店舗名

住所

WARUTU（ワルツ）

加古川市平岡町新在家2-267-11 ｼﾃｨﾗｲﾌ東加古川1-C

ﾘヴｨｴｰﾙ

加古川市加古川町800 加古川ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 1階

びすとろ ねね

加古川市加古川町粟津1112-3

さつま

加古川市加古川町粟津1122ﾙ･ｼｬﾌﾞﾗ粟津

炭ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ととや

加古川市加古川町粟津1122ﾙｼｬﾝﾌﾞﾗ粟津101

ﾓﾝｼｪｰﾙﾄﾝﾄﾝ

加古川市加古川町粟津229-1ｺｳｾｲﾋﾞﾙ1F

和ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞMOSH

加古川市加古川町粟津439-7

炭火串焼 駿

加古川市加古川町粟津444-5

たからじま

加古川市加古川町粟津448-3

HOT spaceかこ

加古川市加古川町粟津450-9

魚彩炭火ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ一志

加古川市加古川町粟津477-4

喫茶ｸﾞﾘｰﾝﾗﾊﾞｰｽﾞ

加古川市加古川町粟津531-1

ごはん処まｰくん

加古川市加古川町粟津754-1ﾊﾟﾙ乗木102号

TAKAMIOKAKI

加古川市加古川町粟津767-1

かこがわ珈琲店

加古川市加古川町粟津90-2

東麺房 加古川店

加古川市加古川町稲屋905-1

杏

加古川市加古川町稲屋908-1

みのり

加古川市加古川町河原178−1

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ株式会社加古川河原店

加古川市加古川町河原370−1

ﾗｰﾒﾝたろう加古川町

加古川市加古川町栗津字宮ﾉ下447-1

MATAHARI.BAR

加古川市加古川町溝ﾉ口507 ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川B1

酒場 ﾀﾞｲﾌｸ

加古川市加古川町溝ﾉ口507 ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川B1

小楽

加古川市加古川町溝ﾉ口507ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ加古川B1F

酒場ﾀﾞｲﾌｸ2号店

加古川市加古川町溝ﾉ口507ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川 地下1階

ごんた寿司

加古川市加古川町溝ﾉ口599-3

LIBERTY

加古川市加古川町溝の口718 ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ3F

ｼﾝｼｱ

加古川市加古川町溝ﾉ口718ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ501

いろは食堂(ﾋﾞｽﾄﾛ)

加古川市加古川町溝ﾉ口73-1

おおにし

加古川市加古川町溝之口253-7

居酒屋あや

加古川市加古川町溝之口318-8

ﾆｼｶﾜﾊﾟﾝ 加古川駅店

加古川市加古川町溝之口503-2ﾋﾞｴﾗ加古川3

ｳｻﾔ

加古川市加古川町溝之口507ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ1F

にんにくや2

加古川市加古川町溝之口507ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙB1

こう｡

加古川市加古川町溝之口507ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川ﾋﾞﾙB1

元気屋

加古川市加古川町溝之口707

飴と鞭

加古川市加古川町溝之口718ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾋﾞﾙ302

立呑処こお

加古川市加古川町溝之口718ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ101

Lea

加古川市加古川町溝之口718ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ402

店舗名

住所

ﾘｭﾐｴｰﾙ

加古川市加古川町溝之口718ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ502

梵天

加古川市加古川町溝之口718加古川ﾌﾟﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ4F

chouchou

加古川市加古川町溝之口757

ｼﾝｴｰﾌｰﾂﾞ株式会社加古川ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

加古川市加古川町溝之口800

加古川倶楽部

加古川市加古川町溝之口800

懐石料理 東京田村

加古川市加古川町溝之口800加古川ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ4F

おばんざい&韓国BALのお店おるちゃん

加古川市加古川町寺屋町654-4F

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ

加古川市加古川町寺家町

勘九郎

加古川市加古川町寺家町1-149

播磨珈琲倶楽部加古川公民館店

加古川市加古川町寺家町12-4

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾌｪ ｾｼﾙ

加古川市加古川町寺家町126ﾚｸﾞﾚｽ1F

地鶏焼酎創味加古川店

加古川市加古川町寺家町127

居酒屋よしだ

加古川市加古川町寺家町151-27

旬いもん屋あんちゃん

加古川市加古川町寺家町151-28

洋食ｴﾃﾞﾝ

加古川市加古川町寺家町155-6

First Stage

加古川市加古川町寺家町157-11

ｶﾗｵｹ こころ

加古川市加古川町寺家町157-11 ﾂｶｻﾋﾞﾙ1階

Cocoreliens

加古川市加古川町寺家町157-112F

Y-3

加古川市加古川町寺家町163-5

馬馬家Oむすび

加古川市加古川町寺家町163-5

火鍋&中華酒場NI･SHI･O

加古川市加古川町寺家町163-5ｽｷﾞﾋﾞﾙ2F

加古川ﾜｲﾝﾊﾞﾙ

加古川市加古川町寺家町163-6

弦流 ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ店

加古川市加古川町寺家町173−1 2階

千房

加古川市加古川町寺家町173-1 ﾆｯｹﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ1階

さぬき大名

加古川市加古川町寺家町173-1ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ

とんかつ かつ喜

加古川市加古川町寺家町173-1ﾆｯｹﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ本館1F

釆なりうどん きらく

加古川市加古川町寺家町173-1ﾆｯｹﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ本館1F

揚げ天まる加古川店

加古川市加古川町寺家町173-1ﾆｯｹﾙﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ2階ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ROOM 2

