店舗名
カラオケ喫茶

緯風

住所
神戸市垂水区天ノ下町1₋1-212

cafe&kitchen DOCO

神戸市垂水区旭ヶ丘1-3-25

酒場食堂奥井

神戸市垂水区旭ヶ丘2-1-12

酒処静

神戸市垂水区塩屋町3-6-12花岡ﾋﾞﾙ102

こいこい

神戸市垂水区塩屋町3-6-12花岡ﾋﾞﾙ103

前向き屋

神戸市垂水区塩屋町3-6-17

ななじゅう

神戸市垂水区塩屋町3-7-5

PROTO

神戸市垂水区塩屋町3-8-4

ﾜﾝﾀﾞｶﾚｰ店

神戸市垂水区塩屋町3-9-18

居酒屋 波

神戸市垂水区塩屋町3-9-23赤波江 ﾐｴﾉ

トランクデザイン塩屋カフェ

神戸市垂水区塩屋町3丁目14-25

Serendip shioya

神戸市垂水区塩屋町4-1-4

焼鳥みっちゃん

神戸市垂水区塩屋町4-1-4

ｼｵﾔｺﾚｸｼｮﾝ

神戸市垂水区塩屋町4-2-6澤井まり

お食事処せんや

神戸市垂水区塩屋町6-12-8

llio

神戸市垂水区塩屋北町1-2-2

塩屋 のぞみん家

神戸市垂水区塩谷町3-6-20

くるくる

神戸市垂水区王居殿3-18-9

ｽﾅｯｸ美美

神戸市垂水区王居殿3-23-30

和うしや 会心

神戸市垂水区下畑町字上口860

ふかやんち

神戸市垂水区下畑町東松山1877-42

にし嶋

神戸市垂水区霞ヶ丘7-9-28 ｼｬﾄｰ霞ヶ丘1F山根 弘継

鳥よし

神戸市垂水区霞ヶ丘7-9-29

ｶﾌｪﾃﾗｽ ﾄﾘｺﾛｰﾙ

神戸市垂水区海岸通12-2

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

神戸市垂水区海岸通12-2

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

神戸市垂水区海岸通12-2

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾚｯﾄﾞﾘﾊﾞｰ

神戸市垂水区海岸通12-2ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸1F

ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

２F

ｹﾞｲﾛｰﾄﾞ垂水

神戸市垂水区海岸通12-2ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ｼｰﾎﾟｰﾄﾚｽﾄﾗﾝ2F

TOOTHTOOTH ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｷｯﾁﾝ

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸1F

ﾛｰﾁｪﾏｰｹｯﾄｽﾄｱ

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸1F

鶴橋風月垂水店

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸2F

こなな ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸2F205a

ひとりしゃぶしゃぶ いち 神戸垂水店

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ｼ-ﾎﾟ-ﾄﾚｽﾄﾗﾝﾂ2F

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

神戸市垂水区海岸通12-2三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸ﾌｧｸﾄﾘ-ｱｳﾄﾚｯﾂｾﾝﾄﾗﾙ2F

神戸洋食屋 どれみ軒

神戸市垂水区海岸通12-3

麺屋 元次郎

神戸市垂水区海岸通12-3

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸店

神戸市垂水区海岸通12-6三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟ-ｸﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸

彩cafe

神戸市垂水区海岸通2166-2SPA専太平のゆ内

店舗名

住所

ごちそうや

神戸市垂水区海岸通2166-2太平の湯内

なか卯 垂水海岸通店

神戸市垂水区海岸通8-23

とり舟

神戸市垂水区学が丘4-22-48-1

ｶﾗｵｹSnack百々恋

神戸市垂水区宮本町3-13 ﾚｲｼｪｽﾀ2F-204

ｶﾗｵｹ喫茶&ｽﾅｯｸ ぴよぴよ

神戸市垂水区宮本町3-13201

Ange

神戸市垂水区宮本町3-13-203

ﾀﾂ屋

神戸市垂水区宮本町3-13-7F

ｽﾅｯｸ佳代

神戸市垂水区宮本町3-13ﾚｲｼｪｽﾀ-ﾋﾞﾙ2階

あしゃぎはやりや 垂水駅前店

神戸市垂水区宮本町3-29ﾛｲﾔﾙ垂水1階

KANADE BISTRO il carneria

神戸市垂水区宮本町3-32ﾏﾘﾌｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ2F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 垂水駅前店

