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［西宮市］

加盟店名 所在地 ジャンル

季節料理起名 西宮市 羽衣町１０－４１　夙川ＫＳビル２－３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9194

ZICO HOUSE 西宮市 羽衣町１０－４１　夙川ＫＳビル２－４Ｆ 飲食店 JS-0001-0926

遊食家でめきん 西宮市 羽衣町１０－４３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9337

CAFEATIK 西宮市 羽衣町４－２３－１２　パークハイム１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9303

INTIMATEFRIENDS 西宮市 羽衣町５－１２　夙川プレイスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4158

FIORE GIARDINO 西宮市 羽衣町５－１２　夙川プレイスビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-1031

ひとこころ 西宮市 羽衣町６－５　　 飲食店 ZN-0001-9315

DaCencino 西宮市 羽衣町７－１５　　 飲食店 ZN-2000-4766

夙川カレー食堂 trinity 西宮市 羽衣町７－３０　夙川グリーンタウン２０６ 飲食店 JS-0005-8212

こきんた甲子園店 西宮市 学文殿町１－８－２４　　 飲食店 ZN-0001-9148

牛倭心伝 苦楽園店 西宮市 菊谷町１３－２１　ナカヤマビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4900

芦屋天がゆ苦楽園店 西宮市 菊谷町１３－２１　中山ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9279

成田屋苦楽園店 西宮市 久出ヶ谷町１０－４５　　 飲食店 ZN-0001-9549

炭火焼肉・石焼ビビンバ勝っちゃん 西宮市 宮前町１－１４　宮前ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9123

鉄板市場 西宮市 弓場町９－３３ 飲食店 JS-0004-8793

Ruppy 西宮市 戸田町３－２０　ゴールデンパレス１０５　 飲食店 ZN-2000-1253

インド・ネパール料理 ナラヤニ 西宮市 戸田町３－３０　プロックスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6144

かき藤 西宮市 戸田町５－１ 飲食店 JS-0000-0767

インティライミ 西宮市 戸田町５－３１　セレニテ西宮２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1617

よしぼん 西宮市 戸田町６－１１　エアリータワー１Ｆ 飲食店 JS-0004-3614

和牛すじソバ 〆道 西宮市 戸田町６－１１　エアリータワー２Ｆ 飲食店 JS-0005-1348

つやつ屋 西宮市 戸田町６－３０　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9422

ダイニング OPPA 西宮市 戸田町６－８　コスモビル８Ｆ 飲食店 JS-0004-1253

鮨 広おか 西宮市 甲子園一番町１１－１７　ユタカビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5890

ふぐ料理 丸安 西宮市 甲子園一番町７－６ 飲食店 JS-0002-4715

味処 だん 西宮市 甲子園九番町１－１ 飲食店 JS-0003-7457

和味旬彩 喜喜 西宮市 甲子園五番町１－４ 飲食店 JS-0005-6519

ひので 西宮市 甲子園五番町１５－１４　ＬＬ甲子園ビル１０２ 飲食店 JS-0004-3149

わびさび 西宮市 甲子園口２－１－３２　ＭＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5375

焼肉問屋闇市甲子園口 FC 西宮市 甲子園口２－１５－３３　プロスパープレイス 飲食店 JS-0002-3102

焼肉きむら 西宮市 甲子園口２－１７－２０　三原ビル１０３号　 飲食店 ZN-0001-9382

味と宴 花やしき 西宮市 甲子園口２－３－４ 飲食店 JS-0004-0166

串揚酒場 かわ神 甲子園口店 西宮市 甲子園口２－６－２３　　 飲食店 ZN-0001-9131

肴処和桜 西宮市 甲子園口２－８－１２－１０１　　 飲食店 ZN-0001-9128

酒肴ひょうたん 西宮市 甲子園口３－１０－２４　　 飲食店 ZN-0001-9164

餃子マルシェ 西宮市 甲子園口３－２６－８ 飲食店 JS-0002-1847

吉鳥甲子園口駅前店 西宮市 甲子園口３－３－１７　ＫＴ甲子園口１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5076

高崎流居酒屋道場甲子園口店 西宮市 甲子園口３－３－２３　ＪＲ甲子園口駅前　 飲食店 ZN-0001-9225

一心 ぶたの助 西宮市 甲子園口３－３－２４　宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1437

カトマンドゥカリー PUJA 甲子園 西宮市 甲子園口３－３－２９　　 飲食店 ZN-0001-9228
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花うさぎ 西宮市 甲子園口３－４－１２－１０２　ダイドーシティー甲子園口駅前 飲食店 ZN-0001-9482

ビストロドナチュール 西宮市 甲子園口３－４－７　　 飲食店 ZN-0001-9567

波平 甲子園口店 西宮市 甲子園口３－９－９　パティオ甲子園口１Ｆ 飲食店 JS-0005-8888

牛萬牧場 西宮市 甲子園三保町３－１６　花鳥風月ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5405

一品料理とおとおや 西宮市 甲子園三保町９－１０　メゾン由比浜１０１　 飲食店 ZN-2000-1025

福寿司 西宮市 甲子園七番町２０－５ 飲食店 JS-0002-9417

地鶏料理 杉本 西宮市 甲子園七番町９－２５ 飲食店 JS-0004-3671

ロック 西宮市 甲子園七番町９－２８　　 飲食店 ZN-0001-4577

ROLL 西宮市 甲子園七番町９－２８　　 飲食店 ZN-0001-4578

樹 西宮市 甲子園洲鳥町６－１７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9109

ロッタパラソル 西宮市 甲子園洲鳥町７－１　　 飲食店 ZN-0001-9226

炭火焼鳥・独創料理 TORISAN 西宮市 甲子園町９－１２ 飲食店 JS-0000-1000

炭火焼鳥 TORISAN 甲子園 西宮市 甲子園町９－１２ 飲食店 SL-2000-6849

ステーキ彦 西宮市 甲子園二番町１－２　カオスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9152

焼肉ソウル 西宮市 甲子園八番町２－２３　エトワール甲子園１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9447

