店舗名
マルヤマ

住所
神戸市兵庫区下祇園町23-11

おふくろの味&カラオケ

びゃくらん

神戸市兵庫区福原町14-6

ｶﾗｵｹ居酒屋 JUN

神戸市兵庫区中道通1-2-8ﾊｲﾒｿﾞﾝ湊川202

喫茶 ﾏﾂﾊﾞﾗ

神戸市兵庫区芦原通4-2-21

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾚｽﾄﾗﾝ風舎

神戸市兵庫区烏原町ﾇｸ谷1菊水ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ内

すたんでぃんぐばるO-MAME

神戸市兵庫区羽坂通2-1-13-102

和食堂 ｵｰﾙﾄﾞ

神戸市兵庫区羽坂通2-1-13羽坂ﾔﾏﾄﾋﾞﾙ1F

MOW兵庫駅前店

神戸市兵庫区羽坂通3-1-4

IZAKAYA56GORO

神戸市兵庫区羽坂通3-2-10

居酒屋 かくれんぼ

神戸市兵庫区羽坂通3-2-10羽坂ﾋﾞﾙ1F

mr.kanso兵庫駅前店

神戸市兵庫区羽坂通3-2-3ふぁれ河合1F

立ち呑み処しまだ

神戸市兵庫区羽坂通3-2-5

百万両

神戸市兵庫区羽坂通3-3-2

お好み焼き 鉄板焼き 宴UTAGE

神戸市兵庫区羽坂通3-4-10-101

来夢来人

神戸市兵庫区羽坂通3-4-10-102

ｽﾅｯｸ9

神戸市兵庫区羽坂通3-4-6ﾎｼﾉﾊｲﾂ1F

Soi

神戸市兵庫区羽坂通3-4-8

ｽﾅｯｸJゅん

神戸市兵庫区羽坂通3-4−8

ﾎﾜｲﾄﾘﾘｰ

神戸市兵庫区羽坂通3-4-8-105

ﾊﾞﾙﾊﾞｰﾙ

神戸市兵庫区羽坂通3-4-8ﾎｼﾉﾊｲﾂ101

JUNA

神戸市兵庫区羽坂通3-5-14

居酒屋かわも
鉄板きっちん

神戸市兵庫区羽坂通3-5-14
さと吉

神戸市兵庫区羽坂通3-6-6

芳仙閣

神戸市兵庫区羽坂通3-7-3

備長炭 居酒屋 つゆ串

神戸市兵庫区羽坂通3-7-6

ふじ

神戸市兵庫区羽坂通4-1

ｶﾗｵｹりえ

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1

山内農場 兵庫駅前店

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1

居酒屋まんとくや

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1-118

スリジエ

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1-119

小料理ゆう

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1-B5

炭焼いろは

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾕ-1F

鳥貴族JR兵庫店

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1兵庫駅前ﾋﾞﾙB1

ｶﾗｵｹｽﾎﾟｯﾄ ﾏﾝﾋﾟｰ

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1兵庫駅前ﾋﾞﾙB-1

串揚げそこ､

神戸市兵庫区羽坂通4-1-1兵庫駅前ﾋﾞﾙ地下一階

肴処Momiji家

神戸市兵庫区羽坂通4-2-17ｵﾗｲｼﾞｭ1番館1F

すしおとと｡

神戸市兵庫区羽坂通4-2-17蓬莱ﾋﾞﾙ2F

ﾛｯｸﾁｬﾝ BAO LOC QUAN

神戸市兵庫区羽坂通4-2-28ヴｨﾚｯｼﾞｺｰﾅ1F102号

店舗名

住所

熟成麺屋 神来 兵庫駅前店

神戸市兵庫区羽坂通4-2-28ヴｨﾚｯｼﾞｺ-ﾅ-100

てこいち兵庫店

神戸市兵庫区羽坂通4−2−28ヴｨﾚｯｼﾞｺ-ﾅ-101

TOMO

神戸市兵庫区羽坂通4-2-28西川ヴｨﾚｯｼﾞ103

雑食家

神戸市兵庫区羽坂通4-2−8

ﾊﾟｰﾄﾅｰ

神戸市兵庫区羽坂通4-2-8-1F

やきとりふじ

神戸市兵庫区羽坂通り3-7-6淡路汽船ﾋﾞﾙ1階

花水樹はなれ

神戸市兵庫区羽坂通通3-4-6ﾎｼﾉﾊｲﾂ112

和楽

神戸市兵庫区永沢町2-3-7ﾊｲﾂｾﾌﾞﾝ101

希味

神戸市兵庫区永沢町4-4-5-102号

kazu

神戸市兵庫区永沢町4-4-7

鮨・酒・肴

杉玉

兵庫駅

神戸市兵庫区駅前通1-2-1 アルバビル1階101号室

鉄板焼くさぶえ

神戸市兵庫区駅前通1-2-111F

焼肉ﾛｯｸ

神戸市兵庫区駅前通1-2-12ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ兵庫ﾋﾞﾙ103

炭火焼鳥まさ 兵庫店

神戸市兵庫区駅前通1-3-14

ｳｼﾛｰﾄﾞ

神戸市兵庫区駅前通1-3-14ﾌﾞﾘｯｸｼｬﾄ-兵庫104

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場JR兵庫店

神戸市兵庫区駅前通1-3-18ﾒﾃﾞｨｯｸｽﾋﾞﾙ

鶏屋宮中

神戸市兵庫区駅前通2-2-34

鳥平 兵庫店

神戸市兵庫区駅南通1-2-19

あわじ屋

神戸市兵庫区駅南通1-2-38

神戸豚角

神戸市兵庫区駅南通1-2-38ﾊﾟﾙｽ兵庫102号

赤まる

神戸市兵庫区駅南通1-2-38ﾊﾟﾙｽ兵庫104

ふじ
焼肉・ホルモン

神戸市兵庫区駅南通1-2-6
おぎゅう

神戸市兵庫区駅南通1-2-7

厨,駅さいど(くりや､えきさいど)

