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炭火焼ひろひろ 神戸市西区 伊川谷町有瀬１０５７－３　　 飲食店 ZN-0001-9127

正念場 神戸市西区 伊川谷町有瀬６５０－１ 飲食店 JS-0000-2910

焼肉ノ志志 神戸市西区 伊川谷町有瀬７６６－１　ビサイド大蔵谷１０４　 飲食店 ZN-0001-4665

ごちそう村 大蔵谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬８４１－１ 飲食店 JS-0003-0535

羅生門 王塚台店 神戸市西区 王塚台１－７４ 飲食店 JS-0003-0134

きゃべつ畑 神戸市西区 岩岡町岩岡９８６－３ 飲食店 JS-0003-5745

チャイニーズガーデンレストラン 深記 神戸市西区 室谷２－２－７　 飲食店 SL-2000-7630

創作フレンチレストラン ユニック 神戸市西区 春日台３－３　かすがプラザ内 飲食店 JS-0002-0386

とりのすけ  大津和店 神戸市西区 大津和１－３－１３　 飲食店 SL-2000-2002

焼き鳥 ゆきひら 神戸市西区 池上３－２－７ 飲食店 JS-0004-6432

備長炭串焼き大山どりゆきひら 神戸市西区 二ツ屋１－３－４ 飲食店 JS-0005-7530

いくら家 丼 伊川谷店 神戸市西区 北別府５－２４－４　ジョウジョウハイツ１Ａ 飲食店 JS-0003-5973

いっぷく庵 神戸市西区 北別府５－２８－４ 飲食店 JS-0002-1034

MOLTO CUORE 本店 神戸市西区 和井取３－３３ 飲食店 JS-0000-4045

グローブガーデンナーノ西神中央店 神戸市西区 糀台５－２－５　　 飲食店 ZN-0001-9150

神戸ベル 西神中央駅店 神戸市西区 糀台５－９－４　西神中央駅構内 飲食店 JS-0003-7955

神戸ベル 西神中央駅店〔ベーカリー〕 神戸市西区 糀台５－９－４　西神中央駅構内 飲食店 JS-0003-7970

ONE CRAFT 神戸市西区 伊川谷町別府１７０９－１０ ショッピング JS-0001-2036

ちゃくちゃくちゃく 伊川谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬１４２２－１ ショッピング JS-0003-6795

株式会社水田種苗園 神戸岩岡店 神戸市西区 岩岡町岩岡２１９４－３ ショッピング JS-0004-0063

お宝発見なるはや岩岡店 神戸市西区 岩岡町古郷１４７４－１ ショッピング JS-0005-5152

ハッピー Car ハート 神戸市西区 岩岡町野中８３１－２ ショッピング JS-0005-8980

アセプト 神戸市西区 玉津町居住１３６－４ ショッピング JS-0000-7207

洗車のジャバ神戸西店 神戸市西区 玉津町新方４６２－１　　 ショッピング ZN-0002-2458

メガネ工房 ノイエ 西神戸店 神戸市西区 持子２－３－２ ショッピング JS-0002-6360

兵庫県立リハビリテーション病院売店 神戸市西区 曙町１０７０ ショッピング JS-0005-4021

タイヤセンター 7 神戸市西区 上新地３－１２－１ ショッピング JS-0002-3678

GENE BIKES 神戸市西区 森友１－１１９ ショッピング JS-0002-1376

株式会社オートセイリョウ 神戸市西区 池上３－６－１７ ショッピング JS-0003-9073

イエローフィッシュ伊川谷店 神戸市西区 南別府１－１３－５ ショッピング JS-0002-1729

有限会社 インティメット 神戸市西区 白水２－１０－８　 ショッピング SL-2000-7152

キングファミリー 神戸西店 神戸市西区 白水２－９－２０ ショッピング JS-0003-6801

GARAGE CAMP STORE 神戸市西区 北別府４－１－４ ショッピング JS-0005-0117

イマージュ 西神戸 神戸市西区 竜が岡１－２１－１　イズミヤカナート西神戸店２F ショッピング JS-0005-6432

ナガサワ文具センター プレンティ店 神戸市西区 糀台５－２－３　プレンティ１番館３F ショッピング SL-2001-1613

ジョナ西神オリエンタルホテル店 神戸市西区 糀台５－６－３　　 ショッピング ZN-0002-4264

英國屋 有瀬店 神戸市西区 伊川谷町有瀬字一ノ谷３２０－１ サービス AL-0000-0263

白星社クリーニング セリオ営業所 神戸市西区 井吹台東町１－１　西神南ニュータウン中央センター内 サービス JS-0004-3408

ホームドライ 井吹台店 神戸市西区 井吹台北町５－３ サービス AL-0000-0284

学園都市鍼灸整骨院 神戸市西区 学園西町１－１－２　神戸学園都市ビル１Ｆ サービス JS-0002-4299
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ホームドライ 学園都市店 神戸市西区 学園西町１－１３　学園都市駅ビル サービス AL-0000-0297

