
1 2020/8/18

［神戸市須磨区／垂水区］
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旬魚旬菜 おおみわ 神戸市須磨区 行幸町１－２－４ 飲食店 JS-0004-5578

NORTHSHORE 須磨ヨットハーバー店 神戸市須磨区 若宮町１－１－４ 飲食店 JS-0004-2501

鮮串ダイニングかでん 神戸市須磨区 大黒町１－２－１５　　 飲食店 ZN-0001-9497

椛八 神戸市須磨区 大田町２－４－１３　井上ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6846

オステリアガッティーニャ 神戸市須磨区 大田町３－４－２５　グレイスハイツ板宿１０５　 飲食店 ZN-0001-4659

藍家 神戸市須磨区 白川台６－２３－２　ルナドーム１Ｆ 飲食店 JS-0003-2619

lie2 軒 神戸市須磨区 飛松町１－６－７ 飲食店 JS-0002-7085

キッチンルーム ペルシャ 神戸市須磨区 平田町１－１－８ 飲食店 JS-0005-9523

韓家 神戸市須磨区 平田町３－２－１３　シンプルライフイタヤド２Ｆ 飲食店 JS-0001-6672

バイキング左近 須磨店 神戸市須磨区 妙法寺ぬめり石１－４ 飲食店 JS-0002-3681

クリ－ニング　レック　月見山店 神戸市須磨区 月見山本町２－４－６　　 ショッピング PK-0000-7648

ハーレーダビッドソン テイク 須磨 神戸市須磨区 古川町３－２－１６ ショッピング JS-0000-5536

びっくでぃっしゅゴルフスタジオ 神戸市須磨区 寺田町３－１－３４ ショッピング JS-0002-6578

有限会社足立商店 神戸市須磨区 車獅堀１０６２－６ ショッピング JS-0004-8675

マリンショップ グッドスピード 神戸市須磨区 若宮町３－３－１４－１０６　 ショッピング SL-2000-1641

ふとんの西本 神戸市須磨区 須磨浦通４－７－８ ショッピング JS-0003-6598

こがね板宿店 神戸市須磨区 前池町２－２－７ ショッピング JS-0004-0861

LIBERTY 神戸市須磨区 多井畑東町１５－５　まつおかアニマルクリニック２Ｆ ショッピング JS-0000-7573

ひづめや 神戸市須磨区 飛松町２－２－７　 ショッピング SL-2001-0217

Noble 神戸市須磨区 飛松町２－３－８ ショッピング JS-0002-0843

アントワープ須磨板宿店 神戸市須磨区 飛松町３－１－４　 ショッピング SL-2000-3304

ボック東須磨本店 神戸市須磨区 堀池町２－１－２５ ショッピング JS-0001-5837

Piece by Piece 神戸市須磨区 妙法寺津江田９３７－１ ショッピング JS-0001-7087

Marche 神戸市須磨区 磯馴町６－２－５　シーサイドシャトー須磨１０８ サービス JS-0001-1124

hairMieze 神戸市須磨区 稲葉町４－１－５　　 サービス ZN-0002-9803

妙法寺鍼灸整骨院 神戸市須磨区 横尾１－５　リファーレ横尾 サービス JS-0002-4300

FELIX for MEN 神戸市須磨区 菊池町２－１－１　１Ｆ サービス JS-0001-0273

ホームドライ 高倉台店 神戸市須磨区 高倉台４－２　近隣センター内 サービス AL-0000-0303

インフィニィト板宿店 神戸市須磨区 戎町３－１－８－１０１　　 サービス ZN-0003-0571

yves 神戸市須磨区 須磨浦通４－５－１５ サービス JS-0003-7099

SALONDEREEFUR 神戸市須磨区 須磨浦通５－１－１６　２Ｆ　 サービス ZN-0002-7412

ホームドライ 名谷駅前店 神戸市須磨区 西落合１－１－１１ サービス AL-0000-0305

ホームドライ プラザ店 神戸市須磨区 西落合５－１３　おちあいプラザ内 サービス AL-0000-0281

HAIRS AVANCER 神戸市須磨区 前池町３－１－３　森ビル２Ｆ サービス JS-0005-0107

クリーニング アルファ 板宿店 神戸市須磨区 前池町３－４－１ サービス JS-0004-8639

まつおかアニマルクリニック 神戸市須磨区 多井畑東町１５－５ サービス JS-0000-7656

白星社クリーニング 名谷支店 神戸市須磨区 中落合２－２－１　須磨パティオ専門店３番館１Ｆ サービス JS-0004-3409

美容室 シンク 神戸市須磨区 白川台２－４４－２６ サービス JS-0000-5252

Calm 神戸市須磨区 白川台６－１７－５　シャトレ白川台１０２ サービス JS-0003-3355

キミ・ロイヤル板宿店 神戸市須磨区 平田町２－２－２　稲岡ビル２Ｆ サービス AL-0000-0138
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ステララヴェスト 神戸市須磨区 北落合１－１－４　白川コーポレーション２Ｆ　 サービス ZN-0002-7405

