
▼たつの市 ▼三木市 ▼三田市

▼丹波市 ▼丹波篠山市 ▼伊丹市

▼佐用郡佐用町 ▼八幡市 ▼加古川市

▼加古郡播磨町 ▼加古郡稲美町 ▼加東市

▼加西市 ▼南あわじ市 ▼多可郡多可町

▼姫路市 ▼宍粟市 ▼宝塚市

▼小野市 ▼尼崎市 ▼川西市

▼川辺郡猪名川町 ▼揖保郡太子町 ▼明石市

▼朝来市 ▼洲本市 ▼淡路市

▼相生市 ▼神崎郡神河町 ▼神崎郡福崎町

▼神戸市中央区 ▼神戸市兵庫区 ▼神戸市北区

▼神戸市垂水区 ▼神戸市東灘区 ▼神戸市灘区

▼神戸市西区 ▼神戸市長田区 ▼神戸市須磨区

▼美方郡新温泉町 ▼美方郡香美町 ▼芦屋市

▼西宮市 ▼西脇市 ▼豊岡市

▼赤穂市 ▼養父市 ▼高砂市
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

吉田水産 たつの市 御津町室津１０３４－３３ ショッピング

津田宇水産 たつの市 御津町室津８５０ 飲食店

和風レストラン こなか たつの店 たつの市 揖保川町原７８７－４ 飲食店

焼肉力 相生店 たつの市 揖保川町大門２－１ 飲食店

焼肉 よりよい たつの店 たつの市 揖保川町正條１６－２１ 飲食店

肉の山喜 たつの市 新宮町仙正９３ ショッピング

大黒屋丹治 たつの市 新宮町觜崎３３１－１ 飲食店

ギフトパーク コーヤマ たつの市 龍野町四箇３９－５ ショッピング

すし官太　竜野店 たつの市 龍野町堂本３７１－３ 飲食店

JA兵庫西 旬彩蔵たつの たつの市 龍野町堂本７０４ ショッピング

ヒラキ 龍野店 たつの市 龍野町大道新開キ５７４ ショッピング

焼肉力 たつの店 たつの市 龍野町末政大町１３－１２ 飲食店

珈琲の店 ぶれんど 三木市 別所町高木８３ー１ 飲食店

お多福 三木市 大２－１－１１ 飲食店

張家 三木店 三木市 大村１－３－３ 飲食店

スイーツガーデンフジキ洋菓子販売 三木市 大村１－６ 飲食店

和牛亭和さび 三木市 大村１１２７　とんとん・ど・みき　１Ｆ 飲食店

すし官太 三木店 三木市 大村１１４ 飲食店

酒スーパー 足軽三木店 三木市 大村１３－３ ショッピング

WHATNOT H．S． 三木市 大村５３０ ショッピング

ながさわ 三木店 三木市 府内町２－２４ 飲食店

アバンティブックセンター三木志染店 三木市 志染町広野１－１０５－１ ショッピング

ワークショップオオツキ 三木店 三木市 志染町広野５－２５５ ショッピング

ごちそう村 三木青山店 三木市 志染町青山３－１４－２ 飲食店

川久 三木市 本町３丁目３－１７　 飲食店

三木金物展示館 三木市 福井字三木山２４２６先 ショッピング

ビッグマート浅井商店 三木市 緑が丘町西２－２－３ ショッピング

レックスロア 三田市 あかしあ台１－４９－１ サービス

アロハカフェパイナップル三田店 三田市 あかしあ台４－１４－２ 飲食店

SARAJU 三田店 三田市 けやき台１－１０－１　センチュリープラザ　
Ｃ サービス

お好み焼 偶 三田ウッディタウン店 三田市 けやき台１－７ 飲食店

業務スーパー 三田けやき台店 三田市 けやき台１－７ ショッピング

錦わらい三田ウッディタウン店 三田市 すずかけ台３－２ 飲食店

オフハウス 三田店 三田市 すずかけ台４－１２－１ ショッピング
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デレクミュージックサービス 三田市 三田町３０－１３ ショッピング

おゝみや三田店 三田市 三輪１－１３－３５ ショッピング

焼肉ひまわり 三輪本店 三田市 三輪４－６－１０ 飲食店

株式会社 山本自動車 三田市 下井沢５５４－４ サービス

多恵 三田市 下深田７５０－５ 飲食店

そばとフレンチ 仁木家 三田市 下田中７５３－１ 飲食店

肉のマルセ 三田市 下相野３０６－３ ショッピング

三牛志 藍屋 三田市 下相野３１９－２２ 飲食店

業務スーパー 三田中央店 三田市 中央町１９－２３ ショッピング

ecia 三田市 中央町３－１３ サービス

OLIVE hair feel 三田市 中央町９－２７ サービス

丸優 三田市 南が丘２－１５－３５ ショッピング

丹波屋 本店 三田市 南が丘２－２－２１ ショッピング

サント・アン 三田市 南が丘２－７－１０ 飲食店

Barnshelf 三田市 大原１５８７－９ ショッピング

焼肉レストランひまわり三田大原店 三田市 大原３０ 飲食店

svago hair 三田市 天神１－１－６　２Ｆ サービス

ままごとや 三田市 天神２丁目４－１５　 飲食店

赤から 三田店 三田市 対中町２５－２０ 飲食店

アストロプロダクツ 三田店 三田市 対中町９－７ ショッピング

FReeYCafe 三田市 川除１４４－１８ 飲食店

パスカルさんだ一番館 三田市 川除６７７－１ ショッピング

パスカルさんだフラワー店 三田市 弥生が丘１－１－２　サンフラワービル　１Ｆ ショッピング

NISHIYAMA 三田フラワータウン店 三田市 武庫が丘７－１ ショッピング

三田屋本店 三田市 武庫が丘７－５ 飲食店

韓国創作料理 泰治 三田市 西山２－２８－２　ロイヤルスクエアＡ１０１ 飲食店

モードケイズ LUZ 三田市 駅前町１１－１　レバンテ三田　１Ｆ サービス

炭焼ホルモン水産 三田市 駅前町３－１０－１０８ 飲食店

大衆焼肉やまだ 三田市 駅前町８－１ 飲食店

三福 三田市 駅前町８－３９ 飲食店

山名酒造株式会社 丹波市 市島町上田２１１ ショッピング

ココモ春日店 丹波市 春日町七日市６４８ ショッピング

ジュンテンド－ 兵庫春日店 丹波市 春日町黒井２２３０－１ ショッピング

肉の丹波屋 丹波市 柏原町南多田４７２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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丹波旬菜田舎家 丹波市 柏原町柏原１６８－２ 飲食店

パティスリーカフェカタシマ丹波店 丹波市 柏原町柏原３０８３ 飲食店

明正堂 丹波市 柏原町柏原７１　 ショッピング

オ－ディン丹波店 丹波市 柏原町母坪４０８－２　 ショッピング

オーディン 丹波店 丹波市 柏原町母坪４０８－２ ショッピング

ジュンテンドー 柏原店 丹波市 柏原町田路１２３－１ ショッピング

JA丹波ひかみ とれたて野菜直売所 丹波市 氷上町市辺４４０ ショッピング

すし官太 氷上店 丹波市 氷上町本郷４８９－３ 飲食店

工房　木楽屋 丹波市 氷上町桟敷２１８　 ショッピング

魚菜うえぱら 丹波篠山市 中野７６－４ 飲食店

ファミリーダイニング パラパラ 丹波篠山市 中野７９－１ 飲食店

おゝみや 本店 丹波篠山市 乾新町４０ ショッピング

昭和百景館ささやまや 丹波篠山市 二階町５８－２ ショッピング

ぼたん亭 丹波篠山市 二階町５８－８ 飲食店

近又 丹波篠山市 二階町８１ 飲食店

丹波栗菓匠大福堂 本店 丹波篠山市 北新町１２１－１ ショッピング

大正ロマン館 丹波篠山市 北新町９７ ショッピング

ほろ酔い城下蔵 丹波篠山市 呉服町４６ ショッピング

四旬 丹波篠山市 杉２６４ 飲食店

諏訪園 インター店 丹波篠山市 杉字三反町１６４－２ 飲食店

牛屋 たなか 丹波篠山市 東吹１８１８－９ 飲食店

味土里館 直売所 丹波篠山市 東吹９４２－１ ショッピング

廣岡揮八郎の三田屋 篠山インター店 丹波篠山市 東吹飛地の坪１８１５－１ 飲食店

器とくらしの道具ハクトヤ 丹波篠山市 河原町１２１－１ ショッピング

狩場一酒造株式会社 丹波篠山市 波賀野５００ ショッピング

カフェカモット 丹波篠山市 立町９１　 飲食店

奥栄 丹波篠山市 藤岡奥４９２－５ 飲食店

Mimosa　cafe 丹波篠山市 黒岡１７－７　 飲食店

特産館ささやま飲食店 丹波篠山市 黒岡７０－１ 飲食店

焼肉いちりき 伊丹市 中央１－６－４ 飲食店

セーヌ・ドゥ 伊丹市 中央１－７－１３　田中ビル　２Ｆ サービス

玄品 伊丹 伊丹市 中央１－８－１７ 飲食店

靴のナカガワ 伊丹市 中央１丁目１－１　伊丹ショッピングデパ－ト
２階 ショッピング

すし善 伊丹市 中央２－９－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Pasta＆Pizzeria Creo 伊丹市 中央２－９－２９　パセオ三軒寺通２０１ 飲食店

韓国厨房尚州本店 伊丹市 中央２丁目９－２９　パセオ三軒寺通り１Ｆ 飲食店

老松直売所 伊丹市 中央３－１－８ ショッピング

アンシャンテ 伊丹市 中央３－２－２７ 飲食店

en rise hanare 伊丹市 中央３－２－２７　２Ｆ サービス

白雪ブルワリービレッジ長寿蔵 伊丹市 中央３－４－１５ 飲食店

白雪長寿蔵ブルワリーショップ 伊丹市 中央３－４－１５ ショッピング

鉄板居酒屋こしん 伊丹市 中央４丁目３－２０　池信第３ビル１０２ 飲食店

BistroDOOR 伊丹市 中央５－２－１９ 飲食店

en rise hair 伊丹市 伊丹１－８－２６　１Ｆ サービス

やきとり大吉JR伊丹店 伊丹市 伊丹２－５－８－１０７　やきとり大吉アリオ
２ 飲食店

バイクワールド伊丹店 伊丹市 北伊丹５－９６－１ ショッピング

アストロプロダクツ 伊丹店 伊丹市 北本町２－２６４ ショッピング

スマイル阪神 伊丹市 北本町３－５０ ショッピング

肉料理屋 虎次郎 伊丹市 千僧３－１４０　ヴィラメープル　１０２ 飲食店

プロキャット 伊丹市 堀池３－６－１７ ショッピング

山中育樹園株式会社 伊丹市 大野３－２６ ショッピング

株式会社スーパー王子 安堂寺店 伊丹市 安堂寺町７－３３－１ ショッピング

ニッコー 伊丹店 伊丹市 宮ノ前２－１－３　伊丹みやのまち４号館　１
Ｆ ショッピング

つゆき 伊丹支店 伊丹市 寺本６－８６－１ ショッピング

お好み焼は ここやねん 伊丹山田店 伊丹市 山田４－８－４３ 飲食店

grace by afloat 伊丹 伊丹市 山田５－１－７ サービス

焼肉壱番太平樂 伊丹山田店 伊丹市 山田５－８－６ 飲食店

びっくりドンキー 伊丹店 伊丹市 広畑２－２２－１ 飲食店

海鮮旬菜旨し酒縁en 伊丹市 昆陽３－２４８－１ 飲食店

すし一流 伊丹店 伊丹市 昆陽６－１２４－１ 飲食店

株式会社スーパー王子 伊丹店 伊丹市 昆陽南５－４－１３ ショッピング

おかず倶楽部 伊丹市 桑津２丁目１－１０　 ショッピング

音羽茶屋 新伊丹店 伊丹市 梅ノ木６－７－１４ 飲食店

のらや 伊丹店 伊丹市 瑞穂町１－９ 飲食店

MEGAMI　SALON 伊丹市 緑ヶ丘１丁目２８４－１０　 サービス

PEGOPA 伊丹市 緑ヶ丘６－６４－１ 飲食店

リサイクルショップ ドリーム 荒牧店 伊丹市 荒牧５－３－７ ショッピング

BELLEDONNA 伊丹市 西台１－１－１　阪急伊丹リータ　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とよす伊丹店 伊丹市 西台１－１－１　阪急伊丹リータタミータウン
　１Ｆ 飲食店

鳥源 伊丹市 西台３－１－２０－１０１　シャーメゾン井上 飲食店

BabyFairy伊丹店 伊丹市 西台３－９－１６　ラージルエット　１Ｆ サービス

現金問屋 伊丹店 伊丹市 西野５－１７２ ショッピング

ブックスユートピア野間店 伊丹市 野間北３－２－２ ショッピング

キーポイント 北伊丹店 伊丹市 鋳物師５－５６ ショッピング

みやび珈琲 伊丹市 鴻池７－３－８　伊丹ミリオンタウン　１Ｆ 飲食店

アグロガーデン 佐用店 佐用郡佐用町 円應寺８６ ショッピング

道の駅　宿場町ひらふく 佐用郡佐用町 平福９８８－１ 飲食店

アップガレージ 京都八幡店 八幡市 八幡水珀２４－１ ショッピング

焼肉茶屋 功庵 加古川市 八幡町船町２０ 飲食店

ふぁ〜みんSHOP八幡 加古川市 八幡町船町２０ ショッピング

サイクルライフハリマ 加古川市 別府町宮田町５４番地栄光ビル１０３号 ショッピング

とんかつ　きりしま 加古川市 別府町新野辺１１５０－１１　 飲食店

志方亭 加古川市 別府町新野辺北町６－４３ 飲食店

オフハウス 加古川別府店 加古川市 別府町緑町２２ ショッピング

鮨 与多呂 加古川市 加古川町北在家２５００ 飲食店

レストランポム・ココット 加古川市 加古川町北在家２６７４　セポワ－ル加古川一
階 飲食店

Portal hair dressing 加古川市 加古川町北在家５４９－１ サービス

ステフォレ 加古川市 加古川町北在家７９３－１ ショッピング

らーめん八角 加古川店 加古川市 加古川町南備後３９－１ 飲食店

ケーキ屋ポレポレ 加古川市 加古川町友沢１５－１　プラスパァ・Ｆ　１Ｆ 飲食店

ジーンズステーション 加古川店 加古川市 加古川町友沢３９５－１ ショッピング

加古川ワインバル 加古川市 加古川町寺家町１６３－６ 飲食店

ブロッサム フラン 加古川市 加古川町寺家町１７３－１１ ショッピング

炭火焼肉ごえ門加古川店 加古川市 加古川町平野３１３－１ 飲食店

TOP401 加古川市 加古川町平野３３８ ショッピング

炭焼地鶏 しずく 加古川市 加古川町平野３６４　ラフィーネ弐番館１－Ａ 飲食店

焼肉 食道楽 加古川市 加古川町木村１０５－７ 飲食店

味季料理 りんどう 加古川市 加古川町木村４７４－２ 飲食店

モリスホームセンター 加古川店 加古川市 加古川町木村７１－１ ショッピング

ブロッサム ロココ 加古川市 加古川町溝之口５０３－２ ショッピング

ごんた寿し 加古川市 加古川町溝之口５９９－３ 飲食店

東麺房 加古川市 加古川町稲屋９０５－１　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ミヤコ 加古川市 加古川町篠原町１３－４ ショッピング

