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加盟店名 所在地 ジャンル

神戸たん龍三宮東店 神戸市中央区 旭通５－１－６　末広ビル 飲食店 ZN-0001-9535

リバイバル スタンド 神戸市中央区 旭通５－３－１２　竹下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9177

沁香園 神戸市中央区 磯上通２－２－２５　グランドメゾン三宮１Ｆ 飲食店 JS-0002-4949

京都六角雅庵三ノ宮店 神戸市中央区 磯上通７－１－１９　ＰＲＯＧＲＥＳＳＫＯＢＥ５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9641

まだんの韓国料理研究所 三宮支部 神戸市中央区 磯上通７－１－１９　プログレス神戸２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9544

ISOGAMI 餃子バル TOMAKO 神戸市中央区 磯上通８－１－２９　カサベラＣ＆Ｍ　 飲食店 ZN-0001-9543

kobe coffee temple 神戸市中央区 磯辺通４－２－２６　新芙蓉ビル１F 飲食店 SL-2000-2409

大長今 神戸市中央区 雲井通４－１－１８ 飲食店 JS-0002-4164

栄禾飯店 神戸市中央区 栄町通１－２－２８ 飲食店 JS-0004-2984

神戸牛栄吉 神戸市中央区 栄町通１－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-9456

中国茶専門店彩香 神戸市中央区 栄町通１－３－１２　 飲食店 SL-2000-4988

群愛茶餐廳 神戸市中央区 栄町通２－６－６　　 飲食店 ZN-0001-9443

インド料理店 ラジャ 神戸市中央区 栄町通２－７－４　佐野達ビル　 飲食店 SL-2000-5676

雅苑酒家 南京町本店 神戸市中央区 栄町通２－８－７ 飲食店 SL-2001-0606

鶴のひとこえ 神戸市中央区 栄町通２－９－４　川泰ビル１Ｆ南　 飲食店 ZN-2000-5313

福龍菜館 神戸市中央区 栄町通２－９－８ 飲食店 JS-0003-3873

港町十五番地 神戸市中央区 栄町通５－１－１　サンシティ栄町１０３ 飲食店 JS-0001-2915

オリーバ 神戸市中央区 下山手通１－１－１２　ローヤルビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-0077

安さん 神戸市中央区 下山手通１－１－４ 飲食店 JS-0002-0077

さけやしろ 酒社 神戸市中央区 下山手通１－１－５　フジヤビルディング１F 飲食店 SL-2000-5980

バーエース 神戸市中央区 下山手通１－３－１１　パスポートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0952

鉄ぱんち 神戸市中央区 下山手通１－３－２　フォレストビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9582

神戸たん龍東門店 神戸市中央区 下山手通１－３－２４　　 飲食店 ZN-0001-9536

くるりや 神戸市中央区 下山手通１－３－５　コウシンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9509

鉄板焼きダイニング CARMIA 神戸市中央区 下山手通１－３－５　康新ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7274

SERA 神戸市中央区 下山手通１－３－６　Ｖ．メルヘンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2914

obanzai 紫蘭 神戸市中央区 下山手通１－３－６　Ｖ・メルヘンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9101

BARPINOTNOIR 神戸市中央区 下山手通１－４－８　東門街島ビル１０４　 飲食店 ZN-2000-1396

BARALdeBALAN 神戸市中央区 下山手通１－５－５　ダイヤビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1472

たけ鶴 神戸市中央区 下山手通１－５－５　和興ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6015

SeeYa 神戸市中央区 下山手通１－５－６　東門ウエストコート３Ｃ　 飲食店 ZN-2000-2024

てじベジ 神戸市中央区 下山手通１－５－９　自由軒ビル 飲食店 JS-0001-2243

せんごく 神戸市中央区 下山手通２－１０－３　リッツ新道ビル３Ｆ 飲食店 ZN-0001-4550

神戸和食あんど 神戸市中央区 下山手通２－１０－４　シンミチビル５Ｆ　 飲食店 SL-2000-3765

トルナド 神戸市中央区 下山手通２－１－１　ＫＥビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9465

魚と肉 ASHIATO 三ノ宮店 神戸市中央区 下山手通２－１－１　ＫＥビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-1411

BAR MAR Espana 三宮店 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-0543

地鶏屋炭鶏 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル３０３　 飲食店 ZN-0001-9599

からくさ屋 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-0386

寶隆閣 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9136
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トンキ 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7323

味範家 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビルディング３０４ 飲食店 SL-2000-0014

BACCANO 神戸市中央区 下山手通２－１－１３　第１３シャルマンビル６０１　 飲食店 ZN-2000-2171

神戸焼肉 みつわ屋 神戸市中央区 下山手通２－１１－３０　　 飲食店 ZN-0001-9427

花ほうび 神戸市中央区 下山手通２－１１－３０　ＴＮⅡビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6244

キューピット 神戸市中央区 下山手通２－１－１３－８０２　第１３シャルマンビル 飲食店 ZN-2000-6888

る主水 三宮 2 号店 神戸市中央区 下山手通２－１－１４　ａｒｃ　ｃｏａｓｔビル３Ｆ　 飲食店 SL-2001-1470

ステーキ 彌 神戸市中央区 下山手通２－１－１４　アークコーストビル　７Ｆ 飲食店 SL-2000-4645

神戸牛すてーき ishida 生田新道店 神戸市中央区 下山手通２－１－１４　アークコーストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9485

和輝 神戸市中央区 下山手通２－１－１７　シロムラビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9513

LACHIC 神戸市中央区 下山手通２－１－１７　城村ビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-0062

神戸牛ステーキ寅松 神戸市中央区 下山手通２－１－１７　城村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5738

肉バル×イタリアン COLORE 神戸市中央区 下山手通２－１２－１６ 飲食店 JS-0004-6612

BarAndante 神戸市中央区 下山手通２－１２－２１　生田ソシアルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2598

創作広東酒家 神 神戸市中央区 下山手通２－１２－２２　京仙神戸ビル 飲食店 JS-0003-5886

だんご 神戸市中央区 下山手通２－１２－２３　ＬＥＥビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0305

トルナドパティオラ 神戸市中央区 下山手通２－１２－６　ループトアイースト１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9451

曽根 神戸市中央区 下山手通２－１２－７　ダイキホームビル２０１　 飲食店 ZN-0001-9635

神仙閣 神戸店 （しんせんかく） 神戸市中央区 下山手通２－１３－１ 飲食店 SL-2000-5878

炭焼肉石田屋トアロード 神戸市中央区 下山手通２－１３－３　建創ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9321

Borabora 神戸三宮 神戸市中央区 下山手通２－１３－９　中華会館２Ｆ 飲食店 JS-0003-9326

権屋 三宮店 神戸市中央区 下山手通２－１－４　エレンシアビル 飲食店 JS-0002-9520

お田 神戸市中央区 下山手通２－１４－９　コウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9589

鶏匠吟八三宮店 神戸市中央区 下山手通２－１－５　ウインベル三宮Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9476

居酒屋茶黄 神戸市中央区 下山手通２－１５－１１　ラムズコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9133

亀平 神戸市中央区 下山手通２－１５－１２　ＭＫビル１０１号　 飲食店 ZN-0001-9397

たか月 神戸市中央区 下山手通２－１５－２　ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9264

鉄板焼芋の花 神戸市中央区 下山手通２－１６－８　新興ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9132

Albente 神戸市中央区 下山手通２－１７－１０　ライオンビル１Ｆ－１０３　 飲食店 ZN-0001-4527

うろこ 神戸市中央区 下山手通２－１７－１０　ライオンビル三宮館１０２Ａ 飲食店 SL-2000-2133

神戸牛ステ－キ 桜 神戸市中央区 下山手通２－１７－１０　ライオンビル三宮館２F 飲食店 JS-0004-5852

BAR A － SOLUTIONS（バーエーソリューションズ） 神戸市中央区 下山手通２－１７－１０　ライオンビル三宮館３Ｆ 飲食店 SL-2000-0430

Boom 神戸市中央区 下山手通２－１７－１０　ライオンビル三宮館Ｂ１　 飲食店 ZN-2000-3780

焼肉六甲生田ロード店 神戸市中央区 下山手通２－２－１－１　ＫＥビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4751

インド料理 ショナルパ 神戸市中央区 下山手通２－２－９　ライトハウス３Ｆ 飲食店 JS-0002-0089

八百屋カフェ SANNOMIYA 神戸市中央区 下山手通２－２－９　ライトハウス６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9140

ボーテ プラージュ 神戸市中央区 下山手通２－２－９　ライトハウスビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-0275

flamme 神戸市中央区 下山手通２－２－９　ライトハウスビル７０１　 飲食店 ZN-0001-9630

コパラテン 神戸市中央区 下山手通２－４－１３　永都ビル神戸１番館５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9405

Helianthas 神戸市中央区 下山手通２－４－１３　永都ビル神戸１番館Ｂ１F 飲食店 JS-0005-8045

和洋酒空間 和み 神戸市中央区 下山手通２－４－１３　永都ビル神戸一番館３Ｆ 飲食店 JS-0002-6767

炭火焼鳥ざりお 神戸市中央区 下山手通２－４－１３　永都ビル神戸一番館４Ｆ－Ａ号室 飲食店 ZN-0001-9418

遊楽創食 絆 神戸市中央区 下山手通２－５－１３　滑川ビル１F 飲食店 JS-0005-2375

神戸ステーキ 彩ダイニング 神戸市中央区 下山手通３－１－９　コスモビルＢ１F 飲食店 JS-0004-6610
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工藤 神戸市中央区 下山手通４－１０－１２　　 飲食店 ZN-0001-9109

ごはんとお酒 ひとひら 神戸市中央区 下山手通４－１０－２５　１Ｆ 飲食店 JS-0005-1350

和料理みのり 神戸市中央区 下山手通４－１０－２７　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9412

居酒屋 しがらき亭 神戸市中央区 下山手通４－６－１３ 飲食店 JS-0004-6888

鳥舎せいごろりん 神戸市中央区 加納町２－１－３　　 飲食店 ZN-0001-9373

LE BOOZY 神戸市中央区 加納町２－３－１３　コンフォールびふう１Ｆ 飲食店 JS-0005-1856

だいにんぐいっちょん 神戸市中央区 加納町２－３－７　ドミール北野１０２　 飲食店 ZN-0001-9385

まちかど中華ヤッチャイ 神戸市中央区 加納町３－１０－３　　 飲食店 ZN-0001-9629

日本料理 段屋 神戸市中央区 加納町３－１１－１５ 飲食店 JS-0003-3194

ゑびす屋 神戸市中央区 加納町３－１１－１８　　 飲食店 ZN-0001-9577

やきとり えびす 神戸市中央区 加納町３－１－２３　クレアール神戸１Ｆ 飲食店 JS-0003-2287

昔村 神戸市中央区 加納町３－１４－１９　豊和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3069

だんらん 神戸市中央区 加納町３－１４－１９　豊和ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3193

てん樹 神戸市中央区 加納町３－１４－６ 飲食店 SL-2001-0212

Craft 神戸市中央区 加納町３－１４－８　松田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9576

わた半 神戸市中央区 加納町３－２－２　高根ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9555

ビストロ WAKU 神戸市中央区 加納町３－２－８　第２扇港ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9312

城屋 神戸市中央区 加納町３－４－７　隆昌ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9371

グリ－ンハウスヴァルト 1 神戸市中央区 加納町４－１０－３０　神戸大隆ビル　 飲食店 PK-0000-0105

神戸イタリアン キズナ 神戸市中央区 加納町４－３－１４　高木ビル２F 飲食店 SL-2000-7415

武蔵 神戸市中央区 加納町４－５－３ 飲食店 JS-0000-0363

やき鳥北の蔵 神戸市中央区 加納町４－５－９　大上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9171

JAM 神戸市中央区 加納町４－６－８　ＦＩＮＥＳＳビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6279

一笑懸命 神戸市中央区 加納町４－６－８　北野坂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4552

いずみ鮓 神戸市中央区 加納町４－７－１　ウッデイタウンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9211

北野坂 螢 神戸市中央区 加納町４－７－１１　パレ・ド・北野坂１０２ 飲食店 JS-0002-7555

ダイニングバー あかり 神戸市中央区 加納町４－７－１１　パレ・ド北野坂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2126

神戸すてーき ishida 北野坂店 神戸市中央区 加納町４－７－１１　バレル北野坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9633

ダイニング花 神戸市中央区 加納町４－７－２　ＡＬＢＡ北野坂ビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-9565

銀平三の宮店 神戸市中央区 加納町４－７－２０　イーグルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9220

TOFUDINING 大豆屋 神戸市中央区 加納町４－７－２０　イーグルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9142

肴と盃 はまけん 神戸市中央区 加納町４－７－２３ 飲食店 JS-0000-8710

かのう屋 神戸市中央区 加納町４－７－２４　　 飲食店 ZN-0001-9573

Antica 神戸市中央区 加納町４－７－４　ゴールドプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5217

さむらい 北野坂店 神戸市中央区 加納町４－７－７　神三ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6403

多幸家 神戸市中央区 加納町４－７－８　ＥＲＣ北野坂１Ｆ 飲食店 JS-0005-2236

レアル 神戸市中央区 加納町４－７－８　ＥＲＣ北野坂ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9118

