽部

神戸市中央区八幡通2-1-20

和遊Dinning一味

神戸市中央区八幡通3-1-15ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｨｽﾞ神戸三宮ﾋﾞﾙ1F

小燕京

神戸市中央区八幡通4-1-10

おやこの世界をひろげるｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ PORTO

神戸市中央区八幡通4-1-11 松竹ﾋﾞﾙ1F

末広庵

神戸市中央区八幡通4-1の21

PROTEIN&BEER

神戸市中央区八幡通4-1の215F

食堂ほうらく

神戸市中央区八幡通4-2-9-1022

焼き鳥金ちゃん

神戸市中央区八幡通4-2-9ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ1F

ｳﾏﾊﾛ

神戸市中央区八幡通4-2-9ﾌﾗﾜ-ﾛ-ﾄﾞﾋﾞﾙ1階

ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ迎賓館

神戸市中央区浜辺通2-302-4

ﾍﾞﾙｸﾗｼｯｸ神戸

神戸市中央区浜辺通3-3-1

ﾊﾟﾙﾌｪ三宮ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞﾙ店

神戸市中央区浜辺通4-1-23三宮ﾍﾞﾝﾁｬ-ﾋﾞﾙ1階

ﾌｫﾚｽﾄ

神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易ｾﾝﾀ-12F

ｽﾃﾗｺｰﾄwedding&banquet神戸三宮

神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ24F

ｶﾌｪﾄﾞ ぶぅらんじぇ

神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙB1

店舗名

住所

丸万

神戸市中央区浜辺通5-1-14神戸商工貿易ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙb1f

松屋ﾕﾆｿﾞｲﾝ神戸三宮店

神戸市中央区布引町2-1-9ﾕﾆｿﾞｲﾝ神戸三宮1F

山手迎賓館神戸

神戸市中央区布引町3-1-1

三宮北口 (なか卯三宮北口店)

神戸市中央区布引町4-2-3片山ﾋﾞﾙ1階

ｻｳﾝﾄﾞ･ﾄｱ

神戸市中央区布引町4-2-6

神戸はなあんﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店

神戸市中央区弁天町1-3HCｺｰﾅﾝ内

Blume

神戸市中央区弁天町2-17

ｴｽﾀｼｵﾝ･ﾃﾞ･神戸

神戸市中央区弁天町2-8

海鮮屋台おくまん神戸三宮店

神戸市中央区北狭通1-21-5ｺﾍﾟﾝﾋﾞﾙ1階

新的亞洲PAPEPO

神戸市中央区北長挟通1-1-3

ﾆｭｰｷﾀﾉｻﾞｶ

神戸市中央区北長挟通1-20-10ｷﾝｸﾞｽﾄﾝﾋﾞﾙ3階

BAR

神戸市中央区北長挟通1-20-9館ﾋﾞﾙB1

SAKAI

Bar rosario

神戸市中央区北長挟通1-20-9館ﾋﾞﾙ地下1階3号室

ﾛﾏﾝｽ酒場 さくら ｻｸﾗｻｸ

神戸市中央区北長挟通1-21ｰ13ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ202

くに弥

神戸市中央区北長挟通1-21-13

ｱﾋﾞｰﾛｰﾄﾞ

神戸市中央区北長挟通1-21-2

からから屋 三宮店

神戸市中央区北長挟通1-2-3ﾆ鶴ﾋﾞﾙ3F

双葉寿司(神戸店)

神戸市中央区北長挟通1-31-19

喜巣

神戸市中央区北長挟通1-4-10幸楽ﾋﾞﾙ3階

ｽﾃｰｷﾗﾝﾄﾞ神戸館

神戸市中央区北長挟通1-9-17三宮興業ﾋﾞﾙ6F

ぎょうざの一休三宮店

神戸市中央区北長挟通2-10-10三木ﾋﾞﾙ1F

割烹つち屋

神戸市中央区北長挟通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ5階

季節の味 きし野

神戸市中央区北長挟通2-3-7よし井ﾋﾞﾙ

牛角三宮西

神戸市中央区北長挟通2-5-1-101ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ

Bar. Kitchen. Keep

神戸市中央区北長挟通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ5階502号

炉端焼･釜飯 笑い釜

神戸市中央区北長挟通2-5-17ﾒ-ﾌﾟﾙ三宮ﾋﾞﾙ1F

ﾃｲｸｱｳﾄｷｯﾁﾝまかないや

神戸市中央区北長挟通3-1-1

堂源

神戸市中央区北長挟通3-11-17ﾍﾞﾙｽﾞｺ-ﾄ2階

ｸﾞﾗﾓｳﾃﾞｨｰｽﾞ神戸ﾄｱﾛｰﾄﾞ本店

神戸市中央区北長挟通3-12-16T&Kﾋﾞﾙ1F

黒十ｽﾀﾝﾄﾞ

神戸市中央区北長挟通3-12-3ﾘ-ｽﾄﾗｸﾁｬ-ｳｴｽﾄ

中国菜二位

神戸市中央区北長挟通3-2-9

中華食堂豊味園

神戸市中央区北長挟通3-31-85

ﾊﾈﾊﾈ居酒屋のり吉くん元町店

神戸市中央区北長挟通3-3-2近畿ﾋﾞﾙ2階

やきとり鶏鳴

神戸市中央区北長挟通3-3-5泰隆ﾋﾞﾙ10F

ﾀｲ屋台ｸﾞﾝｼﾞｪｰ

神戸市中央区北長挟通3-7-6ｻﾆ-ﾊｲﾂ鯉川1F

海鮮丼の駅前 元町店

神戸市中央区北長挟通4-1-2

焼きとり 岡ちゃん

神戸市中央区北長挟通4-1-4

帝

神戸市中央区北長挟通4-2-19ｱﾑｽﾞ元町2F

店舗名

住所

浦江亭

神戸市中央区北長挟通4-2三和ﾋﾞﾙ1F

塩塚食堂

神戸市中央区北長挟通4-3-24ｱｵｲ神戸元町ﾋﾞﾙ3階

唐揚げが美味しい餃子屋ただし

神戸市中央区北長挟通4の2の18

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾌｧﾐﾘｱ

神戸市中央区北長挟通7-1-20

鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ法貴

神戸市中央区北長狭1-10-9

以蔵

神戸市中央区北長狭1-20-6

ｱﾙｺﾎｰﾙ

神戸市中央区北長狭1-2-13

紀州

神戸市中央区北長狭1-3-11

ｽﾅｯｸ ｾｶﾝﾄﾞﾗﾌﾞ

神戸市中央区北長狭1-5-8

神戸ｽﾃｰｷﾚｽﾄﾗﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾓｰﾘﾔ

神戸市中央区北長狭1-9-10

神戸ｽﾃｰｷﾚｽﾄﾗﾝﾓｰﾘﾔ凛

神戸市中央区北長狭1-9-8

ｷﾙｼｭ ｴ ｾﾛﾘ

神戸市中央区北長狭2-1-11

紅型

神戸市中央区北長狭2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ4f

KOBE new WORLD

神戸市中央区北長狭通1-1

Darts Bar RAITO

神戸市中央区北長狭通1-10-64F

塚田農場三宮生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通1-10-6ﾑ-ﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ12階

