店舗名
居酒屋

ひよこ

八百屋cafe

神戸市北区鈴蘭台東町1丁目9-16
神戸市北区有野町二郎17-1

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ
Wa.dining

住所

神戸市北区しあわせの村1-1
いり江 すずらん店

神戸市北区しあわせの村1-5すずらんｺﾞﾙﾌ場内ﾚｽﾄﾗﾝ

ｱﾐｰｺﾞ

神戸市北区しあわせの村1-6

ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ

神戸市北区しあわせの村1-7

ﾄﾚﾄﾞ

神戸市北区しあわせの村1-7

喫茶ｺｰｽﾄ

神戸市北区しあわせの村1番3号

ｶﾞｽﾄ神戸ひよどり台

神戸市北区ひよどり台南町2-1-2

鉄板焼からくさ

神戸市北区花山台2-12ｻﾝﾊﾟﾚｽ101

日本料理 さいじょう

神戸市北区桂木2-2-4

味楽軒

神戸市北区桂木2-2-5

魚勝鮓

神戸市北区桂木2-2-6

Rocotty cafe

神戸市北区広陵町2-247-5

Coffeeshop･ﾏﾐｰ

神戸市北区広陵町6-174-1

まんよう

神戸市北区甲栄台1-2-3-107

志成

神戸市北区甲栄台1-2万葉ﾊｲﾂ108号

/ｶﾌｪ

神戸市北区甲栄台1-3-10

ﾚｽﾄﾗﾝ ﾉｰﾙ

神戸市北区甲栄台3-6-13ﾊｲﾂA-12F

寿司 姫乃

神戸市北区山田町下谷上かんじや10-27

そば処吉まん

神戸市北区山田町下谷上字下の勝2-5

焼肉きち太郎

神戸市北区山田町下谷上字下の勝2-5

山の街平安祭典会館

神戸市北区山田町下谷上字上勝3-10

山ﾉ街ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ

神戸市北区山田町下谷上字南山1-3

焼肉処 三日月

神戸市北区山田町下谷上字梅木谷1-8

Aahar Indian Restaurant

神戸市北区山田町下谷上字梅木谷1-8ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ

弓削牧場

神戸市北区山田町下谷上西丸山5-2

喫茶 ひよどり

神戸市北区山田町下谷上中一里山14-1

伽耶山荘

神戸市北区山田町原野10-1

ﾌﾚﾝﾁｷｯﾁﾝﾛｲｴﾌｱｰﾙ

神戸市北区山田町原野字城が岡2の6

肉乃家 北鈴蘭台店

神戸市北区山田町小部 大脇山17-8 千里馬ﾋﾞﾙｱﾈｯｸｽ101

ｶﾗｵｹｽｶｲ神戸鈴蘭台店

神戸市北区山田町小部広刈16-1

神戸養蜂場

神戸市北区山田町小部字ｦﾓ谷1-1

焼肉中々

神戸市北区山田町小部字一ﾂ鍬山13-2

喫茶みちくさ

神戸市北区山田町小部字大東42

ｶﾞｽﾄ北鈴蘭台

神戸市北区山田町小部字大脇山17-12

ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞｽﾎﾟｯﾄSnow

神戸市北区山田町小部字大脇山17-8

ｶﾞｽﾄ鈴蘭台店

神戸市北区山田町小部字峠谷42-2

店舗名

住所

焼鳥かしお

神戸市北区山田町小部字南山2-688

肉の盛得店

神戸市北区山田町小部字北ﾉ谷52-1

お好み焼 てんこもり

神戸市北区山田町小部大脇山17-8

くら寿司鈴蘭台店

神戸市北区山田町小部北の谷8-1

有馬街道温泉

神戸市北区山田町小部妙賀11-1

すずらんの湯

ﾙﾋﾟｯｸ

神戸市北区山田町上谷上1(森林植物園内)