鳴門 神戸市中央区 加納町４－８－１　第２北上ホテルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9189

寿司割烹 偉洲亥 神戸市中央区 加納町４－８－１２　北野クィーンズビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2549

小料理たむら 神戸市中央区 加納町４－８－１９ 飲食店 JS-0002-5658

居酒屋 釜山 神戸市中央区 加納町４－８－１９　パルファンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7775

ATEASE 神戸市中央区 加納町４－９－１２　クリスタルコート７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0821

吉訪 神戸市中央区 加納町４－９－１３　クリスタルコート２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9232

紀州紀ノ国地鶏 鳥吉 神戸市中央区 加納町４－９－１４　岩崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8293
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Le Bar a Vin QUINQ 神戸市中央区 加納町４－９－１４　高井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3577

クリスマスクラブ 神戸市中央区 加納町４－９－１６　入り口ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6879

わた半 神戸市中央区 加納町４－９－１７　幸田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9574

あぶり焼き TOSHI 神戸市中央区 加納町４－９－２９ 飲食店 JS-0004-4179

集い居酒屋 ふくふく 神戸市中央区 加納町４－９－２９　神戸伊藤ビルＢ１ 飲食店 JS-0004-1758

Bar S 神戸市中央区 加納町４－９－２９　神戸真亜ビル４０１　 飲食店 ZN-2000-4135

薩摩地鶏吹上庵 神戸市中央区 加納町４－９－９　第８シャルマンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9602

LAGOON 神戸市中央区 加納町４－９－９　第８シャルマンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1738

インド料理シャンカル 神戸市中央区 加納町６－６－２　ハニービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1433

レニージョエル 神戸市中央区 海岸通３　シップ海岸ビル３Ｆ　 飲食店 SL-2001-0024

洋食屋 つよし 神戸市中央区 割塚通６－２－４ 飲食店 JS-0002-1635

中国料理 椿苑 神戸市中央区 旗塚通３－１－１８　ベルメゾン旗塚１Ｆ 飲食店 JS-0000-5607

ゲイロード三ノ宮店 神戸市中央区 京町８３　三ノ宮センチュリービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9185

焼肉二宮 神戸市中央区 琴ノ緒町３－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-9592

a la fontaine 神戸市中央区 琴ノ緒町４－１－３９４ 飲食店 JS-0005-8880

鮓 國次 神戸市中央区 琴ノ緒町４－７－１４ 飲食店 JS-0002-5406

ZAKOBA( ザコバ ) 三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－１－２９８　 飲食店 AX-0000-0298

海流 神戸市中央区 琴ノ緒町５－１－４１１ 飲食店 JS-0000-0367

だんご 三宮東店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－２－２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7602

三ノ宮産直市場－グリル異人館 神戸市中央区 琴ノ緒町５－２－３　アルプスビル B １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9499

海神わだつみ 神戸市中央区 琴ノ緒町５－３－５　　グリーンシャポービル０１５　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3263

どんぐり 神戸市中央区 琴ノ緒町５－４－１８ 飲食店 JS-0003-5032

串かつおおえす 三宮 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－２９　三経ビル１０２ 飲食店 JS-0003-8529

FoodBar 新大陸 神戸市中央区 琴ノ緒町５－７－１６　布引ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0720

い草 神戸市中央区 琴ノ緒町５－７－７　西山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9510

ステーキ津の田 神戸市中央区 熊内町３－５－３１　Ｔ ’ ｓコート 飲食店 JS-0005-0911

REDONE 神戸市中央区 元町通１－１０－４　元町原田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9275

彼是 神戸市中央区 元町通１－１－２　伊藤ビル１Ｆ北側 飲食店 JS-0004-5768

神戸牛大地 神戸市中央区 元町通１－１－３　　 飲食店 ZN-0001-9459

元町バール CHEERS 神戸市中央区 元町通１－１４－１７　　 飲食店 ZN-0001-9338

旨火 神戸市中央区 元町通１－２－８ 飲食店 JS-0002-2348

天仁茗茶 神戸市中央区 元町通１－３－３ 飲食店 JS-0002-3845

グリル キッショウ 神戸市中央区 元町通１－４－８　カナエビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6494

神戸牛 黒澤 神戸市中央区 元町通１－６－２０　ＫＳＣ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9370

とんかつ武蔵 神戸市中央区 元町通１－７－２　ニューもとビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-2938

焼肉六甲 元町店 神戸市中央区 元町通２－１０－１　錦ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9205

北京菜館 神戸市中央区 元町通２－２－１　　 飲食店 ZN-0001-9437

神戸 元町サントス 神戸市中央区 元町通２－３－１２ 飲食店 JS-0004-5975

神戸牛吉祥吉本店 神戸市中央区 元町通２－４－１４　　 飲食店 ZN-0001-9174

上海飯店 神戸市中央区 元町通２－５－３ 飲食店 JS-0003-3470

グリルバール MITSU 元町 神戸市中央区 元町通２－７－１２ 飲食店 JS-0002-7623

鉄板バル CLAP 神戸市中央区 元町通２－８－１８　桃林ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0909

ひろかつ神戸元町店 神戸市中央区 元町通２－９－１　元町プラザ１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5761

焼とり居酒屋吉鳥元町駅前店 神戸市中央区 元町通２－９－１　元町プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9503
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串揚 新政 神戸市中央区 元町通３－１５－８ 飲食店 JS-0005-3055

八坐和 WEST 神戸市中央区 元町通３－２－１　ワコーレ元町ザ・シティ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9387

鶏匠吟八 神戸市中央区 古湊通１－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-9475

お好み 鉄板焼 HANAMARU 神戸市中央区 御幸通３－１－１１－１０４ 飲食店 JS-0002-2352

中華料理平平飯店 神戸市中央区 御幸通３－１－２１－１０１　ライオンズマンション 飲食店 ZN-2000-5737

収穫祭 三宮店 神戸市中央区 御幸通７－１－１６　三宮ビル南館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4787

IPPO 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　　 飲食店 ZN-0000-0635

炭火焙煎 神戸 萩原珈琲店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　７番街 飲食店 JS-0005-0917

さがみ 三宮地下街店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちかグルメスクエア　 飲食店 AX-0000-0293

肉のつくも三宮地下街店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちかグルメスクエア　 飲食店 AX-0000-0301

石臼挽そば 弦 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか内 飲食店 JS-0004-9250

神戸クレープリーアモナ 神戸市中央区 三宮町１－３－１０　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9638

神戸牛吉祥吉三宮中央店 神戸市中央区 三宮町１－３－１０　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9637

喃風 クレフィ三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－３　６Ｆ 飲食店 JS-0003-3695

KOBEBEEFLENTAMENTE 神戸市中央区 三宮町１－６－２８　ニューセンタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9364

姫すし 神戸市中央区 三宮町１－９－１　センタープラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0201

吉祥吉三宮 神戸市中央区 三宮町１－９－１　センタープラザＢ１Ｆ－０１３　 飲食店 ZN-0001-9424

神戸牛 29 神戸市中央区 三宮町１－９－１－００９　 飲食店 ZN-0001-9454

カフェ サンビート 神戸市中央区 三宮町１－９－１－２１８　 飲食店 SL-2000-9462

韓辛 DERI 神戸市中央区 三宮町２－２－２　鈴木ビル B １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9278

八坐和 神戸市中央区 三宮町２－３－１　　 飲食店 ZN-0001-9362

神戸牛みやび 神戸市中央区 三宮町２－８－３　　 飲食店 ZN-0001-9537

SECOND － 10 神戸市中央区 三宮町３－６－５　小倉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3911

居酒屋 美男子 神戸市中央区 三宮町３－９－１３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4048

サロンデュヴァンリシュリュウ 神戸市中央区 三宮町３－９－２４　月原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6226

北野 NANA 神戸市中央区 山本通１－３－２ 飲食店 JS-0003-6209

糧屋 TOKI （りょうや とき） 神戸市中央区 山本通１－７－１１　ドゥマンビル２階器屋春夏秋冬内 飲食店 SL-2000-5843

てじ八菜 神戸市中央区 山本通１－７－５　北野メゾンブランシュ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8400

MONA LISA 神戸市中央区 山本通２－１３－６　新華ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0300

Recette 神戸市中央区 山本通２－２－１３　第２北野シルクハイツＢ１　 飲食店 ZN-0001-9175

有鳥天 神戸市中央区 山本通２－４－１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5589

しもかわワイン倶楽部ワイバーン 神戸市中央区 山本通３－８－６　 飲食店 SL-2001-0087

T．N 神戸市中央区 山本通５－４－１２　ヒルビューマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-8889

和創作キッチン わさら 神戸市中央区 小野柄通５－１－１４　ＩＰＳＸＭＡＧＮＥＴ１０１ 飲食店 SL-2000-7510

活ふく料理 宅庵 神戸市中央区 生田町２－２－５ 飲食店 JS-0000-2472

ジーノ 神戸市中央区 相生町２－１－３３９ 飲食店 JS-0006-0189

藁家 88 神戸駅前店 神戸市中央区 相生町２－２－１４　新神戸ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2083

吉鳥 神戸市中央区 相生町２－３－１４　　 飲食店 ZN-0001-9516

焼肉躍屋 神戸市中央区 相生町４－２－１　サンエービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9339

BAR　一宮 神戸市中央区 相生町４－２－３５　ジャパンビレッジ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0174

優翔 神戸市中央区 相生町４－２－６　石野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2446

浜焼太郎神戸駅前 神戸市中央区 相生町４－３－１３ 飲食店 JS-0005-1020

ホルモン鍋＆鉄板ダイニング陣 神戸市中央区 相生町４－４－１６　グランドシャトー神戸１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1531

拙者家 神戸市中央区 相生町４－４－３　　 飲食店 ZN-0001-9429



6 2020/8/25

［神戸市中央区］

加盟店名 所在地 ジャンル

魂り場 神戸市中央区 相生町４－５－３ 飲食店 JS-0002-2892

鶏の拙者 神戸市中央区 相生町４－６－７　　 飲食店 ZN-0001-9265

和彩キッチン直 神戸市中央区 相生町４－７－１６　柴平南ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6706

べこや はな丸 神戸市中央区 相生町５－１６－１４ 飲食店 JS-0002-2649

菊水總本店 神戸市中央区 多聞通３－３－１５ 飲食店 JS-0000-4080

LAGOLOGNAdigolosita 神戸市中央区 中山手通１－１０－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0000-2932

神戸アントレコット 神戸市中央区 中山手通１－１０－１０　天成ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9585

4001 年 神戸市中央区 中山手通１－１０－１０　天成ビル５Ｆ西　 飲食店 ZN-0001-9520

cena 神戸市中央区 中山手通１－１０－５　中一東ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9600

無雙 神戸市中央区 中山手通１－１０－６　英和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9767

にっころや 神戸市中央区 中山手通１－１０－６　英和ビル B １Ｆ 飲食店 JS-0003-3019

神戸たん龍生田新道店 神戸市中央区 中山手通１－１－１　ロンロンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9534

ザ・バーフライ 神戸市中央区 中山手通１－１－１　ロンロンビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2765

いまじん 神戸市中央区 中山手通１－１－１　ロンロンビルＢ１F　 飲食店 ZN-0001-9197

ほんまもん 神戸市中央区 中山手通１－１１－２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-9483

豚の真珠 神戸市中央区 中山手通１－１１－２　ＷＩＬＬ北野坂Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8008

蓮 神戸市中央区 中山手通１－１１－３ 飲食店 JS-0004-4033

いさりび 神戸市中央区 中山手通１－１１－３　宝成中一ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9511

Puro 神戸市中央区 中山手通１－１１－３　宝成中一ビル３Ｆ４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9304

To ＆ To 神戸市中央区 中山手通１－１１－５　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9521

angolo 神戸市中央区 中山手通１－１１－６　　 飲食店 ZN-0001-9481

手打そばとおばんざいそば花 神戸市中央区 中山手通１－１－２　西田ビル２０１ 飲食店 JS-0002-5155

けいすい 神戸市中央区 中山手通１－１２－４　ＴＮビルＢ１F 飲食店 JS-0004-4365

佐々木六然 神戸市中央区 中山手通１－１３－２　木村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5049

花門亭本店 神戸市中央区 中山手通１－１３－７　山下ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9125

活鮨 （いけすはつ） 神戸市中央区 中山手通１－１３－８ 飲食店 SL-2000-5610

Mogura 神戸市中央区 中山手通１－１４－１２　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1862

炭火場 DAIRIN 神戸市中央区 中山手通１－１４－３　リンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2754

串かつ石はら 神戸市中央区 中山手通１－１４－８　中山手鈴木ビル北館Ｓ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4576

炭焼 MITSU 神戸市中央区 中山手通１－１４－９　大澤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0374

エリム 神戸市中央区 中山手通１－１５－２　富士ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9463

Salon Port Kobe 神戸市中央区 中山手通１－１５－２　富士ビルＢ１F －１ 飲食店 JS-0003-0323

なおちゃん 神戸市中央区 中山手通１－１６－１２　東門ヴィレッジ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9388