しゃぶしゃぶ温野菜 三宮店

神戸市中央区北長狭通1-10-6ﾑ-ﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ3F

HUB三宮ﾑｰﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ店

神戸市中央区北長狭通1-10-6ﾑ-ﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙB1F

ｷｬｽﾊﾟｰ

神戸市中央区北長狭通1-10-9生田新道ﾋﾞﾙ

焼き鳥淡路

神戸市中央区北長狭通1-10-9生田新道ﾋﾞﾙ102

The AVERY'S IRISH PUB

神戸市中央区北長狭通1-10-9生田新道ﾋﾞﾙ1F

肉ﾊﾞﾙ×ｱﾋｰｼﾞｮ Trim三宮店

神戸市中央区北長狭通1-10-9生田新道ﾋﾞﾙ地下1階

KOBE YAKITORI STAND 野乃鳥

神戸市中央区北長狭通1-1-1EKIZO神戸三宮

三豊麵 三宮店

神戸市中央区北長狭通1-12-13ｼﾏﾀﾞﾋﾞﾙ1F

BRUGGE

神戸市中央区北長狭通1-1-3

三ﾉ宮産直市場･とりひろｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1ｰ3ｰ15ﾋﾞﾙB

ようこそ

神戸市中央区北長狭通1-20-10 楠田ﾋﾞﾙ2F

串かつまるだい

神戸市中央区北長狭通1-20-10楠田ﾋﾞﾙ1F

路地裏ｽﾀﾝﾄﾞ ｱﾍﾞｯｸ

神戸市中央区北長狭通1-20-10楠田ﾋﾞﾙ1F

和菜bar-蓮の花

神戸市中央区北長狭通1-20-10楠田ﾋﾞﾙ2階

男銀次郎

神戸市中央区北長狭通1-20₋12

炭火焼 ｶﾙﾈ

神戸市中央区北長狭通1-20-12地蔵ﾋﾞﾙ2F

ｳﾒ子の家神戸北野坂店

神戸市中央区北長狭通1-20-13

肉の割烹 菊水

神戸市中央区北長狭通1-20-13 ｷﾝｸﾞｽﾄﾝﾋﾞﾙ4階

神戸菊水 すてｰき屋

神戸市中央区北長狭通1-20-13ｷﾝｸﾞｽﾄﾝﾋﾞﾙ2階

ﾗﾝﾌﾟｷｬｯﾌﾟ三宮店

神戸市中央区北長狭通1-20-13北野坂壱番館1･2階

ﾀﾞｰﾂﾊﾞｰbloom

神戸市中央区北長狭通1-20-1-4F

old

神戸市中央区北長狭通1-20-1-5F

ﾓﾘｰｻﾞ

店舗名

住所

なつこ

神戸市中央区北長狭通1-20-1ｼﾛｶﾞﾈﾋﾞﾙ2F

Lady J

神戸市中央区北長狭通1-20-1ｼﾛｶﾞﾈﾋﾞﾙ3F

ｽﾅｯｸ 沿華

神戸市中央区北長狭通1-20-1しろがねﾋﾞﾙ7F

SyaSyuSyu

神戸市中央区北長狭通1-20-1ｼﾛｶﾞﾈﾋﾞﾙ8F

BARURAPEACE

神戸市中央区北長狭通1-20-2

人丸花壇 鯛庵

神戸市中央区北長狭通1-20-2

ねぎや

神戸市中央区北長狭通1-20−2

神戸牛WASSIA

神戸市中央区北長狭通1-20-2 8F

スナキャバムー三宮

神戸市中央区北長狭通1-20-2 TAKAI B.L.D 5A

ねぎやばあ

神戸市中央区北長狭通1-20−25階13号

LIPS ろくちょう

神戸市中央区北長狭通1-20-2TAKAIB.L.D3階

Bar Caran

神戸市中央区北長狭通1-20-2TAKAIﾋﾞﾙ2C

食酒場ﾊｯﾁ

神戸市中央区北長狭通1-20-2高井ﾋﾞﾙ3F

ﾏｲﾙﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1-20-2高井ﾋﾞﾙ7F

下町酒場しっぽ屋

神戸市中央区北長狭通1-20-4

KOMATSU BAR

神戸市中央区北長狭通1-20-5

HAU

神戸市中央区北長狭通1-20-5 ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ 5F

四季魚菜うらべ

神戸市中央区北長狭通1-20-5ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ1階

the love bug

神戸市中央区北長狭通1-20-5ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ2F-B

花花

神戸市中央区北長狭通1-20-5ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ4F

餃子の富ちゃん

神戸市中央区北長狭通1-20-6-B1

O! Jet'aime (ｵｰ ｼﾞｭﾃｰﾑ)

神戸市中央区北長狭通1-20-6山脇ﾋﾞﾙ1階南

焼肉小山

神戸市中央区北長狭通1-20-7

ぽち食堂

神戸市中央区北長狭通1-20-7北長狭鈴木ﾋﾞﾙ2階

おばんざい うさぎ

神戸市中央区北長狭通1-20-7北長狭鈴木ﾋﾞﾙ地下1階

中森

神戸市中央区北長狭通1-20-9館ﾋﾞﾙ1階

和酒ﾊﾞｰ醸し屋

神戸市中央区北長狭通1-20-9館ﾋﾞﾙ地下1階

土佐清水ﾜｰﾙﾄﾞ いけすｾﾝﾀｰ

神戸市中央区北長狭通1-2-11

神蔵

神戸市中央区北長狭通1-21-13

鮨 田なか

神戸市中央区北長狭通1-21-13

Leash

神戸市中央区北長狭通1-21-13G.W.ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ南B1F

SwellCafe

神戸市中央区北長狭通1-21-13G.W.ﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ南B1F

ﾛﾏﾝｽ酒場さくらｻｸﾗｻｸ

神戸市中央区北長狭通1-21-13ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ202

和みﾊﾞｰ なんじゃ

神戸市中央区北長狭通1-21-13ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ2階南

温

神戸市中央区北長狭通1-21-13ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ204

BAR CONNEXION TRES

神戸市中央区北長狭通1-21-13ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙPartⅢ2F

FoodBar.Royce bee

神戸市中央区北長狭通1-21-13ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾚﾝｶﾞ筋ﾋﾞﾙ地下1階

MIDNIGHT

神戸市中央区北長狭通1-21-15

店舗名
Live

Music Pub PINKIE LING

住所
神戸市中央区北長狭通1-21-15ﾆｭ-ｱﾝｶ-ﾋﾞﾙ3F

Bar Meg Megu ﾊﾞｰﾒｸﾞﾒｸﾞ

神戸市中央区北長狭通1-21-15ﾆｭ-ｱﾝｶ-ﾋﾞﾙ4F

どん兵衛

神戸市中央区北長狭通1-21-15ﾆｭ-ｱﾝｶ-ﾋﾞﾙ地下

神戸焼肉 しずひ

神戸市中央区北長狭通1-21-2

神戸肉料理 せいな

神戸市中央区北長狭通1-21-2

ｽﾃｰｷﾊｳｽ ｺｸﾌﾞ

神戸市中央区北長狭通1-21-22F

DOWN TOWN

神戸市中央区北長狭通1-21-2-601

沖縄料理and海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 遊鮮

神戸市中央区北長狭通1-21-2TAKAIB.L.D202

Momiji

神戸市中央区北長狭通1-21-2ｻﾝﾒｲﾋﾞﾙB1F

ｽﾅｯｸ愛蓮

神戸市中央区北長狭通1-2-13-5FA

七條

神戸市中央区北長狭通1-2-13-7F

Barteca SOLO MINA

神戸市中央区北長狭通1-2−13ｼﾏﾀﾞﾋﾞﾙ2階

鳥貴族三宮3号店

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭｰﾘｯﾁﾋﾞﾙB1

創作居酒屋ChouChou

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ10階

Bar & Bistro 63

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ1F

kiyoha

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ4F

ﾜｲﾝ処 HIRAMATU

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ5F

WHITE

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ5階

Bar.L.D.Room

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ6F-C

やどりぎ'ん

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ6階

ﾗﾝｽ

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ7F

Bar田中座

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ8f

"Member""s salon de 優"

神戸市中央区北長狭通1-2−13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ8階

詩鶏

神戸市中央区北長狭通1-2-13ﾆｭ-ﾘｯﾁﾋﾞﾙ9階

ｽﾃｰｷ 仙

神戸市中央区北長狭通1-2-14WATﾎﾟ-ﾄﾋﾞﾙ3F

Dining Darts Bar Teddy Bear

神戸市中央区北長狭通1-2-14WATﾎﾟ-ﾄﾋﾞﾙ6F

やきとりときや

神戸市中央区北長狭通1-21-4ｺﾍﾟﾝｽﾘ-ﾋﾞﾙ1F

ﾁｶﾁｷﾝ三宮店

神戸市中央区北長狭通1-21-4ｺﾍﾟﾝﾋﾞﾙ参番館2階

ひつじやｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ

神戸市中央区北長狭通1-21-5

紅葉

神戸市中央区北長狭通1-21-5

ｻﾙﾋﾞｱの城

神戸市中央区北長狭通1-21-5ｺﾍﾟﾝﾋﾞﾙ2F

Dining Bar ひびき家

神戸市中央区北長狭通1-2-15さくら三宮ｽﾃ-ｼｮﾝﾋﾞﾙ5階

鮨永いし

神戸市中央区北長狭通1-21-6コペンビルⅡ2F

酒と飯のひら井

神戸市中央区北長狭通1-21-8

ｴｽﾌﾟﾘｽﾃﾗ三宮 6F

神戸市中央区北長狭通1-2-18ｽﾃﾗ三宮6F

ｼｮｯﾄﾊﾞｰ ｴｽﾌﾟﾘ 三宮ｽﾃﾗ

神戸市中央区北長狭通1-2-18ｽﾃﾗ三宮8F

居酒屋じげん

神戸市中央区北長狭通1-21-9ｺﾚｸｼｮﾝKﾋﾞﾙ1F

ちゃびんSun

神戸市中央区北長狭通1-21-9ｺﾚｸｼｮﾝKﾋﾞﾙ3階

店舗名

住所

Ogasawara

神戸市中央区北長狭通1-21-9ｺﾚｸｼｮﾝkﾋﾞﾙ4F

創作家庭料理 ゑん屋

神戸市中央区北長狭通1-21番6号

Princess

神戸市中央区北長狭通1-21番9号ｺﾚｸｼｮﾝKﾋﾞﾙ2階東側

魚 駅前 ｻﾝｷﾀ総本店

神戸市中央区北長狭通1-2-2

小瀋陽

神戸市中央区北長狭通1-2-25F

浪花ひとくち餃子 ﾁｬｵﾁｬｵ阪急三宮店

神戸市中央区北長狭通1-2-2三宮ｲ-ｽﾄﾋﾞﾙ2階

ｷﾞｮﾌﾟる

神戸市中央区北長狭通1-2-3ﾆ鶴ﾋﾞﾙ4階

串かつ七福神

神戸市中央区北長狭通1-2-4

いなかや

神戸市中央区北長狭通1-2-5ぶらり横丁1F

Deep Sea

神戸市中央区北長狭通1-2-6 白蘭F5

じゃがいも(家庭料理居酒屋)