RockaRolla 西宮市 甲子園八番町２－２３　エトワール甲子園Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4579

飛鳥 西宮市 甲子園八番町２－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9113

ファイアーバード 西宮市 甲風園１－１０－８　ワークステージ西宮Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9224

やきとり家すみれ西宮北口店 西宮市 甲風園１－２－１　甲風園阪急ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5855

つくねや西北店 西宮市 甲風園１－４－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7894

ToroRosso トロロッソ 西宮市 甲風園１－４－７　谷口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4306

つくねや本店 西宮市 甲風園１－５－４４Ｆ 飲食店 JS-0004-7890

LE66PLATABLE 西宮市 甲風園１－６－１１　エイフビル１０２　 飲食店 ZN-0001-9363

BARNo．3 西宮市 甲風園１－６－５　米田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4568

磯浜 西宮市 甲風園１－６－６　　 飲食店 ZN-0001-9569

ワインバーザザ 西宮市 甲風園１－６－６　エクセル北口Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0560

SalondeM 西宮市 甲風園１－６－９　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6839

宮崎地鶏 よだきんぼ 西宮市 甲風園１－７－１　カサ・マドンナビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1168

西北チーズ 西宮市 甲風園１－７－１　カサマドンナビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3135

だんらん処真 西宮市 甲風園１－７－１　カサマドンナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9292

西北酒場力石 西宮市 甲風園１－７－１　カサマドンナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9504

桜咲くころ 西宮市 甲風園１－７－１０　橋本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9114

トップウイン 西宮市 甲風園１－７－１０　橋本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9212

salondeU 西宮市 甲風園１－７－１３　エトール５　３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6812

おととや こばやし 西宮市 甲風園１－７－９　ワークステージ西宮北口２－３Ｆ 飲食店 JS-0000-8131

MONDIAL KAFFEE328DiamondCross 西宮市 甲風園１－９－３　プラザビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1351

くし菜西宮北口店 西宮市 甲風園１－９－８　睦ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5075

ビステッカ西宮北口店 西宮市 高松町１０－８　金森ビル１０１ 飲食店 JS-0001-9098

Omar’s 西宮北口店 西宮市 高松町１０－９ 飲食店 JS-0001-0635

good spoon 阪急西宮ガーデンズ 西宮市 高松町５－２２　　 飲食店 ZN-0001-9614

炭火亭 一兆 西宮市 今在家町２－１０ 飲食店 JS-0000-2992

焼とり屋番鳥 阪神西宮店 西宮市 今在家町２－６ 飲食店 JS-0001-7117

海豚 西宮市 今在家町３－９　Ｊ・Ｅ・Ｌビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6048

喜多屋 西宮市 今津山中町７－２　 飲食店 SL-2000-0906
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CafeSanbankan 阪神今津駅店 西宮市 今津曙町１－１　エキーマ今津１Ｆ 飲食店 JS-0005-1738

ひまわり今津店 西宮市 今津曙町１－１　エキーマ今津１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9593

王道西宮北店 西宮市 山口町下山口３－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-9431

焼肉 味楽 西宮市 山口町名来２－１－２３ 飲食店 JS-0002-2218

磯家波平 西宮市 産所町１５－１ 飲食店 JS-0002-9806

カ・クチーナ・ケ・インカント 西宮市 市庭町９－１２　香櫨館Ｃ 飲食店 JS-0003-6871

る主水甲子園店 西宮市 若草町２－１０－１３　カペラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9159

KENYA 西宮市 若草町２－４－３　　 飲食店 ZN-2000-5337

パザパ 西宮市 寿町２－３５　ＫＯＷＡビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9302

YAMAZAKI 西宮市 寿町３－１３　　 飲食店 ZN-0001-9527

旬味 すゞ喜 西宮市 松ヶ丘町１０－１８　ルペール苦楽園２０１ 飲食店 JS-0002-8397

割烹 よし兆 西宮市 松原町５－２４ 飲食店 JS-0003-0175

トピナンブール 西宮市 松生町１２－２１　第２寿松ハイツ北側 飲食店 JS-0001-9715

焼肉 牛宝 西宮市 松籟荘１０－９　ブレ甲東園２Ｆ 飲食店 JS-0005-2242

生右衛門 西宮市 松籟荘１０－９　ブレ甲東園３Ｆ 飲食店 JS-0001-0166

バル 豚のひげ 西宮市 松籟荘１１－２４ 飲食店 JS-0005-1055

REAL FOOD cafe 西宮市 松籟荘８－１４　 飲食店 SL-2000-4526

鮓道喜 西宮市 上甲子園１－２－５　サンハイム上甲子園１０１ 飲食店 ZN-0001-9448

東郷商店 西宮市 上甲子園４－４－１２　上甲子園ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0728