すやま 神戸市中央区 中山手通１－１６－１２　東門ヴィレッジＢ１F 飲食店 JS-0004-3539

和酒膳 寛 神戸市中央区 中山手通１－１６－１５　古林ビル中１Ｆ 飲食店 JS-0004-0128

あうん 神戸市中央区 中山手通１－１６－６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-6576

きた松 神戸市中央区 中山手通１－１６－９　 飲食店 SL-2000-3714

かね辰 神戸市中央区 中山手通１－１６－９　クリスタルタワー２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6228

喜市 神戸市中央区 中山手通１－１７－１３　東門シャルマンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9287

延邊飯店 神戸市中央区 中山手通１－１７－１４　東門タワービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1515

的 神戸市中央区 中山手通１－１７－６　フェニックスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5678

イモネ 神戸市中央区 中山手通１－１７－６　北野フェニックス３Ｆ 飲食店 JS-0001-8422

旬味 永いし 神戸市中央区 中山手通１－１－８　ニューコペンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0756

Cheri Le Part 神戸市中央区 中山手通１－１－９　ゴールドウッズ三宮ビル２－２　 飲食店 ZN-2000-1530
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鮨処 心 神戸市中央区 中山手通１－２０－１２　アーバンヴィレッジ北野坂１Ｆ 飲食店 JS-0002-0129

アリズハラールキッチン 神戸市中央区 中山手通１－２０－１４　オオツカビル　 飲食店 ZN-0001-9564

しんど 神戸市中央区 中山手通１－２０－１５　　 飲食店 ZN-0001-9529

不動坂 菊地 神戸市中央区 中山手通１－２０－１５　メゾン・ド山手１０１ 飲食店 JS-0000-6940

お好み焼きまるも 神戸市中央区 中山手通１－２０－１５　メゾンド山手Ｂ１　 飲食店 ZN-0001-9257

日本料理 西嬉 神戸市中央区 中山手通１－２０－３　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1389

WABi SABi 神戸市中央区 中山手通１－２－１　２Ｆ 飲食店 JS-0000-3543

神戸牛高倉 神戸市中央区 中山手通１－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-9455

隆翔 神戸市中央区 中山手通１－２２－１　北野デプレ４Ｆ 飲食店 JS-0004-0980

牛やたん平 神戸市中央区 中山手通１－２２－１０　象ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9130

レストラン＆バー ジャマイカーナ 神戸市中央区 中山手通１－２２－２７　ＤＯＭ ’ Ｓ北野ビル８F 飲食店 SL-2000-1105

おたふく 神戸市中央区 中山手通１－２２－２７　ドムズ北野２Ｆ 飲食店 JS-0000-2368

二升五合 神戸市中央区 中山手通１－２２－３３　　 飲食店 ZN-2000-4597

神戸ステーキ ishida 神戸市中央区 中山手通１－２－４　　 飲食店 ZN-0001-9233

ボンマリアージ 神戸市中央区 中山手通１－２－４　　 飲食店 ZN-2000-0909

仔牛屋神戸三宮店 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9372

串処最上神戸三宮店 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ神戸三宮１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9500

かさ原 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ神戸三宮７Ｆ北 飲食店 ZN-0002-6628

食楽肉家 はっちゃく 神戸市中央区 中山手通１－２－７　ゴールデンビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3962

うちのみ れんて 神戸市中央区 中山手通１－２－７　リッチビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7801

寿 神戸市中央区 中山手通１－２－７　リッチビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9591

ブラッスリーロバボン 神戸市中央区 中山手通１－２７－１１ 飲食店 JS-0004-7666

リストランテ ハナタニ 神戸市中央区 中山手通１－２７－１２　　富士産業ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5402

SakanayaUohide 神戸市中央区 中山手通１－２７－３　ソルジエハンター坂１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9563

味鱒 神戸市中央区 中山手通１－２－９　伸光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9389

地鳥料理万徳 神戸市中央区 中山手通１－２－９　伸光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9584

やきとん龍家 神戸市中央区 中山手通１－２－９　伸光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9464

小料理 創作 夏輝 神戸市中央区 中山手通１－３－１０ 飲食店 JS-0001-0075

和み処なかた 神戸市中央区 中山手通１－３－１０　ローズプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9492

TAKE5 神戸市中央区 中山手通１－３－１０　ローズプラザＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2281

季節料理汐彩 神戸市中央区 中山手通１－４－１　ナリヒロビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9274

花門亭東門別館店 神戸市中央区 中山手通１－４－１０　ＮＥＲＯＰＬＡＺＡ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9126

きぬや 広い方 神戸市中央区 中山手通１－４－１０　ＮＥＲＯＰＬＡＺＡ２０１ 飲食店 JS-0001-4576

かばぶ 神戸市中央区 中山手通１－４－１２　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8416

エスペランサ 神戸市中央区 中山手通１－４－１２　ダイヤモンドビル６０２　 飲食店 ZN-2000-1053

ZooZooSea 神戸市中央区 中山手通１－４－１２　ダイヤモンドビル７Ａ　 飲食店 ZN-2000-0381

歩味 神戸市中央区 中山手通１－４－１３　コスモスビル２１　１０２ 飲食店 JS-0003-4636

ホームバーハンナ 神戸市中央区 中山手通１－４－１３　コスモス東門３０１号室　 飲食店 ZN-2000-3737

韓辛 DELI 東門街店 神戸市中央区 中山手通１－４－１５　コーストテラス東門ビル４．５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9375

VILLA18 神戸市中央区 中山手通１－４－１８　ＫＹビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9345

Sunaba 2’nd 神戸市中央区 中山手通１－４－２１　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4979

神戸牛源吉 神戸市中央区 中山手通１－４－２３　レインボービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9460

海鮮居酒屋 魚寅 神戸市中央区 中山手通１－４－５　サブウェイサイドビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-4321

ウエスタンホール 神戸市中央区 中山手通１－４－５　サブウェイサイドビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-9107
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MURAT 神戸市中央区 中山手通１－４－５　サブウェイサイドビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9209

沖の瀬 神戸市中央区 中山手通１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-9332

とりのすけ三宮東門本店 神戸市中央区 中山手通１－４－６　ユーベルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9271

BONITA 神戸市中央区 中山手通１－４－６　天野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0406

神戸牛石窯焼吉らら 神戸市中央区 中山手通１－４－７　東門ユーベルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9458

中華料理  愛愛 神戸市中央区 中山手通１－５－１０　 飲食店 SL-2000-3098

BARS’ 隨 神戸市中央区 中山手通１－５－１１　くすの木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2364

サモジョン 神戸市中央区 中山手通１－５－１５　パートビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1180

炭火焼肉ごえ門 神戸市中央区 中山手通１－５－１５　播磨第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9240

ケミ 神戸市中央区 中山手通１－５－１８　第１０シャルマンビル１０２ 飲食店 JS-0002-9410

創作おばんざい友遊 神戸市中央区 中山手通１－５－１８　第１０シャルマンビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1183

INTIMITE 神戸市中央区 中山手通１－５－１８　第１０シャルマンビルＢＦ－４　 飲食店 ZN-2000-4214

吟八東門店 神戸市中央区 中山手通１－５－４　ミナトビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9566

創作鉄板焼 BOO ！ 神戸市中央区 中山手通１－５－７　丸岩ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6367

手品家 三宮店 神戸市中央区 中山手通１－５－８　イナバビル５Ｆ 飲食店 JS-0006-0116

R 神戸市中央区 中山手通１－５－９　港都会館３－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-9366

Malco 神戸市中央区 中山手通１－６－１０　迎賓館ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2647

おばんざい酒処 ふうしゃ 神戸市中央区 中山手通１－６－１１　荒賀ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2469

三なすび 神戸市中央区 中山手通１－６－１９　７７ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0733

ととくいや啓～ひらく 神戸市中央区 中山手通１－６－１９　山浦７７ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9347

ふじ乃 神戸市中央区 中山手通１－６－２０　トレビアンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4599

アリス 神戸市中央区 中山手通１－６－２０　トレビアンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9571

鮨 清水 神戸市中央区 中山手通１－６－２１　ミナトビル 飲食店 JS-0004-0934

おか林 神戸市中央区 中山手通１－６－２２　　 飲食店 ZN-0001-9151

味勧屋 神戸市中央区 中山手通１－６－４　　 飲食店 ZN-0001-9501

味勧屋 神戸市中央区 中山手通１－６－４　　 飲食店 ZN-0001-9502

魚介処元 神戸市中央区 中山手通１－６－５　高ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9192

MIWA 神戸市中央区 中山手通１－６－５　高ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9222

えん 神戸市中央区 中山手通１－６－５　成田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0755

神戸バルティロ 神戸市中央区 中山手通１－６－７　美佳ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9417

裕泉 神戸市中央区 中山手通１－７－１０　中山手一番館１Ｆ 飲食店 JS-0000-0295

焼肉 白州 神戸市中央区 中山手通１－７－１０　中山手一番館ビル３F 飲食店 JS-0005-3665

亀遊 神戸市中央区 中山手通１－７－１２　上田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2393

肉酒場 燦 神戸市中央区 中山手通１－７－１８－１ 飲食店 JS-0005-5514

百屋 神戸市中央区 中山手通１－７－２０　第三天成ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9334

塩の屋 神戸市中央区 中山手通１－７－２１　ホワイトキャッスルビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-4772

神戸和酒倶楽部 ちょこ 神戸市中央区 中山手通１－７－２１　ホワイトキャッスルビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5424

Miracolo 神戸市中央区 中山手通１－７－３　サントモビル１－Ａ　 飲食店 ZN-0001-9471

侍 神戸市中央区 中山手通１－７－３　サントモビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0344

THESTING 神戸市中央区 中山手通１－７－５　Ｓビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9401

串かつ大原 神戸市中央区 中山手通１－８－１　明関ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9383

ワインバー エルヴァージュ 神戸市中央区 中山手通１－８－１　明関ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0179

TERRA SANA 神戸市中央区 中山手通１－８－１　明関ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-8118

牛とろ 神戸市中央区 中山手通１－８－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6172
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河豚家ゆめふく北野坂 神戸市中央区 中山手通１－８－１４　北野坂下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9269

ふぐ三味 神戸市中央区 中山手通１－８－１５　アサキビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-4114

石焼地どりおじぎ屋 神戸市中央区 中山手通１－８－１５　アサキビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5858

LAGUNA 神戸市中央区 中山手通１－８－１６　ＢＡＳＩＣ北野坂３Ｆ－３０１　 飲食店 ZN-2000-4761

Alegria 神戸市中央区 中山手通１－８－１８　互陽ビル４０１ 飲食店 JS-0002-4395

AUGUST 神戸市中央区 中山手通１－８－１８　互陽ビル５０２　 飲食店 ZN-2000-0877

Dining Bar Zorome 神戸市中央区 中山手通１－８－２０　三宮ＳＫビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4253

鶴よし 神戸市中央区 中山手通１－８－２２ 飲食店 JS-0000-5491

咲 LaLaLa 神戸市中央区 中山手通１－８－２２　ニュー神和ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9229

粗酒粗餐 田なべ 神戸市中央区 中山手通１－８－２２　ニュー神和ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-4630

和懐食かなやま 神戸市中央区 中山手通１－９－１１　パインビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9111

ALTILLO 神戸市中央区 中山手通１－９－１２　エムズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2546

NaoBar 神戸市中央区 中山手通１－９－１７　扇港ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1023

旬菜おでん 結び 神戸市中央区 中山手通１－９－２　ＭＯＺＡＮ１０６　 飲食店 ZN-0001-9606

神戸牛みやび北野坂店 神戸市中央区 中山手通１－９－２１　日源ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9612

It’s 北野坂 神戸市中央区 中山手通１－９－２１　日源ビルＢ１F　 飲食店 ZN-2000-2012

神戸牛三宮焼肉大長今 北野坂店 神戸市中央区 中山手通１－９－２４ 飲食店 JS-0003-2869

鉄板串焼き DINING 串ばる北野坂店 神戸市中央区 中山手通１－９－２４　Ｍ ’ Ｓ北野坂ビル　 飲食店 ZN-0001-9473

はなぶさ 神戸市中央区 中山手通１－９－６　万両ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4356

お酒の美術館 三宮店 神戸市中央区 中山手通１－９－７　ロックバレービル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8978

みやもと本店 神戸市中央区 中山手通１－９－８ 飲食店 AD-0000-0366

すぎなか 神戸市中央区 中山手通１－９－８　　 飲食店 ZN-0001-9181

Sho 家 神戸市中央区 中山手通２－１０－２１　伸野第２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5928

料庵 有とみ 神戸市中央区 中山手通２－１０－２２　ハンター坂ヴィレッジゲート２Ｆ 飲食店 JS-0001-0744

活惚 神戸市中央区 中山手通２－１０－２２　伸野ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-6082

ブラッセリー？ ル プレジール 神戸市中央区 中山手通２－１０－２２　伸野ビル４０２ 飲食店 JS-0002-1583

W → YOU 神戸市中央区 中山手通２－１－１３　ニューサンコービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0247

割烹道下 神戸市中央区 中山手通２－１２－１２　サンライズ中山手１Ｆ 飲食店 JS-0001-2935

レストラン 新月 神戸市中央区 中山手通２－１３－８　エール山手ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4268