神戸市兵庫区駅南通1-2番36号

ｶﾞｽﾄ兵庫駅南

神戸市兵庫区駅南通2-1-1

凸凹ｶﾌｪ

神戸市兵庫区駅南通2-2-30

ﾀﾞﾙﾏ食堂

神戸市兵庫区駅南通3-2-5

ｶﾞｽﾄ兵庫駅前

神戸市兵庫区駅南通5-2-1

麺家兵庫

神戸市兵庫区駅南通5-3-7JR兵庫駅構内北口

coca57

神戸市兵庫区駅南通5-4-10高架下57号

安田屋商店

神戸市兵庫区遠矢浜町3-38

平の茶房

神戸市兵庫区下祇園18-14

生そば なにわ

神戸市兵庫区下祇園町20-11

ｶﾌｪﾚｽﾄ ｷｸｽｲ

神戸市兵庫区下祇園町37-8

ﾈﾊﾟｰﾙ料理店 kukuri

神戸市兵庫区下祇園町39-14B103

一膳飯屋ちょｰｵｶﾝ

神戸市兵庫区下祇園町5-2

こ〜ひぃ屋

神戸市兵庫区下祇園町8-5

千ﾍﾞﾛ平野古道

神戸市兵庫区下三条町3-20

店舗名

住所

妓おんなかやま

神戸市兵庫区下三条町8-14

ｶﾗｵｹ喫茶｢花｣

神戸市兵庫区下三条町8-21

びんごや

神戸市兵庫区下三条町8-22

ｽﾅｯｸりみぃ

神戸市兵庫区下沢通1-1-10

ﾗｽﾀ515

神戸市兵庫区下沢通1-1-17-102

SUN VA

神戸市兵庫区下沢通1-1-17朝日ﾌﾟﾗｻﾞ湊川103号

ﾆﾊﾟﾁ 湊川店

神戸市兵庫区下沢通1-1-18丸山ﾋﾞﾙ1F

second

神戸市兵庫区下沢通1-2-14

ちょい呑み 小娘

神戸市兵庫区下沢通1-2-14

呑み処天翔

神戸市兵庫区下沢通1-3-5-122

居酒屋こりこり

神戸市兵庫区下沢通1-4-18

ｽﾅｯｸ蘭

神戸市兵庫区下沢通1-4-22

居酒屋 呑

神戸市兵庫区下沢通1-4-22

七屋

神戸市兵庫区下沢通1-4-22

串揚げ居酒屋 あぶぅじゃ

神戸市兵庫区下沢通1-4-6

居酒屋かばちゃん

神戸市兵庫区下沢通1-5-1

台湾料理 仙楽居

神戸市兵庫区下沢通1-5-11-106

洋食ﾊﾞﾙ しもさわ

神戸市兵庫区下沢通1-5-11-108

ﾄﾗｳﾏ

神戸市兵庫区下沢通1-5-1-111

TERRASTELLA ﾃﾗｽﾃﾗ

神戸市兵庫区下沢通1-5-11ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ湊川202

吉鳥湊川駅前店

神戸市兵庫区下沢通1-5-11湊川ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ102

炭火焼鳥 俊

神戸市兵庫区下沢通1-5-11湊川ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ105

炉端焼 一 はじめ

神戸市兵庫区下沢通1-5-11湊川ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ107

すし 天ぷらの店 雲仙

神戸市兵庫区下沢通1-5-17

黒蜥蜴

神戸市兵庫区下沢通1-5-17

愛燦燦

神戸市兵庫区下沢通1-5-18

花

神戸市兵庫区下沢通1-5-2

カラオケ喫茶

杏

神戸市兵庫区下沢通1丁目5-17

鮨 吉

神戸市兵庫区下沢通2-1-23

bisteria-odebu

神戸市兵庫区下沢通2-1-3CITYM21階

千成ひょうたん

神戸市兵庫区下沢通3-4-14

ﾃﾞﾄｱｰｽﾞ

神戸市兵庫区下沢通4-5-19-101

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾎｰﾑ縁歌(ｴﾝｶ)

神戸市兵庫区下沢通4-7-33

さつき会館(兵庫)

神戸市兵庫区下沢通5-1-1

ﾌｸﾛｳ

神戸市兵庫区下沢通6-2-9ｴｸｾﾙﾒｲﾄ101

お食事処 春

神戸市兵庫区下沢通8-4-21

Happycafe顔晴る

神戸市兵庫区下沢通8-4-26

ﾏﾙﾌｸｷﾑﾁ店

神戸市兵庫区笠松通5-6-9

店舗名

住所

鷹

神戸市兵庫区笠松通6-1-16

おもいっきり焼肉

神戸市兵庫区笠松通6-1-2

大衆酒場らくだ

神戸市兵庫区笠松通6-1-2松井ﾋﾞﾙ102

神戸亭

神戸市兵庫区笠松通6-1-3

お食事処 居酒屋みつ

神戸市兵庫区笠松通6-1-4

弥平寿し

神戸市兵庫区笠松通6-1-4

らｰめんやさん

神戸市兵庫区笠松通6-2-15須貝ﾋﾞﾙ1階西

うどん三昧しみず

神戸市兵庫区笠松通6-2-15須貝ﾋﾞﾙ1階東側

よりみち

神戸市兵庫区笠松通7-1-12

餃子のお店 えんろ

神戸市兵庫区笠松通7-2-14

海鮮地鶏料理 いちの屋

神戸市兵庫区笠松通7-3-22

ﾋﾟｱさんばし

神戸市兵庫区笠松通7-3-4

ﾏｳﾝﾃﾝ西神戸

神戸市兵庫区丸塚1-5-4

cafe ばるｰん

神戸市兵庫区菊水町10-9-25

ﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾎﾟｯﾄｵｰｼｬﾝ

神戸市兵庫区菊水町4-1-9

磯のがってん寿司神戸菊水店

神戸市兵庫区菊水町9-17-9

TAKOﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ井の万

神戸市兵庫区吉田町2-36-8

居酒家おゝ川

神戸市兵庫区金平町1-16-8

ﾄﾗｯﾄﾘｱｻｯｻ

神戸市兵庫区金平町1-17-14ｴｸｾﾙｼﾃｨ御崎公園105

唐々亭 ｳｨﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ店

神戸市兵庫区金平町1-19-15

Puca Puca

神戸市兵庫区五宮町3-2ZOOMCASA1F

喫茶 和

神戸市兵庫区御崎町2-11-4

とんかつ 秀

神戸市兵庫区御崎町2-13-1

居酒屋 のれん

神戸市兵庫区御崎町2-18‐7

炭火焼鳥 千鳥

神戸市兵庫区御崎町2-4−1

喫茶 ｴﾝｼﾞｪﾙ

神戸市兵庫区御崎本町3-2-5 1階

ﾍﾟｺﾊﾟ

神戸市兵庫区御崎本町3-3-37

お好み焼 万次郎

神戸市兵庫区荒田町1-12₋3

江戸家食堂

神戸市兵庫区荒田町1-14-1

招福

神戸市兵庫区荒田町1-14-9

立ち呑み処いちよし

神戸市兵庫区荒田町1-15-11

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 神戸湊川店

神戸市兵庫区荒田町1-15-5

ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｯﾄ

神戸市兵庫区荒田町1-15-9

にぎわい処Y.Y

神戸市兵庫区荒田町1-16-12

mogu mogu亭

神戸市兵庫区荒田町1-16-13

ﾃｨｰﾓ

神戸市兵庫区荒田町1-16-13

和韓きっちん祐

神戸市兵庫区荒田町1-16-1荒田ﾋﾞﾙ1階

明石焼･麦とろろ 菊兆 荒田店

神戸市兵庫区荒田町1-16-5

店舗名

住所

COZY COFFEE

神戸市兵庫区荒田町1-18-8ﾏﾐｰﾋﾞﾙ1階

どんどん

神戸市兵庫区荒田町1-19-1

ひよこ

神戸市兵庫区荒田町1-19-12

あかね家

神戸市兵庫区荒田町1-19-8ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙB棟

お好み焼 銀

神戸市兵庫区荒田町1-20-1ﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ1階

明石焼･麦とろろ 菊兆 湊川店

神戸市兵庫区荒田町1-20-1ﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ1階

たこ八亭

神戸市兵庫区荒田町1-20-2

居酒屋つくし

神戸市兵庫区荒田町1-20-2

ｶﾗｵｹ喫茶 ｽﾅｯｸ ﾂｻﾞｷ

神戸市兵庫区荒田町1-20-2神鉄横丁

すし半

神戸市兵庫区荒田町1-20-2神鉄横丁内

ｶﾚｰ屋M's

神戸市兵庫区荒田町1-5-4

ｽﾅｯｸ まお

神戸市兵庫区荒田町1-9-3

竹竹

神戸市兵庫区荒田町1-9-3

ｶﾗｵｹ喫茶 歌恋

神戸市兵庫区荒田町1-9-5ﾊﾟ-ﾑｺ-ﾄ2F

猫の手

神戸市兵庫区荒田町2-15-20

ゆき

神戸市兵庫区荒田町2-16-17

藤の花

神戸市兵庫区荒田町2-18-29

魚豊

神戸市兵庫区荒田町3-10-27

ｶﾌｪ•ｻｶﾅｶﾅ

神戸市兵庫区荒田町3-12-13

中国菜 香水

神戸市兵庫区荒田町3-40-15

なんじゃろ?