神戸市垂水区宮本町4-12MARINEBLD4から5F

居酒屋ごん太垂水店

神戸市垂水区宮本町4-16ﾏﾝｼｮﾝ御影

ｺｰﾋｰﾙｰﾑｱﾝ

神戸市垂水区宮本町4-4

焼肉神戸 牛の王様

神戸市垂水区宮本町4-8

いちまるいち

神戸市垂水区宮本町4-8ﾐﾉﾙｺ-ﾎﾟ1F

焼鳥光栄

神戸市垂水区宮本町4-8ﾐﾉﾙｺ-ﾎﾟ2F

鉄板焼き

もん

神戸市垂水区五色山1428

Serendip

神戸市垂水区五色山1-4-28

IL BUCCA

神戸市垂水区五色山8-1-55ｻﾝﾛｲﾔﾙ霞ヶ丘103

ﾊﾟﾘｽ'85

神戸市垂水区御霊町7-12

とり八

神戸市垂水区御霊町7-3

ｲﾝﾄﾞ料理 ﾛﾋﾞﾝ

神戸市垂水区向陽2-6-18-101

立呑処 森昌

神戸市垂水区向陽3-1-5

らｰめん 朱うさぎ

神戸市垂水区高丸7-2-12

名谷町一貫楼

神戸市垂水区高丸7-2-6

肴菜屋 わたり

神戸市垂水区坂上2-1-25

ひろや食堂

神戸市垂水区坂上4-2-29

ﾏﾙｺﾎﾟｰﾛ

神戸市垂水区狩口台7-14-1

FLORGARAGE

神戸市垂水区狩口台7-15-21

GuestHouse Geragera

神戸市垂水区狩口台7-15-41

ﾚｽﾄﾗﾝSERAPHｾﾗﾌ

神戸市垂水区狩口台7-6-5

ﾋﾞｽﾄﾛｱｯｼｭ

神戸市垂水区小束山手1-7-1

中楽坊ﾚｽﾄﾗﾝｱﾝﾊﾞｲ学園都市店

神戸市垂水区小束山手2-1-3ﾏｽﾀ-ｽﾞﾏﾝｼｮﾝ神戸学園都市中楽坊1F

CommunityParkKOBE

神戸市垂水区小束山手2-2-1ﾌﾞﾗﾝﾁ神戸学園都市2F

うどん･そば辰味 垂水店

神戸市垂水区小束山本町1-1-11

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵｽﾄﾗﾝﾄﾞ垂水店

神戸市垂水区小束山本町1-1-11

梁香亭

神戸市垂水区小束山本町2-1-2

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ垂水小束山店

神戸市垂水区小束山本町3-1-3

店舗名

住所

ﾌｧヴｫﾘｰﾀ

神戸市垂水区城が山1-4-8-2

ｽﾅｯｸ ｱﾃﾞｲ

神戸市垂水区城が山1-7-27

美豚

神戸市垂水区城が山2-8-15

ｼﾞﾛｰちゃん

神戸市垂水区城が山2-9-7

snack&bar 枝里

神戸市垂水区城が山3-1-12

居酒屋 もんど

神戸市垂水区城が山3-3-8

西村ﾐｰﾄｼｮｯﾌﾟ

神戸市垂水区城が山4-3-31

かんてき西村家

神戸市垂水区城が山4-3-6-1

ｽﾅｯｸ清丸

神戸市垂水区城が山5-2-41

真子

神戸市垂水区城が山5-7-3

志奈乃

神戸市垂水区神田町1-20

目利きの銀次垂水西口駅前店

神戸市垂水区神田町1-20

Gong cha ﾌﾟﾘｺ垂水店

神戸市垂水区神田町1-20ﾌﾟﾘｺ垂水西館

ら~めん小菜 古潭

神戸市垂水区神田町1-20ﾌﾟﾘｺ垂水西館

食べ物を持ち込めるｺｰﾋｰ屋さん

神戸市垂水区神田町1-20ﾓﾙﾃｨ垂水

有限会社基陽

神戸市垂水区神田町1-54

ﾐﾝﾐﾝ 垂水店

神戸市垂水区神田町1ﾓﾙﾃｨ垂水

和楽ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ びりけん

神戸市垂水区神田町2-10

ginga dois

神戸市垂水区神田町2-12

居酒屋 若汐

神戸市垂水区神田町2-15