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ さくらんぼ

神戸市北区山田町上谷谷上字古-山29-39

六甲国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部

神戸市北区山田町西下字押部道15

六甲国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ﾚｽﾄﾊｳｽ

神戸市北区山田町西下字押部道15ﾚｽﾄﾊｳｽ

六甲国際ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺｰｽ

神戸市北区山田町西下字押部道16-1

東麺房箕谷店

神戸市北区山田町中字大沢2-6

cafemurakami

神戸市北区若葉台1-10-15

焼肉亭 北鈴蘭台店

神戸市北区若葉台4-8-13

ﾄｲﾛﾆ

神戸市北区上津台1-5-2

串かつ わたなべ

神戸市北区上津台3-1-19

CatRig

神戸市北区上津台3-6-1

飯家吟陶 ｶﾌｪﾏｻｸﾞﾗﾝ

神戸市北区上津台5-5番1号吟湯湯治しゅう落内

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ店

神戸市北区上津台7-3

chawan神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ

神戸市北区上津台7-31205区

神戸元町ﾄﾞﾘｱ神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ店

神戸市北区上津台7-3-区画1210

神戸観音屋 grill and cafe 三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ店

神戸市北区上津台7-3三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ内

ｸｱｱｲﾅ神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ店

神戸市北区上津台7-3神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ区画1200

LEMONADEbyLemonicaｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北

神戸市北区上津台8-1-1

ちゃんぽん亭総本家 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1

どうとんぼり神座 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北ｼｮｯﾌﾟ

神戸市北区上津台8-1-1

大釜屋

神戸市北区上津台8-1-1

豚屋とん一ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1

ｸﾞﾚｲｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ上戸北3F

大釜屋 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ上戸北3F

ｼﾞｬｯｸｲﾝｻﾞﾄﾞｰﾅﾂ 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ﾃﾞﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾚｯﾄﾞﾘﾊﾞｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ﾋﾞｺﾞの店ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

一汁五穀 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

家族亭 ｲｵﾝ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

店舗名

住所

鎌倉ﾊﾟｽﾀ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

串家物語ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

和幸 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

鶴橋風月 神戸北店

神戸市北区上津台8-1−1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1F

ﾃﾞｻﾞｰﾄ王国

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1階

ﾋﾞｱｰﾄﾞﾊﾟﾊﾟ ｲｵﾝ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1階

日本のﾗｰﾒﾝ麺乃庄北から南までｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北1階

しゃぶ菜 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北2F

THE BUFFET DINER 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北2階

おむらいす亭 神戸ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北2階

えびのやｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3F

いきなりｽﾃｰｷｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3階

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3階

四六時中 神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3階

Bull Pulu ｲｵﾝ神戸北店

神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝ神戸北1階

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北店

神戸市北区上津台8-1ｲｵﾝﾓ-ﾙ神戸北3階

丸亀製麺ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北

神戸市北区上津台8-2-1

海転寿司(回転寿司) 魚河岸 ｲｵﾝﾓｰﾙ 神戸北店

神戸市北区上津台8-8−1−11階

はま寿司神戸上津台店

神戸市北区上津台9-2-17

貴舟

神戸市北区星和台1-16-99

ﾄｱﾙｰｼﾞｭ

神戸市北区星和台5-7-4

歌謡ｽﾃｰｼﾞ うたひめ

神戸市北区西大地1-34-18

とうせんぼ

神戸市北区西大池1-6-14

丘の上のﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市北区赤松台2-1-1ｷﾘﾝﾋﾞ-ﾙ神戸工場内