SPEAKEASY 神戸市中央区 中山手通２－１４－２　パレスマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9480

レストラン アンシャンテ 神戸市中央区 中山手通２－１６－４　中西ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1246

IDEA 神戸市中央区 中山手通２－１７－８ 飲食店 JS-0000-4553

COLLITA 神戸市中央区 中山手通２－２０－２２　京屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9540

enzoRISTORANTE 神戸市中央区 中山手通２－２１－３　中山手東神ビルＢ１　 飲食店 ZN-0001-4622

エクラタン 神戸市中央区 中山手通２－２５－１０　ザコウベ北野レジデンス３０７ 飲食店 SL-2000-2447

quarto 神戸市中央区 中山手通２－３－７　サンハイツ中山手ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9384

馨林 神戸市中央区 中山手通２－４４１７８　ランドマークビル神戸２Ｆ・３Ｆ 飲食店 ZN-0001-9434

和牛焼肉 味楽亭 神戸市中央区 中山手通２－４４１７８　ランドマークビル神戸Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-9105

紅茶専門店 ラクシュミー 神戸市中央区 中山手通２－４－８ 飲食店 JS-0002-9442

鉄板焼朱藏 神戸市中央区 中山手通３－１０－１２　内海店舗２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5230

すしうえだ 神戸市中央区 中山手通３－２－１　トア山手ザ神戸タワー１１２　 飲食店 ZN-0001-9634

ウィン・ウィン 神戸市中央区 中山手通４－１８－６　ハイエスト中山手１０２　 飲食店 ZN-2000-4851

バーンタイマーケット 神戸市中央区 中山手通５－１－２１ 飲食店 JS-0002-1724

旬花 デユオ神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デユオこうべ浜の手　 飲食店 AX-2000-0149
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家族亭 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオ神戸浜の手 飲食店 JS-0005-1306

神戸食堂はぁとす。 神戸市中央区 東川崎町１－８－４　神戸市産業振興センター１０Ｆ 飲食店 SL-2000-5092

居酒屋 季彩 神戸市中央区 筒井町３－４－７ 飲食店 JS-0002-6134

食事処 鷹山 神戸市中央区 楠町６－２－１２ 飲食店 JS-0000-2894

伐折羅 神戸市中央区 二宮町３－３－６　　 飲食店 ZN-0001-9486

あじよし 神戸市中央区 二宮町４－８－９　サンモリッツビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0203

TheOceanViewChinoise 神戸市中央区 波止場町２－２　神戸海洋博物館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9508

BARes 神戸市中央区 波止場町６－５　　 飲食店 ZN-2000-0545

雄 神戸市中央区 八雲通６－２－３　　 飲食店 ZN-0001-9239

酒食屋 いち膳 神戸市中央区 八幡通１－１－８－１０１ 飲食店 JS-0000-5418

和遊 Dining 一味 神戸市中央区 八幡通３－１－１５　ゴールドウッズ神戸三宮ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7859

グリルバール mitsu 神戸市中央区 布引町３－２－１ 飲食店 JS-0001-0298

神戸牛並木 神戸市中央区 並木１－４－８　マイアミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9368

すし処 ばんどう 神戸市中央区 北長狭通１－１０－１２ 飲食店 JS-0000-9174

Garden 神戸市中央区 北長狭通１－１０－６　ムーンライトビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4673

神戸たん龍三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－１０－９　　 飲食店 ZN-0001-9533

鉄板ダイニング 法貴 神戸市中央区 北長狭通１－１０－９　生田新道ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7550

すし居酒屋華 神戸市中央区 北長狭通１－１０－９　生田新道ビル地下　 飲食店 ZN-0001-9409

日本酒センターニューキタノザカ 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１０　キングストンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1995

串かつ まるだい 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１０　楠田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7941

すきやきしゃぶしゃぶ神戸牛石田 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１３　　 飲食店 ZN-0001-9632

神戸牛 WASSIA 神戸市中央区 北長狭通１－２０－２　８Ｆ 飲食店 JS-0004-0280

ビステッカ 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－２０－２　甲南アセット笹原ビル８Ｆ 飲食店 JS-0000-2853

にわとりのすけ生田新道店 神戸市中央区 北長狭通１－２０－２　甲南アセット笹原ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9270

おばんざい うさぎ 神戸市中央区 北長狭通１－２０－７　北長狭鈴木ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3096

焼肉小山 神戸市中央区 北長狭通１－２０－７　鈴木ビル１F 飲食店 JS-0004-6794

炭焼肉石田屋 神戸市中央区 北長狭通１－２０－９　　 飲食店 ZN-0001-9234

炭焼ステーキノッツ 神戸市中央区 北長狭通１－２０－９　館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9609

いかりや 神戸市中央区 北長狭通１－２１－１５ 飲食店 JS-0000-7579

石田屋 神戸市中央区 北長狭通１－２１－２　サンメイビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9449

神戸牛ステーキ ishida 神戸市中央区 北長狭通１－２１－２　甲南アセットサンメイビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9268

炭焼肉石田屋。はなれ 神戸市中央区 北長狭通１－２１－２　甲南アセットサンメイビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9235

アルコホール 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2767

酒々 ChouChou 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　ニューリッチビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4987

焼肉六甲 生田新道店 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　ニューリッチビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9204

やどりぎん 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　ニューリッチビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-2698

詩鶏 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　ニューリッチビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9309

やきとり ときや 神戸市中央区 北長狭通１－２１－４　コペン３－１Ｆ 飲食店 JS-0002-7752

一品保 神戸市中央区 北長狭通１－２１－４　ナカタビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5797

ステーキハウス 仙 神戸市中央区 北長狭通１－２－１４　ポートビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-4323

Humpty 神戸市中央区 北長狭通１－２１－５　コペンビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-3564

ひつじや 本店 神戸市中央区 北長狭通１－２１－７　　 飲食店 ZN-0001-9162

じげん 神戸市中央区 北長狭通１－２１－９　コレクションＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4631

中国居酒屋酔坊本店 神戸市中央区 北長狭通１－２－３　二鶴ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9135
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神戸牛みやびサンキタ店 神戸市中央区 北長狭通１－２－７　プラチナビル　 飲食店 ZN-0001-9613

RICO IBERICO KOBE 神戸市中央区 北長狭通１－３－１０　燕京ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5210

VELVET 神戸市中央区 北長狭通１－３－１０　燕京ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0599

ヘンリー 神戸市中央区 北長狭通１－３－１１　ノアールビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5395

双葉寿司 神戸店 神戸市中央区 北長狭通１－３１－１９ 飲食店 JS-0003-1378

刺身おでん串カツ高架下酒場あし跡 神戸市中央区 北長狭通１－３１－３６ 飲食店 JS-0005-1239

CoCo 都可 三ノ宮店 神戸市中央区 北長狭通１－３１－４０　高架下ピアザ１ 飲食店 JS-0004-9639

とりひろ・産直市場サンキタ通店 神戸市中央区 北長狭通１－３－１５　ビル１３　 飲食店 ZN-0001-9624

LaResort ／蔵 神戸市中央区 北長狭通１－３－６　光陽ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4692

串かつひろかつ 神戸市中央区 北長狭通１－４－６　安達ビル　 飲食店 ZN-2000-3633

鉄板串焼き DINING 串ばる 神戸市中央区 北長狭通１－４－６　安達ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9416

中国居酒屋酔坊 3 号店 神戸市中央区 北長狭通１－４－６　安達ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9137

中華料理東方食堂 神戸市中央区 北長狭通１－４－６　安達ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9244

炭火焼肉・にくなべ屋びいどろ三宮駅前店 神戸市中央区 北長狭通１－５－１　ニュー光陽ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9551

和酒 BAL KAZUBON 神戸市中央区 北長狭通１－５－１０　ミカドビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-7163

Dining Bar さんかく 神戸市中央区 北長狭通１－５－１０　ミカドビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-7963

神戸牛天望 神戸市中央区 北長狭通１－５－８　コースト３５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9461

Queen 神戸市中央区 北長狭通１－５－８　コースト３５ビル８Ｆ東　 飲食店 ZN-2000-3723

Mikageya 神戸市中央区 北長狭通１－５－９　ＫＣＢビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0800

八坐和阪急三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－６－１　　 飲食店 ZN-0001-9361

一枚焼肉・ソーセージにくひろ 神戸市中央区 北長狭通１－６－１１　西坂ビル B １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9625

立呑夢 神戸市中央区 北長狭通１－６－１１　西阪ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9342

明賢荘 神戸市中央区 北長狭通１－６－５　アルプスビル　 飲食店 ZN-0001-9238

新撰組 神戸市中央区 北長狭通１－７－１　カルメンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0368

骨付地鳥炭焼日向 神戸市中央区 北長狭通１－７－１　カルメンビルＢ１F 飲食店 JS-0005-0738

ワインバー D 神戸市中央区 北長狭通１－７－４　ホワイトローズビル９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5106

SHIOSAI 神戸市中央区 北長狭通１－７－６　３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9428

8025 旬家／流星 サンキタ通り店 神戸市中央区 北長狭通１－８－１　コスモビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0706

8068 鳥二郎 サンキタ通り店 神戸市中央区 北長狭通１－８－１　コスモビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2755

喃風 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－８－２　５Ｆ 飲食店 JS-0003-3693

雅 神戸市中央区 北長狭通１－８－３　エンジェル松浦ビル４Ｆ 飲食店 JS-0004-9074

本格タイ料理 バーンタイ 神戸市中央区 北長狭通１－８－８　しんせい堂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4669

JIPANG ／絆～ KIZUNA ～ 神戸市中央区 北長狭通１－９－１　コトブキ馳走ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4551

る主水 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－９－１０　プリンセスコースト５Ｆ　 飲食店 SL-2001-1469

三ノ宮産直市場 神戸市中央区 北長狭通１－９－１０　プリンセスコーストビル　 飲食店 ZN-0001-9231

海の恵 「海息吹」 神戸市中央区 北長狭通１－９－１０　プリンセスコーストビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9355

和どん 2 三ノ宮店 神戸市中央区 北長狭通１－９－１０　プリンセスコート６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9108

韓辛 DELI 三ノ宮生田ロード店 神戸市中央区 北長狭通１－９－１１　コーストフロムビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9314

神戸牛官兵衛／炙り海鮮海千山千 神戸市中央区 北長狭通１－９－３　レインボープラザビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4560

九州魂三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－９－４　コースト岸卯ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1996

まだん三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－９－８　クィーンズコーストビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9545

牛ちゃん 神戸市中央区 北長狭通１－９－８　クインズコーストビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1938

藁家 88 三宮 神戸市中央区 北長狭通１－９－８　クインズコーストビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1997

神戸牛炭式焼肉大長今天空 生田ロード店 神戸市中央区 北長狭通１－９－８クイーンズコーストビル８Ｆ 飲食店 JS-0001-7720
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レ・ヴィーニュ 神戸市中央区 北長狭通２－１０－１　天天ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6047

鮨 わき本 神戸市中央区 北長狭通２－１０－１１　　 飲食店 ZN-0001-9183

anisonbarA：realkobe 神戸市中央区 北長狭通２－１０－１１　第７シャルマンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2395

鶏料理ひとりひとり 神戸市中央区 北長狭通２－１０－１２　５F 飲食店 AL-0000-0001

BAR USHIO 神戸市中央区 北長狭通２－１０－６　ミルベールビル３F 飲食店 SL-2000-0533

BAR 崑崙 神戸市中央区 北長狭通２－１－１１　玉広第２ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0833

てこいち 三宮店 神戸市中央区 北長狭通２－１１－１　中本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0253

赤星 神戸市中央区 北長狭通２－１１－２　プロラインビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5351

Chugalug 神戸市中央区 北長狭通２－１１－２　プロラインビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7671

神戸和食 とよき 神戸市中央区 北長狭通２－１－１４　玉広ビル２F 飲食店 JS-0005-9675

カイノクチ 神戸市中央区 北長狭通２－１－１４　玉広ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-9797

焼肉どんどん三ノ宮店 神戸市中央区 北長狭通２－１１－５　　 飲食店 ZN-0001-9252

もん 神戸市中央区 北長狭通２－１２－１２ 飲食店 JS-0000-2150

神戸牛喜山 神戸市中央区 北長狭通２－１２－６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9360

神戸牛煌寿 神戸市中央区 北長狭通２－１２－６　Ｋビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9457

けむり 神戸市中央区 北長狭通２－２－４　　 飲食店 ZN-0001-9628

はな 神戸市中央区 北長狭通２－３－４　　 飲食店 ZN-0001-9258

街屋 神戸市中央区 北長狭通２－３－７　　 飲食店 ZN-0001-9210

セラヴィ 神戸市中央区 北長狭通２－４－１８　大野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9263

寅松の肉たらし 神戸市中央区 北長狭通２－４－５　大永ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9627

旬菜 おおたに 神戸市中央区 北長狭通２－５－１　タイシンサイセットビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-5036

神戸旬膳 K’sKitchen 神戸市中央区 北長狭通２－５－１　タイシンサンセットビル２０１　 飲食店 ZN-0001-9581

旬彩割烹 姫膳 神戸市中央区 北長狭通２－５－１　タイシンサンセットビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-8030