神戸市兵庫区荒田町3-40-18

日本料理寿司植月

神戸市兵庫区荒田町3-41-16

花はな

神戸市兵庫区荒田町3-4-12

神戸ﾄﾙｺﾗｲｽ

神戸市兵庫区荒田町3-42-12

焼きとり 勝

神戸市兵庫区荒田町3-73-10

ｽﾅｯｸ美沙

神戸市兵庫区荒田町4-14-3ﾗｼ-ﾇ荒田

ﾌｧｲﾌﾞ

神戸市兵庫区荒田町4-29-24-106

Dining bar ｷｯｷ

神戸市兵庫区三石通2-2-19

野里

神戸市兵庫区三石通2-2-6

はじめ

神戸市兵庫区三石通2-2-6興亜ﾋﾞﾙ1F

居酒屋 芳寿

神戸市兵庫区三川口町1-4-1

3Mien

神戸市兵庫区三川口町2--2-17

喫茶 ｱﾘｽ

神戸市兵庫区出在家町2-5-13

ごてん家

神戸市兵庫区小河通1-1-28-103

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞﾏｻ

神戸市兵庫区小河通3-3-25

Dano Tea

神戸市兵庫区小河通5-1-19坂田ﾏﾝｼｮﾝ1F

絵夢恵夢

神戸市兵庫区小河通5-1-23

陶板焼豚居酒屋 哲平

神戸市兵庫区小河通5-2-8

店舗名

住所

麺処きりん

神戸市兵庫区小松通2-2-15

吉鳥

神戸市兵庫区小松通2-5-12

中華料理 火焰山

神戸市兵庫区小松通3-2-2

萬禧

神戸市兵庫区小松通4-1-4

Neelam

神戸市兵庫区小松通4-2-22桑木ﾋﾞﾙ1F

おばんざい みなみ

神戸市兵庫区小松通5-2の13高橋ﾋﾞﾙ101号室

もっこす松原店

神戸市兵庫区松原通2-3-5

喫茶 ﾏﾐｰ

神戸市兵庫区松原通2-5-6

立ち呑み風 居酒屋 好菜食堂

神戸市兵庫区松原通4-1-6-101

お食事処 優

神戸市兵庫区松本通3-1-1

寿し幸 (すしこう)

神戸市兵庫区松本通8-5-17

上祇園わびすき

神戸市兵庫区上祇園町11-6わびすき102号

ｽﾅｯｸまゆみ

神戸市兵庫区上庄通2-4-29

ﾚｽﾄﾗﾝみよし

神戸市兵庫区上庄通3-2-10

居酒屋かせだ

神戸市兵庫区上庄通3-2-20

おでんと串ｶﾂ つきみ

神戸市兵庫区上沢通1-1-14

お好み焼きﾁｬｺちゃん

神戸市兵庫区上沢通1-1-22

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ名古屋

神戸市兵庫区上沢通1-1-22｣

お好み焼 ひまわり

神戸市兵庫区上沢通1-1-24

串かつ いっぽ

神戸市兵庫区上沢通1-1-25

立喰い湊川

神戸市兵庫区上沢通1-3-2-109

ちょい飲み居酒屋花

神戸市兵庫区上沢通1-3-2湊川公園ﾊﾟ-ｸﾊｳｽ108

木曽路 湊川店

神戸市兵庫区上沢通2-2-6

炭火焼肉新日本

神戸市兵庫区上沢通2-5-10

炭火焼鳥まさ 湊川店

神戸市兵庫区上沢通3-1-3

お好み焼き 圭

神戸市兵庫区上沢通3-8-7ｵ-ﾀｽﾋﾞﾚｯｼﾞ102

ｳﾄﾞﾝﾀｰﾆ

神戸市兵庫区上沢通5-1-1

ちょい呑み酒場あｰじゃ

神戸市兵庫区上沢通6-5-21階

お好み焼き 友

神戸市兵庫区上沢通7-1-25-102

四川料理辛香

神戸市兵庫区上沢通7-2-7

炭火焼肉椿

神戸市兵庫区上沢通7-2番5号上沢ﾊｳｽ1階

とり万

神戸市兵庫区上沢通7-3-3西村ﾏﾝｼｮﾝ1F

晴耕雨読

神戸市兵庫区上沢通8-1-16ｻﾝﾊｳｽ神戸103

喫茶 ｻﾝｷｭｰ

神戸市兵庫区上沢通8-3-10

ｷｯﾁﾝﾊｳｽ mi-yu

神戸市兵庫区新開地1-1-14

ﾀｲﾗﾝﾄﾞ

神戸市兵庫区新開地1-1-14

みんなの来々軒

神戸市兵庫区新開地1-1-24

松岡珈琲店

神戸市兵庫区新開地1-1-8

店舗名

住所

かつ丼三六八新開地店

神戸市兵庫区新開地1-1番8号

田代

神戸市兵庫区新開地1-21-128F2-21号

お好み かづら

神戸市兵庫区新開地1-2-17

串ぐしﾊﾞﾙ 新開地ﾚﾄﾛ

神戸市兵庫区新開地1-2-22

ｲﾝﾄﾞ亭新開地店

神戸市兵庫区新開地1-2-23

お好み焼き ｽﾜﾝ

神戸市兵庫区新開地1-2-24

酒房 蔦

神戸市兵庫区新開地1-2-4

熊ﾒﾛﾝ

神戸市兵庫区新開地1-2-5

一味同心

神戸市兵庫区新開地1-2-9-2ｴｽﾎﾟｱｼﾃｨ101

聚福

神戸市兵庫区新開地1-3-15ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ湊川中華料理聚福

一ｿ十

神戸市兵庫区新開地1-4-16

酒と肴 戎

神戸市兵庫区新開地1-4-23

こだわりや隠れ家

神戸市兵庫区新開地1-4-26

Felice

神戸市兵庫区新開地1-4-3

かよちゃん

神戸市兵庫区新開地1-4-3

ｼﾞｬｽﾐﾝ

神戸市兵庫区新開地1-4-3

光線

神戸市兵庫区新開地1-4-3

酒房 大関

神戸市兵庫区新開地1-4-3

e.dman(ｴﾄﾞﾏﾝ)

