店舗名

住所

はなまるうどんﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店2番館店

神戸市西区6椛台5-2-31Fﾚｽﾄﾗﾝ街

広東餃子房

神戸市西区伊川谷町潤和1156-3

ひのき苑

神戸市西区伊川谷町潤和1301-5

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ神戸伊川谷店

神戸市西区伊川谷町潤和713-1

太山寺珈琲焙煎室

神戸市西区伊川谷町前開265-1

大山寺温泉 なでしこの湯

神戸市西区伊川谷町前開270‐1

随縁ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ西神戸ｺｰｽ

神戸市西区伊川谷町前開700

ｶﾗｵｹ喫茶 鳳凰

神戸市西区伊川谷町長坂939-1

喫茶ｳｴｽﾄ

神戸市西区伊川谷町別府字柴垣内1709-10

炭火焼ひろひろ

神戸市西区伊川谷町有瀬1057-3ﾋﾟｭｱｱﾘｾ1F

炭火焼鳥 ひろﾎﾟﾝ

神戸市西区伊川谷町有瀬1288井上ﾋﾞﾙ101

松屋 神戸伊川谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬1304

香の川製麺 伊川谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬1356-1

熟成焼肉いちばん大蔵谷

神戸市西区伊川谷町有瀬1388

焼肉倶楽部いちばん 大蔵谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬1388

焼肉きんぐ神戸学院前店

神戸市西区伊川谷町有瀬1727-1

どやっ

神戸市西区伊川谷町有瀬31−1

K&PASTA

神戸市西区伊川谷町有瀬318

くいもんや なんどいや

神戸市西区伊川谷町有瀬48-11

れんこん

神戸市西区伊川谷町有瀬490-5

淡路国 豚吉

神戸市西区伊川谷町有瀬491

ん

神戸市西区伊川谷町有瀬49-11神陵台ﾊｲﾂ1F

Barれおん

神戸市西区伊川谷町有瀬491-4

ﾎﾟﾃｶﾞｸ

神戸市西区伊川谷町有瀬516-2-2-A

杉家

神戸市西区伊川谷町有瀬516-2ｱﾘｭ-ﾙ学院前Ⅱ1F-B

和食さと 伊川谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬541-1

韓国家庭料理立のみ処銀淑

神戸市西区伊川谷町有瀬543-1

夏夏

神戸市西区伊川谷町有瀬543-1横山ﾋﾞﾙ102

くら寿司大蔵谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬660-4

ﾌﾞﾛﾝｺﾋﾞﾘｰ大蔵谷ｲﾝﾀｰ店

神戸市西区伊川谷町有瀬692-1

神戸唐唐亭 大蔵店

神戸市西区伊川谷町有瀬744-1

ｶﾗｵｹ喫茶 音色

神戸市西区伊川谷町有瀬757-202

お食事処 きっちん

神戸市西区伊川谷町有瀬757-203

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ食堂 KUH

神戸市西区伊川谷町有瀬763

焼肉ﾉ志志

神戸市西区伊川谷町有瀬766-1ﾋﾞｻｲﾄﾞ大蔵谷104

八庄屋 大蔵谷店

神戸市西区伊川谷町有瀬寺土橋650-1

鮨いざかや 樹

神戸市西区伊川谷有瀬1057-3

魚べい神戸西神南店

神戸市西区井吹台西町1-2-5

店舗名

住所

和牛焼肉 牛のよだれ ｾﾘｵ西神南店

神戸市西区井吹台東町1-1

花門亭西神南ｾﾘｵ店

神戸市西区井吹台東町1-1ｾﾘｵ1F

紫陽花

神戸市西区井吹台東町3-1-78

やきとりおばけ

神戸市西区押部谷町715−1お化け屋敷1F

串ｶﾂ 千

神戸市西区押部谷町栄252-4

美の川

神戸市西区押部谷町栄273-4

神戸ﾜｲﾅﾘｰ(農業公園)