然の膳 神戸中央病院店

神戸市北区惣山町2-1-1神戸中央病院内地下1F

たぬき屋

神戸市北区惣山町2-3-8

来多来多 拉麺

神戸市北区惣山町5-9-2

えんまんや

神戸市北区大原3-20-4

ﾗｳﾝｼﾞ ｼｸﾗﾒﾝ

神戸市北区大沢町

しあわせﾌｧｰ夢

神戸市北区大沢町市原1281

ｶﾗｵｹ喫茶ﾃｨｱﾗ

神戸市北区大沢町市原8-3

北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 西ｺｰｽ

神戸市北区大沢町上大沢1982

北六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 東ｺｰｽ

神戸市北区大沢町上大沢1982

ﾚｽﾄﾗﾝｶﾄﾚｱ

神戸市北区大沢町上大沢2150

ビーフ館

神戸市北区大沢町上大沢2150

ブライズハウス

神戸市北区大沢町上大沢2150

ホテルフルーツフラワー1F

喫茶

神戸市北区大沢町上大沢2150

ホテルフルーツフラワー1F

ロビー

店舗名
中華レストラン

コスモス

住所
神戸市北区大沢町上大沢2150

ホテルフルーツフラワー1F

お食事処 胡蝶蘭

神戸市北区大沢町上大沢2150 ﾎﾃﾙﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰ3F

kobeozocafe901

神戸市北区大沢町中大沢901

牛角 神戸北店

神戸市北区谷上西町12-22

串かつﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ なかなか

神戸市北区谷上西町27-2-102

鮮魚旬菜 縁

神戸市北区谷上西町27-2谷上ﾊｲﾂ103

神戸板前焼肉楽心

神戸市北区谷上西町27-6-101

神戸谷上

神戸市北区谷上西町2番6号

青柳

神戸市北区谷上西町5-20

お食事処 実家

神戸市北区谷上東町1-1

千年の宴 谷上駅前店

神戸市北区谷上東町1-1

THE NORTH KOBE STORE

神戸市北区谷上東町1-1号 谷上SHﾋﾞﾙ1階

おばんざい酒家 あかり

神戸市北区谷上東町7-10

やきとり大吉 谷上駅前店

神戸市北区谷上東町7-10

お好み焼き てこてこ

神戸市北区谷上東町7-17

街かど屋

神戸市北区淡河町神田835-1

淡河PA下り店

玉しょう

神戸市北区淡河町東畑６９２

ﾛｰﾀﾘｰｺﾞﾙﾌ倶楽部

神戸市北区淡河町南憎尾1679-1

ごはんやさんｷﾓﾘ

神戸市北区淡河町萩原696

有馬ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

神戸市北区淡河町北畑571

夢夢

神戸市北区筑紫が丘2-14-2

ゆずり葉

神戸市北区筑紫が丘4-1-2

ﾎﾟｺﾎﾟｺﾍﾟﾍﾟのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ屋さん

神戸市北区長尾町上津1490

居酒屋一時

神戸市北区長尾町上津2141-1

中国自動車道 赤松上り売店

神戸市北区長尾町上津4226-4

神戸ﾊﾟｲﾝｳｯｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

神戸市北区長尾町上津4618

町屋ｶﾌｪ燦々

神戸市北区長尾町宅原1937-10

ﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ

神戸市北区唐櫃台2-2-18 唐櫃ﾋﾞﾙ1階

串かつﾀｲｶﾞｰ

神戸市北区唐櫃台2-2-6

小料理一丁

神戸市北区唐櫃台2-2−6

鳥貴族岡場店

神戸市北区藤原台中町1-1-11F

ﾍﾞｼﾞ･ｷｯﾁﾝとんこ

神戸市北区藤原台中町1-2-2ｴｺ-ﾙﾘﾗ南館

じゅうじゅうｶﾙﾋﾞ 神戸藤原台店

神戸市北区藤原台中町1-4-1

ﾄﾏﾄｱﾝﾄﾞｵﾆｵﾝ神戸藤原台

神戸市北区藤原台中町1-4-1

COUNTRY工房Neko

神戸市北区藤原台南町5-1-12

魚民 岡場駅前店
和ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ jin
ｽﾍﾟｰｽｱﾙﾌｧ神戸

神戸市北区藤原台北町1-1-1
仁

神戸市北区藤原台北町1-1-6ﾊﾟﾙﾋﾞﾙ102
神戸市北区藤原台北町4-27

店舗名

住所

ｶﾗｵｹ おさるの村DX

神戸市北区藤原台北町6-20-1-2F

創作ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 然

神戸市北区道場町塩田2082

大正

神戸市北区道場町生野504-4

武庫ﾉ台ｶｰﾃﾞｨﾅﾙ

神戸市北区道場町生野字北山1176

cafe kanoko

神戸市北区道場町日下部105-3

炭火七りん

神戸市北区道場町日下部107-5

炭火七りん

神戸市北区道場町日下部107-5

喫茶&ｶﾗｵｹRAﾗら

神戸市北区道場町日下部1581

樹樹

神戸市北区道場町日下部1830

焼き屋季利呼

神戸市北区道場町日下部1830ﾏﾙﾔﾏﾊｲﾂ202

cafe &餃子ﾊﾞﾙTON TON BOO

神戸市北区道場町日下部1844ｻｸﾗ1階

居酒屋大笑

神戸市北区道場町日下部字西大久保1830

まごころみっきー食堂

神戸市北区南五葉１-２－２８

山善寿司

神戸市北区南五葉1-2-4辻尾ﾋﾞﾙ101

あんじゅ

神戸市北区南五葉1-3-14ヴｨ-ﾌﾞﾙ西鈴1F

patisserie701

神戸市北区日の峰1-15-3

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 神戸北町店

神戸市北区日の峰2-12-4

うどん和久

神戸市北区日の峰2-6-1ｺｱｷﾀﾏﾁ1F

山神山人ｺｱ北町店

神戸市北区日の峰2-6番1号

Restaurant Ange jeu

神戸市北区日の峰3-1-3

神有ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

神戸市北区八多町吉尾991-1

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｺﾞﾙﾌｺｰｽ ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1