和処 むか井 西宮市 上鳴尾町１－１１ 飲食店 JS-0004-5879

FLOURISH 西宮市 神園町１－１８ 飲食店 JS-0005-5165

鶏天 西宮市 神楽町４－２１　　 飲食店 ZN-0001-9144

フリアンディーズ 西宮市 西宮浜４－１６－１　新西宮ヨットハーバーセンターハウス 飲食店 SL-2000-1945

ラ・プチット 西宮市 西田町１－４　　 飲食店 ZN-0001-9467

Primrose Hill 西宮市 石刎町４－１ 飲食店 JS-0000-5102

Primrose Hill 西宮市 石刎町４ー１　筆丘ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7321

casual dining ta． 西宮市 相生町３－３３　パルパロ－レ夙川１Ｆ 飲食店 SL-2000-0130

夙川トリニティ 西宮市 相生町６－１ 飲食店 JS-0004-7655

焼とり吉鳥鳴尾店 西宮市 池開町１－３８　　 飲食店 ZN-0001-9313

西宮冨紗家 西宮市 池田町１０－４　　 飲食店 ZN-0001-9103

ロースト 西宮市 池田町４－２４　　 飲食店 ZN-0001-9299

お好み焼かめかめ 西宮市 池田町６－４　リーフジャルダン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9243

る主水西宮店 西宮市 池田町７－２　カーマエスパッソ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9160

焼肉 丸喜 西宮市 中須佐町１－７ 飲食店 JS-0005-1600

金剛苑 西宮市 中須佐町８－１７ 飲食店 JS-0002-3285

天ぷら 多から 西宮市 長田町１－２８ 飲食店 JS-0004-5626

炭鶏焼 だいこくさん 西宮市 津田町２－５　コーポ西宮１０３ 飲食店 JS-0001-5175

すし牧野 西宮市 津門綾羽町１－２６ 飲食店 JS-0002-8543

ステーキハウス＆レストラン五番館 西宮市 津門稲荷町１１－２５　　 飲食店 ZN-0001-9203

吉鳥 西宮北今津店 西宮市 津門稲荷町５－１０ 飲食店 JS-0002-5153

肉匠縁 西宮市 津門呉羽町３－２６　ワークヒルズ今津１０２　 飲食店 ZN-0001-9640

焼肉 将軍 西宮市 津門呉羽町３－３３ 飲食店 JS-0000-5850

鯖一今津店 西宮市 津門川町１２－１４－２ 飲食店 JS-0002-2838

お野菜ダイニング菜はれ 西宮市 田中町２－２５　まるよビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5854
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Honey Garden Cafe 西宮市 湯元町６－１０ 飲食店 JS-0003-6678

魚菜くすはら 西宮市 南越木岩町１１－１３　　 飲食店 ZN-0001-9168

江戸前すし 竹 苦楽園店 西宮市 南越木岩町１１－２１　リヴェール１－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9450

江戸前すし竹苦楽園店 西宮市 南越木岩町１１－２１　リヴェール１－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9466

御料理 はた田 西宮市 南越木岩町２－１９　苦楽園ヴィラプレミエル 飲食店 JS-0000-5924

えん座 苦楽園店 西宮市 南越木岩町２－２４　日東ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9045

よう山 西宮市 南越木岩町３－１３　アンダンテ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9129

創作お好み焼き京苦楽園店 西宮市 南越木岩町７－１７　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9277

THEBARNS 西宮市 南越木岩町８－１３　苦楽園口第一ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-9147

炭火焼とり ながたに家 西宮市 南越木岩町９－５　パルレ苦楽園１Ｆ 飲食店 JS-0002-8312

和彩むねや 西宮市 南郷町１４－４　南郷ハイツ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9356

和素材料理とお酒くさび 西宮市 南昭和町１０－１０　カサマドンナ３－Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9116

花ゆう本店 西宮市 南昭和町４－９　　 飲食店 ZN-0001-9154

つくねや能登店 西宮市 能登町４－２ 飲食店 JS-0004-7973

風屋 西宮市 馬場町２－２３－１０２　 飲食店 SL-2000-3346

レストラン ロンドン 西宮市 馬場町４－１０ 飲食店 JS-0003-0977

グルメやまおか 西宮店 西宮市 馬場町５－１ 飲食店 JS-0001-4909

酒美鶏 葛城 西宮市 馬場町６－１－２０１ 飲食店 JS-0002-0072

だしの店つみ木 西宮市 馬場町６－２０　東急ドエルアルス西宮エスタシア　 飲食店 ZN-0001-9316

山形牛焼肉北山 西宮市 柏堂町１０－１　　 飲食店 ZN-0001-9357

ThreeCodes 西宮市 櫨塚町１－１４　光永ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3316

インド料理 シュリアルナ 苦楽園 西宮市 樋之池町１６－２５ 飲食店 JS-0001-1162

アシェットデセール マルヤマ 西宮市 樋之池町２７－６９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-9297

ザ・ラグビークラブオブコウベ 西宮市 樋之池町９－１２ 飲食店 JS-0002-7083

西宮さくら亭 西宮市 分銅町１－２５　宮本ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9329

雅苑西宮 西宮市 平松町１－２　　 飲食店 ZN-0001-9507

Casa Mia cooking class Deli Cafe 西宮市 豊楽町１１－２２－１０１　 飲食店 SL-2000-4471

割烹にしい 西宮市 豊楽町１－３２　　 飲食店 ZN-0001-9378

楽 西宮市 北名次町１１－２５ 飲食店 JS-0000-0625

牛倭心伝 西宮市 鳴尾町１－３－２１　３Ｆ 飲食店 JS-0002-4722

鴻福門 西宮市 鳴尾町２－２５－２１　　 飲食店 ZN-0001-9167

串かつまるまん 西宮市 鳴尾町３－４－１０　 飲食店 SL-2000-8019

Diningcafeasia 西宮市 木津山町１１－１１　クォーターバレルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9330