ダミアン ハースト 神戸市西区 玉津町二ツ屋１－３－４ サービス JS-0004-8878

hairsalonmag － mag 神戸市西区 持子２－５７　　 サービス ZN-2000-2299

ハリミツクリーニング かりばプラザ店 神戸市西区 狩場台３－９ サービス JS-0004-0673

西神鍼灸整骨院 神戸市西区 春日台３－３　かすがプラザ サービス JS-0002-4304

ホームドライ かすがプラザ店 神戸市西区 春日台３－３　かすがプラザ１Ｆ サービス AL-0000-0335

ハリミツクリーニング マルナカ玉津店 神戸市西区 小山３－６ サービス JS-0004-0683

ウエストオートサービス株式会社 神戸市西区 神出町田井１６９－１ サービス JS-0002-5841

Real hair design 神戸市西区 池上１－１１－４ サービス JS-0002-5518

hair atelier noa 神戸市西区 池上２－３０－５　ユニコーポ１Ｆ サービス JS-0001-1665

有限会社三和ボディーショップ 神戸市西区 池上３－５－１１ サービス JS-0002-5843

スタジオ 803 神戸市西区 池上４－２－１０ サービス JS-0000-6463

Clear Beaute Plus 神戸市西区 南別府３－８－２ サービス JS-0004-5661

ハリミツクリーニングマックスバリュ伊川谷 神戸市西区 白水１－１５－１８ サービス JS-0004-0672

y’s　Auto 神戸市西区 櫨谷町長谷１９８－１　　 サービス PK-0000-8150

株式会社ドルフィン 神戸市西区 北別府２－１－３ サービス JS-0002-4348

Dog Salon JIN 神戸市西区 北別府４－２１－３ サービス JS-0001-1554

ハリミツプラス 北別府店 神戸市西区 北別府５－１５－１４ サービス JS-0004-0682

Grand Bleu 神戸市西区 北別府５－２８－４　ハイツサンフレアー１－Ｂ サービス JS-0001-0947

ホームドライ 西神中央 神戸市西区 糀台５－５－２ サービス AL-0000-0331

アレックス西神中央店 神戸市西区 糀台５－５－２－２０４　　 サービス ZN-0002-7414

Gracehairdesigin 神戸市西区 糀台５－６－３　西神オリエンタルホテル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1191

焼肉きち太郎 神戸市北区 山田町下谷上下の勝２－５ 飲食店 JS-0002-4739

LAMPHOUSE 神戸市北区 山田町小部妙賀１１－１　　 飲食店 ZN-0002-5387

喃風 粉もん酒場 大池店 神戸市北区 山田町上谷上字古々山３１－１ 飲食店 JS-0004-9055

AJA KAJA 神戸市北区 山田町西下字下津井９－４ 飲食店 JS-0005-9645

NORTHERNEIGHT COFFEE 神戸市北区 鹿の子台南町６－３－２ 飲食店 JS-0004-1356

丘の上のビアレストラン 神戸市北区 赤松台２－１－１　キリンビール神戸工場内 飲食店 JS-0003-4788

神戸板前焼肉 楽心 神戸市北区 谷上西町２７－６ 飲食店 JS-0002-7860

谷上笑店 神戸市北区 谷上西町２７－６　クリアーレ岡崎１０３ 飲食店 JS-0002-6029

樹樹 神戸市北区 道場町日下部１８３０ 飲食店 JS-0002-8648

炭火焼肉 一心 神戸市北区 南五葉１－２－１８ 飲食店 JS-0000-0191

炭火焼鶏さぼてん 神戸市北区 八多町中１３６０　カーロセッテ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3360

