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鳥造 摂津本山店 神戸市東灘区 岡本１－２－３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-1251

encore 神戸市東灘区 岡本１－３－３１　　 飲食店 ZN-0001-9611

ゼニス 神戸市東灘区 岡本１－３－３１　サンオカモトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9335

中屋 神戸市東灘区 岡本１－４－２０　　 飲食店 ZN-0001-9146

月の家 神戸市東灘区 岡本１－４－５　マナ岡本Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9134

ダイニング木下 神戸市東灘区 岡本１－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-9282

ベーカリーテーブル 岡本店 神戸市東灘区 岡本１－８－２１　岡本グルメ館２Ｆ 飲食店 JS-0003-1057

ベルヴィル 阪急岡本 神戸市東灘区 岡本５－１－１　岡本阪急ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4647

中国料理 悠悠 神戸市東灘区 岡本９－６－１８ 飲食店 JS-0003-1406

まぐろ料理と四季彩菜  はなや 神戸市東灘区 御影中町３－１－２０　 飲食店 SL-2000-3558

器楽 神戸市東灘区 御影本町２－１６－３　宝盛ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9297

DELI － DELI ZETTON 神戸市東灘区 御影本町４－１２－１７ 飲食店 JS-0001-3942

ガポネ 神戸市東灘区 御影本町４－１２－２８　御影市場・旨水館内　 飲食店 ZN-0001-9201

パパ－レ 神戸市東灘区 御影本町４－１２－８ 飲食店 JS-0003-3561

パリワールキッチン 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　マーケットシーンリバーモールウエスト１Ｆ 飲食店 JS-0001-0194

Macsy’s 鹿禅 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　リバーモールウェスト４２０ 飲食店 JS-0000-6829

イル・アルティスタ 神戸市東灘区 向洋町中６－９　神戸ファッションマート１Ｆ 飲食店 JS-0001-2627

ファーベル 神戸市東灘区 甲南町２－９－７　１Ｆ 飲食店 JS-0004-0106

豚の真珠 住吉店 神戸市東灘区 住吉宮町３－１６－１１　グリーンテラス１Ｆ 飲食店 JS-0003-3256

オマール住吉店 神戸市東灘区 住吉宮町４－１－２１　ノベラ住吉１Ｆ 飲食店 JS-0001-2749

か虎屋 神戸市東灘区 住吉宮町４－４－１ 飲食店 JS-0000-9178

貝料理貝まる 神戸市東灘区 住吉宮町４－４－１　ＫｉＬａＬａ住吉１０５　 飲食店 ZN-0001-9547

津の田ミート 住吉店 神戸市東灘区 住吉東町４－６－１６　りりぱっとはうす１Ｆ 飲食店 JS-0005-0918

もと牛 神戸市東灘区 住吉本町１－３－１２　中野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6278

レイユームン 神戸市東灘区 住吉本町１－４－８　石橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5619

カフェニュートラル 神戸市東灘区 住吉本町２－１－１７　梨本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9505

花菜 住吉店 神戸市東灘区 住吉本町３－１１－８　西住吉アーバンライフ 飲食店 SL-2001-0911

和食居酒屋 さつまふじ 神戸市東灘区 深江北町４－１１－１２－１０１ 飲食店 JS-0000-5840

焼肉勝っちゃんサンシャインワーフ店 神戸市東灘区 青木１－２－３４　サンシャインワーフ神戸２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9436