酒豪伝説 てっぱん 西宮市 門戸荘１５－３　門戸ウエストビル１０２ 飲食店 JS-0004-1072

きらく寿司 西宮市 門戸荘９－１６　ネオ・デイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9107

炭焼き炙りたのくら 西宮市 里中町３－１－１２　メインステージ１０２　 飲食店 ZN-0001-9546

炭や えん 西宮市 里中町３－６－７　ピュア里中１０２ 飲食店 JS-0002-1199

心味庵 西宮市 六湛寺町１２－１０　サングリーンビル１０２ 飲食店 JS-0002-0558

酒菜や つねはる 西宮市 六湛寺町１２－１０－１０１ 飲食店 JS-0001-4549

Pub GALWAY 西宮市 和上町１－６　マルシェ１０４ 飲食店 SL-2000-3116

食楽美酒 はるか 西宮市 和上町８－５ 飲食店 JS-0001-4040

株式会社フィフティーゴー 西宮市 芦原町４－１８ ショッピング JS-0001-9438

ブティック ラ・セーヌ 西宮市 羽衣町４－２３－１０６ ショッピング JS-0005-5804

マジア 西宮市 羽衣町７－３０　夙川グリーンタウン１１０ ショッピング JS-0003-7960
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ロゼシオン kobe 夙川店 西宮市 羽衣町７－３０　夙川グリーンタウン１Ｆ ショッピング JS-0001-0164

モンロワール 夙川店 西宮市 羽衣町７－３０　夙川グリーンタウン２Ｆ ショッピング JS-0002-0911

ジェイーコ 夙川店 西宮市 羽衣町７－３０－１０１－１ ショッピング JS-0002-3400

Y’zOne．com 西宮市 丸橋町８－１００ ショッピング JS-0003-3858

RAT ★ RACE（ラット★レース） 西宮市 菊谷町１－１　ハイツ城南１０１ ショッピング SL-2000-0330

images 西宮市 久出ヶ谷町１０－４５　 ショッピング SL-2000-2273

Browness 西宮市 久出ヶ谷町１０－４８　　 ショッピング ZN-2000-0427

JIB 西宮店 西宮市 甲子園一番町７－１８　パレ一番町ビル３Ｆ ショッピング JS-0000-3705

清左衛門 西宮市 甲子園五番町１５－１６ ショッピング JS-0000-1327

primary 西宮市 甲子園口２－１６－３９－１０１ ショッピング JS-0002-1888

ランジェリーコートアンプ 西宮市 甲子園口２－４－１　　 ショッピング ZN-2000-0410

株式会社 光沢堂 西宮市 甲子園口２－６－２５ ショッピング JS-0000-7620

ZI － TA 西宮市 甲子園口３－１０－１５　奥野ビル１０３ ショッピング JS-0004-0123

nico 西宮市 甲子園口３－２６－７　甲園ハイツ２０２ ショッピング JS-0002-3101

クツショウテンコロワ甲子園店 西宮市 甲子園高潮町３－３　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-5969

コミュニティツダ 西宮市 甲子園高潮町３－３　コロワ甲子園店１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5092

プリンセスプラス 西宮市 甲子園高潮町３－３　コロワ甲子園店１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5430

ギャラリー nunokame 西宮市 甲子園高潮町３－３０　ノボテル甲子園１Ｆ ショッピング JS-0000-4129

ドイツ菓子＆カフェ カーベ・カイザー 西宮市 甲子園四番町１－３１　 ショッピング SL-2000-3340

クロロフイル甲子園美顔教室 西宮市 甲子園七番町２０－１８－３０２ ショッピング JS-0005-3423

Sea You 西宮市 甲子園浜１－２－１ ショッピング JS-0005-7923

ラナイズビーチクラブ 西宮市 甲子園浜１－２－１　 ショッピング SL-2000-9693

アルグレイ 西宮市 甲東園１－２－３　　 ショッピング ZN-0002-4516

マリーアルグレイ 西宮市 甲東園１－２－３　　 ショッピング ZN-0002-4517

アンクラフト 西宮市 甲風園１－５－１６　甲風ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6073

MSP 西宮市 高松町３－３　ジオタワ－１０１　　 ショッピング PK-0000-8456

高山堂 阪急西宮北口駅店 西宮市 高松町６－２０　阪急西宮北口駅２Ｆ改札内 ショッピング SL-2001-1661

ANTE LOPE 西宮市 高須町１－１－２　メルカードむこがわ１Ｆ ショッピング JS-0001-8574

オプティックロイヤル 西宮市 高須町１－１－２－１３０ ショッピング JS-0003-6722

チャンプ西宮店 西宮市 高木西町１１－４　　 ショッピング ZN-0002-2869

トライブダイビングスクール 西宮市 高木西町４－１６ ショッピング SL-2001-1008

カーオーディオ専門店 Adagio 西宮市 山口町下山口１－９－２４ ショッピング JS-0000-8150

株式会社三裕コーポレーション 西宮市 山口町船坂１１７　　 ショッピング ZN-2000-3661

JIB 船坂店 西宮市 山口町船坂３１０ ショッピング JS-0001-3937

戎こうせい薬局 1 西宮市 産所町１１－２０－１０５　　 ショッピング PK-0000-8209

velvety 西宮市 産所町２－６ ショッピング JS-0002-0181

タイヤガーデンルック共進 西宮市 室川町６－３１ ショッピング JS-0000-1793

コリスヤ 西宮市 若松町４－５　　 ショッピング ZN-2000-0654

ザ ショップ ジャミング 西宮市 若草町２－１１－４　ツリービュー若草１０２ ショッピング JS-0000-3981

IMIDEANDSUNS 夙川 西宮市 松下町９－８ ショッピング JS-0004-7189

リサイクルブティック ラ・リミット 西宮市 松生町１９－９　ペナト苦楽園１Ｆ ショッピング JS-0000-2284

甲東コンタクト 西宮市 松籟荘１１－９　ＢＪビル ショッピング JS-0001-9487

WASH  甲子園店 西宮市 上甲子園３－６－１７　 ショッピング SL-2001-1509

ルアーショップ 擬似餌屋 西宮市 上甲子園４－１－２ ショッピング JS-0003-4036
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まちの自転車店リコ 鳴尾店 西宮市 上田西町１－３　林ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6560