お好み焼 偶 神戸北店 神戸市北区 八多町中８７０ 飲食店 JS-0000-9090

グランシュール カフェ 神戸市北区 北五葉１－４－３１ 飲食店 JS-0001-6804

GRAND SUR SALON 神戸市北区 北五葉１－４－３１ 飲食店 JS-0001-6857

土山人はなれ 神戸市北区 有馬町１１３６　　 飲食店 ZN-0001-9519

魚 ‘sman 神戸市北区 有野中町１－１０－１８　ＰＡＬＤＥＵＸビル１F 飲食店 JS-0005-5381

KOJON 神戸市北区 有野中町１－８－２１ 飲食店 JS-0003-2987

和食処 ISUKE 神戸市北区 有野中町１－９－２　Ｔ＆Ｍ１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-9583

岡場笑店 神戸市北区 有野中町１－９－２　Ｔ＆ＭＢ 飲食店 JS-0001-9527

ごちそう村 神戸有野店 神戸市北区 有野中町３－５－１ 飲食店 JS-0003-0468

創味旬菜びんび 神戸市北区 鈴蘭台西町３－１１－１３　　 飲食店 ZN-2000-5162

将軍 神戸市北区 鈴蘭台南町４－３－３　　 飲食店 ZN-2000-3483
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一山家 神戸市北区 鈴蘭台南町５－４－２２ 飲食店 JS-0004-6908