いっぺ•こっぺ

神戸市北区八多町中1109

ﾃﾞﾘｶﾌｪﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ

神戸市北区八多町中782-1

にぎり長次郎北神戸店

神戸市北区八多町中809

Cafe&kitchenYU-YU

神戸市北区八多町中888ｸﾞﾗﾝ悠遊1F

Dining Cafe U_Ra

神戸市北区八多町中935-1-201

きたもと

神戸市北区八多町屏風1190

SETTAN

神戸市北区八多町屏風965

ｶﾗｵｹ 歌蔵

神戸市北区北五葉1-13-1ﾚｱ-ﾙ1F

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ西鈴蘭台ｴﾈｵｽ店

神戸市北区北五葉1-13-35

お食事処若水

神戸市北区北五葉1-1-37

焼肉の加茂川

神戸市北区北五葉1-2-15

GRAND SUR CAFE

神戸市北区北五葉1-4−31

華輪

神戸市北区北五葉1-5-16

和流

神戸市北区北五葉1-5-16

味万

神戸市北区北五葉1-5-1ﾊﾋﾟﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ203号

山善寿司 北五葉店

神戸市北区北五葉3-8番41-1

店舗名

住所

ﾋﾟｯｺﾛｶﾌｪ

神戸市北区北五葉5-8-22

料膳 旬重

神戸市北区有馬町1007

全寿庵ごんそば

神戸市北区有馬町1019

さくら

神戸市北区有馬町1021-1

BAR STILL

神戸市北区有馬町1021有馬ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾃﾗｽA-2F

結びの小宿 縁

神戸市北区有馬町1030番

ﾔｯﾋﾟｰ

神戸市北区有馬町1035

ｸﾞﾘﾙ六甲

神戸市北区有馬町1039-5

ﾍﾞﾝﾁﾀｲﾑ
CINQ

BAR

神戸市北区有馬町1158
du

SAKE

神戸市北区有馬町1160

ｱﾘﾏﾃﾞｾｰﾙ楚々

神戸市北区有馬町1162

ｱﾘﾏｼﾞｪﾗﾃﾘｱｽﾀｼﾞｵｰﾈ

神戸市北区有馬町1163

食堂森本

神戸市北区有馬町1170の3

茶房 堂加亭

神戸市北区有馬町1176

有馬十八番

神戸市北区有馬町1183

お食事処 一休

神戸市北区有馬町1196

ありまや

神戸市北区有馬町1200

ﾚｽﾄﾗﾝｶﾌｪ ｴﾙﾎﾞﾝ

神戸市北区有馬町1294-2

ﾗｳﾝｼﾞAce

神戸市北区有馬町1295

双六庵

神戸市北区有馬町1295-2

有馬御苑本館

神戸市北区有馬町1296

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ﾎﾟﾙｺ

神戸市北区有馬町1298-1ｱﾂﾞﾏﾋﾞﾙ1階

有馬ﾗｰ麺青龍居

神戸市北区有馬町1298-3

有馬焼肉 丞 -TASUKU-

神戸市北区有馬町1298-9

浪花鮓･まえなか

神戸市北区有馬町1298の10

Arimakko

神戸市北区有馬町1300-19

みやび

神戸市北区有馬町1300-22

居酒屋ゆたか

神戸市北区有馬町1300-4有馬ｽｶｲﾊｲﾂ1階

ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞ

神戸市北区有馬町1302-4

ﾓﾝﾄﾞｰﾙ

神戸市北区有馬町1302-4

花海棠

神戸市北区有馬町1302-4

欽山

神戸市北区有馬町1302-4