神戸市中央区北長狭通1-2-6-B1

ﾀﾁﾉﾐｷｯﾁﾝさにぃ

神戸市中央区北長狭通1-2番18号ｽﾃﾗ三宮ﾋﾞﾙB2

すぎの

神戸市中央区北長狭通1-30-20

立ち呑みｽﾀﾝﾄﾞｻﾝｼﾞｾｶﾝﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1-30-35

立ち呑み るぅちゃん

神戸市中央区北長狭通1-30-35ﾋﾟｱｻﾞkobe1

皆様食堂

神戸市中央区北長狭通1-30-39

鮨 一

神戸市中央区北長狭通1-30番ｻﾝｳｴｽﾄ1階66号室

Bespoke

神戸市中央区北長狭通1-3-1

ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通1-3-1

CANDY

神戸市中央区北長狭通1-3-106F

VELVET

神戸市中央区北長狭通1-3-10燕京ﾋﾞﾙ7階

ﾋﾞｽﾄﾛｷﾞｬﾛ

神戸市中央区北長狭通1-3-10燕京ﾋﾞﾙ8階

やわら鮨

神戸市中央区北長狭通1-31-1

ｻﾝﾄﾘﾊﾞｰﾍﾝﾘｰ

神戸市中央区北長狭通1-3-11

居酒屋ごん太本店

神戸市中央区北長狭通1-31-10

ﾎﾞｳﾙｽﾞｷｯﾁﾝ

神戸市中央区北長狭通1-31-14

八作寿司

神戸市中央区北長狭通1-31-15三ﾉ宮高架1F山側

ﾘｭｰｽﾞﾊﾞｰ

神戸市中央区北長狭通1-31-17

ごて王三宮店

神戸市中央区北長狭通1-3-11ﾉｱ-ﾙﾋﾞﾙ1階

咲咲

神戸市中央区北長狭通1-3-11ﾉｱ-ﾙﾋﾞﾙ3fax

まる九

神戸市中央区北長狭通1-3-11ﾉｱ-ﾙﾋﾞﾙ5階

和韓菜 味楽

神戸市中央区北長狭通1-31-20

ｽﾀﾝﾄﾞGonta

神戸市中央区北長狭通1-31-26三宮阪急楽天地2F

地鶏安東

神戸市中央区北長狭通1-3-12ｵﾚｺﾞﾝﾋﾞﾙ2階

tetto

神戸市中央区北長狭通1-3−12ｵﾚｺﾞﾝﾋﾞﾙ4階

串のﾏﾝﾖｼ

神戸市中央区北長狭通1-31-3

すし食堂 ito

神戸市中央区北長狭通1-31-30

焼鳥はりま

神戸市中央区北長狭通1-31-31

店舗名

住所

ｷｯﾁﾝ池

神戸市中央区北長狭通1-31−31

立ち呑み99

神戸市中央区北長狭通1-31-32

ｽﾀﾝﾄﾞｸﾗｼｯｸ

神戸市中央区北長狭通1-31-33

ｷｯﾁﾝ池2号店

神戸市中央区北長狭通1-31-34

焼肉 桜や

神戸市中央区北長狭通1-31-34

高架下酒場あし跡

神戸市中央区北長狭通1-31-36

明洞 お母さん

神戸市中央区北長狭通1-31-36

ひょうたん 三宮店

神戸市中央区北長狭通1-31-37

有限会社 宝寿司

神戸市中央区北長狭通1-31-38

居酒屋ごん太東店

神戸市中央区北長狭通1-31-4

串ｶﾂの店 かっちゃん

神戸市中央区北長狭通1-3-14

じゅん丸

神戸市中央区北長狭通1-3-14 蝶家ﾋﾞﾙ1階

おふくろの味ひまわり

神戸市中央区北長狭通1-3-14かっちゃん2階

珉珉 三宮店

神戸市中央区北長狭通1-31-7JR三宮高架下

いっせえの

神戸市中央区北長狭通1-31-8

磯丸水産三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通1-3-1K&RﾋﾞﾙB1-3F

茶々

神戸市中央区北長狭通1-31の12

99 Pizza

神戸市中央区北長狭通1-31番39

有限会社 信そば長野屋

神戸市中央区北長狭通1-32-15

ﾐﾝﾐﾝ 三ﾉ宮別館

神戸市中央区北長狭通1-32-2JR三宮高架下

ｲﾙｶﾋﾟﾀｰﾉﾆｼｵｶ

神戸市中央区北長狭通1-32-6

三ﾉ宮高架下市場

神戸市中央区北長狭通1-32-7JR三ﾉ宮高架下2F第7号･8号山側

高架下ﾁｴちゃん

神戸市中央区北長狭通1-32JR三ﾉ宮高架下2F第8号海側

蔵/ﾗ ﾘｿﾞｰﾄ

神戸市中央区北長狭通1-3-6 光陽ﾋﾞﾙ6F

ｿｳﾙ食堂

神戸市中央区北長狭通1-3-8五風ﾋﾞﾙ1F

蒸亭

神戸市中央区北長狭通1-3-8五風ﾋﾞﾙ地階

鳥二郎阪急三宮店

神戸市中央区北長狭通1-3番6号光陽ﾋﾞﾙ7階

贔屓屋三宮店

神戸市中央区北長狭通1-4-10幸楽ﾋﾞﾙB1階-2階

魚心三ﾉ宮店

神戸市中央区北長狭通1-4-2あじびる1F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-4-2あじびる2から8F

酔坊3号店

神戸市中央区北長狭通1-4−6

ｸﾗﾌﾞ ｾｼﾙ

神戸市中央区北長狭通1-4-65F

串ｶﾂ天ぷらひろかつ

神戸市中央区北長狭通1-4−6安達ﾋﾞﾙB1

中華料理 永楽

神戸市中央区北長狭通1−4−8三井びる

横丁ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-4番13号綿花ﾋﾞﾙ1階

ANCHOR night club

神戸市中央区北長狭通1-5-1 ﾆｭｰ光陽ﾋﾞﾙ B1F

Mother Moon

神戸市中央区北長狭通1-5-10-602ﾐｶﾄﾞﾋﾞﾙ6階

ｽﾅｯｸﾎﾞｲｰﾝ

神戸市中央区北長狭通1-5-10ﾐｶﾄﾞﾋﾞﾙ2F

店舗名

住所

ｻﾛﾝ ﾄﾞ ﾘﾘﾑ

神戸市中央区北長狭通1-5-10ﾐｶﾄﾞﾋﾞﾙB1

三ノ宮テラス

神戸市中央区北長狭通1-5-1-7F

塚田農場三宮本店

神戸市中央区北長狭通1-5-1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ2階

赤からｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-5-1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ3階

花美咲 三宮

神戸市中央区北長狭通1-5-1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ5F

神戸びいどろ三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通1-5-1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ6階

お好み焼き まつば

神戸市中央区北長狭通1-5-5

海鮮こたろう

神戸市中央区北長狭通1-5-5

有限会社 老上海

神戸市中央区北長狭通1-5−5

やき鳥BANBAN

神戸市中央区北長狭通1-5-5まつばﾋﾞﾙ1F

串かつ 逎人

神戸市中央区北長狭通1-5-5ﾏﾂﾊﾞﾋﾞﾙ1F

Funky Music Station Hisami

神戸市中央区北長狭通1-5-5松葉ﾋﾞﾙ2F

こだわり酒場 ばんばん

神戸市中央区北長狭通1-5-6宮嶋ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸｾｶﾝﾄﾞ･ﾗﾌﾞ

神戸市中央区北長狭通1-5-8

ｾｶﾝﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1-5-8

ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺｰｽﾄ35ﾋﾞﾙ7階

あん奈

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺ-ｽﾄ35

ﾌﾚｯﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺ-ｽﾄ359階

BarSnackLounge

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺ-ｽﾄ35ﾋﾞﾙ4階

1ﾌｧｰｽﾄ

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺ-ｽﾄ35ﾋﾞﾙ6FI'

