店舗名

住所

たぬき

西宮市津門川町10-16

ケアラボデリ

西宮市生瀬町2-2-7

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ西宮北口

西宮市芦原町9-27

いっきゅうさん西宮店

西宮市鞍掛町43-2

にく次郎西宮店

西宮市鞍掛町43-2

白鷹禄水苑

西宮市鞍掛町5-1

東京竹葉亭 西宮店

西宮市鞍掛町5-1(白鷹緑水苑内)

白鹿ｸﾗｼｯｸｽ

西宮市鞍掛町7-7

ﾗヴｪﾆｰﾙ･ﾁｬｲﾅ

西宮市羽衣町10-21夙川KSﾋﾞﾙ1F

和洋酒彩 河童

西宮市羽衣町10-21夙川KSﾋﾞﾙ地下一階

焼鳥 あお山

西宮市羽衣町10-41ksﾋﾞﾙ2

ZICO HOUSE

西宮市羽衣町10-41夙川KSﾋﾞﾙ4F

Bar 遊山

西宮市羽衣町10-43夙川10番館1F

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ阪急夙川駅前店

西宮市羽衣町10-5

ｼｮｯﾄﾊﾞｰｻｰｸﾙ

西宮市羽衣町10-7michelleshukugawaB1

SHERRY BAR A&G

西宮市羽衣町3-19

鮨 季節料理 葵

西宮市羽衣町4-23-105

糀家

西宮市羽衣町5-12夙川ﾌﾟﾚｲｽﾋﾞﾙ2F

ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙﾊﾞｰ

西宮市羽衣町5-23ﾊﾞ-ﾄﾝﾋﾞﾙ3f

wineshop recork

西宮市羽衣町5-23ﾊﾞ-ﾄﾝﾋﾞﾙB1

旬彩ゆずや

西宮市羽衣町6-1-102

ひとこころ

西宮市羽衣町6-51F

ﾀﾞﾁｪﾝﾁﾉ

西宮市羽衣町7-15

ｲﾀﾘｱ小料理江坂

西宮市羽衣町7-21-104

ｼｮｯﾄﾊﾞｰﾙﾊﾟﾝ

西宮市羽衣町7-26-101

おでん そばの実

西宮市羽衣町7-26-104

串かつぼんぼり

西宮市羽衣町7-26MIZUKIｱﾙﾍﾟｼﾞｵ夙川103号

ﾋﾙﾄｯﾌﾟ

西宮市羽衣町7-26mizukiｱﾙﾍﾟｼﾞｵ夙川105

菓一條栄久堂吉宗

西宮市羽衣町7-26MIZUKIｱﾙﾍﾟｼﾞｵ夙川1F

立ち呑み処 松原

西宮市羽衣町7-28夙川ﾆｼﾀﾞﾋﾞﾙ1F

羅甸區

西宮市羽衣町7-28西田ﾋﾞﾙ2F

おいっ! 店長

西宮市羽衣町7−28西田ﾋﾞﾙ3F

夙川ｶﾚｰ食堂ﾄﾘﾆﾃｨ

西宮市羽衣町7-30夙川ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ206

ｼｭｸｶﾞﾜﾊﾞｰﾙ

西宮市羽衣町7-38夙川ｽﾄ-ｸﾏﾝｼｮﾝ103号

中華料理 永峰

西宮市越水町3-20

ｶﾞｽﾄ 越水店

西宮市越水町3-3

武田尾温泉 元湯

西宮市塩瀬町名塩4205-1

西宮名塩神姫ﾚｽﾄﾗﾝ

西宮市塩瀬町名塩字蛇豆906

店舗名

住所

よみうりｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ･16番売店

西宮市塩瀬町名塩北山5313-43

よみうりｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ･7番売店

西宮市塩瀬町名塩北山5313-43

ﾚｽﾄﾗﾝｱﾗｽｶよみうりｳｴｽﾄ店

西宮市塩瀬町名塩北山読売ｺﾞﾙﾌ場 よみうりｺﾞﾙﾌｳｴｽﾄｺｰｽ内

株式会社ｱﾗｽｶ読売ﾒﾝﾊﾞｰ店

西宮市塩瀬町名塩北山読売ｺﾞﾙﾌ場よみうりｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ内

Hunte'stable

西宮市岡田山6の5

Namaste lndia

西宮市屋敷町22-23

CHICKEN RANCH

西宮市下大市西町2-17-202

手作り料理 たなか｡

西宮市下大市西町2-17永光ﾋﾞﾙ103号

卸直売&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ活貝ｾﾝﾀｰ門戸厄神漁港

西宮市下大市西町2-17永光ﾋﾞﾙ104号

ｽﾅｯｸｽﾌｨﾝｸｽ

西宮市下大市西町3-24

炭火焼肉門戸厄神肉焼屋

西宮市下大市東町13-8-1B

Dining BarArekey

西宮市下大市東町14-8

ｽﾅｯｸ ﾌﾞｰｹ

西宮市下大市東町20-5

創作料理 酎父

西宮市下大市東町20-5-101

鳥伸門戸店

西宮市下大市東町33-25

鳥や 小鉄

西宮市下大市東町4-2ｽﾄ-ｸﾋﾞﾙ門戸1F

なかむら

西宮市花園町10-17

ｺﾌﾚｱｺｰﾋｰ

西宮市花園町10-26

Curry house ｴｰﾙ

西宮市花園町11-27

GALLERY NU-VU

西宮市霞町3-28

炭火焼鳥とりまさ 夙川店

西宮市霞町5-44

うなぎ料亭山重 夙川店

西宮市霞町5-44ヴｨﾝﾃ-ｼﾞ夙川1階

BEEF bar

西宮市霞町5-44ヴｨﾝﾃ-ｼﾞ夙川301

雄

旬彩酒楽恵や

西宮市霞町5-44ﾋﾞﾝﾃ-ｼﾞ夙川102

こきんた甲子園店

西宮市学文殿町1-8-24甲子園ﾏﾆﾝﾋﾞﾙ1F

Mellow

西宮市学文殿町1-8-25

ｶﾗｵｹｻﾛﾝ あいらんど

西宮市学文殿町1-8-25甲子園ﾏﾆﾝﾋﾞﾙB1

座右の麺

西宮市学文殿町1-8-29

焼肉 あかり屋

西宮市学文殿町2-7-22

華SAKU ｸﾘｽﾃﾘｱ店

西宮市笠屋町1

串ｶﾂ居酒屋てまりちゃん

西宮市笠屋町12-10

SOUND&COFFEE HIROSAN

西宮市笠屋町17-36-102号

味処はなまる

西宮市笠屋町17-4

喫茶ｶﾗｵｹﾀｲﾑ

西宮市笠屋町18-10ｸﾚｽﾄ289101

ﾎﾟﾄｽ

西宮市笠屋町6-12

お好み焼おけ

西宮市笠屋町7-4

居酒屋いつき

西宮市瓦林町20-17

鮨 まき田

西宮市瓦林町2-15

店舗名

住所

小皿中華OｰCHAI

西宮市菊谷町12-37

kantaro

西宮市菊谷町13-20ｴﾑ苦楽園1F

moim's

愛蓮苦楽園店

西宮市菊谷町2番25ﾋﾞﾙ2F

ｱﾝｼﾞｭｰﾙ

西宮市久出ｹ谷町10-47

はっぱや 阪神西宮店

西宮市久保町1−16渋谷ﾋﾞﾙ1F101

たいのたい

西宮市久保町1-16渋谷ﾋﾞﾙ1階

喫茶 椎の実

西宮市久保町6-10

西宮白菜ｷｯﾁﾝ ｺﾙﾁﾅ

西宮市久保町8-18

ﾄﾘｴ食堂

西宮市宮前町6-11

高要寿司

西宮市宮前町6-14

そば太鼓亭 西宮弓場店

西宮市弓場町7-30

ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ芦屋店

西宮市弓場町9-31

鉄板市場

西宮市弓場町9-33

GATO

西宮市郷免町1-10

夙川平安祭典会館

西宮市郷免町3番17号

和の薫中井

西宮市熊野町1-2

ｶﾌｪ食堂 はなとｲﾇ

西宮市結善町5番28号

BAR Bell

西宮市建石町6-17

喫茶ﾐﾚｰ

西宮市古川町2-25番

北京料理 松鳳

西宮市古川町2番31号

とだ町のﾄﾄﾛ

西宮市戸田5の2の1階

ｱﾆﾁｷ

西宮市戸田町1-1-2F

でんでん

西宮市戸田町1-13

ｶﾌｪごはんはなむぐり

西宮市戸田町1-21-1階

guitto

西宮市戸田町1-2戸田町高田ﾏﾝｼｮﾝ1F東

ﾎﾙﾓﾝ屋 ぎんちょう

西宮市戸田町1-8

PIT IN55

西宮市戸田町2-16

鉄板秋山

西宮市戸田町2-1ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ西宮1F

RANMARU倶楽部

西宮市戸田町2-2西宮ﾙﾓﾝ105

海鮮炭火焼DININGなごみ

西宮市戸田町2-8-101

STAND BAKA

西宮市戸田町2-8ｴﾚｶﾞﾝｽ西宮201

カラオケ洋子

西宮市戸田町3-20

Ruppy

西宮市戸田町3−20−105

千鶴

西宮市戸田町３－２０ゴールデンパレス３０３

BREEZE

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

ﾗﾌﾞﾘｰﾜﾝK

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ101

ｶﾗｵｹ吟道

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ102

ﾁｪﾘｰ

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ201号

店舗名

住所

まるるﾝ

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ203号

ｽﾅｯｸJ

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ204

ｽﾅｯｸ ｱｳﾙ

西宮市戸田町3-20ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ205

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞOPPA08

西宮市戸田町3-22ﾌﾙ-ﾚｿﾞﾝ西宮103

ｽﾅｯｸ OHNO

西宮市戸田町3-25 ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ2 8F801

VENUS

西宮市戸田町3-25-601

TWOTHREE

西宮市戸田町3-25-703

ﾊｲﾗｲﾄ

西宮市戸田町3−25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ2-402

Bar K

西宮市戸田町3-25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ2802

ﾚｯﾄﾞﾘｰヴｽﾊﾞｰ

西宮市戸田町3-25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞⅡ1階

COCORO

西宮市戸田町3-25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞⅡ2F

ﾕｰｱﾝﾄﾞｱｲ

西宮市戸田町3-25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞⅡ602

ｽﾅｯｸ 香織

西宮市戸田町3-25ｲ-ｽﾄﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙⅡ7F

花の木 ﾙﾅ

西宮市戸田町3-27-102

Diner 103's

西宮市戸田町3-27ﾎﾞﾝｼﾞｮﾙﾉTODA101

並木寿司

西宮市戸田町3-29西宮ｽｶｲﾋﾞﾙ1階

小料理屋

うさぎ

西宮市戸田町3-30ﾌﾞﾛｯｸｽﾋﾞﾙ1B

Bloom

西宮市戸田町4-1

Pauhana

西宮市戸田町4-2

ｶﾌｪ ｻﾎﾞﾃﾝ

西宮市戸田町4-20

ﾗｲﾄﾊｳｽ

西宮市戸田町4-26ﾌﾟﾁｶﾞ-ﾃﾞﾝ305号

An's

西宮市戸田町4-26ﾌﾟﾁｶﾞ-ﾃﾞﾝ5F502

ｽﾅｯｸLUCKY

西宮市戸田町4-26ﾌﾟﾁｶﾞ-ﾃﾞﾝ西宮2F

G･･HT3

西宮市戸田町4−26ﾗ･ﾒ-ﾙ401

Smile

西宮市戸田町4-26ﾗ･ﾒ-ﾙ西宮301号

replay

西宮市戸田町4-26ﾗ･ﾒ-ﾙ西宮303号

三季

西宮市戸田町4-26ﾗ•ﾒ-ﾙ西宮505

ｶﾗｵｹ いしばし

西宮市戸田町4-26ﾗﾒ-ﾙ西宮503

Lounge Hana

西宮市戸田町4-4

楽食亭

西宮市戸田町4-7ｼﾃｨ-ｺ-ﾎﾟ西宮101

One Hundred 100's

西宮市戸田町5-19

ｲﾝﾃｲﾗｲﾐ

西宮市戸田町5-31

味菜

西宮市戸田町5-31

Live Spot Penguin

西宮市戸田町5-34ﾚﾌｧｲﾝﾄﾞ西宮302

たこよし

西宮市戸田町5-6-1F

心

西宮市戸田町5-6阪下ﾋﾞﾙ1階

ﾊﾟｽﾀ工房

西宮市戸田町5番20号

早乙

西宮市戸田町6-11 ｴｱﾘ-ﾀﾜ-2階201号

店舗名

住所

〆道

西宮市戸田町6-112階

立ち呑みくりあ

西宮市戸田町6-16ｴﾚｶﾞﾝｽ白鳥1F

鳥栄

西宮市戸田町6-17

春夏秋冬

西宮市戸田町6-17102号

串参拾六

西宮市戸田町6-17林ﾋﾞﾙ103

ﾘﾍﾞﾗﾊｳｽ

西宮市戸田町6-1ﾌｫﾚｽﾀ西宮1階

つやつ屋

西宮市戸田町6-302F西

ｱｶﾈﾁｬﾝ

西宮市戸田町6-30西宮ﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F7号

とらふぐ専門店 玉福

西宮市戸田町6-32ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞONE101

Bar N

西宮市戸田町6-8-201

LoungeN

西宮市戸田町6-8-201

C☆princess

西宮市戸田町6-8-503ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ

ﾃｨﾌｧ

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ1階

ﾌﾙｰﾙ

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ303

Lounge暁

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ7階

Ladie's Bar SCYLLA ｽｷｭﾗ

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ西宮4階

Ladie's Bar APEX

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ西宮6階

Ladie's Bar VENUS GOLD

西宮市戸田町6-8ｺｽﾓﾌﾟﾗｻﾞ西宮6階

NOODLE HOUSE らみょん

西宮市江上町2-17ﾏﾝｼｮﾝOMOYA4号

ﾋﾞｽﾄﾛ ﾃﾞﾄﾜ

西宮市江上町7-11-2F

ｶﾗｵｹKie

西宮市江上町7-5伊藤ﾋﾞﾙ102号

なか卯 西宮江上町店

西宮市江上町8−12ｴｽﾎﾟﾜ-ﾙ171

鮨 広おか

西宮市甲子園1番町11-17

すし･季節料理ひので

西宮市甲子園5番町15-14-102

居酒屋 とん平

西宮市甲子園6-16-10

馬酔木

西宮市甲子園6番町15-17

季節料理日和

