店舗名
糸。

明石市松の内2丁目5-8

カラオケ喫茶

エリト

コーヒーラウンジ
吞み処

住所

夢追い人

よかどん

西明石スリーナインビル401号

明石市大久保町駅前2-8₋23
明石市西明石南町1₋6₋18

西明石商会ビル１F

明石市西明石南町2-8-13

ありもと

明石市旭が丘12-8

ｻﾗﾝﾊﾞﾝ

明石市旭が丘21-17井上ﾋﾞﾙ103号

ｽﾙｵﾀﾞﾔ

明石市旭ヶ丘21-17

ｶﾗｵｹ喫茶 ひまわり

明石市花園町1-12

やんばる

明石市荷山町1855-64明石ﾏﾝｼｮﾝ101

おやつcafe Nico+

明石市荷山町1922-1

串かつ五郎ちゃん

明石市貴崎3-14-28

はな

明石市貴崎3-20-24

お好み村

明石市貴崎3-2-1-101

あげ潮

明石市宮の上5−21

餃子食堂ﾏﾙｹﾝ JR魚住駅前店

明石市魚住町錦が丘3-9-3U-ﾋﾞﾙ1F

鉄板･お好み焼 えん

明石市魚住町錦が丘3-9-7JR魚住駅前魚住ﾋﾞﾙ1F

明石ﾍﾞｰｸﾞﾙ専門店imacoco

明石市魚住町錦が丘3-9-7魚住ﾋﾞﾙ201号

ｶﾗｵｹ喫茶ﾗﾋﾞｯﾄ

明石市魚住町錦が丘4-12-4

焼肉 牛花

明石市魚住町錦が丘4-12-9

ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞｰ Q

明石市魚住町錦が丘4-5-4ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞ306号

LEGAOS

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜｰﾄﾞﾋﾞﾙ404

さくら

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2階

ど鍋や

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3

Enjoy Bar

ﾋﾞｶﾞｯﾌﾟ

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ402

にわとりのすけ魚住駅前店

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞ102号

かばのおうち

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞ302

ｶﾗｵｹ喫茶 ちか

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ203号

DiNINGBARGRACE

明石市魚住町錦が丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ305号

料理屋

明石市魚住町錦が丘4-7-7西田ﾋﾞﾙ1F

澄花

1人鍋ぼっち

明石市魚住町錦が丘4-8-3ｳｴｽﾄﾊﾟﾚｽ1B

呑み処 笑太

明石市魚住町錦ヶ丘3-8-7福祉不動産ﾋﾞﾙ102

立ち呑み処 がちゃぴん

明石市魚住町錦ｹ丘4-12-7

kitchen BAR Feria

明石市魚住町錦ｹ丘4-13-8大原ﾊｲﾂ1階

立ち呑み処またべい

明石市魚住町錦ｹ丘4-4-2

Lily Bell

明石市魚住町錦ヶ丘4-6-3 サンワールドビル401

まりのま

明石市魚住町錦ヶ丘4-6-3ｻﾝﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2F

Radiant

明石市魚住町錦ｹ丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞ303

ﾋﾟｭｱｰｽﾞ

明石市魚住町錦ヶ丘4-6−3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2F

店舗名

住所

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾐﾗｸﾙ

明石市魚住町錦ｹ丘4-6-3ｻﾝﾜ-ﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2F202号

立ち飲み処うさぎ

明石市魚住町錦ヶ丘4-中井ﾋﾞﾙ101

錦鮓

明石市魚住町錦ヶ丘4丁目7-7

ｶﾞｽﾄ明石大久保

明石市魚住町金ヶ崎大池東63-2

ｶﾗｵｹ花花

明石市魚住町住吉1-1-9ｲｼﾊﾗﾋﾞﾙ2階

ﾗﾊﾞﾙｹｯﾀ

明石市魚住町住吉2-1-28

お好み焼 じゅうじゅう

明石市魚住町清水113-10

焼き鳥 雷

明石市魚住町清水113-10ﾊｲﾂﾏｺ-ﾚ103

居酒屋一里

明石市魚住町清水115-1

ラメン

明石市魚住町清水116-1

起歩

寿し澤田

明石市魚住町清水116-1

台北

明石市魚住町清水118-1

鳥元

明石市魚住町清水119-16

天龍閣

明石市魚住町清水1293-15

ｶﾗｵｹﾊﾞｰMJ

明石市魚住町清水137-2ﾊﾘﾏﾋﾞﾙ103

神戸ちぇりｰ亭 明石魚住店

明石市魚住町清水17-2

ﾁｷﾝｼﾞｮｰｼﾞ

明石市魚住町清水203

cafe DingDong

明石市魚住町清水2032-2

食彩家 なかむら

明石市魚住町清水2045

はま寿司明石魚住店

明石市魚住町清水2124-1

ｶﾗｵｹBanBan明石土山店

明石市魚住町清水2175-1

珈琲 さくら

明石市魚住町清水2187

居酒屋 ｴｰｽ

明石市魚住町清水2187-2

たこ丸本舗土山北店

明石市魚住町清水2188-2

ｶﾗｵｹ喫茶 舞

明石市魚住町清水2188-2木谷ﾏﾝｼｮﾝ1F

ひとりで焼けるもん

明石市魚住町清水2193-2

家庭料理 さくま

明石市魚住町清水2201-2

居酒屋ｽﾅｯｸ かかし

明石市魚住町清水2207-3

Piacere

明石市魚住町清水2215-3

ｽﾅｯｸきらら

明石市魚住町清水2215-3

ｶﾗｵｹ喫茶 ｾｼｶ

明石市魚住町清水2215-3赤坂銘食街

好友

明石市魚住町清水2241-5

ｶﾗｵｹ喫茶ﾎｰｽﾜﾝ

明石市魚住町清水2241-7

BARSecret

明石市魚住町清水2242-5扇ﾋﾞﾙ1階

ｶﾗｵｹ喫茶 ねね

明石市魚住町清水2346-1

ｶﾗｵｹ喫茶かおる

明石市魚住町清水2351-1

吉野家 明石魚住店

明石市魚住町清水2360-5

どんぶりざえもん

明石市魚住町清水2362-10

店舗名

住所

呑み処 よってこ

明石市魚住町清水243-3第二梅田ﾊｲﾂ

うまいもん横丁明石西店

明石市魚住町清水2437-3

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ明石西ｲﾝﾀｰ店

明石市魚住町清水2464-1

ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ明石土山店

明石市魚住町清水2484-3

松のや魚住店

明石市魚住町清水28-3

ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ社員ﾌﾟﾗｻﾞ

明石市魚住町清水417-1

溶岩鶏焼肉焼け石に肉

明石市魚住町西岡197-3

ﾏﾂﾔ

明石市魚住町西岡2021-8

ふじなみ

明石市魚住町西岡253-107

INDUSTRIAL WORKS

明石市魚住町中尾349-2

ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪJR魚住店

明石市魚住町中尾607-1JR魚住駅構内

にしうみ

明石市魚住町長坂寺440-5

夢翔

明石市魚住町長坂寺441-12第2安達ﾊｲﾂ

居酒屋 土筆

明石市魚住町長坂寺717

かっぱ寿司明石店

明石市硯町1-10-23

らぁ麺しん

明石市硯町1-3-15

さぬき路

明石市硯町1-4-16

喫茶FANKY

明石市硯町2-5-1-105

ﾛｰｾﾞ･ﾃﾞ･ﾏﾘ

明石市硯町2-5-1-107明石ﾊｳｽ1号棟1F

風花

明石市硯町3-11-24

ﾗｰﾒﾝ2国 明石店

明石市硯町3-1-23

かつｱﾝﾄﾞかつ明石店

明石市硯町3-12-50ﾄﾝﾎﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

赤鬼笑店

明石市硯町3-1-26

吉野家2号線明石硯町店

明石市硯町3-427-1

ﾗｰﾒﾝ山岡家 明石店

明石市硯町3-60-1

串ｶﾂ&焼き鳥 楽てん家

明石市材木町17-10

呑み処 よってね

明石市桜町11-26

居酒屋ぶるうす

明石市桜町12-13

ｶﾗｵｹ喫茶ふる里

明石市桜町12-18ﾌﾚﾝﾄﾞﾊｳｽ1F

YABU

明石市桜町12-18金谷ﾋﾞﾙ2F

季節料理 さくら

明石市桜町12-21

別館 明石桜町店

明石市桜町12-21明石観光ﾋﾞﾙ2F

LARME

明石市桜町12-21明石観光ﾋﾞﾙ4F

ｽﾅｯｸS&S

明石市桜町12-21明石観光ﾋﾞﾙ5階

natural M

明石市桜町12-22

かおる

明石市桜町12-3

創作串かつ180℃

明石市桜町12-3

ｽﾅｯｸかず

明石市桜町12-5

店舗名

住所

寿し竹

明石市桜町12-6

うまい野菜とあかしの魚

明石市桜町13-10

ごはんや あらじん

明石市桜町13-13

いそざかな一とく

明石市桜町13-6

炭火焼鳥 はなやん

明石市桜町13-7

Bar KOHAKU

明石市桜町13-8-2階

ﾗｳﾝｼﾞDear

明石市桜町13-8ﾙﾋﾞ-高田1F

ﾀｲﾚｽﾄﾗﾝ ﾗｲﾀｲ桜町店

明石市桜町14-17

立ち飲みｷｯﾁﾝ Gala

明石市桜町14-18星陽ﾋﾞﾙ2F

ﾃﾞﾘｻｸ食堂

明石市桜町14-19KUKIﾋﾞﾙ2F

ﾊﾞｰﾙβ(ﾍﾞｰﾀ)