松久 神戸市東灘区 青木６－４－８　　 飲食店 ZN-0001-9213

淡路のビストロ manki 神戸市東灘区 田中町３－１９－１６　ハイツタケシ１０２ 飲食店 JS-0003-2886

酒と肴 yu 神戸市東灘区 田中町３－２－５－１０１ 飲食店 JS-0004-5198

炭火焼鶏 ぼぶる 神戸市東灘区 北青木２－６－３９　エクセル北青木１Ｆ 飲食店 JS-0002-5965

東珍家 神戸市東灘区 北青木３－２０－２７ 飲食店 JS-0003-8172

かねう 神戸市東灘区 本山中町４－１１－１５ 飲食店 JS-0003-7822

味鉄 本山店 神戸市東灘区 本山南町５－１－３０　 飲食店 SL-2001-0852

出汁さんろくぼう 神戸市東灘区 本山南町５－４－５８ 飲食店 JS-0001-9283

merry － J 神戸市東灘区 岡本１－１１－１７ ショッピング JS-0000-9291

モンロワール 岡本本店 神戸市東灘区 岡本１－１１－２０　アルフィー岡本１Ｆ ショッピング JS-0002-1601

PESCA 神戸市東灘区 岡本１－１２－１４ ショッピング JS-0005-8181
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KASHIYAMA 神戸市東灘区 岡本１－１４－２０　ココリコビル１Ｆ ショッピング JS-0005-5246

Cherie 神戸市東灘区 岡本１－６－１４　岡本マンションＢ－０３ ショッピング SL-2000-8808

キングラム 岡本店 神戸市東灘区 岡本１－７－１１ ショッピング JS-0003-4739

ANJELICA 岡本店 神戸市東灘区 岡本２－１３－１８　モンヴィラージュ岡本１Ｆ ショッピング JS-0000-4959

StarCraft 神戸市東灘区 魚崎浜町２３－５　　 ショッピング ZN-2000-1863

みかげ山手ロール 神戸市東灘区 御影１－１４－３１ ショッピング JS-0000-2276

メガネ工房ノイエ＆ノイエ・キッズ御影店 神戸市東灘区 御影２－１９－１９ ショッピング JS-0003-8834

コピーヌ 神戸市東灘区 御影２－２－１７　シャトル御影１Ｆ ショッピング JS-0004-2246

タニジ 神戸市東灘区 御影山手１－２　御影ガーデンシティ１Ｆ ショッピング JS-0000-2297

御影ゆーあい薬局 神戸市東灘区 御影山手１－４－９ ショッピング JS-0005-4984

ヴィアフローレンス 御影店 神戸市東灘区 御影中町３－１－１６ ショッピング JS-0002-1151

MOTOSTARS 神戸市東灘区 御影塚町２－２４ ショッピング JS-0001-2790

紫雲クラフトワークス 神戸市東灘区 御影本町７－４－３ ショッピング JS-0001-9379

ペットフィールド 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　ＲＩＣセントラルタワー１Ｆ ショッピング JS-0004-3036

TAKAHASHI 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　マーケットシーン１Ｆ ショッピング JS-0003-3706

リフォームクラブカスタム六甲アイランド店 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　マーケットシーン１Ｆ ショッピング JS-0005-1405