西宮市甲子園7-2-6ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ甲子園B1

魚民 阪神甲子園駅前店

西宮市甲子園7番町1-27

白木屋 阪神甲子園駅前店

西宮市甲子園7番町1-27

万里

西宮市甲子園7番町20-18

ｶﾗｵｹすなっく ﾚｲ

西宮市甲子園7番町9-21

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞﾙleftstand

西宮市甲子園7番町9-21藤原ﾋﾞﾙ2階

天下一品ららぽｰと甲子園

西宮市甲子園8番町1-100ららぽ-と甲子園2階

ｷｭｰﾄ

西宮市甲子園8番町2-23 ｴﾄﾜ-ﾙ甲子園2F

TORISAN別館

西宮市甲子園8番町6-14ｱﾋﾞﾘﾃｨ甲子園102

宝楽

西宮市甲子園8番町6-18

ﾍﾞﾋﾞｰﾄﾞｰﾙ

西宮市甲子園9-1-1

味処だん

西宮市甲子園9番1-1

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ ﾎﾟﾎﾟﾛ

西宮市甲子園9番町3-2

ｶﾗｵｹ喫茶ﾌﾚﾝｽﾞ

西宮市甲子園9番町3-25

杏恋

西宮市甲子園9番町8-9

へいあん家族葬ホール たむけ (甲子園)

西宮市甲子園一番町2番3号

cafe1518

西宮市甲子園浦風町15-13

もやし

西宮市甲子園浦風町15-15

わさび

西宮市甲子園浦風町15-15

家庭料理おさる

西宮市甲子園浦風町18-17-102

旬鮮炭屋 幸

西宮市甲子園浦風町19-4-102

ｶﾌｪ･ﾌﾞﾃｨｯｸ｢ｴﾙ｣

西宮市甲子園九番町14-1

味平

西宮市甲子園九番町14-1

YUNTAN CAFE

西宮市甲子園五番町1-27樋口ﾋﾞﾙ1階

ﾛｸｲﾁ

西宮市甲子園五番町1-4 ﾄﾞｯﾄ壱番館b1-2

寿鮮

西宮市甲子園五番町14-17

味彩

西宮市甲子園五番町14-29邉ﾋﾞﾙ1F

やさい肉まき串 つむじ

西宮市甲子園五番町1-4ﾄﾞｯﾄ壱番館2F

hen鶏ながら

西宮市甲子園五番町15-14-101

やきとりわびさび

西宮市甲子園口2-1-322F

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ甲子園口店

西宮市甲子園口2-1-34

ｿﾉﾏｱﾒﾘｶﾝﾜｲﾝﾊﾞｰ

西宮市甲子園口2-1-35うはら駅前ﾋﾞﾙ2階

焼き鳥たくみ

西宮市甲子園口2-1-6

麺家 徳 甲子園口店

西宮市甲子園口2-16-1甲子園口ﾁｬﾝｽﾋﾞﾙ101

珈琲館 甲子園口店

西宮市甲子園口2-1-6安藤ﾋﾞﾙ1階

1717

西宮市甲子園口2-17-17

焼肉きむら

西宮市甲子園口2-17-20三原ﾋﾞﾙ103

海鮮たつみ

西宮市甲子園口2-1番32号

ｶﾞｽﾄﾋﾞｴﾗ甲子園口

西宮市甲子園口2-1番37号JR甲子園口駅ﾋﾞﾙ2F

四川ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞばる酸味

西宮市甲子園口2-2-12

串かつ一番

西宮市甲子園口2-24-22

IZAKAYA KENPEI

西宮市甲子園口2-24-25

pagyon

西宮市甲子園口2-24-26ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ甲子園口102

actors BAR encore

西宮市甲子園口2-24-27

お好み焼き鉄板焼き ごんちゃん

西宮市甲子園口2-24-27

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 甲子園店

西宮市甲子園口2-2-5

TAKU TAKU

西宮市甲子園口2-3-21

味と宴 花やしき

西宮市甲子園口2-3-4

和の香り

西宮市甲子園口2-4-1ｴｽﾃ-ﾄﾌｸｲ101

餃子食堂ﾏﾙｹﾝ JR甲子園口駅前店

西宮市甲子園口2-5-20

店舗名

住所

炭火焼鳥専門店まさや JR甲子園口駅の南側店

西宮市甲子園口2-5‐21

BREAK TIME

西宮市甲子園口2-5-22

Max&CO.G.K

西宮市甲子園口2-5-4BOW2-3FB

ｴﾀｰﾅﾙ

西宮市甲子園口2-5-4BOW2F

ShotBar Snugly

西宮市甲子園口2-5-4Bow2ﾋﾞﾙ地下南側

ｶﾗｵｹ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

西宮市甲子園口2-5-4BOWⅡﾋﾞﾙ2F北側

Diana

西宮市甲子園口2-5-4BOWIIﾋﾞﾙ4F

影･ｼｬﾄﾞｰ

西宮市甲子園口2-5-4Bowﾋﾞﾙ3F

Cecil

西宮市甲子園口2-5-4ﾊﾞｳ24階北側

Bar NeNe STYLE

西宮市甲子園口2-6-22

地魚屋台とっつぁん甲子園口店

西宮市甲子園口2-6-8

RED MAN

西宮市甲子園口2-7-1

とり花

西宮市甲子園口3-10-12

ｴﾄﾗﾝｼﾞｪ

西宮市甲子園口3-10-13

酒肴ひょうたん

西宮市甲子園口3-10-24-102

はっぱや 甲子園口店

西宮市甲子園口3-10-24-106

ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ甲子園口店

西宮市甲子園口3-15-12

Darts&Pool西宮ﾌﾞﾗｯｽﾞ

西宮市甲子園口3-15-12甲子園口ﾋﾞﾙ4F

Le lien

西宮市甲子園口3-15-12甲子園口ﾋﾞﾙB2号室

BAR Z3 (ｾﾞｯｻﾝ)

西宮市甲子園口3-15-12地下1階甲子園口ﾋﾞﾙB4

ﾊﾞﾙ ｶﾌｪ ｼﾞｵ

西宮市甲子園口3-15-16ﾗｲﾌ駐輪場奥

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ古賀

西宮市甲子園口3-15-8

ｹｾﾗｾﾗ

西宮市甲子園口3-15-8ｼｬﾄﾙ甲子園口

Live&BarUncleJam

西宮市甲子園口3-15-9秋津州ﾋﾞﾙ1F

BAR bruno

西宮市甲子園口3-16-12

T-ball

西宮市甲子園口3-16−4

からあげ食堂 中川家

西宮市甲子園口3-17-11

福娘

西宮市甲子園口3-17-13

FIVE-HALF

西宮市甲子園口3-17-13-2F

蕎麦酒屋ぜんぜん

西宮市甲子園口3-17-18-1

和みらｰめん甲子園口店

西宮市甲子園口3-17-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ甲子園口ﾋﾞﾙ106号

2ton

西宮市甲子園口3-18-23ﾊﾟﾃｨｵﾛ-ﾄﾞ109

ゆう

西宮市甲子園口3-20-5栄宏ﾋﾞﾙ1F115

ROSSO

西宮市甲子園口3-20-5栄宏ﾋﾞﾙﾌｧﾐﾘ-ﾀｳﾝ1F

ｲﾙﾌﾟｰﾓ

西宮市甲子園口3-21-4

ﾀﾁﾉﾐ処 ｻﾞｸﾛ

西宮市甲子園口3-21-4

Bar山谷

西宮市甲子園口3-21-5ｴﾑﾛ-ﾄﾞ甲子園口1階

ひのや

西宮市甲子園口3-21-6

店舗名

住所

ﾁｷﾁｷﾎﾞﾝﾊﾞｰ源店

西宮市甲子園口3-22-10

和空間たしなみ

西宮市甲子園口3-25-11

Funny

西宮市甲子園口3-25-12-2F

1/f

西宮市甲子園口3-25-12ヴｨﾗ甲子園口1階

餃子ﾏﾙｼｪ 甲子園口店

西宮市甲子園口3-26-8

欧風料理 ﾗ･ﾌﾞﾘｯｸ

西宮市甲子園口3-29-10

ﾎﾟﾀｰｼﾞｭｽｰﾌﾟ専門店 ﾍﾞｼﾞﾗﾎﾞ

西宮市甲子園口3-3-16-8

Sabu-Chan's

西宮市甲子園口3-3-17

たわ家

西宮市甲子園口3-3₋20₋201

高崎流居酒屋道場甲子園口店

西宮市甲子園口3-3-23

一心ぶたの助

西宮市甲子園口3-3-24-101

ﾊﾞｰﾀｲﾆｰ

西宮市甲子園口3-3-24宝ﾋﾞﾙ2階201

美酒嘉肴AJITO

西宮市甲子園口3-3-25ﾌｧﾐ-ﾙ甲子園1階

新大衆居酒屋たすき

西宮市甲子園口3-3-28ﾈｽﾄ甲子園口101

花うさぎ

西宮市甲子園口3-4-12ﾀﾞｲﾄﾞ-ｼﾃｨ甲子園口駅前102

和食鶏屋 桜 ちゃぼいち

西宮市甲子園口3-4-12ﾀﾞｲﾄﾞ-ｼﾃｨ甲子園口駅前104(地下一階)

居酒屋

西宮市甲子園口3-4-20

伸

ｱｽﾄﾗｰﾚ

西宮市甲子園口3-4-20 ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口1F

家庭料理われあ

西宮市甲子園口3-4-201F-D

天使にﾘｸｴｽﾄ

西宮市甲子園口3-4−201FN

BAR ｵﾝｻﾞｺｰﾅｰ

西宮市甲子園口3-4-203F-A

ｱﾊﾞﾝﾁｭｰﾙ

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口1C

おばんざいﾊﾞｰﾙしのちゃん

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口1F-L号室

隠れ家kitchen やみつき鵺

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口1FM号

おでん すばる at the second scene

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口1階B号室

G.G.

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口2F-C

茉莉花

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口2F-EF

RIN

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口2FG

和しょくや佳肴

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口2F-N号室

ﾏｰﾍﾞﾗｽ

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口2階-KJ

MY's

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口3BC

B ar ひｰやん

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口3F

酩酊船

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口3N

snackぐら

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1

Windmuhle

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1

桃花

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1

蓮花

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1

はつとみ

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1-C

店舗名

住所

ｽﾅｯｸ順

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1F

2nd penguin

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1F-j

Pinky powder

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1-H

STAND 零〈ｾﾞﾛ〉

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B1-M

Rise

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2

ごじから

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2

沖田ﾊﾞｰ

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2

Sweetbox

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2BF

f

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2F

LIBRE

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2-GH

JUJU

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2J

ｴﾙﾊﾟ

西宮市甲子園口3-4-20ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口地下1階E•F号

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾐｰﾂ

西宮市甲子園口3-4-20ﾏ-ﾍﾞﾙ甲子園口

ｽｰﾘｱﾝ

西宮市甲子園口3-4-7ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾌﾟﾁ2-1

ﾋﾞｽﾄﾛﾄﾞﾅﾁｭｰﾙ

西宮市甲子園口3-4-7ﾒｿﾞﾝﾌﾟﾁ甲子園1-101

立ち飲み処 えびす丸

西宮市甲子園口3-4番12号

ｽﾅｯｸ白川

西宮市甲子園口3-4番20号ﾇ-ﾍﾞﾙ甲子園口B2

酒場BigCountry

西宮市甲子園口3-6-12

冨士屋

西宮市甲子園口3-9-15

ひじり庵

西宮市甲子園口3-9-16

緑ぐち

西宮市甲子園口3-9-16

寿司と天ぷらの伊佐坂｡

西宮市甲子園口3-9-9

波平甲子園店

西宮市甲子園口3-9-9

ｶﾗｵｹ ﾒﾛﾝ

西宮市甲子園口3調査17-20

ﾙ･ﾊﾟﾗﾃﾞｨ

西宮市甲子園口4-19-12

おうち居酒屋集

西宮市甲子園口北町1-22

JAZZ BAR CARAVAN

西宮市甲子園口北町1-22-101

(播)ﾌﾟﾃｨｶﾞﾀﾘｰﾅ

西宮市甲子園口北町1-222F

ﾀﾞｰﾄﾏｽｸﾗﾌﾞ

西宮市甲子園口北町1-22B1

お好み焼鉄板焼 月

西宮市甲子園口北町1-23

平野屋

西宮市甲子園口北町18-18

自家焙煎珈琲ﾋｲﾃﾐﾙｶ

西宮市甲子園口北町19-7-106ﾘｯﾁﾗｲﾌ甲子園口

Salud!