ヤキトリトリスケ 神戸市北区 鈴蘭台北町１－１０－４　　 飲食店 ZN-0001-9402

ランプリール・オクシジェーヌ本店 神戸市北区 山田町小部字戸口谷１－５ ショッピング JS-0005-6390

タイヤガーデン神戸北 神戸市北区 山田町小部北の谷７２－６ ショッピング JS-0000-1777

アークフラワースタジオ 神戸市北区 山田町西下下津井１０－２ ショッピング JS-0003-4864

トミーヒルフィガー神戸三田アウトレット 神戸市北区 上津台７－３　神戸三田プレミアムアウトレット９００区画 ショッピング JS-0002-2605

バイクショップ エンゼル 神戸市北区 星和台１－３４－１ ショッピング JS-0000-1945

チェックローズ 藤原台店 神戸市北区 藤原台中町１－２－２　エコールリラ３Ｆ ショッピング SL-2001-1087

セプドール 藤原台店 神戸市北区 藤原台中町１－２－２　エコールリラ本館３F ショッピング JS-0004-7122

道場タイヤ商会 神戸市北区 道場町塩田１９６１－６ ショッピング JS-0005-9835

ランプリール・オクシジェーヌ道場店 神戸市北区 道場町日下部１５７９ ショッピング JS-0005-6453

ランプリール・オクシジェーヌコアキタマチ 神戸市北区 日の峰２－６－１　コアキタマチ１Ｆ ショッピング JS-0005-6471

いちご野薬局 神戸市北区 八多町中１０６０　　 ショッピング PK-0000-8917

へてから 神戸市北区 有馬町１１６６　 ショッピング SL-2000-9538

和菓子工坊ありま 神戸市北区 有馬町１１９８ ショッピング JS-0005-4050

有馬御苑 神戸市北区 有馬町１２９６ ショッピング JS-0005-4664

三ツ森太閤通店 神戸市北区 有馬町１６４５ ショッピング JS-0005-3942

三ツ森本店 神戸市北区 有馬町２９０－１ ショッピング JS-0005-3986

三ツ森炭酸泉店 神戸市北区 有馬町３３５－２ ショッピング JS-0005-3943

ひだまり 神戸市北区 有馬町７９８ ショッピング JS-0002-6038

三津森本舗 神戸市北区 有馬町８０９ ショッピング JS-0005-3963

三ツ森饅頭店 神戸市北区 有馬町８１１ ショッピング JS-0005-4255

三ツ森金の湯前店 神戸市北区 有馬町８３２ ショッピング JS-0005-3969

三ツ森温泉寺店 神戸市北区 有馬町８７２－１ ショッピング JS-0005-3948

リサイクルマート神戸北店 神戸市北区 有野中町１－１８－１ ショッピング JS-0003-0058

平瀬楽器 藤原台センター 神戸市北区 有野中町１－２０－１３　本岡ビル２番館２Ｆ ショッピング JS-0004-2935

（株）vivid 神戸市北区 有野中町２－１４－３ ショッピング JS-0001-7714

株式会社たき屋 神戸市北区 有野町二郎１７－１ ショッピング JS-0001-0076

三田ヨコハマタイヤサービス 神戸市北区 有野町二郎１７９－２ ショッピング JS-0004-1843

カーライフ SANYO 神戸市北区 有野町有野６８２－１ ショッピング JS-0002-4088

ポラリス 鈴蘭台本店 神戸市北区 鈴蘭台東町２－４－３２ ショッピング JS-0003-6311

FAMITTO 神戸市北区 鈴蘭台東町５－４ー３０　ネオライフ鈴蘭台１０２号 ショッピング SL-2000-1339

AQUA・F 神戸市北区 鈴蘭台東町９－３－７６ ショッピング JS-0000-0558

すずらん吉田商店 神戸市北区 鈴蘭台北町　１－４－１ ショッピング SL-2001-1093

エトワール 神戸市北区 鈴蘭台北町１ー４ー３　中東ビル１F ショッピング SL-2000-1292

エトワール 神戸市北区 鈴蘭台北町１－４－３ ショッピング JS-0003-2761

コスメテック ミュゲ 神戸市北区 鈴蘭台北町１－９－１　ベルスト鈴蘭台１０６Ｂ ショッピング SL-2001-1094

DeSSeyhair 神戸市北区 桂木３－１１－７　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-1152

ホームドライ マックス店 神戸市北区 山田町上谷上古々山３１－１ サービス AL-0000-0319

ホームドライ 鹿の子台店 神戸市北区 鹿の子台北町８－３－１ サービス AL-0000-0316

ホームドライ 桜の宮店 神戸市北区 若葉台４－１－１０ サービス AL-0000-0322

dan スタジオ 神戸市北区 松が枝町１－１－５５ サービス JS-0001-0733

C － BLume28 神戸市北区 上津台２－１３－１　　 サービス ZN-2000-1035

ミツバ薬局 神戸市北区 惣山町５－９－５ サービス JS-0003-4476
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SERENO 神戸市北区 谷上西町１６－３　プランドール谷上１０１ サービス JS-0001-1147

英國屋 藤原台店 神戸市北区 藤原台中町１－４－１ サービス JS-0004-8965

splash 岡場店 神戸市北区 藤原台中町２－１５－９　オルガビル３Ｆ サービス JS-0004-6122

OrangePeco 神戸市北区 藤原台南町４－１５－８　　 サービス ZN-2000-3944

有限会社朝日自動車サービス 神戸市北区 南五葉１－４－１９ サービス JS-0003-6236

ヘア－メイク　アルチザン 神戸市北区 日の峰３－２－９　　 サービス PK-0000-7748

高田自動車株式会社 神戸市北区 八多町上小名田１４４４ サービス JS-0001-9299

hair ＆ make Luce 神戸市北区 八多町中１０６９　アンソレイユ１Ｆ サービス JS-0002-4912

ホームドライ 八多店 神戸市北区 八多町中２０２　グリーンガーデンモール北神戸内 サービス AL-0000-0317

カットスタジオ ナトゥーア 神戸市北区 八多町中９ サービス JS-0000-5169

ホームドライ レアール店 神戸市北区 北五葉１－１３－１　関西スーパーレアール店内 サービス AL-0000-0321

アロマテラピー ビーアイ 神戸市北区 有馬町１０１２ サービス JS-0002-3045

Stellanord 店 神戸市北区 有野中町１－１０－１８　パルデュービル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0550

GLOW 神戸市北区 有野中町１－２０－１３　本岡ビル２番館　 サービス ZN-0003-0609

etelia 神戸市北区 有野中町３－３０－１７　グランドステータス１Ｆ サービス JS-0000-9196

ホームドライ 北神店 神戸市北区 有野町有野西山４４２０－１６４ サービス AL-0000-0318

stella 神戸市北区 鈴蘭台東町１－７－１３　　 サービス ZN-0003-0549

ホームドライ 東町店 神戸市北区 鈴蘭台東町７－８－１８ サービス AL-0000-0324

クリッパーズヘアーサロン 神戸市北区 鈴蘭台東町８－１０－６ サービス JS-0003-3094

ほりうち薬局 神戸市北区 鈴蘭台北町１－４－２ サービス JS-0000-5872

ホームドライ 鈴蘭台駅店 神戸市北区 鈴蘭台北町１－９－１ サービス AL-0000-0323

Hairsalon touche 神戸市北区 鈴蘭台北町４－１－１０　ピエールビル１Ｆ サービス JS-0002-5913