垂水炭旬

神戸市垂水区神田町2-21粂ﾋﾞﾙ2階

鷄膳垂水店

神戸市垂水区神田町2-27

炭火焼鳥こうちゃん

神戸市垂水区神田町2-36梅本ﾋﾞﾙ1階

かいもん

神戸市垂水区神田町2-6

鮨しゃりしゃり

神戸市垂水区神田町2-8

おばんざいとお酒 福山

神戸市垂水区神田町3-14

三楽園

神戸市垂水区神田町3-18-1階

松屋垂水店

神戸市垂水区神田町3-18ﾗ･ﾒ-ﾙ垂水1F

居酒屋 万 垂水店

神戸市垂水区神田町3-23

まるお商店

神戸市垂水区神田町3-24

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

神戸市垂水区神田町4-24-2

寄道酒場 ひめっ娘

神戸市垂水区神田町4-28

大よし

神戸市垂水区神田町4-28

たるみの森

神戸市垂水区神田町4-29-2F

牛角垂水店

神戸市垂水区神田町4-30-1F

魚菜酒蔵だいがく垂水店

神戸市垂水区神田町4-32第一ｶﾝﾀﾁｵﾋﾞﾙ2F

おかちゃん

神戸市垂水区神田町4-36

PERA Meze &Grill

神戸市垂水区神田町4-7

店舗名

住所

居酒屋 丸福

神戸市垂水区神田町4-8

cornacchia

神戸市垂水区神田町4-8井上ﾋﾞﾙ2階

居酒屋花福

神戸市垂水区神田町5-3

大串

神戸市垂水区神田町5-5

大漁

神戸市垂水区神田町5−5

しのぶ

神戸市垂水区神田町5-6

居酒屋べっぴん屋

神戸市垂水区神田町5-6

ごいち

神戸市垂水区神陵台3-2-1

カラオケBAR Bell

神戸市垂水区神陵台8丁目1-12イトウビル2階

立呑処 ﾌｼﾞﾜﾗ

神戸市垂水区瑞ｹ丘3-4

こゆき

神戸市垂水区瑞ヶ丘6-27ﾌﾗｯﾂ瑞ヶ丘1F

一徹

神戸市垂水区瑞穂通5-13

ﾀﾞｲﾅｰｽﾞﾊﾞｰReostyle

神戸市垂水区瑞穂通7-25

ぎょうざのひ れお

神戸市垂水区瑞穂通7-26

北酒店

神戸市垂水区星が丘2-6-6

海鮮ﾌﾗﾝｽ料理 尾野

神戸市垂水区星が丘2-7-13

ｶﾗｵｹ喫茶とき

神戸市垂水区星が丘3-1-86

お好焼 とみちゃん

神戸市垂水区星が丘3-1-87

isajia coffee and tea

神戸市垂水区星が丘3-5-19

鉄板焼お好み焼きおおの

神戸市垂水区星稜台5-2-25

珈琲館 悠

神戸市垂水区星稜台5-3-34

和風ｽﾊﾟｲｽｶﾚｰ はくと

神戸市垂水区星陵台1-1-13

串かつきゃっつ愛

神戸市垂水区星陵台1-2-3

居酒屋じゅげむ亭

神戸市垂水区星陵台1-2-6

仲よし ちゅんちゅん

神戸市垂水区星陵台1-3-21

立呑 あしだ

神戸市垂水区星陵台1-3-21

ｶﾗｵｹ&ｽﾅｯｸ翔

神戸市垂水区星陵台1-3-25

ごはん ｶﾌｪ そら

神戸市垂水区星陵台1-326

とんぼ

神戸市垂水区星陵台1-6-2

お食事処真梨ちゃん

神戸市垂水区星陵台1-6-22

Sepia

神戸市垂水区星陵台1-8-9

BACK SPOT たまてばこ

神戸市垂水区清水が丘3-2-18

ｶﾗｵｹ ｱﾙﾃﾐｽ

神戸市垂水区清水が丘3-6-20

ｶﾗｵｹ喫茶 うぐいす

神戸市垂水区清水が丘3-6-20ｼｪﾄﾜ北川3F

居酒屋なごみ

神戸市垂水区清水が丘3-6-20ｼｪﾄﾜ北川BF

焼肉亭 垂水店

神戸市垂水区清水ヶ丘3-2-25

酒菜ことぶき

神戸市垂水区清水ヶ丘3-3-10