ｽﾅｯｸ香麗 かおり

神戸市中央区北長狭通1-5-8ｺ-ｽﾄ35ﾋﾞﾙ9f

Dear

神戸市中央区北長狭通1-5-9B1F

京風季節料理くれない

神戸市中央区北長狭通1-5-9KCBﾋﾞﾙ2F

can you

神戸市中央区北長狭通1-5-9KCBﾋﾞﾙ3F

Mikageya

神戸市中央区北長狭通1-5-9KCBﾋﾞﾙ5FB号室

青いりんご

神戸市中央区北長狭通1-5-9KCBﾋﾞﾙ地下1FB-A

熊本火の国ﾜｰﾙﾄﾞ 神戸三宮店

神戸市中央区北長狭通1-5の1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ1階

ふたたび

神戸市中央区北長狭通1-5番9号KCBﾋﾞﾙ3F

港町哀歌

神戸市中央区北長狭通1-6-11西阪ﾋﾞﾙ1階

ｼﾞﾋﾞｴ焼肉 にくひろ

神戸市中央区北長狭通1-6-11西阪ﾋﾞﾙB1階

昭和ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ

神戸市中央区北長狭通1-6-3

明賢荘

神戸市中央区北長狭通1-6-5

金魚はなれ

神戸市中央区北長狭通1-6の5ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞﾙ7F

ﾔｷﾄﾘｺﾞｯﾁ

神戸市中央区北長狭通1-7-1ｶﾙﾒﾝﾋﾞﾙ1階

骨付地鳥炭焼 日向

神戸市中央区北長狭通1-7-1ｶﾙﾒﾝﾋﾞﾙB1

新撰組

神戸市中央区北長狭通1-7-1やまとﾋﾞﾙ1F

鮨 栞庵やましろ

神戸市中央区北長狭通1-7-4 ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞﾋﾞﾙ6F株式会社ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｰｽﾞ

旬菜 酒肆 小春

神戸市中央区北長狭通1-7-4ﾎﾜｲﾄﾛ-ｽﾞﾋﾞﾙ4階

店舗名

住所

ﾜﾝﾊﾞｰD(現在→Wine & Kobe Beef D )

神戸市中央区北長狭通1-7-4ﾎﾜｲﾄﾛ-ｽﾞﾋﾞﾙ9F

金魚本店

神戸市中央区北長狭通1-7-5

飯家おかん 本店

神戸市中央区北長狭通1-7-5

LOFT101神戸店

神戸市中央区北長狭通1-7-6

Senga

神戸市中央区北長狭通1-7-6

北陸地魚や 一豪一笑

神戸市中央区北長狭通1-7-6 ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞﾋﾞﾙ 5階

薄利多売半兵衛

神戸市中央区北長狭通1-7-6ﾎﾜｲﾄﾛ-ｽﾞﾋﾞﾙ

ｽﾍﾟｲﾝ料理ｶﾙﾒﾝ

神戸市中央区北長狭通1-7番1号

喃風 三宮店

神戸市中央区北長狭通1‐8‐2宮迫ﾋﾞﾙ5F

ｺﾒﾀﾞ珈琲店阪急三宮西口店

神戸市中央区北長狭通1-8-3ｴﾝｼﾞｪﾙ松浦ﾋﾞﾙ1階

ぢどり亭三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通1-8-3ｴﾝｼﾞｪﾙ松浦ﾋﾞﾙ3階

ながりの炉

神戸市中央区北長狭通1-8-3ｴﾝｼﾞｪﾙ松浦ﾋﾞﾙB1F

こだわり酒場 ｲﾆｮﾝ

神戸市中央区北長狭通1-8-3松屋ﾋﾞﾙ

焼き鳥のんちゃん別館

神戸市中央区北長狭通1-8-5

たか鳥 三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通1-8-6

大衆酒場はじめ

神戸市中央区北長狭通1-8-7

いらっしゃい

神戸市中央区北長狭通1-8-82階

呑み喰い処ふくろう

神戸市中央区北長狭通1-8-82階

本格ﾀｲ料理ﾊﾞｰﾝﾀｲ

神戸市中央区北長狭通1-8-8しんせい堂ﾋﾞﾙ1階

旬家･流星ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-8番1号ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ3階

京ほのか･さんぱち家ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-8番1号ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ4階

鳥二郎ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-8番1号ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ5階

琥珀の泉･鶴屋亀八ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-8番1号ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ5階

鶏の馬美

神戸市中央区北長狭通1-9-10 ﾌﾟﾘｾｽｺｰｽﾄﾋﾞﾙ 3F

味香苑生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通1-9-10-8F

三ﾉ宮産直市場 生田ﾛｰﾄﾞ本店

神戸市中央区北長狭通1-9-10ﾌﾟﾘﾝｾｽｺ-ｽﾄB1F

一休さん

神戸市中央区北長狭通1-9-11 3F井上 裕多

JAZZ BAR ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ

神戸市中央区北長狭通1-9-11ｺ-ｽﾄﾌﾛﾑﾋﾞﾙ5F

韓辛DELI三ﾉ宮生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通1-9-11ｺ-ｽﾄﾌﾛﾑﾋﾞﾙB1F

れてぃしあ

神戸市中央区北長狭通1-9-17三宮興業ﾋﾞﾙ3F

くいもの屋わん 阪急三宮駅前

神戸市中央区北長狭通1-9-1ｺﾄﾌﾞｷ馳走ﾋﾞﾙb1F

安べゑ 三宮ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-9-3 ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

雪月花本店

神戸市中央区北長狭通1-9-3ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ8階

ﾊﾟｲ山

三ﾉ宮

神戸市中央区北長狭通1-9-4

ながりの酒場

神戸市中央区北長狭通1-9-4

磯丸水産三宮生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通1-9-8ｸｲ-ﾝｽﾞｺ-ｽﾄ1F

ｽﾃｰｷﾚｽﾄﾗﾝﾓｰﾘﾔ三宮店

神戸市中央区北長狭通1-9-9第1岸ﾋﾞﾙ3F

神戸ｽﾃｰｷﾚｽﾄﾗﾝﾓｰﾘﾔ

神戸市中央区北長狭通1-9-9第一岸ﾋﾞﾙ2階

スチール2ビル2F

店舗名

住所

KI･CI･RI 三宮ｻﾝｷﾀ通り店

神戸市中央区北長狭通1-9番1ｺﾄﾌﾞｷ馳走ﾋﾞﾙ3F

青森ねぶたﾜｰﾙﾄﾞ

神戸市中央区北長狭通1の10の9生田新道ﾋﾞﾙ4階

ｽﾍﾟｲﾝﾊﾞﾙEng

神戸市中央区北長狭通2-10-1

にはとりや三宮店

神戸市中央区北長狭通2-10-10幹ﾋﾞﾙ2F･3F

espacio陽菜

神戸市中央区北長狭通2-10-11

心

神戸市中央区北長狭通2-10-11

餃子 星

神戸市中央区北長狭通2-10-11

夜来香

神戸市中央区北長狭通2-10-115階

手作りおばんざいﾊﾞﾙOPICO

神戸市中央区北長狭通2-10-11ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ2F

きらく

神戸市中央区北長狭通2-10-11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2階

ｱﾆｿﾝｶｼﾞｭｱﾙﾊﾞｰｱﾘｴﾙ

神戸市中央区北長狭通2-10-11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3FE号

ｼｮﾊﾟﾝ

神戸市中央区北長狭通2-10-11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3FG

ﾗﾌｧｴﾙ

神戸市中央区北長狭通2-10-11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3FL

La jute

神戸市中央区北長狭通2-10-11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ3階

APOLLO

神戸市中央区北長狭通2-10−11第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ4F

Shanti Shanty

神戸市中央区北長狭通2-10-11第七ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ5F

AQUA

神戸市中央区北長狭通2-10-11第二ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2FL

料理屋 まる三

神戸市中央区北長狭通2-10-11第二ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ一階

vinoteca_mazzo

神戸市中央区北長狭通2-10-11第二ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ地下一階

神戸ｻﾑｷﾞｮﾌﾟｻﾙ三宮店

神戸市中央区北長狭通2-10-12SEIGYOﾋﾞﾙ3F

味香苑二号店

神戸市中央区北長狭通210-12SEIGYOﾋﾞﾙ4階

鶏料理ひとりひとり

神戸市中央区北長狭通2-10-12seigyoﾋﾞﾙ5階

Leafer

神戸市中央区北長狭通2-10-1-3

MICRO ﾐｸﾛﾊﾞｰ

神戸市中央区北長狭通2-10-1-B1

立ち呑み るぅちゃん はなれ

神戸市中央区北長狭通2-10-1-B1

ﾋﾞｽﾄﾛ･ｱ･ヴｧﾝﾚ･ヴｧｰﾆｭ

神戸市中央区北長狭通2-10-1天天ﾋﾞﾙ1F

Bar shu+kura

神戸市中央区北長狭通2-10-5C&Nﾋﾞﾙ2F

ｽｹｱｸﾛｳ

神戸市中央区北長狭通2-10-6ﾐﾙﾍﾞ-ﾙﾋﾞﾙ1階

たけの

神戸市中央区北長狭通2-10-6ﾐﾙﾍﾞ-ﾙﾋﾞﾙ2階

伊藤勝商店

神戸市中央区北長狭通2-10-9

Development cuisine

神戸市中央区北長狭通2-10-9ｲﾄｳﾋﾞﾙ2階

鮨 わき本

神戸市中央区北長狭通2-10番11号第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1階

餃子屋赤星

神戸市中央区北長狭通2-11

鶴亀八番本店

神戸市中央区北長狭通2-1-1

てこいち十年屋

神戸市中央区北長狭通2-11-1

BAR Sacai

神戸市中央区北長狭通2-11-10第7ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ2階

鮨 ななお

神戸市中央区北長狭通2-1-11-2

Drunk

神戸市中央区北長狭通2-11-16ﾌｧﾝﾀｼﾞ-ﾋﾞﾙ4F

店舗名
Bistrot Enry.