honohono baby 神戸市東灘区 向洋町中５－１５－１３３　 ショッピング SL-2000-3979

1 － style 神戸ショールーム 神戸市東灘区 向洋町中６－９　神戸ファッションマート２Ｓ－０８－１０ ショッピング JS-0000-6505

ハヤミガーデン 甲南本通店 神戸市東灘区 甲南町３－８－１４　 ショッピング SL-2001-1048

ハヤミガーデン 甲南町 4 丁目店 神戸市東灘区 甲南町４－１４－１４　 ショッピング SL-2001-1277

エルピス　ワン 神戸市東灘区 住吉宮町１－６－８　　 ショッピング PK-0000-8817

アーモンド調剤薬局 神戸市東灘区 住吉宮町２－１８－１８ ショッピング JS-0002-9870

こがね住吉店 神戸市東灘区 住吉宮町６－１４－１２　六甲プラザ１Ｆ ショッピング JS-0004-0862

カバロ 神戸店 神戸市東灘区 住吉南町１－１２－１７　 ショッピング SL-2000-0788

二木ゴルフ 神戸東灘店 神戸市東灘区 住吉南町２－１１－１４　 ショッピング AX-2000-0059

ニード牧場 住吉店 神戸市東灘区 住吉本町１－３－１２ ショッピング JS-0005-1331

住吉ゆーあい薬局 神戸市東灘区 住吉本町１－７－２　３Ｆ ショッピング JS-0005-4979

Cledelesprit 神戸市東灘区 住吉本町２－１７－１７　プラム住吉１Ｆ－Ｂ ショッピング SL-2000-3760

アップル眼鏡工房 神戸市東灘区 住吉本町２－１８－１６　メイプルヒル１Ｆ ショッピング JS-0004-2676

有限会社ユタカ園東灘店 神戸市東灘区 住吉本町２－１８－２　メゾンドール住吉北 ショッピング JS-0001-2228

寝具御誂専門店 IWATA 神戸 神戸市東灘区 住吉本町２－２０－２６ ショッピング JS-0002-5570

プロープル 神戸市東灘区 森南町１－１０－２２　　 ショッピング ZN-0002-4567

フィール 神戸市東灘区 森南町１－５－１　セルバ１０９号 ショッピング SL-2000-2063

moderate 神戸市東灘区 森南町１－５－１　セルバＢ１Ｆ ショッピング SL-2000-4732

Y，YKID’S 甲南山手店 神戸市東灘区 森南町１－５－１　セルバ甲南山手３Ｆ ショッピング JS-0000-4541

時誠堂 神戸市東灘区 森南町１－５－１－１１０　 ショッピング ZN-0002-6363

スクラッチゴルフプレイス 神戸市東灘区 森南町３－６－１ ショッピング JS-0005-0820

テニスコミュニケーション神戸プロショップ 神戸市東灘区 深江浜町９０ ショッピング JS-0000-4166

ツネヨシ電器 神戸市東灘区 深江北町１－６－２９ ショッピング JS-0005-9842

シンフォニーナガノ 摂津本山店 神戸市東灘区 田中町１－１１－１９　１Ｆ ショッピング JS-0003-2540

本山ゆーあい薬局 神戸市東灘区 田中町１－１１－２０ ショッピング JS-0005-4980

向日葵化粧室 神戸市東灘区 田中町１－１３－２２－１０９　 ショッピング SL-2000-1978

cycleshop M’sfactory 神戸市東灘区 田中町２－１２－１８　１Ａ ショッピング JS-0003-6636

シンフォニーナガノ 神戸市東灘区 田中町３－１８－２２ ショッピング JS-0003-2592
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トライアンフ神戸 神戸市東灘区 本山中町１－１１－２２ ショッピング JS-0004-5709