ｶﾗｵｹ喫茶 きんもく星

神戸市垂水区清水ヶ丘3-6-15

店舗名

住所

くら寿司西舞子店

神戸市垂水区西舞子1-10-5

ゆず乃家

神戸市垂水区西舞子1-1-16

御料理 いろ波

神戸市垂水区西舞子1-9-6ﾗﾑ-ﾙ西舞子101

McKinley

神戸市垂水区西舞子１丁目5-23

（マッキンリー）

丼丸 幸助 西舞子店

神戸市垂水区西舞子2-11-11

kazu passion南園

神戸市垂水区西舞子2-12-28

ｲﾀﾘｱ料理 ｾｯﾃﾏｰﾚ

神戸市垂水区西舞子2-12-54

とり福

神戸市垂水区西舞子2-14-10

かっぽう猪澤

神戸市垂水区西舞子2-1−50掬泉ﾋﾞﾙ1F

串ｶﾂ みさ

神戸市垂水区西舞子3-7-19

93ﾍﾞｼﾞﾌﾙｶﾌｪ

神戸市垂水区西舞子3-9-10ﾗｲﾄﾊｳｽA室

酒肴 金太郎

神戸市垂水区西舞子4-1-25

ｶﾗｵｹ JUN

神戸市垂水区西舞子4-28-28古路ﾋﾞﾙ地下

ｽﾅｯｸE&Y

神戸市垂水区西舞子4-28-28小路ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ夢夢

神戸市垂水区西脇2-5-3

ひつじ家

神戸市垂水区西脇2-5-3

炭火焼き鳥たもん

神戸市垂水区西脇2-5-3

串かつ わっしょい

神戸市垂水区西脇2-5-5

Tｱﾝﾄﾞ ｶﾗｵｹ喫茶

神戸市垂水区西脇2-5-5-101

まき庄

神戸市垂水区西脇2-5-5多聞ﾆｭ-ｾﾝﾀ-内

さろん de salon

神戸市垂水区青山台5-3-20

月の湯舟ﾚｽﾄﾗﾝ

神戸市垂水区青山台7-4-46

ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝLbCLoverｲｵﾝｼﾞｪｰﾑｽ山店

神戸市垂水区青山台7-7-1ｲｵﾝｼﾞｪ-ﾑｽ山2階

長井珈琲倶楽部 ｼﾞｪｰﾑｽ山豆店

神戸市垂水区青山台7-7-1ｲｵﾝｼﾞｪ-ﾑｽ山店1F

横浜家系ﾗｰﾒﾝ光神家ｲｵﾝｼﾞｪｰﾑｽ山店

神戸市垂水区青山台7-7-1ｲｵﾝｼﾞｪ-ﾑｽ山店1Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

はなまるうどんｲｵﾝｼﾞｪｰﾑｽ山店

神戸市垂水区青山台7-7-1ｲｵﾝｼﾞｪ-ﾑｽ山店ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

串太郎ｼﾞｪｰﾑｽ山本店

神戸市垂水区青山台8-762-1041

ｶﾗｵｹ喫茶はっぴい

神戸市垂水区千鳥が丘1-3-15

大作寿司

神戸市垂水区千鳥が丘3-18-6

季と菜と魚と さんたか

神戸市垂水区川原1-2-18

舟磯

神戸市垂水区川原1-2-30

Bar OEillet

神戸市垂水区川原2-3-4

鳥舎あかさき

神戸市垂水区川原2-3-5

TwentyFive

神戸市垂水区川原2-3-6

酒と肴と羽 ｰHANE HANEｰ

神戸市垂水区川原3-1-13

垂水囲碁

神戸市垂水区川原3-2-17

お好み焼き鉄板侍

神戸市垂水区川原4-1-16

みのり

神戸市垂水区川原4-1-16

店舗名

住所

きっちん飛高

神戸市垂水区川原4-1-18

山桜

神戸市垂水区川原4-1の17

とん馬

神戸市垂水区泉が丘5-8-45

う越伊

神戸市垂水区多聞台2-1-1

お好み焼 ﾄｯﾄちゃん

神戸市垂水区多聞台2-2-9

たもん･ｾﾝﾀｰ･ｶﾌｪ!