神戸市兵庫区新開地1-4-3 ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ地下1階

あじさい

神戸市兵庫区新開地1-4-3 ﾐﾅｴﾝﾋﾞﾙ2F

ﾌﾘｰﾀﾞﾑｷｯﾁﾝ､ﾌﾚﾝｽﾞ

神戸市兵庫区新開地1-4-3,F2-19

ｽﾅｯｸNeo

神戸市兵庫区新開地1-4-3B-11

りんご

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ

お好み焼･きらく

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ1F

皇君菜館湊川店

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ1階

珈琲工房ﾋﾞｰﾝｽﾞ

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ1階

神戸串八

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ1階7号

島人

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ2B

ｶﾗｵｹ喫茶V

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ2F

SPINNING

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ2階

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝB-2

ｶﾗｵｹ和

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝB-22

Nob.9

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝB-3

cafesun

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ地下10号

MILKY SOUND

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ地下1階B5

Studio Neko

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ地下3号

ｶﾗｵｹ居酒屋 奴

神戸市兵庫区新開地1-4₋3ﾐﾅｴﾝﾋﾞﾙ2F

山里

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝ商店街

店舗名

住所

和季

神戸市兵庫区新開地1-4-3ﾐﾅｴﾝ商店街

鳥貴族湊川公園店

神戸市兵庫区新開地1-4-3湊川公園西ﾋﾞﾙ1階

ｷｰ･ｳｴｽﾄ

神戸市兵庫区新開地1-4の3ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝB1

ｻﾝﾀﾝ

神戸市兵庫区新開地1-4ﾐﾅｴﾝﾀｳﾝ南ﾋﾞﾙ1F

焼肉味楽

神戸市兵庫区新開地1丁目2番20号

宝寿し

神戸市兵庫区新開地2-1-14

喫茶 ﾌﾘｰｼﾞｱ

神戸市兵庫区新開地2-1-4

めしや とんとん

神戸市兵庫区新開地2-17-8政木ﾋﾞﾙ101号

よつばや

神戸市兵庫区新開地2-3

食彩酒房 大湊

神戸市兵庫区新開地2-3-18

めし屋 鈴ぎん

神戸市兵庫区新開地2-3B-1

らｰめん味道場

神戸市兵庫区新開地2-3B-1

鈴ぎん福寿

神戸市兵庫区新開地2-3B-1

ひだまりｶﾌｪひまわり

神戸市兵庫区新開地2-3B1Fﾒﾄﾛ神戸内

焼き肉ﾎﾙﾓﾝすて臓

神戸市兵庫区新開地2-3-B-1ﾒﾄﾛ神戸新開地ﾀｳﾝ

焼鳥のﾋﾅﾀ ﾒﾄﾛこうべ店

神戸市兵庫区新開地2-3-B-1号

屋台仕込みきゅうちゃん

神戸市兵庫区新開地2-3ﾒﾄﾛこうべ新開地ﾀｳﾝ地下一階

こだわりや海鮮丸

神戸市兵庫区新開地2-3ﾒﾄﾛこうべ地下街

串かつ酒場 新開地店

神戸市兵庫区新開地2-3ﾒﾄﾛ神戸新開地ﾀｳﾝ地下1階

餃子ﾉ酒場 新開地店

神戸市兵庫区新開地2-3ﾒﾄﾛ神戸新開地ﾀｳﾝ地下1階

富士や

神戸市兵庫区新開地2-3番B-1号

串かつ ん

神戸市兵庫区新開地2-4-15

鳥八

神戸市兵庫区新開地2-4-4

呑み処 慶

神戸市兵庫区新開地2-4-6

いけだ屋

神戸市兵庫区新開地2-5-11ﾗﾝｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ神戸101号

ｻﾞ･ごぶごぶ

神戸市兵庫区新開地2-5-5

ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ神戸1階

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ pinay

神戸市兵庫区新開地2-5-5

ﾘｵ神戸206号室

ｸﾞﾘﾙ一平新開地店

神戸市兵庫区新開地2-5-5-203

ｶﾗｵｹ居酒屋 楽

神戸市兵庫区新開地2-5-5-205

ﾏｰｼﾞｬﾝ 雀友

神戸市兵庫区新開地2-5-5-208ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F

ﾗｰﾒﾝ いずみ

神戸市兵庫区新開地2-5-5ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ神戸107

中華料理 満園

神戸市兵庫区新開地2-5-5ﾘｵ神戸102

串小家のん

神戸市兵庫区新開地2-5-5ﾘｵ神戸105

八栄亭

神戸市兵庫区新開地2-6-15

八栄亭下店

神戸市兵庫区新開地2-6-15

赤ひげ姉妹店

神戸市兵庫区新開地2-7-17

鷄三郎

神戸市兵庫区新開地2-7-18

株式会社 春陽軒

神戸市兵庫区新開地2-7番5号

店舗名
だったん＆ラーメン

神戸製麺所

住所
神戸市兵庫区新開地2丁目3番B-1

鉄板焼さじ屋

神戸市兵庫区新開地3-1-17

ﾎﾙﾓﾝかんてき

神戸市兵庫区新開地3-1-21

しきさい

神戸市兵庫区新開地3--17ｸｱﾄﾛﾈ106

平安祭典会館

神戸市兵庫区新開地3-2番15号

元町ｴﾋﾞｽ 新開地店

神戸市兵庫区新開地3-3-11

hakamo

神戸市兵庫区新開地3-3-16

ｽﾅｯｸ ｻﾞ.ﾅﾏｺ

神戸市兵庫区新開地3-3-19

ﾔﾝﾔﾝ

神戸市兵庫区新開地3-3-21

わが家

神戸市兵庫区新開地3-4-11

赤ひげ立呑

神戸市兵庫区新開地3-4-17

中華料理 長安

神戸市兵庫区新開地3-4-17ﾊﾅﾔﾋﾞﾙ1階

世界長直売所

神戸市兵庫区新開地3-4-29

ヴｨヴｪｰﾚ

神戸市兵庫区新開地4-3-17ﾗﾝﾄﾞ･ｱ-ﾄ神戸1F

おうちbar猫のまねき

神戸市兵庫区新開地4-3-1ﾙﾈﾋﾗｲﾋﾞﾙ102

ｶﾗｵｹ ﾊﾆｰ

神戸市兵庫区新開地4-4-6

万屋 ごぶごぶ

神戸市兵庫区新開地4-4-7

居酒屋駅前

神戸市兵庫区新開地4-5-15

しんちゃん酒場

神戸市兵庫区新開地4-5-15YURIﾋﾞﾙ1F

冨月

神戸市兵庫区新開地4-6-16

ﾚｽﾄﾗﾝﾋﾟｱ

神戸市兵庫区新開地4-6-19

福和家(ふくわうち)

