店舗名

住所

旅房芦屋大悲閣

芦屋市奥山1

株式会社ｱﾗｽｶ芦屋支店

芦屋市奥山1-25芦屋ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部内ﾚｽﾄﾗﾝｱﾗｽｶ

ｱｰﾄｸﾞﾚｲｽﾈｸｽﾄｱｼﾔ

芦屋市海洋町10-1

芦屋水春ｶﾌｪ 3Fﾄﾞﾘﾝｸﾊﾞｰ

芦屋市海洋町10-2潮芦屋温泉SPA水春内

芦屋水春亭

芦屋市海洋町10-2潮芦屋温泉SPA水春内

芦屋ﾍﾞｲｺｰﾄ倶楽部ﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞLubano

芦屋市海洋町14-1

ｻｲｾﾞﾘﾔﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ潮芦屋店

芦屋市海洋町9-2ﾗｲﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ潮芦屋南B棟

和食しん堀

芦屋市岩園町23-45ｼｬﾄﾙ101

芦屋和奏こころ

芦屋市岩園町9-1

食楽螢

芦屋市宮塚町1118105

EMBRACE

芦屋市宮塚町12-19ﾌﾞﾙ-ﾉ芦屋1F

居酒屋桜

芦屋市宮塚町15-2

焼鳥 げん家

芦屋市宮塚町2-1

芦屋らｰめん庵

芦屋市宮塚町2-3-101

お好み焼き 鉄板焼き ぐず

芦屋市業平町5-1-2F

すずらん

芦屋市業平町5-13F

ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾚﾝﾁkuro96

芦屋市業平町7‐16ﾒｿﾞﾝ高橋1F

ｸﾞﾗｽ

芦屋市業平町7-27

ｷｯﾁﾝｶﾌｪなりひら

芦屋市業平町8-24芦屋市民ｾﾝﾀ-本館2階

cherry.c

芦屋市月若町5-12

New Sora

芦屋市月若町8-13-103

BARあしや川
lnnovative

芦屋市月若町8-13芦屋月若第三小西商工ﾋﾞﾙ1
Restaurant Sou宗

芦屋市月若町8-15ﾒｿﾞﾝ倉本1F

ｼｬﾎﾟﾝ

芦屋市呉川1-10

芦屋らん

芦屋市呉川町1-10-201

鶏羊炭焼七輪 ちもとり

芦屋市呉川町2-16

餃子の王将阪神芦屋店

芦屋市公光町10-14

居酒屋

芦屋市公光町10-17ｵﾙヴｨｽﾋﾞﾙB1F

宿六

Okonomi Life KAGITA

芦屋市公光町10-5

お好み焼きごんべぇ

芦屋市公光町11-1松田ﾋﾞﾙ2F

日本料理 伊予本

芦屋市公光町1-15芦屋ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞﾊﾟﾚｽ1F

Will芦屋

芦屋市公光町11-5芦屋山下ﾋﾞﾙ1F

芦屋 小太郎

芦屋市公光町4-20

Wave

芦屋市公光町7-10

ｸﾞﾘﾙﾛﾝﾄﾞﾝ

芦屋市公光町7-10

芦屋銀しゃりや

芦屋市公光町7-11有沢ﾋﾞﾙB1F

芦屋 炭や庵

芦屋市公光町7-12ﾒｲﾝｽﾃ-ｼﾞB1F

Bar karma

芦屋市公光町8-4ｼﾙﾌｨ-芦屋1F

店舗名

住所

ふる里

芦屋市公光町8-6

BAR芦屋日記

芦屋市公光町9-3ｲｻﾞﾋﾞﾙ

be...one

芦屋市公光町9-4ｱﾙｺｰﾌﾟ芦屋B102

肴屋くおん

芦屋市公光町9-4ｱﾙｺ-ﾌﾞ芦屋101

優食家みずかみ

芦屋市公光町9-4ｱﾙｺ-ﾌﾞ芦屋B101

鶏白湯RAMEN芦屋焔

芦屋市公光町9-4ｱﾙｺ-ﾌﾟ芦屋B103

ｶﾌｪ･ﾌﾞｰｹ

芦屋市高浜町1-7高浜町ﾗｲﾌｻﾎﾟ-ﾄｽﾃ-ｼｮﾝ1階

滝の茶屋

芦屋市山芦屋町1

芦屋ﾊﾞﾅﾅ

芦屋市山手町8-16

将家

芦屋市若宮町5-12-101

梅延

芦屋市若宮町5-12-201

Tempura pepe 天ぷら ぺぺ

芦屋市若宮町5-12-202

ﾊﾟｽﾀのお店 gomenya

芦屋市春日町1-15-105

割烹 青柳

芦屋市春日町1-15ﾌﾘｯｸｺ-ﾄ102

ﾚｽﾄﾗﾝ 一喜

芦屋市春日町21-6

日韓食菜はた坊

芦屋市春日町3-6-101B

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ芦屋打出店

芦屋市春日町7-5

炭火焼鳥専門店まさや JR芦屋西店

芦屋市松ﾉ内町1‐10ﾗﾘ-ﾌﾞ芦屋1階

鳥いと

芦屋市松ﾉ内町1-20

La Brasserie

芦屋市松ﾉ内町1-20 ｱﾙﾊﾞ芦屋2号棟105

大地

芦屋市松ﾉ内町1-20-111ｱﾙﾊﾟ芦屋西館1階

食&人の縁 うたげ

芦屋市松ﾉ内町1-20ｱﾙﾊﾞ芦屋106

自家農園のあるｻﾗﾀﾞ屋さんta.