西宮市甲子園綱引町4-27ｸﾞﾗﾝｽﾃ-ｼﾞ甲子園301号室

りつ

西宮市甲子園綱引町6-1

味庵喰好

西宮市甲子園綱引町6-4

吉野家 ｺﾛﾜ甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｺﾛﾜ甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-33Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ﾃﾞｨｯﾊﾟｰﾀﾞﾝｲｵﾝｽﾀｲﾙ甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3B2F ｲｵﾝｽﾀｲﾙ甲子園店内

店舗名

住所

ｻｲｾﾞﾘﾔCorowa甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3Corowa甲子園3F

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁCOROWA甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3COROWA甲子園3F

星乃珈琲ｺﾛﾜ甲子園

西宮市甲子園高潮町3-3ｺﾛﾜ甲子園2階

杵屋麦丸 ｺﾛﾜ店

西宮市甲子園高潮町3-3ｺﾛﾜ甲子園3F

千客万来まねきだこ ｺﾛﾜ甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3ｺﾛﾜ甲子園3Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

越後秘蔵麺無尽蔵 ｺﾛﾜ甲子園店

西宮市甲子園高潮町3-3ｺﾛﾜ甲子園3階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ307区

ｽﾃｰｷ 春山

西宮市甲子園高潮町3-5ﾄｷﾜﾏﾝｼｮﾝ1階

ALL DAY DINING POMODORO

西宮市甲子園高潮町3番30号

ﾎﾃﾙﾋｭｰｲｯﾄ甲子園 宴会場

西宮市甲子園高潮町3番30号

ﾎﾃﾙﾋｭｰｲｯﾄ甲子園 甲陽､愛宕､ﾚﾖﾝヴｧｰｸﾞ､鳴尾､ｻﾞ･ﾙｰﾑ､ﾃﾗｽ･ｵﾝ･ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ､末広､千歳､羽衣､若松

西宮市甲子園高潮町3番30号

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 阪神甲子園駅前店

西宮市甲子園高潮町4-3

ｽﾅｯｸ 道

西宮市甲子園三番町1-21

ﾁｬｲﾅﾊﾞﾙ ﾋﾞｶﾞｯ!

西宮市甲子園三保町3-16花鳥風月ﾋﾞﾙB1階

ｶﾞﾄｰﾏﾘｰ甲子園店

西宮市甲子園三保町9-10-101

Fleur

西宮市甲子園三保町9-10ﾒｿﾞﾝ由比浜103

雅屋

西宮市甲子園三保町9-30

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 甲子園球場前店

西宮市甲子園七番町11-20

ﾌﾗﾃﾘｽ

西宮市甲子園七番町12-15-1F

喫茶 甲子苑

西宮市甲子園七番町20-14

ﾜｧｵﾜｧｵｷｯﾁﾝ

西宮市甲子園七番町20-15

じゅげむ甲子園球場前店

西宮市甲子園七番町20-16

もつ鍋 くいしんぼ

西宮市甲子園七番町20-16

ｽﾅｯｸみち代

西宮市甲子園七番町20-2明和ﾋﾞﾙ1F101

zero 1988甲子園ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

西宮市甲子園七番町20-2明和ﾏﾝｼｮﾝ102

福寿司

西宮市甲子園七番町20-5

台湾料理

琥珀

西宮市甲子園七番町2-6ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ甲子園B2

ROLL

西宮市甲子園七番町9‐28七番町ﾏﾝｼｮﾝ1F

ﾛｯｸ

西宮市甲子園七番町9‐28七番町ﾏﾝｼｮﾝ1F

創作居酒屋樹

西宮市甲子園洲鳥町6-17-1F

ﾛｯﾀﾊﾟﾗｿﾙ

西宮市甲子園洲鳥町7-1

幸

西宮市甲子園春風町4-7

炭火焼き鳥 光炭

西宮市甲子園春風町4-7

ドコモラウンジ甲子園

西宮市甲子園町1₋82

ｻﾛﾝ蔦

西宮市甲子園町1-82阪神甲子園球場

従業員食堂

西宮市甲子園町1-82阪神甲子園球場

阪神甲子園球場 ﾛｲﾔﾙｽｲｰﾄ

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場18号店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場201店舗

西宮市甲子園町1番82号

店舗名

住所

阪神甲子園球場219店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場21号店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場226店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場23号店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場251店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場303店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場320店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場330店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場353店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場357店舗

西宮市甲子園町1番82号

阪神甲子園球場364店舗

西宮市甲子園町1番82号

ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ

西宮市甲子園町1番82号阪神甲子園球場1F

丸万食堂

西宮市甲子園町25-14

甲子園ｻﾎﾟｰﾄ

西宮市甲子園町25-25

cafeｺｺｶﾗ∞

西宮市甲子園町3-24

喫茶まりｰな

西宮市甲子園町4-4

Joe-Guy(ｼﾞｮｰｶﾞｲ)

西宮市甲子園町7-5ﾍﾟﾝﾃﾞｭﾗﾑ甲子園B1F

津の田ﾐｰﾄ 甲子園ﾌﾟﾗｽ店

西宮市甲子園町8-15

北極星甲子園プラス店

西宮市甲子園町8-15

ｽﾝﾄﾞｩﾌﾞOKKII

西宮市甲子園町8番15号

中央軒

西宮市甲子園町8番15号

彦

西宮市甲子園二番町1-2

ﾋﾟﾛｰﾄｰｸｽ

西宮市甲子園二番町1-4

さくら食堂 甲子園店

西宮市甲子園八番街1-100ららぽ-と甲子園内2F

ぎをん椿庵 ららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100

ﾃﾞﾘｯｼｭｳﾌららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100

はま寿司 ららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼&ｽﾃｰｷ BLOCK

西宮市甲子園八番町1-100

ｶﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｻﾋ

西宮市甲子園八番町1-100 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ甲子園店

ﾎﾃﾙｼｮｺﾗららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-1000

千房 Chibo'sKitchenららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100242-A

ﾎﾘｰｽﾞｶﾌｪｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-甲子園店2階

はなまるうどんｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ甲子園ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園1Fﾋﾟﾝｳｨ-ﾙｺ-ﾄ前

THE ALLEY ららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

えびのやららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

さち福やららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

甲子園プラス1階

店舗名

住所

とんかつ新宿さぼてん ららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

ﾊﾞｹｯﾄ ららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

丸亀製麺ららぽｰと甲子園

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2F

はま寿司ららぽｰと 甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2階

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2階

牛しゃぶ牛すき食べ放題但馬屋

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園2階

ｷｯｻﾞﾆｱ甲子園RF1

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園3020

ｷｯｻﾞﾆｱ甲子園ｼｬｳｴｯｾﾝ

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園3020

ｷｯｻﾞﾆｱ甲子園ﾄﾞﾝｸ

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園3020

ｷｯｻﾞﾆｱ甲子園ﾋﾟｻﾞｰﾗｴｸｽﾌﾟﾚｽ

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園3020

ｷｯｻﾞﾆｱ甲子園保護者ﾗｳﾝｼﾞ

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園3020

ｸﾘｽﾋﾟｰｸﾘｰﾑﾄﾞｰﾅﾂららぽｰと甲子園

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園店1F

甲子園応援団 勝男じゅにあ

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ-と甲子園内2階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ｸｱｱｲﾅららぽｰと甲子園店