ﾋﾞｽﾄﾛ ｱﾝﾘｰ

住所
神戸市中央区北長狭通2-1-11玉広第2ﾋﾞﾙ2F

STUDIO

神戸市中央区北長狭通2-1-11玉広第2ﾋﾞﾙ5階

BAR崑崙

神戸市中央区北長狭通2-1-11玉廣ﾋﾞﾙ第2ﾋﾞﾙ7階

おおいた冠地どり専門店 とよいち

神戸市中央区北長狭通2-1-11第2玉広ﾋﾞﾙ1階

旨辛食堂炎ENG本店

神戸市中央区北長狭通2-11-1中本ﾋﾞﾙ2階

chugalug

神戸市中央区北長狭通2−11−2

神戸和食 とよき

神戸市中央区北長狭通2-1-14玉広ﾋﾞﾙ2階

ﾋﾙ薬膳粥ﾖﾙ貝料理 ｶｲﾉｸﾁ

神戸市中央区北長狭通2-1-14玉広ﾋﾞﾙ3階

家庭料理なみ木

神戸市中央区北長狭通2-11-5

ｷﾞﾌﾄ

神戸市中央区北長狭通2-11-5 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰｽﾄﾋﾞﾙ6階

Square

神戸市中央区北長狭通2-11-5-302

たか鳥 三宮本店

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰｽﾄﾋﾞﾙ1F

3.5sogumm

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰｽﾄﾋﾞﾙ2F201

おばんざい 花あかり

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ205

すなっく 倫央子

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ405

casual BAR JJ

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ4階

ｱﾌﾟﾛｳｽﾞ

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ6F

ふくみみDining

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ7F

月兎(月うさぎ)

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ8F

CUReHA

神戸市中央区北長狭通2-11-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙB1F

もんもん

神戸市中央区北長狭通2-11-6

くらうど

神戸市中央区北長狭通2-11-6 ﾌｧﾝﾀｼﾞ-ﾋﾞﾙ1階

炭火焼鳥ももたろうはなれ

神戸市中央区北長狭通2-11-6ﾌｧﾝﾀｼﾞ-ﾋﾞﾙ1F

焼肉ふうふう亭三宮店

神戸市中央区北長狭通2-11-6ﾌｧﾝﾀｼﾞ-ﾋﾞﾙ3F

可憐花

神戸市中央区北長狭通2-11-6ﾌｧﾝﾀｼﾞ-ﾋﾞﾙ4階

ﾊﾞｰﾑｰﾝｳｫｰｸ生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通2-1-1ｲｼﾉﾔﾋﾞﾙ地下1階

sk

神戸市中央区北長狭通2-1-1ﾊﾟ-ﾌﾟﾙ山勝2階

ｻﾑｷﾞｮﾌﾟｻﾙnicoya

神戸市中央区北長狭通2-1-1ﾊﾟ-ﾌﾟﾙ山勝3階

韓ごはん

神戸市中央区北長狭通2-1-1ﾊﾟ-ﾌﾟﾙ山勝4階

雪月風花本店

神戸市中央区北長狭通2-1-1ﾊﾟ-ﾌﾟﾙ山勝ﾋﾞﾙ6階

おむすび俵

神戸市中央区北長狭通2-1-1ﾊﾟ-ﾌﾟﾙ山勝ﾋﾞﾙB1

BAR ZION

神戸市中央区北長狭通2-1-2 2階

天菜 三宮店

神戸市中央区北長狭通2-12-10西村ﾋﾞﾙ2階

TAJIRI神戸三宮店

神戸市中央区北長狭通2-12-10西村ﾋﾞﾙ3F

赤から三宮生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通2-12-10西村ﾋﾞﾙ4F

和料理 みやびや

神戸市中央区北長狭通2-12-12もんﾋﾞﾙB1

ｽｼﾛｰ 三ﾉ宮いくたﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通2-12-13ｷﾝｸﾞｽﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ3階

黄金の鱗 三宮

神戸市中央区北長狭通2-12-13ｷﾝｸﾞｽﾞｺ-ｽﾄﾋﾞﾙ7階

店舗名

住所

ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ三宮生田ﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通2-12-13ｷﾝｸﾞｽｺ-ｽﾄﾋﾞﾙB1~2F