明和医療材料病院売店 西宮市 上鳴尾町４－３１ ショッピング JS-0005-3865

こがね 西宮北口店 西宮市 深津町３－２５　深津橋本ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-0966

プランツプランツプラスフラワーズ 西宮市 神園町１－１８ ショッピング JS-0001-2893

有限会社神戸マリーナ 西宮市 西宮浜１－４６ ショッピング JS-0003-7783

PAL － UP 西宮市 西宮浜１－４６　（株）トーカン内 ショッピング JS-0000-0891

Marine Shop 一点鐘 西宮市 西宮浜４－１６－１　新西宮ヨットハーバー内 ショッピング JS-0001-4017

Q’s 倶楽部 西宮市 石在町１６－２ ショッピング JS-0004-1219

86 電工 西宮市 泉町１－１－１１０６　　 ショッピング PK-0000-7985

Introduction 西宮市 相生町１１－１４ ショッピング JS-0000-3978

ゼロインターナショナル 西宮市 大屋町１２－１ ショッピング JS-0005-1122

菓子工房ダヴィンチ 西宮市 大屋町２０－９　　 ショッピング ZN-0002-5641

株式会社森岡楽器 本店 西宮市 池開町１－３５　木田ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-7084

ナチュラルスタンダード 西宮市 津門大塚町７－２６ ショッピング JS-0003-2389

こんぶ処 永楽 西宮市 南越木岩町３－１ ショッピング JS-0000-8202

クレドレスプリ 西宮市 南越木岩町５－１９　サンビオーズ苦楽園２－１－Ａ ショッピング SL-2000-3930

ラ・ペジーブル店 西宮市 南越木岩町６－７ ショッピング JS-0003-6034

KURUKURU 苦楽園店 西宮市 南越木岩町７－１３　ポニービル１０２ ショッピング JS-0002-8685

LaStella 西宮市 南越木岩町７－１８　高岡ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4551

Tennis Factory Boo 工房 西宮市 南昭和町２－１５　グリッター西宮北口１Ｆ－１０３ ショッピング JS-0003-5783

アンミロワール 西宮市 二見町４－２６ ショッピング JS-0001-3435

ベストペイント 西宮市 櫨塚町３－５　西宮ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7878

MIDORIYA 西宮市 櫨塚町５－２２ ショッピング JS-0000-0304

REAL 西宮市 樋之池町２－１５－１０５　　 ショッピング ZN-0002-2901

セラフィーノ 西宮市 樋之池町５－２０　苦楽園エコーハイツ１０２　 ショッピング ZN-0002-4309

ドッグアンドキャットサロンハナコ苦楽園店 西宮市 樋之池町８－９ ショッピング JS-0002-1219

共進タイヤ 本店 西宮市 浜脇町６－２１ ショッピング JS-0000-1794

兵庫医大ラ・メール病院売店 西宮市 武庫川町１－１ ショッピング JS-0005-3628

兵庫医大医療材料病院売店 西宮市 武庫川町１－１ ショッピング JS-0005-3851

株式会社 SHC 西宮サービスファクトリー 西宮市 分銅町７－２０ ショッピング JS-0003-6193

ルーデマレー 西宮市 北口町１－１　アクタ西宮西館２Ｆ ショッピング JS-0004-1616

ペッシュマロー 西宮北口店 西宮市 北口町１－１　アクタ西宮西館２Ｆ－Ｗ－２１０ ショッピング JS-0001-3167

ウイズ苦楽園 西宮市 北名次町１３－１６　フォルム苦楽園１Ｆ ショッピング JS-0003-0651

ガウナ－ロッホ 西宮市 名次町４－１２　むくの木ビル２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8631

こがね 鳴尾店 西宮市 鳴尾町４－１３－１８ ショッピング JS-0004-0965

鳴尾花壇 西宮市 鳴尾町４－１４－１８　　 ショッピング ZN-0002-5528

KARISTO 西宮市 門戸荘１７－４８　松本第一ビル１１１ ショッピング JS-0000-5747

山帰来 西宮市 門戸荘９－１６　ＮＥＯ－Ｄビル１Ｆ ショッピング JS-0002-3188

高山堂 西宮本店 西宮市 門前町１－１４　 ショッピング SL-2001-1909

ファンブース 西宮店 西宮市 門前町１－１６ ショッピング JS-0003-4825

いぶき調剤薬局 西宮市 薬師町８－１５　　 ショッピング PK-0000-8693

サイクルショップ リンタロウ 西宮市 里中町２－４－１ ショッピング JS-0003-0252

モリタニ薬店 西宮市 里中町３－１－７ ショッピング JS-0003-7793

ブティック PAL 西宮市 里中町３－１－７　 ショッピング SL-2000-1885
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兵庫県立西宮病院売店 西宮市 六湛寺町１３－９ ショッピング JS-0005-4034