石焼牛タン専門店 たん匠 神戸市中央区 北長狭通２－５－１　タイシンサンセットビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-9538

zabou 神戸市中央区 北長狭通２－５－１２　ミズキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9453

Re：Marc 神戸市中央区 北長狭通２－５－５　むうビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2899

おばんざい 盛 SARANARU 神戸市中央区 北長狭通２－５ー１　タイシンサンセットビル５F 飲食店 SL-2000-6046

大長今トアロード店 神戸市中央区 北長狭通２－６－６　ヤナセビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2851

地チキンバルひなのや 神戸市中央区 北長狭通２－７－１２　ＰＭＰＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9318

SakeSumibi 神戸市中央区 北長狭通２－８－１０　神戸サラライトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9522

たべよし 神戸市中央区 北長狭通２－８－３　アルカザールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4075

KOBE わいん食堂 神戸市中央区 北長狭通２－８－５　阿部ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3472

poms 神戸市中央区 北長狭通２－８－５　阿部ビルＢ０３ 飲食店 JS-0004-1507

くずし割烹こまじろ 神戸市中央区 北長狭通２－８－９　　 飲食店 ZN-0001-9430

TEPPANYAKIMEN 神戸市中央区 北長狭通２－９－１　　 飲食店 ZN-0001-9601

ながり鮨 錬 神戸市中央区 北長狭通２－９－６　好大ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7062

割烹之店江川 神戸市中央区 北長狭通２－９－８　よし井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9376

WANTOK ＋ 神戸市中央区 北長狭通２－９－９　デサフィオサンコー３０２　 飲食店 ZN-0001-9445

やきとり 功 神戸市中央区 北長狭通２－９－９－１０１　 飲食店 ZN-0001-9199

柊草はなれ 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１０　ループトアウエストビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1967

caprino 神戸市中央区 北長狭通３－２－１３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2320

元町 豊丸 神戸市中央区 北長狭通３－３１ 飲食店 JS-0002-3910

Sea Shore Standard 神戸市中央区 北長狭通３－３１－７７　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7838

サントベヴィトーレ 神戸市中央区 北長狭通３－３－４　　 飲食店 ZN-0002-2319
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ニライ カナイ 神戸市中央区 北長狭通３－３－４　５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9285

やまと 神戸市中央区 北長狭通３－３－５　泰隆ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9587

宴場 元町店 神戸市中央区 北長狭通４－２－１７　　 飲食店 ZN-0001-9124

VEGETABLEDINING 農家 神戸市中央区 北長狭通４－２－１７　　 飲食店 ZN-0001-9143

塩 食堂 神戸市中央区 北長狭通４－３－２４　アオイ神戸元町ビル　 飲食店 ZN-0001-9607

ボンゴレ ROSSO 神戸市中央区 北長狭通４－４－１５　２F 飲食店 JS-0004-4511

THALLO 神戸市中央区 北長狭通４－７－１２　オーシャンズコート１０１ 飲食店 SL-2001-0477

焼鳥静音 神戸市中央区 北長狭通４－７－１４　キャッスル元町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9541

レストラン北野クラブ 神戸市中央区 北野町１－５－７　 飲食店 SL-2001-0459

波勢 神戸市中央区 北野町３－１－８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0344

すし処 よろこんで 神戸市中央区 脇浜町３－５－１９ 飲食店 JS-0000-3176

チャンプ三宮店 神戸市中央区 旭通５－１－７　　 ショッピング ZN-0002-2868

PATRICK LABO KOBE 神戸市中央区 磯上通５－１－２０－１０３　 ショッピング ZN-0002-2477

ゴルフィード 神戸市中央区 磯上通７－１－１９　プログレス神戸３Ｆ ショッピング JS-0002-2260

有限会社三木屋 神戸市中央区 雲井通２－４－１１ ショッピング JS-0000-1438

福順号 神戸市中央区 雲井通５－３　サンパル１Ｆ ショッピング JS-0000-9968

富士商会 神戸市中央区 雲井通５－３－１ ショッピング JS-0005-2167

天安堂漢薬房 神戸市中央区 雲井通５－３－１　サンパルビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6652

POLETOKO 神戸市中央区 栄町通１－１－１０ ショッピング JS-0000-8207

LOTUS CALIFORNIA 神戸市中央区 栄町通１－２－１３　１Ｆ ショッピング JS-0002-4356

Golf luxury FiFie 神戸市中央区 栄町通１－２－５　ペルセウスビル４Ｆ ショッピング JS-0000-7364

TANDEY FOUND TABLE 神戸市中央区 栄町通２－１－１ ショッピング JS-0001-2852

tandey noi 神戸市中央区 栄町通２－１－１ ショッピング JS-0004-0779

TANDEY 神戸市中央区 栄町通２－１－２　日東ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6925

タナゴコロータス 神戸市中央区 栄町通２－１－３　謙昌ビル４０３　 ショッピング SL-2000-9437

THECOAST 神戸市中央区 栄町通２－２－３　天海ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4549

育てる革小物 ma － sa 神戸市中央区 栄町通２－２－８　カモメビル２０３ ショッピング JS-0004-3225

GIRL 神戸市中央区 栄町通２－４－７　ＮＲビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5399

ミズ倶楽部センター 神戸市中央区 栄町通２－８－１２　 ショッピング SL-2000-9788

天福茗茶 神戸市中央区 栄町通２－８－１５　　 ショッピング ZN-0002-2413

GRAVITY 神戸市中央区 栄町通３－１－１２　伊藤ビル２０５ ショッピング JS-0000-0315

プライベートポイズン 神戸市中央区 栄町通３－１－６　栄町ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4532

ルーム 211 神戸市中央区 栄町通３－１－７　栄町ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4533

gallery MARUNI 神戸市中央区 栄町通３－１－７　栄町ビルディング４０２ ショッピング JS-0003-5666

clueto 神戸市中央区 栄町通３－２－２　和栄ビル３号館１０１　 ショッピング ZN-0002-5957

sevenhalf 神戸市中央区 栄町通３－２－２　和栄ビル３号館２０１　 ショッピング ZN-2000-0839

quatro 神戸市中央区 栄町通３－２－２　和栄ビル３号館３０１ ショッピング JS-0001-3224

co － fuque shop 神戸市中央区 栄町通３－２－２　和栄ビル３号館３０７ ショッピング SL-2001-0400

Begin 神戸市中央区 栄町通３－２－２－１０３　 ショッピング ZN-2000-2705

room 神戸市中央区 栄町通３－２－６　謝ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-6374

TARO 神戸市中央区 栄町通３－２－８ ショッピング JS-0003-5291

Baranoffchocolatier 神戸市中央区 栄町通３－６－１６ ショッピング JS-0002-3388

VADY 神戸店 神戸市中央区 下山手通２－１１－５　ザ・ビー神戸Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0001-9127

SALONDEAVON 神戸市中央区 下山手通２－５－４　　 ショッピング ZN-0002-4540
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Vanity 神戸市中央区 下山手通２－５－４　神戸ダイヤモンドビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8809

Chronik 神戸市中央区 下山手通３－１０－１８ ショッピング JS-0003-8126

Sunset moon 神戸市中央区 下山手通３－３－１　ウエルストンビル２ＦＬ号室 ショッピング JS-0001-4438

BANCA 神戸市中央区 下山手通３－３－１２　元町福穂ビル３－Ｂ ショッピング JS-0000-9018

ヴァルト 神戸市中央区 下山手通３－６－２ ショッピング JS-0003-8200

union 神戸市中央区 下山手通３－８－１１　メゾン下山手１０２号 ショッピング JS-0005-5639

ONE TENTH 神戸市中央区 下山手通４－１－６　清山ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8406

折角堂 神戸市中央区 下山手通４－１－６　清山ビル２F 東 ショッピング SL-2000-6802

ハヌルホス ジャパン 神戸市中央区 下山手通４－７－１３　光泉ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1544

カデンツァ 神戸市中央区 下山手通５－５－１１　新山手ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5330

Nick．新神戸店 神戸市中央区 加納町１－３－１　ＪＲ新神戸アントレマルシェ内 ショッピング JS-0002-6727

モンロワール 新神戸駅店 神戸市中央区 加納町１－３－１　新神戸駅構内 ショッピング JS-0002-6258

プラスエス 神戸市中央区 加納町２－９－２　プラスエス ショッピング SL-2001-0131

BLOSSOM 神戸市中央区 加納町４－９－１５　キッカドービル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5585

神戸・萩原珈琲店 127 番地 神戸市中央区 加納町６－５－１　神戸市役所１号館１Ｆ ショッピング JS-0005-0653

エッグ セレクション 神戸市中央区 花隈町１０－１２　 ショッピング SL-2000-1201

tandey siro 神戸市中央区 海岸通２－３－９ ショッピング JS-0001-9503

VOYAGEUR 神戸市中央区 海岸通２－４－１４　アルミナムビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1934

パンパンチュチュ神戸 神戸市中央区 海岸通２－４－８ ショッピング JS-0005-4856

mature 神戸市中央区 海岸通３－１－５　海岸ビルヂング２０９ ショッピング JS-0001-7925

MAMAMAMA 神戸市中央区 海岸通３－２－１９　和泰ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4552

LOVEFURNITURE 神戸市中央区 海岸通４－１－１１　宮本ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5438

Olivier 神戸市中央区 海岸通４－１－１１　宮本ビル２Ｆ－南 ショッピング JS-0000-2877

BLACK OUT 神戸市中央区 海岸通４－１－１１　宮本ビル３Ｆ－南 ショッピング JS-0000-0243

アトリエカントリーハート 神戸市中央区 海岸通４－３－２０　甲南ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-1255

突撃洋服店神戸店 神戸市中央区 海岸通９　チャータードビル２Ｆ・３Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1588

3 ET DEMI 神戸市中央区 京町６９　 ショッピング SL-2000-7466

アビット三ノ宮店 神戸市中央区 京町７４　京町７４番ビル９Ｆ ショッピング JS-0001-0582

DAgDART ／ダグダート 神戸市中央区 琴ノ緒町１－６－５　 ショッピング SL-2000-2426

高見楽器工房 神戸市中央区 琴ノ緒町３－３－２０　杉屋第二ビル１０１ ショッピング JS-0004-0747

コスメティックスひろや 神戸市中央区 熊内橋通１－８－１８　 ショッピング SL-2000-2050

UNITE STORE 神戸市中央区 熊内町７－４－８－１０２　 ショッピング SL-2000-9449

SILVER501 元町店 神戸市中央区 元町高架通２－１４８　　 ショッピング ZN-0002-2192

RED CAT SALOON 神戸市中央区 元町高架通２－２２９ ショッピング JS-0000-6871

Premier 神戸市中央区 元町高架通２－２４４ ショッピング JS-0000-2787

SUGAR REY 神戸市中央区 元町高架通３－１４３　 ショッピング SL-2000-9602

ポポ－ニア 1 神戸市中央区 元町高架通３－１５８　　 ショッピング PK-0000-8265

元町 GLOBE 神戸市中央区 元町高架通３－１６４　　 ショッピング ZN-0002-4541

ROAD RUNNER 神戸市中央区 元町高架通３－２０１ ショッピング JS-0000-0730

呉服の駒屋 元町店 神戸市中央区 元町通１－１０－１ ショッピング JS-0003-1999

神戸 MILK 神戸市中央区 元町通１－１－１　新元町ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-6479

ギャラリーレア 神戸元町店 神戸市中央区 元町通１－１１－１９　 ショッピング SL-2001-1919

フラワーショップ キャンパス 神戸市中央区 元町通１－１２－１ ショッピング JS-0004-4769

アトリエブルー 神戸市中央区 元町通１－１２－１　　 ショッピング ZN-0002-4558
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クロロフィル元町美顔教室 神戸市中央区 元町通１－１３－１１　新光ビル４Ｆ ショッピング JS-0005-5806

りずむぼっくす 元町店 神戸市中央区 元町通１－１３－１９　辰巳ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-6001

方龍 神戸市中央区 元町通１－３－１４　 ショッピング SL-2000-9265

株式会社大上鞄店 神戸市中央区 元町通１－４－１１ ショッピング SL-2000-8166

カメラのナニワ 神戸元町店 神戸市中央区 元町通１－４－１８　新元町ビル２F ショッピング AX-0000-0257

ラカサ 元町店 神戸市中央区 元町通１－４－８　カナエビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0671

株式会社元町時計店 神戸市中央区 元町通１－８－５ ショッピング SL-2000-2745

TROA 神戸市中央区 元町通１－９－８　元町マンションビル２Ｆ ショッピング JS-0001-3350

こどもメガネ専門店 ノイエ・キッズ 神戸市中央区 元町通２－４－８　１Ｆ ショッピング JS-0001-3927

ますこっと 神戸市中央区 元町通２－５－１４　キヨシマビル１Ｆ ショッピング SL-2000-0862

CIRCA 神戸市中央区 元町通２－５－５　華僑ビル３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4530

神戸元町 花見屋 神戸市中央区 元町通２－６－６　 ショッピング SL-2000-8718

トゥインクル 神戸市中央区 元町通２－７－１　 ショッピング SL-2000-7747

マライカ神戸元町店 神戸市中央区 元町通２－７－４　莉昌ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5370