ホームドライ 北落合店 神戸市須磨区 北落合４－５　名谷北センタ－ サービス AL-0000-0304

Antique bis 神戸市須磨区 堀池町２－１－２８ サービス JS-0000-0414

兵庫メグロ株式会社 神戸市須磨区 妙法寺谷田１１６７－３ サービス JS-0005-8941

株式会社 ホームドライ 神戸市須磨区 弥栄台３－３－５ サービス AL-0000-0289

カラオケサウンドフラッシュ板宿店 神戸市須磨区 戎町３－５－１５ エンターテインメント JS-0001-5816

株式会社人形の日伸 神戸市須磨区 須磨浦通２－３－２５　 その他 SL-2000-4321

NBS PET 神戸市須磨区 大田町２－１－１４　ヴィラ板宿１Ｆ その他 JS-0000-5462

有限会社ペット・プラザ 本店 神戸市須磨区 平田町３－２－１１ その他 JS-0002-7945

あしゃぎはやりや垂水駅前店 神戸市垂水区 宮本町３－２９　ロイヤル垂水１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9184

炙り酒場 GORILLA 神戸市垂水区 宮本町４－８　　 飲食店 ZN-0001-9223

ミンミン垂水店 神戸市垂水区 神田町１　モルティ垂水１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6138

匠晴 神戸市垂水区 神田町２－１５ 飲食店 JS-0004-8457

肉バル La Shomon 神戸市垂水区 神田町４－１０ 飲食店 JS-0003-0136

羅生門 本店 神戸市垂水区 星が丘１－４－４４ 飲食店 JS-0003-0240

とりとん 神戸市垂水区 天ノ下町４　ウェステ垂水２１４ 飲食店 JS-0001-6025

味鉄 舞子店 神戸市垂水区 東舞子町２－２１　 飲食店 SL-2001-0854

和料理 と魚 神戸市垂水区 日向１－５－１　レバンテ垂水２番館１２２ 飲食店 JS-0002-9724

美味肴処 Nori 神戸市垂水区 日向１－５－１　レバンテ垂水２番館１２３ 飲食店 JS-0004-1524

舞子串の助 神戸市垂水区 舞子坂３－２－１３　 飲食店 SL-2000-9557

錦わらい垂水店 神戸市垂水区 舞多聞東１－１０－５　　 飲食店 ZN-0001-9121

呑み処ダイニング笑夢 神戸市垂水区 福田４－５－１８ 飲食店 JS-0005-0813

くずし割烹 ZUTTO 神戸市垂水区 平磯４－４－１６　川本第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9620