明石市桜町14-2

炭火焼鷄じろう 明石桜町店

明石市桜町14-2

椛

明石市桜町14-4

Tiare

明石市桜町3-7オナズビル7F-B

CheerS

明石市桜町3-8 ｵｰﾅｰｽﾞﾋﾞﾙ2階

YURIA

明石市桜町3-89FB号

KOｰJIの部屋

明石市桜町3-8ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ1F

CRESCENT

明石市桜町3-8ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ3FB

Cara ｷｬﾗ

明石市桜町3-8ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ5FB

たまりBar

明石市桜町3-8ｵ-ﾅ-ｽﾞﾋﾞﾙ8FB

Garden

明石市桜町3-8明石ｵｰﾅｰｽﾞﾋﾞﾙ1F

家庭料理 おかん

明石市桜町6-15ｸﾞﾗｻ-ﾄ103

ｽﾅｯｸ T&S

明石市桜町6-28 ｾﾌﾞﾝｸﾚ-ﾝﾋﾞﾙ104

ぽんぽこ
毛利そば

明石市桜町6-28明石ｸﾚ-ﾝﾋﾞﾙ1F
ゑのきや

明石市桜町7-1

お恵

明石市桜町7-15

魔女の宅急便

明石市桜町8-22

ｽﾅｯｸ たか

明石市桜町8-24

釜めし鍋ものすみっちゃん

明石市桜町8-24

Le doudou

明石市桜町9-19菊修ﾋﾞﾙ1階

居酒屋じゃぱん

明石市桜町9-20

ｶﾗｵｹ喫茶 貴婦人

明石市山下町8-12

薩摩せんべろ居酒家 姶良

明石市小久保1-1-16ﾏﾙﾍﾞﾘ-ﾋﾞﾙ102号

薩摩しろくま茶家 もぜか

明石市小久保1-1-16ﾏﾙﾍﾞﾘ-ﾋﾞﾙ103号

手打ちうどん 万渡火

明石市小久保1-1-4ﾊｲﾑ西明石103

ぶどう酒屋manmaru

明石市小久保1-3-3ｱｸｱ西明石102

BAR らんたんの灯

明石市小久保1-4-11共和ﾋﾞﾙ1階

旬彩和遊 楠

明石市小久保1-4-11恭和ﾋﾞﾙ1階2号

店舗名

住所

beans

明石市小久保2-10-6第二伊藤ﾏﾝｼｮﾝ102号

鮨和

明石市小久保2-1-1YSﾋﾞﾙ1F101

お料理 大福

明石市小久保2-12-3

花姫

明石市小久保2-12-3-102

のみどころ笑

明石市小久保2-1-27

兵庫うまいもん てっぱんや

明石市小久保2-1-27 第二ﾊｲﾑ西明石103

やきとりひろば じん

明石市小久保2-1-27第二ﾊｲﾑ1-27

KOSHITSU

明石市小久保2-1-27第二ﾊｲﾑ西明石102

居酒屋 いっぽん志や

明石市小久保2-1-28

備翔苑 別館

明石市小久保2-1-6

やきとりやさん あつ鶏

明石市小久保2-1-6吉栄ﾋﾞﾙ1F

ホルモン大むら西明石店

明石市小久保2-4-5エメラ美苑２F

餃子の王将 西明石店

明石市小久保2-4-6

明石名酒館

明石市小久保2-5

くいもんばぁ

明石市小久保2-6-3橘ﾋﾞﾙ1F

ｼｱﾄﾙｽﾞﾍﾞｽﾄｺｰﾋｰﾌﾟﾘｺ 西明石店

明石市小久保2-7-20

ｴﾋﾟｼｪｰﾙ西明石店

明石市小久保2-7-20ﾌﾟﾘｺ内

西明石の隠れ家あんるうぷ

明石市小久保2-7-9

ﾌﾗﾜｰﾊｳｽ

明石市小久保3-18-1

創作ｲﾀﾘｱﾝsorriso

明石市小久保5-16-2ﾊｲﾑ三味西101

花hana

明石市松が丘2-2-13

あかり

明石市松が丘2-2-13明舞第2ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ8号

風風亭

明石市松が丘2-2-13明舞団地第2ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

A&M

明石市松が丘2-3-7

ごはんDO！

明石市松が丘2丁目2番13－6号

松の内明石屋

明石市松の内1-12-5中西ｺ-ﾎﾟ102

ﾜｲﾝﾙｰﾑ ﾎﾞｷﾞｰﾍﾟｰｽ

明石市松の内1-12-5中西ｺ-ﾎﾟ1F

菊水鮓西店

明石市松の内1-4-15

竹鶴 味人

明石市松の内1-4-18

Attract

明石市松の内1-9-14 西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ7B

咲KURA

明石市松の内1-9-142C

ﾗｳﾝｼﾞ 萠

明石市松の内1-9-14ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F

IKKI

明石市松の内1-9-14ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ3c

SALA

明石市松の内1-9-14ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ5A

ｽﾅｯｸﾛﾏﾝ

明石市松の内1-9-14ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ9f

ｽﾅｯｸ和

明石市松の内1-9-14ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ9階B

ﾙｰｼﾞｭ

明石市松の内1-9-14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ10FB

ten carat.

明石市松の内1-9-14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ5F-C

店舗名
じゅり
KAYLA

住所
明石市松の内1-9-14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ6A

ｹｲﾗ

明石市松ﾉ内1-9−14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ10F

2nd stage PLAY GO

明石市松の内1-9-14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ8F-C

cafe &bar Bottom

明石市松の内1-9-2藤本ﾏﾝｼｮﾝ102

ﾊﾁｲﾁ

明石市松の内1-9-2藤本ﾏﾝｼｮﾝ103

ｲﾀﾘｱﾝ酒場 まるべろ

明石市松の内1-9-2藤本ﾏﾝｼｮﾝ105

COCO

明石市松の内1-9-4西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ3F

博多もつ鍋一級

明石市松の内2-1-12

ｶﾗｵｹ遊人館

明石市松の内2-1-12田中ﾏﾝｼｮﾝ1F

ｶﾝﾎﾟﾌｪﾘｰﾁｪ

明石市松の内2-2

ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ 宴会場

明石市松の内2-2

広東料理 春華

明石市松の内2-2

赤石

明石市松の内2-2

銀しゃり×炭火七輪焼きふくね

明石市松の内2-2-10

居酒屋あづま

明石市松の内2-2-31F

家庭料理 わたべ

明石市松の内2-3-11ﾌﾟﾚｱｰﾙ西明石

都きしめん西明石店

明石市松の内2-3-8

Bar眞

明石市松の内2-3の4生頼ﾊｲﾂ101

明石焼 乱

明石市松の内2-4-10 ﾕﾀｶ第一ﾋﾞﾙ1F

焼鳥笑店 きて屋

明石市松の内2-4-4

創作串揚だいにんぐ饗

明石市松の内2-5-15

ふるさと

明石市松の内2-5-15松の内会館

珈琲 木熊家

明石市松の内2-5-2松の内ﾋﾞﾙ1階

IZAKAYAかんちゃん

明石市松の内2-5-7

いざかや とんべ

明石市松の内2-5-7三鈴ﾋﾞﾙ

ｽﾅｯｸ 人

明石市松の内2-5-7三鈴ﾋﾞﾙ

ｽﾅｯｸchouchou

明石市松の内2-5-7三鈴ﾋﾞﾙ2F

Pin-up

明石市松の内2-5-7三鈴ﾋﾞﾙ3A

ｽﾅｯｸTSUKI

明石市松の内2-5-8ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ2F

ｽﾅｯｸ凛

明石市松の内2-5-8ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ2F

浮浪鳥

明石市松の内2-5-8ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ503

ｽﾅｯｸJ

明石市松の内2-5-8西明石ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ301

ｽﾅｯｸ in(ｱｲｴﾇ)