ステフォレnino 加古川市 加古川町篠原町２１－８　カピル２１　１Ｆ ショッピング

魚彩炭火ダイニング一志 加古川市 加古川町粟津４７７－４ 飲食店

白十字 加古川店 加古川市 加古川町粟津８７－２ 飲食店

お宝市番館 加古川店 加古川市 尾上町今福７１－２ ショッピング

フィットハウス 加古川店 加古川市 尾上町安田３５０－１ ショッピング

カーテンじゅうたん王国カーサデコ加古川店 加古川市 尾上町安田４４５－１ ショッピング

焼肉北義 加古川市 尾上町池田４０４－５　 飲食店

創作鉄板料理 利心 加古川市 尾上町養田１－７１ 飲食店

ヌーヴェルパティスリー ともなが 加古川市 尾上町養田４９２－７ 飲食店

La main Angelique 加古川市 平岡町一色西2丁目３７１－１ サービス

バイクワールド土山店 加古川市 平岡町土山７７６－６ ショッピング

TRUE美容室 加古川市 平岡町新在家１２２４－１８ サービス

ワイン食堂　野菜とグリル 加古川市 平岡町新在家１丁目２５５－１３　１Ｆ 飲食店

和処　森樹 加古川市 平岡町新在家２丁目２７２－２　太陽ビル１Ｆ 飲食店

ラ・フォンタナベルデ 加古川市 平岡町新在家２丁目２７２－７　 飲食店

鮓 臣 加古川市 平岡町新在家４８４－５　岡本ビルＡ－２ 飲食店

宝橘東加古川店 加古川市 平岡町新在家９３－１ 飲食店

焼肉 彦 加古川市 志方町原２１４－１ 飲食店

炭火焼きハンバーグアトム 加古川市 志方町投松３９５－１ 飲食店

フーディーズ 神野 加古川市 新神野５－８－６ ショッピング

ふぁ〜みんSHOPかんき 加古川市 東神吉町神吉１０１２－１ ショッピング

ダイコク 加古川店 加古川市 東神吉町西井ノ口２１９－１ ショッピング

ながさわ宝殿店 加古川市 東神吉町西井ノ口６０７ 飲食店

カフェ ブランチ 加古川市 神野町西条千三百番地一 飲食店

焼肉 牛義 加古川市 西神吉町宮前８６３－３３ 飲食店

力丸　加古川店 加古川市 野口町坂井１０５－１ 飲食店

有限会社中国飯店 加古川市 野口町良野１１６－６ 飲食店

ビフテキのカワムラ 加古川店 加古川市 野口町野口１７５－７ 飲食店

酒創鹿児蔵 加古川市 野口町野口６８７－７２ ショッピング

1番星 加古川店 加古川市 野口町長砂１１７２－１ ショッピング

いきなりステーキ 加古川店 加古川市 野口町長砂１１７７－４ 飲食店

グルメ吉翔 加古川市 野口町長砂１１８５　 飲食店

bumbu－cafe 加古川市 野口町長砂１１８７－１　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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純和牛ステーキおおくぼ 播磨本店 加古郡播磨町 北古田２－３－２１ 飲食店

らーめん八角 播磨本店 加古郡播磨町 北古田２－４－３ 飲食店

Location hair story 加古郡播磨町 南大中１－３－２９ サービス

日乃屋カレ－播磨 加古郡播磨町 南大中３－２－７ 飲食店

旬彩ゆめふうりん 加古郡播磨町 南野添１－３－２１　エムズタウン１－Ｃ 飲食店

洋食のまなべ播磨店 加古郡播磨町 古田３－６９１－１ 飲食店

ごちそう村 播磨店 加古郡播磨町 本荘１－１－４５ 飲食店

作業服のRyu-2.com 加古郡播磨町 東野添３－２－１１ ショッピング

ダルマヤ稲美店 加古郡稲美町 中村１７１０－３ ショッピング

にじいろふぁ〜みん 加古郡稲美町 六分一１１７９－２２４ ショッピング

播磨水産稲美百丁場店 加古郡稲美町 六分一１３６８－１ 飲食店

山のパン屋ダディーズベーカリー稲美店 加古郡稲美町 加古２２８－１ 飲食店

白十字 稲美店 加古郡稲美町 国岡１丁目３６ 飲食店

ジュンテンドー 稲美店 加古郡稲美町 国岡２－１１－３ ショッピング

ふぁ〜みんSHOPいなみ 加古郡稲美町 国岡３－２１－３ ショッピング

エーコープフーディーズいなみ 加古郡稲美町 国岡３－２４－５ ショッピング

ハンズコテラ加東店 加東市 上中３－５９ ショッピング

ジュンテンド－ 社店 加東市 上中３３３－１ ショッピング

エーコープ 滝野店 加東市 上滝野８１２ ショッピング

すし官太 滝野社店 加東市 北野３７１ 飲食店

繁本精肉店 加東市 南山２－３－１５ ショッピング

ふれすこ社店 加東市 社３３８ ショッピング

炭火焼肉やきや 加東市 窪田１７２ 飲食店

創作キッチン紡 加西市 北条町北条１２８－１ 飲食店

山陰海鮮炉端かば 加西店 加西市 北条町北条４６－４ 飲食店

ジュンテンドー 加西店 加西市 北条町古坂６－１０８ ショッピング

酒のスーパー足軽加西北条店 加西市 北条町横尾２９１ ショッピング

焼肉 あさひ 加西市 笹倉町３６３－７ 飲食店

かさい愛菜館 加西市 豊倉町１２６１－８１ ショッピング

美菜恋来屋 南あわじ市 八木養宜上１４０８ ショッピング

松葉寿司 南あわじ市 広田広田５２８－１ 飲食店

フレッシュきたの 南あわじ市 志知佐礼尾２５６－１ 飲食店

かわらや 南あわじ市 松帆脇田甲１０５－２ 飲食店

お好みハウスクルーズ 南あわじ市 湊１１０シーパ内　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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絶景レストランうずの丘 南あわじ市 福良丙９３６－３ 飲食店

道の駅うずしおレストラン 南あわじ市 福良丙９４７－２２ 飲食店

万代 南あわじ市 福良甲２９１－５ 飲食店

エーコープ かみ店 多可郡多可町 加美区寺内９０－１ ショッピング

足立醸造 多可郡多可町 加美区西脇８１－１ ショッピング

キーポイント 夢前台店 姫路市 上手野３０７ ショッピング

オフハウス 姫路御立店 姫路市 上手野字山吹２８５－１ ショッピング

かもめ屋 姫路本店 姫路市 下寺町１３９ 飲食店

かつや姫路西店 姫路市 下手野１－１６９ 飲食店

鳥勝 姫路市 下手野２丁目１－３　 飲食店

アストロプロダクツ 姫路店 姫路市 中地南町１０１ ショッピング

ジーンズステーション 姫路店 姫路市 中地杉田４３４－１ ショッピング

焼肉 千山閣 姫路市 久保町５７ 飲食店

ワンダリングスター 姫路店 姫路市 亀井町３６　オムニバスビル ショッピング

ワンダリングスターメンズ館 姫路市 亀井町３７ ショッピング

en＋ 姫路市 亀井町６６ サービス

焼肉南大門亀山店 姫路市 亀山１－１８２ 飲食店

らーめん八角 飾磨店 姫路市 亀山１－２２８－１ 飲食店

宝橘亀山店 姫路市 亀山２－２２０－４ 飲食店

NYNY Mothers 姫路南店 姫路市 亀山３６０ サービス

こーま 姫路市 二階町４０ ショッピング

CAFE de CRIE 姫路みゆき通り 姫路市 二階町７１ 飲食店

杵屋 本店 姫路市 二階町９５ 飲食店

宝橘 城北店 姫路市 伊伝居５２３ 飲食店

焼肉力 姫路店 姫路市 佃町６６－１ 飲食店

仕事スタイル専門店PROプラス姫路別所店 姫路市 別所町別所２－６６ ショッピング

白十字 別所店 姫路市 別所町別所３－３ 飲食店

だるま家 勝原店 姫路市 勝原区宮田１８８－１ 飲食店

鳥家 大八 姫路市 勝原区宮田１８８－２ 飲食店

バイクワールド姫路今宿店 姫路市 北今宿２－２３３－１ ショッピング

宝橘今宿店 姫路市 北今宿２－２３６－１ 飲食店

ステーキのどん　姫路店 姫路市 北条１－４８－１ 飲食店

一意専心 姫路市 北条口３－５０　Ｈ・Ｋビル６Ｆ 飲食店

アプリーレ 姫路市 十二所前町１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アプリ－レ 姫路市 十二所前町１４番地　 飲食店

京静香 姫路市 十二所前町２０ 飲食店

さゝま 姫路市 十二所前町８２ 飲食店

STEP 姫路市 南新在家１９－２３ サービス

花花 本店 姫路市 南新在家９－２０　福岡ビル　１Ｆ サービス

PULITO 姫路市 南条６１８　ソレーユ南条　１Ｆ ショッピング

華膳 姫路市 南町５ 飲食店

YAKINIKURIKI しらさぎ 姫路市 南町６５　大手前ビル　６Ｆ 飲食店

ヘアスタジオ セピア 姫路市 南町７６　城陽ビル　１Ｆ サービス

焼肉ダイニング 韓味亭。 姫路市 南車崎１－１－１１ 飲食店

ヘア－リゾ－トノ－ブル 姫路市 南駅前町８７　リンクスビル　２Ｆ サービス

鳥勝　駅南店 姫路市 南駅前町９３　 飲食店

SyiSyu姫路店 姫路市 南駅前町９３　西川ビル４Ｆ サービス

プーラヴィーダ 姫路市 南駅前町９４　山上ビル２Ｆ サービス

焼肉 あづみ 姫路市 博労町２００ 飲食店

安積精肉店 姫路市 博労町２００ ショッピング

一楽 姫路市 呉服町２２ 飲食店

ジョリサック 姫路市 呉服町５２ ショッピング

Switch 姫路市 呉服町５６　 ショッピング

ステーキフジ 東ランプ店 姫路市 四郷町明田７５－３９ 飲食店

らーめん八角 姫路御着店 姫路市 四郷町本郷１５９ 飲食店

有楽庁 姫路市 四郷町見野４７８－１ ショッピング

お宝市番館 姫路東店 姫路市 四郷町見野８２４－１ ショッピング

ごちそう村 姫路土山店 姫路市 土山３－５－８ 飲食店

てんじく 姫路店 姫路市 土山７－８－１６ 飲食店

エルデベルグ平井 姫路市 土山東の町１３－１１ ショッピング

elf hair 姫路市 地内町２４ サービス

炭火焼肉 十二也 姫路市 坂元町４５－１ 飲食店

季よせ鈴音 姫路市 塩町１６３　第１４　シャルマンビル　４Ｆ 飲食店

Again 姫路市 増位新町２－２４ ショッピング

石井精肉店 姫路市 夢前町前之庄１３６５ ショッピング

1番星 姫路南店 姫路市 大津区恵美酒町２－１６ ショッピング

力丸大津店 姫路市 大津区西土井２８１－１ 飲食店

紅鶴 姫路市 威徳寺町１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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白十字 辻井店 姫路市 字辻井２丁目１２２３番地７ 飲食店

エーコープ やすとみ店 姫路市 安富町安志１００４－１ ショッピング

魚河岸ダイニング むう 姫路市 安田３－１１６ 飲食店

HairSalonSERO 姫路市 宮西町４－１５－１ サービス

SAKURA village 姫路市 山吹２－１２－１２ サービス

鉄板焼ステーキ三鷹 姫路市 山吹２－１３－２３ 飲食店

PlazaA 姫路城西店 姫路市 岡町４７－７ ショッピング

播磨屋本店 姫路店 姫路市 市之郷町１－２７ ショッピング

リカーランドドリーム 姫路市川台店 姫路市 市川台３－２４－２ ショッピング

播磨の里 姫路市 広峰１－８－２４ 飲食店

山本サ-ビス2 姫路市 広畑区北野町２丁目４４－２ サービス

焼肉力 YUMESAKI 姫路市 広畑区夢前町１－１　ドン・キホーテ内 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ 姫路店 姫路市 広畑区小坂９－１ 飲食店

MINATONOTENRANKAI 本店 姫路市 広畑区早瀬町３－２１ ショッピング

伊勢屋本店 広畑店 姫路市 広畑区東新町１－２０－２　津田ビル 飲食店

home rooms 姫路市 広畑区東新町２－７ ショッピング

元祖 広畑 南大門 姫路市 広畑区東新町３－１３２ 飲食店

アフェクト 姫路市 広畑区高浜町２－３２－２ サービス

お好み焼・鉄板焼・竹うま 姫路市 延末２２３　 飲食店

レストラン ビスク 姫路市 延末２５３ 飲食店

アデッソ竹田家具（竹田家具姫路店） 姫路市 御国野町御着７７１－１ ショッピング

鮨串天ぷら居酒屋 じごろ天神 姫路市 忍町１２ 飲食店

ヴァーミリオン 姫路市 忍町８４ 飲食店

SAKURA rivage 姫路市 手柄１９１ サービス

花もん屋 姫路市 書写６５４－１ ショッピング

旬彩蔵 書写 姫路市 書写８７５－８ ショッピング

ジュンテンド－ 書写店 姫路市 書写北向河原１０１９－２００ ショッピング

日本料理 淡流 姫路市 朝日町５８　メゾンそれいゆ 飲食店

瀬里奈 姫路市 本町１８４－２ 飲食店

ゲリール・デ・シュー 姫路市 本町２２０　２Ｆ サービス

レストラン 活水軒 姫路市 本町６８ 飲食店

姫路 瓢亭 姫路市 本町６８ 飲食店

サブウェイ イーグレひめじ店 姫路市 本町６８－２９０　イーグレひめじ　１Ｆ 飲食店

力丸　東山店 姫路市 東山２３９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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喜久屋書店 辻井店 姫路市 東辻井３－１５９－７ ショッピング