神戸市西区押部谷町高和1557-1

神戸ﾜｲﾅﾘｰBBQ KOBE WEST

神戸市西区押部谷町高和1557-1

ｶﾞｽﾄ押部谷

神戸市西区押部谷町福住543-1

Beco

神戸市西区押部谷町福住688-32-1

喫茶 木の実

神戸市西区押部谷町木見561

西神戸ｺﾞﾙﾌ場

神戸市西区押部谷町木見975-1

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾆｭｰﾒﾛﾃﾞｨ

神戸市西区押部谷町木幡103

串かつ居酒屋 雅

神戸市西区王塚台2-59

ｶﾌｪ西風

神戸市西区王塚台5-24ｳｴｽﾄヴｨﾗ西本102号

とらじ｢桔梗｣

神戸市西区王塚台5-48-4

お惣菜&お弁当の店 のりちゃん

神戸市西区王塚台5-91-2-103

ﾋｯﾄｽﾀｼﾞｵ･ﾌﾚﾝﾄﾞ

神戸市西区王塚台6-15

ﾋﾞｽﾄﾛ ﾐﾆｮﾝ

神戸市西区王塚台6-77-1

鉄板焼ｷｯﾁﾝﾍﾟｺ

神戸市西区王塚台6-95

日の丸食堂

神戸市西区王塚台7-105

ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪRico

神戸市西区王塚台7-39

ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ

神戸市西区王塚台7-52-1

浦正別邸

神戸市西区王塚台7-82-1

Chiffon Cafe Happy

神戸市西区王塚台7-82-101

旨味wasabi

神戸市西区王塚台7-82-104ｸﾛ-ﾊﾞ-ｽﾞﾏﾝｼｮﾝ

笑笑 学園都市駅前店

神戸市西区学園西町1-1-1

とんかつひろ喜ﾌﾟﾗｽ学園都市駅前店

神戸市西区学園西町1-1-1ﾕﾆﾊﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ1階

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ神戸学園都市駅前店

神戸市西区学園西町1-1-2

めん処 一休庵

神戸市西区学園西町1-13学園都市駅ﾋﾞﾙ1階

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ神戸ｷｬﾝﾊﾟｽｽｸｴｱ店

神戸市西区学園西町1-4

ﾗ•ﾌﾙｰﾙ 学園都市店

神戸市西区学園西町1-4-1ｷｬﾝﾊﾟｽｽｸｴｱ本館1階

PT-kitchen

神戸市西区丸塚1-22-11

へいあん家族葬ﾎｰﾙ たむけ(玉津)