芦屋市松ﾉ内町1-20ｱﾙﾊﾟ芦屋2号棟103

BAKE STAND

芦屋市松ﾉ内町1-20ｱﾙﾊﾟ芦屋2号棟104

芦屋 とり千

芦屋市松ﾉ内町2-2ｺｽﾓ第一ﾋﾞﾙ1階

鳥貴族芦屋店

芦屋市松ﾉ内町2-3ｴｳﾙﾋﾞﾙ1階

Shuwa Shuwa

芦屋市上宮川4-11-103

STAR

芦屋市上宮川町2-8-104号室

芦屋ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ ｼｪヴｰ

芦屋市上宮川町2-8ﾌﾟﾛｽﾊﾟ-第19ﾋﾞﾙ芦屋

芦屋nana

芦屋市上宮川町5-12-101

ﾃﾞｭｵｱﾙﾏｰﾆ

芦屋市上宮川町9-12ｱﾙﾋﾞ芦屋203.204号

華SAKU

芦屋市新浜町1-2

県立国際高校店

たこべ~

芦屋市精道町3-5

焼肉処 芦苑

芦屋市精道町5-5

Ambika

芦屋市精道町6-12

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ精道

芦屋市精道町6-3

次郎長

芦屋市精道町7-29

三栄

芦屋市西山町1019

店舗名

住所

料理屋 仁

芦屋市西山町12-5

酒肴 積翠庵

芦屋市西山町1-8

酒場 ｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ大和

芦屋市西山町1-8

fumoto

芦屋市西山町23-21

和水

芦屋市西山町23-21

Bar CottonFields

芦屋市西山町23-211F

Di Franco's Casa Molise

芦屋市西山町2-4-1-B

STAGE

芦屋市西山町3-10

八光屋

芦屋市西山町3-12

ﾎﾟﾙﾎﾟ

芦屋市川西町13-6

ici

芦屋市川西町15-20

日本料理 眞田

芦屋市川西町2-37

ｸｯﾁｰﾅｴﾊﾞｰﾙ ｼﾞｭﾘｴｯﾀ

芦屋市川西町2-37-105

Kamiya

芦屋市川西町2-37-201

焼･炉端ばたばた

芦屋市川西町2-37ｱｼﾔｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾋﾞﾙ102

Ashiya SWEET

芦屋市川西町2-37芦屋ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾋﾞﾙ207

ﾁｨﾅ

芦屋市船戸町1-25

ALMARZA

芦屋市船戸町1-25-108

芦屋鳥きよ

芦屋市船戸町1-25-113ｱﾙﾊﾟ芦屋1F

奥田商店 ﾊﾞﾙﾓﾝﾃｱｼﾔ

芦屋市船戸町1-25ｱﾙﾊﾟｱｼﾔ106

炭旬 芦屋店

芦屋市船戸町1-25ｱﾙﾊﾟ芦屋1階

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞJR芦屋店

芦屋市船戸町1-29

ｱﾛｰﾂﾘｰ芦屋ﾓﾝﾃﾒｰﾙ店

芦屋市船戸町1-31ﾓﾝﾃﾒ-ﾙ4F

千里しゃぶちん芦屋店

芦屋市船戸町1-31ﾓﾝﾃﾒ-ﾙ西館4階

酒好 en

芦屋市船戸町2-1-116ﾗﾎﾟﾙﾃ西館

ｲﾝﾃﾞｱﾝｶﾚｰ芦屋店

芦屋市船戸町2-1-120ﾗﾎﾟﾙﾃ西館内

GRIDDLE SAKAI

芦屋市船戸町2-1ﾗﾎﾟﾙﾃ西館1F

旬彩食卓 芦屋ひろ

芦屋市船戸町2-1ﾗﾎﾟﾙﾃ西館二階

Lounge Bar Mackey

芦屋市船戸町3-25-101

鮨やまもと

芦屋市船戸町3-25-103

ﾊﾞｰｴﾌ

芦屋市船戸町3-27-3番館ﾋﾞﾙ2階

Jackson's N.Y.DINER

芦屋市船戸町3-4

芦屋･次郎

芦屋市船戸町5-262階

鮨処 多田

芦屋市船戸町5-28ｱﾝﾄｽ芦屋B101

cucina RIFUKA

芦屋市船戸町7-2

折々 まつ菜

芦屋市打手小槌町6-9

寿司割烹 かつら浜

芦屋市打出小槌2-3

鮮華

芦屋市打出小槌町14-11三偉ﾊｲﾂ2階

店舗名

住所

BRASSERIE ASHIYA Becchii37

芦屋市打出小槌町2−3打出小槌ﾋﾞﾙ302

ｸﾞﾘｰﾝﾔｰﾄﾞ芦屋店

芦屋市打出小槌町3-3

かぶらや

芦屋市打出小槌町6-9-104

南風

芦屋市打出町1-13

みきや

芦屋市打出町1₋17

うなぎずし駿河

芦屋市打出町1-6

みなと食堂･ｶﾌｪﾊﾞｰ

芦屋市打出町1-6

串昌

芦屋市打出町2-12

笹

芦屋市打出町2-19

CAFE&BAR Takezono

芦屋市大原町10-1(竹園ﾎﾃﾙ内)

BAR Kinugawa

芦屋市大原町11-14-2F

bar SARAVAH

芦屋市大原町11-143F

Beans Pot 芦屋店

芦屋市大原町11-24-101

大天寿司

芦屋市大原町11-24-101

山海百味 一駛

芦屋市大原町11-24-101ﾗﾎﾟﾙﾃ北館1F東側

ﾛｽﾃｨｯﾁｪﾘｱ ﾗｯﾌｨﾅｰﾄ

芦屋市大原町11-7

京料理 たか木

芦屋市大原町12の8

&-deux(ｱﾝﾄﾞｩｰ)