西宮ビアン 西宮市 六湛寺町１３－９ ショッピング JS-0005-4446

ノースパインツリー 西宮市 鞍掛町９－２２ サービス JS-0000-3810

バスク 西宮市 羽衣町１０－４３　　 サービス ZN-0003-0020

RelyBonds 西宮市 羽衣町１０－５　アミスタ夙川４Ｆ　 サービス ZN-0003-1188

Ciel 西宮市 羽衣町６－１　オード夙川２０２ サービス JS-0002-4699

リフォームクラブカスタム夙川店 西宮市 羽衣町７－１６ サービス JS-0005-1329

パイン薬局 夙川店 西宮市 羽衣町７－２１－１０１ サービス JS-0002-6669

ホームドライ 夙川店 西宮市 羽衣町７－３０　夙川グリーンタウン サービス AL-0000-0326

aurinco 西宮市 羽衣町７－３８　夙川７番街ストークマンション１０５　 サービス ZN-0003-0024

なつぎ薬局 夙川店 西宮市 羽衣町７－３８－１０１ サービス JS-0001-8131

カワキ屋クリーニング 夙川店 西宮市 屋敷町２２－２３ サービス JS-0004-7772

hair studio art 西宮市 花園町１１－１７ サービス JS-0003-9220

unihair ＆ spa 西宮市 学文殿町２－７－１９　　 サービス ZN-0003-0597

HAIR MAKE VILLA 西宮市 瓦林町２３－１－１０２ サービス JS-0001-4977

なつぎ薬局 苦楽園店 西宮市 菊谷町１０－２０ サービス JS-0001-8132

OCEAN 西宮市 菊谷町１３－１７　ｂｅｓｔａｇｅ２４ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0570

h．b hairsalon 西宮市 菊谷町１３－２０　エム苦楽園１０４ サービス JS-0002-3849

KS ファクトリー株式会社 西宮市 久保町１０－１４ サービス JS-0003-5183

arbarsoi 西宮市 久保町１０－２６　メガロコープ西宮１　１０７ サービス JS-0004-2043

オンリーワン 阪神西宮店 西宮市 久保町７－１８ サービス JS-0004-6692

DISPATCH HAIR 西宮市 古川町２－２５ サービス JS-0003-6533

ＺＥＲＯＳＵＮ甲子園 西宮市 戸崎町４－２０ サービス AD-0000-0910

DISPATCH HAIR 西宮店 西宮市 戸田町２－１５ サービス JS-0002-9895

EDEN 西宮市 戸田町４－２０ サービス JS-0001-5029

SKY TRADE 西宮市 広田町１２－１８　１Ｆ サービス JS-0001-5081

カワキ屋クリーニング 高座橋店 西宮市 広田町１２－４ サービス JS-0004-7756

リンカラン オム ヘアー 西宮市 江上町７－１１　ノベラ西宮江上町１Ｆ サービス JS-0005-3218

la・tierra 西宮市 甲子園浦風町１５－２ サービス JS-0000-1610

GOLD 西宮市 甲子園浦風町８－２０　メインステージ甲子園１Ｆ－Ａ　 サービス ZN-0003-0608

まるとみクリーニング ライフ浜甲子園店 西宮市 甲子園九番町１１－６２ サービス JS-0004-8650

Hair ＆ MakeLee 甲子園店 西宮市 甲子園九番町１－２　フラットライフワーク１Ｆ　 サービス ZN-0003-0579

まるとみクリーニング 甲子園五番町店 西宮市 甲子園五番町１４－１７ サービス JS-0005-5888

よねとみ動物病院 西宮市 甲子園口２－１０－３０ サービス JS-0000-9609

アールエイチワイ西宮甲子園 西宮市 甲子園口２－１４－１４ サービス JS-0004-9589

dekujintri 西宮市 甲子園口２－４－３　　 サービス ZN-0003-0585

The － ZORI 西宮市 甲子園口３－１６－１１　小西ビル２Ｆ サービス JS-0003-9624

アレーズエスパス 西宮市 甲子園口３－２１－７ サービス JS-0005-3695

Dry Cut Japan 西宮市 甲子園口３－２１－７　 サービス SL-2000-5234

ウェルクリーニング 甲子園口店 西宮市 甲子園口３－２２－１１ サービス JS-0004-8657

and more 西宮市 甲子園口３－４－３５－１０１ サービス JS-0002-4686

SoNARsideB COBAYASHI 西宮市 甲子園口３－９－３３ サービス JS-0000-1781

DogShop D．O．G 西宮市 甲子園口６－１６－１２　リッツ甲子園Ⅱ サービス SL-2000-0056

Risel Hair 西宮市 甲子園口北町１９－１６　１Ｆ サービス JS-0001-6682
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マロン美容室 ホテルヒューイット甲子園店 西宮市 甲子園高潮町３－３０　ノボテル甲子園１Ｆ　 サービス ZN-0003-1190

S’couronne 西宮市 甲子園七番町２１－２６ サービス JS-0003-5983

Carina by Rococo Lee 西宮市 甲子園網引町４－１７　　 サービス ZN-0002-4995

アールエイチワイ音楽教室阪急甲東園 西宮市 甲東園１－５－３０　ウエストビル２Ｆ サービス JS-0004-7351

Le CASA 西宮市 甲東園１－５－３９　 サービス SL-2000-9656

リッチ ヘア 西宮市 甲東園１－５－６　損保ビル１０２　 サービス ZN-0002-7242

fresca 西宮市 甲風園１－１２－１６　それいゆ甲風園１０１ サービス SL-2000-9126

mikumariHair 西宮市 甲風園１－６－１１　１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0027