加古川市加古川町寺家町25-2

BISTPIA

加古川市加古川町寺家町337-1

鳥料理今井

加古川市加古川町寺家町340-2

ｽﾅｯｸ初美

加古川市加古川町寺家町346-1

寺家町酒場 季

加古川市加古川町寺家町346-1

焼肉の家いちえん 本店

加古川市加古川町寺家町352−4

まつば

加古川市加古川町寺家町362 ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ2階

GぃじBぁば

加古川市加古川町寺家町362-1

HATTEN BAR ｱﾅｻﾞｰｽｶｲ

加古川市加古川町寺家町362-1

ｽﾅｯｸ不夜城

加古川市加古川町寺家町362-1

店舗名

住所

馬馬家

加古川市加古川町寺家町362−1

S

加古川市加古川町寺家町362-1-10ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1F

たかぼん

加古川市加古川町寺家町362-12F-3C

Le Petit Bar

加古川市加古川町寺家町362-1-2ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1F

ﾌﾟﾁ･ﾄﾘｱﾉﾝ

加古川市加古川町寺家町362-1-7

小料理酒房みやもと

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃじけまち

block

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃじけまち106

SANMARINO~日本酒とｲﾀﾘｱﾝのお店~

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃじけまち2F-3-B

炭火やきとり しぶちゃん

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃじけまちﾋﾞﾙ1階

ｻﾗ

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1F

居酒屋ちぐさ

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1F

ｱｾﾞﾘｱ

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ

好美

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ貴婦人

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ2F

ｸﾞﾘﾙﾓﾝﾄﾝ

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙ2階

炭火焼鳥ﾛｸﾊﾝ

加古川市加古川町寺家町362-1ﾋﾞｱﾝﾃﾋﾞﾙﾛｸﾊﾝ

BrewPubBlanca

加古川市加古川町寺家町36-7

てっぱん酒場かき小屋

加古川市加古川町寺家町380

繁の家

加古川市加古川町寺家町380

元気食堂

加古川市加古川町寺家町384

居酒屋 夕

加古川市加古川町寺家町384-5

Hide&Seek

加古川市加古川町寺家町396ｼｬﾄ-ｸﾚ-ﾙ1F

うみそらｶﾌｪ

加古川市加古川町寺家町420

鮨処つぼ田

加古川市加古川町寺家町427−1

あじむす

加古川市加古川町寺家町431-1

ｶﾗｵｹちろ

加古川市加古川町寺家町56−19本町ﾋﾞﾙ2F

ｱﾝｼｭﾘｰ

加古川市加古川町寺家町56-19本町ﾋﾞﾙ4階

ｳｨｽﾞ･ﾜｲﾝ

加古川市加古川町寺家町613

個室居酒屋 籠り屋 加古川店

加古川市加古川町寺家町625

中国食坊菜香

加古川市加古川町寺家町649

天然活魚きのや

加古川市加古川町寺家町65

ｶﾗｵｹ喫茶ｱﾝﾄﾞｽﾅｯｸCaVa

加古川市加古川町寺家町654和富久ﾋﾞﾙ3階

ふらっと

加古川市加古川町寺家町654和富久ﾋﾞﾙ4F

ｱﾐｭｰｽﾞ

加古川市加古川町寺家町656

喫茶ｶﾄﾚｱ

加古川市加古川町寺家町657

ﾛｰｼﾞｰｶﾌｪ

加古川市加古川町寺家町66-15

創作プチビュッフェ＆ピッツェリアCoCo

加古川市加古川町寺家町66-8

料理屋かど咲

加古川市加古川町寺家町66-8柳川ﾋﾞﾙ1F

YANAGAWAビル２Ｆ

店舗名

住所

ｽﾃｰｷ藤久別亭

加古川市加古川町寺家町67-9

串揚げ処十十

加古川市加古川町寺家町962-1ﾋﾞｱﾝﾃじけまちﾋﾞﾙ1階

ｶﾞｽﾄ加古川駅南店

加古川市加古川町寺家町97-2

加古川総合庁舎食堂

加古川市加古川町寺家町天神木97-1加古川総合庁舎9階食堂

赤坂飯店

加古川市加古川町篠原21-8ﾔﾏﾄﾔｼｷ7F

胡蝶苑

加古川市加古川町篠原3−72

熟成焼肉いちばん加古川店

加古川市加古川町篠原5-207-3

安べゑ 加古川南口店

加古川市加古川町篠原町 67-1

しゃかりき加古川駅前店

加古川市加古川町篠原町1-10

膳家加古川総本店

加古川市加古川町篠原町14-6ｶﾉｺﾋﾞﾙ3階

k-paradise

加古川市加古川町篠原町160-8

お楽食楽

加古川市加古川町篠原町160-8

海鮮居酒屋 しまたに 加古川駅前店

加古川市加古川町篠原町16-10カノコビル2階

立ち飲み処よっちゃん

加古川市加古川町篠原町1−70

鳥貴族 加古川駅前店

加古川市加古川町篠原町18-1

ｽﾃﾌｫﾚnino

加古川市加古川町篠原町21-8

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ ﾔﾏﾄﾔｼｷ加古川店

加古川市加古川町篠原町21-8

Mr.Bake & Mrs.Grape

加古川市加古川町篠原町21-8 ﾔﾏﾄﾔｼ1階

清白

加古川市加古川町篠原町21-8ﾔﾏﾄﾔｼｷ4B

屋台居酒屋大阪満ﾏﾙ加古川店

加古川市加古川町篠原町25-1

ﾋﾞｯｸﾞｴｺｰ加古川駅前店

加古川市加古川町篠原町25-7

串くし本舗 加古川店

加古川市加古川町篠原町300ﾘﾄﾊ加古川1階

千年の宴加古川北口駅前店

加古川市加古川町篠原町30-10

ｸﾗﾌﾞﾋﾟｰｽ

加古川市加古川町篠原町3-1-1

ｸｴｽﾁｮﾝ

加古川市加古川町篠原町3-76階A(正)

愛ｰ縷

加古川市加古川町篠原町3-7ｼｬﾄﾚ･ﾄﾞﾗｵ-ﾙ1階A号

古都

加古川市加古川町篠原町3-7ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵ-ﾙ1階-B号

桜香

加古川市加古川町篠原町3-7ｼｬﾄﾚﾄﾞｳｵ-ﾙ2-B

ｽﾅｯｸ ﾌｫｰｴﾊﾞｰ

加古川市加古川町篠原町3-7ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵ-ﾙ加古川5A号室

SHIAWASE

加古川市加古川町篠原町3-7ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｫ-ﾙ加古川6F

ﾎﾟﾝﾊﾟﾄﾞｰﾙ

加古川市加古川町篠原町3−7ﾔﾝｸﾞ開発ﾋﾞﾙｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵ-ﾙ4A

SNACK MADAME

加古川市加古川町篠原町3-7ﾔﾝｸﾞ開発ﾋﾞﾙｼｬﾄﾚﾄﾞｫ-ﾙ2F-A

KARAOKE PUB MACKY

加古川市加古川町篠原町3-7ﾔﾝｸﾞ開発ﾋﾞﾙｼｬﾄﾚﾄﾞｫ-ﾙ5F-BC

牛庵加古川店

加古川市加古川町篠原町5-207-3

空箱

加古川市加古川町篠原町59-1

明洞

加古川市加古川町篠原町68-3玉ﾋﾞﾙ1F

酔処

加古川市加古川町篠原町69-4

創作酒菜こｰちゃん

加古川市加古川町篠原町70-3第1ﾋﾞﾙ1階

店舗名

住所

ｲﾀﾘｱ酒場 FORUZA

加古川市加古川町篠原町72-4

hoo-HA

加古川市加古川町篠原町72-4-2F

お好み焼き極楽

加古川市加古川町篠原町76-1

かき庄

加古川市加古川町篠原町77

ゑゑあんばい

加古川市加古川町篠原町9−4-2階

喫茶とお好み焼きの店つくしの子

加古川市加古川町西河原167-1

ｱｼﾞｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｱｶﾞﾝ

加古川市加古川町大野107-1

中国料理とみさん

加古川市加古川町中津715-5

吉野家250号線加古川備後店

加古川市加古川町南備後13-1

ﾗｰﾒﾝ八角加古川店

加古川市加古川町南備後39-1

おもてなし館

加古川市加古川町南備後42-6

株式会社 ともの湯

加古川市加古川町南備後字松葉315-1

居酒屋とら

加古川市加古川町備後1-8

ｶﾌｪﾄﾞ秀

加古川市加古川町備後22-1

ｱｼﾞｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾀﾞﾗｯﾄ

加古川市加古川町備後60-1ﾒｿﾞﾝｿﾚｲﾕ3103号

Sea･Star

加古川市加古川町備後77-2

播磨珈琲ｸ楽部美乃利店

加古川市加古川町美乃利246-2

お肉とお惣菜と炭火焼肉の店だるま

加古川市加古川町美乃利413-5

Wood Cafe 人と木

加古川市加古川町美乃利459

ひろっ

加古川市加古川町美乃利473-1

とりどｰる加古川店

加古川市加古川町平野250

餃子の王将 加古川平野店

加古川市加古川町平野250

炭火焼肉ごえ門加古川店

加古川市加古川町平野313-1

お勝手串焼き とりとんたん加古川店

加古川市加古川町平野362

炭焼地鶏 しずく

加古川市加古川町平野364ﾗﾌｨ-ﾈ弐番館

金山商店

加古川市加古川町平野400 奥村ﾊｲﾂ

ｶﾗｵｹ喫茶 乙女座

加古川市加古川町北在家2027−1

讃岐めんうどんや

加古川市加古川町北在家2065

dining bar

加古川市加古川町北在家2265

HARNESS

ほっこり串焼き酒場あし跡

加古川市加古川町北在家2444

手打ちうどん琴平

加古川市加古川町北在家2481

鮨 与多呂

加古川市加古川町北在家2500

ｸﾞﾚｲﾄﾌﾙｽﾞ

加古川市加古川町北在家2529

DAVORELER(ﾀﾞﾎﾞﾚﾗ)