モト・エンタープライズ 神戸市東灘区 本山中町２－１－４ ショッピング JS-0004-7378

ドッグアンドキャットサロンハナコ本山店 神戸市東灘区 本山中町３－２－１５ ショッピング JS-0002-1218

クロロフィル岡本美顔教室 神戸市東灘区 本山北町３－４－１８　トラスト本山ビル３Ｆ ショッピング JS-0005-0570

Riche Nature 神戸市東灘区 本山北町３－５－１６　１Ｆ ショッピング JS-0000-3054

ナイーフ 神戸市東灘区 本山北町３－６－２ ショッピング JS-0005-6242

シンフォニーナガノ 岡本店 神戸市東灘区 本山北町３－７－７ ショッピング JS-0002-2127

ブティックリアン 神戸岡本店 神戸市東灘区 本山北町３－７－９ ショッピング JS-0005-4960

DoortoDoor 岡本 神戸市東灘区 岡本１－１１－２４　石畑マンション１Ｆ　 サービス ZN-2000-5610

ZeeR 神戸市東灘区 岡本１－３－２０　２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7266

Hair make Nico 神戸市東灘区 岡本１－４－２８　マサニ岡本ビル２Ｆ サービス JS-0001-0335

SPUR 神戸市東灘区 岡本１－７－７　ＰＩＥＲＯＫＡＭＯＴＯ２Ｆ サービス JS-0004-9025

ホームドライ 岡本店 神戸市東灘区 岡本１－８－６ サービス AL-0000-0311

マーブル 神戸市東灘区 岡本２－１０－１５ サービス JS-0001-6829

STORYS 神戸市東灘区 岡本２－１１－２１　田中マンション１Ｆ サービス JS-0004-2076

白星社クリーニング 西岡本支店 神戸市東灘区 岡本３－７－９ サービス JS-0004-3407

ビューティーラボ 岡本店 神戸市東灘区 岡本５－１－１　阪急岡本ビル２Ｆ サービス JS-0001-7236

ヤマワキクリーナーズ 魚崎店 神戸市東灘区 魚崎中町４－８－１ サービス JS-0004-0508

ハリミツプラス 魚崎南店 神戸市東灘区 魚崎南町３－１２－２８ サービス JS-0004-0676

いとう鍼灸整骨院 神戸市東灘区 魚崎北町５－４－１２　本山ビューハイツ１０３号 サービス SL-2000-9472

Abflug － hair line － 神戸市東灘区 魚崎北町６－３－１　ベルセゾン魚崎１Ｆ サービス JS-0003-7920

DiO 神戸市東灘区 御影２－１０－２－２０１　 サービス ZN-0003-0546

白星社クリーニング 御影支店 神戸市東灘区 御影２－１４－１４ サービス JS-0004-3410

ホームドライ 阪急御影店 神戸市東灘区 御影２－２－８ サービス AL-0000-0313

SalonKOZA 神戸市東灘区 御影２－７－２－１　ベレオ御影１Ｆ　 サービス ZN-0003-0590

Ricco 神戸市東灘区 御影郡家２－１５－１３　ブリリアンスビル１Ｆ サービス SL-2000-2540

ホームドライ 阪神御影店 神戸市東灘区 御影中町１－１４－１０ サービス AL-0000-0312

Sacra 神戸市東灘区 御影中町１－３－１６　サクセス御影ビル１Ｆ サービス JS-0002-6785

PrivateHairSalonMIU 神戸市東灘区 御影中町３－１－６　吉田ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-2222

Dabhands mikage 神戸市東灘区 御影中町６－１－２５　ｋ．ｋビル サービス SL-2000-0274

赤井安全硝子 神戸市東灘区 御影塚町２－６－１９ サービス JS-0004-7302

HairmakeCROCK 神戸市東灘区 御影本町２－１６－４　　 サービス ZN-0003-0556

（有）HAIR STUDIO FUCCA 神戸市東灘区 向洋町中１－１－１４１－１１０　 サービス SL-2000-9129

CASABLANCA 神戸市東灘区 向洋町中１－４－１２５－１０４　 サービス ZN-0003-1189

カワキ屋クリーニング 六甲アイランド店 神戸市東灘区 向洋町中２－１３　アーバングルメポート２Ｆ サービス JS-0004-7768

ホームドライ 六甲店 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　ジアンタンテマーケットシーン内 サービス AL-0000-0314

hairmakeERTE 神戸市東灘区 向洋町中５－１５　リバーモールウェスト１Ｆ－４１９　 サービス ZN-0003-0559

キミ・ロイヤル 甲南店 神戸市東灘区 甲南町３－１－９ サービス JS-0005-1436

ホームドライ 甲南 神戸市東灘区 甲南町３－６－１２ サービス AL-0000-0328

白星社クリーニング 甲南支店 神戸市東灘区 甲南町３－７－２６ サービス JS-0004-0436

hairrelaxation abadi 神戸市東灘区 甲南町３－８－１　甲南８１ビル２Ｆ サービス JS-0001-8403

VIVA 鍼灸整骨院 甲南院 神戸市東灘区 甲南町３－８－１３ サービス JS-0002-6470

Ashiya 月兎・ぷらす 神戸市東灘区 住吉宮町２－１５－１６　 サービス SL-2000-2004

First Stage  KT air 神戸市東灘区 住吉宮町２－２０－１３ サービス SL-2000-7581
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宝鑑堂薬局 神戸市東灘区 住吉宮町６－１３－１ サービス JS-0003-6998