ビューティサロン ミモザ 姫路市 東辻井４－５－１　名古山プラザ　１０１ サービス

エーコープ 玉手店 姫路市 玉手１－３５ ショッピング

ヤキニクハウス れんがや 姫路市 田寺東１－５－１２ 飲食店

富貴ずし 姫路市 町田４３ 飲食店

クルマ屋ナカツカ 姫路市 白浜町宇佐崎北３丁目３４３ サービス

NYNY 姫路店 姫路市 白銀町２０　しらさぎビル　１Ｆ サービス

鮨 ふじ井 姫路市 白銀町６０－２ 飲食店

ブリジャン 姫路市 白銀町８番地 ショッピング

すし官太 砥堀店 姫路市 砥堀２９７－４ 飲食店

ホルモン一砥堀店 姫路市 砥堀３６３ 飲食店

本家　かもめ屋 姫路市 砥堀６９７－１ 飲食店

中華レストラン長城 姫路市 砥堀６９７－３ 飲食店

白十字 砥堀店 姫路市 砥堀７０９－１ 飲食店

文楽砥堀店 姫路市 砥堀８９－１ 飲食店

焼肉力 今宿店 姫路市 神子岡前２－１－９ 飲食店

馬里奈ゆめタウン店 姫路市 神子岡前３－１２－１７　ゆめタウン姫路２Ｆ ショッピング

株式会社 福井タイヤ商会 姫路市 神屋町６－７２ ショッピング

紬 姫路市 福中町１４ 飲食店

花筏舟 姫路市 福中町６９－３　 飲食店

EAU DE VIE 姫路市 立町２６　第２八木ビル１Ｆ 飲食店

CAPTAIN TAMAKI 姫路市 立町３９ ショッピング

TATEMACHI和さび 姫路市 立町４　立町クリスタルビル　１Ｆ　Ａ 飲食店

シェアリガ 姫路市 立町４４　 飲食店

ムッシュ田中の料理とワインの店ヴァンヴァ 姫路市 立町７１　清和立町ビル２Ｆ 飲食店

ふぐ政　新館 姫路市 立町７３ 飲食店

焼肉酎房蔵屋 姫路市 紺屋町２０ 飲食店

株式会社山田屋制服 姫路市 紺屋町３０ ショッピング

北前そば高田屋　姫路みゆき通り店 姫路市 紺屋町４４　ナカジマビル　１Ｆ 飲食店

ナカジマ靴店 姫路市 紺屋町４４　ナカジマビル　２Ｆ ショッピング

福姫 姫路市 紺屋町４４　中島エリートビル　１Ｆ 飲食店

フレカンテ 姫路市 紺屋町６２ ショッピング

ジュンテンドー 網干店 姫路市 網干区坂出９７－１ ショッピング

ステーキハウス ろーいん 網干本店 姫路市 網干区垣内東町１２９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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桜食堂 姫路市 網干区垣内東町６５番地　 飲食店

焼肉 よりよい 網干店 姫路市 網干区新在家１３７０－２０ 飲食店

旧網干銀行 湊倶楽部 姫路市 網干区新在家６４０ 飲食店

リラクゼーションサロン Joy 姫路市 網干区浜田２３－１ サービス

ライコランド 姫路店 姫路市 花田町一本松字深田８７番１ ショッピング

ジーンズステーション 姫路北店 姫路市 花田町上原田１２－３ ショッピング

プロショップ東郷 姫路市 花田町上原田１４－１ ショッピング

キーポイント 姫路花田店 姫路市 花田町上原田２２５－１ ショッピング

Jewel Verite Creare 姫路市 花田町加納原田２　ハーモネイト　１０２ サービス

ごちそう村 姫路花田店 姫路市 花田町小川２９－１ 飲食店

モリスホームセンター 花田店 姫路市 花田町小川８３ ショッピング

神戸洋菓子工房 バースデイ 姫路市 花田町小川８３０－１ 飲食店

She’ll　be 姫路市 花田町高木２９８　２Ｆ 飲食店

オフハウス 姫路野里店 姫路市 西中島３７５－１ ショッピング

重絆 姫路市 西二階町１０７ 飲食店

姫路 瓢亭 姫路市 西二階町１１５ 飲食店

焼肉野ばら 姫路市 西二階町２７ 飲食店

花そば・料理 ゆう 姫路市 西二階町３６ 飲食店

伊勢屋本店 西二階町店 姫路市 西二階町８４ 飲食店

杵屋 学園前店 姫路市 西八代町９－２１ 飲食店

焼肉じゃん 姫路市 西夢前台３－７２ 飲食店

アイラッシュサロン　Smile 姫路市 西庄３４７－４　ブックロ－ド２Ｆ サービス

かつや姫路てがらやま店 姫路市 西延末１３１－５ 飲食店

ボックス新在家店 姫路市 西新在家１－５－２６ ショッピング

カフェサンタマリア 和み 姫路市 西駅前町１－４　キュエル姫路　１Ｆ 飲食店

あなご料理 柊 姫路市 西駅前町１－４　キュエル姫路４Ｆ 飲食店

焼鳥 一閃 姫路市 豊沢町１３１　リベルテ姫路駅前　１Ｆ 飲食店

力丸　辻井店 姫路市 辻井３－１１９３－１ 飲食店

hermana 姫路市 辻井８－７－３２ ショッピング

かつや姫路野里店 姫路市 野里１１９－９ 飲食店

焼肉きんぐ 姫路野里店 姫路市 野里２３－１０ 飲食店

播磨の里 青山店 姫路市 青山３丁目１１－７３９ 飲食店

焼肉レストラン ハイミ園 姫路市 青山西３－５－１ 飲食店

カシタニ 手柄店 姫路市 飯田８７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヒラキ姫路店 姫路市 飾東町庄宮ノ浦２０３－１ ショッピング

ステーキハウス ろーいん 姫路市 飾磨区三宅１－１３２ 飲食店

ビフテキのカワムラ 姫路店 姫路市 飾磨区三宅１－８ 飲食店

ごちそう村 姫路南店 姫路市 飾磨区上野田２－７０ 飲食店

やました肉店 姫路市 飾磨区中浜町１－２６ ショッピング

焼鳥の茶蘭 飾磨店 姫路市 飾磨区中野田１－５５－１ 飲食店

作業安全商会 はとや 姫路市 飾磨区今在家１０９２－６ ショッピング

ボックス飾磨店 姫路市 飾磨区今在家７－８９ ショッピング

モッチモ パスタ 姫路飾磨店 姫路市 飾磨区今在家北３－１１５ 飲食店

ホルモン一飾磨店 姫路市 飾磨区思案橋６２－２ 飲食店

お宝市番館 飾磨店 姫路市 飾磨区思案橋６６ ショッピング

株式会社つゆき 姫路屋ふとん店 飾磨支店 姫路市 飾磨区構１－１１３ ショッピング

一意専心　白 姫路市 飾磨区構２－１２０ 飲食店

からやま姫路中地店 姫路市 飾磨区構４－１３６ 飲食店

力丸中地店 姫路市 飾磨区構４－９０ 飲食店

函館市場姫路中地店 姫路市 飾磨区構５－１５９ 飲食店

焼肉レストラン よりよい 姫路南店 姫路市 飾磨区清水３－６８ 飲食店

割烹 梅寿司 姫路市 飾磨区矢倉町２－１１－１ 飲食店

はっくるベリー 矢倉店 姫路市 飾磨区矢倉町２－８　パル一本松　１０１ 飲食店

炭火焼鳥五番蔵 姫路市 飾磨区細江２２４１－１０５ 飲食店

gladNATURALHAIR 姫路市 飾磨区細江２２５０ サービス

JA兵庫西 旬彩蔵飾磨 姫路市 飾磨区細江２７０６ ショッピング

URBAN 姫路市 飾磨区英賀春日町２－４４－１ ショッピング

1番星 飾磨店 姫路市 飾磨区蓼野町４７ ショッピング

アップガレージ 姫路店 姫路市 飾磨区野田町１２６ ショッピング

文楽 姫路駅南店 姫路市 飾磨区野田町１７７ 飲食店

和食　せんごく 姫路市 飾磨区野田町５３ 飲食店

SAKURA garden 姫路市 飾磨区鎌倉町６－１ サービス

ETERNAL 姫路市 飾磨区阿成鹿古３３８－１ サービス

エーコープ 高浜店 姫路市 飾磨区阿成鹿古４０３ ショッピング

さかな道楽 姫路市 飾西４３３ 飲食店

居酒屋 元気でーす 姫路市 飾西６３８－１　ノース青山１Ｆ 飲食店

サクセスひのストア香呂店 姫路市 香寺町広瀬４４０－１ ショッピング

Long Beach 姫路市 駅前町２２２　駅前第１ビル３Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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喃風 姫路本店 姫路市 駅前町２２３－７　姫路駅前第一ビル２階 飲食店

おとずれYOKUBALU姫路駅前店 姫路市 駅前町２４２　ＩＭＡＧＥ２１ビル２階 飲食店

居酒屋 楽歳 駅北店 姫路市 駅前町２９４ 飲食店

ふく鳥小溝筋店 姫路市 駅前町２９５ 飲食店

魚盛り魚っと お溝筋店 姫路市 駅前町２９７ 飲食店

串焼きホルモン 五味屋 姫路市 駅前町２９９　２Ｆ 飲食店

鶏一 姫路総本店 姫路市 駅前町３０６　ＮＳ駅前ビル 飲食店

魚と鶏のお店 うおっとり 姫路市 駅前町３２５ 飲食店

freedommartini 姫路駅前店 姫路市 駅前町３３１　ペシュ駅前３ビル　３Ｆ サービス

antable 姫路市 魚町１１０　カジワラビル１Ｆ 飲食店

肴膳まえ畑 姫路市 魚町１２４ 飲食店

温味　旬期 姫路市 魚町１２９　花むらビル　４Ｆ 飲食店

天麩羅 團 姫路市 魚町１２９　花むらビル１Ｆ 飲食店

鮨 傳右衛門 姫路市 魚町１２９　花むらビル１Ｆ 飲食店

和奏 晋 姫路市 魚町２　第５クリスタルビル１０２ 飲食店

雷寿司 姫路市 魚町２　第五クリスタルビル　１Ｆ 飲食店

JAハリマ 食彩館 伊和の里 宍粟市 一宮町須行名４９６－１５ ショッピング

カワベ 山崎店 宍粟市 山崎町三津２４０ ショッピング

旬彩蔵 山崎 宍粟市 山崎町今宿１００－４ ショッピング

エーコープ やまさき店 宍粟市 山崎町今宿１００－４ ショッピング

Birdman 宍粟市 山崎町山崎２１１－２ 飲食店

小判寿司 宝塚市 中山五月台２－２－７ 飲食店

C’z couture 宝塚市 中筋１－３－２６ サービス

Mars natur 宝塚市 中筋２－６－８ サービス

三田屋　宝塚店 宝塚市 中筋３－１３５－１ 飲食店

aluuhairdesign 中山寺店 宝塚市 中筋４－１０－５　中山寺駅前第二ビル サービス

グリル オアゾ 宝塚市 中筋５－１０－２５ 飲食店

パンネルグランデ中山寺 宝塚市 中筋５－３－１ 飲食店

お好み焼き・鉄板焼き　偶　宝塚店 宝塚市 中筋５丁目１７－７ 飲食店

mars soleil la mode 宝塚市 中筋６－１２－１ サービス

サニーサイド宝塚中山寺店 宝塚市 中筋８－１１－５２ 飲食店

ドルチェモスカート宝塚中山寺店 宝塚市 中筋８－１３－８ 飲食店

クラフトハートトーカイ　宝塚店 宝塚市 中筋８－２１－２８ ショッピング

すし一流　宝塚店 宝塚市 中筋８－２１－３４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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一品一会 小林店 宝塚市 中野町１－１４ ショッピング

SARAJU 仁川店 宝塚市 仁川北２丁目７－１　サララ仁川南館　２Ｆ サービス

ビゴの店　仁川店 宝塚市 仁川北３－７－５ ショッピング

彩花苑 逆瀬川店 宝塚市 伊孑志１－５－１０ 飲食店

アーベン 宝塚店 宝塚市 伊孑志１－７－１５ サービス

神戸屋レストラン　宝塚店 宝塚市 伊孑志３－１５ 飲食店

SARAJU 逆瀬川店 宝塚市 伊孑志３－８－２０ サービス

ANTENNE　Opera　宝塚南店 宝塚市 南口１－１６－６ サービス

ツァウバ－ハンデ 宝塚市 南口１－１７－１３　リヒテール宝塚２０１ サービス

イタリアンレストラン　アモーレアベーラ 宝塚市 南口１－９－３１ 飲食店

ブティック 芸樹 宝塚市 南口１丁目８－１７　サンボックス南口 ショッピング

串かつ来音 宝塚市 南口２－１４－３　ザ宝タワー　１１３ 飲食店

ATTO BIKKURI宝塚店 宝塚市 南口２－５－４９ ショッピング

CRAYON 宝塚市 南口２－９－３　サウス宝塚１０１ サービス

ヘルスビューティー ミズ 宝塚市 売布東の町１２－１ サービス

Hair＆Make Mars売布神社店 宝塚市 売布東の町１３－３３　１Ｆ サービス

こばん鮨　（本店　小判寿司） 宝塚市 売布東の町１６－９ 飲食店

JA兵庫六甲　農協市場館　西谷夢市場 宝塚市 大原野字炭屋１－１ ショッピング

業務スーパー　宝塚仁川店 宝塚市 大吹町１番１号 ショッピング

理容サービス　宝塚小林店 宝塚市 大成町８－５ サービス

hair resort meria 宝塚市 安倉中５－１１－９ サービス

長崎ちゃんめん兵庫宝塚店 宝塚市 安倉西４－６４１ 飲食店

お菓子の店OKINA 宝塚市 小林３丁目６－２３ 飲食店

焼肉 高山 宝塚市 小林４－７－２ 飲食店

宝塚総本店　パンネル一麦館 宝塚市 小林５－９－７３ 飲食店

福来亭 宝塚市 小浜３－１－２７　石山ビル１Ｆ 飲食店

ANTENNE PEONY 宝塚市 山本中２－１２－１６ サービス

Hair＆Make Mars 山本丸橋店 宝塚市 山本丸橋２－１３３－１ サービス

陽春園植物場 宝塚市 山本台１－６－３３ ショッピング

あいあいギャラリー 宝塚市 山本東２－２－１ ショッピング

遊食三昧 花やしき 宝塚市 山本東３－１１－６ 飲食店

Grooming Club 宝塚市 川面５－１－３－１０２ サービス

Mars soleil ＆ HOM 宝塚市 川面５－２－４ サービス

クロロフィル 宝塚美顔教室 宝塚市 川面５丁目９－１６　ＣＡＳＡ近藤２０２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ナナナパレナ　宝塚店 宝塚市 平井１－２－２４ サービス