加古川市加古川町北在家2530ｱｸｱｺｰﾄA

和楽処 えんや

加古川市加古川町北在家2555清田ﾋﾞﾙ

ROCO'S

加古川市加古川町北在家2565

ｶﾗｵｹ喫茶ｶﾝﾀｰﾙ

加古川市加古川町北在家2565

ｶﾌｪこさじ

加古川市加古川町北在家2566

店舗名

住所

ﾚｽﾄﾗﾝﾎﾟﾑｺｺｯﾄ

加古川市加古川町北在家2674ｾﾎﾟﾜ-ﾙ加古川一階

馳走席 志歩

加古川市加古川町北在家2723ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1階

心地庵 朝熊

加古川市加古川町北在家352-7

cafe charm

加古川市加古川町北在家454-2

味才

加古川市加古川町北在家479₋3

ｶﾗｵｹ喫茶ｽﾅｯｸ花音

加古川市加古川町北在家581-3

千古の味 酒仙とんぼ

加古川市加古川町北在家581-3

わいわい酒家 かたりべ

加古川市加古川町北在家581-3南4号

DAN

加古川市加古川町北在家758-3橋本ﾋﾞﾙ1階 西

焼肉福的

加古川市加古川町北在家763−1

ｽﾃﾌｫﾚ

加古川市加古川町北在家793-1

加古川西高 食堂

加古川市加古川町本町118

食道楽

加古川市加古川町木村105-7

古民家ｶﾌｪ七宝

加古川市加古川町木村227

味季料理 りんどう

加古川市加古川町木村474-2

弦流

加古川市加古川町木村495-1

2525.smile

加古川市加古川町木村65-5やかたビル東3-A

yuu

加古川市加古川町木村65やかたﾋﾞﾙ西2-3号

国産食材料理のお店

i am i

加古川市加古川町木村65やかたﾋﾞﾙ東3c

ﾀﾃｲﾄ珈琲店

加古川市加古川町木村712-4西村ﾋﾞﾙ1階北

喫茶ﾚﾐｰ

加古川市加古川町木村713-8

鶏楽処 びんた

加古川市加古川町木村714-4

季節野菜炭焼料理 花房

加古川市古川町粟津1068

cafeNia

加古川市志方町1465-5

ｽﾃｰｷM

加古川市志方町原214-1

焼肉彦

加古川市志方町原214-1

Route65

加古川市志方町原814-3

仕出し横山

加古川市志方町広尾276-2

石窯Pizzaﾊｲﾀﾞｳｪｲ

加古川市志方町高畑168-7

さくらんぼ

加古川市志方町志方町2850

さとうさんちのﾋﾟｻﾞ屋さん

加古川市志方町西山233-1

でめかふぇ

加古川市志方町大澤662-9

より路

加古川市志方町投松228-3

松のや権現湖(下り線)店

加古川市志方町野尻769-14

ｴﾝﾎｳ

加古川市寺屋384-1

居酒屋 こころ

加古川市寺屋町157-11ﾂｶｻﾋﾞﾙ

Torte

加古川市寺家町56-19本町ﾋﾞﾙ3F

Justin.princess

加古川市篠原町3-7ｼｬﾄﾚﾄﾞｩｵ-ﾙ4B

店舗名

住所

MOST

加古川市篠原町3-7ｼｬﾄ-ﾚ加古川3FA

加古川温泉みとろ荘

加古川市上荘町井ﾉ口520

酒菜家縁

加古川市上荘町都台1-23-10

焼肉たなか

加古川市上荘町薬栗79-1

呑呑

加古川市新在家2-267−11ｼﾃｨ-ﾗｲﾌ東加古川

Fﾜﾝ

加古川市新在家2-276-12三友ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ1階

旬菜酒屋 おるおる

加古川市新神野3-27-8-6

お好み焼き

加古川市新神野３丁目２７－８－３

こころ

ながおか

加古川市神野町西ﾉ山252-1

台湾料理錦福香

加古川市神野町西条1295-3

かふぇ ぶらんち

加古川市神野町西条1300-1

ｶﾗｵｹﾊｳｽ みぎわ

加古川市神野町西条1310-4

千成亭

加古川市神野町西条416-3

神野酒場ごんすけ

加古川市神野町西条584-2

台湾料理 龍祥

加古川市神野町石守1242-10

LIBRE

加古川市神野町石守1丁目38

三和

加古川市神野町石守372-1

DOVA DOUVA(ﾄﾞﾊﾞﾄﾞｩﾊﾞ)

加古川市神野町石守720-4

かに玉焼

加古川市神野町石守720-4

海風土 もりた

加古川市西神吉町岸177-8

焼肉処こずち

加古川市西神吉町岸284

和酒ﾊﾞﾙ 味彩

加古川市西神吉町岸318-6

喫茶あかり

加古川市西神吉町岸792-1

焼肉 牛義

加古川市西神吉町宮前863-33

HYGGE℃

加古川市西神吉町大国836-4

割烹井口

加古川市東神吉町砂部253-1

楓屋

加古川市東神吉町升田161

お好み焼き

はよし

神吉店

加古川市東神吉町升田503-1

ｶﾗｵｹ喫茶ﾈﾘﾈ

加古川市東神吉町神吉1020-1

ｳｨｽﾞﾕｰ

加古川市東神吉町神吉1158

ｶﾌｪ ﾘﾘｰﾍﾞﾙ

加古川市東神吉町神吉1317-1

辰味ｱﾘｰﾅ店

加古川市東神吉町西井ﾉ口301-2

ながさわ宝殿店

加古川市東神吉町西井ﾉ口607

ｶﾗｵｹAki

加古川市東神吉町西井ﾉ口630-2

おさかなとごはん福

加古川市八幡町宗佐1017-2

ｱﾒﾘｶﾝｽﾀｲﾙﾚｽﾄﾗﾝHEROSE

加古川市八幡町宗佐1103-1

ｶﾗｵｹ喫茶 河畔

加古川市八幡町宗佐1120

お弁当たんぽぽ

加古川市八幡町宗佐117-2

店舗名

住所

桃林園

加古川市八幡町宗佐1451

割烹 塩谷

加古川市八幡町宗佐1457-2

お好み焼きﾏｰ坊(宗佐店)