KNOCK 神戸市東灘区 住吉宮町６－８－１７　ラ・セゾンあかつきＮｏ２－１０２　 サービス ZN-0002-7410

ルフラン．R 神戸市東灘区 住吉本町１－２３－１０ サービス JS-0003-1467

グラデーション 神戸市東灘区 住吉本町１－５－４　エヌシーパレス１０１ サービス JS-0003-4539

PRESSNAIL 神戸市東灘区 住吉本町１－７－８　アバニティ住吉３Ｆ サービス JS-0001-7713

Rycka 神戸市東灘区 住吉本町１－７－９－２　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0545

ホームドライ セルバ店 神戸市東灘区 森南町１－５－１　カサ・セルバ１Ｆ サービス AL-0000-0310

すまいる鍼灸接骨院 甲南山手院 神戸市東灘区 森南町１－５－１　セルバ１Ｆ－１２１ サービス JS-0004-2074

パプスドコワフュール甲南山手店 神戸市東灘区 森北町１－７－７　　 サービス ZN-0003-0572

hair ＋ nail SORA 神戸市東灘区 森北町２－３－２２ サービス JS-0003-6174

リープネイル 神戸市東灘区 深江北町３－３－８　ＰＨビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-3083

リープヘア 神戸市東灘区 深江北町３－３－８　ＰＨビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1168

ホームドライ ふかえ 神戸市東灘区 深江北町３－４－８ サービス AL-0000-0329

カーピット G ー SQUARE 神戸市東灘区 深江北町４－４－４ サービス JS-0005-9685

ホームドライ 西岡本 神戸市東灘区 西岡本１－４ サービス AL-0000-0333

キミ・ロイヤル 本店 神戸市東灘区 青木５－６－５ サービス JS-0005-1438

美術商 株式会社 川田 神戸市東灘区 田中町１－１３－２２－１０２ サービス JS-0003-1262

ホームドライ 摂津本山店 神戸市東灘区 田中町１－１３－２２－１１０ サービス AL-0000-0290

Hair Booth Pas Time 神戸市東灘区 田中町３－１８－２１ サービス JS-0003-5500

COSMOS 神戸市東灘区 田中町４－２－１４　サンビルダー本山１Ｆ　 サービス ZN-2000-4918

kintaroclub 神戸市東灘区 北青木４－４－９　　 サービス ZN-0002-7250

buzztime Stylegarden 神戸市東灘区 本山中町３－２－１５　メゾン本山中町店舗３ サービス JS-0000-4712

ホームドライ 阪急オアシス本山南店 神戸市東灘区 本山南町３－１－１ サービス AL-0000-0291

Sleek 本山店 神戸市東灘区 本山南町９－８－３４ サービス JS-0000-6819

進藤クリーニング 神戸市東灘区 本山北町１－８－１２ サービス JS-0004-0342

noixdecoco 神戸市東灘区 本山北町３－３－８　ファミーラ甲南１Ｆ　 サービス ZN-2000-6474

Famille 神戸市東灘区 本山北町３－４－９　 サービス SL-2000-9657

HairSalonjete 神戸市東灘区 本山北町３－７－１３　　 サービス ZN-2000-1236

ハリミツクリーニング 深江店 神戸市東灘区 本庄町１－３－１２ サービス JS-0004-0746

Sleek 甲南山手店 神戸市東灘区 本庄町２－１３－２５ サービス JS-0000-6792

菊正宗酒造記念館 神戸市東灘区 魚崎西町１－９－１　 その他 SL-2000-3631

ILCHI BRAIN YOGA 御影 神戸市東灘区 御影中町２－２－１４　パークノウァ御影中町２Ｆ その他 JS-0003-3052

リカーハウス 富屋 神戸市東灘区 田中町１－１１－１５　 その他 SL-2000-6342

漢方 井口薬局 神戸市東灘区 田中町２－１３－１２　 その他 SL-2000-3042

魚喰 神戸市灘区 永手町３－４－１８　　 飲食店 ZN-0001-9298

ゆずの小町六甲道店 神戸市灘区 永手町５－４－１６　タツミビルディング２　２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1904