欽山｢ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞ｣

神戸市北区有馬町1302-4

欽山｢ﾓﾝﾄﾞｰﾙ｣

神戸市北区有馬町1302-4

欽山｢花海棠｣

神戸市北区有馬町1302-4

ﾊﾞｰ摩耶

神戸市北区有馬町1304-1有馬ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ内

かぐや姫

神戸市北区有馬町1364-1

竹取亭円山 蓬莱ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市北区有馬町1364-1

店舗名

住所

ねぎや陵楓閣

神戸市北区有馬町1537-2

かんぽの宿 有馬

神戸市北区有馬町1617-1

酒市場

神戸市北区有馬町1645

ﾗｳﾝｼﾞ ｼｬﾚｰﾄﾞ

神戸市北区有馬町1654-1

兆楽宴会場

神戸市北区有馬町1654−1

ｽﾊﾟﾃﾗｽ紫翠ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

神戸市北区有馬町1656-1

ｽﾊﾟﾃﾗｽ紫翠ﾗｳﾝｼﾞ

神戸市北区有馬町1656-1

ｴｸｼﾌﾞ有馬離宮 ﾊﾞｰ

神戸市北区有馬町1661-11

ｴｸｼﾌﾞ有馬離宮 ﾐｭｰｼﾞｯｸﾙｰﾑﾊﾟﾝﾄﾘｰ

神戸市北区有馬町1661-11

天地の宿 奥の細道

神戸市北区有馬町1683-2

兵衛向陽閣 10F ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市北区有馬町1904

兵衛向陽閣 1階 ﾛﾋﾞｰ喫茶

神戸市北区有馬町1904

兵衛向陽閣 ﾌﾞｯﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ 花の舞

神戸市北区有馬町1904

Sora Cafe

神戸市北区有馬町199-10

有限会社 花泉

神戸市北区有馬町266-14

SAKAMOTO家

神戸市北区有馬町266-14有馬館駅前ﾋﾞﾙ1F

ﾊﾟｰﾄﾅｰ

神戸市北区有馬町266-14有馬館駅前ﾋﾞﾙB1

金泉堂有馬茶房

神戸市北区有馬町２６６－２

ありま坂

神戸市北区有馬町286-2F

味処 とみ田

神戸市北区有馬町288-1

月光園鴻朧館

神戸市北区有馬町318

月光園游月山荘

神戸市北区有馬町318

月光園鴻朧館 ｶﾗｵｹｸﾗﾌﾞ ｺﾖｰﾃ

神戸市北区有馬町318月光園鴻朧館内

月光園鴻朧館 ﾊﾞｰﾑｰﾝﾋﾞｰﾑ

神戸市北区有馬町318月光園鴻朧館内

月光園鴻朧館 麺処一心亭

神戸市北区有馬町318月光園鴻朧館内

月光園鴻臚館 ｶﾌｪｸﾛﾜｯｻﾝ

神戸市北区有馬町318月光園鴻朧館内

居酒屋 山櫻

神戸市北区有馬町351ﾐｷﾊﾟﾚｽ

ochiko 有馬店

神戸市北区有馬町374

一品小料理 こぶし

神戸市北区有馬町483-2

鈴屋

神戸市北区有馬町483-3

BAR DE GOZAR

神戸市北区有馬町7971階

SABOR

神戸市北区有馬町7972階

李家

神戸市北区有馬町803

中の坊瑞苑 旬彩猪名野

神戸市北区有馬町808

中の坊瑞苑 猪名野茶房

神戸市北区有馬町808

三ｯ森 まんじゅう店

神戸市北区有馬町810

竹中肉店

神戸市北区有馬町813

有馬禅寿司

神戸市北区有馬町818

店舗名

住所

茶房ﾁｯｸﾀｸ

神戸市北区有馬町820

ｶﾌｪﾊﾞｰ 一糸

神戸市北区有馬町821