明石市松の内2-5-8西明石ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ403

桜華

明石市松ﾉ内2-5-8西明石ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ6階

ちょっとBARてげてげ

明石市松の内2-5番7

さすらいのｶﾝﾃｷ 西明石店

明石市松の内2-6-3-101

ねばｰらんど

明石市松の内2-6-3ﾏﾎﾛﾊﾞﾋﾞﾙ102号

炭火焼き鶏じろう西明石店

明石市松の内2-6-4高免ﾋﾞﾙ1F

店舗名

住所

焼肉しんさん

明石市松の内2-6-4高免ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸあん

明石市松の内2-7-1加納ﾋﾞﾙ

たべもんや味輝2

明石市松の内2-7-1加納ﾋﾞﾙ

酒遊どん

明石市松の内2-7-1加納ﾋﾞﾙ102

備翔苑 本店

明石市松の内2-7-4

和み亭 おふく

明石市松の内2-7-4ﾌﾟﾚｯｼﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ

居酒屋まんぼう

明石市松の内2-7-4ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾏﾝｼｮﾝ101

味処あうん

明石市松の内2-8-5102号

明石や

明石市松の内2-8−5ｻﾝﾗｲﾌ西明石1F

明石家旅館別館

明石市松の内2-8-7

Bar Xuan

明石市松の内2-8-8-101-1

ｽﾅｯｸ美美

明石市松の内2-8-8ﾌﾞﾙ-ﾚｿﾞﾝ西明石103

maggi

明石市松の内2-9-14ｼｬﾙﾏﾝｺ-ﾎﾟ西明石1F

焼きとり 串政

明石市松の内2-9-17

らｰめん居酒屋 集居

明石市松の内2-9-2藤本ﾏﾝｼｮﾝ101

酒肴

明石市松の内2丁目2番地

六角亭

ｽﾅｯｸうるる

明石市松の内一町目9-14西明石ｵ-ﾅ-ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ8F-A

ﾋﾎﾟﾎﾟﾊﾟﾊﾟ

明石市松江57-1

ｸｰｶｲ

明石市松江60

ﾏｳﾝﾄ ｴﾍﾞﾚｽﾄ ｶﾚｰﾊｳｽ

明石市松江759-12

水田酒店

明石市西新町2-15-1

安酔楽気

明石市西新町2-15-15

緑寿

明石市西新町2-15-15

から揚げ専門店からっと&standing Bal karat

明石市西新町2-15-6橘ﾋﾞﾙ1F

大阪名物いか焼きみなせん明石西新町店

明石市西新町2-15-6橘ﾋﾞﾙ1F東端

中華料理 蛇

明石市西新町2-15-7ｻﾝｸﾞﾚｲｽ西新町1F

ｶﾌｪ&保護猫ｶﾌｪ あすなろ

明石市西新町2-16-8

こげんた

明石市西新町2-16-9

ちょいのみこげんた

明石市西新町2-16-9

ｶﾗｵｹ喫茶 惚れた女

明石市西新町3-10-1

大観亭

明石市西新町3-14-17

ｶﾗｵｹ絵梨

明石市西新町3-9-12井上ﾋﾞﾙ102

焼肉 平和園

明石市西新町3-9-23

味日記

明石市西明石市南町2-13-42階西

中津からあげ総本家もり山 西明石店

明石市西明石市南町2-13-4第3神栄ﾋﾞﾙ1階

cafe' bar fizz

明石市西明石市北町3-4-3-107

酒処やまと

明石市西明石西町1-2-5

ﾍﾞﾙ･美

明石市西明石南町1-10-10

店舗名

住所

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ 美唄

明石市西明石南町1-1-11-5

立ち呑み 地酒

明石市西明石南町1-12-20

玉子焼きﾋﾟｺ

明石市西明石南町1-4-13

炭火居酒屋とり若

明石市西明石南町1-6-12西明石南町ﾋﾞﾙ1F

立ち呑 とり若のよこ

明石市西明石南町1-6-12西明石南町ﾋﾞﾙ1F

ﾄｰﾏ･ﾄｰﾏ

明石市西明石南町1-6−18西明石商会ﾋﾞﾙ103

ｶﾗｵｹ うさぎ

明石市西明石南町1-6-20

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ おけいちゃん

明石市西明石南町1-6-20

立ち呑み屋 美蘭

明石市西明石南町1-6-2-202

ｶﾗｵｹ喫茶 やちゃぼ

明石市西明石南町1-6-2行政ﾋﾞﾙ201号

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞ 春名

明石市西明石南町2-1-1

大村家

明石市西明石南町2-11-1山陽南ﾏﾝｼｮﾝ101

焼鳥 たくま

明石市西明石南町2-1-1西明石南町ﾒｲﾝｽﾄｱ-B1F7

居酒屋ﾍﾌﾞﾝ

明石市西明石南町2-1-1地下秀味街

立呑み処 うま安

明石市西明石南町2-1-1地下秀味街

歌声喫茶はる

明石市西明石南町2-12-10明光ﾋﾞﾙ1F

花心

明石市西明石南町2-12-10明光ﾋﾞﾙ1F

ｶﾗｵｹゆり

明石市西明石南町2-12−10明光ﾋﾞﾙ1F

ｱﾝﾃｨ

明石市西明石南町2-12-13

ｶﾗｵｹとくしゅう

明石市西明石南町2-12-13ｸﾞﾘ-ﾝｴｽﾋﾞﾙ1F

居酒屋 ふくろう

明石市西明石南町2-12-13ｸﾞﾘ-ﾝｴ-ｽﾋﾞﾙ1F

たこ焼き まるなか

明石市西明石南町2-12-3

明石玉 十三味

明石市西明石南町2-12-3

小料理彩々

明石市西明石南町2-12-4新田ﾋﾞﾙ101号室

焼処 びｰどろ

明石市西明石南町2-12-4新田ﾏﾝｼｮﾝ102

ｶﾗｵｹじゃがいも

明石市西明石南町2-12-7

味島 さなぎ

明石市西明石南町2-12-7 ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ1F

ｶﾗｵｹ喫茶ばしゃ山

明石市西明石南町2-12-7ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ101

ｶﾗｵｹ喫茶 やんぼり

明石市西明石南町2-12-7ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ1F

花くま

明石市西明石南町2-13-4第1神栄ﾋﾞﾙ2F

ぎょうざ一番

明石市西明石南町2-13ﾉ7

居酒屋Jﾎﾟﾁｬ

明石市西明石南町2-14-10

TAKUﾊﾞﾙ

明石市西明石南町2-14-3

てんこち酒場

明石市西明石南町2-14-9ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞ-ﾄﾞII101

いなだ屋

明石市西明石南町2-15-1

焼肉南大門

明石市西明石南町2-15-12

貴八

明石市西明石南町2-15-17

酒豪

明石市西明石南町2-15−3

ビラ寿Ⅲ

１F

店舗名

住所

ﾎﾙﾓﾝやまと西明石店

明石市西明石南町2-15-4Aｽｸｴｱ1F

居酒屋 万安

明石市西明石南町2-15-9

ｽﾅｯｸ An(ｱﾝ)