アロハカフェパイナップル宝塚店 宝塚市 平井６－７－９ 飲食店

Mars enak 宝塚市 旭町２－６－２１ サービス

かつや宝塚店 宝塚市 旭町３丁目２０－５ 飲食店

焼肉ホルモン そとま 宝塚市 末成町３９－８ 飲食店

PISOLA　宝塚東洋店 宝塚市 東洋町５－３ 飲食店

海鮮屋台おくまん　宝塚店 宝塚市 栄町１－１６－１７　１Ｆ 飲食店

焼肉処 一品一会 花のみち店 宝塚市 栄町１－６　花のみちセルカ　１　番館　２Ｆ 飲食店

La　fith　hair　enn　宝塚店 宝塚市 栄町１－６－１　花のみち１番館２Ｆ　２０２
号店舗 サービス

ラ・シェンテ　宝塚 宝塚市 栄町１－６－１　花の道セルカ　一番館　３Ｆ サービス

サブウェイ　ソリオ宝塚店 宝塚市 栄町２－１－１　ソリオ　１ＧＦ 飲食店

モードケイズ　宝塚店 宝塚市 栄町３－８－３ サービス

Nail　Salon　Diva　宝塚店 宝塚市 栄町３－８－３　１Ｆ サービス

Cafe de Voila 宝塚市 武庫川町２－１０　ＮＴＴビル１Ｆ 飲食店

グリーンベリーズコーヒー宝 劇場前店 宝塚市 武庫川町７－１４ 飲食店

グランド　宝塚南口店 宝塚市 湯本町１－４６　宝南ショップス１Ｆ サービス

カトマンドゥカリーPUJA宝塚 宝塚市 湯本町１１－１ 飲食店

ラーメン工房あ 宝塚店 宝塚市 湯本町９－１０ 飲食店

焼肉宝船 宝塚市 湯本町９－１０　ヌーベルヴァーク宝塚１０１ 飲食店

海鮮酒家 堂記 宝塚市 逆瀬川１－１－１　イトーピア参鐘館２Ｆ 飲食店

くいじーぬ 宝塚市 逆瀬川１－５－２４ 飲食店

パンネル可成店 宝塚市 野上１－１－２３ 飲食店

HAIR MAKE POUSSE 宝塚市 野上１－１－３　シャローム逆瀬川２Ｆ－Ａ サービス

焼鳥専門店さくら屋 小野市 上本町８０－８　１Ｆ 飲食店

だるま家 小野店 小野市 古川町溝向３７ 飲食店

株式会社 増富 小野市 本町３３－１０ ショッピング

サンパティオおの 小野市 浄谷町１５４５－３２１ ショッピング

パルネット 小野店 小野市 王子町８８８－１ ショッピング

らーめん八角 小野店 小野市 神明町１２８－５ 飲食店

酒のスーパー 足軽小野本店 小野市 鹿野町２４１５ ショッピング

かのこ庵 尼崎市 七松町１－３－１　フェスタ立花南館　１１０ ショッピング

TRATTORIA BOSCO 尼崎市 七松町３－２－１７ 飲食店

リサイクルショップドリーム 尼崎3号館 尼崎市 三反田町１－１３－５ ショッピング

1番星 名神町店 尼崎市 三反田町３－１１－１５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

17 / 66

[兵庫県兵庫県]



Battery 口店 尼崎市 上坂部１－１－１　ｖｉｅｒｒａ口　１Ｆ サービス

ラヴエッセンスオブヘア 尼崎市 上坂部２丁目２－１　有恒五番館１０２ サービス

からやま尼崎下坂部店 尼崎市 下坂部３－９－１５ 飲食店

インジニアス クリエイティブ キッチン 尼崎市 久々知１－５－３　ガーデンＢＯＳＣＯ２０２ 飲食店

焼肉 虎次郎 尼崎市 久々知西町１－５－１６　高島マンション 飲食店

割烹 出水 尼崎市 元浜町４－７６－２ 飲食店

chill out 本店 尼崎市 南塚口２丁目３９－３１ サービス

エス タージマハル エベレスト 塚口店 尼崎市 南塚口町１－２－１５－１０５ 飲食店

鶏ひろ 尼崎市 南塚口町１－３－１ 飲食店

鮨 一心 尼崎市 南塚口町１－８－２０ 飲食店

華の居酒屋 幸ぜん 尼崎市 南塚口町１丁目２－８　ネオダイキョー塚口　
１Ｆ 飲食店

LOCOCO organics label 尼崎市 南塚口町１丁目７－３　エクセル平井１Ｆ サービス

ビューティーラボ 塚口店 尼崎市 南塚口町２－１２－１４ サービス

NUMBER FIVE CAFE 尼崎市 南塚口町２－１３－１８　リーガルビル　２Ｆ 飲食店

炭火焼鳥専門店 まさや 阪急塚口店 尼崎市 南塚口町２－１６－２ 飲食店

bloom hair design due 尼崎市 南塚口町２－６－２３　ＫＴ－４　１Ｆ サービス

dot．hair face 塚口店 尼崎市 南塚口町３丁目１３－６　光豊マンション１Ｆ サービス

calidad 尼崎市 南武庫之荘１－１３－１　エクシ－ド南武庫之
荘　２Ｆ サービス

モードケイズ Briller 尼崎市 南武庫之荘１－１３－７　福々邸参番館　１Ｆ サービス

Un Conte 尼崎市 南武庫之荘１－１４－１８　ドルチェヴィ－タ
武庫之荘　１Ｆ サービス

広島風お好み焼ゆうか 尼崎市 南武庫之荘１－１５－７ 飲食店

ドルチェモスカ－ト武庫之荘店 尼崎市 南武庫之荘１－１７－２６ 飲食店

La fith hair 武庫之荘店 尼崎市 南武庫之荘１－２０－１　Ｍｏｋａｒｕ　２０
１ サービス

千石寿し 尼崎市 南武庫之荘１－２０－８ 飲食店

炭火焼とり ながたに家 尼崎市 南武庫之荘１－２２－２１ 飲食店

ヘアスタジオ ミズ 尼崎市 南武庫之荘１－３－１　ドルチェ武庫之荘１０
２ サービス

魚楽唐唐 尼崎市 南武庫之荘３－２－１８ 飲食店

GUSK 尼崎市 南武庫之荘３－２６－１２－１０２ サービス

ジェクト三信 武庫之荘店 尼崎市 南武庫之荘４－４－５０ ショッピング

焼肉 加茂川 尼崎市 南武庫之荘７－１６－１　マンションピノリ　
１Ｆ 飲食店

1番星 武庫之荘店 尼崎市 南武庫之荘７－１７－３ ショッピング

HEDGE　武庫之荘店 尼崎市 南武庫之荘８丁目２９－２１　 ショッピング

焼肉冷麺 味楽園 尼崎市 南竹谷町２－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アップガレージ 尼崎インター店 尼崎市 名神町３－３－１３ ショッピング

焼肉問屋 闇市 塚口店 尼崎市 塚口本町１－１－１１ 飲食店

塚口の隠れ家 鳥処 炭火焼鳥 鶏拓 尼崎市 塚口本町１－６－１　１Ｆ 飲食店

スーパー王子 塚口店 尼崎市 塚口本町２丁目３０－１０ ショッピング

Blancつかしん店 尼崎市 塚口本町３‐３２－２０　ロイヤルハイツつか
しん１Ｆ サービス

ステーキハウス フェスタ 尼崎市 塚口町１－１８－１７　２Ｆ 飲食店

六段 尼崎市 塚口町１丁目１３－４　ハッピーコート　２Ｆ 飲食店

モードケイズ 塚口店 尼崎市 塚口町１丁目１８－７　メゾンパル　２Ｆ サービス

株式会社スキップ ハウス 尼崎市 塚口町１丁目２－４ ショッピング

ライオン屋 塚口店 尼崎市 塚口町２－３７－１２ ショッピング

DiningClubCanard 尼崎市 塚口町２丁目１０－１　エナブル塚口１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 寿月 尼崎市 塚口町３－２６－２　リーフ塚口Ｂ１Ｆ 飲食店

IRIS 尼崎市 塚口町３丁目２０番１１号 サービス

炭火焼肉 もくもく 武庫川店 尼崎市 大島１－２４－１　エスパス武庫川 飲食店

食品館アプロ尼崎大庄店 尼崎市 大庄北５－２１－１５ ショッピング

彩花苑 富松店 尼崎市 富松町２－２６－１０ 飲食店

業務スーパー 富松店 尼崎市 富松町２－８－５ ショッピング

フレッシュしみず本店 尼崎市 富松町４－２－２６ ショッピング

有限会社紀久鮨 尼崎市 尾浜町１－２８－６ 飲食店

エーデルワイス 尼崎店 尼崎市 尾浜町１－３－２２ 飲食店

焼肉料理 金時屋 尼崎市 尾浜町１－３０－１０ 飲食店

株式会社スーパー王子 尾浜店 尼崎市 尾浜町２－１４－１０ ショッピング

彩花苑 本店 尼崎市 尾浜町３－２４－１８ 飲食店

鳥光 尼崎店 尼崎市 昭和南通３－２２ 飲食店

焼肉Dining Tesu 尼崎市 昭和南通４－３６ 飲食店

本家 味楽園 尼崎市 昭和南通４－４３－１ 飲食店

Hair Mode KT 尼崎本店 尼崎市 昭和南通６－１４６ サービス

キイロヤインポート 尼崎市 昭和南通７－１６８ ショッピング

ライオン屋 尼崎市 昭和通４－１３３ ショッピング

びっくりドンキー尼崎昭和通 尼崎市 昭和通７－２４７－１ 飲食店

My5 尼崎 尼崎市 末広町１－５－１　ＥＳＲ尼崎ディストリ
ビューションセンター　６Ｆ ショッピング

近江牛焼肉 激 尼崎市 杭瀬北新町４－９－１　エスクィーナ尼崎１Ｆ 飲食店

業務スーパー 尼崎杭瀬店 尼崎市 杭瀬南新町４－６－２５ ショッピング

焼肉 いちばん 尼崎市 杭瀬本町１－１０－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼鳥専門店まさや 杭瀬店 尼崎市 杭瀬本町２－１－３　杭瀬ビル 飲食店

GABU2 尼崎市 東園田町４－９３－２ 飲食店

瞬菜 たかや 尼崎市 東園田町５－４６－２７　２Ｆ 飲食店

や台ずし 園田駅前町 尼崎市 東園田町９－２１－２１ 飲食店

焼肉ホルモンじんりき 尼崎市 東園田町９－９－１ 飲食店

麺家 徳 尼崎市 東難波町５－３－１７ 飲食店

REDTRIANGLE 尼崎市 梶ヶ島６－１５　赤松ビル　１Ｆ ショッピング

グラナダパンチェッタ尼崎北店 尼崎市 武庫の里１－２０－２７ 飲食店

田村書店 武庫之荘店 尼崎市 武庫之荘１－２－１０ ショッピング

ISAAC BLANCO 武庫之荘 尼崎市 武庫之荘１－２０－８　リュストル武庫之荘　
１０１ サービス

MOOLhair武庫之荘店 尼崎市 武庫之荘１－２１－２　リュクスド武庫之荘　
Ｂ１Ｆ サービス

牛たん割烹 和吉 尼崎市 武庫之荘１－９－１１ 飲食店

アルジャーノン 尼崎市 武庫之荘１－９－６　グランデル武庫之荘　１
Ｆ サービス

ウオハル 尼崎市 武庫之荘１丁目６－４　 飲食店

リトルバイリトル 尼崎市 武庫之荘１丁目９－１－１０１　 ショッピング

鮨 いちりん 尼崎市 武庫之荘２－１１－１１　武庫之荘ハイツ　１
０３ 飲食店

flare－心－ 尼崎市 武庫之荘２－２３－１６　ＯＪフィールド　２
Ｆ サービス

Ricott 武庫之荘店 尼崎市 武庫之荘２－４－３ サービス

越前手打ちそば　そば－ず2nd 尼崎市 武庫之荘２丁目３２－１２　 飲食店

彩花苑 武庫之荘店 尼崎市 武庫之荘５－２０－８ 飲食店

ケーキハウス ショウタニ 武庫之荘店 尼崎市 武庫之荘９－１１ 飲食店

ほんまもん 武庫の郷 尼崎市 武庫元町１－２８－５ ショッピング

マンサク　モデルナ 尼崎市 武庫元町１丁目２１－１４　 飲食店

DULTON DAY STACK武庫之荘 尼崎市 水堂町３－１５－２６ ショッピング

びっくりドンキー尼崎西店 尼崎市 水堂町４－２－１３ 飲食店

リサイクルショップドリーム 尼崎1号館 尼崎市 浜田町３－９７ ショッピング

モードケイズ尼崎店 尼崎市 潮江１－２－６　尼崎フロントビル　１Ｆ サービス

フレッシュコア 尼崎市 潮江１－２０－２１ ショッピング

寿司 なかがわ 尼崎市 潮江１－２０－２１ 飲食店

TAYA尼崎店 尼崎市 潮江１－３－３１　ＢｅｌｌｅＦａｃｅＡｍａ
ｇａｓａｋｉ　２Ｆ サービス

La fith hair home 尼崎市 潮江１－４－１　２Ｆ サービス

ダイニングレストラン ワイヤード 尼崎市 潮江１－４－２　アミング潮江プラスト２Ｆ 飲食店

韓国家庭料理 チョウォン 尼崎市 潮江１－４－５　アミングプラストいきいき３
Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鶴橋風月　尼崎店 尼崎市 潮江１－４－５　プラストいきいき　３Ｆ 飲食店