神戸市垂水区多聞台4-14-5

PISOLA垂水学園南店

神戸市垂水区多聞町868-790

ｽﾊﾟｹﾞｯ亭ﾁｬｵ垂水店

神戸市垂水区多聞町字小束山868-1387

かつｱﾝﾄﾞかつ 神戸小束山店

神戸市垂水区多聞町字小束山868-28

ｶﾗｵｹ喫茶ｻﾝﾌﾗﾜｰ

神戸市垂水区大町2-5-7

ｶﾗｵｹ啓子

神戸市垂水区大町3-5-1大町ﾏﾝｼｮﾝ101

FAITH

神戸市垂水区中道2-2-14

ｶﾗｵｹ 道場

神戸市垂水区仲田1-1-3

とりざね

神戸市垂水区仲田1-1-4

ｶﾗｵｹ喫茶 おけいさん

神戸市垂水区仲田1-1-5

焼肉焼肉四妃 垂水店

神戸市垂水区仲田1-1-5

ヴｨｰﾅｽ

神戸市垂水区仲田1-1-5-2F

OWL

神戸市垂水区仲田1-1-9

季節の小料理 玉ゆら

神戸市垂水区仲田1-3-22

垂水平安祭典会館

神戸市垂水区仲田1-7-26

LA NON LISTA

神戸市垂水区仲田2-1-52ｱ-ﾙヴｨﾗ-ｼﾞｭ1F

お好み焼 かいちゃん

神戸市垂水区朝谷町519-160-1F

ｶﾗｵｹ喫茶Rino

神戸市垂水区天ﾉ下10-20

ｶﾗｵｹ喫茶 緯風
トランクデザイン

神戸市垂水区天ﾉ下1-1-212
垂水店

神戸市垂水区天ノ下町11-10

垂水屋台えんや

神戸市垂水区天の下町1-1-166

ｽﾅｯｸ ｶﾙﾒﾝ

神戸市垂水区天ﾉ下町1-1-211

ご馳走や黒ひげ

神戸市垂水区天ﾉ下町1-1-216

明石焼ふわっ

神戸市垂水区天ﾉ下町1-1-B159

とりとん垂水店

神戸市垂水区天の下町1-1ｳｴｽﾃ垂水214号とりとん垂水店

ﾆｭｰｼﾙﾊﾞｰ

神戸市垂水区天ﾉ下町1-1ｳｴｽﾃ垂水2F

焼鳥まさ垂水店

神戸市垂水区天ﾉ下町12-10

ARROW

神戸市垂水区天ﾉ下町5-1

ｶﾗｵｹｷｯｻｽﾀｼﾞｵｸﾞﾘｰﾝ

神戸市垂水区東垂水2-23-3

のみ処ちあき

神戸市垂水区東垂水町字菅ﾉ口706

ﾃﾗｽﾚｽﾄﾗﾝ ｻﾝﾄﾛﾍﾟ

神戸市垂水区東舞子町18-11

日本料理･寿司 有栖川

神戸市垂水区東舞子町18-11

中国料理 壺中天

神戸市垂水区東舞子町18-11小林 誠一郎

店舗名

住所

竹蔵

神戸市垂水区東舞子町7-17-101

ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ ｿﾙ

神戸市垂水区東舞子町717104

Chelsea

神戸市垂水区桃山台2-13-2

ｶﾌｪ森のﾍﾞﾝﾁ

神戸市垂水区桃山台4-1-5

VIVA

神戸市垂水区南多聞台3-2-10

やき鳥 とり桜

神戸市垂水区南多聞台3-2-10

ｽﾅｯｸｻｻﾞｴ

神戸市垂水区南多聞台3-4-13

蛍

神戸市垂水区南多聞台3-4-19

Y's Bar

神戸市垂水区南多聞台3-4-19ｺ-ﾎﾟﾗｲﾌ1F