神戸市兵庫区新開地4-6-19

ふみ

神戸市兵庫区新開地4-6-24

串ｶﾂ 千妃桜

神戸市兵庫区新開地4-6-24

松屋 神戸新開地店

神戸市兵庫区新開地4-6-26

N,s bar

神戸市兵庫区新開地4-6-27

ﾁﾖｱﾖ

神戸市兵庫区新開地4-6-27

あそびばぁ

神戸市兵庫区新開地5-1-7古湊ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ1F

ｾﾘｰﾇ

神戸市兵庫区新開地5-2-10

蓬来

神戸市兵庫区新開地5-2-20

守破離

神戸市兵庫区新開地5-2の17

ｱﾝﾍﾞｵ居酒屋

神戸市兵庫区新開地5-3-22

やすまる

神戸市兵庫区新開地5-5ﾘｵ神戸111

地酒と料理 酒月

神戸市兵庫区新開地6-1-5

八喜為 新開地南店

神戸市兵庫区新開地6-1-5-105

寿司 一心

神戸市兵庫区新開地6-1-5-18

ｶﾌｪｷｯﾁﾝ ｺﾄﾌﾞｷ

神戸市兵庫区新開地6-2−17

ふんどし

神戸市兵庫区新開地6-2-24

店舗名

住所

鳥十

神戸市兵庫区新開地6-2-3

居酒屋 おいで

神戸市兵庫区新開地6-2-4

居酒屋 妙

神戸市兵庫区新開地町5-2-17

居酒屋真智子

神戸市兵庫区須佐野通3-3-19

鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ はせがわ

神戸市兵庫区須佐野通3-3-19ﾂｲﾝｼｬﾄﾗﾝ103

ｽﾅｯｸ美月

神戸市兵庫区水木通10-1-4ｼｬﾄ-大信B1F

中華料理 豊味

神戸市兵庫区水木通1-1-2

新開地

神戸市兵庫区水木通1-1番2号

割烹 大力

神戸市兵庫区水木通1-2-4

ｺｰﾋの店ｱｷﾗ

神戸市兵庫区水木通1-3-14

ﾊﾞｰﾙﾃﾞﾄｱｰｽﾞ

神戸市兵庫区水木通1-3-9

どて煮 ちゅう

神戸市兵庫区水木通1-4-5

居酒屋 ﾕｷﾁ

神戸市兵庫区水木通1-4-5

清作ちゃん

神戸市兵庫区水木通1-4-5

八富士

神戸市兵庫区水木通1-4-5

みやたん 居酒屋

神戸市兵庫区水木通1-4-52F

神戸湊ﾋﾞｰﾙ

神戸市兵庫区水木通1-4-7

ｶﾗｵｹ居酒屋 ﾘﾊﾞﾃｨ

神戸市兵庫区水木通1-4番20

五月庵

神戸市兵庫区水木通2-2-23

おくだ

神戸市兵庫区水木通2-2-29

PULLSEASON

神戸市兵庫区水木通4-1-13

和田

神戸市兵庫区水木通5-3-12

讃岐いち大開店

神戸市兵庫区水木通6-1-51F

らｰめんたろう大開通店

神戸市兵庫区水木通6-1-8

株式会社原商店

神戸市兵庫区水木通6-5-12

お食事処 宏

神戸市兵庫区水木通8-2-4

あんぽんたん

神戸市兵庫区水木通8-3-19

鉄板焼 お好み焼き 花ぽっぽ

神戸市兵庫区水木通9-1-36

和中ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ莉

神戸市兵庫区西橘通1-4-14号1階

はとや

神戸市兵庫区西橘通2-2-5

あｰちゃん

神戸市兵庫区西橘通2-3-1

居酒屋 和

神戸市兵庫区西橘通2-3-6

ｴﾙｼﾒﾙｼ

神戸市兵庫区西出町2-17-12

祭

神戸市兵庫区西出町2-17-12

竹島

神戸市兵庫区西出町2-17-16

たじま屋

神戸市兵庫区西出町2-3-2

TUI MO

神戸市兵庫区西出町27柴田ﾋﾞﾙ102南

一寸亭

神戸市兵庫区西出町2-9-8

店舗名

住所

文六

神戸市兵庫区西上橘通1-3-14

たんしゃぶ肉料理のはじめ

神戸市兵庫区西上橘通1-4-12

RARA

神戸市兵庫区西上橘通1-4-271F

肉よか

神戸市兵庫区西上橘通１丁目2-18

DROOG

神戸市兵庫区西上橘通2-1-3

RumpuS

神戸市兵庫区西上橘通2-1-9

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 美豚

神戸市兵庫区西上橘通2-3-5

ｶﾗｵｹﾊﾞｰ ｼﾞｪﾗｼｰ

神戸市兵庫区西上橘通2-3-5YYﾋﾞﾙ1階北

じゃず~

神戸市兵庫区西上橘通2-4-9

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ りぼん

神戸市兵庫区西上橘通2-5-14

ｽﾅｯｸ 高ちゃん

神戸市兵庫区西上橘通2-5-6

やぐま食堂

神戸市兵庫区西上橘通2-6-4

ABOUT

神戸市兵庫区西上橘通2-6-5

SAKURA

神戸市兵庫区西上橘通2-6-5

Riria

神戸市兵庫区西上橘通2-6-5,2F北

ｶﾗｵｹ しょこたん

神戸市兵庫区西上橘通2-6-5南1F

kurenai

神戸市兵庫区西上橘通2-6-6

ｶﾗｵｹ すず風

神戸市兵庫区西上橘通2-6-6

ｽﾅｯｸ 力

神戸市兵庫区西上橘通2-6-6

涼

神戸市兵庫区西上橘通2-6-6ﾌﾟﾗｻﾞ西上橘2号

yoshi

神戸市兵庫区西上橘通2-6-7

ｽﾅｯｸ ｻﾌﾞﾘﾅ

神戸市兵庫区西上橘通2-7-1

ｶﾗｵｹ ｵﾘｰﾌﾞの木

神戸市兵庫区西上橘通2-7-1ﾗﾑ-ﾙ西上橘通102号

だるま

神戸市兵庫区西上橘通2-7-5

ｽﾅｯｸ鶴

神戸市兵庫区西上橘通2-7-5ｾﾌﾞﾝ神戸1f

居酒屋 大ちゃん

神戸市兵庫区西上橘通2-8-18

喫茶&ｶﾗｵｹ ﾙｰｼﾞｭ

神戸市兵庫区西上橋通1-4-17

cafe koti

神戸市兵庫区西多聞通1-1-25ｶｻﾓﾃﾞﾙﾉ1F

とりの巣 神戸店

神戸市兵庫区西多聞通1-1-7

まんや食堂

神戸市兵庫区西多聞通1-3-22神戸幸和ﾋﾞﾙ1階

IDDM Caffe

神戸市兵庫区西多聞通2-1-10

HISNE

神戸市兵庫区西多聞通2-1-11ｼｬﾄ-木場ﾋﾞﾙ1階

Luong son bac

神戸市兵庫区西多聞通2-1-15

ﾙｵﾝ ｿﾝ ﾊﾞｯｸ

神戸市兵庫区西多聞通2-1-15

ｶｼﾞｭｱﾙ食堂resto Adol

神戸市兵庫区西多聞通2-1-15ﾘ-ｶﾞﾙﾊｳｽ西多聞105

赤い風船

神戸市兵庫区西多聞通2-15ﾘ-ｶﾞﾙﾊｳｽ西多聞101

鳥料理 かね正

神戸市兵庫区西多聞通2-2-6佐藤ﾋﾞﾙ

ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾗｯｼｭ

神戸市兵庫区西仲町1−9

店舗名

住所

居酒屋 包福

神戸市兵庫区西柳原町6-3

Petite

神戸市兵庫区石井町3-2-10

珈琲店 濱

神戸市兵庫区石井町5-1-3

ｽﾅｯｸ 都規

神戸市兵庫区石井町8-3-2

喫茶 千都

神戸市兵庫区石本町8-1-8

焼肉港堤

神戸市兵庫区切戸町7-13

喫茶とまと

神戸市兵庫区雪御所町3-81階

憩い処るり

神戸市兵庫区多聞通1-2-9岩本ﾋﾞﾙ1F

串ｶﾂ樹

神戸市兵庫区大開通10-3-8

お好み焼き えいちゃん

神戸市兵庫区大開通10-3-9ｼｬﾄ-第3神戸102

中華料理哈爾濱

神戸市兵庫区大開通10町目3-9-101

宝楽

神戸市兵庫区大開通1-1-4

花むらさき

神戸市兵庫区大開通1-1-6

大弘食堂

神戸市兵庫区大開通1-1-6

お好み焼きより道

神戸市兵庫区大開通3-1-3-102

いち

神戸市兵庫区大開通5-1-1

粋屋

神戸市兵庫区大開通5-1-14

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ神戸大開通店

神戸市兵庫区大開通6-3-18

うるおす

神戸市兵庫区大開通7-1-6

もじょか

神戸市兵庫区大開通8-1-16大崎ﾋﾞﾙ1F

お好み焼き 春吉

神戸市兵庫区中道通1-1-16

MARUIらｰめん

神戸市兵庫区中道通1-1-6

ちちかか

神戸市兵庫区中道通1-1-7

炭火酒家&Dining 兎鶏

神戸市兵庫区中道通1-1-8