キーポイント 尼崎猪名寺店 尼崎市 猪名寺２－１７－１８ ショッピング

和琉炉端焼　空　猪名寺本店 尼崎市 猪名寺２丁目１１－１１　 飲食店

銀装 アマスタアマセン店 尼崎市 神田中通１－２－１　アマスタアマセン内 飲食店

Aguhairbliss阪神尼崎駅前 尼崎市 神田中通２－１７　毎日ビル　６Ｆ サービス

堂島カレー尼崎店 尼崎市 神田中通２－２７ 飲食店

NAKAGAWA1948 尼崎市 神田中通３丁目３２　ナカガワビル２Ｆ ショッピング

おもちゃの国ワンワン屋 尼崎市 神田中通３丁目３４番地　 ショッピング

Hair Mode KT Purl 尼崎市 神田中通４－１０３ サービス

業務スーパー 三和店 尼崎市 神田中通６－２０４－３ ショッピング

株式会社ドノバン 尼崎市 神田中通６－２２０ ショッピング

名代　駒寿司 尼崎市 神田中通り３－２９ 飲食店

かき料理専門店 かき金 尼崎市 神田北通１－６－３　ＭＫビル１F 飲食店

あまがさきポッサムチプ 尼崎市 神田北通１－７－１　９Ｆ 飲食店

阪神尼崎 肉焼屋 尼崎市 神田北通２－１２－１ 飲食店

や台ずし 阪神尼崎駅北口町 尼崎市 神田北通２－１９　辻善ビル 飲食店

一創 尼崎市 神田北通２－２２－４　尼崎第一ビル　１０２ 飲食店

双葉寿司 尼崎店 尼崎市 神田北通３－６１ 飲食店

ヘア－＆エステ　JAPS 尼崎市 神田北通４丁目６１－２　 サービス

ひようたん寿し立花店 尼崎市 立花町１－７－１７ 飲食店

味良久 尼崎市 立花町１丁目１３－１０　 飲食店

たこ焼き壱番 尼崎市 立花町１丁目６－５　 飲食店

角鶏立花店 尼崎市 立花町２－７－２６ 飲食店

酒処雲 尼崎市 立花町２丁目７－３ 飲食店

ソワンドゥブレスエルネ 尼崎市 立花町４－４－１６　ローヤルシャトー立花　
１Ｆ サービス

リサイクルショップドリーム次屋店 尼崎市 若王寺３－１５－１４ ショッピング

クリップ エルム 尼崎市 西大物町１２－４１　アマゴッタ　４Ｆ サービス

宮脇書店 アマゴッタ店 尼崎市 西大物町１２－４１　アマゴッタ　４Ｆ ショッピング

ヒトトコロ 尼崎市 西立花町１丁目１－１　シャルム橘２Ｆ 飲食店

焼肉 たちばな 尼崎市 西立花町３－１８－１ 飲食店

シマコーポレーション 尼崎店 尼崎市 西長洲町２－１－４０ ショッピング

炭火焼肉 寿門 尼崎市 西長洲町３－６－１ 飲食店

株式会社スーパー王子 西難波店 尼崎市 西難波町２－１２－１８ ショッピング

あじ平 尼崎市 西難波町２－２６－１８　ルネッサン　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや尼崎西難波店 尼崎市 西難波町３－２５－１９ 飲食店

庄谷倶楽部 尼崎市 西難波町４－１－１ 飲食店

焼肉勝っちゃん尼崎アマドゥ店 尼崎市 道意町７－１　アマドゥ　２Ｆ 飲食店

寿司安 尼崎市 長洲中通１－１２－１８ 飲食店

Schon 尼崎市 長洲本通２丁目１番１９号　小林ビル２階 サービス

炭火焼肉GYUー 尼崎市 長洲西通１－１－１７ 飲食店

尼崎餃子酒場満太郎 尼崎市 長洲西通１－１－６ 飲食店

ワークショップ キャプテン 尼崎市 長洲西通１－８－２７ ショッピング

食品館 アプロ 園田店 尼崎市 食満７－８－１ ショッピング

ILUMINAR 川西市 一庫３丁目１－６　１Ｆ サービス

大漁 川西店 川西市 下加茂１－２４－８ 飲食店

SARAJU川西店 川西市 中央町３－６　川西太陽ビル　１Ｆ サービス

ボッテガ ダイ 川西市 中央町７－１４ 飲食店

ModeK’s TESORO 川西市 中央町７－２　ジニアスＢＬＤ　２Ｆ サービス

Aguhairetra川西 川西市 中央町７－２　ジニアスＢＬＤ　８Ｆ サービス

珈乃香 本店 川西市 久代１－８－３７ 飲食店

ルフラン　川西店 川西市 久代２－１４－１ 飲食店

ワークショップオオツキ 川西店 川西市 久代２－８－６ ショッピング

炭火焼肉 北勢 川西市 加茂３－２－６ 飲食店

マナベインテリアハーツ 川西店 川西市 加茂６－２－２５ ショッピング

美容室プロ－トン 川西市 向陽台１－６－３９　センタ－ビル　２Ｆ サービス

HAIRS vert 川西市 多田桜木１丁目８－６－２０６ サービス

CUSHU 川西市 小戸１－１０－１５ サービス

bifino luce 川西市 小花１－１－１０ サービス

串かつあさひベルフローラ店 川西市 小花１－１－１０　ベルフローラかわにしイー
スト 飲食店

FRISEUR川西店 川西市 小花１－１－１０　ヘルフローラ川西イースト
　１Ｆ サービス

aeru 川西市 小花１－１－２ サービス

bifino Iris 川西市 小花２－１－７ サービス

2×918 川西市 平野２－１１－１２ 飲食店

ジークヘアデザイン 平野店 川西市 平野２－１１－１２　平野第２ビル１０２ サービス

かぐらざか 川西市 平野２－２－１６ 飲食店

割鮮Nampuもとき 川西市 栄根１－７－５　サンメゾン戸田１Ｆ 飲食店

2e Maelle 川西市 栄根２－５－６１０５ サービス

海鮮屋台おくまん 川西能勢口店 川西市 栄町１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラ・シェンテ 川西 川西市 栄町１１－１　モザイクボックス　３Ｆ－３０
１ サービス

ビューティーフェイス 川西店 川西市 栄町２０－１　ベルフローラ川西　１Ｆ サービス

ダブルデイ 川西店 川西市 栄町２０－１　ベルフローラ川西ウエスト　２
Ｆ　Ｗ２０９ ショッピング

ミン王 アステ川西店 川西市 栄町２５－１　アステ川西Ｂ１Ｆ 飲食店

田村書店川西店 川西市 栄町２５－１－２－２１４　アステ川西 ショッピング

ロージー 川西市 水明台１－２－２ サービス

とれとれ屋 多田店 川西市 矢問３－１３－１２ 飲食店

黒毛和牛炭火焼肉 炭小屋 川西市 笹部１－３－１４ 飲食店

balubalu 川西市 緑台２－１－７６ サービス

Longchamp 川西市 緑台２－１－７９ 飲食店

ヘアーズカペリート 川西市 緑台２－２－１２３ サービス

チェサピーク 川西市 緑台５－１－２ 飲食店

のらや川西店 川西市 美園町１－１ 飲食店

ハッピー川西 川西市 美園町１１－２ ショッピング

さかなの大将 川西市 美園町３－１　川西宝泉ビル１０２ 飲食店

リサイクルショップ ドリーム 川西店 川西市 見野２－１８－１ ショッピング

フードネットマート 山下店 川西市 見野２－２４－１１ ショッピング

三浦牧場直販店 川西市 見野２丁目１４－２０　 ショッピング

OKKII兵庫つつじが丘店 川辺郡猪名川町 つつじが丘１－４８－４ 飲食店

業務用食品館 つつじが丘店 川辺郡猪名川町 つつじが丘３ー１５ ショッピング

リストランテ　トリトン 川辺郡猪名川町 差組向イ２０１－２ 飲食店

珉王 猪名川店 川辺郡猪名川町 差組向イ２０２－１ 飲食店

ZUNBURG SURF 揖保郡太子町 原４４９ 飲食店

ごちそう村 太子店 揖保郡太子町 東出１５７ 飲食店

オフハウス 兵庫太子店 揖保郡太子町 東出２６２－１ ショッピング

白十字 太子町店 揖保郡太子町 老原５－４ 飲食店

力丸　太子店 揖保郡太子町 蓮常寺２９４－１ 飲食店

大阪ホルモン 太子店 揖保郡太子町 蓮常寺６９－１ 飲食店

らーめん八角 太子店 揖保郡太子町 蓮常寺豆田２９４－１ 飲食店

1番星 太子店 揖保郡太子町 鵤１３７８－１ ショッピング

カワベ 太子店 揖保郡太子町 鵤中宮寺４９７－１ ショッピング

FiLMs 明石市 中崎２－４－１　明石アーバンライフ サービス

ふぁ〜みんSHOP二見 明石市 二見町東二見２１０－１ ショッピング

くまざわ書店 明石店 明石市 二見町西二見１４５４　イトーヨーカ堂明石店
　３Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かつや明石二見店 明石市 二見町西二見１７４０－１ 飲食店

とりあえず吾平 兵庫明石店 明石市 二見町西二見１７４６－２ 飲食店

力丸　二見店 明石市 二見町西二見１８６４ 飲食店

ステーキハウスおおくぼ 明石店 明石市 和坂１－３－６ 飲食店

てんじく 西明石店 明石市 和坂３－８－２ 飲食店

1番星 明石店 明石市 和坂稲荷町５７ ショッピング

お好み焼き つくし大久保店 明石市 大久保町ゆりのき通１－２－２２－１０３ 飲食店

モッズヘア 明石ビス店 明石市 大久保町ゆりのき通１－２－３３　番館　２１
０ サービス

フラワーケンズ 明石市 大久保町ゆりのき通１丁目２－３－４－１０４
　 ショッピング

リサイクル市場エコ オオクボ店 明石市 大久保町大久保町６６０－１ ショッピング

白十字 大久保店 明石市 大久保町大窪１５１９－９ 飲食店

M2PLANT明石大久保店 明石市 大久保町大窪５４５－２　カージェ緑風館１０
２ 飲食店

焼肉やまと 本店 明石市 大久保町江井島７６２－１３ 飲食店

フレッシュ・モア 江井ヶ島 明石市 大久保町西島中スジ４２２－１ ショッピング

NYNY 大久保店 明石市 大久保町駅前１－１１－４　ＫＭビル　３Ｆ サービス

Hair＆Spa flare－志－ 明石市 大久保町駅前１－１７－１０　パレロワイヤル
参番館１Ｆ サービス

ごちそう村 大久保店 明石市 大久保町駅前２－７－６ 飲食店

串処 満蔵 明石市 大明石町１－１３－３３ 飲食店

漁師寿司 海蓮丸 明石店 明石市 大明石町１－１３－５ 飲食店

HAIR POCKET スタイル店 明石市 大明石町１－３－１６　サンタウン・明石ウエ
スト　１Ｆ サービス

CAFE de CRIE パピオスあかし 明石市 大明石町１－６－１　パピオスあかし　２Ｆ 飲食店

肉の館 羅生門 明石店 明石市 大明石町１－６－１　パピオスあかし１Ｆ 飲食店

HAIR POCKET ritta 明石市 大明石町１－７－３３　大手ビル　２Ｆ サービス

ラ・ルーナアレックス明石店 明石市 大明石町２－２－１２　リバブル金陵　１Ｆ サービス

クールヘアー 明石市 大道町１－１－２５ サービス

かつや明石小久保店 明石市 小久保１－１－１ 飲食店

旬彩和遊楠 明石市 小久保１丁目４－１１　恭和ビル１Ｆ－２ 飲食店

鮨　よねき 明石市 小久保２－４－２ 飲食店

パセリ 明石市 小久保２丁目１－２０－２０３　 ショッピング

明石活漁　明石浦正鮨　本店 明石市 日富美町１４－２３　メルゼス明石　１Ｆ 飲食店

ジールヤマグチ 朝霧駅前店 明石市 朝霧南町１－１８０－１　リードサザンビル１
Ｆ サービス

リカーショップ マルヤマ 明石市 朝霧東町３－６－４７ ショッピング

HAIR POCKET merry 明石市 朝霧町３－１４－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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藤江屋分大 本店 明石市 本町１－１２－１７ ショッピング

鮨丹甫 明石市 本町１－１２－１８ 飲食店

季節料理 いずも亭 明石市 本町１－１４－８ 飲食店

本神戸肉森谷商店明石支店 明石市 本町１－６－１４ ショッピング

焼肉 高麗苑 明石市 東仲ノ町１１－６ 飲食店

La fith hair 明石店 明石市 東仲ノ町３－２５　アスピア明石東館　１Ｆ－
１０２ サービス

菊水鮓西店 明石市 松の内１－４－１５ 飲食店

グリーン バスケット 明石市 松の内２－５－２　松ノ内ビル　１Ｆ ショッピング

つくし 明石市 松の内２－５－９ 飲食店

株式会社岩井寿商店 明石市 松江７５９－１２ ショッピング

（有）菊水鮓 明石市 桜町１１－６ 飲食店

明石菊水桜町本店 明石市 桜町１２－２２ 飲食店

炭火焼鳥　はなやん 明石市 桜町１３－７　 飲食店

創作料理　椛 明石市 桜町１４－４　 飲食店

業務スーパー明石店 明石市 硯町３－１０－５２ ショッピング

鮨秀 明石市 藤江８９０－７６ 飲食店

焼肉平和園 明石市 西新町３－９－２３　焼肉平和園 飲食店

ステーキのどん　西明石店 明石市 西明石北町１－１－１０ 飲食店

ごちそう村 西明石店 明石市 西明石北町１－１－５ 飲食店

魚処 さかづき 明石市 鍛治屋町４－１９ 飲食店

美っちゃんチロリン村 明石市 魚住町清水２１４５－３ 飲食店

ふぁ〜みんSHOP魚住 明石市 魚住町錦が丘４－１１－５ ショッピング

和楽心 魚住店 明石市 魚住町長坂寺７６９－２ 飲食店

flareー想ー 明石市 鳥羽１５３７ サービス

グランドシェフ 朝来市 和田山町枚田岡３３０－３ 飲食店

ジュンテンドー 和田山店 朝来市 和田山町枚田岡７２１－３ ショッピング

蔓牛焼肉 太田家 和田山店 朝来市 和田山町玉置８９０－１ 飲食店

太田家 和田山店 朝来市 和田山町玉置８９０－１ ショッピング

エーコープ 和田山店 朝来市 和田山町立ノ原４７－２ ショッピング

日本一おかき処 播磨屋本店 生野総本店 朝来市 生野町円山字京田３０ ショッピング

株式会社　澤田モ－タ－ス 朝来市 生野町口銀谷２３７２　 ショッピング

THE　PERCH　153 朝来市 生野町栃原１７８４－１５３　 飲食店

マルヨシセンター洲本店 洲本市 下加茂１－１－５８ ショッピング

キャンサス 洲本市 下加茂１－２－１９ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

25 / 66

[兵庫県兵庫県]