いっちゃん

神戸市垂水区南多聞台3-4-19ｺ-ﾎﾟﾗｲﾌ1F

Bar Mrm ﾊﾞﾙ ｴﾑﾙｴﾑ

神戸市垂水区南多聞台3-6-222F

吉野家 垂水駅東口

神戸市垂水区日向1-145-4

茶房 伽藍洞

神戸市垂水区日向1-4-1-140

炭火 angler

神戸市垂水区日向1−4−1ﾚﾊﾞﾝﾃ垂水1番館139号

味日記

神戸市垂水区日向1-5-1-110

美味肴処N ori

神戸市垂水区日向1-5-1ﾚﾊﾞﾝﾃ垂水2番館

女王蜂

神戸市垂水区日向1-5-1ﾚﾊﾞﾝﾃ垂水2番館117

和食処 將

神戸市垂水区日向1-5-1ﾚﾊﾞﾝﾃ垂水2番館122

ｽﾃｰｷ工房小粋

神戸市垂水区日向1-5-1ﾚﾊﾞﾝﾃ垂水2番館124

居酒屋べっぴん屋

神戸市垂水区日向１丁目5-1

魚菜処わたつみ

神戸市垂水区日向2-2-4

九郎右衛門珈琲

神戸市垂水区日向2-2-7

もん吉

神戸市垂水区日向2-3-7

魚菜屋 海祭

神戸市垂水区日向2-3-7

leaf

神戸市垂水区日向2-5-23吉本 大嗣

聖龍

神戸市垂水区日向2-5-24

てぃｰだ

神戸市垂水区日向2-5-25

居酒屋たこつぼ

神戸市垂水区日向2-5-25

大宝

神戸市垂水区美山台3-1-1

居酒屋泰ちゃん

神戸市垂水区舞子坂3-14-25ﾘｯﾂ舞子坂

お食事処てつや

神戸市垂水区舞子坂3-18-37

舞子串の助

神戸市垂水区舞子坂3-2-13

炭火焼き鳥 ゆ鳥 舞子坂店

神戸市垂水区舞子坂4-1-7

ｶﾗｵｹえい子ちゃん

神戸市垂水区舞子坂4-1-7ｼﾃｨﾋﾞﾙB1

ｶﾗｵｹﾗﾝﾁ

神戸市垂水区舞子坂4-1-7舞子ｼﾞｮｲﾋﾞﾙB1

ｶﾗｵｹ処 穂の花

神戸市垂水区舞子坂4-1-7舞子坂ｼﾃｨﾋﾞﾙBF

お酒とお料理たもや

神戸市垂水区舞子台1-1-8ヴｨﾗ舞子公園B1F

居酒屋なっちゃん

神戸市垂水区舞子台2-2-1-251

レバンテ2番館１F１０９

店舗名

住所

お食事処 美ふさ

神戸市垂水区舞子台3-13-4

二升五合

神戸市垂水区舞子台3-13-4

焼き鳥 あべちゃん

神戸市垂水区舞子台5-1-17

舞子平安祭典会館

神戸市垂水区舞子台6-10-10

こずみっく

神戸市垂水区舞子台6-10-5舞子久保ﾋﾞﾙ2F

CAFE&BEER

HARERUYA

神戸市垂水区舞子台6-19-14Fuji菊ﾋﾞﾙ1F西

和ﾊﾟｽﾀさくら

神戸市垂水区舞子台8-15-18

CAFE&BEER HARERUYA

神戸市垂水区舞子台8-23-12ﾊﾚﾙﾔ

はま寿司垂水多聞店

神戸市垂水区舞多聞西8-5

ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ ﾌﾞﾙﾒｰﾙ舞多聞店