加古川市八幡町宗佐768-4

焼肉純

加古川市八幡町上西条1149

いこい処 樹

加古川市八幡町中西条1153-20

北加古川大和会館

加古川市八幡町中西条928-1

居酒屋まるふく

加古川市尾上町旭1-33-56

松原屋

加古川市尾上町旭1-33-581階

おおきに

加古川市尾上町旭1-33-9

居酒屋 おかん

加古川市尾上町旭1-40

BAR.DOLL

加古川市尾上町旭1-48-12富士ﾋﾞﾙ202

めらんこりぃ

加古川市尾上町旭1-48-19

晩酌の店じょうとんば

加古川市尾上町旭1-48-6

ｺﾚｸﾄ

加古川市尾上町旭1-48-7

WING ROCK

加古川市尾上町旭1-50

ｶﾗｵｹ喫茶 お店ばなし

加古川市尾上町旭1-50

優2

加古川市尾上町旭1-50

食事処まみちゃん

加古川市尾上町旭2-34

ﾙｰﾁｪ

加古川市尾上町旭2-66-2

lien

加古川市尾上町旭2-66-2-107

ｶﾗｵｹ喫茶ひまわり

加古川市尾上町旭2-66-2ヴｨ-ﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ105

なかよ志

加古川市尾上町旭2-66-2ヴｨ-ﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ201

ｽﾅｯｸﾏﾘﾘﾝ

加古川市尾上町旭2-66-2ヴｨ-ﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ206

One-Half

加古川市尾上町旭2-66−2ヴｨ-ﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ2F

朱楽

加古川市尾上町旭3-43-103

炭火焼鳥ぼん｡

加古川市尾上町旭3-43ﾒｿﾞﾝ尾上の松102

串焼だいにんぐ良良

加古川市尾上町安田105-7103

長浜ﾗｰﾒﾝ長浜一番加古川店

加古川市尾上町安田105-7ﾍﾞﾈﾎﾞﾚﾝｽ101

天下一品加古川店

加古川市尾上町安田261-1

満天

加古川市尾上町安田298-12

株式会社ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ

加古川市尾上町安田325-6

麺屋 縁

加古川市尾上町安田331-3

熟成豚骨ﾗｰﾒﾝ一番軒加古川店

加古川市尾上町安田351ﾒｶﾞｺ-ﾄ館内1階

ごはんどき 加古川店

加古川市尾上町安田366

ﾐﾙ･ｱﾝｼﾞｭ

加古川市尾上町安田413-1

こもつ商店 安田店

加古川市尾上町安田441-6

海と大地の旨いもん源べえ尾上店

加古川市尾上町安田500-1

華龍

加古川市尾上町安田544-1

店舗名

住所

Vietnam Dining Cat Bi

加古川市尾上町安田907-ｾﾞﾆｽｺ-ﾄA号

DINING AND CAFE HOKKORI

加古川市尾上町安田907ｾﾞﾆｽｺ-ﾄB号室

しげ真

加古川市尾上町安田99-1

松屋

加古川市尾上町口里110-4

ｼﾙﾊﾞｰ

加古川市尾上町口里40-11浜の宮ﾋﾞﾙ1F

ｶﾗｵｹ喫茶ｶﾝﾄｩｽ

加古川市尾上町口里765-1蔵ﾋﾞﾙ2F

あｰるだｰ

加古川市尾上町口里814-12

ｶﾗｵｹﾊﾞｰひかり

加古川市尾上町口里814-14

ｷｰﾌｧｰ洋菓子

加古川市尾上町口里814-38

ｶﾗｵｹ喫茶ﾊﾞﾝﾋﾞ

加古川市尾上町今福198-1

炉ばた焼 さつま

加古川市尾上町今福198-1

よし久

加古川市尾上町今福216-6

やきとり大吉今福店

加古川市尾上町今福531-3

ｶｻﾃﾞﾍﾟﾛ

加古川市尾上町池田1671-2

cafe&kitten bar 凜花

加古川市尾上町池田1842-4

博多一幸舎加古川ｻｻﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ店

加古川市尾上町池田1897-4加古川ｻｻﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ内

お多福寿司

加古川市尾上町池田459-14

本家さぬきや加古川店

加古川市尾上町池田635-48あかねの湯加古川店内

焼肉しゅん

加古川市尾上町池田643-4

ぶらんこ

加古川市尾上町池田644-2

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽ

加古川市尾上町池田644-21

ﾃﾞｯｹﾝﾄﾞ ﾊﾏﾀﾞ

加古川市尾上町池田732-21

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 加古川池田店

加古川市尾上町池田735-1

居酒屋かぼちゃ

加古川市尾上町池田83-1大濱ﾋﾞﾙ103

ｺﾛｯｹ倶楽部加古川店

加古川市尾上町池田850-23

ごはん屋稲穂

加古川市尾上町長田161-1

細谷中店

加古川市尾上町長田172-6

尾上亭

加古川市尾上町長田517-13

とし爺

加古川市尾上町長田517-50ﾊﾟﾙｶ-ﾑA-201

居酒屋どんぐり

加古川市尾上町長田526-10

ｶﾗｵｹまつ

加古川市尾上町養田1441-5

尾上大和会館

加古川市尾上町養田160-1

ｷｯﾁﾝ大

加古川市尾上町養田180-14

cafe marche MAMAN(ｶﾌｪﾏﾙｼｪ ﾏﾏﾝ)