ろくなな 神戸市垂水区 平磯４－４－３　イングビル１F・２F 飲食店 JS-0004-9241

炭火焼鶏 じろう 垂水店 神戸市垂水区 平磯４－５－５　ビラノーブル３Ｆ 飲食店 JS-0005-7879

かっぱ寿し 神戸市垂水区 名谷町８４１－１　サンシャイン名谷　 飲食店 ZN-0001-9165

［HC］有限会社島田電器 神戸市垂水区 霞ヶ丘４－１－２４ ショッピング JS-0001-8179

CHANGEMENTSDESAISON 神戸市垂水区 小束山手２－２－１　ブランチ神戸学園都市１Ｆ ショッピング JS-0001-3412

ORIENTAL GARDEN 神戸市垂水区 小束山手２－２－１　ブランチ神戸学園都市１Ｆ ショッピング JS-0002-6756

More モア 神戸市垂水区 神田町１－２０ ショッピング JS-0003-7923

お宝ジョニーモルティたるみ店 神戸市垂水区 神田町１－２０　モルティたるみ東館 ショッピング JS-0005-5133

天然石＆中国茶 Lin 垂水店 神戸市垂水区 神田町１－２０　モルティ垂水 ショッピング JS-0003-3362

ルートアン 垂水店 神戸市垂水区 神田町４－２１ ショッピング JS-0001-8792

モーターサイクルサポート FUN 神戸市垂水区 大町５－３－９ ショッピング JS-0000-2074

ユーズドセレクトショップ LIFETIME 神戸市垂水区 中道２－１－２５　ハッピーコート垂水１Ｆ ショッピング JS-0000-7902

タルショク 神戸市垂水区 天ノ下町１－１　ウエステビル１６２ ショッピング JS-0000-2857

LEBENS FREUDE 神戸市垂水区 東舞子町１０－１　Ｔｉｏ舞子３Ｆ東３０３－１ ショッピング JS-0003-0181

森の雫＆コスメガーデンとくや 神戸市垂水区 日向１－４　レバンテ垂水１番館１Ｆ－１０５ ショッピング SL-2000-4774

神戸珈琲物語 垂水店 神戸市垂水区 日向１－４－１　レバンテ垂水１号館１Ｆ ショッピング JS-0003-5381

くるみ 神戸市垂水区 日向１－４－１　レバンテ垂水１番館１１８　 ショッピング ZN-0002-4545

江戸屋本丸 神戸市垂水区 日向１－４－１　レバンテ垂水１番館１Ｆ１２５－２ ショッピング SL-2001-0233

7BRIDGE ブルメール舞多聞店 神戸市垂水区 舞多聞東２－１－４５　２Ｆ ショッピング JS-0000-8157

CogiCogi 舞多聞店 神戸市垂水区 舞多聞東２－１－４５　ブルメール舞多聞１Ｆ ショッピング JS-0003-2007

シアン ドゥ ローズ 神戸市垂水区 本多聞３－１１－５　２Ｆ ショッピング JS-0000-0524
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SHOESSHOP SKY 神戸市垂水区 陸ノ町１－２５　 ショッピング SL-2000-6404

テアトロテンダ 神戸市垂水区 陸ノ町２－６　　 ショッピング ZN-2000-0470

パームスプリングス 神戸市垂水区 陸ノ町７－２２　　 ショッピング ZN-2000-3232

アンヴィゴ・プラス 神戸市垂水区 塩屋台１－１４－１ サービス JS-0003-0219

テキパキ 神戸市垂水区 塩屋町４－３－４０　竹内マンション２０１ サービス JS-0005-0449

海神社の写真館　スタジオ GRACE 神戸市垂水区 宮本町５－１　海神社わたつみ会館１Ｆ　 サービス PK-0000-9022

ホームドライ ブランチ店 神戸市垂水区 小束山２－２－１　Ｂ１Ｆ サービス AL-0000-0293

グラン・ムーン 神戸市垂水区 星陵台１－１－１４ サービス JS-0002-5817

ホームドライ Focus 星陵台店 神戸市垂水区 星陵台４－１－５ サービス AL-0000-0345

ホームドライ 星陵台店 神戸市垂水区 星陵台４－４－３１ サービス AL-0000-0298

KOA HAIR ROOM 神戸市垂水区 西舞子２－１－４６　日成ハウジング１Ｆ サービス JS-0003-3101

かみよし動物病院 神戸市垂水区 川原３－１－９　コスミック１Ｆ サービス JS-0001-4466

凛 神戸市垂水区 天ノ下町１０－２０ サービス JS-0001-6121

ホームドライ ウエステ店 神戸市垂水区 天ノ下町１－１ サービス AL-0000-0278

広田クリーニング 明舞店 神戸市垂水区 南多聞台１－６－１５ サービス JS-0005-5174

ホームドライ レバンテ店 神戸市垂水区 日向１－４－１－１２６ サービス AL-0000-0279

archive 神戸市垂水区 日向２－２－４－２０１－２ サービス JS-0000-7637

舞子ペットクリニック 神戸市垂水区 舞子坂３－３－８ サービス JS-0003-7463

CLAIR 神戸市垂水区 舞子台８－８－２ サービス JS-0002-1790

Asterism 神戸市垂水区 福田２－４－５－１０１　 サービス SL-2000-0433

グランド・ルー 神戸市垂水区 平磯１－３－６　神戸愛犬美容専門学院内 サービス SL-2000-2646

Quiche 神戸市垂水区 本多聞１－６－８－１０１ サービス JS-0001-4762

torino ottimo 神戸市垂水区 本多聞２－１０－７ サービス JS-0002-5481

BERAghair 神戸市垂水区 本多聞３－１－４　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0539

フォレスター動物病院 神戸市垂水区 本多聞３－５－６ サービス JS-0003-3264

英國屋 桃山台店 神戸市垂水区 名谷町２５６９－７ サービス AL-0000-0261

ホームドライ 関西スーパー名谷店 神戸市垂水区 名谷町向井畑３４８７－２ サービス AL-0000-0306

ビューティーラボノバ垂水店 神戸市垂水区 陸ノ町１－２－２　ＴＲＥＹビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-3298

楽雀 神戸市垂水区 宮本町３－３１　桝井ビル２Ｆ その他 JS-0002-2454

あいほん道 垂水店 神戸市垂水区 清水が丘３－５－１４　パレ清水が丘１０２ その他 SL-2000-9570

和牛炭火焼肉おおはし 神戸市垂水区 東舞子町７－１７　 その他 SL-2000-6428