神戸市垂水区舞多聞東2-1-45ﾌﾞﾙﾒ-ﾙ舞多聞1F

家族亭 舞多聞店

神戸市垂水区舞多聞東2-1-45ﾌﾞﾙﾒ-ﾙ舞多聞2F

ﾌﾟﾃｨﾌｰﾙｶﾌｪﾛﾝﾃｨﾓﾝ

神戸市垂水区舞聞西7-9-4

なかま

神戸市垂水区福田2-3-1

ｿｼｱﾙ･ﾓｱ ｶﾗｵｹ洋子

神戸市垂水区福田2-3-2

ｴｽｱｰﾙ

神戸市垂水区福田2-3-5

居酒屋なぎら

神戸市垂水区福田3-3-18-102

麦舎

神戸市垂水区福田4-4-34斉元方

仲よし

神戸市垂水区福田4-5-18

呑み処ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ笑夢

神戸市垂水区福田4-5-18

ｶﾌｪﾄﾞﾘｰﾑ

神戸市垂水区福田4-5-20

増田屋平磯店

神戸市垂水区平磯1-1-23

lien

神戸市垂水区平磯3-4-8ﾌｪﾆｯｸｽK1-1F

くら蔵

神戸市垂水区平磯3-7-10

Bistrot ciero
café

ﾋﾞｽﾄﾛ ｼｴﾛ

R

神戸市垂水区平磯4-1-8
神戸市垂水区平磯4-1-8-1W&Rｱﾊﾟ-ﾄﾒﾝﾄ013号室

ｶﾗｵｹ喫茶ｴｰｽ

神戸市垂水区平磯4-2-10松栄ﾋﾞﾙ

Trattoria kappa

神戸市垂水区平磯4-2-10松栄ﾋﾞﾙ1階

酒肴屋 くやすけ

神戸市垂水区平磯4-4-12

Bar Ghost Note

神戸市垂水区平磯4-4-14みふねﾋﾞﾙ2F

くずし割烹ZUTTO

神戸市垂水区平磯4-4-16川本ﾋﾞﾙ1F

美味しんぼう ひで

神戸市垂水区平磯4-4-18佐伯ﾋﾞﾙ1階奥

Bar Nest

神戸市垂水区平磯4-4-18佐伯ﾋﾞﾙ3F

赤玉

神戸市垂水区平磯4-4-19王子ﾋﾞﾙ2F

ｱｼﾞｱﾝｶﾌｪﾊﾞｰ ﾄｩﾗﾝﾌﾞﾗﾝ

神戸市垂水区平磯4-4-19王子ﾋﾞﾙ3F

韓食堂 Mokcha

神戸市垂水区平磯4-5-14

炭火焼鶏じろう 垂水店

神戸市垂水区平磯4-5-5

鳥貴族 垂水店

神戸市垂水区平磯4-5-52F

お好み焼鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞはやびと

神戸市垂水区平磯4-5-5ﾋﾞﾗﾉ-ﾌﾞﾙ垂水201

店舗名

住所

MAJESTA1~ﾏｼﾞｪｽﾀﾜﾝ~

神戸市垂水区平磯4-5-5ﾋﾞﾗﾉ-ﾌﾞﾙ垂水3F

ｶﾗｵｹﾊﾟﾌﾞ nonnon

神戸市垂水区平磯4-5-5ﾋﾞﾗﾉ-ﾌﾞﾙ垂水3階G

赤玉

神戸市垂水区平磯4-5-6森本ﾋﾞﾙ1F

すなっく みゅうみゅう

神戸市垂水区平磯4-5-82F

あやめ

神戸市垂水区平磯町4-4-18佐伯ﾋﾞﾙ2階

ﾀﾞｯｸﾃｰﾙ ﾌﾟﾗｽ

神戸市垂水区北舞子1-2-37

華時計

神戸市垂水区本多聞1-13-7

歌謡ｽﾀｼﾞｵ101

神戸市垂水区本多聞1-20-12

もも乃木