マーケットとくた 洲本市 五色町広石中９５－２ ショッピング

焼肉海鮮幸 洲本市 五色町都志１６８　 飲食店

三代目かツ泉イオン洲本店前アルチザン店 洲本市 塩屋１－１－１７ 飲食店

淡路ごちそう館 御食国 洲本市 塩屋１－１－８ 飲食店

FCOURE 洲本市 宇山３－５－２ ショッピング

ウェント 淡路東海岸 洲本市 安乎町平安浦１９９０－１ 飲食店

L’ISOLETTA 洲本市 山手１丁目８８２－６　 飲食店

結城屋呉服店 洲本市 本町１丁目７－１６ ショッピング

御食菜采館 洲本店 洲本市 本町２－３－１９ ショッピング

炭火焼肉 さかた 洲本市 本町２－３－４７ 飲食店

金鮓 洲本市 本町４－１－４６ 飲食店

ギャルソン ギャラリー 洲本市 本町７丁目４－４６　Ｋビル１Ｆ ショッピング

LAAVU 洲本市 本町８－９－２３ ショッピング

ライフ由良南店 洲本市 由良１－２０－３７ ショッピング

牛福洲本店 洲本市 納エイ田１１８－２ 飲食店

かつ富士洲本店 洲本市 納波毛１１７ 飲食店

赤い屋根産直市柴宇淡路食彩 淡路市 中田４１３９－４ ショッピング

島村兄弟 淡路市 中田４１３９－４ ショッピング

花ひろば 淡路市 中田４１３９－４　赤い屋根 ショッピング

スーパーマーケット キンキ 東浦店 淡路市 久留麻字城原１９７６－３ ショッピング

淡路夢ホルモン 淡路市 富島１２９ エンターテイメン
ト

ステーキハウス genpei 淡路市 岩屋９２３－４ 飲食店

淡路HWオアシス／淡路物産館 淡路市 岩屋大林２６７４－３ 飲食店

Trepici 淡路市 岩屋大林２６７４－３ 飲食店

スーパーマーケット キンキ 志筑本店 淡路市 志筑１３８１－３ ショッピング

淡路ビーフ新谷 志筑店 淡路市 志筑１７０６ ショッピング

亙 淡路市 志筑１８７１－１５ 飲食店

岨下酒店 淡路市 志筑１８７７－１ ショッピング

金太郎 津名店 淡路市 志筑３０１６ 飲食店

淡路ビーフ新谷 カリヨン店 淡路市 志筑新島１０－１５ ショッピング

PLANT 淡路店 淡路市 志筑新島９－７ ショッピング

あわじ花さじき Galleri 淡路市 楠本2805-7 飲食店

金太郎 東浦店 淡路市 浦７２６－１ 飲食店

PASTA FRESCA DAN－MEN 淡路市 生穂新島９－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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藤本水産（株） 淡路市 育波３８７ ショッピング

ブックフォーラム 相生店 相生市 旭３－７－６　コープデイズ相生店　１Ｆ ショッピング

Yショップ相生駅前店 相生市 本郷町２－２０ ショッピング

相生市立水産物市場 相生市 相生６ ショッピング

和ダイニングまねき白龍城店 相生市 那波南本町８－５５ 飲食店

ジュンテンドー 神崎店 神崎郡神河町 福本６５４ ショッピング

エーコープ 粟賀店 神崎郡神河町 粟賀町３２１－１ ショッピング

寺前楽座‘まちの灯り’ 神崎郡神河町 鍛治１４０－１ ショッピング

ZUNBURG 福崎本店 神崎郡福崎町 南田原２３８７－１ 飲食店

株式会社 カシタニ 福崎店 神崎郡福崎町 南田原３０９２－３ ショッピング

神戸白十字 福崎店 神崎郡福崎町 南田原３１４５－１ 飲食店

旬彩蔵 福崎 神崎郡福崎町 福崎新４３２ ショッピング

もちむぎのやかた 神崎郡福崎町 西田原１０２２－４ ショッピング

亀井堂本家 さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

さんちかゴンチャロフショップ 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

ファクトリーシン さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

ケーニヒスクローネ D＆D店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

ケーニヒスクローネ坂の上店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

SJ KOBE 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ ショッピング

とんかつKYK 神戸店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１ 飲食店

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

evergreen さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか２番街　２０６ ショッピング

fitfit神戸三宮さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか２番街カジュア
ルコート ショッピング

アンドアさんちか 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか２番街カジュア
ルコート ショッピング

Flash Be 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか５番街ローザア
ベニュー ショッピング

明日の食パン神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか５番街ローザア
ベニュー 飲食店

神戸フランツ さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　サンチカ７番街スイーツ
メイト６１９区 飲食店

ひらた 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちかホーム＆ライフ
内 ショッピング

さんちかカフェ モロゾフ 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか三番街ホーム＆
ライフ内 飲食店

Heartdance さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか内 ショッピング

アモスタイル三宮サンチカ店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　サンチカ内 ショッピング

菜遊季 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　さんちか味ののれん街 飲食店

ステーキハウスZEN 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　三宮交通センタービル　
９Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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 飲食店

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

ゴディバ神戸三宮さんちか店 神戸市中央区 三宮町１－１０－１　神戸さんちか７番街 飲食店

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

GRACE 神戸市中央区 三宮町１－４－１１　ラティス三宮　３０２ サービス

パティスリー トゥーストゥース 本店 神戸市中央区 三宮町１－４－１２　１Ｆ 飲食店

AUBEhairtitty三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－１５　建成ビル　４Ｆ サービス

Le reve 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－２　ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴ　６０
１ サービス

La fith hair 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－２　ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴビル　
３Ｆ サービス

ラシーズ三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－２　ＣＲＳＸ－ＷＥＳＴビル　
４Ｆ サービス

ハーブス 神戸クレフィ 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－３　クレフィ三宮　１Ｆ 飲食店

アーバンリサーチドアーズクレフィ三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－３　クレフィ三宮　３Ｆ ショッピング

XLARGE／x－girl神戸 神戸市中央区 三宮町１－４－３　クレフィ三宮　４Ｆ ショッピング

シャルマンカフェクレフィ三宮店 神戸市中央区 三宮町１－４－３　クレフィ三宮　６Ｆ 飲食店

ビストロ ウエシマ 神戸市中央区 三宮町１－４－９　１Ｆ 飲食店

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

ラコステ 三宮 神戸市中央区 三宮町１－５－２８　１Ｆ ショッピング

PLAZA三宮店 神戸市中央区 三宮町１－５－８　Ｂ１Ｆ ショッピング

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

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

フランフラン 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－７－５　スタイルプラザ　Ｂ１Ｆ ショッピング

NYNY 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－７－９　ヤマダビル　２・３Ｆ サービス

BAGGY PORT 三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　１Ｆ　１７４－２号室 ショッピング

モロゾフ 神戸本店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ　１Ｆ 飲食店

ドラゴンスタ－ 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ　３Ｆ　５０２
Ｃ号室 ショッピング

しゃぶ乃家 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ　Ｂ１Ｆ 飲食店

こなな 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ　Ｂ１Ｆ－０５
０ 飲食店

長田タンク筋 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザ　Ｂ１Ｆ－２０ 飲食店

駿河屋神戸三宮1号店 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザビル３Ｆ－２ ショッピング

デルパパ 神戸市中央区 三宮町１－８－１　さんプラザビルＢ１ 飲食店

鳥光 サンプラザ店 神戸市中央区 三宮町１－８－１－０４７　サンプラザ　Ｂ１
Ｆ 飲食店

DRESSLAVE 神戸 神戸市中央区 三宮町１－８－１－１４９ ショッピング

スマートラボ 神戸三宮 神戸市中央区 三宮町１－８－１－１６７　さんプラザ　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寿司のサスケ 神戸市中央区 三宮町１－８－１２５　さんプラザ　１Ｆ 飲食店

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

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－１１
３ 飲食店

回転寿司力丸　神戸三宮センタープラザ店 神戸市中央区 三宮町１－９－１　センタープラザ東館　０４
７ 飲食店

ESPERANZA神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町１－９－１－１４１　センタープラザ内
　１Ｆ ショッピング

時計のミヤコ 三宮店 神戸市中央区 三宮町１－９－１－１５６－２ ショッピング

MIVU三宮さんプラザ店 神戸市中央区 三宮町１丁目８－１－１１３　サンプラザ１Ｆ
北側 ショッピング

shiomi H 神戸市中央区 三宮町２－１０－１１　小川ビル　２Ｆ サービス

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

カインドオル三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７　グレース神戸　Ｂ１Ｆ ショッピング

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

BREEZE 神戸三宮本店 神戸市中央区 三宮町２－１０－７６　グレースコウベビル ショッピング

RANDA 三宮センター街店 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザ西館　１
Ｆ　１０８ ショッピング

ゲーマーズ 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町２－１１－１　センタープラザ西館　３
Ｆ ショッピング

プチバトーブティック神戸店 神戸市中央区 三宮町２－２－１　ラム三宮ビル　１Ｆ ショッピング

ル・レストラン・マロニエ 神戸市中央区 三宮町２－２－１　ラム三宮ビル　２Ｆ 飲食店

Jule 神戸市中央区 三宮町２－２－１　ラム三宮ビル　８Ｆ サービス

韓辛DERI 神戸市中央区 三宮町２－２－２　鈴木ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

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

八坐和 神戸市中央区 三宮町２－３－１ 飲食店

ケーニヒスクローネ くまポチ邸 神戸市中央区 三宮町２－３－１０ 飲食店

ケーニヒスクローネ くまポチ邸TR 神戸市中央区 三宮町２－３－１０ 飲食店

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

PacificDazzle神戸三宮 神戸市中央区 三宮町２－６－７ サービス

CUL DE PARIS 神戸 神戸市中央区 三宮町２－６－９　サンシャイン三宮　１０１ ショッピング

IL BISONTE 神戸 神戸市中央区 三宮町２－６－９－１０４ ショッピング

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

10 by shiomi H 神戸市中央区 三宮町２－９－２　石田ビル　１Ｆ サービス

パスタ－ナ 神戸市中央区 三宮町２丁目５－１３　 飲食店

Dalmatian 神戸市中央区 三宮町２丁目５－７　 ショッピング

アリフ 神戸市中央区 三宮町２丁目９－１１　ホリカワビル１Ｆ ショッピング

ヒルズアヴェニュー神戸元町店 神戸市中央区 三宮町３－１－１ ショッピング

カミネ トアロード店 神戸市中央区 三宮町３－１－２２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

29 / 66

[兵庫県兵庫県]



モンロワール 元町店 神戸市中央区 三宮町３－１－３ 飲食店

カミネ クロノメトリー店 神戸市中央区 三宮町３－１－５ ショッピング

カミネ 元町店 神戸市中央区 三宮町３－１－８ ショッピング

飲食歓 ラ・ミ 神戸市中央区 三宮町３－４－３ 飲食店

NOA 神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町３－６－５ サービス

焼鳥＆タパス トリウオ 神戸市中央区 三宮町３－６－６　三宮３６６ビル　１Ｆ 飲食店

silk de river 神戸市中央区 三宮町３－７－６　神戸元町ユニオンビル　６
０１ サービス

MOYURU KOBE 神戸市中央区 三宮町３－８－２ ショッピング

AVANCE．元町店 神戸市中央区 三宮町３－９－１５　東亜ビル　２Ｆ サービス

ルシェルアイ 神戸市中央区 三宮町３－９－１５　東亜ビル　８Ｆ サービス

カインドオル元町店 神戸市中央区 三宮町３－９－１９　春貴ビル　１Ｆ ショッピング

Liang You 神戸市中央区 三宮町３－９－２０　神戸南泰ビル　Ｂ１ 飲食店

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

三宮一貫樓 神戸市中央区 三宮町３－９－９ 飲食店

CarinaNail　神戸元町 神戸市中央区 三宮町３丁目９－１７　松亜ビル３Ｆ－Ｂ サービス

永田良介商店 神戸市中央区 三宮町３丁目一番四号 ショッピング

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

焼肉ライク 神戸三宮店 神戸市中央区 下山手通１－１－２　みそのビル　１Ｆ 飲食店

魚時々肉 夛田 神戸市中央区 下山手通１－１－６　２Ｆ 飲食店

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

神戸ステーキレストラン モーリヤ本店 神戸市中央区 下山手通２－１－１７　２Ｆ 飲食店

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

古もん 神戸市中央区 下山手通２－１０－４　シンミチビル　７Ｆ 飲食店

オランダ屋 神戸市中央区 下山手通２－１０－６ 飲食店

地鶏屋炭鶏 神戸市中央区 下山手通２－１１－１　ＫＳＭビル 飲食店

神戸焼肉 みつわ屋 神戸市中央区 下山手通２－１１－３０ 飲食店

クワンチャイ三宮店 神戸市中央区 下山手通２－１１－５　ザ・ビー神戸　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥すぎや 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

老房 神戸店 神戸市中央区 下山手通２－１２－９ 飲食店

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

BAR SLOPPY JOE 神戸市中央区 下山手通２－１６－２　サンビル　２Ｆ 飲食店

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

コウベA1－2 新道店 神戸市中央区 下山手通２－２－９　ライトハウス　１Ｆ 飲食店

焼肉処 かね竹 三宮店 神戸市中央区 下山手通２－４－１３　永都ビル神戸１番館 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アラカンパーニュトアロード店 神戸市中央区 下山手通２－５－５ 飲食店

空海 神戸市中央区 下山手通２丁目１－４　ＫＷビル１Ｆ 飲食店

夢家 神戸市中央区 下山手通２丁目１４－４ 飲食店

神港フラワーセンター 本店 神戸市中央区 下山手通３－１－１９ ショッピング

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

三喜 神戸市中央区 下山手通３－１０－１０ サービス

サントベヴィトーレ 神戸市中央区 下山手通３－１０－２　ファルマシアントア
ロード　２０１ 飲食店

トリコロ－ルKOBE 神戸市中央区 下山手通３－１５－１０ 飲食店

レストラン　みやす 神戸市中央区 下山手通３－２－１９ 飲食店

MASH UP神戸 神戸市中央区 下山手通３－３－１０ ショッピング

NEST 神戸市中央区 下山手通３－６－１ ショッピング

鮨 島本 神戸市中央区 下山手通３－７－９　ＫＥＳＸビル 飲食店

いそかみ 神戸市中央区 下山手通３－７－９　ＫＥＳＸビル　２Ｆ 飲食店

蔓牛焼肉 太田家 神戸元町店 神戸市中央区 下山手通３－８－１４　１Ｆ 飲食店

神戸 座屋 神戸市中央区 下山手通３丁目１５−５ 飲食店

UMIKIRIN 神戸市中央区 下山手通３丁目３－１　ウエルストンビル２階 ショッピング

ア－ルティ－ 神戸市中央区 下山手通５－１２－９　グランドメゾン神戸山
手　１Ｆ 飲食店

ジョイエール宇治川 神戸市中央区 下山手通８－９－２７ ショッピング

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

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

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

ほんまもん 神戸市中央区 中山手通１－１１－２　２Ｆ 飲食店

吟shizuku 神戸市中央区 中山手通１－１２－４ ショッピング

リトル ロッド 神戸市中央区 中山手通１－１３－７　山下ビル　１Ｆ ショッピング

炭火焼鳥もくもく 神戸市中央区 中山手通１－１３－７　神戸山下ビル　１０４ 飲食店

活鮨 （いけすはつ） 神戸市中央区 中山手通１－１３－８ 飲食店

やきにく鶴屋 神戸市中央区 中山手通１－１４－２　マリンビル　１Ｆ 飲食店

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Ｓ
３Ｆ 飲食店

炭火焼鶏 鳥っぷ 神戸市中央区 中山手通１－１５－２　富士ビル　１０１ 飲食店

絆べえ 神戸市中央区 中山手通１－１５－７　東門エースタウンビル
　１１０ 飲食店

焼肉 きた松 神戸市中央区 中山手通１－１６－１２　東門ヴィレッジ　１
１１Ａ 飲食店

神戸三宮 ステーキ・鉄板焼 つや 神戸市中央区 中山手通１－１６－１２　東門ヴィレッジ　１
５１ 飲食店

嘉肴　うす井 神戸市中央区 中山手通１－１６－９　クリスタルタワー１　
Ｂ１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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りょうり屋くどう 神戸市中央区 中山手通１－１７－１０　芸亭ビル　１Ｆ 飲食店