加古川市尾上町養田425

炭火焼 串まる

加古川市尾上町養田425-1

居酒屋DANだん

加古川市尾上町養田字ｺｶﾞﾉｻｷ725-6

NONNO

加古川市美保里25-20ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ2F

ﾋﾏﾘ･ｷｯﾁﾝ

加古川市平岡町1126-24

店舗名

住所

ヴｨヴｨｱﾝ

加古川市平岡町つつじ野2つつじ野ｱﾍﾞﾆｭ-6

ｶﾞｽﾄ 加古川平岡店

加古川市平岡町一色225-1

はま寿司 加古川平岡店

加古川市平岡町一色276-1

本陣串や加古川一色店

加古川市平岡町一色323

松屋加古川平岡町店

加古川市平岡町一色370-1

あそび場

加古川市平岡町一色730-10

Minami

加古川市平岡町一色730-9

ｶﾗｵｹ喫茶 舞姫

加古川市平岡町一色730-9

かたりば庵

加古川市平岡町一色787-1ｶ-ｻ-一色102

来来軒

加古川市平岡町一色787-33

お食事処ひえい

加古川市平岡町一色793-8

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

加古川市平岡町一色793-8

ｶﾗｵｹみちのく

加古川市平岡町一色797-45

銀ｼｬﾘ食堂 ぱっぱ屋

加古川市平岡町一色93

かつさと加古川平岡店

加古川市平岡町一色西1-253-1

かつぜん東加古川店

加古川市平岡町一色西1-253-1

驛屋

加古川市平岡町一色西2-103-103

炉ばた笑喜

加古川市平岡町一色西2-203-2ヴｪﾙﾊｲﾂ101

ｽﾀｰﾀﾞｽﾄ

加古川市平岡町高畑151-13

十四

加古川市平岡町高畑265-6

本家しんべぇ

加古川市平岡町高畑276-3

真和料理研究会

加古川市平岡町高畑472-113

料理家迫田 本店

加古川市平岡町高畑472-113

炉ばた割烹冨貴路

加古川市平岡町高畑472-117

からから屋土山店

加古川市平岡町山之上149-8

喫茶いるか

加古川市平岡町山之上149-8

ｶﾌｪｸﾚｰﾙ

加古川市平岡町山之上650

小楽 東加古川

加古川市平岡町新在家108-4ACASH21ﾋﾞﾙ1階

豚と牛とﾎﾙﾓﾝ焼肉酒場もんほる

加古川市平岡町新在家108-4ｱｶｯｼｭ21ﾋﾞﾙ1F

えなじぃ

加古川市平岡町新在家1097

立呑みなかむら鶴林

加古川市平岡町新在家1106-12

にわとりのすけ東加古川店

加古川市平岡町新在家113-1

加古川食堂

加古川市平岡町新在家1224-7

魚菜処和さ

加古川市平岡町新在家1-252−1

chouette

加古川市平岡町新在家1-252-10ﾐﾂﾔﾋﾞﾙ3階南側

Calla

加古川市平岡町新在家1-252-10ﾐﾂﾔﾋﾞﾙ4階南号

九州州屋

加古川市平岡町新在家1-252-13

創作家庭料理 Kitchen 遙か

加古川市平岡町新在家1-252-14

店舗名

住所

ぷらちな

加古川市平岡町新在家1-252-22

寿美

加古川市平岡町新在家1-252-7

お好み焼きたかちゃん

加古川市平岡町新在家1-252-9

居酒屋 華

加古川市平岡町新在家1-252ﾊﾞｲﾝ美幸

有限会社すし昭

加古川市平岡町新在家1-253-1

和食処 おおつぼ

加古川市平岡町新在家1-254-12ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ1C

ｷﾗﾘ ﾊﾅﾚ

加古川市平岡町新在家1-254-12ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ1階

AKi-la

加古川市平岡町新在家1-256-19

割烹井口東加古川店

加古川市平岡町新在家1-257-1RCﾋﾞﾙ1F南

Pinky

加古川市平岡町新在家1-257-1RCﾋﾞﾙ2F

China Angel

加古川市平岡町新在家1-257-1RCﾋﾞﾙ2F北側

スナック零

加古川市平岡町新在家１-257-1RCビル2階

ｽﾅｯｸ零

加古川市平岡町新在家1-257-1RCﾋﾞﾙ4階

barOldPal

加古川市平岡町新在家1-258-11

焼肉こもつ店

加古川市平岡町新在家1-258-11

居酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ55

加古川市平岡町新在家1-260-15-1階

ｴｰｽで4番

加古川市平岡町新在家1−260−23堀ﾋﾞﾙ102

和洋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 桜や

加古川市平岡町新在家1-260-4ﾌﾛ-ﾗﾙﾊｳｽ1階

dining39

加古川市平岡町新在家1-262-1栄進ﾋﾞﾙ1階

free style bar Lass CHO-BIT

加古川市平岡町新在家1-263-1-1F

BeStyls東加古川店

加古川市平岡町新在家1-263-13FAHKﾋﾞﾙ

結び

加古川市平岡町新在家1-263-19ﾃｯﾄﾛ-ｼﾞｪﾀﾞｲｷ

Belle

加古川市平岡町新在家1-263-1HKﾋﾞﾙ1F

VICIOUS

加古川市平岡町新在家1-263-1HKﾋﾞﾙ1階

ｽﾅｯｸ蓮Re:n

加古川市平岡町新在家1-263-1HKﾋﾞﾙ3F

BB

加古川市平岡町新在家1-263-1HKﾋﾞﾙ3階

すし忠

加古川市平岡町新在家1-263-20

萬順元祖小籠包

加古川市平岡町新在家1355-12

和み処 さくら

加古川市平岡町新在家1362−1ﾛﾜｲﾔﾙ森田1-5

喜太八

加古川市平岡町新在家1440-8

kitchen osaru

加古川市平岡町新在家1447-1

ｶﾗｵｹ喫茶ﾛｰﾀﾘｰ

加古川市平岡町新在家1447-1

ｶﾗｵｹ喫茶

加古川市平岡町新在家1447-1西浦ﾋﾞﾙ2F

悠悠

串揚げﾊﾞｲｷﾝｸﾞ天

加古川市平岡町新在家149-7

ひなととﾀﾞｲﾆﾝｸﾞとぅくとぅく

加古川市平岡町新在家1595-12

喫茶ちえのわ

加古川市平岡町新在家1674-11

寿々

加古川市平岡町新在家2124-6

炭火やきとり大衆酒場 出前･お土産･ちょっと飲み食い どうどう堂その2

加古川市平岡町新在家2212−24新在家店舗

店舗名

住所

創作串揚げ 変元自在

加古川市平岡町新在家2-2−271−12番館ﾋﾞﾙ1F

ひで松 東加古川店

加古川市平岡町新在家2-2−271−12番館ﾋﾞﾙ2F

横丁

加古川市平岡町新在家2-264-11

cafe bar AxeL

加古川市平岡町新在家2-264-15

ﾔﾊﾞｲ居酒屋さんやば屋

加古川市平岡町新在家2-264-15ﾗｲﾌﾀｳﾝﾋﾞﾙ1階

ｶﾞﾗｽの城

加古川市平岡町新在家2-264-20村上ﾋﾞﾙ4階

ﾏｲﾙｽﾄｰﾝﾌﾞﾙｰｲﾝｸﾞ東加古川醸造所

加古川市平岡町新在家2-264-22

もつ鍋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ北斗

加古川市平岡町新在家2-264-26

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞJU

加古川市平岡町新在家2-264-4104号

おばんざい良平家

加古川市平岡町新在家2-264-4ﾒｿﾞﾝ東加古川

喜月

加古川市平岡町新在家2-264-4ﾒｿﾞﾝ東加古川102

ｽﾅｯｸ 多恋人

加古川市平岡町新在家2-264-5IKKOU.BLD1-CD

SNACK ARIA

加古川市平岡町新在家2-264-5IKKOU.BLD2-C

Sweet Accendo

加古川市平岡町新在家2-264-5IKKOU.BLD3F-B

一染壽

加古川市平岡町新在家2-264-9 ﾃﾝ･ﾎﾟ･ﾃﾝ4階A号

Hino-n

加古川市平岡町新在家2-264-9ﾃﾝﾎﾟﾃﾝ3F

Military Sports Bar 25

加古川市平岡町新在家2-265-10-5階

但馬地鶏塩もつ鍋がらるっど

加古川市平岡町新在家2-265-10ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾋﾞﾙ1階

Un fil ｱﾝﾌｨﾙ

加古川市平岡町新在家2-265-10ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ4F

Mischief

加古川市平岡町新在家2-265-10ﾚｲﾝﾎﾞ-ﾌﾟﾗｻﾞ東加古川405

和酒茶屋 Chill

加古川市平岡町新在家2-265-1ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ東加古川1F

和Second Kitchen

加古川市平岡町新在家2-265-2

牛匠 えん

加古川市平岡町新在家2-265-21彰栄ﾋﾞﾙ2F

ﾏﾘｱﾝ

加古川市平岡町新在家2-265-2邦栄ﾋﾞﾙ

美翔

加古川市平岡町新在家2-265-2邦栄ﾋﾞﾙ1

はよし

加古川市平岡町新在家2-265-2邦栄ﾋﾞﾙ1F

まる酒花茶茶花

加古川市平岡町新在家2-265-2邦栄ﾋﾞﾙ1F

陽のあたる場所

加古川市平岡町新在家2-265−4

居酒屋たから

加古川市平岡町新在家2-265-7

絆

加古川市平岡町新在家2-265−7

chicken house 枦川

加古川市平岡町新在家2-265-71

牛匠えん はなれ

加古川市平岡町新在家2-265-7東あづみ荘1F

串かつもつ鍋 たまがっど

加古川市平岡町新在家2-266-1

浜焼太郎 東加古川店

加古川市平岡町新在家2-266-17ﾚｲﾝﾎﾞ-ｺｱ102号

よし川なべ

加古川市平岡町新在家2-267-11

地肴･地酒まえもん

加古川市平岡町新在家2-267-11ｼﾃｨ-ﾗｲﾌ東加古川103

ｵｽﾃﾘｱ

加古川市平岡町新在家2-268-12ｾﾋﾟｱﾊｳｽ1F

ﾘｰﾍﾞｯｶ

ｵｽﾃﾘｱ ﾘｰﾍﾞｯｶ

加古川市平岡町新在家2−268−12せぴあはうす1F

店舗名

住所

BAR TRIBECA ﾊﾞｰ ﾄﾗｲﾍﾞｯｶ

加古川市平岡町新在家2-268-12ｾﾋﾟｱはうす2F

ﾊﾞｰ

加古川市平岡町新在家2−268−12せぴあはうす2F

tribeca ﾄﾗｲﾍﾞｯｶ

BAR GORILLA

加古川市平岡町新在家2-268-5

ﾗｲｽﾞ

加古川市平岡町新在家2-268-5

お好み焼き鉄板ﾊﾞﾙ ORIGAMI

加古川市平岡町新在家2-268-6

焼肉ﾎﾙﾓﾝ 肉乃家 東加古川店

加古川市平岡町新在家2-268−6

紗ら樹

加古川市平岡町新在家2-270−1

中華ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ空

加古川市平岡町新在家2-270−1

お好み居酒屋まごみ

加古川市平岡町新在家2-270-11₋2階

ｽﾅｯｸkiseki

加古川市平岡町新在家2-270−14

ｼｬﾄﾞｳ

加古川市平岡町新在家2-270-145FC

ｽﾅｯｸすみれ

加古川市平岡町新在家2-270-14ｻﾐｯﾄｼﾃｨﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸ酔芙蓉