明石市西明石南町2-17-12

かえる亭

明石市西明石南町2-17-9

地酒地魚 由良

明石市西明石南町2-18-13

創作ﾌﾚﾝﾁBistro Eimie

明石市西明石南町2-18-15-3

弐拾番

明石市西明石南町2-18-4

お好み せっちゃん

明石市西明石南町2-19-16

TACNINOMI ? by あんるうぷ

明石市西明石南町2-19-5

きらく寿司

明石市西明石南町2-19-5

居酒屋 華ちゃん

明石市西明石南町2-19-5ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ2F

明石丸

明石市西明石南町2-20-19ﾏﾝｼｮﾝ駅南102号

ｶﾗｵｹ酒場｢さえ｣

明石市西明石南町2-2-1

うぐいす

明石市西明石南町2-22-3KFﾋﾞﾙ1F

居酒屋木星

明石市西明石南町2-22-3KFﾋﾞﾙ1F北

ﾌﾞﾙｰﾊﾟｰﾙ

明石市西明石南町2-22-3KFﾋﾞﾙ2F

沖縄料理 宮古

明石市西明石南町2-2-4

はし処恵南店

明石市西明石南町2-2-4ｱ-ﾊﾞﾝ寿ﾋﾞﾙ102

焼肉じょうちゃん

明石市西明石南町2-2-4ｱ-ﾊﾞﾝ寿毘盧101

与太郎

明石市西明石南町2-8-12

呑み処 よかどん

明石市西明石南町2-8-13

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ ｽﾘｰｽﾞ

明石市西明石南町2-8-23

春さん

明石市西明石南町2-8−23ｵﾘｴﾝﾄﾋﾞﾙ1F

ｶﾗｵｹ さくら

明石市西明石南町2-8-6

ｶﾗｵｹ喫茶ｻﾗﾝ

明石市西明石南町2-8-7石本ﾋﾞﾙ1F

茶房ぐらんまぁ

明石市西明石南町2-8-8

ｽﾃｰｷのどん西明石店

明石市西明石北町1-1-10

旬彩鮨玉島

明石市西明石北町3-1-13 岸本ﾋﾞﾙ

酒場 踊る仔馬亭

明石市西明石北町3-1-13 岸本ﾋﾞﾙ105

はし処恵本店

明石市西明石北町3-1-13岸本ﾋﾞﾙ102

酒菜とおむすび吾半

明石市西明石北町3-4-3ｾﾞﾌｨ-ﾙ102

料理屋十なり

明石市西明石北町3-4-3ｾﾞﾌｨ-ﾙ103

呑鯛らｰめん

明石市西明石北町3-4−3ｾﾞﾌｨ-ﾙ106

いこい

明石市西明石北町3-4-3ｾﾞﾌｨ-ﾙ西明石105号

BAR WOOD-NOTE

明石市相生町2-11-19YKﾊｲﾂ1階

ﾊﾞｰ ｳｯﾄﾞﾉｰﾄ

明石市相生町2-11−19YKﾊｲﾂ1階

ｷｯﾁﾝすみれ

明石市相生町2-12-4

YOU-NEE

明石市相生町2-1-3 一階

店舗名

住所

Mieux en Mieux

明石市相生町2-1-3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ5B

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞBARBest

明石市相生町2-1−3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ1FB

ｽﾅｯｸ､ｶﾗｵｹ ながい

明石市相生町2-1-3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ明石1F

Tipsy

明石市相生町2-1-3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ明石2A

HANA

明石市相生町2-1-3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ明石3F

BeStyle明石店

明石市相生町2-1-3ﾜ-ﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ明石5F

輝作

明石市相生町2-2-36

ﾊﾟｽﾀｲﾑ

明石市相生町2-2-36ｾﾝﾁｭﾘ-ﾋﾞﾙ2F

syaga

明石市相生町2-2-36ｾﾝﾁｭﾘ-ﾋﾞﾙ4F

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰKING

明石市相生町2-2-36ｾﾝﾁｭﾘ-ﾋﾞﾙ501

ｼﾞｭｴﾙ

明石市相生町2-2-9 ﾋﾞｼﾞｭ-•ﾄﾞｩ•ｾｻﾞ-ﾙ4F

ｽﾅｯｸ 佳宴

明石市相生町2-2-9-1C号

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｽﾅｯｸKO悪魔

明石市相生町2-2-9-4B

ｵｰﾙ

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ-.ﾄﾞｩ.ｾｻﾞ-ﾙﾋﾞﾙ7D

Lupinus

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ-･ﾄﾞｩ･ｾｻﾞ-ﾙ1-B号室

CROSS

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ-･ﾄﾞｩ･ｾｻﾞ-ﾙ3A

Moana

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ-･ﾄﾞｩ･ｾｻﾞ-ﾙ3B

Plage

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ-･ﾄﾞｩ･ｾｻﾞ-ﾙ6BC

ﾄﾞｩﾛｰ

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭ･ﾄﾞｩ･ｾｻﾞ-ﾙ明石4FC

Pandemic

明石市相生町2-2-9ﾋﾟｼﾞｭｰﾄﾞｩｾｻﾞｰﾙ3FC

masupisu

明石市相生町2-2-9ビジュードゥセザール9D

with

明石市相生町2-2-9ﾋﾞｼﾞｭﾄﾞｩｾｻﾞ-ﾙ明石5CD

ｲﾀﾘｱ居酒屋ﾐｵ

明石市相生町2-4-15

Black Cherry

明石市相生町2-4-19東明ﾋﾞﾙ1F

ﾌｪﾘｰﾁｪ

明石市相生町2-4-19東明ﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸｴﾚｶﾞﾝｽ

明石市相生町2-4-23ｻﾐｯﾄｼﾃｨ明石3FA

蘭

明石市相生町2-5-2-36-1ｾﾝﾁｭﾘ-ﾋﾞﾙ502

high-five246

明石市相生町2-5-25

串かつ金魚

明石市相生町2-5-25

ｽﾅｯｸやす子

明石市相生町2-5-28

ｶﾗｵｹｶﾌｪひだまり

明石市相生町2-5-28啓明ﾋﾞﾙ一階

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ

明石市相生町2-6-21

RIBAR

明石市相生町2-6-21ｼｬｵﾚ･ﾄﾞｩｵ-ﾙﾋﾞﾙ2階2C

RAYofLightTo

明石市相生町2-6-21明石ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵ-ﾙ6FABC号(正)

Rakuchin

明石市相生町2-6-22ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵｰﾙ1

スナック月

明石市相生町2丁目6-21シャトレドゥオール明石5-A

cafe+cake chiffon

明石市太寺2-11-20

侘助

明石市太寺2-12-29

店舗名

住所

かくれ家 Wa Daiya

明石市太寺大野町2641-1

立ち呑み まこ

明石市大久保町1-10-24

串くし本舗 大久保店

明石市大久保町1-2-2ゆりのき通1F

賀茂鶴 南店

明石市大久保町195−1

はま寿司 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町2−3−1ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-2番街1Fゆりのき通

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾀﾞｼｭﾓｰﾈ

明石市大久保町550−1 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ-ﾙ大久保

大久保酒場情熱ﾎﾙﾓﾝ

明石市大久保町601−1

くいもの屋わん 兵庫大久保駅前店

明石市大久保町ゆりのき通1-2−2

鳥貴族 兵庫大久保店

明石市大久保町ゆりのき通1-2-3ｵ-ｽﾞﾀｳﾝｾﾝﾀ-ｽｸｴｱ3番館101

魚民 大久保南口駅前店

明石市大久保町ゆりのき通1-3-1

ｶﾌｪﾓﾛｿﾞﾌ 明石ﾋﾞﾌﾞﾚ

明石市大久保町ゆりのき通1-3-2

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ 明石ﾋﾞﾌﾞﾚ店

明石市大久保町ゆりのき通1-3-2明石VIVRE

いきなりｽﾃｰｷ ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店

明石市大久保町ゆりのき通2-3

福そば 明石店

明石市大久保町ゆりのき通2-31

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通2-3-1

はま寿司ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通2-3-1

大戸屋 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通2-3−12番街1Fｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

天下一品 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通2312番街1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

はなまるうどん ｲｵﾝ明石2番街店

明石市大久保町ゆりのき通2-3−1ｲｵﾝ明石2番街1Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝ明石SC店

明石市大久保町ゆりのき通2-3-1ｲｵﾝ明石SC2番街1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

たこ壺横丁ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通3-31

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ｲｵﾝ明石

明石市大久保町ゆりのき通3-3-1

小川珈琲明石店

明石市大久保町ゆりのき通3-3−1

味工房 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通3-3−13番街1階ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-

横浜家系ﾗｰﾒﾝ光神家 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通3-3−13番街ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

浜のや丼丸 ｲｵﾝ明石店

明石市大久保町ゆりのき通3-3-1明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-3番街1Fﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ内

ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾍﾟﾗｺﾞﾛ 明石店

明石市大久保町ゆりのき通り2-3-1ｲｵﾝ明石SC2番街1階

石窯ﾊﾟﾝ工房ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪ大久保北店

明石市大久保町茜1-3-22

Standing BAR ななつぼ

明石市大久保町駅前1-10-24

餃子食堂ﾏﾙｹﾝ JR大久保店

明石市大久保町駅前1-10-25

ゆ鳥 大久保店

明石市大久保町駅前1-10-3おぎのﾋﾞﾙ21F

ｽﾅｯｸきらきら

明石市大久保町駅前1-11-6

韓ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾘﾔﾝﾘﾔﾝ

明石市大久保町駅前1-11-6

ｽﾅｯｸ京姫

明石市大久保町駅前1-11-6水晶ﾋﾞﾙ3階

割烹

明石市大久保町駅前1-11-7中山ﾋﾞﾙ一階

こてつ

美味しい処酔い処 らんちゃん

明石市大久保町駅前1-13-2

都きしめん 大久保店

明石市大久保町駅前1-13-27

都きしめん大久保店

明石市大久保町駅前1-13-27

店舗名

住所

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ駅前縁

明石市大久保町駅前1-13-2叶ﾋﾞﾙ2F

ﾗｻｯﾋﾞｱ

明石市大久保町駅前1-14−7

九州地鶏Teito

明石市大久保町駅前1−17−11

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾌｪﾏﾛ-ﾈ

明石市大久保町駅前1-17-2

吉野家2号線明石大久保

明石市大久保町駅前1-17-7

珈愛里會

明石市大久保町駅前1-3-22

立ち呑み処 りやん

明石市大久保町駅前1-5-9英風ﾋﾞﾙ1階

和

明石市大久保町駅前1-5-9英風ﾋﾞﾙ1階

壱期 ﾅｺﾞﾐｲﾁｺﾞ

酒呑み処 美とん

明石市大久保町駅前1-7-5

屋根裏ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞきつねや

明石市大久保町駅前1-8-13ﾃﾗﾓﾄﾋﾞﾙ3階

串ｶﾂ田中 明石大久保店

明石市大久保町駅前1-8-5

鮓廣嶋

明石市大久保町駅前1-8-7

和酒場izuru

明石市大久保町駅前1-9-17

すし大関

明石市大久保町駅前1-9-7

ｶﾗｵｹ喫茶 花ﾌﾞｰｹ東

明石市大久保町駅前2-1-10

ｽﾀﾝﾄﾞｶﾗｵｹちょっと

明石市大久保町駅前2-11-3

まめだ

明石市大久保町駅前2-11-3

米鶏食堂

明石市大久保町駅前2-1-4

小料理 木下

明石市大久保町駅前2-1-6

居酒屋だんだん

明石市大久保町駅前2-2-4ｾﾗヴｨ102

たかとり

明石市大久保町駅前2-2-4ｾﾗヴｨ103

焼肉大番

明石市大久保町駅前2-2-9

ごちそう村 大久保店

明石市大久保町駅前2-7-6

木村商店

明石市大久保町駅前2-8-22

ｵｱｼｽ

明石市大久保町駅前2-8-24

ｶﾗｵｹ喫茶 桜音

明石市大久保町駅前2-8-242階

trattoria il Pozzo

明石市大久保町駅前2丁目8-17

焼肉やまと本店

明石市大久保町江井ｹ島762-12

ごはんどき 明石大久保店

明石市大久保町江井ヶ島上二又1312

酒肴わらい屋

明石市大久保町江井島1028-1

ぼっかけ

明石市大久保町江井島763-1

市松寿司

明石市大久保町江井島763-1

ｽﾅｯｸOcean

明石市大久保町江井島764-11

三谷酒店

明石市大久保町松陰11-14

ﾎﾟﾃくり堂

明石市大久保町松陰1119-6

明石ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ ﾚｽﾄﾗﾝ 神戸食堂

明石市大久保町松陰1126-50

明石ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 明石食堂

明石市大久保町松陰1126-50

明石ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線 西蔵うどん

明石市大久保町松陰1126-50

店舗名

住所

明石ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ上り線 東蔵うどん

明石市大久保町松陰1126-50

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰRerise

明石市大久保町森田142-71F

ながさわ明石江井島酒館

明石市大久保町西島1194

居酒屋 さち子

明石市大久保町西島439

わが家

明石市大久保町西島769-2

唄所かざぐるま

明石市大久保町西島770-2

ｶﾗｵｹｽﾃｰｼﾞNao

明石市大久保町西島799-13

呑み処 なでしこ

明石市大久保町西島809-7

お好み焼き ぶぅ

明石市大久保町西島810-12

あんちゃん

明石市大久保町西島810-8

ﾌﾛｯｸﾞ

明石市大久保町西島810の8の2階

喫茶ﾙﾈ

明石市大久保町西島816-10

ｽﾅｯｸ･ｶﾗｵｹ 東京ｱﾝﾅ

明石市大久保町西島816-16 江井ヶ島ﾌﾟﾗｻﾞ

牡蠣料理･地鶏焼き鳥 兼続

明石市大久保町西島816-18

焼肉ﾊｳｽ 遊遊

明石市大久保町西島816-19

富川

明石市大久保町西島938-10

南大門 大久保店

明石市大久保町西脇175-1

お好み焼きれん

明石市大久保町西脇376-4大池ﾏﾝｼｮﾝ1F

焼肉やまと大久保店

明石市大久保町西脇532

ﾋﾞｯｸﾎﾞｰｲ明石大久保店

明石市大久保町西脇字大池ﾉ東375-1

米助

明石市大久保町大久保町880-1

ｶﾗｵｹ&ｶﾌｪ ｻﾎﾞﾃﾝ

明石市大久保町大窪1107-1

大久保平安祭典会館

明石市大久保町大窪1715

みち草

明石市大久保町大窪1871-6

鳥正

明石市大久保町大窪1871-6

鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 恵夢

明石市大久保町大窪221-48

お好みQ

明石市大久保町大窪221-48吉川ﾋﾞﾙ1F

CAFE

明石市大久保町大窪240-2-2F

R+

NAN HOUSE SHIRISH

明石市大久保町大窪2545-8

歌謡喫茶 孔雀

明石市大久保町大窪2610-70

ﾎﾙﾓﾝ焼き 福よし

明石市大久保町大窪2610-74

ｶﾗｵｹBar Peach

明石市大久保町大窪2610‐74B1F

ｶﾗｵｹ喫茶 心

明石市大久保町大窪2610-75

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ山猫亭

明石市大久保町大窪2610-76

山富士

明石市大久保町大窪2684-1

やきたてﾍﾞｰｶﾘｰｸﾞﾗﾊﾑ

明石市大久保町大窪331-1

まるふじ

明石市大久保町大窪342-1

株式会社い川

明石市大久保町大窪3434

店舗名

住所

なか卯2国明石大久保店

明石市大久保町大窪547-2

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ2号線大久保店

明石市大久保町大窪549-1

穴婆

明石市大久保町大窪550-1

小梅

明石市大久保町大窪722-1

くいなっせ

明石市大久保町大窪825-6

肉食堂 おおもり

明石市大久保町八木162-1

焼肉の山本

明石市大久保町福田1-1-3

大久保大和会館

明石市大久保町福田209-9

割烹TONBO

明石市大久保町福田2-7-9橘店舗2F号

ZAZAZA 大蔵海岸BBQ

明石市大蔵海岸通1-

ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋朝霧国道2号店

明石市大蔵海岸通1-140-1

伝統自家製麺 いけや食堂明石店

明石市大蔵海岸通1-2-2龍の湯内

ﾀﾞ ｼﾞｪﾝﾅﾘｰﾉ

明石市大蔵町13-7

Trochie(ﾀﾛｯﾁｪ)

明石市大蔵町17-5

料亭旅館 人丸花壇

明石市大蔵天神町21-22

ｼﾄﾛﾆｴ

明石市大蔵天神町22-25ｼ-ｻｲﾄﾞﾊﾟﾚｽ110号

喫茶 木馬館

明石市大蔵天神町22-25ｼ-ｻｲﾄﾞﾊﾟﾚｽ1F

ｶﾞｽﾄ朝霧

明石市大蔵八幡町1-38

La Ohana朝霧

明石市大蔵八幡町1-38-2

ｽﾃｰｷｶﾞｽﾄ朝霧

明石市大蔵八幡町1-38-2

あなたのためのﾏｲｷｯﾁﾝ らくちん

明石市大道町1-1-24ｾﾙｻｽ大道弐番館1階

炭火焼肉一蔵

明石市大道町1-7-16

カラオケ

明石市大道町1-7-18

レミー

中国料理珍

明石市大道町2-12-14JTIﾋﾞﾙ1F

花の舞 明石南口 ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし店

明石市大明石1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽ明石1階

一休

明石市大明石町1-10-10

由康 (よしこう)