Casa Ciclismo

神戸市北区有馬町8271階

喫茶いずみ

神戸市北区有馬町828

ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾎﾞｳ

神戸市北区有馬町835

くつろぎ家

神戸市北区有馬町839-2

なかさ

神戸市北区有馬町868-4

misono

神戸市北区有馬町869-4

Fish house cafe

神戸市北区有馬町字有馬827

もみじ茶屋

神戸市北区有馬町瑞宝寺公園内

有馬温泉太閤の湯 湯の山街道

神戸市北区有馬町池の尻292-2

有馬温泉太閤の湯 利休茶屋

神戸市北区有馬町池の尻292-2

有馬温泉太閤の湯花じゅらく

神戸市北区有馬町池の尻292-2

有馬御苑 ﾗｳﾝｼﾞ彩苑

神戸市北区有馬町道場山1523

有馬御苑 別館

神戸市北区有馬町道場山1523

Café Bar to Emmy

神戸市北区有馬町峠堂61

魚よし

神戸市北区有野台2-1-7

菜食レストランシャローム

神戸市北区有野台8丁目4-1

INASUNﾊﾞﾙ

神戸市北区有野中町1-10-18-402

魚`sman

神戸市北区有野中町1-10-18PALDEUX1F

肉燻

神戸市北区有野中町1-10-18PALDEUX1F

わのや

神戸市北区有野中町1-10-18ﾊﾟﾙﾄﾞｩﾋﾞﾙ3階

隠れ家和ﾊﾞﾙ かぎろひ

神戸市北区有野中町1-11-11ｱ-ﾁﾋﾞﾙ3F

鶏舎

神戸市北区有野中町1-15-10

Living Bar Dayz

神戸市北区有野中町1-15-10第2ﾊﾟﾙﾋﾞﾙ3F

INAﾓﾝｷﾝｸﾞ

神戸市北区有野中町1-20-13

串かつ恵

神戸市北区有野中町1-21-2-101

NANIWAEN神戸

神戸市北区有野中町1-21-2-102

固城 ｺｼﾞｮﾝ

神戸市北区有野中町1-8-21

岡場笑店

神戸市北区有野中町1-9-2-1B

和食処 鮨 伊介

神戸市北区有野中町1-9-2T&M102

やきとり大吉 藤原台店

神戸市北区有野中町2-14-17

とと彌

神戸市北区有野中町2-14-17-2F

鉄板焼 ゆきま

神戸市北区有野中町2-21-23

新

神戸市北区有野中町2-9番6

花水木

神戸市北区有野中町２丁目21-21

さかい珈琲神戸北店

神戸市北区有野中町3-12-2

Cafe Jamaica

神戸市北区有野中町3-14-25-102

Y'sビル2F

店舗名

住所

けんji珈琲

神戸市北区有野中町3-20-24

初代和がや

神戸市北区有野中町3-20-24

焼鳥神戸拾八番

神戸市北区有野中町3-27-1

丸亀製麺有野店

神戸市北区有野中町3-27-11

くら寿司神戸有野店

神戸市北区有野中町4-1-13

丸源ﾗｰﾒﾝ神戸有野店

神戸市北区有野中町4-2-4

有馬ます池ますの茶屋

神戸市北区有野町1688-2

ｶﾌｪﾘｰﾌﾞﾗ

神戸市北区有野町2312-1

お好み焼・一品

琴

神戸市北区有野町唐櫃134₋4

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ 類

神戸市北区有野町唐櫃1635

六甲ビール醸造所 第2工場 TAP ROOM

神戸市北区有野町有野１６４－１

歌のｽﾃｰｼﾞ よふらん

神戸市北区有野町有野2146-1

ｸｲｯｸｼﾙﾊﾞｰ

神戸市北区有野町有野321

居酒屋 いそ六

神戸市北区有野町有野3394-1

居酒屋(銀平)