加古川市平岡町新在家2-270-14ｻﾐｯﾄｼﾃｨﾋﾞﾙ5F

彩夜

加古川市平岡町新在家2-270-1ﾌｼﾞﾋﾞﾙ2階C号室

めるﾙﾝ

加古川市平岡町新在家2-270-1ﾌｼﾞﾋﾞﾙ3階B号

韓国屋台あし跡

加古川市平岡町新在家2-270-1富士ﾋﾞﾙ1F

EDEN

加古川市平岡町新在家2-270-1富士ﾋﾞﾙ4階

ｻﾛﾝﾄﾞｴｸｾﾚﾝｽ

加古川市平岡町新在家2-270-1富士ﾋﾞﾙ5階

Brains of Victory

加古川市平岡町新在家2-270-8ﾉﾑﾗﾋﾞﾙ2階

ｼﾞｮﾆｰのからあげ加古川店

加古川市平岡町新在家2-271−1

馳走

加古川市平岡町新在家2-271-10

Black

加古川市平岡町新在家2-271-10駅前ﾋﾞﾙ2F

ﾐﾗｸﾙｶﾞｰﾙ

加古川市平岡町新在家2-271-12番館ﾋﾞﾙ1階

とりDEﾋﾞｱｰ

加古川市平岡町新在家2-271-1二番館ﾋﾞﾙ1-A

串ひら

加古川市平岡町新在家2-271-8

銀の匙-HANARE-

加古川市平岡町新在家2-271-8ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ3F

銀の匙

加古川市平岡町新在家2-271-8ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ3FB

響-ゆら-

加古川市平岡町新在家2-271-8ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ4F

ぼｰし

加古川市平岡町新在家2-271-8ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ4階

grou ｸﾞﾛｩ

加古川市平岡町新在家2-271-8ﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞﾙ5階

居酒屋 富貴

加古川市平岡町新在家2-271-9

GARDEN

加古川市平岡町新在家2-271-9ﾌｼﾞﾋﾞﾙ3F

NANA

加古川市平岡町新在家2-271-9ﾌｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

あげは

加古川市平岡町新在家2-271-9ﾌｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞII4階

すし居酒屋花の舞東加古川駅前店

加古川市平岡町新在家2−272-3東加古川太陽ﾋﾞﾙ1階

Darts&Bar HilariouS

加古川市平岡町新在家2-272-6 ミツワビル4F

にじまる

加古川市平岡町新在家2-272-6ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ1F

cafe&bar OVAL

加古川市平岡町新在家2-272-6ﾐﾂﾜﾋﾞﾙ3F

店舗名

住所

ﾌｫﾝﾀﾅﾍﾞﾙﾃﾞ 東加古川

加古川市平岡町新在家2-272−7

らｰ麺櫻ぐみ

加古川市平岡町新在家2-272−7

和処 森樹

加古川市平岡町新在家2-272太陽ﾋﾞﾙ1階

創作味工房小てんぐ

加古川市平岡町新在家2-273-4

東京KING

加古川市平岡町新在家2-273-5東ｱｶﾏﾂﾋﾞﾙ1階3号

旬彩ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞあし跡

加古川市平岡町新在家2-274-4

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ

加古川市平岡町新在家2-274-4ｻﾝﾛ-ﾄﾞﾋﾞﾙ2F

空海

加古川市平岡町新在家2-275-12STﾋﾞﾙ5F

ｽﾅｯｸ ﾑｰﾐﾝ

加古川市平岡町新在家2-275-1ｻﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ1F

BAR105

加古川市平岡町新在家2-275-1第一ｻﾝﾗｲﾌ1F

Member's Nao

加古川市平岡町新在家2-275-8みぞこしﾋﾞﾙ2F-B

ｽﾅｯｸ ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村

加古川市平岡町新在家2-275-8溝越ﾋﾞﾙ2FA

ほてい

加古川市平岡町新在家2-276-10ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ1F

BAR HERMES

加古川市平岡町新在家2-276-10ﾌｧ-ｽﾄﾋﾞﾙ西館2F

ﾏﾛﾆｴ

加古川市平岡町新在家2-276-11美幸ﾋﾞﾙ1F

梨花

加古川市平岡町新在家2-276-11美幸ﾋﾞﾙ1階

ﾎｰﾌﾟ

加古川市平岡町新在家2-276-12

J

加古川市平岡町新在家2-276−12

ｶﾗｵｹ喫茶 愛

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ104

ののん

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ1F

ｽﾅｯｸｳｲﾝｸﾞ

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ2F

花更紗

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ2F

ｽﾅｯｸ虞美人

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ2階

ｽﾅｯｸ櫻 Sakura

加古川市平岡町新在家2-276-12ｽｶｲﾗ-ｸﾋﾞﾙ2階

Malolo(ﾏｰﾛﾛ)