ボディラボプラス 西宮市 甲風園１－６－１１　３Ｆ サービス JS-0003-1693

走輪 LABO 西宮北口 西宮市 甲風園３－２－１６　　 サービス ZN-2000-5124

カワキ屋クリーニング 甲陽園店 西宮市 甲陽園若江町６－１６ サービス JS-0004-7760

甲陽園 桜薬局 西宮市 甲陽園西山町１－６０ サービス JS-0002-8660

KOu 西宮市 甲陽園西山町２－３－１０５ サービス JS-0000-5925

ペット倶楽部 annie 西宮市 甲陽園日之出町６－６８ サービス JS-0005-6252

なつぎ薬局 甲陽園店 西宮市 甲陽園本庄町６－３４ サービス JS-0001-8130

相生薬局 甲陽園駅前店 西宮市 甲陽園本庄町９－２０－１０１ サービス JS-0002-8661

ビューティーラボ西宮北口店 西宮市 高松町１１－１７　パルティール北口２０２　 サービス ZN-0003-0611

ペピータ 西宮市 高木西町１０－２　ジュネス北口１０２ サービス SL-2000-4830

HAPPY BEANS 西宮市 高木西町６－１９ サービス JS-0000-3411

Ban．s Hair Family 西宮市 今津山中町６－２２　グランノーブル１０１ サービス JS-0005-2799

まるとみクリーニング エキーマ今津店 西宮市 今津曙町１－１ サービス JS-0004-8649

オートクリスタル 西宮市 山口町上山口１３１３－１１６ サービス JS-0001-9010

Pet Life Support 西宮市 山口町名来１－１３－３０ サービス JS-0002-0071

わかば動物病院 西宮市 産所町１－２ サービス JS-0002-3637

まるとみクリーニング 阪急 夙川店 西宮市 若松町２－１ サービス JS-0004-8656

F．J．MADE． 西宮市 若松町３－１　リビエール夙川１０２ サービス SL-2000-9114

アッシュ犬猫クリニック 西宮市 若松町５－４　カサ夙川１Ｆ サービス JS-0000-9906

ヘアー・ギャラリー 梁 西宮市 若草町１－２－１８ サービス JS-0001-4859

HAIR MAKE ゼニス 西宮市 寿町２－２３　寿ハイツ１０１ サービス JS-0003-9025

De ー Glad 西宮市 寿町２－３５ サービス JS-0004-6903

ボンヌカリテ 西宮市 寿町３－３６　オーシャンビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0596

MABUI， 西宮市 寿町３－３６　ラメール山手１Ｆ サービス JS-0003-5248

VASTY 西宮市 寿町４－３４－１０１ サービス SL-2000-6537

ing 夙川店 西宮市 寿町５－１７　ＣＯＺＹ夙川１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0605

ホームドライ 甲子園口店 西宮市 松山町１３ サービス AL-0000-0350

Pros － Proca 西宮市 松生町１２－２０　２Ｆ サービス JS-0000-8735

CODE NAIL 西宮市 松籟荘１１－２７　２Ｆ　 サービス SL-2001-1040

hair Ochi Cochi 西宮市 松籟荘８－６－１０２ サービス JS-0000-8458

BeautyLabo 関学前店 西宮市 上ヶ原六番町１－２２　　 サービス ZN-0003-0598

Dog salon grace 西宮市 上甲子園１－２－２３　ルモン上甲子園１０３ サービス JS-0000-5517

株式会社 SF オートサービス 西宮市 上甲子園３－１－３ サービス JS-0003-4109

Rebecca 西宮市 上大市１－１０－９　　 サービス ZN-0003-0573

まるとみクリーニング 関西スーパー鳴尾店 西宮市 上田西町２－３６ サービス JS-0004-8662

J salon 西宮市 上田中町４－２９ サービス JS-0004-2689
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フォトスタジオ Aimer 西宮市 城ヶ堀町２－２２　早川総合ビル２０５ サービス JS-0002-4561

BEX 西宮市 城ヶ堀町３－１６　ファインキャッスル城ケ堀１Ｆ サービス JS-0002-1067

Anri 西宮市 西宮浜４－１４－２　マリナパセオ２Ｆ サービス JS-0005-8842

SKY AUTOMOBILE 西宮市 西波止町１－１６－２ サービス JS-0003-8353

PRIME AUTO SERVICE 西宮市 青木町１－２８ サービス JS-0003-7817

ドッグセレクトショップ Queue 西宮市 石刎町８－１１　コータース苦楽園１Ｆ　 サービス SL-2000-0968

ムーラン ヘアーライフサロン 西宮市 段上町１－６－４ サービス JS-0000-1607

ハリミツクリーニング コープ西宮店 西宮市 池田町１１－１ サービス JS-0004-1228

Hair ＆ MakeLee 西宮店 西宮市 池田町９－７　フレンテ西館１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0580