神戸牛 煌寿

神戸市中央区北長狭通2-12-6Kﾋﾞﾙ2F

焼肉 あらし

神戸市中央区北長狭通2-12-6Kﾋﾞﾙ5階

元祖ぼっかけ 神戸灘八本店

神戸市中央区北長狭通2-1-3

串家きえん

神戸市中央区北長狭通2-1-7中島ﾋﾞﾙ1F

船宗

神戸市中央区北長狭通2-1-7中島ﾋﾞﾙ2F

源平寿司 本店

神戸市中央区北長狭通2-1-8

赤萬三宮店

神戸市中央区北長狭通2-2-1

樽八

神戸市中央区北長狭通2-2-1

焼肉やまがき 三宮店

神戸市中央区北長狭通2-2-10

串カツ田中 三宮店

神戸市中央区北長狭通2-2-10-12

ﾀﾞｲｽｷｯﾁﾝ

神戸市中央区北長狭通2-2-21F

料理屋fan

神戸市中央区北長狭通2-2-3

初代けむり一家

神戸市中央区北長狭通2-2-4

銕心

神戸市中央区北長狭通2-2-4

こじゃんと

神戸市中央区北長狭通2-2-5

すみれ茶屋

神戸市中央区北長狭通2-2-5

神戸三宮肉寿司

神戸市中央区北長狭通2-2-97番北長狭文化1･2階

ﾄﾐﾔ

神戸市中央区北長狭通2-30-89ﾋﾟｱｻﾞ3

BEER&PROTEIN

神戸市中央区北長狭通2-30高架下南63号

寿司ごしま

神戸市中央区北長狭通2-3-10

元町ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

神戸市中央区北長狭通2-31−45

ｴﾝﾀｽ

神戸市中央区北長狭通2-31-49

ｽﾅｯｸACE

神戸市中央区北長狭通2-31-49

鉄板料理お好み焼きたまい

神戸市中央区北長狭通2-31-53

安堵

神戸市中央区北長狭通2-31-54

やきとり魂 朝太郎

神戸市中央区北長狭通2-31-55

お好み焼 千鶴

神戸市中央区北長狭通2-31-59

4-11 ｷｬﾄﾙｵﾝｽﾞ

神戸市中央区北長狭通2-3-16

KOBE海鮮酒場UO魚

神戸市中央区北長狭通2-31-65

肉菜旬魚とき

神戸市中央区北長狭通2-3-1三ﾉ宮

時機

餃子屋 社領

神戸市中央区北長狭通2-3-4

ｽﾅｯｸ 留美

神戸市中央区北長狭通2-3-5

ﾎﾞﾅﾎﾞｰﾉ

神戸市中央区北長狭通2-3-5

ひがし山

神戸市中央区北長狭通2-3-5ﾀﾞｲｷﾋﾞﾙ1F

炭火焼鳥縁日謝

神戸市中央区北長狭通2-3-5ﾀﾞｲｷﾋﾞﾙ2F

屋根裏ｶﾘｰ306

神戸市中央区北長狭通2-3-7

上弦

神戸市中央区北長狭通2-3番6号2階

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ ﾋﾟｯｺﾛ

神戸市中央区北長狭通2-4-10

Peer

神戸市中央区北長狭通2-4-10Raiﾋﾞﾙ1F

割烹全

神戸市中央区北長狭通2-4-13

小料理屋瑞

神戸市中央区北長狭通2-4-13

ｾﾗヴｨ

神戸市中央区北長狭通2-4-18大野ﾋﾞﾙ1階

かふぇこたん

神戸市中央区北長狭通2-4-18大野ﾋﾞﾙ2F

焼鳥せいわ

神戸市中央区北長狭通2-4-18大野ﾋﾞﾙ3F

ｼｽｺﾀﾞｲﾅｰ

神戸市中央区北長狭通2-4-3

Bistrot Gagnant

神戸市中央区北長狭通2-4-3松本ﾋﾞﾙ

Legare

神戸市中央区北長狭通2-4-5大永ﾋﾞﾙ1階

寅松の肉たらし

神戸市中央区北長狭通2-4-5大永ﾋﾞﾙ3階

ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ

神戸市中央区北長狭通2-4-7

手打ちうどんときわ

神戸市中央区北長狭通2-4-7

Diggin' the Bar

神戸市中央区北長狭通2-4-7ｵｶﾆｼﾋﾞﾙ2F

播州地酒ひの

神戸市中央区北長狭通2-4-7隴西ﾋﾞﾙ4階

ﾊﾞﾙｽﾄﾛBAR

神戸市中央区北長狭通2-4-8ﾗｲﾋﾞﾙ2階

ﾊﾞﾙｽﾄﾛｷｯﾁﾝ

神戸市中央区北長狭通2-4-8ﾗｲﾋﾞﾙ3階

菜記餃子専門店

神戸市中央区北長狭通2-4番3

旬菜おおたに

神戸市中央区北長狭通2-5

旬彩割烹姫膳

神戸市中央区北長狭通2-5-1

Mumbo Jumbo

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ105

ﾌﾞﾛｺｰﾄ

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ304

桜景

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ402岡野 由紀子

趣味工房游

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ403

愛 感謝

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ4F

Bar TEMBO

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ503

Bar.秘密基地

神戸市中央区北長狭通2-5-12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ505

香港香港

神戸市中央区北長狭通2-5-17

炭火焼 貴

神戸市中央区北長狭通2-5-17

Bistro en

神戸市中央区北長狭通2-5-17ﾒ-ﾌﾟﾙ三宮4階

Sweets&bar MontPignon

神戸市中央区北長狭通2-5-17ﾒ-ﾌﾟﾙ三宮5F-A

神戸旬膳 K's kitchen

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ2F

くりのすけ

神戸市中央区北長狭通2−5−1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ2階

囲炉裏焼き大正ろまんまりも亭本館

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ303

まりも亭はなれ座敷

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ310号

BAAN SOMDET

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ3F

八百屋はなれ

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ3F

ﾍﾞﾙｴﾘｨ

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ3階

店舗名

住所

Apres Gall

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ4F

ｶﾗｵｹ喫茶みさき

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ4F405

神戸牛ﾊﾟｰﾙ

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ501

盛SARANARU

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾙ504

ｸﾞﾘﾙﾄﾞ神戸

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ5階

BAR Hollyhock

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ604

ﾃｹﾃｹ屋

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ6F

snack ﾍﾟﾆｰﾚｲﾝ

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ6階

八百屋農園

神戸市中央区北長狭通2-5-1ﾀｲｼﾝｻﾝｾｯﾄﾋﾞﾙ7F

Porkobe

神戸市中央区北長狭通2-5-5むうﾋﾞﾙ1F

らｰめんたろうﾄｱﾛｰﾄﾞ店

神戸市中央区北長狭通2-5-7

THIS IS IT

神戸市中央区北長狭通2-5の12ﾐｽﾞｷﾋﾞﾙ 302

鮨大槻

神戸市中央区北長狭通2-6-15梶ﾋﾞﾙ1F

清やん

神戸市中央区北長狭通2-6-15梶ﾋﾞﾙ3F

観音山ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰﾗｰ

神戸市中央区北長狭通2-6-2

SPORTEREA

神戸市中央区北長狭通2-7-1

Dolce & Bar Lagare villa

神戸市中央区北長狭通2-7-12 PMPTﾋﾞﾙ3F

carma

神戸市中央区北長狭通2-7-12PMPT102

CRAFT KOBE STARBOARD

神戸市中央区北長狭通2-7-12PMPTﾋﾞﾙ205

TOKI PAO

神戸市中央区北長狭通2-7-12PMTPﾋﾞﾙ103

くずし割烹SakeSumibi

神戸市中央区北長狭通2-8-10神戸ｻﾃﾗｨ

神戸てんぷらﾊﾞﾙ TENBAR

神戸市中央区北長狭通2-8-10神戸ｻﾃﾗｲﾄﾋﾞﾙ2F

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾊﾞﾙﾊﾟﾁｰﾉ

神戸市中央区北長狭通2-8-10神戸ｻﾃﾗｲﾄﾋﾞﾙ4F

おばんざい ひとしお

神戸市中央区北長狭通2-8-11

鮨 花ごよみ

神戸市中央区北長狭通2-8-12

綾野

神戸市中央区北長狭通2-8-3

串ｶﾂﾊﾞﾙ真心

神戸市中央区北長狭通2-8-3

たべよし

神戸市中央区北長狭通2-8-3ｱﾙｶｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ1F

ｸﾚｰｼﾞｭ

神戸市中央区北長狭通2-8-3ｱﾙｶｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ2階

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ再会

神戸市中央区北長狭通2-8-3ｱﾙｶｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ3C

ﾙﾎﾟｾﾞ

神戸市中央区北長狭通2-8-3ｱﾙｶｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ3F

勢志凡

神戸市中央区北長狭通2-8-3ｱﾙｶｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ3F

ほりゑ

神戸市中央区北長狭通2-8-5

三宮 青葉

神戸市中央区北長狭通2-8-5

ゆう膳

神戸市中央区北長狭通2-8-5-201

ｽﾅｯｸ真珠

神戸市中央区北長狭通2-8-5-301

KITCHEN&SHOT BAR 地下堂

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙ203

とも

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙ205

店舗名

住所

BAR Ungro

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙ206

poms

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙB03

炭火焼 眞

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙB1

Starting Over

神戸市中央区北長狭通2-8-5阿部ﾋﾞﾙB1F

くずし割烹こまじろ

神戸市中央区北長狭通2-8-9神戸17番ﾋﾞﾙ

酒場ｻｶｲ

神戸市中央区北長狭通2-8-9神戸17番ﾋﾞﾙ

魚貝･鶏料理･日本酒 とよ新

神戸市中央区北長狭通2-9-13

ｽﾀﾝﾄﾞ ﾂｷﾆｸﾙ

神戸市中央区北長狭通2-9-2ﾙ･ｶﾞｴ-ﾌﾞ･ﾌﾞﾙ-B1

ﾑｰﾝｳｫｰｸ三宮店

神戸市中央区北長狭通2-9-2ﾙ•ｶﾞｴ-ﾌﾞ•ﾌﾞﾙ-3F

ｵﾗ!ｱﾁｬﾎ

神戸市中央区北長狭通2-9-2ﾙｶﾞｴ-ﾌﾞﾌﾞﾙ-ﾋﾞﾙ2F

macra

神戸市中央区北長狭通2-9-3-1

たちきや

神戸市中央区北長狭通2-9-4西島ﾋﾞﾙ1F

BARあじさい通り

神戸市中央区北長狭通2-9-5

HOPSTAND三宮店

神戸市中央区北長狭通2-9-5

cafeIstanbul

神戸市中央区北長狭通2-9-5-2F

好大

神戸市中央区北長狭通2-9-6 1F

ながり鮨錬

神戸市中央区北長狭通2-9-6好大ﾋﾞﾙ2階

割烹之店 江川

神戸市中央区北長狭通2-9-8-2F

やきとり 功

神戸市中央区北長狭通2-9-9

STOCK

神戸市中央区北長狭通2-9-92F

みゆき

神戸市中央区北長狭通2−9−9−4F

よっちゃん(居酒屋)

神戸市中央区北長狭通2-9-9ﾃﾞｻﾞﾌｨｵｻﾝｺ-1F

貝と魚ｼｪﾙﾊﾗ

神戸市中央区北長狭通2-9-9ﾃﾞｻﾞﾌｨｵｻﾝｺ-201

t2D

神戸市中央区北長狭通2-9-9ﾃﾞｻﾞﾌｨｵｻﾝｺ-3F

もろみ家

神戸市中央区北長狭通2-9-9ﾃﾞｻﾞﾌｨｵｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ401

鳥勝

神戸市中央区北長狭通2の5の17ﾒ-ﾌﾟﾙ三ﾉ宮1F

金盃森井本店

神戸市中央区北長狭通2ん31-42

神戸牛・神戸有機野菜

志ん

神戸市中央区北長狭通2丁目10-12

ＳＥＩＧＹＯビル２Ｆ

居酒屋 ごん太元町店

神戸市中央区北長狭通3- 31番76号

日本酒ﾊﾞﾙ･米屋 ｲﾅｽﾞﾏ

神戸市中央区北長狭通3-10−1KSﾋﾞﾙ1F

ﾓﾀﾞﾅｰｸ ﾌｧｰﾑｶﾌｪ

神戸市中央区北長狭通3-11-15

plancher

神戸市中央区北長狭通3-11-17ﾍﾞﾙｽﾞｺ-ﾄ1階北

中華料理 張記

神戸市中央区北長狭通3-1-1神戸ﾄｱﾛ-ﾄﾞ山下ﾋﾞﾙｱﾈｯｸｽ2号棟

頃末商店

神戸市中央区北長狭通3-1-2

鮨 八代 ﾄｱｳｴｽﾄ

神戸市中央区北長狭通3-12-10ﾙ-ﾌﾟﾄｱｳｴｽﾄ1階西

ｽﾀﾝﾄﾞこしかけ

神戸市中央区北長狭通3-12-15ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾄｱﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ1階