明石市大明石町1-11-1 ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石118

炭火焼鶏じろう明石2号店

明石市大明石町1-11-1-103

M's

明石市大明石町1-11-1-110

ｶﾗｵｹ喫茶 夢

明石市大明石町1-11-1113ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ商店街

foodｶｳﾝﾀｰM's

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ110

安舒

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石

穴子･活魚料理でん助

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石102号

鳥正

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石106

ﾅﾁｭｰﾙ

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石117

鉄板焼･お好み焼五

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞ明石1F107

喫茶&ｽﾅｯｸ ぽん吉

明石市大明石町1-11-1ﾊﾟﾝｸｻｲﾄﾞ明石11号

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪ ﾋﾟｵﾚ明石店

明石市大明石町1-1-23 ﾋﾟｵﾚ明石西館1階

店舗名

住所

麺家明石

明石市大明石町1-1-23JR明石駅構内ﾗｯﾁ内

楽明石

明石市大明石町1-1-23JR明石駅北側

ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ｱﾝﾃｨｰｺ•ｱﾙ

明石市大明石町1-1-23ﾋﾟｵﾚ明石 東館2F

紅虎餃子房ﾋﾟｵﾚ明石店

明石市大明石町1-1-23ﾋﾟｵﾚ明石東館2階

台湾甜商店ﾊﾟｵﾚ明石店

明石市大明石町1-1-23ﾋﾟｵﾚ明石東館一階

ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪ明石店

明石市大明石町1-1-23東館1F

焼肉白龍

明石市大明石町1-13-17

お好み焼きつくし明石本店

明石市大明石町1-13-2

満蔵

明石市大明石町1-13-33

Bistro & Bar Joyeux

明石市大明石町1-13-36白菊ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F

漁師寿司 海蓮丸

明石市大明石町1-13-5-1階

ﾋﾞｽﾄﾛﾛｸﾞｼｰ

明石市大明石町1-13-5槌屋ﾋﾞﾙ2階

ﾛｯﾃﾘｱ山陽明石駅店

明石市大明石町1-4-1山陽明石駅ｸﾞﾙﾒﾌｧｸﾄﾘ-

魚民ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし店

明石市大明石町1-6-1

ｱｼﾞｱﾝﾃﾞﾘ ﾊﾝﾐ

明石市大明石町1-6-1 ﾊﾋﾟｵｽ明石1階

立ち呑み和ﾊﾞﾙ

明石市大明石町1-6-1-1階

こむけん

明石市大明石町1-6-17地下1階

群ちゃん台湾牛肉麺

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし1F

立呑処 若華

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし1F1056

串かつ神鷹

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし1階

松竹

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし一階

DINING花

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽ明石1F

牡蠣ﾀｺ居酒屋 明石

明石市大明石町1-6-1ﾊﾟﾋﾟｵｽ明石1F

喃風 明石駅前店

明石市大明石町1-6-202F

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 明石駅前2号店

明石市大明石町1-6-22

なごみﾊﾙﾊﾙ明石店

明石市大明石町1-6-22ﾗ･ﾒｰﾙ8F

赤から明石駅前店

明石市大明石町1-6-22新錦江ﾋﾞﾙ7F

鳥二郎明石駅前店

明石市大明石町1-6-22新錦江ﾋﾞﾙ7F

くいもの屋わん 明石駅前店

明石市大明石町1-6-22新錦江ﾋﾞﾙ8F

鍛冶二丁 明石店

明石市大明石町1-6-22新錦江ﾋﾞﾙ8F

ﾃﾊﾞｸ食堂 明石駅前店

明石市大明石町1-6-22親錦江ﾋﾞﾙﾗﾒ-ﾙ7F

ﾊﾞﾙｻﾞﾙ明石店

明石市大明石町1-6ｰ1ﾊﾟﾋﾟｵｽ明石1F

まるまる

明石市大明石町1-6ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし1F

政旨鮨

明石市大明石町1-6番1号ﾊﾟﾋﾟｵｽあかし

炭火焼鳥とさか

明石市大明石町1-7-13

炭火焼ひろひろ明石

明石市大明石町1-7-19

三代目鳥ﾒﾛ明石駅前店

明石市大明石町1-7-20大明石ﾋﾞﾙ1F

今日や

明石市大明石町1-7-22ﾒｿﾞﾝ奥田1階

店舗名

住所

あかし亭本家

明石市大明石町1-7-30

居酒屋 はなや

明石市大明石町1-7-30-201

お好み焼きつくし2号店

明石市大明石町1-8-8

五半

明石市大明石町1-8-8

居酒屋漁太

明石市大明石町1-8-8孫助ﾋﾞﾙ1F

鶏あえずよってて舎

明石市大明石町1-8-8孫助ﾋﾞﾙ1F

黒猫

明石市大明石町1-9-10

四季の味 は や し だ

明石市大明石町1-9-22

肉×ｲﾀﾘｱﾝCARNE

明石市大明石町1-9-22

浅の

明石市大明石町1-9-22ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ明石106号

木曽路明石店

明石市大明石町2-3-13

ﾚｽﾄﾗﾝｼｪ･ﾜﾀﾞ

明石市大明石町2-3-25

Journy Coffee Roasters

明石市大明石町2-3-35

PLAY

NOTES

明石市鷹匠町2-27

台湾料理群ちゃん

明石市樽屋町20-1

喫茶軽食ｼｸﾞﾅﾙ

明石市樽屋町3-2

鮨 匠

明石市樽屋町3-3梅田ﾋﾞﾙ2階

MOANA

明石市樽屋町6-15

寿司大和

明石市樽屋町6-15

ｶﾗｵｹ喫茶ら.ら.ら

明石市樽屋町6-2ﾊｲﾂ樽屋町101

千歳寿し

明石市樽屋町6-8

original BaR yu

明石市鍛治屋町1-6ﾅｲﾄｼｬﾄ-ﾋﾞﾙ2F

ｶﾗｵｹ なでしこ

明石市鍛治屋町1-8楠ﾋﾞﾙ1F

ｽﾅｯｸﾀﾞｰｸﾎｰｽ

明石市鍛治屋町3-22YKﾋﾞﾙ明石401

momo's cafe

明石市鍛治屋町4-20 ﾚﾐﾝﾄﾝﾎﾃﾙ1F

sense

明石市鍛治屋町4−8ﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙ4F

香の木

明石市鍛治屋町5-27

IZAKAYA ﾊﾁﾔ

明石市鍛冶屋町1-6-1s1

ｶﾗｵｹBar貴美

明石市鍛冶屋町1−6ﾅｲﾄｼｬﾄ-ﾋﾞﾙ1F

ｶﾗｵｹ喫茶 うた平 鍛冶屋町店

明石市鍛冶屋町1-6久保ﾋﾞﾙ

HOSOKAWA

明石市鍛冶屋町1-8楠ﾋﾞﾙ1F

AROUND(ｱﾗｳﾝﾄﾞ)