六甲道裏通り 炭火焼ぎおん 神戸市灘区 永手町５－５－２ 飲食店 JS-0003-5038

鮨 手塚 神戸市灘区 下河原通１－１－３　ＣＢビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1139

焼肉処 きわめ 神戸市灘区 下河原通１－１－６　エスポワール六甲１Ｆ 飲食店 JS-0000-1963

壱屋 神戸市灘区 岩屋中町４－２－４　シマブンビルＢＢプラザ別館 飲食店 JS-0004-5952

小料理けい子 神戸市灘区 岩屋北町３－３－９　マンション大克１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9354

つくし 神戸市灘区 岩屋北町５－２－２３ 飲食店 JS-0002-4854

酒肴いちふじ 神戸市灘区 岩屋北町５－２－３１　サニーハウス灘１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9369

ポジティブアンバランス 神戸市灘区 弓木町５－３－２２－１　ＦＷＩＮＧＳ　 飲食店 ZN-0001-9323
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焼肉どころ 頂 神戸市灘区 原田通２－１－６　 飲食店 SL-2000-6395

山鶏 神戸市灘区 桜口町２－２－３　桜口和光ハイツ１０３ 飲食店 JS-0000-6004

INDRAMAHAL 神戸市灘区 桜口町３－１－１　パニエ六甲 飲食店 JS-0000-5285

BARMOS 神戸市灘区 桜口町３－２－２ 飲食店 JS-0003-9348

BarCorailVert 神戸市灘区 桜口町５－１－１　ウェルブ六甲道５番街１番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9322

Vessel 神戸市灘区 桜口町５－１－１－１０８ 飲食店 JS-0003-9147

ONE PIECE 神戸市灘区 篠原南町５－５－１４　 飲食店 SL-2000-3317

炭火焼肉 しまだ屋 神戸市灘区 城内通５－３－２２　阪急高架下５７・５８ 飲食店 JS-0005-2612

リーフティーカフェヒカリ 神戸市灘区 新在家南町１－２－１　サザンモール六甲２F 飲食店 JS-0005-2765

鶏キング 神戸市灘区 新在家北町１－１－３１　新在家コーポ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4392

居酒屋なるおはま 神戸市灘区 水道筋５－１－１　第５杣ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9604

焼肉小鉄 神戸市灘区 水道筋５－１－３２　　 飲食店 ZN-2000-6286

花板 神戸市灘区 大石東町５－７－６ 飲食店 SL-2001-0363

「神戸珈琲職人」のカフェ 神戸市灘区 灘南通６－２－２０ 飲食店 JS-0005-2314

春夏しゅん冬 神戸市灘区 備後町２－２－１２　アベニュー六甲道１Ｆ 飲食店 JS-0001-1818

NAZIAL 神戸市灘区 備後町４－１－２　ウェルブ六甲道３番街２番館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6907

野菜と魚 きろく 神戸市灘区 備後町５－３－１　ウェルブ六甲道１番街１Ｆ 飲食店 JS-0004-1372

吉鳥 灘店 神戸市灘区 琵琶町１－１－４　　 飲食店 ZN-0001-9290

さかな堂 神戸市灘区 琵琶町１－２－１１　第６六甲センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1520