あやとり

神戸市兵庫区中道通1-2-10

MINATO RESTAURANT

神戸市兵庫区中道通1-2-7

ｽﾅｯｸ しのぶ

神戸市兵庫区中道通1-2-8ﾊｲﾒｿﾞﾝ湊川1F

がいな

神戸市兵庫区中道通1-3-16

焼肉 伊賀乃屋

神戸市兵庫区中道通1-3-16-102号

千石楼 中道店

神戸市兵庫区中道通1-3-17

炭火焼肉BUZZ神戸店

神戸市兵庫区中道通1-3ｰ28ｻﾝﾛｰﾀｽﾋﾞﾙ一階

ﾊﾞﾙｻﾌﾞﾛｰｿ

神戸市兵庫区中道通1-3-9富屋ﾋﾞﾙ1階

呑み処DONDON

神戸市兵庫区中道通1-4-10

じゃじゃ

神戸市兵庫区中道通1-4-11

安堵

神戸市兵庫区中道通1-4-1-5F

nomoka

神戸市兵庫区中道通1-4-1大和ﾋﾞﾙ4階

ｽﾅｯｸ ﾄﾞﾙ

神戸市兵庫区中道通1-4-1大和ﾋﾞﾙ6F

宇迦

神戸市兵庫区中道通1-4-1大和ﾋﾞﾙ7階

店舗名

住所

Lantern

神戸市兵庫区中道通1-4-20

Otonari

神戸市兵庫区中道通1-4-20

湊川和ﾊﾞﾙ ﾅﾎﾄﾐｰ

神戸市兵庫区中道通1-4-20ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ湊川1F

まるご

神戸市兵庫区中道通2-1-3久保田ﾋﾞﾙ1階

上山酒店

神戸市兵庫区中道通2-1-4

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ fufufu
Restaurant
お食事処

歩歩歩

Takeuchi
健勝

神戸市兵庫区中道通2-2−11
神戸市兵庫区中道通3-4-24ヴｨﾗ中道101
神戸市兵庫区中道通3-4-30

みつや

神戸市兵庫区中道通6-3-5-101

しおじ亭

神戸市兵庫区中道通7-1-30

お好み焼き あこや

神戸市兵庫区中道通7-1-6

ﾗ･ﾒｰﾙ

神戸市兵庫区中道通7-3-7

立ち呑 さかえ

神戸市兵庫区中道通9-3番18号

まるも寿司

神戸市兵庫区中之島1-1-4

市場食堂 駅前 中央市場店

神戸市兵庫区中之島1-1-4 関連中央棟2階

ﾆｭｰﾗｰﾒﾝｼｮｯﾌﾟ ｵﾘｼﾞﾝ

神戸市兵庫区中之島1-1-4神戸市中央卸売市場本場関連中央棟2F

ICHIBA CAFE aoi

神戸市兵庫区中之島1-1-4神戸市中央卸売場関連棟2F

かかし神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1

いきなりｽﾃｰｷ

神戸市兵庫区中之島2-1-1

ｻﾌﾗﾝ

神戸市兵庫区中之島2-1-1

すしえもん ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1

まﾝま食堂 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1

ﾗｰﾒﾝ魁力屋ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1

ﾛｯﾃﾘｱｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1

丸田ﾐｰﾄ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1

肉問屋肉まる商店神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1-1

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-13F

ｻｲｾﾞﾘﾔ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1F

ｻｲｾﾞﾘﾔｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1F

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1F

ﾗｰﾒﾝまこと屋ｲｵﾝ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1F

ｼﾞｬｯｸｲﾝｻﾞﾄﾞｰﾅﾂ神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1階

串家物語ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1階

千客万来まねきだこ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南3Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

IPPUDO RAMEN EXPRESS 神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南3階

豚屋とん一

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南3階

えびのやｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南三階

魚くみ 兵庫の津 魚がし

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南店1F

店舗名

住所

ﾗｰﾒﾝまこと屋

神戸市兵庫区中之島2-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南店内

とんかつ丸田 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南

神戸市兵庫区中之島2-1番1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南1F

中華 華星

神戸市兵庫区中之島2-1番1号

福そば 神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1番1号ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南店

ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南店

神戸市兵庫区中之島2-1番1号ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸南店2階

elly'sｷｯﾁﾝ

神戸市兵庫区塚本町6-1-45ｶﾈｻﾋﾞﾙ1階

喫茶神戸一

神戸市兵庫区塚本通4-2-17

初音

神戸市兵庫区塚本通4-3-13

串ｶﾂ神戸七福神

神戸市兵庫区塚本通5-1-5-1階

市場ずし駅前兵庫北店

神戸市兵庫区塚本通5-2-1

旬彩ゆず香

神戸市兵庫区塚本通5-2-10

やきとりばる GOSSO

神戸市兵庫区塚本通5-2-13

Bar COZY

神戸市兵庫区塚本通6-1-102F

きりの台所 兵庫区

神戸市兵庫区塚本通6-1-11

ｽﾅｯｸみちこ

神戸市兵庫区塚本通6-1-18

GUNS

神戸市兵庫区塚本通6-1-18国光ﾋﾞﾙ1F

居酒屋 はまちゃん

神戸市兵庫区塚本通6-1-18国光ﾋﾞﾙ1F

wine bar bio'n

神戸市兵庫区塚本通6-1-22ﾄ-ｻﾞﾜﾋﾞﾙ101

ﾗｳﾝｼﾞ青山

神戸市兵庫区塚本通6-1-22ﾄ-ｻﾞﾜﾋﾞﾙ1F

串おやじ

神戸市兵庫区塚本通6-1-30ﾘﾝｹ-ｼﾞⅢ1F

お好み焼 おおぶた

神戸市兵庫区塚本通6-1-9-104

ｽﾅｯｸ火乃用心

神戸市兵庫区塚本通6-2-20

小料理 あや

神戸市兵庫区塚本通6-2-20音田ﾋﾞﾙ103

本打麺刃

神戸市兵庫区塚本通6-2-32ﾜｺ-ﾚｽﾃ-ｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ兵庫101