明石市鍛冶屋町3-19

BarVisty

明石市鍛冶屋町3-22YKﾋﾞﾙ501

割烹杉本

明石市鍛冶屋町3-26

bar umi

明石市鍛冶屋町3-30

漣

明石市鍛冶屋町4-1-303

ｽﾅｯｸｽﾘｰﾙ

明石市鍛冶屋町4-14

心

明石市鍛冶屋町4-14-203

店舗名

住所

Buzz

明石市鍛冶屋町4-14ｽﾘｰﾅｲﾝﾋﾞﾙ602

ｶﾗｵｹ 紀歌

明石市鍛冶屋町4-14ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ2階

ｶﾗｵｹ喫茶銀河鉄道

明石市鍛冶屋町4-14ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ6F

Cherry

明石市鍛冶屋町4-14明石ｽﾘ-ﾅｲﾝﾋﾞﾙ5階501

扇翆

明石市鍛冶屋町4-16

明石丁

明石市鍛冶屋町4-17

ｶﾌｪｽﾅｯｸうらら

明石市鍛冶屋町4-30

ｽﾅｯｸえらぶ

明石市鍛冶屋町4-30福田ﾋﾞﾙ2F

櫻桃

明石市鍛冶屋町4−8ﾍﾟﾝｼﾙﾋﾞﾙ2階

燈乃鶏

明石市鍛冶屋町4-9M'Sﾋﾞﾙ一階

ぼっかけ家

明石市鍛冶屋町5-21

ﾎﾙﾓﾝﾁｴちゃん

明石市鍛冶屋町5-30

風花

明石市鍛冶屋町5-30

炭火焼鳥えびす

明石市鍛冶屋町5−32

鹿ﾉ瀬

明石市鍛冶屋町5-33

呑んべぇ 導楽

明石市鍛冶屋町5-33

蜂の巣

明石市鍛冶屋町5−35

炭火焼鷄じろう 明石本店

明石市鍛冶屋町5-37

めし処 釣ﾔ

明石市鍛冶屋町6-2

酒好屋ひらじぃ

明石市鍛冶屋町6-20松本ﾋﾞﾙ1階

珈琲館明石店

明石市茶園場町1-20

日本料理風雅

明石市茶園場町1-3浅田ﾋﾞﾙ1F

一膳

明石市茶園町1-3-201

8CAFE

明石市中崎1-3-1明石市立市民会館

串やきやきとりふいご

明石市中朝霧丘4-19

日本海

明石市中朝霧丘5-17

石窯ﾊﾟﾝ工房ﾀﾞﾝﾏﾙｼｪ朝霧台店

明石市朝霧台3783-136

川井工務店うどん･そば

明石市朝霧町1-38-15

喫茶ﾎﾟｰﾗ

明石市朝霧町3-15-1

小さな厨房

明石市朝霧東町3-5の21

和八亭

明石市朝霧東町3-6-43ﾊﾟﾚｽﾄﾙｳｨﾝ

居酒屋まいど

明石市朝霧南町1-180-1

焼鳥･炉端 とりしん

明石市朝霧南町1-180-1-202

ｶﾗｵｹまいど

明石市朝霧南町1-180-1ﾘ-ﾄﾞｻｻﾞﾝﾋﾞﾙB1F

焙煎豆鶴

明石市朝霧南町2-197-2

まえもんkitchenおおき家

明石市朝霧南町2-233-12

帆呂酔

明石市朝霧南町2-9-30ｻﾆ-ﾌﾟﾚｲｽ102

たこ焼き屋ハッピー

明石市朝霧南町2丁目233-12 岸本第一ビル1階

店舗名

住所

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

明石市朝霧南町3-1−23

酔猿

明石市朝霧南町3-16-18

藤原製麺所

明石市鳥羽1535-2立花ﾋﾞﾙ105

ｻｲｾﾞﾘﾔ明石鳥羽店

明石市鳥羽1564

金ちゃん

明石市田町1-10-52

鳥竹

明石市田町2-10-3

ｼｰﾊﾞｰ41

明石市東仲ﾉ町10-13

ROBGULIE

明石市東仲ﾉ町10-18みなとﾋﾞﾙ明石東仲ﾉ町5階

ｺﾞﾝﾁｬ明石店

明石市東仲ﾉ町10-20

ｽﾃｰｷ 旬鮮鉄板焼 こぞう

明石市東仲ﾉ町10-9

ナミ

明石市東仲ノ町11-19

ﾊﾅﾔ食堂

明石市東仲ﾉ町11-19

ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾞｰﾓｰﾘｴ

明石市東仲ﾉ町11-21森岡ﾋﾞﾙ2F

大庄水産 明石駅前店

明石市東仲ﾉ町11-25

鳥貴族 明石店

明石市東仲ﾉ町11-25

た藁や 明石店

明石市東仲ﾉ町11-25 ﾃﾈｼ-ﾋﾞﾙ3F

ﾔﾝﾆｮﾑ55明石駅前店

明石市東仲ﾉ町11-25ﾃﾈｼ-ﾋﾞﾙ3階

鮨･酒･肴 杉玉 明石駅前店

明石市東仲ﾉ町11-26

ﾄﾛﾛｯｿ

明石市東仲ﾉ町11-26 2F

楽萬

明石市東仲ﾉ町11-26 2F

明石海鮮個室居酒屋 海翔 ｳﾐｹﾙ 明石駅前店

明石市東仲ﾉ町11-28梅本ﾋﾞﾙ

ﾒｰﾄﾙ酒場

明石市東仲ﾉ町11-5

snack MARINN

明石市東仲ﾉ町1-16ｱﾊﾞﾝﾄｺ-ﾄ明石201号

ごちそうや鬼瓦

明石市東仲ﾉ町11-8

ｶﾌｪ ﾌｨｰﾉ

明石市東仲ﾉ町3-25-105

お好み焼きしまちゃん

明石市東仲ﾉ町3-25ｱｽﾋﾟｱ東館101

ﾗﾌﾙｰﾙ ｱｽﾋﾟｱ明石店

明石市東仲ﾉ町6-1 ｱｽﾋﾟｱ明石北館 地下1階

豊澤園

明石市東仲ﾉ町6-1ｱｽﾋﾟｱ明石B1F

ﾎﾟﾑの樹ｱｽﾋﾟｱ明石店

明石市東仲ﾉ町6-1ｱｽﾋﾟｱ明石北館3階

和彩

明石市東野町2218

くどう

西明石 ｶﾗｵｹﾙｰﾑ

明石市藤が丘1-184-1

とんかつ播 藤江店

明石市藤江1339-3

和牛焼肉 政苑

明石市藤江1843-5

ｽｼﾛｰ明石藤江店

明石市藤江1933-1

お食事処 㐂八

明石市藤江2029-1公務市場内

伊藤牧場のｼﾞｪﾗｰﾄ屋さん ぐらなｰと

明石市藤江285-1

魚べい西明石店

明石市藤江862番１

ﾌｨｰﾇﾚｰﾌﾞ ｲﾀﾘｱﾝ

明石市藤江888-28

店舗名

住所

鮨秀

明石市藤江890-76

ｶﾗｵｹ喫茶 こもれび

明石市南王子町2-11

きまぐれ茶や

明石市南貴崎2-8

ｶﾗｵｹ喫茶よし乃

明石市南貴崎8-2

立ち呑み処つよし屋

明石市南町2-14-10

ｲﾄｰﾖｶﾄﾞｰ明石店ﾎﾟｯﾎﾟ

明石市二見町西二見1-18ｲﾄ-ﾖｶﾄﾞ-内

神戸館

明石市二見町西二見157-112

和食さと 明石二見店

明石市二見町西二見1671-1

CAFENICOLA明石 うみかぜﾃﾗｽ店

明石市二見町西二見1727-1

鶏とりお

明石市二見町西二見1727-1

とりあえず吾平兵庫明石店

明石市二見町西二見1746-2

八剣伝JR土山駅前店

明石市二見町西二見2081

BAR Steeds

明石市二見町西二見2085-2ﾕﾀｶﾋﾞﾙ103

御料理 図子

明石市二見町西二見591

ｶﾗｵｹ喫茶 [ﾃﾞﾘｶ]

明石市二見町西二見661-34

HOMEｶﾌｪｻﾛﾝ翠水

明石市二見町西二見738-2

ｶﾗｵｹ喫茶 火の国

明石市二見町西二見745-12

串ｶﾂ湖太郎

明石市二見町西二見767-25

都きしめん土山店

明石市二見町西二見8085-2

ﾍﾟｯﾊﾟ-ﾗﾝﾁ明石店

明石市二見町西二見駅前1−18

1025631ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ明石ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店

明石市二見町西二見駅前1-18ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ- 1階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