酒楽旬菜 風 神戸市灘区 琵琶町１－２－１２　カルム六甲１Ｆ 飲食店 JS-0000-4762

食善大岡 神戸市灘区 友田町１－４－１９－２ 飲食店 JS-0004-6787

炭火焼肉 翔苑 六甲店 神戸市灘区 友田町３－４－２２ 飲食店 JS-0000-3804

但馬牛焼肉 扇矢 神戸市灘区 六甲町１－４－１５　 飲食店 SL-2000-8617

ライズ 神戸市灘区 永手町４－２－１ ショッピング JS-0005-4614

マリモジョイ 神戸市灘区 永手町４－２－１　フォレスタ六甲１Ｆ ショッピング JS-0000-3980

ジュエリー HARA 神戸市灘区 永手町４－２－１　フォレスタ六甲Ｂ１ ショッピング JS-0003-4079

工房壱 神戸市灘区 下河原通３－１－６　１Ｆ　工房壱 ショッピング SL-2000-2893

SHOE ＆ SEWN 神戸市灘区 岸地通２－３－７　Ｍハウス１Ｆ ショッピング JS-0000-3110

れ－るぎゃらり－ろっこう 神戸市灘区 高徳町４－１－２１ ショッピング JS-0002-9347

BeeBALANCE 神戸市灘区 桜口町４－４－３－１０４ ショッピング SL-2000-9810

LeGRENIERdecampagne 神戸市灘区 山田町３－２－１８　　 ショッピング ZN-0002-5255

ジオ・ナイン 神戸市灘区 山田町３－２－２５　六甲パレス１Ｆ ショッピング JS-0002-4147

COFFEE STUDIO 神戸市灘区 城内通１－６－１８ ショッピング JS-0005-7904

Felice 神戸市灘区 森後町２－１－１　１Ｆ ショッピング JS-0000-1609

扇矢 株式会社 神戸市灘区 森後町３－３－７　 ショッピング SL-2000-8616

VIA MODA 六甲道店 神戸市灘区 深田町４－１－３９　メイン六甲Ａビル１０９ ショッピング JS-0002-7525

（有）赤玉スポーツ 神戸市灘区 水道筋３－１９　 ショッピング SL-2000-0208

GARBO 神戸市灘区 水道筋３－３　　 ショッピング ZN-0002-4526

ゑみや洋服店 神戸市灘区 水道筋４－１－１８　 ショッピング SL-2000-1241

パワーメガネ神戸店 神戸市灘区 水道筋５－２－３　松井ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4106

有限会社おのや 神戸市灘区 泉通６－１－１ ショッピング JS-0004-8211

ライオン屋 東神戸店 神戸市灘区 船寺通２－５－１１ ショッピング JS-0003-5546

岡田コンタクト 神戸市灘区 倉石通２－２－２３ ショッピング AL-0000-0109

ロードバイク PROKU 神戸市灘区 大石東町６－６－１　東和ビルＩ－１０６ ショッピング SL-2001-0516
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大阪洋服 神戸市灘区 長峰台２－３－２　グランドメゾン六甲カネディアンヒル５０８ ショッピング SL-2000-4947