神戸市西区丸塚2-6-9

あじｰる

神戸市西区岩岡町岩岡2058

居酒屋一輝

神戸市西区岩岡町岩岡653-5

きゃべつ畑

神戸市西区岩岡町岩岡986-3

台湾料理阿里山

神戸市西区岩岡町古郷1489-29

店舗名

住所

得得岩岡店

神戸市西区岩岡町古郷1489-29

炭火焼鳥あさやん

神戸市西区岩岡町野中105-1

日本料理花ふじ

神戸市西区宮下1-10-8

ｻｲｾﾞﾘﾔ玉津店

神戸市西区玉津新方447-1

1.2.3

神戸市西区玉津町丸塚1-29-11

お食事処 あき

神戸市西区玉津町吉田493-2 ﾏﾝｼｮﾝｾﾚｸﾄ1F

風来坊

神戸市西区玉津町高津橋114-1

とりどｰる西神戸店

神戸市西区玉津町高津橋121‐1

とらっとりあ義村

神戸市西区玉津町高津橋264-8

ﾃﾞﾝｽｹ

神戸市西区玉津町高津橋291-1

井上酒店

神戸市西区玉津町高津橋294-3

游月

神戸市西区玉津町高津橋610-1-103

お好み焼き 心

神戸市西区玉津町今津176-1

まぁ呑んでいって屋やっさん

神戸市西区玉津町出合210-4

くら寿司玉津店

神戸市西区玉津町出合96-1

焼肉 中村

神戸市西区玉津町上池15-11

家味

神戸市西区玉津町上池181

お好み焼き おかめ

神戸市西区玉津町上池314-13

平井酒店

神戸市西区玉津町上池34-1-11号棟

喫茶ﾎﾟﾋﾟｰ

神戸市西区玉津町新方162-1

とうふ工房 亜蔵

神戸市西区今寺37-16

大力寿司

神戸市西区桜が丘中町3-2-1

ｽﾅｯｸ まどか

神戸市西区枝吉2-97-1

家庭料理 ｿｳﾙ

神戸市西区枝吉2-97-1

なやんだらここ

神戸市西区枝吉2丁目124

松屋神戸玉津店

神戸市西区枝吉5-147

丸亀製麺西神戸

神戸市西区持子1-201

Cafe&Bar CocoA

神戸市西区持子3-39テルース21千代ビル106

古長

神戸市西区持子3-4

ｽﾅｯｸ 北京

神戸市西区秋葉台1-1-21

呑み処わぁ

神戸市西区秋葉台1-1-30

明日香 西神春日ﾌﾟﾗｻﾞ店

神戸市西区春日台3-3

創作ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ ﾕﾆｯｸ

神戸市西区春日台3-3かすがﾌﾟﾗｻﾞ内

石窯ﾊﾟﾝ工房ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪ西神店

神戸市西区春日台5-1-1

前田屋

神戸市西区小山3-12-19-103

焼肉 櫻

神戸市西区上新地1-7-1

大和会館 和阪やわらぎﾎｰﾙ

神戸市西区森友1-152-1

ｶﾞｽﾄ神戸森友

神戸市西区森友2-39-1

店舗名

住所

ﾋﾞｱｰﾄﾞﾊﾟﾊﾟ ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店

神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店1F

きりん

神戸市西区神出町1270

珈専舎たんぽぽ

神戸市西区神出町広谷608-4

多良福 ひなたぼっこ

神戸市西区神出町紫合668

ｵｰﾍﾞﾙｼﾞｭ

神戸市西区神出町田井268-8

串36

神戸市西区神出町田井273ﾋﾞｯｸﾊｳｽ103

畑のごちそう風と雲

神戸市西区神出町田井795

まきば(別館) [和牛館]