加古川市平岡町新在家2-276-16美幸ﾋﾞﾙ1階北

四季の楽しみ ときの

加古川市平岡町新在家2-276-4

ﾀﾙﾃｨｰﾇ

加古川市平岡町新在家2-276-5美幸ﾋﾞﾙ1階西

ｽﾅｯｸkei

加古川市平岡町新在家2-276の12ｽｶｲﾗｸﾋﾞﾙ3F

七輪ちゃん

加古川市平岡町新在家2-277-14第2ｻﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ前店舗

ｶﾗｵｹ ﾜｰﾙﾄﾞ

加古川市平岡町新在家2-277-8

ﾌﾟﾘﾝｾｽ慶

加古川市平岡町新在家2-277-8第2ｻﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ

鉄板ｲﾀﾘｱﾝmanoﾏｰﾉ

加古川市平岡町新在家2-277-9ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰﾅｶﾀ

菜々

加古川市平岡町新在家2-277-9ﾌﾟﾛｽﾊﾟ-なかた102号

鮨ひろき

加古川市平岡町新在家2-277-9ﾌﾟﾛｽﾊﾟ-なかた103号室

御料理彩々 都久志

加古川市平岡町新在家2-278-14

FLAGS

加古川市平岡町新在家2-278-15ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞﾋﾞﾙ1F東

赤とんぼ

加古川市平岡町新在家2-278-15ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾋﾞﾙ1階

dumplingscafe

加古川市平岡町新在家2-279-1

店舗名

住所

Pay day

加古川市平岡町新在家2-279-1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ

ｸﾞﾘﾙｷｯﾁﾝ きんねこ

加古川市平岡町新在家2-279-1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ2F

ﾊﾟﾗﾃｨｸﾚｽﾄﾗﾝ東加古川店

加古川市平岡町新在家2−279−1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ2F

ｲﾀﾒｼBALｸﾜﾄﾛﾊﾟｼﾞｰﾅ

加古川市平岡町新在家2−279−1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ2F−A

焼肉の家 いちえん

加古川市平岡町新在家2-280-10ﾌﾛﾝﾃｨｱ21

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾗｳﾝｼﾞ

加古川市平岡町新在家2-280-13

ｱｲｱｲ

party space ROI

加古川市平岡町新在家2-280-13B1F

ﾄﾞﾙﾌｨﾝ

加古川市平岡町新在家2-280-13ﾒｿﾞﾝ東加古川1F

呑み処虎太郎

加古川市平岡町新在家2-280-4

ｶﾗｵｹ うたﾊﾟﾗ

加古川市平岡町新在家2-280-62階

ｶﾗｵｹ ｽﾅｯｸ はる

加古川市平岡町新在家2513-5

Clair

加古川市平岡町新在家264-5IKKOﾋﾞﾙ2階

居酒屋YOSHI

加古川市平岡町新在家265-8

family

加古川市平岡町新在家270-14ｻｰﾐｯﾄｼﾃｨｰﾋﾞﾙ2 1F

ｷｲﾛｲｵﾐｾ 333

加古川市平岡町新在家275-8みぞこしﾋﾞﾙ1F

ちっぷいん

加古川市平岡町新在家276-12-207

おネエBarカロリーナ

加古川市平岡町新在家276-5

すみれ

加古川市平岡町新在家2丁目276-12スカイラークビル3F

ｶﾗｵｹ喫茶 悠

加古川市平岡町新在家302農機ﾋﾞﾙ1階

JeNny

加古川市平岡町新在家3-281-3

料理家迫田 東加古川店

加古川市平岡町新在家3-281-3

越後屋

加古川市平岡町新在家3-281-3-8

すなっく ｴﾑ

加古川市平岡町新在家3-281-3ｼｬﾄ-東加古川111

お好み焼き河童

加古川市平岡町新在家3-281ｱﾄﾞﾆｽ211F

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱｱﾈｯﾛ

加古川市平岡町新在家3-281ｱﾄﾞﾆｽ211F

炉ばた焼てまくら

加古川市平岡町新在家3-281ｱﾄﾞﾆｽ211階2号

炭火やきとり大衆酒場 どうどう堂

加古川市平岡町新在家3-281ｱﾄﾞﾆｽ211階3号

焼肉一億兆

加古川市平岡町新在家3-284-2

MATILDA

加古川市平岡町新在家3-285−3

日本料理 くらよし

加古川市平岡町新在家3-291-1

すﾏｲﾙ

加古川市平岡町新在家35-4

ﾈｰﾃﾞﾙﾗﾝﾄﾞ

加古川市平岡町新在家35-4

博多ﾗｰﾒﾝ片岡屋

加古川市平岡町新在家36-8

希望軒 東加古川店

加古川市平岡町新在家40-1

居酒屋いろえんぴつ

加古川市平岡町新在家403-1

ｶﾗｵｹ&ｽﾅｯｸ

加古川市平岡町新在家456-6

あいかぎ

美幸ビル

おうちﾀﾞｲﾆﾝｸﾞまるきゅ

加古川市平岡町新在家457-1

うさぎのいえ

加古川市平岡町新在家457-1大貫ﾋﾞﾙ1F

二階西

店舗名

住所

しゃぶ葉 加古川

加古川市平岡町新在家596-2

ｶﾗｵｹﾚｲﾝﾎﾞｰ加古川店

加古川市平岡町新在家615-1

紋度

加古川市平岡町新在家615-1

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｲｵﾝ加古川店

加古川市平岡町新在家615‐1

HAYOSHI

加古川市平岡町新在家615-1ｲｵﾝ加古川1F

樹庵

加古川市平岡町新在家615-1ｲｵﾝ加古川1F

福家苑

加古川市平岡町新在家615−1ｲｵﾝ加古川1F

たこ焼きﾛｰｻﾞ

加古川市平岡町新在家615-1ｲｵﾝ加古川店

花水木加古川店

加古川市平岡町新在家615-1ｲｵﾝ加古川店1階

鶏屋

加古川市平岡町新在家716-14東加古川ｱｼﾀﾞﾋﾞﾙ106

あんず庵

加古川市平岡町新在家876-2

えぇﾄｺ鶏

加古川市平岡町新在家909-4ｱ-ﾊﾞﾝ新在家1B

ふう

加古川市平岡町新在家929-18

まめや東加古川店

加古川市平岡町新在家92-ｱ-ﾑｽ1F

venite

加古川市平岡町新在家99-1ﾗｲﾌﾀｳﾝ2 204

ENDLESS

加古川市平岡町新在家大貫ﾋﾞﾙ1-B

ﾋﾞｯｸﾞﾎﾞｰｲ東加古川店

加古川市平岡町西谷185-2

カラオケ エリーゼ

加古川市平岡町西谷209-12

東加古川大和会館

加古川市平岡町西谷24-1

さつまﾗｰﾒﾝ東加古川店

加古川市平岡町西谷78-10

Living Legend

加古川市平岡町西谷78-16ﾊﾟﾙｺﾋﾞﾙ2F

鉄板dining酒場 炙凪屋

加古川市平岡町西谷78-1第一八千代ﾋﾞﾙ7

樹

加古川市平岡町西谷78-2ﾊﾟﾙｺ加古川1階北側

焼き鳥 友

加古川市平岡町中野508-1

民生

加古川市平岡町中野513-1

くら寿司 加古川平岡店

加古川市平岡町中野776-1

和平 加古川本店

加古川市平岡町中野789-1

ﾗｰﾒﾝ山岡家 加古川平岡店

加古川市平岡町中野793-1

日乃出

加古川市平岡町土山1221

心水

加古川市平岡町土山1221-1

日本酒ﾊﾞﾙ 米酒

加古川市平岡町土山1225-2

播磨珈琲倶楽部 平岡公民館 喫茶室(正)

加古川市平岡町土山699-2

らｰめん2国

加古川市平岡町土山850-1

珈琲工房おおたに

加古川市平岡町土山850-1

ちょい呑み酒場ちょい

加古川市平岡町二俣1005

炭火焼きとり

加古川市平岡町二俣360-7

さつま亭

ｷｬｻﾘﾝの店 cafe&diningBLESS

加古川市平岡町二俣6-1

Pleasure Dining

加古川市平岡町二俣642-1昭和ﾊｲﾑ南芳107

りょう

店舗名

住所

ﾎﾞｯﾁｰﾉ

加古川市平岡町二俣642-1昭和ﾊｲﾑ南芳108

喫茶ﾌｨﾚﾝﾂｪ

加古川市平岡町二俣69-3

亜貴 歌の宝箱

加古川市平岡町二俣752-5

ﾏｻﾞｰﾑｰﾝｶﾌｪ加古川店

加古川市平岡町二俣754-7

くつろぎ居酒屋 のんびりや

加古川市平岡町二俣762-1

Dining Space Hang Out

加古川市平岡町二俣762-12大西ﾋﾞﾙ2F

喫茶ﾊﾟｸﾞ

加古川市平岡町二俣905-130

喫茶 ｽﾅｯｸ 心音

加古川市平荘町山角119-3

ﾜｲﾝ食堂 野菜とｸﾞﾘﾙ

加古川市平荘町池尻648

松屋権現湖PA(上り線)店

加古川市平荘町中山10001-26

LA PROVENCE/ﾗ ﾌﾟﾛヴｧﾝｽ

加古川市平荘町里204-5

ｸﾞﾗｯﾁｪｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ加古川西

加古川市米田町船頭200-1

琴

加古川市米田町船頭525-3

呑処

加古川市米田町船頭525-5

sound bar NU-BO
讃岐うどんむらさき

加古川市米田町船頭601ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞﾋﾞﾙB1F
加古川店

加古川市米田町船頭字上出口200-1

鉄板酒場達磨

加古川市米田町平津306

和八

加古川市米田町平津313-1

日和

加古川市米田町平津454-2

南ちゃんの立ち呑み屋

加古川市米田町平津456-3

なにわや

加古川市米田町平津457-5

さくらや

加古川市米田町平津466-6

Teaspark(ﾃｨｰｽﾊﾟｰｸ)

加古川市米田町平津478

Ritreat

加古川市米田町平津590-1

萬山(まんやま)

加古川市米田町平津666-14

Olin

加古川市米田町平津672-2

大和会館 米田やわらぎﾎｰﾙ

加古川市米田町平津678-1

天麩羅とおでん うをきち

加古川市米田町平津689

ｶﾗｵｹ喫茶ﾍﾞﾙﾃｨｴ

加古川市米田町平津689-1

もつ鍋専門店うをきち

加古川市米田町平津689-28

ｶﾗｵｹｽﾀﾝﾄﾞ ｽﾄﾗﾝﾄﾞ米田店

加古川市米田町平津704-1

BARZYNX

加古川市米田町米田

ﾃｨｰﾙｰﾑくれよん

加古川市別府町宮田町3-3

長崎ﾁｬﾝﾎﾟﾝ ｴﾐ

加古川市別府町宮田町54栄光ﾋﾞﾙ1F

鉄板ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ かめ家

加古川市別府町新野辺1429-12

ｶﾗｵｹ喫茶 ﾙﾋﾞｰ

加古川市別府町新野辺145-8

ﾏﾑ

加古川市別府町新野辺35-16

しのべｸﾗﾌﾞ

加古川市別府町新野辺386

店舗名

住所

ろばた焼き 吉四六

加古川市別府町新野辺834-1

てげてげ

加古川市別府町新野辺北町5-153

創作料理 芳賀

加古川市別府町新野辺北町6-38-102

志方亭

加古川市別府町新野辺北町6-43

別亭石窯ｽﾃｰｷ志方亭

加古川市別府町新野辺北町6-44

鳥どし

加古川市別府町新野辺北町7-6-1

居酒屋 弦太

加古川市別府町新野辺北町7-6-2

北京料理 桂林

加古川市別府町新野辺北町8-25

魚べい 加古川別府店

加古川市別府町石町51-1

居酒屋こあらちゃん

加古川市別府町中島町8-2

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ加古川別府店

加古川市別府町朝日町11-1

M@C

加古川市別府町朝日町22

せわ女房

加古川市別府町朝日町22

鉄板料理 華

加古川市別府町朝日町22

えんぎ屋

加古川市別府町朝日町341階東側

生そば 竹屋

加古川市別府町朝日町39-4

歌姫

加古川市別府町朝日町7

うどん屋 よっちゃん

加古川市別府町朝日町7駅前ﾋﾞﾙ1F

居酒屋 げんちゃん

加古川市別府町朝日町7駅前ﾋﾞﾙ1F

お好み焼き はよし

加古川市別府町朝日町7駅前ﾋﾞﾙ2F

居酒屋 満福亭

加古川市別府町朝日町7駅前ﾋﾞﾙ2F

とまり木 都

加古川市別府町東町149-3

ｶﾗｵｹ喫茶&居酒屋風 うたたね日向

加古川市別府町東町149-4

小川食堂

加古川市別府町東町4

れいこの部屋

加古川市別府町別府1000

おいでや

加古川市別府町別府1001-22

ﾏﾘﾝ･ﾌﾞﾙｰ

加古川市別府町別府1001-23

炉ばた焼 なか

加古川市別府町別府1053-9

Rerax(ﾘﾗｯｸｽ)