芦屋市大原町2-5ヴｨｻﾞヴｨ芦屋B1

MANAmana42

芦屋市大原町2-5ヴｨｻﾞヴｨ芦屋B1

ｸﾞｰﾀﾝ

芦屋市大原町2-5ヴｨｻﾞヴｨ芦屋B1F

ｱｲﾙ

芦屋市大原町2-5ヴｨｻﾞヴｨ芦屋地下1階

芦屋ひすい

芦屋市大原町2-6ﾗﾓ-ﾙ芦屋

ｻﾛﾝﾄﾞ愛

芦屋市大原町2-6ﾗﾓ-ﾙ芦屋116-2

和食孤一

芦屋市大原町4-121階

viola

芦屋市大原町5-16-101

ﾁｪｲﾙﾁｷﾝ

芦屋市大原町5-18

KaraokeBar&cafe Lapis

芦屋市大原町5-5vivi芦屋3階

BAR GREEN

芦屋市大原町5-5ｲﾁｴﾝﾋﾞﾙ2階

季節料理空の心

芦屋市大原町6-1

風天

芦屋市大原町6-4

Left Alone

芦屋市大原町7-8-101

芦屋威風

芦屋市大原町7-8-202

酒肴 瞬

芦屋市大原町8-2ﾗ･ﾌｫ-ﾈ芦屋B1

にくてん割烹 鈴

芦屋市大原町8-2ﾗﾌｫ-ﾈ芦屋B1

安愚楽

芦屋市大原町8-2ﾗﾌｫ-ﾈ芦屋B1F

Bell's Market

芦屋市大原町91

酒房 月桂冠

芦屋市大原町9-1 ﾗﾎﾟﾙﾃ 東館116

五福飯店

芦屋市大原町9-1 ﾗﾎﾞﾙﾃ東館B111

店舗名

住所

pasta&wine DA UENO

芦屋市大原町9-1-120ﾗﾎﾟﾙﾃ東館1F

お好み焼 恵

芦屋市大東町10-12-113

おばん菜 心月

芦屋市大桝町1-14 芦屋川ﾃﾗｽヴｨﾗ2階

たこ焼き&ちょっとBar Garage

芦屋市大桝町1-15

芦屋ごはん のりすけ

芦屋市大桝町3-5芦屋ｶｻﾘﾅ102

肉焼ｷ酒場 牛飲馬食

芦屋市大桝町4-15

Mini et Gege

芦屋市大桝町4-20

喜一

芦屋市大桝町5-8

bAR伊藤

芦屋市大桝町6-12ﾈｵｯｸｽ2F

ﾌｰ･ﾄﾞ･ヴｧﾝ

芦屋市大桝町7-13ｾﾚ-ﾉ芦屋2F

ｽﾅｯｸ りｰざ

芦屋市大桝町7-3清隆荘2F

unfalo'

芦屋市大桝町7-9

柚子商店

芦屋市竹園町2-2

三栄

芦屋市竹園町4-14

PT'Sﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ

芦屋市茶屋之町10-5

肉菜花苑

芦屋市茶屋之町1-1-102

OLLKITCHEN(ｵﾙｷｯﾁﾝ)

芦屋市茶屋之町11-11

ｽﾍﾟｰｽR

芦屋市茶屋之町1-12