神戸市北区有野町有野944-3

ｽﾅｯｸﾗﾘｰ

神戸市北区緑町2-1-23

ふらん

神戸市北区緑町2-1-59

花とおじさん

神戸市北区緑町5-10-1

WAGYU粋ru

神戸市北区緑町7-2-11

中華料理 真

神戸市北区緑町7-2-11

JAGUAR

神戸市北区緑町7-3-66

ｽﾅｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝ

神戸市北区鈴蘭台西1-1-7ｵ-ﾃﾞｨｵﾋﾞﾙF1

創味旬菜びんび

神戸市北区鈴蘭台西町3-11-13

PAOLO ROSSI

神戸市北区鈴蘭台西町3-9-12

活魚料理ごっちゃん

神戸市北区鈴蘭台西町5-21-11盛岡ﾋﾞﾙ1f

焼き芋ﾄﾝﾐｰ

神戸市北区鈴蘭台西町5-21-9

鶏のｼﾞｮｰｼﾞ鈴蘭台東口駅前店

神戸市北区鈴蘭台東町1-11-13

炉端焼 魚山

神戸市北区鈴蘭台東町1-11-13ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ401

鈴蘭台平安祭典会館

神戸市北区鈴蘭台東町1-11番1号

やしろや

神戸市北区鈴蘭台東町1-12-11神興ﾋﾞﾙB1

鈴蘭台 一貫楼

神戸市北区鈴蘭台東町1-12-9

ｻｳﾝﾄﾞ湊家

神戸市北区鈴蘭台東町1-5-10

どんぶり居酒屋流べぇ

神戸市北区鈴蘭台東町1-5-13

ｱｼﾞｱ食堂ｸﾚｲｼﾞｰﾊﾟﾝﾀﾞ

神戸市北区鈴蘭台東町1-7-25C号

似固一

神戸市北区鈴蘭台東町1-8-8ﾍﾞﾙｸﾞﾘ-ﾝ101

渚

神戸市北区鈴蘭台東町2-10-131F

お好み焼 おかん

神戸市北区鈴蘭台東町3-8-14

居酒屋 かよ

神戸市北区鈴蘭台東町3-8-22

店舗名

住所

歌謡ｽﾃｰｼﾞ&教室 おくとぱす

神戸市北区鈴蘭台東町4-5-22

ｶﾗｵｹ喫茶 桜

神戸市北区鈴蘭台東町5-3-33

Bar bAcio

神戸市北区鈴蘭台東町5-4-43

ｽﾅｯｸ ふじ子

神戸市北区鈴蘭台東町5-4-45

海鮮居酒屋 葛西

神戸市北区鈴蘭台東町5-7-14

ﾘｶｰｼｮｯﾌﾟ ｸﾛｶﾜ

神戸市北区鈴蘭台東町5-8-29

鳥正

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-10

あなん

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-10-107

ﾗｳﾝｼﾞﾛﾏﾝｽ

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-10-4

ｱﾗﾚｰﾇ

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-9

ｽﾅｯｸ ﾃｨｱﾗ

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-9中央住機ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ会夢