神戸市垂水区本多聞1-20-20

居酒屋 なるき

神戸市垂水区本多聞1-20-20

わが家

神戸市垂水区本多聞1-26-1

はまゆう

神戸市垂水区本多聞1-6-10

ｽﾅｯｸ ひろ

神戸市垂水区本多聞1₋6₋10

のん｡

神戸市垂水区本多聞2-10-23-103

たもん春秋

神戸市垂水区本多聞2-10-7

居酒屋 真

神戸市垂水区本多聞2-12-26

ｳｯﾄﾞﾃｨﾝﾌﾟﾙ

神戸市垂水区本多聞2-12-30-105

寿司淡路

神戸市垂水区本多聞2-2-7

酒味花乃

神戸市垂水区本多聞2-4-5

日本料理 花菱

神戸市垂水区本多聞6-22-2

萬力

神戸市垂水区霧が丘7-7-20

太田家 桃彩家

神戸市垂水区名谷町1460-4

くら寿司名谷店

神戸市垂水区名谷町1745

ｺﾅｽﾞ珈琲垂水

神戸市垂水区名谷町2035-1

しゃぶ葉垂水名谷

神戸市垂水区名谷町2043-1

藤乃家

神戸市垂水区名谷町2251

Cafe & Bar ぱんでぶｰび

神戸市垂水区名谷町604

M's Kitchen

神戸市垂水区名谷町604

ｽﾃｰｷﾊｳｽDON

神戸市垂水区名谷町859-7

九州らｰめん亀王 名谷店

神戸市垂水区名谷町982ｳｨﾝﾄﾞﾊﾞﾚ-1階

山神山人垂水名谷店

神戸市垂水区名谷町横尾1796-1

ｶﾞｽﾄ名谷

神戸市垂水区名谷町字横尾1769

西日本高速道路ﾘﾃｰﾙ(株)名谷上売店

神戸市垂水区名谷町字権行司1179-1

かっぱ寿し

神戸市垂水区名谷町字平ﾉ垣内841-1ﾌﾙ-ﾙ名谷102

おおたや

神戸市垂水区陸ﾉ町10-30 伊藤ﾏﾝｼｮﾝ 1階北

和び茶び

神戸市垂水区陸ﾉ町1ｰ10ｻﾝﾊｲﾂ103

CAFE LOCO

神戸市垂水区陸ﾉ町1-13

洋食さかぐち

神戸市垂水区陸ﾉ町1-27

店舗名

住所

TAVOLATA

神戸市垂水区陸ﾉ町1-28M&Cﾋﾞﾙ103

分福茶釜

神戸市垂水区陸ﾉ町1-30ﾌﾗﾜ-ﾋﾞﾙ1階

呑み処

彩香

神戸市垂水区陸ﾉ町1-9ｻｷﾞﾉﾋﾞﾙ2階

おばんざい まいど

神戸市垂水区陸ﾉ町2-28

ｶﾙﾊﾟﾄﾞｰﾙ

神戸市垂水区陸の町2-32ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ2階

ｱヴｪｰﾙ

神戸市垂水区陸ﾉ町2-32ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ3F

うしまる

神戸市垂水区陸ﾉ町2-5

cafe iiyo

神戸市垂水区陸ﾉ町7-16

Kusabi

神戸市垂水区陸ﾉ町7-20ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾞﾙ2F

やる気いっしん

神戸市垂水区陸ﾉ町8-26