西宮市甲子園八番町1-100ららぽ甲子園2階

ﾁｰｽﾞﾚｽﾄﾗﾝﾘｺｯﾀ

西宮市甲子園八番町1番100号ららぽ-と甲子園2階

Style

西宮市甲子園八番町2-23

シルクロード

西宮市甲子園八番町2₋23

ｱﾝｼﾞｪ

西宮市甲子園八番町2-23-2Gｴﾄﾜ-ﾙﾋﾞﾙ2F

RockaRolla

西宮市甲子園八番町2-23ｴﾄﾜ-ﾙ甲子園B1F

木馬

西宮市甲子園八番町2-4

炭火焼鳥 飛鳥

西宮市甲子園八番町2-5ﾌﾟﾛｼ-ﾄﾞ甲子園1F

たこ焼き串ｶﾂ酒場 たこぼう

西宮市甲子園八番町6-12

鳥伸 甲子園店

西宮市甲子園八番町6-14

Star kitchen

西宮市甲子園八番町6-17

cafeXuXuｶﾌｪｸｽｸｽ

西宮市甲子園八番町6-2

montage

西宮市甲子園浜1-2-1

桜家

西宮市甲子園網引町2-13ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ102

Koshien coffee Roasters

西宮市甲子園網引町2-17

29好 にくずき

西宮市甲子園網引町2-19

えだ屋

西宮市甲子園網引町2-29

Baseball Bar G.LOVE

西宮市甲子園網引町3-16

酒郷ちよし

西宮市甲子園網引町3-18ｼ-ﾏ甲子園101号

COZY

西宮市甲子園網引町4-19

和style居酒屋絆

西宮市甲子園網引町4-19ｻﾆ-ﾋﾞﾙ1F

ぽこた

西宮市甲子園網引町4-20

ｽﾅｯｸ ﾌｫｰﾃｨ

西宮市甲子園網引町4-27-201

Drunk

西宮市甲子園網引町4-27-203

ｽﾅｯｸえんじぇる

西宮市甲子園網引町4-27302号

エトワール甲子園３Ｆ

店舗名

住所

PorSetti

西宮市甲子園網引町4-27-402ｸﾞﾗﾝ･ｽﾃ-ｼﾞ甲子園ﾋﾞﾙ

葉月

西宮市甲子園網引町5-1

味処 まや

西宮市甲子園網引町5-5

ぐすく

西宮市甲子園網引町6-2

居酒屋みわ

西宮市甲子園網引町6-5

串かつえいちゃん

西宮市甲子園網引町6-8

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ&ﾊﾞｰQuoca【ｸｵｯｶ】

西宮市甲子園網引町8-21ﾆｭ-甲子園ﾊｲﾂ102

ｽﾅｯｸえんじぇ子

西宮市甲子園網引長4-27-302

しょうじゅ亭

西宮市甲子園六番町15-14

美椿

西宮市甲子園六番町15-20ﾒｿﾞﾝ甲子園六番町102

白い砂

西宮市甲子園六番町17-14

菜はれ 甲子園店

西宮市甲子園六番町17-15

甲東軒

西宮市甲東園1-1-14

八起庵

西宮市甲東園1-1-19

海月

西宮市甲東園1-2-32ｱ-ﾈｽﾄ坂田1F

鮨･酒･肴 杉玉 西宮北口

西宮市甲風園1-10-1甲風ﾋﾞﾙ1F

宮崎地鶏炭焼ばる ﾌｧｲｱｰﾊﾞｰﾄﾞ

西宮市甲風園1-10-8ﾜ-ｸｽﾃ-ｼﾞ西宮B1

珈琲屋ﾄﾞﾘｰﾑ

西宮市甲風園1-12-12

鳥貴族西宮北口店

西宮市甲風園1-14-113F

たてやま

西宮市甲風園1-1-7

まどんな

西宮市甲風園1-1-7

五味箱

西宮市甲風園1-1-7

やきとり家すみれ西宮北口店

西宮市甲風園1-2-1甲風園阪急ﾋﾞﾙ1階

居酒屋きてや

西宮市甲風園1-3-11

餃子ﾉ酒場すえひろ

西宮市甲風園1-3-12ｶﾐﾔﾋﾞﾙ1階

赤から西宮北口店

西宮市甲風園1-3‐12ｶﾐﾔﾋﾞﾙ2F

YOGI

西宮市甲風園1-3-3須沢興産105

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪急西宮北口店

西宮市甲風園1-3-9ｱ-ｸ西宮北口ﾋﾞﾙⅡ

ふじや本店

西宮市甲風園1-4-10

くいもの屋わん 西宮北口店

西宮市甲風園1-4-11

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場阪急西宮北口2号店

西宮市甲風園1-4-11ｽﾜﾝﾋﾞﾙ4F

千本鶏

西宮市甲風園1-4-151F

鳥半本店

西宮市甲風園1-4-151F奥

ｶﾌﾟﾘｼｶ

西宮市甲風園1-4-152F

Baileys

西宮市甲風園1-4-16

つくねや 西北店

西宮市甲風園1-4-16

Public bar Takeone

西宮市甲風園1-4-16ｶｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口1.5F

おでんなか野

西宮市甲風園1-4-16ｶ-ﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口101

店舗名

住所

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄBAR +B

西宮市甲風園1-4-16ｶ-ﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口3F

ゆらり屋 じん

西宮市甲風園1-4-16ｶ-ﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口B1

すなっく 艶

西宮市甲風園1-4-16ｶ-ﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口B102

らｰめんえだ屋

西宮市甲風園1-4-16ｶ-ﾑﾌﾟﾗｻﾞ北口ﾋﾞﾙ3階

ToroRosso ﾄﾛﾛｯｿ

西宮市甲風園1-4-7谷口ﾋﾞﾙ1F

五穀七福 西宮北口店

西宮市甲風園1-5-11 入江ﾋﾞﾙ1F

ぢどり亭西宮北口店

西宮市甲風園1-5-19

常夜燈

西宮市甲風園1-5-24

博多もつ鍋 匠

西宮市甲風園1-5-4-1F

Maas

西宮市甲風園1-5-4はつせﾋﾞﾙ2階

網焼居酒屋がくや

西宮市甲風園1-5-4はつせﾋﾞﾙ3階

いし山

西宮市甲風園1-6-10ｽｸｴｱ幸風ﾋﾞﾙ2F

ﾊｯｹﾝ酒場 西宮北口店

西宮市甲風園1-6-10ｽｸｴｱ甲風ﾋﾞﾙ

中華屋食堂ｼﾝｼﾝ

西宮市甲風園1-6-2-1F

居酒屋たかちゃん家

西宮市甲風園1-6-2ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1階

SNACK JAM

西宮市甲風園1-6-2ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ2F

RJ&BME'S

西宮市甲風園1-6-2ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ3F

たつあん

西宮市甲風園1-6-4-1F

だんらん処心

西宮市甲風園1-6-4-2F

焼鳥こにし

西宮市甲風園1-6-4ｴｽﾃ-ﾄｲｻﾞﾜﾋﾞﾙ3F

ﾊﾞｰ ﾀﾞﾃﾞｨﾄﾞｩ

西宮市甲風園1-6-51F

にくてんや

西宮市甲風園1-6-53F

くいもんや阿古

西宮市甲風園1-6-5ｴﾄﾚ甲風園1階

磯浜

西宮市甲風園1-6-6

兵庫縁乃助商店

西宮市甲風園1-6-6ｴｸｾﾙ北口

ﾊﾞｽｸﾊﾞﾙ·ﾁｬｺﾘ

西宮市甲風園1-6-6ｴｸｾﾙ北口1F

京宴西宮北口店

西宮市甲風園1-6-6ｴｸｾﾙ北口3階

ﾜｲﾝﾊﾞｰ･ｻﾞｻﾞ

西宮市甲風園1-6-6ｴｸｾﾙ北口地下1階

並木屋

西宮市甲風園1-6-6ｴｸｾﾙ北口地下1階

番馬亭

西宮市甲風園1-6-7

HISAGOYA

西宮市甲風園1-6-9-b1

drop in BAR

西宮市甲風園1-6-9ｽｸｴｱ-甲風ﾋﾞﾙ2階dropinBAR

たこまさ

西宮市甲風園1-6-9幸風ﾋﾞﾙ1F

桜咲くころ

西宮市甲風園1-7-101階

おでんでん

西宮市甲風園1-7-102階

出逢い (Mannamu)

西宮市甲風園1-7-12

ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｰCBGB

西宮市甲風園1-7-13-404

だんらん処真

西宮市甲風園1-7-1-3F

店舗名

住所

陽乃家

西宮市甲風園1-7-13ｴﾄ-ﾙV302

Snack Bar Relation

西宮市甲風園1-7-13ｴﾄ-ﾙVﾋﾞﾙ202

風のｷｬﾝﾄﾞﾙ ﾌﾟﾚｰﾙ

西宮市甲風園1-7-13ｴﾄﾙVﾋﾞﾙ2F

ｶﾗｵｹﾊﾞｰLOVE

西宮市甲風園1-7-13ｴﾄ-ﾙ市川301

ｸﾛﾉﾌﾛｳ

西宮市甲風園1-7-1B1F

宮崎地鶏炭火焼 よだきんぼ

西宮市甲風園1-7-1ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙ2階

西北ﾊﾞﾙ力石

西宮市甲風園1-7-1ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙ3階

Y's Bar

西宮市甲風園1-7-1ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙB1

ｽﾅｯｸ ﾊﾟｽﾀｲﾑ

西宮市甲風園1-7-1ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙB1

さなか西宮北口店

西宮市甲風園1-7-5

Bar Deepest River

西宮市甲風園1-7-6ﾊﾟﾙｼｪﾋﾞﾙ2F

おととやこばやし

西宮市甲風園1-7-9ﾜ-ｸｽﾃ-ｼﾞ西宮北口23階

西北ﾁｰｽﾞ

西宮市甲風園1-7ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙ2F

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ 西宮北口店

西宮市甲風園1-8-1

びいどろ 西宮北口店

西宮市甲風園1-8-11

Salon de rose

西宮市甲風園1-8-11ｴﾋﾞ-ﾀの森3階301

MONDIAL KAFFEE 328

Diamondcross

西宮市甲風園1-9-3ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1F

くし菜 西宮北口店

西宮市甲風園1-9-8睦ﾋﾞﾙ1階

西宮ﾌﾞﾙｰｽ

西宮市甲風園1-9-8睦ﾋﾞﾙ1階

えるえる

西宮市甲風園1-9-9睦ﾋﾞﾙ

ｺｰﾋｰｷﾞｬﾗﾘｰﾋﾛ阪急ｵｱｼｽ甲陽園店

西宮市甲陽園西山町1-2

甲陽園 すし佳

西宮市甲陽園西山町1-55

子孫

西宮市甲陽園本庄町5-21

R+Flower Cafe

西宮市甲陽園本庄町6-52

おすましﾌﾟｰちゃんSHOP&CAFE

西宮市甲陽園本庄町9-11-101

cafe shin

西宮市甲陽園本庄町9-2

はづき

西宮市荒木町4-19

輪飲酒家ｱﾈｯｸｽ/ﾜｲﾝﾊﾞｰﾃﾗ西宮北口店

西宮市高松町10-1

炭火焼ひちご屋

西宮市高松町10-24-1F

博多もつ鍋一級西宮北口店

西宮市高松町10-24-2階

お好み焼 みち

西宮市高松町10-25

万笑

西宮市高松町10-25

串ｶﾂ酒場ﾏﾝｹﾞﾂ堂

西宮市高松町10-25-1F

双葉寿司

西宮市高松町10-26

ﾄﾞｩﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ

西宮市高松町10-3 美津馬ﾋﾞﾙ201

ｶﾗｵｹ喫茶 あき

西宮市高松町10-4

鉄板焼工房まるしげ

西宮市高松町10‐4井上ﾋﾞﾙ2F

ｽﾅｯｸ ﾒﾛﾃﾞｨ

西宮市高松町10-5

店舗名

住所

Omar'ｵﾏｰﾙ西宮北口店

西宮市高松町10-9

餃子食堂ﾏﾙｹﾝ 西宮北口店

西宮市高松町11-3

民芸ふじや

西宮市高松町11-9

どんがめ 西宮北口

西宮市高松町11番10号 ｼｬﾄﾚ西宮1階101号夏山美寿季

with U

西宮市高松町14-1

ﾙｽｰﾄﾞ ﾁｪｻﾋﾟｰｸ西宮阪急店

西宮市高松町14-1西宮阪急3F

TANTOTANTO西宮店

西宮市高松町14-2

さち福や西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2

ﾁｰｽﾞｶﾚｰお出汁うどんEN

西宮市高松町14-2

どうとんぼり神座 西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2

青葉苑

西宮市高松町14-2

石臼換そば 弦

西宮市高松町14-2

たけふく阪急西宮ガーデンズ店

西宮市高松町14-2

103-4

ローストビーフ星

西宮市高松町14-2

阪急西宮ガーデンズ1F(区画103-4）

阪急西宮ガーデンズ

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2 阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ3階

ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ•ﾃｨｰﾙｰﾑ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2 阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ南ﾓ-ﾙ2階

昔洋食みつけ亭阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2-415

こめらく阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

西宮市高松町14-2420

すき焼き･しゃぶしゃぶ

西宮市高松町14-2-421 4Fﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

すみれ

江戸前うなぎ かわ祥

西宮市高松町14-2-421 4Fﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

牛兵衛 草庵 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2-436 4Fﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

TOOTHTPOTH PATISSER

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ2F

chano-ma西宮

西宮市高松町14-2阪急西宮ガーデンズ4階

割烹そば神田

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ4階

魚盛西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ4階

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ104

ｶﾙﾃﾞｨｺｰﾋｰﾌｧｰﾑ阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞCAFE&BAR

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ1F

Whips

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ1階

ｽﾝﾄﾞｩﾌﾞOKKII西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ1階

In the Green Gardens

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4F

大起水産回転寿司西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4F

鉄板焼 鶏料理 かしわ

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4F

串家物語阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2-阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4F