海鮮問屋 三宮ｾﾘ壱

神戸市中央区北長狭通3-1-2丸福ﾋﾞﾙB1

和

神戸市中央区北長狭通3-1-4ﾂﾀｴﾋﾞﾙB1

店舗名

住所

ｶｻﾍﾟｹｰﾆｮ

神戸市中央区北長狭通3-1-4ﾂﾀﾆﾋﾞﾙ1階南側

小鳥舎はなひげ

神戸市中央区北長狭通3−1−4ﾂﾀﾆﾋﾞﾙ1階北側

78ROCKSTAR

神戸市中央区北長狭通3-1-4ﾂﾀﾆﾋﾞﾙ2階

新愛園

神戸市中央区北長狭通3-2-10

小龍大王

神戸市中央区北長狭通3-2-12

ｶﾚﾗｺｰﾋｰ

神戸市中央区北長狭通3-2-13

香港茶楼

神戸市中央区北長狭通3-2-32F

海鮮和食と日本酒もっせ

神戸市中央区北長狭通3-2-6KBCﾋﾞﾙ302

女将の酒場 ｽﾀﾝﾄﾞ 夢や

神戸市中央区北長狭通3-30-90ﾋﾟｱｻﾞKOBE3

地魚屋台 元町豊丸

神戸市中央区北長狭通3-31

EspaiCochKobe

神戸市中央区北長狭通3-3-15元町ﾏﾝｼｮﾝ101

CITRICO

神戸市中央区北長狭通3-3-16ﾄｱﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ1F

ｵﾓﾆ

神戸市中央区北長狭通3-31-73

Seashore Standard

神戸市中央区北長狭通3-31-77-2Fﾋﾟｱｻﾞ神戸3

ﾚｽﾄﾗﾝ 飛翔

神戸市中央区北長狭通3-3-18

炙屋いごっそう高架下

神戸市中央区北長狭通3-31-86

喫茶 ｼﾙﾋﾞｱ

神戸市中央区北長狭通3-3-3

めしや おいちゃん

神戸市中央区北長狭通3-3-4ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱｻﾝｾｯﾄ通ﾋﾞﾙ3F

ﾆﾗｲｶﾅｲ

神戸市中央区北長狭通3-3-4ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱｾｯﾄ通ﾋﾞﾙ5階

JEANA

神戸市中央区北長狭通3-3-5泰隆ﾋﾞﾙ8階

銀しゃりDining火土木

神戸市中央区北長狭通3-3-5泰隆ﾋﾞﾙB1

広東料理 順徳

神戸市中央区北長狭通3-4-7

呑兵衛

神戸市中央区北長狭通3-4-7

食堂ぺｽｶ

神戸市中央区北長狭通3-4-7ｻﾄｳﾋﾞﾙ2F

Me

神戸市中央区北長狭通3-5-6

楽関記

神戸市中央区北長狭通3-6-5

RiaRia

神戸市中央区北長狭通3-8-1

Food Bar ﾄﾝﾎﾞ

神戸市中央区北長狭通3-8-1ｱﾗｲﾋﾞﾙ103

3D

神戸市中央区北長狭通3-9-10青柳ﾋﾞﾙ201号

Restaurant cafe bar

N's nude

神戸市中央区北長狭通3-9-10青柳ﾋﾞﾙ202

松屋元町東口店

神戸市中央区北長狭通4−1−12鯉川ﾋﾞﾙ

RUTSUBO家

神戸市中央区北長狭通4-1-12鯉川ﾋﾞﾙ1階

元町蘭引

神戸市中央区北長狭通4-1-14

じとっこ ごて王 元町店

神戸市中央区北長狭通4-1-2三洋ﾋﾞﾙ2階

やきにく3姉妹

神戸市中央区北長狭通4-1-5

韓国料理炎元町店

神戸市中央区北長狭通4-1-6田中ﾋﾞﾙ1階

串かつ灯り

神戸市中央区北長狭通4-1-71F

喫茶あじさい

神戸市中央区北長狭通4-2-11

店舗名

住所

神戸炉釜工房

神戸市中央区北長狭通4-2-11元町北ﾊｲﾂ1階西

三宮一貫楼 元町北店

神戸市中央区北長狭通4-2-16

VEGETABLE DINING 農家

神戸市中央区北長狭通4-2-17

三好食堂

神戸市中央区北長狭通4-2-17満月ﾋﾞﾙ1階

ｴｷﾏｴｽﾀﾝﾄﾞﾚﾓﾝｻﾜｰ酒場店

神戸市中央区北長狭通4-2-20ことぶきﾋﾞﾙ1F

精肉屋の焼肉丼おぼや 元町店

神戸市中央区北長狭通4-2-6

元町井おか

神戸市中央区北長狭通4-2-9

割烹こいし

神戸市中央区北長狭通4-3-1

炙屋 いごっそう鯉川筋店

神戸市中央区北長狭通4-3-23満園ﾋﾞﾙ2F

神戸和つなぎｶﾌｪ

神戸市中央区北長狭通4-3-5ﾄﾞﾑｽ北長狭通101

pagot山側店

神戸市中央区北長狭通4-4-14

BAR花･Hana

神戸市中央区北長狭通4-4-14KAﾋﾞﾙ1F

酒商熊澤

神戸市中央区北長狭通4-4-15

酒商熊澤/ﾎﾞﾝｺﾞﾚ

神戸市中央区北長狭通4−4−15

7stock

神戸市中央区北長狭通4-6-10

焼鳥静音

神戸市中央区北長狭通4-7-14ｷｬｯｽﾙ元町1F

ｲｰぺﾙ

神戸市中央区北長狭通4-9-8ｴﾑｺ-ﾄ元町1F

Fusible

神戸市中央区北長狭通5-1-13-103

韓cafe&dining sunny day

神戸市中央区北長狭通5-2-19

Rustic House

神戸市中央区北長狭通5-4-2

ｷｯﾁﾝつみき

神戸市中央区北長狭通5-4-7NEWVEKOBE1F002

子ぶた

神戸市中央区北長狭通5-5の3城東ﾋﾞﾙ1階

神戸元町 野菜庵 ｽｶﾞﾊﾗ

神戸市中央区北長狭通5-8-1薮田ﾋﾞﾙ1階

炙りもんとおばんざい きっ果

神戸市中央区北長狭通6-1-11大和研装社ﾋﾞﾙ1F

Kimi's kitchen

神戸市中央区北長狭通6-3-10

燻製ﾊﾞﾙ煙ﾗﾎﾞ

神戸市中央区北長狭通7-1-10

焼鳥 ちんころ

神戸市中央区北長狭通7-1-1-103

とり好

神戸市中央区北長狭通7-1-12

cafe yom pan

神戸市中央区北長狭通7-1-14

鉄板お好み焼き みんと

神戸市中央区北長狭通7-1-15

Koyuki

神戸市中央区北長狭通7-1-23幸楽園ﾋﾞﾙ1F

Vigne(ヴｨｰﾆｭ)wineBar

神戸市中央区北長狭通7-1-27-102

ｺﾉﾘｻﾞ

神戸市中央区北長狭通7-1-27-301

Tearoom CoCo.