まいにちﾗｰﾒﾝ

神戸市兵庫区島上町2-2-22

お好焼 ゆりちゃん

神戸市兵庫区東山1-11-8

串かつ 花りん

神戸市兵庫区東山町1-1-11

ひだまり

神戸市兵庫区東山町1-1-12

手打ちうどん はまもと

神戸市兵庫区東山町1-11-3

ｶｶｵものCafe&Bar

神戸市兵庫区東山町1-12-18

喫茶たんぽぽ

神戸市兵庫区東山町1-2-11

たこ福

神戸市兵庫区東山町2-1-10

まるしんﾎﾜｲﾄ

神戸市兵庫区東山町2-11-1

ひょうたん東山商店街店

神戸市兵庫区東山町2-1-16

Littleせとうち

神戸市兵庫区東山町2-3-21

黒毛和牛 虎牛

神戸市兵庫区東山町2-5-3

鉄板お好みおかもと

神戸市兵庫区東山町2-7-13

お肉屋きっちん

神戸市兵庫区東山町2-7-20

店舗名

住所

洋食 おがわ

神戸市兵庫区東山町2-8-9

tent-coffee

神戸市兵庫区東山町3-1-1

串かつ処本気

神戸市兵庫区東山町3-1-2

ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ｢宙｣職員食堂川崎病院店

神戸市兵庫区東山町3-3-1医療法人川崎病院内5F

ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ｢宙｣川崎病院店

神戸市兵庫区東山町3-3-1医療法人川崎病院内西館3F

しまだ

神戸市兵庫区東山町3-7-11

ｺｰﾋｰﾊｳｽ 天馬

神戸市兵庫区東山町37-9

和食さと 湊川店

神戸市兵庫区東山町4-13-1

ｷﾝちゃん家

神戸市兵庫区東出町2-11-5

お好み焼きひかり

神戸市兵庫区東出町3-21-2

中畑商店

神戸市兵庫区東出町3-21-2

正宗屋

神戸市兵庫区東出町3-21-7

お好み焼き みこ

神戸市兵庫区東出町3-22-10

鮨義

神戸市兵庫区東出町3-22-15

第16兵庫桜

神戸市兵庫区入江通2-1-12

小宇宙食堂

神戸市兵庫区梅元町4-3

さかなや道場兵庫南口店

神戸市兵庫区浜崎通2番16号ｱﾙﾃﾞ-ﾙ兵庫1階

喫茶 輪

神戸市兵庫区浜崎通4-12

点勝園

神戸市兵庫区浜山通2-3-4

ｺｰﾋｰﾙｰﾑ樹里

神戸市兵庫区浜山通2-4-13

てっぱんや兵庫南店

神戸市兵庫区浜山通3-2-1

千栄

神戸市兵庫区浜山通4-3-1

のみ処ﾊﾟｸﾞちゃん

神戸市兵庫区浜山通4-3-4

炭焼 武蔵

神戸市兵庫区浜山通4-3-6

(和)なごみ

神戸市兵庫区浜山通5-4-6

ﾃｨﾌｧﾆｰ

神戸市兵庫区浜中町1-14-5

ｶﾌｪ Caramel

神戸市兵庫区浜中町1-17-1

Pele

神戸市兵庫区福原11-8-301

焼肉 お梅ちゃん

神戸市兵庫区福原25-2

ｽﾅｯｸふぅ

神戸市兵庫区福原29-3

喫茶ﾆｯﾎﾟﾝ

神戸市兵庫区福原町10-1

lea

神戸市兵庫区福原町11-5神栄ﾋﾞﾙ1F101

かおり

神戸市兵庫区福原町11-8

ｽﾅｯｸ美樹

神戸市兵庫区福原町11-8401

お喜楽酒場 虎馬(こま)

神戸市兵庫区福原町11-8新栄ﾋﾞﾙ202号

ﾂﾄﾑﾝのばぁ~

神戸市兵庫区福原町11-8神栄ﾋﾞﾙ201

CROSS

神戸市兵庫区福原町11-8神栄ﾋﾞﾙ302

居酒屋 みけ

神戸市兵庫区福原町12-4

店舗名
はなまる
呑み処

住所
神戸市兵庫区福原町13-1

える

神戸市兵庫区福原町13-2-103号

ｶﾗｵｹ居酒屋ﾁｬｺ

神戸市兵庫区福原町13₋2常盤木ﾏﾝｼｮﾝ104

元祖豚丼屋TONTON

神戸市兵庫区福原町13-5

京風ﾊﾟﾌﾞ京ちゃん

神戸市兵庫区福原町14-1永田ﾋﾞﾙ1階

福六 鉄板激情

神戸市兵庫区福原町14-2

ﾋﾟﾘｶﾗ料理のﾋﾟﾘｶﾗ宮(kun)ﾋﾟﾘ辛亭

神戸市兵庫区福原町15-19

BAO CAP

神戸市兵庫区福原町15-4

ごはん屋 BULL

神戸市兵庫区福原町15-4

珍味亭

神戸市兵庫区福原町15-6

ｶﾗｵｹ石本

神戸市兵庫区福原町15-7

たじま

神戸市兵庫区福原町15-7

居酒屋 成る

神戸市兵庫区福原町15-7

のんでこ

神戸市兵庫区福原町15-8

CALINA

神戸市兵庫区福原町19-10ｶｻﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ1F

九十

神戸市兵庫区福原町19-10ｶｻﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ1F

湖琳

神戸市兵庫区福原町19-10ｶｻﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ1F

STONES

神戸市兵庫区福原町19-16

伽羅

神戸市兵庫区福原町19-16

炭火焼鳥一会

神戸市兵庫区福原町19-16ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-神戸WEST1階

かくれ家

神戸市兵庫区福原町19-16ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-神戸ｳｴｽﾄ202

ﾗ･ﾗﾙｰ

神戸市兵庫区福原町19-2ﾃｨｱｲﾏﾝｼｮﾝ1F

Kotetsu

神戸市兵庫区福原町19-6ｱｺ-ｽﾞﾀﾜ-神戸WEST

Sugar

神戸市兵庫区福原町20-8福里ﾋﾞﾙ2F

ｽﾅｯｸ佳容子

神戸市兵庫区福原町21-17

北斗

神戸市兵庫区福原町21-17-1F

ｶﾗｵｹ ﾍﾞﾙ

神戸市兵庫区福原町21-18

乙(おと)

神戸市兵庫区福原町21-18-204

礼

神戸市兵庫区福原町21-18ﾗｲﾄ福原203

KENSHI

神戸市兵庫区福原町21-22

ｽﾅｯｸ 純

神戸市兵庫区福原町21-22

ｽﾅｯｸ 杉

神戸市兵庫区福原町21-22

ｽﾅｯｸ 大福

神戸市兵庫区福原町21-24

福好

神戸市兵庫区福原町21-24

La Mer

神戸市兵庫区福原町2-15

お澄

神戸市兵庫区福原町2-16

かぼちゃん

神戸市兵庫区福原町2-16

街

神戸市兵庫区福原町2-16

店舗名

住所

東大門

神戸市兵庫区福原町2-16

路地ｳﾗ食堂

神戸市兵庫区福原町2-16

居酒屋おさる

神戸市兵庫区福原町22-5満清ﾋﾞﾙ

SALA DAENG

神戸市兵庫区福原町22-5満清ﾋﾞﾙ2F

PAUSE

神戸市兵庫区福原町22番5号

Color ｶﾗｰ

神戸市兵庫区福原町23-7-3号

奥井

神戸市兵庫区福原町23-8

ｶﾗｵｹしらかわ

神戸市兵庫区福原町23-9

ｼｬｼｬ

神戸市兵庫区福原町24-7

中華料理 吟

神戸市兵庫区福原町25-1

ｶﾗｵｹ 美っちゃん

神戸市兵庫区福原町25-10

ｽﾅｯｸﾗﾋﾞｯﾄ

神戸市兵庫区福原町25-2

ﾘﾘﾋﾞｱﾝ

神戸市兵庫区福原町25-3

居酒屋 向日葵

神戸市兵庫区福原町25-3

more

神戸市兵庫区福原町25-9ｻﾝﾋﾞﾙﾀﾞ-1階

福原屋台村

神戸市兵庫区福原町25-9サンビルダー湊川1階東

あらがき

神戸市兵庫区福原町26-1

ｽﾅｯｸ雅

神戸市兵庫区福原町26-1

ﾊﾞﾙ･ﾄﾗﾝﾌﾟ

神戸市兵庫区福原町26-11

丸萬

神戸市兵庫区福原町27-5

ｶﾗｵｹにぎわい処 NAO!