神戸市北区鈴蘭台南町2-1-9中央重機ﾋﾞﾙ1F

ﾋﾞｽﾄﾛｴﾍﾟｲｽﾄ

神戸市北区鈴蘭台南町2-1番10-104号

ｶﾗｵｹ喫茶栞

神戸市北区鈴蘭台南町2-2-38

ｽﾅｯｸ 小蝶蘭

神戸市北区鈴蘭台南町2-35

より逢い処 ｢すず｣

神戸市北区鈴蘭台南町2-39

ｸﾗﾋﾞｸﾗ

神戸市北区鈴蘭台南町3-10-23

鉄板居酒屋ぶたまん

神戸市北区鈴蘭台南町3-10-6

ｽﾅｯｸBIBI

神戸市北区鈴蘭台南町4-1-32

やいてぇ

神戸市北区鈴蘭台南町4-1-32

Sweet

神戸市北区鈴蘭台南町4-2-31

お食事処将軍

神戸市北区鈴蘭台南町4-3-21

甚八 寿司

神戸市北区鈴蘭台南町4-3-9

ええかげん

神戸市北区鈴蘭台南町4-7-1-104

ﾌﾟｰﾙﾊﾞｰﾋﾞﾝｸ

神戸市北区鈴蘭台南町4-7-7

日々caf'e

神戸市北区鈴蘭台南町5-1-13

members S

神戸市北区鈴蘭台南町5-2-2

ｽﾅｯｸ小城

神戸市北区鈴蘭台南町5-2-38

お好み焼き なおちゃん

神戸市北区鈴蘭台南町5-2-40

一山家

神戸市北区鈴蘭台南町5-4-22

ｶﾗｵｹ屋 いろは

神戸市北区鈴蘭台南町5-4-23

FUUU

神戸市北区鈴蘭台南町6-12-48-B棟1階A

せぇごれ

神戸市北区鈴蘭台北町1-10-4

ﾔｷﾄﾘ ﾄﾘｽｹ

神戸市北区鈴蘭台北町1--10-4

神戸珈琲物語 鈴蘭台店

神戸市北区鈴蘭台北町1-11-8

角

神戸市北区鈴蘭台北町1-14-5ﾌﾛ-ﾗﾋﾞﾙ1F

SING流ぱん

神戸市北区鈴蘭台北町1-1-7 ﾉｰｽﾏﾝｼｮﾝ1F

ｶﾗｵｹｻﾛﾝ 悠楽町

神戸市北区鈴蘭台北町1₋1-7 ﾉｰｽﾏﾝｼｮﾝ1F

店舗名

住所

居酒屋 ほのや

神戸市北区鈴蘭台北町1-2-1ﾗﾑ-ﾙ1F

丹生

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-10

ｸﾞﾚｲｽｶﾌｪ

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-7

ﾊﾞﾙﾌﾟﾗｽ

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-72階

ｱﾝﾆｮﾝ

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-9

だいだい

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-9

ﾄﾞﾘｰﾑ

神戸市北区鈴蘭台北町1-3-9

だいにんぐきっちん Coco

神戸市北区鈴蘭台北町1-4-13

お食事処たかしょう

神戸市北区鈴蘭台北町1-4-19

うけ

神戸市北区鈴蘭台北町1-4-9-1階

松屋鈴蘭台店

神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1ﾍﾞﾙｽﾄ鈴蘭台

Cafe&Dining Qoo

神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1ﾍﾞﾙｽﾄ鈴蘭台108

cafeﾊﾝｷｰﾊﾟﾝｷｰ食堂

神戸市北区鈴蘭台北町1-9-9

ふぁみりｰ居酒屋ゆもちゃん

神戸市北区鈴蘭台北町2-7-9

喫茶&ｶﾗｵｹ ｽﾜﾝ

神戸市北区鈴蘭台北町4-1-10

ﾋﾞｽﾄﾛ ﾋﾟｴｰﾙ

神戸市北区鈴蘭台北町4-1-10ﾋﾟｴ-ﾙﾋﾞﾙ2階

すし千坂

神戸市北区鈴蘭台北町5-7の17

焼肉すみび屋

神戸市北区鈴蘭台北町7-16-7

北町1丁目

神戸市北区鈴蘭台北野1-10-2鈴蘭台ﾌﾟﾗｻﾞ1F

ストロヴェリーロード

兵庫県神戸市北区有野町二郎328-1