THE BUFFET garden阪急西宮

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4階

おぼんdeごはん西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4階

博多もつ鍋やまや西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4階

清十郎阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4階412区画

TO THE HERBS阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ店4F

店舗名

住所

ﾏﾙﾄﾒ･ｻﾞ･ｼﾞｭｰｻﾘｰ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ東ﾓ-ﾙ1F

阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ 美茉莉

西宮市高松町14-2阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ本館南4F

かつくら西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ本館西ﾓｰﾙ4F

京おばんざい･うどん つるはん

西宮市高松町14-2西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ418

SoupStockTokyo 西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店

西宮市高松町14-2西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ内1階

廣東料理 水蓮月

西宮市高松町14-2西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ本館4F

Eggs'n Things Coffee

西宮市高松町14番2号阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞ4階

そばやし

西宮市高松町15-11

焼鳥かあちゃん

西宮市高松町16-11

島食堂ゆいたば

西宮市高松町16-22

洋食むｰしゃむｰしゃ

西宮市高松町16-22

Kaomari Thai

西宮市高松町20-18

ﾃｱﾄﾙ ﾙ･ﾎﾞｱ

西宮市高松町2-22立芸術文化ｾﾝﾀ-内

good spoon 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞｹﾞｰﾄ館

西宮市高松町5-22

梅の花 西宮北口店

西宮市高松町5-22阪急西宮ｶﾞ-ﾃﾞﾝｽﾞｹﾞ-ﾄ館1F

野菜ﾋﾞｽﾄﾛ ﾚｷﾞｭｰﾑ

西宮市高松町5-39なでしこﾋﾞﾙ8F

ﾚﾃﾞｨｰｽ&ARTｸﾘﾆｯｸｻﾝﾀｸﾙｽ ｻﾞ ﾆｼｷﾀ

西宮市高松町5番22号101

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ武庫川ﾒﾙｶｰﾄﾞ店

西宮市高須町1-1

いち禅

西宮市高須町1-1-2121

ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ らいぶりぃ

西宮市高須町1-1-2-131

ｶﾞﾙﾌ

西宮市高須町1-1-2-210

まど花

西宮市高須町1-1-2-218

さかい珈琲 武庫川店

西宮市高須町1-1-52

ｶﾞｽﾄ西宮北口

西宮市高木東町22-28

Lala

西宮市今在家2-11-302

Dining ROMO

西宮市今在家2-13ヴｨﾗ·ﾃｨｸﾞﾘｽ101

members SWAN

西宮市今在家2-14地下1階

GEN

西宮市今在家町1-4

炭火亭一兆

西宮市今在家町2-101F

立ち呑み 祭

西宮市今在家町2-11

ｶﾗｵｹLounge Bloom

西宮市今在家町2-11 ﾅｲﾄ-ﾋﾞﾙ2階

ﾗﾌﾞﾛｰｽﾞ

西宮市今在家町2-11-201

ｽﾅｯｸ敏

西宮市今在家町2-11-403

家庭料理

和み

西宮市今在家町2-11ﾅｲﾄ-ﾋﾞﾙ101号

ﾆｭｰ花束

西宮市今在家町2-11ﾅｲﾄ-ﾋﾞﾙ14･301

神戸元町二代目 ぼんてん

西宮市今在家町2-12-101

味漬

西宮市今在家町2-19

西宮 ﾂﾊﾞﾅﾔ

西宮市今在家町2-6西島ﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

ｶｼﾞｭｱﾙﾊﾞｰRe:nine

西宮市今在家町2の11-202

炭火焼鳥はる西宮店

西宮市今在家町3-16

くるくる丸阪神西宮店

西宮市今在家町3-27ﾀｻﾞﾜﾋﾞﾙ1F

BAR 海豚

西宮市今在家町3-9JELﾋﾞﾙ2階

神戸はなあん 西宮今津店

西宮市今津港町1-26 HCｺｰﾅﾝ1号館内

とりどｰる西宮今津

西宮市今津港町2-27

和どころ拓

西宮市今津山中町12-40

ｺﾞﾘﾗﾎﾟﾃﾄ

西宮市今津出在家町10-68ｺｰﾅﾝ西宮今津店2号館1階

きんのぶた西宮今津店

西宮市今津出在家町8-2

びっくりﾄﾞﾝｷｰ西宮今津店

西宮市今津出在家町8-27

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

西宮市今津曙町11-28-105

柿の木

西宮市今津曙町11-4

松屋ﾌｰｽﾞ今津店

西宮市今津曙町1-1ｴｷ-ﾏ1階

お好み焼き 鉄板焼 食楽亭

西宮市今津曙町12-18-206

SilverSpoon

西宮市今津曙町13-10

大河

西宮市今津曙町13-11

錦

西宮市今津曙町7-9

さくら 四季

西宮市今津曙町8-6

小だるま今津南店

西宮市今津水波町1-1

おんどり庵今津店

西宮市今津水波町1-27

鳥貴族 今津店

西宮市今津水波町1-27かしまﾋﾞﾙ1F

ﾎﾞﾏｲｪ

西宮市今津水波町1-28

京もつ鍋ﾎﾙﾓﾝ朱々 阪神今津店

西宮市今津水波町1-29

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ K2

西宮市今津水波町1-5 ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F

居酒屋 虎

西宮市今津水波町1-5-101

珍竹林

西宮市今津水波町1-5-102

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸATK

西宮市今津水波町1-5ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F

ｽﾅｯｸ こころ

西宮市今津水波町1-8

ﾁｷﾁｷﾊﾞﾝﾊﾞﾝ

西宮市今津水波町1-8

結津庵

西宮市今津水波町2-2-302

ﾊﾅﾐｽﾞｷ

西宮市今津水波町2-27

牟岐

西宮市今津水波町2-27

ｽﾅｯｸEtwo

西宮市今津水波町2-27ﾐｭ-ｽﾞﾋﾞﾙ2階

和風焼肉 牛倭心伝

西宮市今津水波町5-27

ﾘﾍﾞﾙﾀ

西宮市今津二葉町1-20

Liberta

元

西宮市今津二葉町1-20

味菜創作 元

西宮市今津二葉町1-20

居酒屋へそや

西宮市山口町下山口1-10-20

店舗名

住所

有限会社 吉里

西宮市山口町下山口1-7-9

笑

西宮市山口町下山口1-8-22

大阪王将西宮北ｲﾝﾀｰ店

西宮市山口町下山口2-1-7

ｻﾝﾊﾟﾚｽ六甲

西宮市山口町下山口2-4-3

どんぶりｽﾀｼﾞｱﾑ

西宮市山口町下山口3-12-20

銀衛見

西宮市山口町下山口3-12-20

ﾃｰﾌﾞﾙｵｰﾀﾞｰﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 焼肉 王道 西宮北店

西宮市山口町下山口3-2-10

そば太鼓亭西宮山口店

西宮市山口町下山口3-2-20

ｱﾊﾞｳﾄ

西宮市山口町下山口3-4-47c-2号室

美與志堂

西宮市山口町下山口5-17-17

ｽﾅｯｸ ｵｰｼｬﾝ

西宮市山口町下山口5-5番2号

神戸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ

西宮市山口町下山口字高丸1645-1

六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

西宮市山口町金仙寺1655-1

ぴゅあ樹 光

西宮市山口町上山口3-21-32

珈琲書院

西宮市山口町上山口3-21-32

ArisとAndy

西宮市山口町上山口4-16-3

DogCafe&Boutiqueあんじん

西宮市山口町上山口4-18-20

Little Lanka(ﾘﾄﾙﾗﾝｶ)

西宮市山口町船坂1380-1

西宮高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部食堂

西宮市山口町船坂2013

石窯pizza CHIKUWA

西宮市山口町船坂302-1

かやぶき古民家ｶﾌｪつむつむ

西宮市山口町船坂562

醤鯛夢

西宮市山口町名来1-13-3

餃子の王将西宮北ｲﾝﾀｰ店

西宮市山口町名来1-13-43

玉しょう

西宮市山口町名来1-13-44

茶茶

西宮市山口町名来1-13-46

Cafe

COCORO

西宮市山口町名来1-13-47

猿蟹合戦

西宮市山口町名来1-7-33

ｼﾞｬｶﾞﾏﾊﾙ西宮山口店

西宮市山口町名来2-1-21

ほうれんそう

西宮市山口町名来2--1-28

ｶﾗｵｹBanBan 西宮山口店

西宮市山口町名来2-1-32本岡ﾋﾞﾙ3番館

まねき猫

西宮市山口町名来2-5-14

菜の花

西宮市山口町名来2-5-29

花水木

西宮市山口町名来2-6-28

椿苑 広瀬

西宮市産所町11-20-101

もっこす西宮店

西宮市産所町11-22

くら寿司さくら夙川店

西宮市産所町13-18

心喜鶏趣 炭平

西宮市市庭町8-26-101

ｶ ｸﾁｰﾅ ｹ ｲﾝｶﾝﾄ

西宮市市庭町9-12香櫨館C棟

店舗名

住所

華SAKU 淳正寮食堂

西宮市枝川町3-120

ｶﾚｰｷｯﾁﾝ福耳

西宮市室川町1-20

にぎり長次郎西宮北口店

西宮市室川町8-2

鉄板焼き よつもと

西宮市若松町2−3J−191

割烹つかさ

西宮市若松町3-17

食楽ぐう

西宮市若松町3-2

葡萄屋

西宮市若松町4-8

ﾚｽﾄﾗﾝCosi Cosi

西宮市若松町5-9

焼鳥 十五夜

西宮市若草町1-2-18

焼肉 大樹

西宮市若草町1-3-7

炭火やきとりなおや

西宮市若草町1-9-13

炙り焼鳥なとり

西宮市若草町2-10-13ｶ-ｻｶﾍﾟﾗ2階

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ やまびこ

西宮市寿町1-24

CHA･CHA

西宮市寿町1-24ﾛｽﾞﾊｲﾂ夙川1F

秋初月

西宮市寿町1-24ﾛ-ｽﾞﾊｲﾂ夙川6号

ｶﾌｪ ｴ ｸﾞﾙﾏﾝ ﾊﾟｻﾞﾊﾟ

西宮市寿町2-35ｺ-ﾜﾋﾞﾙ

Yamazaki

西宮市寿町3-13

le benaton

西宮市寿町4-12

夙川ﾏｰﾙ

西宮市寿町5-34

鳥ひろ

西宮市小松西松2-2-26

ｶﾞｽﾄ西宮鳴尾

西宮市小松西町1-4-24

寿司処 ひとくち

西宮市小松西町2-5-25

旬彩工房はんなり

西宮市小松東町3-8-16102

deli cafe はな

西宮市小松東町3-9-18

か里音

西宮市小松南町1-1-10

ﾗｷｭｲｼﾞｰﾇﾄﾞｳｵﾀﾏ

西宮市小松南町1-11-9

sarukin800

西宮市小松南町1-6-10前林ﾋﾞﾙ1階

昭和居酒屋 ほっこり亭

西宮市小松南町1-7-8

居酒屋 わらく

西宮市小松南町2-1-4

花の花

西宮市小松南町3-1-8

居酒屋春日

西宮市小松南町3-1-8

Rest Bar Rich

西宮市小松北町2-1-22第1樋口ﾋﾞﾙ

ｽﾅｯｸ ヴｫｲｽ

西宮市小曽根町2-1-1NB2階

弥生寿司

西宮市小曽根町2-1-26

焼肉冷麺たか松

西宮市小曽根町2-1-29

ﾌｰﾄﾞBARｶﾗｵｹN

西宮市小曽根町2-1-29-204

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ卿

西宮市小曽根町2-1-29ﾅｲﾄ-ﾋﾞﾙ小曽根304

貧頭

西宮市小曽根町4-6-10

店舗名

住所

ﾊﾞｰ華音

西宮市松下町1-13

すっぽん料理 鱧ふぐ 万両

西宮市松下町1-9

旬菜倭心

西宮市松下町1-9

Au Bon Gout BIGOT

西宮市松下町9-33

居酒家ふうてん

西宮市松原町1-5

喜笑

西宮市松原町1-6大喜ﾋﾞﾙ1F

あずみ

西宮市松原町3-1 笹倉ﾋﾞﾙ201号

炙り なかいちや

西宮市松原町3-26

中国料理 青椒ぴｰまん

西宮市松原町3-30

居酒屋あかなす

西宮市松原町3-35NRﾋﾞﾙ102

キッチンいまい2

西宮市松原町３番29号

㈱よし兆 本店

西宮市松原町5-24

KJ''s Kitchen

西宮市松原町5-242F

bar savro

西宮市松原町8-1

まさやJR西宮店

西宮市松原町9-2-1F

ﾊﾚﾉﾁ晴甲子園口店

西宮市松山町13-2

ｶﾌｪ英國屋甲子園口ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾚｲｽ店

西宮市松山町13-24

topinambur

西宮市松生町12-21第2寿松ﾊｲﾂ1F北側

ｽﾃｯﾌﾟｽ

西宮市松生町6-16-102

COFFEE HOUSE SOL

西宮市松生町6-16ﾊｲﾈｽ夙川101

やきとり鳥半YANO

西宮市松嶺荘11-26

座右の麺神

西宮市松籟荘10-14

鷄焼肉#ｺｹｺｯｺfrom牛宝

西宮市松籟荘10-9

CASINO & DINING AREKEY 2 (ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾄﾞ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｱｰｷｰ ﾄﾞｩ)

西宮市松籟荘10-9 ﾌﾞﾚ甲東園 3F

Alchemy

西宮市松籟荘10-9 ﾌﾞﾚ甲東園4階

Nishinomiya

ﾍﾌﾞﾝｽﾞｷｯﾁﾝﾌﾟﾗｽ甲東園店

西宮市松籟荘10-9ﾌﾞﾚ甲東園1F

鳥伸 甲東園店

西宮市松籟荘10-9ﾌﾞﾚ甲東園1F

ｽﾋﾞﾏﾊﾙ 甲東園店

西宮市松籟荘10-9ﾌﾟﾚ甲東園2階

Ondes

西宮市松籟荘11-15ｻﾆ-ﾊﾟｻ-ｼﾞｭ101

Barきしがみ

西宮市松籟荘11-235F

お好み焼きたけだ

西宮市松籟荘11-24

豚のひげ

西宮市松籟荘11-24

笑n

西宮市松籟荘11-25

囲碁ﾊｳｽ しんご

西宮市松籟荘11-26

ﾄﾘｹﾗﾃﾞｭｴｯﾄ

西宮市松籟荘7-16ｻｻﾞﾝｺｰﾄ1F

ｶﾗｵｹBOX･ｽﾅｯｸ ｷｬﾋﾞﾝ

西宮市松籟荘7-21

CAFE NADI(ｶﾌｪﾅﾃﾞｨ)