フクギドウ 神戸市灘区 八幡町３－６－１７　六甲ヴィラ１Ｆ ショッピング JS-0000-6028

フクギドウ 201 号室 神戸市灘区 八幡町４－９－２７　六甲ビル２Ｆ－２０１ ショッピング JS-0001-0188

アールジー 神戸市灘区 稗原町２－３－１　エスリード六甲第２－１Ｆ ショッピング JS-0002-9411

バウムウントバウム 神戸市灘区 友田町４－４－１８　グランディアミ・アモーレ六甲道１Ｆ ショッピング JS-0004-2875

ホームドライ フォレスタ店 神戸市灘区 永手町４－２－１　フォレスタ六甲内 サービス AL-0000-0308

Angelite 神戸市灘区 岩屋中町５－２－３１　灘すみれマンション１Ｆ サービス SL-2000-6724

ホームドライ 灘ステーション店 神戸市灘区 岩屋北町７－３－１ サービス AL-0000-0288

白星社クリーニング 阪急六甲店 神戸市灘区 宮山町３－３－２９　六甲ヒルコート１０１ サービス JS-0004-3406

ヤマワキクリーナーズ 本店 神戸市灘区 弓木町５－２－１２ サービス JS-0004-0509

ぷらす整骨院 六甲道院 神戸市灘区 桜口町４－１－１　ウエルブ六甲道４番街１番館１０１ サービス JS-0004-1622

メナード化粧品 ゴールドリーフ 神戸市灘区 篠原中町５－８－２　 サービス SL-2000-7859

白星社クリーニング グルメシティ灘支店 神戸市灘区 篠原南町６－１－３１ サービス JS-0004-0531

カット イン コダマ 神戸市灘区 篠原本町１－７－１６ サービス SL-2001-0999

Goldfish 神戸市灘区 将軍通３－４－２４　グランディア将軍通１０２　 サービス ZN-0002-7265

Ca livio HAIR 王子公園店 神戸市灘区 上野通５－９－１３　 サービス SL-2001-1322

美容室 CieL 神戸市灘区 城内通２－５－１８　　 サービス ZN-0002-7409

クリーニング アルファ 新在家店 神戸市灘区 新在家北町１－１－１ サービス JS-0004-8692

アイデザインラボ 神戸市灘区 森後町１－３－１９　３Ａ サービス AD-0000-0849

Jasmine Lash 神戸市灘区 森後町２－３－１１　ゴールドウッズ六甲ビル３F サービス SL-2000-3162

HAIR COLOR CAFE 神戸六甲店 神戸市灘区 森後町２－３－１９　森後ビル２Ｆ サービス SL-2001-1325

VIVA 鍼灸整骨院 六甲道院 神戸市灘区 深田町３－１－１５　ライオンズマンション六甲道第三１０７ サービス JS-0003-1935

すまいる鍼灸接骨院 メイン六甲院 神戸市灘区 深田町４－１－３９　メイン六甲Ａビル２０５ サービス JS-0004-2073

ハリミツクリーニング 水道筋店 神戸市灘区 水道筋３－４－８ サービス JS-0004-0684

岡本クリ－ニング 神戸市灘区 水道筋５－１－１９ サービス JS-0004-6182

Hair Make Tiara 神戸市灘区 水道筋６－５－１－１０２ サービス JS-0003-7832

アトリエパウダー 神戸市灘区 長峰台２－５－７　　 サービス ZN-0003-0560

R worthy 神戸市灘区 天城通８－５－１５　グリーンノート青谷１０１ サービス JS-0003-5566

salondeRoi 神戸市灘区 八幡町３－６－２４　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7261

イン東京 六甲店 神戸市灘区 八幡町４－９－２６　アビターレ六甲 サービス JS-0000-1435

anera 神戸市灘区 備後町５－２－１　ウエルブ六甲道６番街１番館１０４　 サービス ZN-0003-0031

すまいる鍼灸接骨院 六甲道院 神戸市灘区 備後町５－３－１　ウェルブ六甲道１番街１Ｆ－１１３ サービス JS-0004-2072

Voga Hair 神戸市灘区 琵琶町１－１－９　１Ｆ サービス JS-0003-7455

白星社クリーニング 本社営業所 神戸市灘区 琵琶町３－１－１７ サービス JS-0004-2885

田村商会 神戸市灘区 浜田町４－３－２５－１　　 サービス PK-0000-7631

カワチドライクリーニング 神戸市灘区 友田町４－３－７ サービス JS-0004-0364

ふるふる。 神戸市灘区 六甲町１－１－５ サービス JS-0005-4983

フォルマヘアー 神戸市灘区 六甲町１－２－８　カステロディアリス１Ｆ サービス JS-0000-0328

オリーブ動物病院 神戸市灘区 六甲町１－６－１９－１０５ サービス JS-0000-2559

シュトルヒシューエ 神戸市灘区 岸地通２－３－１２　 その他 SL-2001-0128

漢方 侑備堂 神戸市灘区 山田町２－１－１２　シャトー六甲１Ｆ その他 SL-2000-3378

ジム＆スタジオ ニーズ 神戸市灘区 六甲町４－１－１６ その他 JS-0002-9846