KsarisarihairSMILE 西宮市 中前田町７－３２　アルカサル愛希１Ｆ　 サービス ZN-0003-0018

まるとみクリーニング 阪急今津店 西宮市 津門呉羽町３－４１ サービス JS-0005-5929

山中商会 西宮市 津門大塚町７－２２ サービス JS-0001-0514

ミライロ－ド 西宮店 西宮市 東町２－４－２７ サービス JS-0003-4613

ネイルサロン マニフィーク 西宮市 南越木岩町１３－３　イングビル１Ｆ サービス JS-0003-9350

ホームドライ 苦楽園店 西宮市 南越木岩町５－２３　松屋ビル内 サービス AL-0000-0325

むつみ薬局 西宮市 南越木岩町５－３　夙川ガーデンズ１０３ サービス JS-0004-2792

神戸トアロード中央整体苦楽園口 西宮市 南越木岩町６－２０　ファミーユ苦楽園１Ｆ サービス JS-0001-2358

Beau 骨盤鍼灸整骨院 西宮市 南越木岩町６－７ サービス JS-0003-3562

神戸トアロード中央整体西宮北口 西宮市 南昭和町２－３０　山下ビル５Ｆ サービス JS-0001-2357

Alegria 西宮市 南昭和町２－３４　フルーツベアー３Ｆ サービス JS-0001-6517

Hair ＆ MakeLeeinnocenc 西宮市 南昭和町３－２３　フジサワビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0581

Doris 西宮市 南昭和町９－１０　タムラビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-2247

ウェルクリーニング 甲子園口北店 西宮市 二見町１２－１８ サービス JS-0005-5891

ひまわり薬局 西宮市 馬場町１－９ サービス JS-0003-6997

カーコレクション ルート 66 西宮市 樋ノ口町１－１０－１ サービス JS-0003-5366

ハリミツクリーニング 苦楽園店 西宮市 樋之池町２１－３０ サービス JS-0004-1225

カワキ屋クリーニング 苦楽園店 西宮市 樋之池町２－１５ サービス JS-0004-7763

白星社クリーニング 苦楽園支店 西宮市 樋之池町２２－３２　フェイム１３ サービス JS-0004-3413

明成堂整骨院 西宮市 樋之池町２２－７　エンゼルライフ１０３ サービス JS-0003-4526

DISPATCH HAIR 今津店 西宮市 浜松原町１－２６ サービス JS-0003-6536

ホームドライ マルナカ西宮店 西宮市 浜松原町２１－１　山陽マルナカ西宮店１Ｆ サービス AL-0000-0309

クリーニング アルファ 西宮浜町店 西宮市 浜町３－１０ サービス JS-0004-8634

KS ファクトリー 浜倉庫店 西宮市 浜町９－５ サービス JS-0003-6344

JeuneHommeLINGKARAN 西宮市 分銅町１－５　ジュネス夙川１０１ サービス JS-0005-3219

サロン ヴィジン ニューヨーク 西宮市 分銅町７－１５　　 サービス ZN-0002-7400

SHC 西宮ファクトリー〔レンタカー〕 西宮市 分銅町７－２０ サービス JS-0003-8312

はぴねす鍼灸整骨院 西宮 西宮市 北口町１－２　ＡＣＴＡ西宮東館１Ｆ サービス JS-0003-3661

まるとみクリーニング アクタ西宮店 西宮市 北口町１－２　アクタ西宮東館１Ｆ サービス JS-0005-5845

RelyNoble 西宮市 北口町３－１６　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-5359

BOASORTEhair 西宮市 名塩新町５－３　ブランズ西宮名塩リビオマークス１Ｆ サービス JS-0000-1876

ヒロ動物病院 西宮市 鳴尾町４－４－１０ サービス JS-0002-4712

スキルボックス 西宮市 鳴尾浜２－１－２９ サービス JS-0002-2456

U － Know 西宮市 門戸荘１５－１１　清水ビル２Ｆ　　 サービス ZN-0002-7404

Aarc 西宮市 門戸荘１７－３５　れじれんしあ門戸１０１ サービス JS-0001-0640
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Luccica 西宮市 門戸荘１７－４８－１０２ サービス JS-0005-0782

エステ Serenity 西宮市 門戸東町３－５７　モンディパレス２０３ サービス SL-2000-1283

リペアラボ 西宮店 西宮市 薬師町２－２５７ サービス JS-0003-7339

鳴尾ぴっと骨盤整体院 西宮市 里中町２－１－７ サービス JS-0004-4105

lys 西宮市 里中町３－１－１２　メインステージ１Ｆ サービス SL-2000-4731

FreA 西宮市 里中町３－６－７　ピュア里中２Ｆ－Ｂ サービス JS-0000-5178

ApiuzHair 西宮北口 西宮市 両度町６－３１　プラザ北口１Ｆ　　 サービス ZN-2000-6183

tetenor 西宮市 和上町１－２８　デュプレ１Ｆ サービス JS-0001-7557

JEDI 西宮市 和上町６－１０　サンパールビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0612

Solus 西宮市 和上町８－１７　ノエルニシノミヤエキマエ１Ｆ　 サービス ZN-0002-7413

カラオケワンダーランド 西宮市 鳴尾町１－３－２１ エンターテインメント JS-0002-3409

Most Lovely Things 西宮市 久出ケ谷町１０－４０　 その他 SL-2000-4785

タイガースフィットネスクラブ ラフィット 西宮市 甲子園七番町１－２７ その他 JS-0004-3894

アソシエ薬局 西宮市 甲子園七番町１９－１３　グランドパレス その他 SL-2000-9584

ペットメイト 西宮店 西宮市 高木東町３１－３３ その他 JS-0005-7183

相談薬局アール堂 西宮市 今津曙町１－９　 その他 SL-2001-0490

仔犬広場 PePe 西宮市 山口町名来１－１－２２ その他 JS-0000-7649

Wink・Link コンタクト 西宮市 田中町３－１－２０７　 その他 SL-2000-5758

カラオケ おさるの村 西宮市 六湛寺町１－１３ その他 JS-0004-8582