西宮市松籟荘7-21ﾆｭ-ｺ-ﾍﾞﾋﾞﾙ201

鳥貴族 甲東園店

西宮市松籟荘7-29

店舗名

住所

たか和

西宮市上ヶ原3番町5番53号

関西学院会館

西宮市上ケ原一番町１番155号

ｶﾞｽﾄ関西学院前

西宮市上ヶ原三番町1-34

老上海3番地

西宮市上ヶ原三番町3-23

餃子ﾏﾙｼｪ 関学前店

西宮市上ｹ原三番町5-54

il Re di Rana

西宮市上ヶ原三番町5-55

焼き鳥音吉

西宮市上ヶ原八番町11-12

居酒屋 秀

西宮市上甲子園1-1-1

しげちゃんのからあげ 西宮上甲子園店

西宮市上甲子園1-2-3

An

西宮市上甲子園1-2-3-201

炉端焼酔車

西宮市上甲子園1-2-5-102号

鮓 道喜

西宮市上甲子園1-2番5号ｻﾝﾊｲﾑ上甲子園101

ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ威風堂々

西宮市上甲子園3-2-12

珈琲&すたじお るｰむ

西宮市上甲子園3-2-12荒牧ﾋﾞﾙ2階

おこのみやき明-mei-

西宮市上甲子園3-2-18

cafe&diningひぽまろ

西宮市上甲東園3-8-4福田ﾋﾞﾙ201

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨの店 ｶｳｶｳ

西宮市上甲東園3-9-8

ﾛﾊｽｶﾌｪ温吉

西宮市上大市1-10-14

こめいろ

西宮市上大市1-10-15

家庭料理こころ

西宮市上大市1-10-15

Restaurante

mapa

西宮市上大市1-10-9CASAESPIRAL1F

株式会社 鳥居

西宮市上大市1-11-14

焼肉 大邱

西宮市上大市1-11-16

鶏処だれやみ

西宮市上大市1-11-5

FINCH cafe&company Nishinomiya

西宮市上大市1-11-7

BAR Lafeene

西宮市上大市1-2-22

ﾜﾝﾋﾟｰｽ

西宮市上大市1-8-19-b1

焼肉じゅん坊

西宮市上大市1-8-20Reve2-B1

ｶﾗｵｹ ｽﾅｯｸ Q

西宮市上田西町1-3林ﾋﾞﾙ1階

ﾏﾙｺﾎﾟｰﾛ

西宮市上田西町1-5

KAROKE PARK姫

西宮市上田西町2-5

NARUO BACK9

西宮市上田西町2-5

Ellisse ｴﾘｯｾ

西宮市上田西町2-5NARUOCONTENATENPO6号

華爛漫

西宮市上田西町3-171階

じゅげむ武庫川店

西宮市上田中町11-24

平乃家

西宮市上田中町2番42号

和処むか井

西宮市上鳴尾町1-11

ｵﾘｰﾌﾞﾊｳｽ

西宮市上鳴尾町3-71F

店舗名

住所

丸高中華そば西宮店

西宮市城ｹ堀町2-11

贔だしや

西宮市城ｹ堀町2-12

ﾗｰﾒﾝたんろん

西宮市城ヶ堀町2-13

ﾍﾞｲｴﾘｱ81

西宮市城ｹ堀町2-23早川総合東ﾋﾞﾙ1階

らｰめんStand R&R 3号店

西宮市城ヶ堀町6-11

としはる珈琲

西宮市常磐町1-32

ululato

西宮市常磐町1-32サンアロー2階

ﾎﾃﾙ中寿美花壇ヴｧﾝヴｪｰﾙ

西宮市新甲陽町5番2号

の一天喜

西宮市森下町3-27-105

DOG CAFÉ Cocker

西宮市深谷町9-21ﾘ-ﾌﾟﾗｲﾂ深谷

ｽﾓｷﾁ

西宮市深津町3-19KEﾏﾝｼｮﾝ101

南島居酒屋 kafu

西宮市深津町3-25-201

SAMBA BRASIL

西宮市深津町3-25深津橋本ﾋﾞﾙ202号室

夢庵西宮神楽

西宮市神楽町11-11ﾊｸﾀｶ

空

西宮市神楽町1-26

鮨 奥呂木

西宮市神楽町1-29

ﾌｫｰﾄﾜｰｽ

西宮市神楽町4-17高橋ｶﾞ-ﾃﾞﾝﾋﾞﾙ

鶏天

西宮市神楽町4-21

旬彩馳走慈秀

西宮市神楽町4-5

Piano CLUB

西宮市神楽町7-24B1

WORLDTIMES

西宮市神楽町8-18-101

ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾙﾐｴｰﾙ

西宮市神原3番13

泰山

西宮市神呪町7-5

居酒屋 船坂

西宮市神明町9-32-105

株式会社西宮支店

西宮市仁川町6-19-7 西宮ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ内 ﾚｽﾄﾗﾝｱﾗｽｶ

ｻｲｺﾞﾝの輪

西宮市清瀬台6-1

ﾎﾟｯﾎﾟ ﾆｼﾉﾐﾔ

西宮市西宮浜1-46神戸ﾏﾘ-ﾅ2階

あいあんぼｰど樹々亭

西宮市西宮浜4-14-2

ﾚｽﾄﾗﾝﾌﾘｱﾝﾃﾞｨｰｽﾞ

西宮市西宮浜4-16-1新西宮ﾖｯﾄﾊ-ﾊﾞ-1F

和茶

西宮市西宮浜4-16-1新西宮ﾖｯﾄﾊ-ﾊﾞ-3F

中国菜園 雪月花

西宮市西宮北口町1-1ｱｸﾀ西宮西館1F

肴処東山

西宮市西田町1-2

新大衆居酒屋 つなげ屋

西宮市西田町1-2

ｸﾞｰﾁｮｷﾊﾟｰ

西宮市西田町1-5

柿炭 西田町

西宮市西田町1-5

夙川ﾊﾞﾙ

西宮市西田町1-5阪急夙川ｻﾝらいふ14-3号

ｲﾉﾊﾞｰ

西宮市西田町5-1

COCO

西宮市西田町5-2

店舗名

住所

うなぎ割烹きた八

西宮市西田町5-4ｲ-ｽﾄｻｲﾄﾞ夙川1F

酒蔵壱鉄

西宮市西田町6-2

中国料理 夙川さくら亭

西宮市西田町6-3夙川さんﾗｲﾌ

402

西宮市西波止町1-2

CORAL KITCHEN at cove

西宮市西波止町1-2

Palms

西宮市西波止町1-2

sea terrace ALMARE

西宮市西波止町1-2

ﾊﾟｰﾑｽ

西宮市西波止町1-2

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｶﾌｪｲﾝｻﾞｼｰ

西宮市西波止町1-2

Casablanca

西宮市西波止町1-2西宮ﾋﾞ-ﾁﾘｿﾞ-ﾄCOMPASS2階

居酒屋 きんさん

西宮市西福町13-16

魚民 JR西宮北口駅前店

西宮市西福町2-24

焼肉 柔

西宮市西福町2-30

きなぎ

西宮市西福町4-6

BAR LEGO

西宮市西福町4の10ｼｬﾝﾃｨよねや1FLEGO

洋食ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ One Scene

西宮市西福町5-8

ﾊﾞｰ･ｼｭｶﾞｰ

西宮市西福町7-2ｿﾚｲﾕ･ﾙﾅⅠ-121

光明軒

西宮市西福町7-3

甚九朗

西宮市西福町8-21

ﾄｰﾝｱｰﾑ

西宮市青木町6-6

酒の蔵たけなか 阿留酎

西宮市青木町6-6ﾀｹﾅｶﾋﾞﾙ1F･B1F

ますや商店

西宮市石在町5-7

つけめん､やきとん 越木岩

西宮市石刎町1-18-2F

大正庵

西宮市石刎町1-23

BRAZIL

西宮市石刎町16-19-1F

鮨千

西宮市石刎町18-13

ﾊﾞｰ ｻﾞ･ﾀｲﾑ

西宮市石刎町2-2

Dante

西宮市石刎町7-7-101

串かつ

かばごん

西宮市石刎町7番7号

ひさし屋香櫨園店

西宮市川西町1-16

小杉すし店

西宮市川西町1-17

瀬戸内

西宮市川西町8-23

かんの川

西宮市川西町8-24

まめ牛

西宮市川西町8-24

寿司結

西宮市川西町8-4香櫨園ﾋﾞﾙ1B

餃子ﾊﾞｰﾙ志方

西宮市川西町8-4香枦園ﾋﾞﾙ1-D

ﾀﾊﾞｰﾝ･ﾙｰ

西宮市川西町西宮市8-9

NPO法人浜脇･香櫨園ひろばｶﾌｪ

西宮市川添町15-26西宮市立中央図書館3階

店舗名

住所

だいにんぐ･かふぇ･Fujita

西宮市川添町2-3

Verite

西宮市川東町1-6

ばんばん

西宮市川東町1-8

たこやきつねちゃん

西宮市川東町2-9

居酒屋｢十五夜｣

西宮市川東町4-2

Dip Jyoti 西宮店

西宮市染殿町10-13染殿ﾏﾝｼｮﾝ1F103号室

花香桜

西宮市前浜町11-5-106

かっぱ寿司西宮前浜店

西宮市前浜町1-46

ﾎﾟﾊﾟｲ

西宮市前浜町5-13

お料理 三弦

西宮市相生町11-9-101

かんな月

西宮市相生町11一9ｸﾚｲﾝﾋﾞﾙ2階

casual dining ta.