maru 明石店

明石市二見町西二見駅前1-18ｲﾄ-ﾖｶﾄﾞ-内

浜小町和

明石市二見町東二見1330-2

ｹﾞﾝｷ山お好み店

明石市二見町東二見1979-10

呑み処かえる

明石市二見町東二見213-1

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ ﾊﾞﾝｸ

明石市二見町東二見247

大和会館 二見やわらぎﾎｰﾙ

明石市二見町東二見285-2

まぐろちゃん/倉庫ﾗｰﾒﾝ大王

明石市二見町東二見371-4ﾗﾒ-ﾙ明石102

伊於里

明石市二見町東二見387-1夏山ﾏﾝｼｮﾝ2号

ｶﾘﾋﾞｱﾝ

明石市二見町東二見388-1

蘭

明石市二見町東二見400-8

星

明石市二見町東二見406

寿し源

明石市二見町東二見410

箱庭雑貨店

明石市二見町東二見410

てん竜

明石市二見町東二見413

居酒屋 ﾎﾟﾝ

明石市二見町東二見425-1

FROMNOW

明石市二見町東二見466-75橋本ﾋﾞﾙ1F

La-La-La

明石市二見町東二見466-75柴田ﾋﾞﾙ2F

店舗名

住所

Bar and cuisine ｺﾞﾝｼ

明石市二見町東二見470-6 山陽ﾋﾞﾙ101

よし美

明石市二見町東二見470-6山陽ﾋﾞﾙ102

かばのばか

明石市二見町東二見473-5

お好み焼き鉄板焼きあん

明石市二見町東二見545-2

居酒屋｢むらゆう｣

明石市二見町東二見897-1

家庭料理と肉 居酒屋伸

明石市別所町1-3伊藤ﾋﾞﾙ101

珈琲屋 いちりん

明石市別所町15-2

ｶﾗｵｹ ｾﾚｿﾝ

明石市別所町17-23

STAND BY MIKI

明石市別所町18-18ｱﾌﾟﾘ-ﾚ101

太一寿し

明石市別所町9-28

大和会館 明石やわらぎﾎｰﾙ

明石市北朝霧丘2-9-10

明石玉子焼き 梅菊

明石市本町1-1-10

立呑み田中

明石市本町1-1-13

ｺﾁｶﾘ

明石市本町1-11-4

たこ左衛門

明石市本町1-1−17

お魚ｽﾀﾝﾄﾞ ｳｵｻﾞｴﾓﾝ

明石市本町1-1-19

神和

明石市本町1-1-20

うお左衛門

明石市本町1-1−21

みどり食堂

明石市本町1-12-11

鮨

明石市本町1-12-18

丹甫

個室ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ N3

明石市本町1-12-19

OCEAN WIND

明石市本町1-1-22

まぐろ屋の食堂

明石市本町1-1-22

魚の棚Pasta Bar

明石市本町1-1-22

olive×茶々

明石市本町1-1-32明石商工会議所ﾋﾞﾙ一階

天

明石市本町1-14-18

いずも亭

明石市本町1-14-8

貞楽

明石市本町1-1-5

みんなの酒場 だい

明石市本町1-1-6

釣船の家 海蓮丸

明石市本町1-17-12

ﾗ･ｸﾛﾝﾇ･ｸﾞﾙﾏﾝ

明石市本町1-19-2-1F

酒場船橋

明石市本町1-2-10

季節料理藤原

明石市本町1-2-18

喫茶 ｿｱﾗ

明石市本町1-2-4

明石みつぼし

明石市本町1-2-4

魚菜酒蔵だいがく明石店

明石市本町1-2-46

ﾊﾞﾙOTTO

明石市本町1-2-5

昼網寿司ほのか

明石市本町1-2-7

店舗名

住所

昼網和膳穂の花

明石市本町1-2-7

ｷﾞｬﾗﾘｰであい

明石市本町1-2-8

立ち呑み処

ﾍﾞﾙ･ｱﾐ ※ﾀﾞﾌﾞり

明石市本町1-3-13

和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞまんま

明石市本町1-3-13

和ごころ 万彩

明石市本町1-3-14

とり居

明石市本町1-3-20

炭火焼鳥 ゆ鳥 魚の棚店

明石市本町1-3-21-1F

明石串ｶﾂうおんかつ

明石市本町1-3-21-2号E棟1F

夢酒場ゆり

明石市本町1-3-5

さすらいのｶﾝﾃｷ 明石店

明石市本町1-4-14

No123

明石市本町1-4-15

中國菜 おおつか

明石市本町1-4-16

寄道酒場ひめ

明石市本町1-4-19

yorimichi

明石市本町1-4-20

甚べぇ 明石店

明石市本町1-4-21

鮨縁

明石市本町1-5-12階

すし左衛門

明石市本町1-5−18

魚食菜ひらじぃ

明石市本町1-5-19

かねひで

明石市本町1-5-20

水仙

明石市本町1-5-5

居酒屋 乱

明石市本町1-5-6

甘味処来倭多

明石市本町1-5番13号

麺や 一福

明石市本町1-5番22号

立ち呑み処 さくら

明石市本町1-6-11ｵ-ﾅ-ｽﾞｵﾌｨｽﾋﾞﾙ1-A

呑み処 唄い処 笹

明石市本町1-6-11ｵ-ﾅ-ｽﾞｵﾌｨｽ明石3F

割烹.com

明石市本町1-6-13中浜ﾋﾞﾙ1F

まある笑店

明石市本町1-6-142階

明石魚の棚 肉焼屋

明石市本町1-6-2

ｶﾝﾃｨｰﾅ ｴﾉﾄﾘｱ

明石市本町1-6-8

たこ磯

明石市本町1-7-14

燻製 居酒屋 KUN-KUN

明石市本町1-7-16

ｽﾀﾝﾄﾞみなみ

明石市本町1-7-17

鉄板串焼き よだれ

明石市本町1-7-17

酒肴飯菜たけもと

明石市本町1-7-18

蜂の巣

明石市本町1-7-9ｷﾞｬﾗｸｼ1F

天ぷら やまなか

明石市本町1-8-10

まぐろ屋の食堂2号店(ま)

明石市本町1-8-11

旬菜 たにはら

明石市本町1-8-6

店舗名

住所

あすかん家

明石市本町1-9-1

舵

明石市本町1-9-11

ｼﾞｭﾝ

明石市本町1-9-13

ｵﾏｰﾙ海老&石窯ﾊﾞﾙOrata

明石市本町1-9-4

美酒佳肴 きよし

明石市本町1-9-4高月ﾋﾞﾙC号

焼肉 樂

明石市本町1-9-8

お弁当のおかもと

明石市本町1-9-9ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1階

溶岩石焼おかもと

明石市本町1丁9-9ｼ-ｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1階

お好み･鉄板焼き ｵﾊﾅ

明石市本町2-10-1

ｼﾞｬﾝﾎﾞｶﾗｵｹ広場 明石駅前店

明石市本町2-1-1

立ち飲み処 呑べえ

明石市本町2-1-10

炭火焼肉&韓国料理のびあに

明石市本町2-1-18

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ&ﾚｽﾄﾗﾝ ﾎﾟﾁ

明石市本町2-1-1ｲﾝﾃｨｲﾋﾞﾙB1F

しゃぶ葉明石駅前

明石市本町2-1-1ｲﾝﾃｨ明石2F

SHOT BAR NESTY (ｼｮｯﾄﾊﾞｰ ﾈｽﾃｨ)

明石市本町2-1-1ｲﾝﾃｨ明石ﾋﾞﾙB1

BAR 海峡亭

明石市本町2-1-4熊本ﾋﾞﾙ2階

TABLE5 ﾀｰﾌﾞﾙｻﾝｸ

明石市本町2-2-10ｸﾗﾌﾞﾒｿﾞﾝ明石本町1F

ﾌｧﾐﾘｰﾎﾃﾙﾋｶﾘｱ

明石市本町2-2-10ｸﾗﾌﾞﾒｿﾞﾝ明石本町ﾋﾞﾙ2階

焼きとん ﾎﾟﾙｺﾛｯｿ

明石市本町2-2-25

創作串かつ180℃本町店

明石市本町2-2-6

いくら家 丼

明石市本町2-2-9

ｽﾃｰｷ宮川

明石市本町2-2-9

ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾙﾔﾏﾄ 明石本店

明石市本町2-2-9

Shiha & cozy place Neo

明石市本町2-2-92F

ｶﾗｵｹ喫茶 うた平 本町店

明石市本町2-4-5ｺ-ﾎﾟ本町

ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｰｵｵﾀﾆ

明石市本町2-5-14

かがし

明石市本町2-5-3

喫茶 ｾﾝﾄﾛｰﾚﾝｽ

明石市本町2-5-32

こかく庵

明石市本町2-5番6号

喫茶ｷｬﾝﾍﾞﾙ

明石市本町2-6-20

merci ﾒﾙｼｰ

明石市本町2-7-18

ぎょうざ専門店 らくてん

明石市本町2-9-1

汐音 (しおん)

明石市本町2-9-1高野ﾋﾞﾙ1F

ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ明石本町

明石市本町2-9-6RS本町ﾋﾞﾙ R階

Food&drinks TTT明石公園店

明石市明石公園1−27

味吉

明石市明石大久保町西島820-4

旬の肴 粋乃屋

明石市野-上2-3-1第2井住ﾋﾞﾙ1階C

ｵｽﾃﾘｱ ﾌﾟﾛﾌｰﾓ

明石市野-上3-13-1西明石ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ1F

店舗名

住所

家庭居酒屋つぼみ

明石市野-上3-13-1西明石ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ1F

風の音

明石市野-上3-13-1西明石ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ2F

居酒屋道くさ

明石市野-上3-14-1ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ1F

ｵｱｼｽ詩

明石市野-上3-14-7西宮ﾊｲﾂ1階

日本料理 和さらい

明石市野-上3-15-12晴水ﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸRay-らい-

明石市野-上3-15-12地下右

お好み焼き､鉄板焼き Miraku

明石市野-上3-16-3清水ﾋﾞﾙ101

おばんざい処 喜味

明石市野々上3-13-1西明石ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ

鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾄｺﾍﾞﾗｽ

明石市野々上3-14の7の1E

泉屋

明石市林2-15−15

薩摩屋

明石市林崎町2-5-37

三仲井

明石市和坂11-15

鳥貴族西明石店

明石市和坂12-12OURAIﾋﾞﾙ3F

居酒屋ﾁｭｰﾎﾞｰかわもと

明石市和坂12-12ｵ-ﾗｲﾋﾞﾙ2F

Caffetteria Gattolibero

明石市和坂12-19 ｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊｲﾂﾔﾏｻｷ102

N白木屋西明石駅前店

明石市和坂14-7

ｷﾀﾉｲﾁﾊﾞ西明石駅前店

明石市和坂14-7

ｿﾞﾛ屋

明石市和坂14-7

築

明石市和坂14-7

心海

明石市和坂14-7竹中ﾋﾞﾙ103号

和ﾊﾞﾙ西明石

明石市和坂14-7竹中ﾋﾞﾙ1F

居酒屋輪

明石市和坂3-7-8

ｷｯﾁﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

明石市和坂3-8-15-115(2021年3月までの旧住所は松の内2-1-3