お酒のガイナ 三宮本店 神戸市中央区 中山手通１－１７－５　三角第一ビル　１Ｆ ショッピング

創作和食わた邊 神戸市中央区 中山手通１－１７－６　北野フェニックス１－
南Ａ 飲食店

不動坂 菊地 神戸市中央区 中山手通１－２０－１５　メゾン・ド山手１０
１ 飲食店

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

あぶり肉工房 和黒 神戸市中央区 中山手通１－２２－１３　ヒルサイドテラス　
１Ｆ 飲食店

栄ゐ田 神戸市中央区 中山手通１－２２－１３　ヒルサイドテラス　
５Ｆ 飲食店

Varies 神戸市中央区 中山手通１－２２－１３　ヒルサイドテラス　
Ｂ１－２ 飲食店

味加味 神戸市中央区 中山手通１－２２－２３　１Ｆ 飲食店

StoreUNBIRTHDAY 神戸市中央区 中山手通１－２２－２４　メゾンドエトワ－ル
　１０１ サービス

鶴翔 神戸市中央区 中山手通１－２２－２５　シルフィード・ドゥ 飲食店

Lewes 神戸市中央区 中山手通１－２２－５　ＭＪビル　２Ｆ サービス

ソネ 神戸市中央区 中山手通１－２４－１０ 飲食店

音音 神戸市中央区 中山手通１－２５－２１ 飲食店

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

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

天ぷら料理 花歩 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ神戸三宮
ビル　４Ｆ 飲食店

河内鴨料理 田ぶち 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ神戸三宮
ビル　５Ｆ 飲食店

チャイナビストロ　EVOLVE 神戸市中央区 中山手通１－２５－６　ラ・ドルレイ神戸三宮
ビル　７Ｆ 飲食店

KRUA THAI 神戸市中央区 中山手通１－２６－１０　サンライズ中山手 飲食店

私房菜 広東料理 えん 神戸市中央区 中山手通１－２７－１０　天成ハンター坂ビル
　２Ｆ 飲食店

カルビ越え 神戸市中央区 中山手通１－２７－１２　富士産業ビル　２Ｆ 飲食店

VINSEMBLE 神戸市中央区 中山手通１－２７－１２　富士産業ビル　２Ｆ
　北号 飲食店

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

双Living 神戸市中央区 中山手通１－２７－６ 飲食店

パティスリートゥーストゥース 三宮店 神戸市中央区 中山手通１－４－１　ナリヒロビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 萬成館 神戸市中央区 中山手通１－４－１０ 飲食店

鮨 rindo 神戸市中央区 中山手通１－４－２１－２　１Ｆ 飲食店

沖の瀬 神戸市中央区 中山手通１－４－６ 飲食店

リカーマウンテン 三宮東門街店 神戸市中央区 中山手通１－５－１１　くすの木ビル　１Ｆ ショッピング

鯛すし 神戸市中央区 中山手通１－５－１４　播磨第二ビル　１Ｆ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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おか林 神戸市中央区 中山手通１－６－２２ 飲食店

博多もつ鍋と焼もの 一 神戸市中央区 中山手通１－６－２２　宮ビル　１Ｆ 飲食店

神戸焼肉 樹々 神戸市中央区 中山手通１－６－２２　宮ビル　２Ｆ 飲食店

味勧屋 神戸市中央区 中山手通１－６－４ 飲食店

四季の味 哲粋 神戸市中央区 中山手通１－６－７　マミークイーンビル　１
Ｆ 飲食店

鮨 八代 神戸市中央区 中山手通１－６－７　三佳ビル　１Ｆ　北 飲食店

秀寿し 神戸市中央区 中山手通１－６－８　グリ－ンサイドビル　１
Ｆ 飲食店

料理人たに田 神戸市中央区 中山手通１－７－１１　バレイビル　１Ｆ 飲食店

天ぷら やまなか 神戸市中央区 中山手通１－７－１８　サクセスビル　１Ｆ 飲食店

ジェンナイオ 神戸市中央区 中山手通１－７－２０　第３天成ビル　１Ｆ 飲食店

明石渾鮨 神戸市中央区 中山手通１－８－１　明関ビル　１０４ 飲食店

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

焼肉 白洲 神戸市中央区 中山手通１－８－１５　マサキビル　３Ｆ 飲食店

北野坂 しばはら 神戸市中央区 中山手通１－８－１６　ＢＡＳＩＣ北野坂ビル
　２Ｆ 飲食店

鮨　栄美古 神戸市中央区 中山手通１－９－１１ 飲食店

一夜一夜 神戸市中央区 中山手通１－９－１２ 飲食店

とり禅 神戸市中央区 中山手通１－９－２　１Ｆ 飲食店

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

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

鉄板神戸Fuji 神戸市中央区 中山手通１－９－５ 飲食店

みやもと本店 神戸市中央区 中山手通１－９－８ 飲食店

すぎなか 神戸市中央区 中山手通１－９－８ 飲食店

手打ソバトオバンザイソバ花 神戸市中央区 中山手通１丁目１－２　西田ビル２０１ 飲食店

吟SHIZUKU 神戸市中央区 中山手通１丁目１２－４　 ショッピング

バルザル　三宮店 神戸市中央区 中山手通１丁目２－１　Ｂ１ 飲食店

季節料理　勝原 神戸市中央区 中山手通１丁目７－１９　平安ビル３Ｆ 飲食店

ALEGRIA 神戸市中央区 中山手通１丁目８－１８　互陽ビル４０１ 飲食店

i cafe 神戸市中央区 中山手通２－１－１３　ニューサンコービル　
１Ｆ 飲食店

施記 神戸市中央区 中山手通２－１０－２１　１Ｆ 飲食店

施家菜 神戸市中央区 中山手通２－１０－２１　伸野第二ビル　４Ｆ 飲食店

ながり鮨 神戸市中央区 中山手通２－１０－２２　ハンタ－坂ヴィレッ
ジゲ－ト　１Ｆ 飲食店

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

インドレストラン アールティ 神戸市中央区 中山手通２－１４－１３　ハンタービル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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あらがわ 神戸市中央区 中山手通２－１５－１８ 飲食店

コウベグロサーズ 神戸市中央区 中山手通２－１９－２ ショッピング

ピノッキオ 神戸市中央区 中山手通２－３－１３ 飲食店

ジェペット 神戸市中央区 中山手通２－３－１５　石田ビル　Ｂ１ 飲食店

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

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

中華とお酒　Marman 神戸市中央区 中山手通２丁目１８－９　梅華ビル１Ｆ 飲食店

寿司赤酢神戸元町店 神戸市中央区 中山手通３－２－１　トア山手ザ神戸タワー　
１１４ 飲食店

懐石料理三木 神戸市中央区 中山手通３－７－２９　揚ビル　１Ｆ 飲食店

Ca sento 神戸市中央区 中山手通４－１６－１４ 飲食店

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

神戸スパイスストア 三宮店 神戸市中央区 二宮町４－１１－１１　クラスタ－ビル　１Ｆ ショッピング

ココマイスター 神戸旧居留地店 神戸市中央区 京町２５　神戸旧居留地２５番館 ショッピング

yammyspaceitsu葉 神戸市中央区 京町６７　ＫＡＮＪＵビル　２Ｆ 飲食店

SILEM 神戸市中央区 京町６７　ＫＡＮＪＵビル　３Ｆ サービス

Barretta kobe 神戸市中央区 京町６８　ゴンチャロフビル４Ｆ サービス

3 ET DEMI 神戸市中央区 京町６９ ショッピング

カファレル 旧居留地店 神戸市中央区 京町７１ 飲食店

チャコット 神戸店 神戸市中央区 京町７５－２ ショッピング

チャコットカルチャースタジオ神戸スタジオ 神戸市中央区 京町７５－２ ショッピング

REFLECTION 神戸市中央区 京町７６－１　明海三宮ビル　２０１ サービス

フロマジュリー ミュウ 神戸市中央区 京町７６－２　明海三宮第二ビル　１Ｆ ショッピング

アドルフォ・ドミンゲスジャパン神戸元町店 神戸市中央区 京町７７－１　神栄ビル　１Ｆ ショッピング

SATURDAYS NYC 神戸市中央区 京町７８　三宮京町ビル　１Ｆ ショッピング

コロンビアスポーツウェア神戸店 神戸市中央区 京町８０　クリエイト神戸　１Ｆ ショッピング

nanamica神戸店 神戸市中央区 京町８３　ＫＤＣ神戸ビル　１Ｆ　１０２ ショッピング

Dreap 神戸市中央区 京町８３　ＫＤＣ神戸ビル　２Ｆ　南側 サービス

パタゴニア 神戸 神戸市中央区 伊藤町１０８　ダイヤ　１０８ ショッピング

moon jeje 神戸市中央区 元町通１－１－１　新元町ビル　３Ｆ サービス

京華楼 神戸市中央区 元町通１－１－１１ 飲食店

神戸牛大地 神戸市中央区 元町通１－１－３ 飲食店

回転寿司魚喜神戸元町店 神戸市中央区 元町通１－１０－３ 飲食店

Aguhairscene元町 神戸市中央区 元町通１－１０－４　元町原田ビル　３Ｆ サービス

CUORE 神戸市中央区 元町通１－１１－１９　森谷ビル　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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神戸元町別館牡丹園 神戸市中央区 元町通１－１１－３ 飲食店

炭火 まなび家 神戸市中央区 元町通１－１１－６ 飲食店

SUGAR REY 神戸市中央区 元町通1-11-7 千成堂ビル1F ショッピング

KOBE LASH Do元町店 神戸市中央区 元町通１－１３－１３　ナポリ元町ＢＬＤ　７
Ｆ サービス

LIRAbyCUORE 神戸市中央区 元町通１－１３－１３　ナポリ元町ビル　３Ｆ サービス

元町バールCHEERS 神戸市中央区 元町通１－１４－１７ 飲食店

SCOOP 神戸市中央区 元町通１－４－１２　ＭＩＳＸ　１０３ 飲食店

ギュールルモンテ 神戸市中央区 元町通１－４－１２　ＭＩＳＸビル　１Ｆ 飲食店

ユーハイム 本店 神戸市中央区 元町通１－４－１３ 飲食店

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

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

伊藤グリル 神戸市中央区 元町通１－６－６ 飲食店

イグレックベガ 神戸市中央区 元町通１－７－１ 飲食店

ラ・シェンテ 居留地 神戸市中央区 元町通１－７－１　ＶＥＧＡビル　７Ｆ サービス

本神戸肉 森谷商店 神戸市中央区 元町通１－７－２ ショッピング

食パン工房小麦庵元町店 神戸市中央区 元町通１－７－２　ニュ－もとビル　１Ｆ ショッピング

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

SKECHERS神戸元町店 神戸市中央区 元町通１－８－２　眞砂ビル　１Ｆ ショッピング

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

一番館 神戸市中央区 元町通１－８－５ 飲食店

グリ－ンズ 神戸市中央区 元町通１－９－５ ショッピング

鹿鳴荘 神戸市中央区 元町通２－２－２ 飲食店

くり松 神戸市中央区 元町通２－２－８ 飲食店

神戸 元町サントス 神戸市中央区 元町通２－３－１２ 飲食店

鮨　しゅんぺい 神戸市中央区 元町通２－３－６ 飲食店

サンアポロ 元町店 神戸市中央区 元町通２－４－１０ ショッピング

オイル＆ビネガー 神戸元町店 神戸市中央区 元町通２－６－２　河野ビル　１Ｆ ショッピング

神戸元町 花見屋 神戸市中央区 元町通２－６－６ 飲食店

グリルバールMITSU 元町 神戸市中央区 元町通２－７－１２ 飲食店

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

CAFE de CRIE 神戸元町 神戸市中央区 元町通２－７－７　コトブキビル　１Ｆ 飲食店

Iris FiberZoom 神戸市中央区 元町通２－７－７　コトブキ元町ビル　２Ｆ サービス

海鮮居酒屋 魚天 神戸市中央区 元町通２－８－６　村田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ATTO BIKKURI 神戸市中央区 元町通３－１０－３ ショッピング

立ち酒場 魚天 神戸市中央区 元町通３－１１－３　ヒロタビル 飲食店

SABAR神戸元町店 神戸市中央区 元町通３－１１－４　Ｃａｖａビル 飲食店

bb9 神戸市中央区 元町通３－１４－５ 飲食店

パティスリー アキト 神戸市中央区 元町通３－１７－６　白山ビル　１Ｆ 飲食店

本高砂屋 元町本店 神戸市中央区 元町通３－２－１１ 飲食店

FUGETSUDO 本店 神戸市中央区 元町通３－３－１０ 飲食店

焼鳥のヒナタ 神戸市中央区 元町通３－８－８ 飲食店

観音屋 元町本店 神戸市中央区 元町通３－９－８ 飲食店

Howdy Doody 神戸市中央区 元町通３－９－８　パルパローレビル　１Ｆ ショッピング

寿志 淺井 神戸市中央区 元町通４－１－２０ 飲食店

メゾン・ド・マルシェ 神戸市中央区 元町通４－２－２１ ショッピング

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

五穀豊穣米処 穂 神戸市中央区 元町通５－２－８ ショッピング

つゆき 神戸店 神戸市中央区 元町通５－３－１３ ショッピング

神戸ステーキ メリカン 神戸市中央区 元町通５－３－１６ 飲食店

WINDWARD 神戸市中央区 元町通５丁目３－１４　 飲食店

亀井堂総本店 神戸市中央区 元町通６－３－１７ 飲食店

牛処慶 神戸市中央区 元町通７－１－６ 飲食店

東京ホルモン 3世 神戸市中央区 元町高架通３－１４９ 飲食店

神戸デュシャン 神戸市中央区 八幡通４－１－２７　Ｄ’グラフォート神戸三宮
タワー　１Ｆ 飲食店

el tres 神戸市中央区 八幡通４－２－１２　フラワーロード第三ビル
　２Ｆ サービス

日本料理 櫂 神戸市中央区 八幡通４－２－２２ 飲食店

クイ－ンズコ－ト 神戸市中央区 八幡通４丁目２－２４　 ショッピング

神戸フランツ 新神戸店 神戸市中央区 加納町１－３－１　新神戸アントレマルシェ 飲食店

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 飲食店

観音屋新神戸アントレマルシェ店 神戸市中央区 加納町１－３－１　新神戸駅構内 ショッピング

bar ciccia 神戸市中央区 加納町２－１－２　日光ビル　２Ｆ 飲食店

レストランテドンナロイヤ 神戸市中央区 加納町２－５－１　神戸滋慶ビル　ＢＦ 飲食店

メイク・ア・ノイズ 神戸市中央区 加納町２－６－９　幸和マンション　１Ｆ サービス

焼肉bue 神戸市中央区 加納町２－９－２　ヤマウラ７７ビル　１Ｆ　
北 飲食店

鳥舎せいごろりん 神戸市中央区 加納町２丁目１－３ 飲食店

串揚げ えん藤 神戸市中央区 加納町３－１－２３　クレアール神戸　２０１ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