西宮市相生町3-33ﾊﾟﾙﾊﾟﾛ-ﾚ夙川1F

夙川 五感で楽しむｲﾀﾘｱﾝ&ｶﾌｪ ﾄﾘﾆﾃｨ

西宮市相生町6-1

ｸﾚｰﾌﾟﾘｰ･ﾙﾎﾟ

西宮市相生町7-12

中屋

西宮市大井手町2-7羽衣夙川ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙB1

牛庵 夙川店

西宮市大井手町6-14

お料理直心

西宮市大井手町7-17

ACE

西宮市大井出町2-7-B1

牛庵 西宮店

西宮市大屋町23-15

熟成焼肉 いちばん西宮店

西宮市大屋町23-15

洋麺屋五右衛門西宮店

西宮市大屋町29-17

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ山手幹線西宮店

西宮市大屋町6-20

とびだせﾛｹｯﾄ飯店

西宮市大谷町7-2

夙川 かつ喜

西宮市大谷町7-2夙川ｸﾞﾘ-ﾝﾌﾟﾚｲｽ内F-1a

金沢まいもん寿司夙川ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾚｲｽ店

西宮市大谷町7番3号E棟

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪ西宮店

西宮市大谷町7番6号

回転江戸前すし とれとれ屋 西宮大島店

西宮市大島町5-9

そば太鼓亭西宮大島店

西宮市大島町6-18

ｶﾌｪHAMA

西宮市大浜町1-4

l'Essence.b

西宮市段上町1-13-8

吉鳥 鳴尾店

西宮市池開町1-38

ﾀｲ料理ｻﾊﾞｲｻﾊﾞｲ

西宮市池開町3-10武庫川ﾊｳｽ1F

天ぷら

西宮市池開町3-10武庫川ﾊｳｽ1F

讃岐めんうどんや

西宮市池開町3-20ﾒｲﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ103

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂJR西宮店

西宮市池田町11-1

ﾗｰﾒﾝの郷あまのじゃく

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮106

まるみ

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮1F

戎家

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮1F

店舗名

住所

居酒屋 万 JR西宮店

西宮市池田町1-11ﾌﾚﾝﾃ西宮1F

万 JR西宮店

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮1階店舗

T&M COFEE

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮B1

cafe &pub 喫茶あかねや

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮一階107号

杵屋西宮ﾌﾚﾝﾃ店

西宮市池田町11-1ﾌﾚﾝﾃ西宮地下1階

遊膳家 ふみ氏

西宮市池田町1-13

立呑み ゆ~すけ

西宮市池田町1-15

ﾛｰｽﾄ

西宮市池田町4-24

琉球料理にしむら

西宮市池田町7-1

広島風お好み焼きりゅうちゃん

西宮市池田町7-34池田ｺ-ﾎﾟ101

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社 JR西宮駅店

西宮市池田町9-1

ｶﾄﾚｱ

西宮市中屋町9-15

ｳｯﾄﾞﾍﾟｯｶｰ ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

西宮市中屋町9-4-104

まる

西宮市中須佐町2-5ﾂｲﾝﾋﾞﾙ1F

ｽﾏｰﾄﾘﾍﾟｱ西宮店

西宮市中須佐町6-11-102

おいで食堂

西宮市中須佐町6-11-104

金剛苑

西宮市中須佐町8-17A-103

#愛す

西宮市中須佐町9-19-101

赤ちょうちん

西宮市中須佐町9-9

A&B BAR

西宮市中前田町1-20

Sherry curry西宮店

西宮市中前田町1-21

dining kitchen kuro

西宮市中前田町1-21ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ中前田101号

お丶づ

西宮市中前田町5-3

ぬう坊

西宮市中前田町7-30-101

SAGARMATHA NAMASTE

西宮市中前田町7-30ﾊｲﾂｴﾚｶﾞﾝｽ1F

ﾎﾙﾓﾝ第一本舗

西宮市中前田町7-31-101

中華kitchen れんげ

西宮市中前田町7-31-1階

居酒屋 縁

西宮市中前田町8番16号104号部

寿し処 内海

西宮市中前田町9-14

鮨割烹 汐

西宮市長田町1-15-104

お好み焼き やえちゃん

西宮市長田町1-15-105

天ぷら 多から

西宮市長田町1-28

お好み焼 れん

西宮市津田町2-20-109

炭鶏焼 だいこくさん

西宮市津田町2-5ｺ-ﾎﾟ西宮1F

一番

西宮市津田町２丁目２０ノ112

ぼくの店

西宮市津田町5-10-112

五番館

西宮市津門稲荷町11-25

ぎゅう道楽

西宮市津門稲荷町11-9

店舗名

住所

お好み焼き•鉄板焼 じょい

西宮市津門稲荷町12-13

麺匠 空海

西宮市津門稲荷町4-6

ﾐﾂﾔ

西宮市津門稲荷町5-28

焼とり まん座

西宮市津門稲荷町5-3

HANPO

西宮市津門稲荷町6-17阪神不動産販売今津ﾋﾞﾙ1階

FRIED FOOD/串かつよねだ

漸

西宮市津門稲荷町8-9

けｰちゃん

西宮市津門呉羽町1-11

喜楽

西宮市津門呉羽町1-2

カラオケ喫茶

おんち集まれ

西宮市津門呉羽町1₋30-3F

立ちのみ寿ず家

西宮市津門呉羽町1-36

みち草

西宮市津門呉羽町1⁻37

中国料理 ﾌｧｰﾛﾝ

西宮市津門呉羽町1-3井上ﾋﾞﾙ1F

立呑酒場 ｻﾌﾞﾛｯｸ

西宮市津門呉羽町2-10ぐらんぴあ今津101

にぎわい酒場万本店

西宮市津門呉羽町2-39

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸSHINO

西宮市津門呉羽町2-5

餃子の王将 今津店

西宮市津門呉羽町2-8

ﾐﾙｷｰ

西宮市津門呉羽町3-26

牛串屋 源家 今津本店

西宮市津門呉羽町3-28

立･楽･酒 ぷらっと

西宮市津門呉羽町3-30

居酒屋りん

西宮市津門呉羽町3-30ｴｸｾKUREHA101

天ぷら広場食道

西宮市津門呉羽町3-41

ｷﾞｮｯﾊﾟ! 阪急今津店

西宮市津門呉羽町3-41F1ﾌﾞﾛｯｸ1

ﾊﾞｰﾐﾔﾝ西宮今津

西宮市津門住江町13-28

はるちゃん

西宮市津門住江町5-13

ちび

西宮市津門西口町2-18ﾋﾟｭｱ西口102号

HIRO SAKE BAR

西宮市津門西口町2-25

鯖一

西宮市津門川町12-14-2

串しも田

西宮市津門川町12ｰ5

鳥屋 鶏壽

西宮市津門川町12-5-102

にしのみやﾗｰﾒﾝ 野球部

西宮市津門川町13-6

かかしや

西宮市津門大箇町10-15

しゃぶ葉西宮津門

西宮市津門大箇町10-7

kitchenﾘﾌﾟﾙ

西宮市津門大箇町8-6-101

西宮酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ

西宮市津門大塚町7-24

鶏とsour Boa Sorte

西宮市津門大塚町7-30西宮荘ﾋﾞﾙ1F南

笑来

西宮市津門宝津町11-16

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場今津駅前店

西宮市津門宝津町11-22今津ﾏｻﾙﾋﾞﾙ

京･旬彩さぶちゃん

西宮市津門宝津町13-9-101

店舗名

住所

舘村

西宮市天道町14-1

ゆらり亭

西宮市田代町11-1

La zucca di napoli

西宮市田代町11-26

La zucca di napoli ALA

西宮市田代町11-26

ｶﾚｰ貧頭 西村酒店

西宮市田代町1-2

なっぱ

西宮市田代町14-20

株式会社たけふく

西宮市田代町1-49

ｶﾗｵｹﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ

西宮市田代町2-12MKﾋﾞﾙ2F

海鮮炭焼 夢源

西宮市田代町2-12MKﾋﾞﾙ一階

ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰﾙｰﾑ 阪神にしのみや

西宮市田中町1-26

ｻｲｾﾞﾘﾔｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-26ｴﾋﾞｽﾀ西宮1F

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6

大分唐揚げ専門店とりあんｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6

ｸﾞｯﾄﾞｻｲﾌｫﾝ珈琲 ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6 ｴﾋﾞｽﾀ西宮2階

ヴｨﾄﾞﾌﾗﾝｽ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮

R Bakerエビスタ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮1F

家族亭 阪神西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮1F

まんぷく豚汁 味噌屋長兵衛

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮1F

Cave de Terre ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮1階

大起水産 まぐろﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮1階

食のつむぎｶﾌｪ UMENOHANA

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮3F

TIERRA LUZ VIENTO

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮3階

KollaBo

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮一階

鶴橋風月ｴﾋﾞｽﾀ西宮店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮専門店街120号

ﾐｱ食堂

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮専門店街1F118区画

旬鮮の房はたごや 阪神西宮駅店

西宮市田中町1-6ｴﾋﾞｽﾀ西宮専門店街1階

えびのやｴﾋﾞｽﾀ西宮

西宮市田中町1ｴﾋﾞｽﾀ1F

ﾁｬｲﾆｰｽﾞｷｯﾁﾝ 黄老

西宮市田中町1番6号ｴﾋﾞｽﾀ西宮1F11:

菜はれ 阪神西宮店

西宮市田中町2-25

松屋ﾌｰｽﾞ阪神西宮店

西宮市田中町2-3

ふわこっぺ阪神西宮店

西宮市田中町2-4

まんだら家 えびす店

西宮市田中町4-15

華SAKU 貞和寮食堂

西宮市東鳴尾町1-1-1

喫茶 ｽﾏｲﾙ

西宮市東鳴尾町1-3-29

じんばる

西宮市東鳴尾町1-9-22

お手軽中華桃の木

西宮市東鳴尾町1-9-28

花福

西宮市東鳴尾町2-10-19

店舗名

住所

cafe NEKONOTE

西宮市東鳴尾町2-15-18

森の農

西宮市湯元町6-10

ｷｬﾄﾙﾉﾜｰﾙ

西宮市南越木岩11-13-102

ROUGE et BLANC

西宮市南越木岩15-1BF-A

中国菜館 桂花

西宮市南越木岩町10-13

柿炭 苦楽園

西宮市南越木岩町11-13

居酒屋 くすはら

西宮市南越木岩町11-13苦楽園壱番館101

くらくえんCafe 居場所

西宮市南越木岩町11-17

February11th

西宮市南越木岩町11-6

ぢどり亭苦楽園店

西宮市南越木岩町11-6

串ｶﾂ田中 苦楽園店

西宮市南越木岩町11-6

cafe de parfait

西宮市南越木岩町15-1ﾙ-ﾌﾞﾙｺ-ﾄ苦楽園BF-B

えん座 苦楽園店

西宮市南越木岩町2-24日東ﾋﾞﾙ1階

ちょっと一口のくらくえん

西宮市南越木岩町2-25日東ﾋﾞﾙ1階

肉匠 ﾆ角

西宮市南越木岩町5-19

旬味 すゞ喜

西宮市南越木岩町5-3-202

ﾌｭｰｼﾞｮﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ olive

西宮市南越木岩町7-10

四季旬菜 いしばし

西宮市南越木岩町7-13

炭火焼鳥とりまさ 苦楽園店

西宮市南越木岩町7-17

京苦楽園店

西宮市南越木岩町7-17ﾈｵﾀﾞｲｷｮ-苦楽園2階

ﾗｰﾒﾝﾀﾛｳ苦楽園店

西宮市南越木岩町7-19

炭焼地鶏+ 和久楽

西宮市南越木岩町7-26

苦楽園うお慶

西宮市南越木岩町7-26ﾌｧｽﾄﾘﾊﾞ-1階

ｻﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ

西宮市南越木岩町8-13-101

ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｱﾝﾄﾞｸﾞﾘﾙﾌﾗﾜｰｽﾞ

西宮市南越木岩町8-13-103

お好み焼き 浅井

西宮市南越木岩町8-13-202

ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ

西宮市南越木岩町8-13駅前第一ﾋﾞﾙ2F

ｱﾛｰﾂﾘｰ 苦楽園店

西宮市南越木岩町8-13苦楽園第1ﾋﾞﾙ1F

The WEX

西宮市南越木岩町8-13苦楽園第一ﾋﾞﾙ203､205

SAKE DINING 狸goten

西宮市南越木岩町8-18苦楽園第二ﾋﾞﾙ101

炭火焼きとり ながたに家 苦楽園口店

西宮市南越木岩町9-5ﾊﾟﾙﾚ苦楽園108号

Kitchen & Ban KANON

西宮市南昭和町10-10ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅIII2F

Bar &Dining 橙

西宮市南昭和町10-10ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅIII2F西

KO-KI

西宮市南昭和町10-10ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅIII3F

地魚屋台 とっつぁん 西北店

西宮市南昭和町10-10ｶｻﾏﾄﾞﾝﾅﾋﾞﾙ31F

和素材料理とお酒 くさび

西宮市南昭和町10-10地下

おんどり庵西宮北口店

西宮市南昭和町10-16

ﾌﾞｯｸｽｱﾝﾄﾞｺｰﾋｰ

西宮市南昭和町10-19 西宮公同教会総合ﾋﾞﾙ1階

ｼｵｻｲ

店舗名

住所

株式会社デンキーナ・トゥゴー

西宮市南昭和町１－１９

C afe

de J ardin

西宮市南昭和町4-10-101

鉄板串焼･鉄板焼 Utataya

西宮市南昭和町4-11-1F

鶴亀八番西宮北口店

西宮市南昭和町4-12

有限会社 花ゆう

西宮市南昭和町4-9

ﾋﾟｶﾛ

西宮市南昭和町9-7

ﾊﾟｽﾀ ﾋﾟｯｺﾗ

西宮市南昭和町9-8

炙り焼肉G

西宮市南昭和町9番8号北口ﾊﾟ-ﾙﾋﾞﾙ3階

ｿｳﾘｽ

西宮市南超木岩町1-30

ﾘｽﾄﾗﾝﾃﾌﾟｰﾙ

西宮市二見町12-22-301

vivo ｲﾀﾘｱ食堂

西宮市二見町3-16ｻﾝｴｲ第2ﾋﾞﾙ2階

炭火焼鳥専門店まさや JR甲子園口駅の北側店

西宮市二見町3-20

大貫

西宮市二見町3-24

寿し いち徳

西宮市二見町4-16-C

ｲﾙｸﾞﾗｰﾄ

西宮市二見町4-21ｱﾙﾃｯｸ甲子園口1階

れすとらん べる

西宮市二見町9-2

つくねや 能登店

西宮市能登町4-2

酒ばる YASU

西宮市能登町4-2

近江屋

西宮市馬場町1-28

ｴﾝｽﾀｲﾙ

西宮市馬場町1-28-1F

博多もつ鍋一級阪神西宮店

西宮市馬場町1-28ﾀ-ﾄﾙﾋﾞﾙ2階

旬の肴菜 武蔵

西宮市馬場町1-5-103

炭焼ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ縁

西宮市馬場町3-20加藤ﾋﾞﾙ1F

喫茶部ｶﾞﾚｰｼﾞ

西宮市馬場町3番19号2階

ﾚｽﾄﾗﾝ ﾛﾝﾄﾞﾝ

西宮市馬場町4-10

居酒屋富~

西宮市馬場町4-11

葡萄屋ｴﾋﾞｽ

西宮市馬場町4-13

かすうどん宝船

西宮市馬場町4-2

ゆうゆう

西宮市馬場町4-4 いすず西宮ﾋﾞﾙ1階

小さな居酒屋 ちょっと

西宮市馬場町4-6

はぎのや

西宮市馬場町4-7

Bistro SALT&PEPPER

西宮市馬場町4-8

ｽﾀﾝﾄﾞ白鹿 阪神西宮

西宮市馬場町5-1

たこ焼きﾏﾝ福

西宮市馬場町5-1

ﾃﾞｨｱｰﾊｰﾂ

西宮市馬場町5-26

地中海食堂ﾀｲｰﾑ

西宮市馬場町5-26

Flapper House

西宮市馬場町5-5

ｲﾀﾘｱ酒場ｴﾋﾞｽﾊﾞｰﾙ

西宮市馬場町6-1

店舗名

住所

えびす酒場てんてん

西宮市馬場町6-1MTCｴﾋﾞｽﾋﾞﾙ1F-B号

だしの店 つみ木

西宮市馬場町6-20東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ1F

BODEGA d'evis

西宮市馬場町6-262階

ThreeCodes

西宮市櫨塚町1-14ｺｳｴｲﾋﾞﾙB1

珈琲館 ふじた

西宮市櫨塚町2-15ｻﾝｺ-ﾎﾟﾕ-Ⅲ

きっちん花なすび

西宮市櫨塚町2-28西宮庁舎一階

AQUA KITCHEN

西宮市櫨塚町3-27-102

Samjhana Kitchen & Bar

西宮市櫨塚町3-27-102

御麺処あずみ野

西宮市櫨塚町３－２７西宮センタービル１０１

中華そば牡丹

西宮市櫨塚町3-4

ｽﾅｯｸ あい

西宮市櫨塚町3−4-203

お料理つじむら

西宮市櫨塚町3-4ｸﾞﾛ-ﾘ-ﾋﾞﾙ201

和牛焼肉じょｰばら

西宮市櫨塚町3-4西宮ｸﾞﾛ-ﾘ-ﾋﾞﾙ1階

居酒屋KANATA

西宮市櫨塚町3-4西宮ｸﾞﾛ-ﾘ-ﾋﾞﾙ202

喫茶･ｽﾅｯｸ ｼﾙｴｯﾄ

西宮市櫨塚町3−9

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾏﾘﾝ

西宮市樋之池町10-15紀伊国屋第一ﾋﾞﾙB1

すぎまる

西宮市樋之池町12-5-201

ｲﾝﾄﾞ料理ｼｭﾘｱﾙﾅ苦楽園店

西宮市樋之池町16-25

鮨割烹とと

西宮市樋之池町16-8103

Ristorante TARO

西宮市樋之池町21-29

VENE CAFE

西宮市樋之池町2-15-102

京料理くまがい

西宮市樋之池町22-71階

bird

西宮市樋之池町23-23ﾓﾄﾊｼﾋﾞﾙ1F

中国料理滕王閣

西宮市樋之池町2-33-2F

鮨まつ本

西宮市樋之池町2-33ｾﾙｼｪ-ﾙ苦楽園1階

焼鳥さかもと

西宮市樋之池町24-16 ｱﾄﾞｰﾙ苦楽園1F

BLU

西宮市樋之池町3-9-1F

鮨

CHIARO
和顔

西宮市樋之池町3番8号

ﾌｫﾝﾃｶﾞｰﾗ

西宮市樋之池町5-20-103

ｻﾞ•ﾗｸﾞﾋﾞｰｸﾗﾌﾞｵﾌﾞｺｳﾍﾞ

西宮市樋之池町9-12

ﾆｺ&ﾃﾞﾘ

西宮市樋之池町9-12

neu cafe 苦楽園店

西宮市樋之池町9-12ﾌｧﾙｺ夙川2F

焼肉酒家 蘭

西宮市樋之池町9-12ﾌｧﾙｺ夙川2階

ｵｽﾃﾘｱ ｼﾁﾘｱｰﾅ ｴ ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ﾀﾞ ﾏﾘｵ

西宮市浜甲子園2-17-4

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ兵庫医科大学病院店

西宮市武庫川町1-1

西宮さくら亭

西宮市分銅町1-25宮本ﾋﾞﾙ1階

らぁめん夢屋台 西宮店

西宮市分銅町2-28

和韓居酒屋 家族

西宮市平木町11-5

店舗名

住所

隠食dokoro馳っく

西宮市平木町9-12

Casa mia

西宮市豊楽町11-22-101

お好み焼き鉄板焼ゆたか

西宮市北口町1-1-124ｱｸﾀ西宮西館1階

ｷｯﾁﾝゆいか

西宮市北口町1-1-131ｱｸﾀ西館1階

雑魚や

西宮市北口町1-1-137ｱｸﾀ西宮

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ西宮ｱｸﾀ店

西宮市北口町1-1-215

あじどころ きづいち

西宮市北口町1-1ACTA西宮西館1F128

立呑吾一

西宮市北口町1-1ｱｸｱ西宮西館1Fw-121

ｽﾃｰｷ家ｱｸﾀ西宮店

西宮市北口町1-1ｱｸﾀ西宮西館1

ｶﾚｰﾊｳｽﾋﾞｰﾎｯﾄ

西宮市北口町1-1ｱｸﾀ西宮西館121-2

おにぎり家一粒 西宮店

西宮市北口町1-1ｱｸﾀ西宮西館1F

あまのじゃく

西宮市北口町1-2-102車田隆弘

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞBAR HIRO

西宮市北口町1-2-103

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰｱｸﾀ西宮店

西宮市北口町1-2ｱｸﾀ西宮東館2階

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂｱｸﾀ西宮店

西宮市北口町1-2東館2F

寿司割烹 松葉

西宮市北口町17-6

魚の巣 西宮北口ｱｸﾀ店

西宮市北口町1番ｱｸﾀ西宮西館1F

ｶﾚｰ&ﾊﾞ- INDIGO

西宮市北口町9-8

ｽﾃｰｷﾊｳｽ神楽 苦楽園店

西宮市北名次町10-12夙川ｻﾆ-ｶﾞ-ﾃﾞﾝ1F

DENQUINATOGO

西宮市北名次町10-20

楽

西宮市北名次町11-25

Bliss Burger Hawaii

西宮市北名次町15-11白井ﾏﾝｼｮﾝ101

ﾗｳﾝｼﾞ もんれぽ

西宮市北名次町2-10

へちま

西宮市北名次町2-17

日本料理川久

西宮市北六甲台1-26-6

すまいる

西宮市本町10-14

花菜座

西宮市本町11-18

lounge grace

西宮市本町12-7 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞﾋﾞﾙ105号

ｱﾘｽﾊﾟｰﾄ2

西宮市本町12-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ101

Dining KOTETSU

西宮市本町12-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ103号

Coral

西宮市本町12−7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ202

Reef

さくらん

西宮市本町12-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ305号

ｽﾅｯｸ 優菜

西宮市本町12-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ401号

And

西宮市本町12-7ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｯｽﾞ西宮402

COFFEE HOUSE FIELD

西宮市本町5-10

日本酒屋柿炭

西宮市本町7-14

讃歌うどん はんげしょう

西宮市本町9-5

まとやん

西宮市末広町1-14

店舗名

住所

焼肉正ちゃん

西宮市名塩3-3-4

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ なじおﾌﾟﾗｻﾞ店

西宮市名塩新町8

HORYSWINEBAR

西宮市名次町4-12

鮨たかまさ

西宮市名次町4-12むくの木ﾋﾞﾙ1階

串ｶﾂあんしゃん亭

西宮市名次町4の12むくの木ﾋﾞﾙ1F

ｻｳﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｭ西宮武庫川店

西宮市鳴尾1-3-21

お魚処 ちどり

西宮市鳴尾町1-10-15

お好み一休

西宮市鳴尾町1-21-11

宴

西宮市鳴尾町1-21-11

黒王

西宮市鳴尾町1-21-7

こはぜ

西宮市鳴尾町1-21-9ｸﾞﾚ-ｽ鳴尾

はっぱや 鳴尾店

西宮市鳴尾町1-21-9ｸﾞﾚ-ｽ鳴尾1階

ﾘｭﾘｭ鳴尾店

西宮市鳴尾町1-3-21-102

鳥貴族 鳴尾店

西宮市鳴尾町1-3-212F

Bar ESTATE

西宮市鳴尾町1-3-21ｴﾑｽﾞ鳴尾ﾋﾞﾙ401

GOGO焼きそば

西宮市鳴尾町1-3-32

ｶﾗｵｹｻﾛﾝ樹林

西宮市鳴尾町2-25-10

鴻福門

西宮市鳴尾町2-25-21

ｽｼﾛｰ西宮鳴尾町店

西宮市鳴尾町2-26-17

のｰす

西宮市鳴尾町3-17-19

ﾓﾝｽﾃﾗ

西宮市鳴尾町3-2-1-2F

ﾋﾟﾀくん台湾生ﾀﾋﾟｵｶﾐﾙｸﾃｨｰ

西宮市鳴尾町3-2-5HOLIBLDG1階

串かつまるまん

西宮市鳴尾町3-4の10

とりﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ぽぽろ

西宮市鳴尾町3-5-1

LOOSE (ﾙｰｼﾞｭ)

西宮市鳴尾町3-5-1ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ101

beinelmilel

西宮市鳴尾町4-14-20

nanai

西宮市鳴尾町4-5-8

ごはん処 さわ

西宮市鳴尾町5-1-39-102

ｶﾗｵｹ喫茶ｸﾞﾗｼｱｽ

西宮市鳴尾町5-4-35

伊達商店

西宮市鳴尾町5の6の1

ｶﾗｵｹ喫茶V(ヴｲ)

西宮市鳴尾町5-甲子園浦風町11-27

中華料理 大力

西宮市鳴尾町5町目1-32

華SAKU 立総合体育館店

西宮市鳴尾浜1-16-8

Dining cafe asia

西宮市木津山町11-11AXISｸｫ-ﾀ-ﾊﾞﾚﾙB-1

門戸桟敷曜

西宮市門戸西町3-3

夢打庵

西宮市門戸荘13-15

炭火焼鳥はる門戸店

西宮市門戸荘13-17

Asiankitchen PAR

西宮市門戸荘15-1ﾄﾄﾓﾝﾄﾞ1F

店舗名

住所

みんみん 門戸厄神

西宮市門戸荘15番3号ﾓﾝﾄﾞｳｴｽﾄﾋﾞﾙ104

味かど

西宮市門戸荘18-68-105

cafe R

西宮市門戸荘18-68D105

茶房 MONTO

西宮市門戸荘18-68ﾒｿﾞﾝ西宮101

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸﾊﾞﾝﾌﾞｰ

西宮市門戸荘9-16

ﾊﾞｰﾋﾞｰｳｨｯﾁﾄﾞ

西宮市門戸荘9-16ﾈｵDﾋﾞﾙ2F

まさや門戸厄神店

西宮市門戸東町4-11

寿ず家門戸1号店

西宮市門戸東町7-34

ｵｶﾓﾄ醤油ﾇｰﾄﾞﾙ

西宮市門前町1-9

yoricafe

西宮市野間町1-10ﾒｿﾞﾝ門戸101

童夢

西宮市柳本町5-16

肴処 和桜

西宮市柳本町7-4

駱駝屋珈琲店

西宮市与古道2-34

肉処 千

西宮市与古道町2-35

ｶﾌｪｶﾞﾚｰｼﾞ ﾗ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｴﾗ

西宮市与古道町3-24ﾚｼﾞｭ-ﾙｱｯｼｭ西宮ｱ-ﾊﾞﾝﾃﾗｽ

杏

西宮市与古道町3-26-102

海水ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞすえの

西宮市与古道町3-3

㐂楽

西宮市与古道町3-31

酒楽 のこのこ

西宮市与古道町6-2

遊菜酒家 おｰちゃん

西宮市与古道町6-20畦池ﾋﾞﾙ1階

串焼きﾎﾙﾓﾝ ﾄﾞﾗﾑKAN

西宮市与古道町6-2畦地ﾋﾞﾙ101号室

Bistro FreA

西宮市里中3-6-7-2FB号

cafeやお亭

西宮市里中町1-1-18

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵtoU

西宮市里中町1-1-1ｻﾝｸﾛ-ﾊﾞ-里中ﾋﾞﾙ3F

caFe ROG in

西宮市里中町1-6-14ｴﾅﾌﾞﾙ里中1階

ｻﾅｶ鳴尾店

西宮市里中町2-1-1

餃子の王将 鳴尾店

西宮市里中町2-1-7

ｷｬﾗﾊﾞﾝ

西宮市里中町2-19

ｽﾃｰｷﾊｳｽ ﾗ·ﾍﾟｲｻﾞﾝ

西宮市里中町2-1-9

ajianｵﾘｴﾝﾀﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

西宮市里中町2-2-2

やきとり酒場 花

西宮市里中町2-2-2

たこ焼き威風

西宮市里中町2-2-2東甲子園ﾊｲﾂ106

居酒屋楽が来

西宮市里中町2-4-15小林ﾋﾞﾙ101

ROCKDINER SMOKIN'BILLY

西宮市里中町2-4-15小林ﾋﾞﾙ103号

ﾎﾟｹｯﾄ

西宮市里中町2-4-18

飲っ処 ちょ根

西宮市里中町2-4-19

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ

西宮市里中町3-11-10

ﾌﾚﾝﾁ ｿﾜﾚ

西宮市里中町3-11-14

店舗名

住所

鳥富久

西宮市里中町3-11-17

お好み焼き 鉄板焼 Qooちゃん

西宮市里中町3-1-12ﾒｲﾝｽﾃ-ｼﾞ101号

Chicken′s

西宮市里中町3-1-12ﾒｲﾝｽﾃ-ｼﾞ里中106

bar

nest

shot bar kihachi

西宮市里中町3-1-5

たこ萬

西宮市里中町3-1-5(ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ)

ﾗｰﾒﾝ爆神

西宮市里中町3-1-51F

かれん

西宮市里中町3-2-9

家庭料理 虎笑

西宮市里中町3-3-11

ﾊﾞｰｲｯﾂ

西宮市里中町3-6-7ﾋﾟｭｱ里中1F

ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ+ﾍﾞｰｶﾘｰ COCO

西宮市老松町2-2

台湾まぜそば やす田

西宮市六湛寺町1-11

おさるの村西宮店

西宮市六湛寺町1−13 ﾊﾟｳ西宮3階

心味庵

西宮市六湛寺町12-10

酒菜や つねはる

西宮市六湛寺町12-10-101ｻﾝｸﾞﾘ-ﾝ本社ﾋﾞﾙ101

ﾄﾑﾄﾑ

西宮市六湛寺町12−12

梅八

西宮市六湛寺町13−18

株式会社ｸﾜﾀ

西宮市六湛寺町15−3(鳥半阪神店)

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 阪神西宮店

西宮市六湛寺町15-8 1F~5F

たじま屋西宮店

西宮市六湛寺町1番11号つばさﾋﾞﾙ1F

海鮮屋台おくまん西宮店

西宮市六湛寺町2-1

鳥貴族西宮店

西宮市六湛寺町2-1

餃子とﾃﾞﾐ串ｶﾂといろいろ りとも

西宮市六湛寺町2-1102-A

寿司酒場はち助

西宮市六湛寺町2-1-102-A

月うさぎ

西宮市六湛寺町2-1-106ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞ-ﾃﾞﾝﾀﾜ-

立峰

西宮市六湛寺町2-1-110

木曽路西宮店

西宮市六湛寺町9-19

ﾚﾍﾞｯｶ

西宮市和上町1-12

ﾎﾟﾝ酢焼きそば ﾎﾟﾝ助

西宮市和上町1−13

うおかじ

西宮市和上町1-13-1F

REMY

西宮市和上町１ー６マルシェ西宮

博多流 神屋

西宮市和上町1-32

ﾊﾞｰｾｶﾝﾄﾞ

西宮市和上町1-6

酒楽ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみやもと

西宮市和上町1-6-102

Wonderful Bar

西宮市和上町1-6-103

Night bar carrera

西宮市和上町1-62F

喫茶とお酒花と寅

西宮市和上町1-6-305 ﾏﾙｼｪ西宮3階

Pub GALWAY

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮104

炭火焼き鶏とりかご

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮105

店舗名

住所

ﾗｳﾝｼﾞﾃﾞｲｼﾞｰ

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮2階204.205

Lian

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮B4

和人館

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮地下

Verde

西宮市和上町1-6ﾏﾙｼｪ西宮地下1F103

天ﾉｶﾏ

西宮市和上町5-29-102

お食事処 大正

西宮市和上町6-13

食楽美酒 はるか

西宮市和上町8-5ﾌﾛ-ﾗ和上1F