SHIHO 神戸市中央区 元町通２－７－６　炳昌ビル１F ショッピング SL-2000-2860

Mens apparel ADAM 神戸市中央区 元町通３－１０－４ ショッピング SL-2000-1298

BASIC 元町通り店 神戸市中央区 元町通３－１１－１８　元町三木ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-8198

アルムワール（armoire） 神戸市中央区 元町通３－１１－３　 ショッピング SL-2000-0706

Larmes du ciel 神戸市中央区 元町通３－１２－１４　和田ビル２Ｆ ショッピング SL-2001-0033

元町コンフォートギャラリー 神戸市中央区 元町通３－１３－１　元町宮本ビル２Ｆ ショッピング SL-2000-9049

奈良山 神戸市中央区 元町通３－２－１０　 ショッピング SL-2001-0178

コーベルックス 神戸市中央区 元町通３－７－９　ホワイトビル ショッピング JS-0003-3861

染のはなせ 神戸市中央区 元町通３－９－４ ショッピング JS-0001-2847

D．KELLY 神戸市中央区 元町通３－９－５ ショッピング JS-0002-0563

KOBE ZAC － ZAC 神戸市中央区 元町通３－９－７　 ショッピング SL-2000-8702

ワールドマジックネットワーク 神戸市中央区 元町通３－９－７　荻原ビル３０３ ショッピング JS-0003-0163

BrandShopGOEMON 神戸市中央区 元町通４－１－１３－１０２ ショッピング JS-0003-8833

POWER STONE Hinryo 神戸市中央区 元町通４－２－１５　アシストみなと元町１Ｆ ショッピング JS-0000-2855

マルシェ・ド・ウエスト 神戸市中央区 元町通４－２－２１　元町スクエアビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6901

Cedre Clothing Store 神戸市中央区 元町通４－２－４　シンプルライフ元町１０２号室 ショッピング SL-2000-2389

レディースファッション COCOA 神戸市中央区 元町通４－３－３　 ショッピング SL-2000-0927

伊藤ファッションサービス株式会社 神戸市中央区 元町通４－３－８ ショッピング JS-0002-3600

マイリビング 神戸市中央区 元町通４－６－２０　ライオンズプラザ元町１Ｆ ショッピング JS-0000-6899

ワインセラーヒラオカ 神戸市中央区 元町通５－２－１５　　 ショッピング ZN-0002-6603

カザマランドセル 神戸ショールーム 神戸市中央区 元町通５－３－１８　グランディアみなと神戸元町通１０１ ショッピング JS-0002-0397

視正堂眼鏡店 神戸市中央区 元町通５－４－１１　 ショッピング SL-2000-0739

コーヒーローストワンズ 神戸市中央区 元町通５－４－８　三木ビル１Ｆ ショッピング AL-0000-0039

スタジオ キイチ 神戸市中央区 元町通６－７－３　 ショッピング SL-2000-6560

コウベ マリ 神戸市中央区 元町通６－７－９　 ショッピング SL-2000-9798

SQUARERANGE 神戸市中央区 吾妻通１－２－２０　大星マンション２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1244

ショコラティエ ヤスヒロセノ コウベ 神戸市中央区 御幸通２－１－２６　Ｍ＆Ｃビル１０３ ショッピング JS-0002-2381

国際会館コンタクト 神戸市中央区 御幸通８－１－６　神戸国際会館１３Ｆ ショッピング JS-0003-7979

BON CHIC BON GOUT 神戸市中央区 江戸町１０４　１Ｆ ショッピング JS-0003-2622

京都さがの館 神戸三宮店 神戸市中央区 江戸町９４－２　ファーストプレイスユニオンビル３Ｆ ショッピング JS-0001-3114
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Kimoto 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　ポートピアホテル１Ｆ ショッピング JS-0003-8028

Grand Nord 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　ポートピアホテル２Ｆ ショッピング JS-0001-0728

BIJOUX 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　ポートピアホテル２Ｆ－７　 ショッピング ZN-0002-4263

シャーロックホームズ神戸店 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　ポートピアホテルパレビアンカ２０３　 ショッピング ZN-0002-4550

エマイリーブティック 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　神戸ポートピアホテル２Ｆ ショッピング JS-0000-7307

Smoky Scooters 神戸市中央区 坂口通６－３－１９ ショッピング JS-0000-2496

花見屋 さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０　さんちか７番街スイーツメイト内 ショッピング SL-2000-8719

innocence 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ ショッピング JS-0000-3344

株式会社大上鞄店さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ ショッピング SL-2000-8167

バークレー 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　１番街シティエレガンス ショッピング JS-0003-7313

SANWA by COSH 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか２番街 ショッピング JS-0004-0964

NAGASAWA さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか３番街 ショッピング SL-2001-1612

Tabi 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちかＢ１Ｆ ショッピング SL-2000-3353

HARMONICA さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちかシティエレガンス ショッピング SL-2000-5123

神戸珈琲物語 さんちか店〔小売〕 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　三宮地下街７０３ ショッピング JS-0003-5704

神戸珈琲物語 さんちか店〔喫茶〕 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　三宮地下街７０３ ショッピング JS-0003-5770

NES NAILPROSHOP 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町１－３－１１　朝日生命神戸三宮ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-6049

パーツクラブ 三宮本通店 神戸市中央区 三宮町１－３－２１ ショッピング JS-0003-1274

天然石＆中国茶 Lin 本通り店 神戸市中央区 三宮町１－３－２８ ショッピング JS-0003-3363

SHIPS 神戸店 神戸市中央区 三宮町１－４－３　　クレフィ三宮２Ｆ ショッピング AX-2000-0022

時計倉庫 TOKIA  三宮店 神戸市中央区 三宮町１－５－１８　 ショッピング SL-2001-1757

（株）FUTABA 神戸市中央区 三宮町１－５－２１　 ショッピング SL-2000-3020

MIC 神戸三ノ宮店 神戸市中央区 三宮町１－５－２３ ショッピング JS-0000-1522

KOBE MENS SELECT 冨士 神戸市中央区 三宮町１－６－１２ ショッピング JS-0001-3743

冨士鞄店 神戸市中央区 三宮町１－６－１２ ショッピング JS-0002-4707

冨士鞄店 センター店 神戸市中央区 三宮町１－６－１６ ショッピング JS-0002-2532

ナガサワ文具センター本店 神戸市中央区 三宮町１－６－１８　ジュンク堂書店三宮店３F ショッピング SL-2001-1609

NAGASAWA PenStyle DEN 神戸市中央区 三宮町１－６－１８　ジュンク堂書店三宮店３F ショッピング SL-2001-1610

NAGASAWA Journal Style ＆ Chair Factory 神戸市中央区 三宮町１－６－１８　ジュンク堂書店三宮店４F ショッピング SL-2001-1615

L\ ＇ AIR FRAIS 神戸市中央区 三宮町１－６－２１ ショッピング SL-2000-4021

イザベルコマツ センター街店 神戸市中央区 三宮町１－６－２４ ショッピング SL-2000-0731

KATHARINE ROSS 神戸店 神戸市中央区 三宮町１－６－２４　 ショッピング SL-2001-0735

Mac 神戸市中央区 三宮町１－６－２４　２Ｆ　 ショッピング SL-2001-0972

Funnail 三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町１－６－２５　　 ショッピング ZN-2000-4511

Soa〔1F〕 神戸市中央区 三宮町１－６－２６　１Ｆ ショッピング JS-0004-5930

Soa〔2F〕 神戸市中央区 三宮町１－６－２６　２Ｆ ショッピング JS-0004-5931

Soa〔B1F〕 神戸市中央区 三宮町１－６－２６　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0004-5929

きもの工房 一休 神戸市中央区 三宮町１－６－３ ショッピング JS-0000-7432

リサマリ 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－６－３ ショッピング JS-0003-2078

voulez vous 神戸本店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ１Ｆ ショッピング SL-2000-8370

MIVUSANNOMIYA 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ１Ｆ（３９）　 ショッピング ZN-0002-4538

TRINITY 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ２Ｆ ショッピング JS-0000-4221

Qsic 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ３Ｆ ショッピング JS-0000-4180

ikhtiart サンプラザ店 神戸市中央区 三宮町１－８－１－０５４　三宮さんプラザＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-5813
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2F のきもの屋 神戸市中央区 三宮町１－８－１－１２８ ショッピング JS-0000-9242

サンシカゴ 神戸市中央区 三宮町１－８－１－１６５ ショッピング SL-2000-8691

FAVORI 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－９－１ ショッピング JS-0002-6046

モンロワール 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－９－１　センタープラザ１Ｆ－１１３ ショッピング JS-0001-0222

アンフィニ 神戸店 神戸市中央区 三宮町１－９－１　センタープラザ２Ｆ２２８号 ショッピング JS-0000-1011

神戸珈琲物語 三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町２－１０－２０ ショッピング JS-0003-5705

galicie 三宮店 神戸市中央区 三宮町２－１０－２２　　 ショッピング ZN-0002-4554

冨士鞄店 グレースコウベ店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７ ショッピング JS-0002-4738

YUI  livings 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレースコウベビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4169

シューズイン神戸 三宮店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレースコウベビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0980

エフワン神戸店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレースコウベビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-9600

エトワール 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレースコウベビルＢ１Ｆ ショッピング JS-0001-9186

SILVERS 神戸店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレース神戸１Ｆ ショッピング JS-0005-6780

ディアプレ 三宮店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレース神戸１Ｆ ショッピング SL-2000-0361

ハニーハート 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザビル西館３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2654

ヴィクトリア 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザ西館３１８ ショッピング JS-0002-4274

（株）エビス宝飾店 神戸市中央区 三宮町２－１１－１－１１４　 ショッピング SL-2000-2603

レンタルショーケース コレクションズ 神戸市中央区 三宮町２－１１－１－２０９－２センタープラザ西館 ショッピング JS-0001-2043

Good Wood 神戸市中央区 三宮町２－２－３　扇陽三宮ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-6695

チェックローズ株式会社 神戸市中央区 三宮町２－５－１３ ショッピング SL-2001-1205

Dalmatian 神戸市中央区 三宮町２－５－７　 ショッピング SL-2000-9074

fab4 神戸市中央区 三宮町２－５－８　サンクスビル３Ｆ ショッピング JS-0000-8508

CHECK ＆ STRIPE 神戸店 神戸市中央区 三宮町２－６－１４ ショッピング JS-0000-6670

SPORTPERLE 神戸市中央区 三宮町２－６－２　森川ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1007

mizuiro ind 神戸市中央区 三宮町２－８－１ ショッピング JS-0000-0690

ボナ・フォルトゥーナ神戸ショールーム 神戸市中央区 三宮町２－８－１　津田ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5688

マリポッサ 神戸市中央区 三宮町２－８－１０ ショッピング JS-0000-1123

ATTO BIKKURI 三宮本通店 神戸市中央区 三宮町２－８－１０　 ショッピング SL-2000-8233

にじゆら 神戸店 神戸市中央区 三宮町２－８－２ ショッピング JS-0000-6319

VOYAGEUR 神戸市中央区 三宮町２－８－２　１Ｆ ショッピング JS-0002-5952

Bijou 神戸市中央区 三宮町２－８－６　石田南ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-7371

SAIJO SHOP 神戸市中央区 三宮町２－８－７ ショッピング JS-0001-0734

bonheur 神戸市中央区 三宮町２－９－１　イシダビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1808

河南工芸社 神戸市中央区 三宮町２－９－７　 ショッピング SL-2001-0298

神戸堂 神戸市中央区 三宮町３－１－３ ショッピング JS-0001-9429

モンロワール 元町店 神戸市中央区 三宮町３－１－３ ショッピング JS-0002-1617

ビュルデサボン 神戸市中央区 三宮町３－１－３　　 ショッピング ZN-0002-2276

キャトル・セゾン 神戸 神戸市中央区 三宮町３－１－４　 ショッピング OT-0000-0074

永田良介商店 神戸市中央区 三宮町３－１－４　 ショッピング SL-2001-0016

KOBE ZAC － ZAC EXOTIC 神戸市中央区 三宮町３－５－９　坂口ビル　 ショッピング SL-2000-8703

WARHAMMERSTORE 神戸－三宮 神戸市中央区 三宮町３－７－１０　　 ショッピング ZN-0002-4929

The British Bag 神戸市中央区 三宮町３－７－１０　協栄ビル１０２ ショッピング JS-0005-1451

フットロッキー 神戸市中央区 三宮町３－７－１２　サンシティズプロムナード第一ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8690

KASHIYAMA 神戸市中央区 三宮町３－７－６　神戸元町ユニオンビル７Ｆ ショッピング JS-0005-5230
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RUN JOURNEY 神戸市中央区 三宮町３－８－１ ショッピング SL-2001-0330