神戸市中央区北長狭通7-2-17

喫茶BON(ぼん)

神戸市中央区北長狭通7-2-21

Ini . kobe

神戸市中央区北長狭通7-2-24

&.ばなな

神戸市中央区北長狭通7-3-4

ｼﾞｬｽﾐﾝ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区北長狭通8-1-6

店舗名

住所

ﾄﾘﾔｷ ﾀｵ

神戸市中央区北長狭通8-8−9

太陽のﾄﾏﾄ麺withﾁｰｽﾞ 三宮駅前店

神戸市中央区北長狭通り1-3-6光陽ﾋﾞﾙ地下1階

酒之灘屋

神戸市中央区北長狭通り8-1-1

きさらぎ三宮店

神戸市中央区北長狭通赤1-5-1ﾆｭ-光陽ﾋﾞﾙ4F

あびしにあん

神戸市中央区北長狭道1-2-13

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾋﾟ･ｴ･ﾛ

神戸市中央区北長狭道1-5-9KCBﾋﾞﾙ5F･C号

地酒ﾊﾞﾙ飲山

神戸市中央区北長狭道2-3-11新安第3ﾋﾞﾙ1F

くら寿司春日野道店

神戸市中央区北本町通1-1-34

ﾀｲｺｰ

神戸市中央区北本町通4-1の21

あっちゃん

神戸市中央区北本町通4-2-29

美味園

神戸市中央区北本町通5-1-27

kiki

神戸市中央区北野5-36

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 Level36

神戸市中央区北野町1

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 ｸﾗﾌﾞﾗｳﾝｼﾞ

神戸市中央区北野町1

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 ｻﾞ･ﾊﾞｰ

神戸市中央区北野町1

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 ｻﾞ･ﾗｳﾝｼﾞ

神戸市中央区北野町1

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 新神戸ｸﾗﾌﾞ

神戸市中央区北野町1

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 蘇州

神戸市中央区北野町1

神戸なだ万

神戸市中央区北野町1-1 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸34階 なだ万

RIO COFFEE 神戸北野店

神戸市中央区北野町1-1-14ﾎﾃﾙ北野ﾌﾟﾗｻﾞ六甲荘1階

ﾋﾞｰｸﾞﾙｽﾞJJｶﾌｪ

神戸市中央区北野町1-1-3-102

NAMASTE TAJ MAHAL

神戸市中央区北野町1-1新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰ2階

ホテル北野プラザ六甲荘

神戸市中央区北野町1-1番14号

神戸北野ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞNin Nin

神戸市中央区北野町1-1番14号

北野異人館 旧ｸﾙﾍﾟ邸 ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

神戸市中央区北野町1-2-17

神戸市水道局北野会館内

神戸市中央区北野町1-4-2

ｻﾞ･ヴｪﾗﾝﾀﾞ神戸

神戸市中央区北野町1-4-3

ｻﾞ･ﾊｰﾌﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区北野町1-4-3

ﾚｽﾄﾗﾝ ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

神戸市中央区北野町1-4-3

KITANO CLUB ANNEX

神戸市中央区北野町1-5-10

SOLA CAFE

神戸市中央区北野町1-5-4KITANOCLUBsola敷地内

宴会用洋食厨房

神戸市中央区北野町1-ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸

北野

神戸市中央区北野町1-ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸5F

たん熊北店神戸店

神戸市中央区北野町1-ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸5階

寿司割烹尽

神戸市中央区北野町1-ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ神戸5階

しゃぶ扇 新神戸店

神戸市中央区北野町1ｺﾄﾉﾊｺ神戸2階

神戸ﾋﾞｰﾌ館

神戸市中央区北野町1ｺﾄﾉﾊｺ神戸3階

金寶來 新神戸店

神戸市中央区北野町1-ｺﾄﾉﾊｺ神戸3階

店舗名

住所

北野異人館旧ﾚｲﾝ邸

神戸市中央区北野町2-12-12

神戸北野ｻｯｽｰﾝ邸

神戸市中央区北野町2-16-1

ﾚｽﾄﾗﾝ神戸北野山荘ﾃﾞﾘｽ

神戸市中央区北野町2-16-27

ﾚｽﾄﾗﾝ花の館ﾊﾟﾗﾃﾞｨ北野

神戸市中央区北野町2-16-8

ﾃｨﾌｧﾆｰの休日

神戸市中央区北野町2-20-3

NAKAGO

神戸市中央区北野町2-9-1ｷﾞﾀ-ﾏﾝｼｮﾝ1F

神戸北野ﾙ･ヴｧﾝヴｪｰﾙ

神戸市中央区北野町2-9-1土井 佐和子

北野異人館旧ﾑｰｱ邸

神戸市中央区北野町2-9-3

ﾋﾙｻｲﾄﾞﾊｳｽ神戸北野

神戸市中央区北野町3-10-1橋本英輝

風見鶏のﾀﾏｺﾞ

神戸市中央区北野町3-10-20

King of Dog

神戸市中央区北野町3-11-11

風見鶏本舗 ｲﾙ･ｶｻﾞﾐﾄﾞﾘｰﾉ

神戸市中央区北野町3-1-29

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 神戸北野異人館店

神戸市中央区北野町3-1-31北野物語館

ｻﾞｼｰｽﾞﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ神戸北野

神戸市中央区北野町3-1-33

日本料理 波勢

神戸市中央区北野町3-1-8

風見鶏本舗

神戸市中央区北野町3-5-5

珈琲北野十番舘

神戸市中央区北野町3-5-9

kujira

神戸市中央区北野町3-6-9

no

andy

ENCUEIL(ｱﾝｸｨｰﾙ)

神戸市中央区北野町4-1-12異人館倶楽部B1F

一般社団法人神戸倶楽部

神戸市中央区北野町4-15-1

松廼家

神戸市中央区北野町4-2-5

祐祐

神戸市中央区北野町4-7-5

ﾘﾄﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ

神戸市中央区北野町4-8-11

ﾆｭｰﾗﾌﾚｱ

神戸市中央区明石町18-2大協ﾋﾞﾙ

Yorkys Brunch元町店

神戸市中央区明石町32明海ﾋﾞﾙ地下1階

神戸壺中天

神戸市中央区明石町32明海ﾋﾞﾙ地下1階

与太呂神戸店

神戸市中央区明石町40

ﾌﾙｰﾃｨｰｻﾛﾝﾃﾞﾘｰﾓ

神戸市中央区明石町403階

PATISSERIE TOOTHTOOTH ｻﾛﾝﾄﾞﾃﾗｽ

神戸市中央区明石町40旧居留地38番館4F

ヴｨﾀﾒｰﾙ神戸大丸店

神戸市中央区明石町40神戸大丸店2階

PIZZA HOUSE ｲﾀﾘｺ

神戸市中央区明石町40大丸神戸10階

江戸川大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸9階

ｶﾌｪﾗ 大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店1F

ｻﾛﾝﾄﾞﾃﾓﾛｿﾞﾌ 大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店4F

ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾃｨｰﾙｰﾑ大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店5階

M BASE BAR

神戸市中央区明石町40大丸神戸店6階

ｶﾌｪ英國屋

神戸市中央区明石町40大丸神戸店6階

cafeゆとりの空間 神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店7階

店舗名

住所

文の助茶屋 神戸大丸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店8階

mamezo&cafe 大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9F

磯魚料理 安さん

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9F

群愛飯店大丸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9階

讃兵衛 大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9階

神戸開花亭

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9階

鶴郡大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9階

三田屋本店 やすらぎの郷 大丸神戸ﾚｽﾄﾗﾝ店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店9階ﾚｽﾄﾗﾝﾌﾛｱ

UCCｶﾌｪﾌﾟﾗｻﾞ 大丸神戸店

神戸市中央区明石町40大丸神戸店B2F

TOOTHTOOTH maison15th

神戸市中央区浪花町15

MERICAN GOOD STAND(ﾒﾘｹﾝｸﾞｯﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ)

神戸市中央区浪花町64番

なぎさﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市中央区脇浜海岸通1-3-3

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾌﾟﾙﾒｰﾙHAT神戸店

神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2

109シネマズHAT神戸

神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ブルメールHAT神戸2F

ちゃんぽん亭総本家 ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸店

神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ﾌﾞﾙﾒ-ﾙHAT神戸2F

ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸店

神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ﾌﾞﾙﾒ-ﾙHAT神戸2階

ﾎﾟﾑの樹 ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸店

神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ﾌﾞﾙﾒ-ﾙHAT神戸2階

とり篠

神戸市中央区脇浜町1-2-2

らｰめん からや

神戸市中央区脇浜町1-2-2

TOTORI

神戸市中央区脇浜町1-2-2西山ﾊｲﾂ101号

BAR SWAMPMAN

神戸市中央区脇浜町1-2-2西山ﾊｲﾂ10B

然の膳 神鋼記念病院店

神戸市中央区脇浜町1-4-47神鋼記念病院

PapyBoo堂

神戸市中央区脇浜町2-1-22 1階

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 2号線脇浜店

神戸市中央区脇浜町2-5-23

焼肉ﾎﾙﾓﾝたけやん

神戸市中央区脇浜町3-5-10

うどん屋 ﾏﾙｼﾝ

神戸市中央区脇浜町3-5-19-105

すし処よろこんで

神戸市中央区脇浜町3-5-19ﾜｺ-ﾚｱﾌﾟﾛ-ｽﾞ109

焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ ﾓﾗﾝﾎﾞﾝ

神戸市中央区脇浜町3-5-30

てｰばっ

神戸市中央区脇浜町3-5番21

有限会社 ﾆ滝そば

神戸市中央区籠池通3-1-12

ふじお商店

神戸市中央区籠池通3-5-21ﾗﾑ-ﾙ籠池一階

株式会社ｵｱｼｽMSC 外来食堂とまと

神戸市中央区籠池通4-1-23

菜の葉

神戸市中央市中山手通1-17−6北野ﾌｪﾆｯｸｽ1F