神戸市兵庫区福原町29-11

ﾄﾞﾝ

神戸市兵庫区福原町29-3

ちょい呑み食い処おぶす

神戸市兵庫区福原町29-4

cafe kitchen aiai

神戸市兵庫区福原町29-8

新路そば

神戸市兵庫区福原町30-10

とろろ屋

神戸市兵庫区福原町30-11

明石焼きDiningBar月｡

神戸市兵庫区福原町30-11ﾘﾄﾙﾊｲﾑ一階北側

漁師屋らｰめん

神戸市兵庫区福原町3-1

居酒屋田

神戸市兵庫区福原町31の6

一味軒

神戸市兵庫区福原町32-11

酒場 鉄

神戸市兵庫区福原町32-2 ﾋﾞﾙE102号

ﾄﾗｼﾞ

神戸市兵庫区福原町32-2 沖信ﾋﾞﾙ1F

ｽﾅｯｸ姫

神戸市兵庫区福原町32-2-2F

ｽｲｰﾄ

神戸市兵庫区福原町32-3

ﾋﾟﾝ

神戸市兵庫区福原町3-232F

一文字

神戸市兵庫区福原町3-3

吉鳥新開地駅前店

神戸市兵庫区福原町3-7

現直し

神戸市兵庫区福原町4-14

店舗名

住所

ﾄﾞﾐﾛﾝ

神戸市兵庫区福原町5-1石本福原ﾋﾞﾙ1階

みちゃんｶﾗｵｹ

神戸市兵庫区福原町5-4ｼﾞｮｲﾌﾙ神戸2階

Bar

神戸市兵庫区福原町5-6六星ﾋﾞﾙ1階

Chat

Noir

元気

神戸市兵庫区福原町5-7

ｱﾘﾗﾝ

神戸市兵庫区福原町6-3

第2はとや

神戸市兵庫区福原町7-20

ｴﾝｼﾞｪﾙ

神戸市兵庫区福原町7-24

ｽﾅｯｸ りえ

神戸市兵庫区福原町7-25

まっち箱

神戸市兵庫区福原町7-25

小や

神戸市兵庫区福原町7-5

焼肉ﾗｯｷｰ食堂

神戸市兵庫区福原町7-7

円山

神戸市兵庫区福原町8-16

ｷｯﾁﾝﾊﾞｰ CA'TTIVO

神戸市兵庫区福原町8-17-1F

ｶﾗｵｹ喫茶ももちゃん

神戸市兵庫区福原町8-19

えのき

神戸市兵庫区福原町8-192階

ｶﾗｵｹまぁちゃん

神戸市兵庫区福原町8-19八納ﾋﾞﾙ1F

笑華

神戸市兵庫区福原町8-3

居酒屋 朱花月

神戸市兵庫区福原町8-3SS福原1F

Liru

神戸市兵庫区福原町8-4-501

ﾊﾞｰ橋本

神戸市兵庫区福原町8-4-502

2･4･4 (つよし)

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵこ神戸2F

ﾎﾟﾗﾘｽ

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵ神戸103

barbucci

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵ神戸202

BIG NOSE again

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵ神戸3F

GALAXY BAR

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵ神戸403号

りぃる

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾃｨｵ神戸505

ｽﾅｯｸ ﾁｮｱﾖ

神戸市兵庫区福原町8-4ﾊﾟﾙﾃｨｵ神戸102号

glass

神戸市兵庫区福原町8番4号ﾊﾟﾃｨｵ神戸4階406

Copain

神戸市兵庫区福原町9-10ｶｻﾌﾞﾗﾝｶﾋﾞﾙ1階

焼き鳥とんぼ

神戸市兵庫区福原町9-12

菊ちゃん

神戸市兵庫区兵庫町2-3-30

佑芽

神戸市兵庫区兵庫町2-3-30

PLUS

神戸市兵庫区北逆瀬川町1-5ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ兵庫102

柳原一貫楼

神戸市兵庫区北逆瀬川町3−21

創作台所ふじも

神戸市兵庫区北逆瀬川町4-9-2

かる膳

神戸市兵庫区本町1-1-6-101

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線七宮店

神戸市兵庫区本町2-4-20

季節料理歩

神戸市兵庫区湊川町2-10-10

店舗名

住所

逆二光

神戸市兵庫区湊川町2-12-8

bar鶴富

神戸市兵庫区湊川町3-12-10

炭火焼鳥 天

神戸市兵庫区湊川町4-7-3

串ｶﾂしげちゃん

神戸市兵庫区湊川町5-4-29

ちょい呑み処なぁむ

神戸市兵庫区湊町1-1-26

ﾐｷﾔ

神戸市兵庫区湊町1-296

酒豪呑兵衛

神戸市兵庫区湊町1-5-3

花菜

神戸市兵庫区湊町1-5−3

やきにくふくちゃん

神戸市兵庫区湊町1-5-31階

魚河岸料理 うおぎん湊町店

神戸市兵庫区湊町1-72

呑み食い処おいちゃん

神戸市兵庫区湊町2-2-2

山河

神戸市兵庫区湊町3-2-24

ととや

神戸市兵庫区湊町3-2-9

ふるさと

神戸市兵庫区湊町3-3-8

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄｿﾌﾟﾗ神戸ｱﾈｯｻ

神戸市兵庫区湊町4-1-11

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄｿﾌﾟﾗ神戸ｱﾈｯｻ ﾚｽﾄﾗﾝ•ｱﾋﾞｰ

神戸市兵庫区湊町4-1-11

高田屋京店

神戸市兵庫区湊町4-2-13

四季

神戸市兵庫区湊町4-2-71F

YACOKA

神戸市兵庫区湊町4-2-8

寿し忠

神戸市兵庫区湊町4-2の13

ｷｯﾁﾝBARてくてく

神戸市兵庫区夢野町2-5-42F

お好み焼 みっちゃん

神戸市兵庫区門口町1-17

ﾊﾟﾙ

神戸市兵庫区門口町1-1-8

岬の焙煎所

神戸市兵庫区和田宮通3-2-22

焼肉 岬園

神戸市兵庫区和田宮通4-2-16

ゆた坊和田岬店

神戸市兵庫区和田宮通4-2-20

ｵﾆｸとﾊﾟｽﾀみう

神戸市兵庫区和田宮通4-2-20-101

市場食堂 駅前 和田岬店

神戸市兵庫区和田宮通4-2-3

酒房 味沢

神戸市兵庫区和田宮通5-1-10

Dining barｷｯｷ

神戸市兵庫区和田宮通5-1-13

串や麺吉

神戸市兵庫区和田宮通5-1-13

和田岬 松屋

神戸市兵庫区和田宮通5-1-14

喫茶 ﾆｭｰｾﾌﾞﾝ

神戸市兵庫区和田宮通5-1-2

和田ｸﾗﾌﾞ 和

神戸市兵庫区和田宮通5-3-3

萩

神戸市兵庫区和田宮通5-4-26

達神亭

神戸市兵庫区和田宮通6-1-26

ふる里

神戸市兵庫区和田宮通6-1-28

清和会館

神戸市兵庫区和田宮通7-1-3(清和会館)

店舗名
鉄板焼

十文字

九州鳥若丸

住所
神戸市兵庫区和田崎町3-2-1
兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1イオンモール神戸南

3階