Sakura Style 神戸市中央区 三宮町３－９－１９　イトウビル ショッピング JS-0000-4884

神戸きもの学院 神戸市中央区 三宮町３－９－２０ ショッピング JS-0002-6915

創作手作り りょう 神戸市中央区 三宮町３－９－２４ ショッピング JS-0001-3641

くらしの骨董 楽 神戸市中央区 三宮町３－９－６　 ショッピング SL-2000-0458

SPACE11DARVISHMUSEUM 神戸市中央区 山本通１－７－１６　ダルビッシュコート３Ｆ ショッピング JS-0001-4720

マーガ・ペルラ 神戸市中央区 山本通１－７－２１　水木北野シルクハイツ１　４０６ ショッピング JS-0004-1038

ビーズロット 神戸市中央区 山本通２－４－２４　リランズゲート４Ｆ ショッピング JS-0002-8290

いりえのほとり 神戸市中央区 山本通２－９－１５ ショッピング JS-0001-7365

デコパージュ 神戸市中央区 山本通３－８－１ ショッピング JS-0000-3657

株式会社ケイティーティーエス 神戸市中央区 小野浜町１０－３５ ショッピング JS-0003-7325

インナーショップ Lovis More 神戸市中央区 相生町３－２－１　デュオコウベ山の手Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0005-1755

グレイス 神戸市中央区 中山手通１－１３－１６　中一ビル２F ショッピング JS-0005-2643

ロッド 2 神戸市中央区 中山手通１－１３－７　山下ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6766

大洋真珠 株式会社 神戸市中央区 中山手通１－２２－７ ショッピング JS-0000-2673

風見鶏本舗北野坂店 神戸市中央区 中山手通１－２４－４　ドラゴンビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0901

ブティック MIKI 神戸市中央区 中山手通１－２５－１　友藤ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4536

SPEAKEASY 神戸市中央区 中山手通２－１３－８　エール山手ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-6649

めがね舎ストライク 神戸市中央区 中山手通２－１３－８　エ－ル山手ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-0078

mano 神戸市中央区 中山手通２－１８－１　奥村マンション１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4782

GIGIVERDE 神戸 神戸市中央区 中山手通２－４－１２　マーガ藤本ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5607

Nick 神戸市中央区 中山手通３－１０－１２ ショッピング JS-0001-9380

神戸南京町皇蘭北野工房店 神戸市中央区 中山手通３－１７　北野工房のまち　 ショッピング ZN-0002-7070

神戸こだわりの特産品北野店 神戸市中央区 中山手通３－１７－１　１Ｆ ショッピング JS-0005-0362

イフティアート 神戸市中央区 中山手通３－１７－１　北野工房のまち２１３ ショッピング JS-0001-4995

kobeINK 物語 byNAGASAWA 神戸市中央区 中山手通３－１７－１　北野工房のまち２Ｆ ショッピング SL-2000-3764

LA TETERIA 神戸市中央区 中山手通３－２－１　トア山手ザ神戸タワー１０３ ショッピング JS-0004-7885

シューズショップ TAPS 神戸市中央区 中町通４－２－２３ ショッピング JS-0004-2196

サーティーファイブ 神戸市中央区 東雲通４－３－６ ショッピング JS-0000-2017

リミックス デュオ神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオコウベ浜の手 ショッピング JS-0005-1505

レジオンドヌール DuO こうべ店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオこうべ浜の手　 ショッピング ZN-2000-5487

わちふぃーるど デュオこうべ店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオこうべ浜の手３２ ショッピング JS-0005-2446

NAGASAWA 神戸煉瓦倉庫店 神戸市中央区 東川崎町１－５－５　ハーバーランド煉瓦倉庫南棟 ショッピング SL-2001-1907

シューズイン神戸モザイク店 神戸市中央区 東川崎町１－６－１　ｕｍｉｅモザイク２Ｆ ショッピング SL-2001-0752

MASA マサ 神戸市中央区 筒井町３－１－１０　寿ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7979

三和 神戸市中央区 二宮町４－２１－３　２Ｆ ショッピング JS-0000-6870

なかたでんか 神戸市中央区 八雲通６－１－２ ショッピング JS-0004-8514

ライフ調剤薬局三宮店 神戸市中央区 八幡通４－１－３８　東洋ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-5313

アンティークス・クイーンズコート 神戸市中央区 八幡通４－２－２４　 ショッピング SL-2000-9590

ジュエリースタジオ モモ 神戸市中央区 布引町４－２－１０ ショッピング JS-0000-4047

UNIQUE 神戸市中央区 北長狭通１－３０－２４　　 ショッピング PK-0000-8947

タイガースブラザース本店 神戸市中央区 北長狭通１－３０－２８　タイガースブラザース本店 ショッピング SL-2000-8201

J リペア三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－３１－３５　高架下ピアザ１　 ショッピング ZN-0002-2586

FLORIST DOUZE 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－５－１１ ショッピング JS-0000-5020
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LANDERBLUE 神戸市中央区 北長狭通２－３０－４２　　 ショッピング ZN-0002-4563

ロビン 神戸市中央区 北長狭通２－３０－４８ ショッピング JS-0003-5747

トゥールモンド 神戸市中央区 北長狭通２－３０－５０ ショッピング JS-0004-3437

PianPiano 神戸市中央区 北長狭通２－３０－５２　　 ショッピング ZN-0002-5958

selective 神戸市中央区 北長狭通２－３０－６１ ショッピング JS-0005-2069

フリスコ 神戸市中央区 北長狭通２－３１－４８　ＦＬＩＳＣＯ ショッピング SL-2000-8200

マキシン 神戸市中央区 北長狭通２－６－１３ ショッピング SL-2000-3601

SABO 神戸市中央区 北長狭通２－６－２　華蘭ビル４Ａ ショッピング JS-0000-7746

soeur 神戸市中央区 北長狭通２－６－４　ヤマワキビル１F ショッピング SL-2000-2887

トアロードデリカテッセン 神戸市中央区 北長狭通２－６－５ ショッピング JS-0000-4695

トアロードデリカテッセン カフェ 神戸市中央区 北長狭通２－６－５ ショッピング JS-0002-0371

SUNDAY FISH GIRL 神戸市中央区 北長狭通３－１１－１１　福一ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-8124

トレビナグレンファーム 神戸市中央区 北長狭通３－１１－１１　福一ビル１F 南 ショッピング SL-2000-7271

HIBARINORTHBANK 神戸市中央区 北長狭通３－１１－１５　　 ショッピング ZN-0002-2903

TREVENAGLENFARM 神戸市中央区 北長狭通３－１１－８　　 ショッピング ZN-0002-4523

brooch 神戸市中央区 北長狭通３－１１－８　ロクガツビル ショッピング JS-0001-9672

stad ＆ o 神戸市中央区 北長狭通３－１１－９　野山ビル１Ｆ東 ショッピング JS-0003-8125

クロス 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１　 ショッピング SL-2001-0260

MIVU 元町店 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１　クロスビル１F　 ショッピング SL-2000-2733

LOU en route 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１０　ループトアウエスト１Ｆ ショッピング JS-0003-9602

Rollo 神戸市中央区 北長狭通３－１２－７　１F ショッピング JS-0001-3955

minima 神戸市中央区 北長狭通３－１２－８　助定ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-8127

ORZO 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－２－１２ ショッピング JS-0001-6643

calm 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－２－１６　 ショッピング SL-2000-8139

ジェネラルクロージングストア 神戸市中央区 北長狭通３－２－８　建信ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1262

ダイビングスク－ル Sionn 神戸市中央区 北長狭通３－２－８　建信ビル３Ｆ　 ショッピング SL-2000-9372

シェリー 神戸市中央区 北長狭通３－３０－７１　ピアザ神戸内 ショッピング JS-0000-4855

ユニオン 神戸市中央区 北長狭通３－３０－７２　　 ショッピング ZN-0002-4544

P．M．A 神戸市中央区 北長狭通３－３０－７４ ショッピング JS-0003-3845

Vanity piaza3 神戸市中央区 北長狭通３－３０－８４　 ショッピング SL-2000-7430

キャンディポケット 元町店 神戸市中央区 北長狭通３－３－８　元町運昌ビル４Ｆ ショッピング JS-0003-5569

Flava 神戸市中央区 北長狭通３－３－９　潮海ビル２F ショッピング SL-2000-9119

ANATOMICA 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－５－１０　トアウエストビル１Ｆ～３Ｆ ショッピング JS-0002-2146

Ai Monasteri 神戸市中央区 北長狭通３－５－１０　亀井ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0231

喜久屋 神戸市中央区 北長狭通３－５－４ ショッピング SL-2000-3654

selective 神戸市中央区 北長狭通３－５－６　リュウホウビル１Ｆ ショッピング JS-0005-2076

Me 神戸市中央区 北長狭通３－５－６　劉彭ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1997

SalvatoreBenito 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－７－３　玉川ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2365

BLAZE 神戸市中央区 北長狭通３－８－１ ショッピング JS-0004-5313

RiaRia 神戸市中央区 北長狭通３－８－１　アライビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4546

フタバクリ－ニング 神戸市中央区 北本町通５－１－４　　 ショッピング PK-0000-7934

Lobby Shop Bene 神戸市中央区 北野町１－１　ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸４Ｆ ショッピング JS-0000-6954

バレンザポー新神戸店 神戸市中央区 北野町１－１　クラウン・プラザ神戸４Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4259

Shiny 北野店 神戸市中央区 北野町３－１１－８　　 ショッピング ZN-0002-2203
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風見鶏本舗 1 号店 神戸市中央区 北野町３－５－５　 ショッピング SL-2001-0899

風見鶏本舗 4 号店 神戸市中央区 北野町３－５－５　 ショッピング SL-2001-0900

KOBE HIRO 神戸市中央区 北野町３－６－１５ ショッピング JS-0005-7157

lesirap 神戸市中央区 北野町４－１ー１２　異人館倶楽部パート１ ショッピング SL-2000-9680

DOGDEPT 神戸異人館店 神戸市中央区 北野町４－１－１２　異人館倶楽部パート１１ＦＤ号 ショッピング JS-0005-0837

NIKKE1896 （ニッケ 1896 神戸店） 神戸市中央区 明石町４７　ニッケ神戸ビル２Ｆ　 ショッピング SL-2000-3864

ラピス ジェイ 神戸市中央区 籠池通１－２－１７　 ショッピング SL-2000-0024

こもれび薬局 神戸市中央区 旭通４－１－２－２－１０４ サービス JS-0001-3539

Jammy babby 神戸市中央区 旭通５－１－７　澤田ビル３Ｆ サービス JS-0004-8339

アイエスト三宮店 神戸市中央区 旭通５－３－５　白百合ビル４Ｆ サービス JS-0005-8418

Ritz paddy 神戸市中央区 旭通５－３－９　４Ｆ サービス JS-0000-6373

RED LINE 神戸市中央区 磯上通８－１－１６　越智ビル２Ｆ　 サービス SL-2000-8158

ハンサーリラックススウィート 神戸市中央区 下山手通１－１－８　Ｍ：２ｎｄ６Ｆ サービス JS-0001-6918

バンクンメイ 三宮店 神戸市中央区 下山手通２－１１－５　ザ・ビー神戸２Ｆ サービス JS-0004-9422

CuriousJorge 神戸市中央区 下山手通２－１３－１３　ＲＩＮＸＢＬＤ７Ｆ　 サービス ZN-0002-7267

SHANTI 神戸市中央区 下山手通２－１７－２　ワイズコーポレーションビルディング２０１ サービス JS-0000-2411

nanon 神戸市中央区 下山手通３－１１－３ サービス JS-0003-3504

ラフィネ B2C 神戸市中央区 下山手通３－１－１５　２Ｆ　 サービス ZN-0002-7253

Dress shop Chouchou 神戸市中央区 下山手通３－１－１５　シェンビル３０１ サービス JS-0000-2616

CARCHE 神戸市中央区 下山手通３－１－１６　セーラム白石１Ｆ サービス JS-0002-1321

little × PORTO 神戸 神戸市中央区 下山手通３－１－１８　ラムールトアビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9794

はな鍼灸整骨院 神戸市中央区 下山手通３－１２－１　トア山手フラッツ１０９号 サービス SL-2000-1800

Ca livio HAIR トアロード店 神戸市中央区 下山手通３－１－２１　東栄ビル３Ｆ サービス SL-2001-1323

G LASH KOBE 神戸市中央区 下山手通３－１－２１　東栄ビル３Ｆ サービス SL-2001-1326

RETREBEAUT 神戸市中央区 下山手通３－４－１　東福ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7255

HairC’estchic 神戸市中央区 下山手通３－５－８　１Ｆ サービス JS-0005-2788

Eucalyhair 神戸市中央区 下山手通３－８－１４　元町アーバンライフ２Ｆ２０３ サービス ZN-2000-1967

MiYaBi ナチュラルセラピー神戸 神戸市中央区 下山手通４－１０－２４　ＮＫ元町ビル２Ｆ サービス JS-0005-1062

AGIT．for HAIR 神戸市中央区 下山手通４－１－１７　丸中ビル３Ｆ　３０７Ｂ号室 サービス JS-0005-8783

SALOON 神戸市中央区 下山手通４－１３－１　サンルネービル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0577

wandervogel 神戸市中央区 下山手通４－６－１１　近石ビル１Ｆ サービス JS-0002-4903

BBG 神戸市中央区 加納町４－５－１０　ＫＩＮＳＥＮビル２Ｆ サービス JS-0001-9199

hair make kiki － kobe 神戸市中央区 加納町４－９－１７　幸田ビル２F　 サービス SL-2000-3648

HAIR DESIGN SOL 神戸市中央区 割塚通７－２－９　２Ｆ サービス JS-0001-0957

Barretta kobe 神戸市中央区 京町６８　ゴンチャロフビル４Ｆ サービス JS-0005-1569

はち整骨院 神戸市中央区 琴ノ緒町３－２－８ サービス JS-0003-8121

RH hair apartment 神戸市中央区 琴ノ緒町３－３－２０　杉屋第２ビル２F サービス JS-0004-5680

ハーツスタンダード 神戸市中央区 琴ノ緒町４－２－１５４　ヤングビル１Ｆ サービス JS-0001-2703

キャンディモア 三ノ宮東口店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－１－３０１　コクミンドラック内 サービス JS-0003-6715