神戸市西区神出町東1180-15

ﾚｽﾄﾊｳｽ まきば

神戸市西区神出町東1180-15

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝほうらく

神戸市西区神出町東917-2

CAFÉ ﾑｯｸ

神戸市西区水谷1-8-11

ｵｯｷｵ･ﾃﾞﾙ･ﾃｨﾌｫｰﾈ

神戸市西区前開南町1-7-6ｸﾞﾗﾝｼﾃｨKOBE3

鉄板Diningからし

神戸市西区前開南町1-7-6ｸﾞﾗﾝｼﾃｨkobe31F

珈琲館 水苑

神戸市西区大沢1-4-5

天ぷら割烹一夢

神戸市西区大沢2-10-8ﾌｪﾘ-ﾁｪ大沢102

ﾒｼﾊﾞﾙ庵

神戸市西区大津和1-3-11ｱ-ﾍﾞﾝﾄﾛ-ﾄ西神戸1-A

Destiny

神戸市西区大津和1-3-13

八庄屋 大津和店

神戸市西区大津和1-3-5

はま笑

神戸市西区大津和1-7-8WEST2000102

花ごころ

神戸市西区大津和2-8-1

稲穂

神戸市西区大津和2-8-2

花鼓

神戸市西区大津和2-9-1

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞひよこ

神戸市西区大津和3-1-10ｼﾞｭﾈｽﾀﾁﾊﾞﾅ1Fﾃﾅﾝﾄ

海鮮鉄板焼 ｽﾝちゃん

神戸市西区池上2-34-1-1F

ﾌｧﾐﾘｰ

神戸市西区池上3-1-1

お食事処 つくし

神戸市西区池上3-1-3ｼｬﾄﾙ池上2-B

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 伊川谷店

神戸市西区池上3-2-7ｸﾞﾘ-ﾝﾌﾟﾗｻﾞ神戸1F

有限会社ﾐﾝﾐﾝ西神戸

神戸市西区池上3-6-14-103

京助

神戸市西区池上3-6-14ｻﾝｼｬｲﾝ川久102

なか卯伊川谷店

神戸市西区池上4-23-1

Noir

神戸市西区池上4-28-1

お好み焼･鉄板焼 小松

神戸市西区池上4-7-4ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ1階

とり禅

神戸市西区南別府1-13-17-102

ｶﾗｵｹBanBan 伊川谷店

神戸市西区南別府1-16-1

葵鮨

神戸市西区南別府1-18-16ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊｲﾂ51階

NORTHCAFE

神戸市西区南別府1-19-4

なごみ家

神戸市西区南別府1-19-4

和食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ彩の葉

神戸市西区南別府1-20-4池田ﾊｲﾂ1-B

店舗名

住所

花時計

神戸市西区南別府2-2-1

家庭の味胡座

神戸市西区南別府4-368-4

備長炭焼肉弘一

神戸市西区二ﾂ屋1-3-1

cafe COCOCHI

神戸市西区白水2-18-49

ｶﾗｵｹﾚｲﾝﾎﾞｰ伊川谷店

神戸市西区白水3-2-16

明石ｺﾞﾙﾌ倶楽部

神戸市西区櫨谷町寺谷1217

大神戸ｺﾞﾙﾌ倶楽部

神戸市西区櫨谷町友清157

平安祭典西神会館

神戸市西区美賀多台9-2-1

せんべろ食堂 HANARE

神戸市西区美穂が丘5-3-2

からみそﾗｰﾒﾝふくろう食堂神戸福吉台

神戸市西区福吉台1-1617-7

どんぶり屋 いち松

神戸市西区平野町219-2

居酒屋 あおやま

神戸市西区平野町印路345-1

焼肉たにざき

神戸市西区平野町印路430

生麺工房五郎八郎

神戸市西区平野町下村275-1

有限会社 西神飯店

神戸市西区平野町向井44-8

ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ神戸平野店

神戸市西区平野町向井字前垣内41-1

SUCLUB

神戸市西区平野町黒田144

ﾊﾟﾃｨｼﾉﾜﾌｼﾞｶﾜ

神戸市西区平野町黒田176-1

かふぇ かるむ

神戸市西区平野町黒田322

SIRIUS CAFE

神戸市西区北別府1-1-1

ﾄﾘﾉﾆｼｶﾜ

神戸市西区北別府3-1-1

居酒屋ちゃんす

神戸市西区北別府4-15の2ﾊｲﾂﾒﾙｼ-1のA

ｶﾞｽﾄ神戸北別府

神戸市西区北別府4-2-4

ｽｼﾛｰ 伊川谷店

神戸市西区北別府5-16-1

ﾏｼﾞｶﾙ

神戸市西区北別府5-17-32F

お好み焼き 天

神戸市西区北別府5-24-3

日本料理 花琳

神戸市西区北別府5-24-3101

いくら家 丼 伊川谷店

神戸市西区北別府5-24-4-1A

喫茶 明日香 伊川谷店

神戸市西区北別府5-28-1

いっぷく庵

神戸市西区北別府5-28-4-103

kfcｶﾅｰﾄ西神戸店

神戸市西区竜が岡1-21-1

ｶﾞｽﾄ西神戸

神戸市西区竜が岡1-21-1

くら寿司西神戸店

神戸市西区竜が岡1-21-1

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂｲｽﾞﾐﾔ西神戸

神戸市西区竜が岡1-21-1

ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ&ｶﾊﾞﾌﾞ

神戸市西区竜が岡1-21-1 ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

小川珈琲西神戸店

神戸市西区竜が岡1-21-1 ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店1F

大釜屋 西神戸店

神戸市西区竜が岡1-21-1ｶﾅ-ﾄ西神戸店1F

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ神戸大久保ｲﾝﾀｰ店

神戸市西区竜が岡1-22-1

店舗名

住所

一品料理あた川

神戸市西区竜が岡2-6-1

Wagyu Jockey

神戸市西区竜が岡4-20-12

杉繁

神戸市西区竜が岡5-1-1

中華料理 いっ軒

神戸市西区竜が岡5-22-3

ﾓﾙﾄｸｵｰﾚ

神戸市西区和井取3-33

牛伝 西神中央店

神戸市西区糀台5-2-1ﾌﾟﾚﾝﾃｨ東館401号

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 西神中央店

神戸市西区糀台5-2-3

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋ﾌﾟﾚﾝﾃｨ西神中央店

神戸市西区糀台5-2-3ﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店1番館

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽﾃｰｷ 西神中央店

神戸市西区糀台5-2-3ﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店2番館2階

さち福やｶﾌｪ 西神中央店

神戸市西区糀台5-2-3-ﾌﾟﾚﾝﾃｨ-二番館1F

目利きの銀次

神戸市西区糀台5-3-11

西神中央駅前店

ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ西神中央店

神戸市西区糀台5-3-4

あんばい西神中央店

神戸市西区糀台5-6-1-513

さんきゅう水産 西神中央店

神戸市西区糀台5-6-1ﾌﾟﾚﾝﾃｨ2番館

家族亭 西神中央店

神戸市西区糀台5-6-1ﾌﾟﾚﾝﾃｨ専門店2番館1F

鎌倉ﾊﾟｽﾀﾌﾟﾚﾝﾃｨ神戸西神中央店

神戸市西区糀台5-6-1ﾌﾟﾚﾝﾃｨ二番館1F

ﾌﾞｯﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ嵯峨野

神戸市西区糀台5-6-3

神戸珈琲物語 西神中央店

神戸市西区糀台5-9-4

エクセルシオールカフェエキソアレ西神中央店

神戸市西区糀台５‐９‐４

中国料理

神戸市西区糀台5-9-4

金龍閣

お持ち帰り寿司力丸

西神中央店
エキソアレ西神中央店

エキソアレ西神中央 5階

神戸市西区糀台5-9-4エキソアレ西神中央1F