もも焼きかわむら

芦屋市茶屋之町11-5

ﾋﾞｰｳｨｯﾁ

芦屋市茶屋之町11-5ﾍﾞﾙｱﾐ-芦屋103

喫茶ｴﾘｰﾄ

芦屋市茶屋之町11-6

eclat

芦屋市茶屋之町1-1第一ﾌﾞﾗｳﾝﾋﾞﾙ2階

ﾋﾟｰｽｶﾚｰ

芦屋市茶屋之町2-24

更科｡

芦屋市茶屋之町3-11

78Fuzuki Yaoka

芦屋市茶屋之町3-7DecolaAshiya101

RIO COFFEE 芦屋本店

芦屋市茶屋之町4-12-104

ﾙ ﾌﾟﾃｨ ｷｬﾄﾞｰ

芦屋市茶屋之町5-12ｽﾀｱﾘｲｱｲ芦屋2階

天ぷら&ﾜｲﾝ 芦屋 いわい

芦屋市朝日ヶ丘町28-27

LA GOULUE

芦屋市朝日ヶ丘町6-11-105

ｲﾙﾏﾃｨｰﾉ

芦屋市朝日ヶ丘町6-11ﾌﾞﾘ-ｼﾞｪ朝日ヶ丘106

Fu福Ku

芦屋市津知町11-15ｱﾙﾄﾚﾅｶﾞｻﾜ1階

Moon Moon

芦屋市東芦屋町1-24-2F

芦屋川TARO

芦屋市東芦屋町3-5芦屋清州ﾌﾟﾗｻﾞ2F

串かつ ぱんこ

芦屋市東芦屋町3-7

CREPE DE FUFU ASHIYA

芦屋市東芦屋町5-3

INNOCENTE

芦屋市東芦屋町5-8

Isshiki

芦屋市東山町2-6

居酒屋どん

芦屋市東山町29-22

店舗名

住所

芦屋焼肉 結

芦屋市東山町4-13 ｸﾛｽﾋﾞﾙ1F

中国菜HATSU

芦屋市東山町5-10JYﾘ-ｼﾞｪﾝﾄﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ1F

炭火焼鳥せっちゅう

芦屋市東山町6-12第3吉田ﾋﾞﾙ2F

繭

芦屋市南宮町1-20中西ﾊｲﾂ102

今日のﾜｲﾝ

芦屋市南宮町12-25

ﾗｳﾝｼﾞ久美

芦屋市南宮町12-25瀧北ﾋﾞﾙ1F

自然派ﾏﾙｼｪ nature.

芦屋市南宮町2-20

焼肉 喰天下

芦屋市楠町4-12

ｶﾞｽﾄ芦屋

芦屋市楠町7-18

ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸｶﾌｪ

芦屋市浜町2-11ﾋﾟｭｱ芦屋201

ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾀｶ 芦屋

芦屋市平田町1-3

おいりぃ

芦屋市平田北町2-1

ﾘﾎﾟｻﾞｰﾃ

芦屋市平田北町2-1

BARACCA DELSOLE

芦屋市涼風町6-19