加古川市別府町別府599-2ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ2階南

とん福鈴

加古川市別府町別府666-6

酒処 きらく

加古川市別府町別府670-1

やき笑 加古川本店

加古川市別府町別府705-1

焼肉 からら

加古川市別府町別府705-1

小料理 はい

加古川市別府町別府708-7茜7番館1C

焼鳥あさやん

加古川市別府町別府718-1

えんじゃ

加古川市別府町別府831-3

グリンはっぴぃ

加古川市別府町別府835-2

うまいもん横丁加古川別府店

加古川市別府町別府838-1

店舗名

住所

お好み焼き 姜

加古川市別府町別府877-5

しゃかりき別府店

加古川市別府町別府917-1

ｶﾗｵｹ喫茶 愛

加古川市別府町別府918-104

あじその

加古川市別府町別府918-21

Neon Bar R

加古川市別府町別府918-3ﾊ-ﾓﾆ-ﾀｳﾝ302

sakura

加古川市別府町別府945-7

やきとり大吉別府店

加古川市別府町別府946

銀次

加古川市別府町別府948-2

Dining Kitchen たけ

加古川市別府町別府974-1

fifteen15

加古川市別府町別府974-4

ｶﾗｵｹandｽﾅｯｸかよ

加古川市別府町別府974-4別府ﾋﾞﾙ1F

ちゃちゃ

加古川市別府町別府974-4別府ﾋﾞﾙ1F

いろりや

加古川市別府町別府997-1

ｶﾗｵｹ喫茶 とき

加古川市別府町別府997-14

ｵﾙヴｨｴｰﾄ

加古川市別府町本町1-29

ｶﾗｵｹ喫茶しゃぼん玉

加古川市別府町本町1-39

sandwiochcafeうみねこ

加古川市別府町本町1-43

おし鳥

加古川市別府町本町1-59-2

横浜家系ﾗｰﾒﾝ光大家加古川本店

加古川市別府町本町1-66-1

有限会社 鮨車屋

加古川市別府町本町2-10-2

草花

加古川市別府町本町2-103

ｶﾗｵｹ館加古川店

加古川市別府町緑町1

ｼｪｱｻﾞｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ

加古川市別府町緑町2

たこの壺ｱﾘｵ加古川店

加古川市別府町緑町2

ﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞｱﾘｵ加古川店

加古川市別府町緑町2

はなまるうどん ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ別府店

加古川市別府町緑町2

中華そば八角 ｱﾘｵ加古川店

加古川市別府町緑町2

ﾚﾌﾎﾞﾝ 加古川

加古川市別府町緑町2 ｱﾘｵ加古川1F

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ ｱﾘｵ加古川

加古川市別府町緑町2 ｱﾘｵ加古川ﾌ-ﾄﾞｺ-ﾄ

ｻﾌﾞｳｪｲｱﾘｵ加古川

加古川市別府町緑町2ｱﾘｵ1階

ﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰｱﾘｵ加古川店

加古川市別府町緑町2ｱﾘｵ加古川1F

maru.べふ店

加古川市別府町緑町2ｸﾞﾘ-ﾝﾌﾟﾗｻﾞべふ内

魚民山陽別府駅前店

加古川市別府町緑町31F

串揚げの店中ちゃんち

加古川市野口町吉野414-1

唐々唐兵衛

加古川市野口町坂井1-4

味処さしすせそ

加古川市野口町坂井257-1

鶏麺ぺこり

加古川市野口町坂井84-1

松屋 加古川野口町店

加古川市野口町坂元45-1

店舗名

住所

隠れﾀﾞｲﾆﾝｸﾞあし跡

加古川市野口町坂元632-1

焼き鳥でん

加古川市野口町水足1-107

麺工房おおにし

加古川市野口町水足130

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ加古川福沢店

加古川市野口町水足1-4

ﾋﾞｽﾄﾛｴﾋﾟ

加古川市野口町水足187-1

七輪焼鳥 鳥炎

加古川市野口町水足2044-10

つかさ

加古川市野口町水足2051-28

ｶﾞｽﾄ加古川水足

加古川市野口町水足333-33

VANSAN 加古川店

加古川市野口町長砂1180-1

昌

加古川市野口町長砂141-1

集り処 うまる

加古川市野口町長砂301

加古川大和会館

加古川市野口町長砂870-2

麺のまたざ

加古川市野口町長砂978-1第一明姫ﾏﾝｼｮﾝ1-AB

とんこつﾗｰﾒﾝ鷹多花

加古川市野口町長砂997-5ｱ-ﾊﾞﾝﾊｳｽ1-C

なか卯 加古川店

加古川市野口町長砂字三明1011-1

ばん菜や

加古川市野口町二屋101-4

焼肉 京城苑

加古川市野口町二屋108-1

歌よし

加古川市野口町二屋128-6

日本料理｢石庭｣

加古川市野口町二屋129-8

焼肉 桃太郎

加古川市野口町二屋362-3

ｶﾗｵｹ ｽﾅｯｸ れんと

加古川市野口町二屋98-6

津和凪

加古川市野口町北野1022-5

ｴｰﾗｲｼｬﾝ(夜来香)

加古川市野口町北野1150−2夜来香

ｽﾅｯｸ ﾐﾅﾄ

加古川市野口町北野1150-9

カラオケダイニングTroom

加古川市野口町北野512

鉄板焼き･ｽﾃｰｷ ﾙﾍﾟｰﾙ

加古川市野口町野口101-10-101

かつや東加古川店

加古川市野口町野口122

州泉

加古川市野口町野口129

ｽﾅｯｸ すずらん

加古川市野口町野口129-73

ｶﾗｵｹ喫茶 愛

加古川市野口町野口144-18

和洋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ SASAYU

加古川市野口町野口144の33

ちゃあしゅうや亀王 加古川店

加古川市野口町野口17-2

ｻｲｾﾞﾘﾔ 野口店

加古川市野口町野口172-1

喃風東加古川店

加古川市野口町野口173-1

ﾋﾞﾌﾃｷのｶﾜﾑﾗ加古川店

加古川市野口町野口175-1

ずんどう屋 東加古川店

加古川市野口町野口178

韓丼 東加古川店

加古川市野口町野口179-1

きんのぶた加古川店

加古川市野口町野口201-1

店舗名

住所

焼鳥 囲み

加古川市野口町野口533-2ﾐﾚﾆｱﾑヴｨﾚｯｼﾞB

てんじく 野口店

加古川市野口町野口71-2

上海･広東料理 中国飯店

加古川市野口町良野116-6

ｶﾘﾌﾞの海賊

加古川市野口町良野12-1

ｶﾗｵｹ喫茶 楽

加古川市野口町良野13の5

TANTO屋

加古川市野口町良野1759

喫茶Peck

加古川市野口町良野1782

grace

加古川市野口町良野365-16

ﾋﾞﾀｰｽｲｰﾄ

加古川市野口町良野409-1

いちれん家 加古川店

加古川市野口町良野42-3

おたやん

加古川市野口町良野51-1

まねきや加古川店

加古川市野口町良野53の1

かえるcafe

加古川市野口町良野609-1

ｽｼﾛｰ加古川野口店

加古川市野口町良野790-1