Bodysh 三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－３－５　グリーンシャポービル６１０ サービス JS-0001-9076

SORA 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－８－６０１ サービス SL-2000-3766

ヘアー タカシ 神戸市中央区 熊内町２－５－１０　 サービス SL-2000-6292

little × PORTO motomac 神戸市中央区 元町通１－１－１　新元町ビル７Ｆ　 サービス ZN-0002-9804

miimi 元町店 神戸市中央区 元町通１－１３－１５　６Ｆ サービス JS-0003-4344
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HairDesignSpaceoneby 神戸市中央区 元町通１－７－２　ニューもとビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0548

アーユルヴェーダ専門店 SALA － JYU 神戸市中央区 元町通２－３－２　ジェムビルＢ１Ｆ サービス JS-0003-6189

Rocka 神戸市中央区 元町通３－１０－１１　１Ｆ サービス JS-0000-7163

エニシ 神戸市中央区 元町通３－１４－１０　大川マンション１Ｆ　 サービス ZN-0003-0026

Dr ストレッチ神戸元町店 神戸市中央区 元町通４－３－４　川村ビルＡ サービス JS-0004-6734

nails cafe an 元町店 神戸市中央区 元町通４－４－８　タイムズビル４Ｆ サービス JS-0003-5041

i．hair 神戸市中央区 元町通５－７－４－２０２　 サービス ZN-2000-0177

ロハスヘアアンジェ 神戸市中央区 元町通６－７－５　松尾ビル１F サービス SL-2001-1134

レンタルのニッケン 神戸営業所 神戸市中央区 港島４－６ サービス JS-0003-2123

ドラッグストアサンポート 神戸市中央区 港島中町６－１０－１　神戸ポートピアホテル内 サービス JS-0001-2702

白星社クリーニングポートアイランド営業所 神戸市中央区 港島中町６－２－１ サービス JS-0004-3411

ひらやま動物病院 神戸市中央区 坂口通４－２－２１ サービス JS-0001-2046

ミスタークイックマン さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか６番街 サービス JS-0004-3357

hair’s A － cura 三宮 神戸市中央区 三宮町１－３－１６　アーバンテラス三宮３Ｆ サービス JS-0003-0976

白星社クリーニング 三宮支店 神戸市中央区 三宮町１－３－７ サービス JS-0004-3412

Bodysh 三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町１－４－１　京町ＷＥＳＴ－Ｋ７０１ サービス JS-0001-7336

AMI Hair Supply 神戸市中央区 三宮町１－４－１　京町ＷＥＳＴ－Ｋ９Ｆ サービス JS-0004-3422

ヘッドスパ専門サロンスカルクイック神戸店 神戸市中央区 三宮町１－４－２　ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴビル９Ｆ サービス JS-0003-6593

阪神写真館 神戸市中央区 三宮町１－７－２６ サービス JS-0005-3350

ビューティーラボ三宮店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ１Ｆ（１２７－１）　 サービス ZN-2000-7354

スター漢方薬局三宮店 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザ西館２０９ サービス JS-0001-2516

神戸療術院 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザ西館Ｂ１Ｆ サービス SL-2000-3212

onebyone 神戸市中央区 三宮町２－２－２　鈴木ビル４Ｆ　 サービス ZN-0002-7236

Hair studio Billy 神戸市中央区 三宮町２－５－６　三宮ＮＫビル４Ｆ サービス JS-0003-3995

ANCHOR 神戸市中央区 三宮町２－６－１　ＤＥＮビル３Ｆ サービス JS-0004-0927

NOA 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町３－６－５ サービス JS-0004-8888

Bodysh 神戸元町店 神戸市中央区 三宮町３－７－１０　協栄ビル５Ｆ サービス JS-0003-5894

Felirurua 神戸市中央区 三宮町３－９－１３　林ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0032

アルティール 神戸市中央区 三宮町３－９－２４　月原ビル２Ｆ サービス JS-0000-6078

ハレリヘアー 神戸市中央区 山本通２－３－１４　 サービス SL-2000-0310

スタデニック邸 神戸市中央区 山本通２－９－１９ サービス JS-0002-7087

ホームドライ 神戸駅前店 神戸市中央区 相生町２－２－１２　木本ビル１Ｆ サービス AL-0000-0299

Hair Salon みずぐち 神戸市中央区 相生町３－１－１　 サービス SL-2000-0535

ハリミツクリーニング JR 神戸駅店 神戸市中央区 相生町３－１－２ サービス JS-0004-0745

Dr ストレッチデュオこうべ店 神戸市中央区 相生町３－２－１　デュオこうべ山の手２２・２３区画 サービス JS-0005-5803

悦慕 神戸駅前店 神戸市中央区 相生町４－３－４　シャルマン神戸６０２ サービス JS-0006-0005

you found KAZA 神戸市中央区 相生町４－４－５　宮北ビル２Ｆ サービス JS-0003-5493

ハリミツクリーニング 神戸相生店 神戸市中央区 相生町４－５－７　神戸パシフィックビル１Ｆ サービス JS-0004-0678

日常鍼灸整骨院 神戸市中央区 中山手通１－２３－２　山内ビル３Ｆ サービス JS-0002-0573

eale 神戸市中央区 中山手通３－２－１　トア山手ザタワー１０５ サービス JS-0001-4542

buildklostar 神戸市中央区 中山手通３－４－１　　 サービス ZN-2000-2488

SPARKscone ＆ bicycle 神戸市中央区 中山手通４－１８－２１　　 サービス ZN-0002-2723

ハリミツクリーニング ライフ神戸駅前店 神戸市中央区 中町通３－２－１５　ライフ神戸駅前２Ｆ サービス JS-0005-1550

Berbenah メトロこうべ店 神戸市中央区 中町通４－２－２３　神戸タウンＢ１F サービス JS-0002-0611
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（株）STUDIO ARC 神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－５－５ サービス JS-0000-5190

Selene 神戸市中央区 東川崎町１－８－１ サービス JS-0002-4063

dog salon Pele 神戸市中央区 東川崎町１－８－１　プロメナ神戸１F　 サービス SL-2000-5327

Akatsuki Hair ＆ Beauty 神戸市中央区 筒井町３－１２－１２　 サービス SL-2000-5702

ひまわり 化粧品店 神戸市中央区 二宮町４－２－１　 サービス SL-2000-8890

ドッグホテル フェリーチェ 神戸市中央区 波止場町２－１ サービス JS-0002-2155

ホームドライ フラワーロード店 神戸市中央区 八幡通４－２－７ サービス AL-0000-0341

ホームドライ 三宮加納町店 神戸市中央区 布引町２－１－１１ サービス AL-0000-0347

あすなろ整骨院 三宮 神戸市中央区 布引町３－２－１　布引ビル１Ｆ サービス JS-0003-3206

ホームドライ JR 三ノ宮店 神戸市中央区 布引町４－１－１　JR 三ノ宮駅構内 サービス AL-0000-0292

Dr ストレッチ JR 三ノ宮店 神戸市中央区 布引町４－１－１　ＪＲ三ノ宮駅構内中央コンコース２Ｆ サービス JS-0004-6727

はり灸・整骨治療院 Heart 神戸市中央区 布引町４－２－６　カーサ三宮ビル８Ｆ サービス JS-0004-0880

strishantieye ＋ 神戸市中央区 布引町４－３－１１　ＨＫビル７Ｆ　 サービス ZN-0002-7415

Pasha 神戸市中央区 北長狭通１－２１－４　コペンビル参番館３Ｆ サービス JS-0001-6927

STELLA 三ノ宮 神戸市中央区 北長狭通１－３－１２　オレゴンビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7416

ApiuzHair 神戸市中央区 北長狭通１－９－１０　プリンセスコーストビル７F サービス ZN-0002-9793

シルクマリン 神戸市中央区 北長狭通２－３１－４３　ピアザ神戸２－２Ｆ サービス JS-0002-5598

ROUSY 神戸市中央区 北長狭通２－７－１２　Ｐｍｐｔビル２０１　 サービス ZN-0002-4826

K － creative － COrDE 神戸市中央区 北長狭通３－１１－２　グラン・パレ元町トアウエスト２Ｆ サービス SL-2000-3954

Dr ストレッチ三ノ宮トアロード店 神戸市中央区 北長狭通３－１－１４　トアロード岸田ビル１Ｆ サービス JS-0004-6731

hair salon Def 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１　クロスビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7256

nailstudio chouchou 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１４　ＴＨＥＶＥＧＡトアロード３Ｆ サービス JS-0002-5426

アイラッシュスタジオ シュシュ 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１４　ザ・ベガトアロード６Ｆ サービス JS-0002-5397

サンミーゴネイル 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１６　ミワボシビル３Ｆ サービス SL-2001-1454

Nico． 神戸市中央区 北長狭通３－２－１７　広瀬ビル２Ｆ サービス JS-0000-8137

HAIRLUXY 神戸市中央区 北長狭通３－２－６－２０１　ＫＢＣビル　 サービス ZN-0003-0540

cocon 神戸市中央区 北長狭通３－２－９　ジョイビル２Ｆ サービス JS-0001-8952

TICK TOCK MORGAN Mod 神戸市中央区 北長狭通３－３－１１　　 サービス ZN-0003-0193

VENT － CLOUDKOBE 神戸市中央区 北長狭通３－３－５　泰隆ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-0620

ポレポレ 神戸市中央区 北長狭通３－３－９　広発ビル５Ｆ サービス JS-0002-6430

ホワイトニングカフェ 神戸元町店 神戸市中央区 北長狭通４－２－５　ローレル元町ビルディング サービス JS-0003-1681

ぷらす整骨院 神戸元町院 神戸市中央区 北長狭通４－３－２４　アオイ神戸元町ビル１Ｆ サービス JS-0004-3231

rosetta ＋ 神戸市中央区 北長狭通４－３－３　源徳マンション１Ｆ サービス JS-0000-5068

アンベリールスマイル元町店 神戸市中央区 北長狭通４－７－１　元町駅前ビル１F サービス SL-2001-1133

Solty 神戸市中央区 北長狭通４－８－３　新大和ビル５０１ サービス JS-0003-1804

ラベンダー調剤薬局 神戸市中央区 野崎通４－４－１６ サービス JS-0004-0351

ホームドライ HAT 神戸店 神戸市中央区 脇浜海岸通２－２－２　ブルメール HAT 神戸 サービス AL-0000-0283

ドリーム薬局 籠池店 神戸市中央区 籠池通４－１－１４ サービス JS-0001-6139

はっとり薬局 神戸市中央区 花隈町２５－５　 その他 SL-2000-9753

ベビーギフト Poco 神戸市中央区 海岸通４－３－１７　清和ビル１F １１ その他 SL-2000-9383

日本ヘルマンハープ 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－２９　三経ビル４０３号 その他 SL-2000-2561

MOTO DEVIL 神戸市中央区 元町高架通３－１９１　 その他 SL-2001-0439

iCrackedStore 神戸三宮元町 神戸市中央区 元町通１－１０－２　 その他 SL-2000-7295

アルチザンハウス 神戸市中央区 元町通１－３－７　チャイナスクエア２０１ その他 SL-2001-0928
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国際楽器 神戸市中央区 元町通１－４－１８　 その他 SL-2000-4247

シエ 神戸市中央区 元町通２－７－１　 その他 SL-2001-0337

コウベサコム 神戸市中央区 元町通３－１０－２　 その他 SL-2000-9880

リトルスキップ 神戸市中央区 元町通４－１－１８ その他 JS-0003-5937

MITTNESS 神戸店 神戸市中央区 三宮町３－８－９　カンデオホテルズ神戸トアロード２Ｆ その他 JS-0004-6808

BASE for 神戸市中央区 山本通２－１－１　ＣＯＲＮＥＲＨＯＵＳＥ３Ｆ その他 JS-0001-6080

PLS CONDITIONINGS 神戸市中央区 中山手通１－２２－１８　ステラルーチェ１Ｆ東 その他 JS-0003-7934

リオッサオブラグーン 神戸市中央区 北長狭通３－１２ー３　リーストラクチャートアウエスト３F その他 SL-2000-1102

まぁ～じゃん広場 タイム 神戸市中央区 北長狭通３－３－５　泰隆ビル６Ｆ その他 JS-0002-6293

ラグナトラベル 神戸市中央区 北長狭通３－７－６　サニーハイツ鯉川４０３　 その他 SL-2000-3441

ローテ・ローゼ 神戸市中央区 北野町４－９－１４　 その他 SL-2000-3347