炭焼 もくもく 神戸市中央区 加納町３－１１－２ 飲食店

チッチャ 神戸市中央区 加納町３－１１－２　奥田ビル　１Ｆ 飲食店

やきとり まさ三宮北店 神戸市中央区 加納町３－１３－１ 飲食店

島おでん MIKE 神戸市中央区 加納町３－１４－５　上山ビル　１Ｆ 飲食店

てん樹 神戸市中央区 加納町３－１４－６ 飲食店

わた半 神戸市中央区 加納町３－２－２　高根ビル　３Ｆ 飲食店

ギャロバンガロー 神戸市中央区 加納町３丁目１２－７－２　 飲食店

かわらや 神戸市中央区 加納町４－４－１１　吉住ビル　１Ｆ 飲食店

ビフテキのカワムラ 三宮本店 神戸市中央区 加納町４－５－１３　ヌーバススピリット　１
Ｆ 飲食店

海底撈 三ノ宮店 神戸市中央区 加納町４－５－２　北野坂スクウェアビル 飲食店

魚匠 隆明 北野坂本店 神戸市中央区 加納町４－５－３ 飲食店

リカーマウンテン三宮北野坂店 神戸市中央区 加納町４－６－５ ショッピング

焼鳥梵讃 神戸市中央区 加納町４－７－１　ウッディタウンビル　３Ｆ
　全号 飲食店

一心太助 神戸市中央区 加納町４－７－２４ 飲食店

炭火焼肉・にくなべ屋びいどろ北野坂店 神戸市中央区 加納町４－７－７　神三ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

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

鉄板焼　十河 神戸市中央区 加納町４－８－１３　高橋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

勇すし 神戸市中央区 加納町４－８－１５ 飲食店

ショコラリパブリック 三宮店 神戸市中央区 加納町４－８－７　ＦＢＩビル　１Ｆ 飲食店

和房みよし 神戸市中央区 加納町４－９－１１　成広マンション　１Ｆ 飲食店

天徳 神戸市中央区 加納町４－９－１４　高井ビル　１Ｆ 飲食店

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

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

源平寿司 北店 神戸市中央区 加納町４－９－７ 飲食店

薩摩地鶏吹上庵 神戸市中央区 加納町４－９－９　第八シャルマンビル　１Ｆ 飲食店

ロイエット 神戸市中央区 加納町４丁目７－３　ＧＯＬＤＰＬＡＺＡ１Ｆ 飲食店

四季旬菜 アツ 神戸市中央区 加納町４丁目９－１６－２Ｆ 飲食店

Embellir 三宮 神戸市中央区 加納町６－６－２　ハニービル　４Ｆ サービス

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

The Veranda atKobe2F 神戸市中央区 北野町１－４－３ 飲食店

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

北野ガーデン 神戸市中央区 北野町２－８－１ 飲食店

波勢 神戸市中央区 北野町３－１－８　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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１１
ＦＤ号 ショッピング

ローテ・ローゼ 神戸市中央区 北野町４－９－１４ ショッピング

imai bella fons 神戸市中央区 北野町４－９－２　Ｂ１Ｆ サービス

ビアカフェドブルージュ 神戸市中央区 北長狭通１－１－３ 飲食店

やきとりのんちゃん 本館 神戸市中央区 北長狭通１－１０－１ 飲食店

アラカンパーニュ　三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－１０－６　ムーンライトビル２　
１・２Ｆ 飲食店

焼き鳥淡路 神戸市中央区 北長狭通１－１０－９生田新道ビル１０２ 飲食店

焼肉六甲 三宮生田新道店 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３ 飲食店

バー＆ビストロ 63 神戸市中央区 北長狭通１－２－１３　ニューリッチビル　１
Ｆ 飲食店

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

小肥牛 神戸市中央区 北長狭通１－２－１８　ステラビル　４Ｆ 飲食店

La Sente 三宮 神戸市中央区 北長狭通１－２－２　三宮エビスビル　４Ｆ サービス

焼肉しゃぶしゃぶ 石田屋 北野坂店 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１３ 飲食店

神戸菊水すてーき屋 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１３　キングストーンビル
　２Ｆ

エンターテイメン
ト

神戸菊水 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－２０－１３　キングストンビル ショッピング

炭焼肉石田屋 神戸市中央区 北長狭通１－２０－９ 飲食店

ステーキハウス コクブ 神戸市中央区 北長狭通１－２１－２　タカイビル　２Ｆ 飲食店

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

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

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

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

NYLON 神戸本店 神戸市中央区 北長狭通１－３０－３２ ショッピング

双葉寿司 神戸店 神戸市中央区 北長狭通１－３１－１９ 飲食店

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

CoCo都可三ノ宮店 神戸市中央区 北長狭通１－３１－４０　高架下ピアザノ 飲食店

イルカピターノニシオカ 神戸市中央区 北長狭通１－３２－６　さんらく街　２Ｆ 飲食店

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

京風季節料理　くれない 神戸市中央区 北長狭通１－５－９ ＫＣＢビル２Ｆ 飲食店

八坐和阪急三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－６－１ 飲食店

港町ブルース 神戸市中央区 北長狭通１－６－１１　西阪ビル　１Ｆ 飲食店

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

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　９
Ｆ 飲食店

ステーキランド 神戸 神戸市中央区 北長狭通１－８－２　宮迫ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

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

ステーキランド 神戸館 神戸市中央区 北長狭通１－９－１７　三宮興業ビル　６Ｆ 飲食店

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５
Ｆ 飲食店

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８
Ｆ 飲食店

神戸ステーキレストラン ロイヤルモーリヤ 神戸市中央区 北長狭通１－９－９　第一岸ビル　２Ｆ 飲食店

神戸ステーキレストランモーリヤ 三宮店 神戸市中央区 北長狭通１－９－９　第一岸ビル　３Ｆ 飲食店

Diningbar ヒビキ家 神戸市中央区 北長狭通１丁目２－１５ さくら三宮ステーショ
ンビル５Ｆ 飲食店

四季魚菜　うらべ 神戸市中央区 北長狭通１丁目２０－５　レンガ筋ビル１Ｆ 飲食店

ひつじや　本店 神戸市中央区 北長狭通１丁目２１－７　 飲食店

鮨　ななお 神戸市中央区 北長狭通２－１－１１－２　いくたロード　１ 飲食店

鮨　わき本 神戸市中央区 北長狭通２－１０－１１ 飲食店

もん 神戸市中央区 北長狭通２－１２－１２ 飲食店

神戸牛喜山 神戸市中央区 北長狭通２－１２－６　１Ｆ 飲食店

焼肉牧場 やまがき 三宮店 神戸市中央区 北長狭通２－２－１０ 飲食店

料理屋fan 神戸市中央区 北長狭通２－２－３ 飲食店

フリスコ 神戸市中央区 北長狭通２－３１－４８　ＦＬＩＳＣＯ ショッピング

BEATRISE AG Highest 神戸市中央区 北長狭通２－３１－５６ ショッピング

Upper 神戸市中央区 北長狭通２－３１－６７ ショッピング

クインクラシコ 神戸市中央区 北長狭通２－３１－６９ ショッピング

ビストロ　ガニオン 神戸市中央区 北長狭通２－４－３ 飲食店

びっくりドンキー三宮店 神戸市中央区 北長狭通２－５－１　サンセットビル　Ｂ１ 飲食店

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

グリルド神戸 神戸市中央区 北長狭通２－５－１タイシンサンセットビル５
Ｆ 飲食店

MAX KELLY 神戸市中央区 北長狭通２－５－９　グランドプラザトーア　
１０１ サービス

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

NIKUSPECIALITECarma． 神戸市中央区 北長狭通２－７－１２ 飲食店

ROUSY 神戸市中央区 北長狭通２－７－１２　Ｐｍｐｔビル　２０１ サービス

うを勢 総本店 神戸市中央区 北長狭通２－８－３　アルカザール　１Ｆ 飲食店

TEPPANYAKIMEN 神戸市中央区 北長狭通２－９－１ 飲食店

HOLA ACHAHO 神戸市中央区 北長狭通２－９－２　ルガエ－ブブル－ビル　
２Ｆ 飲食店

NIKUSPECIALITE Macra 神戸市中央区 北長狭通２－９－３－１ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寿志 一慶 神戸市中央区 北長狭通２－９－８　よし井ビル　１Ｆ 飲食店

おむすび俵 神戸市中央区 北長狭通２丁目１－１　パープル山勝ビルＢ１
Ｆ 飲食店

鶏料理ひとりひとり 神戸市中央区 北長狭通２丁目１０－１２　５Ｆ 飲食店

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

割烹之店江川 神戸市中央区 北長狭通２丁目９－８　よし井ビル２Ｆ 飲食店

RAIN 神戸市中央区 北長狭通３－１－１４　岸田ビル サービス

RAGTAG 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－１－１５　トアロードスクエア ショッピング

Evelyn＆Paige 神戸市中央区 北長狭通３－１０－１　１Ｆ サービス

アディダスオリジナルスマイスター 神戸 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　１０２ ショッピング

NO name！ TORWEST 神戸市中央区 北長狭通３－１１－８ ショッピング

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

クロス 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１ ショッピング

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

鮨八代トアウエスト 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１０　ｌｏｕｐｅｔｏｒｗ
ｅｓｔ　１Ｆ 飲食店

TIERRA 神戸市中央区 北長狭通３－１２－１６　ミワボシビル　７Ｆ サービス

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

黒十 スタンド 神戸市中央区 北長狭通３－１２－３　リーストラクチャー・
トアウエスト 飲食店

caprino 神戸市中央区 北長狭通３－２－１３　１Ｆ 飲食店

calm 神戸店 神戸市中央区 北長狭通３－２－１６ ショッピング

LAS NAILS 神戸市中央区 北長狭通３－２－６　ＫＢＣビル　３０１ サービス

中国菜 二位 神戸市中央区 北長狭通３－２－９　ジョイビル　１Ｆ 飲食店

やまと 神戸市中央区 北長狭通３－３－５　泰隆ビル　７Ｆ 飲食店

亀井堂本家 本店 神戸市中央区 北長狭通３－３１－７０ 飲食店

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

Food Bar トンボ 神戸市中央区 北長狭通３丁目８－１アライビル１０３ 飲食店

TRESOR 神戸市中央区 北長狭通３丁目９－２ ショッピング

ケイズヘアー 元町店 神戸市中央区 北長狭通４－２－１　三和ビル　３Ｆ サービス

肉割烹こいし 神戸市中央区 北長狭通４－３－１　日光山ビル　１Ｆ 飲食店

Akari 神戸市中央区 北長狭通５－７－１９　ｓｈｉｍａｍｕｒａｂ
ｕｉｌｄｉｎｇ 飲食店

近江亭 華 神戸市中央区 北長狭通８－２－１１ 飲食店

ラスカル 神戸市中央区 北長狭通北長狭通２－３１－５８ ショッピング

黒毛和牛焼肉犇屋神戸駅前店 神戸市中央区 古湊通１－１－２３ 飲食店

中央酒販 神戸市中央区 坂口通７－２－２３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中国料理 天安閣 NO2 神戸市中央区 多聞通３－３－１　アークプラザ　８Ｆ 飲食店

希望軒　神戸駅前店 神戸市中央区 多聞通３丁目２－１１　 飲食店

希望軒　JR神戸駅前店 神戸市中央区 多聞通３丁目２－１１　１Ｆ 飲食店

BeBeBe chocolatie 神戸市中央区 多聞通４－１－１５－１１１ 飲食店

ファクトリーシン 本店 神戸市中央区 小野柄通６－１－９ 飲食店

グラマシーアクス 三宮店 神戸市中央区 小野柄通６－１－９　富士ビル　１Ｆ サービス

水軍料理つねさ 神戸市中央区 小野柄通６丁目１－５　 飲食店

神戸しゃぶしゃぶ KAIRA 神戸市中央区 小野柄通７－１－５　マキビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

北野NANA 神戸市中央区 山本通１－３－２ 飲食店

北野坂栄ゐ田HANARE 神戸市中央区 山本通１－３－３　ＲＹビル　１Ｆ 飲食店

PEAR＋L 神戸市中央区 山本通１－７－１　ＫＩＴＡＮＯ原田ビル　１
Ｆ サービス

muta KOBE 神戸市中央区 山本通１－７－２３　北野ヒルズ　１Ｆ ショッピング

神戸近藤亭きっしゅや 神戸市中央区 山本通１－７－５　メゾンブランシュ　Ｂ１ 飲食店

wine　dining　TenTen 神戸市中央区 山本通１丁目７－６　 飲食店

花れんこん 神戸市中央区 山本通２－１－１　コーナーハウスビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

料和 大道 神戸市中央区 山本通２－１－２ 飲食店

北野坂 にしむら珈琲店 神戸市中央区 山本通２－１－２０ 飲食店

MONA LISA 神戸市中央区 山本通２－１３－６　新華ビル１Ｆ 飲食店

cucizuccheilbar 神戸市中央区 山本通２－２－７　グランディア北野山本通　
１０３号 飲食店

北野 BURN 神戸市中央区 山本通２－４－６　井本ビル 飲食店

ル・パン 神戸北野 神戸市中央区 山本通２－７－４　レジデンス北野　１Ｆ 飲食店

伊豫パール（株）　FELIZ 神戸市中央区 山本通２丁目３－１　 ショッピング

東天閣 神戸市中央区 山本通３－１４－１８ 飲食店

カファレル 北野本店 神戸市中央区 山本通３－７－２９　神戸トアロードビル　１
Ｆ 飲食店

L’AVENUE 神戸市中央区 山本通３－７－３－１０５　ユートピアトーア 飲食店

てつ本店 神戸市中央区 布引町２－２－２６　クレール布引　１Ｆ 飲食店

UNBIRTHDAY 神戸市中央区 布引町４－３－１５　フラワ－ロ－ド三宮ビル
　９Ｆ サービス

ケーニヒスクローネ 手づくりスイーツ館 神戸市中央区 御幸通４－１－６ 飲食店

ネスカフェ三宮 神戸市中央区 御幸通７－１－１５ 飲食店

ONLY神戸三宮店 神戸市中央区 御幸通７－１－１５　三宮ビル南館　１Ｆ ショッピング

ブランジェリー・パティスリー・コムシノワ 神戸市中央区 御幸通７－１－１５　三宮ビル南館Ｂ１ 飲食店

フラワーボックス 国際会館店 神戸市中央区 御幸通８－１－６ ショッピング

モンクレール コウベ 神戸市中央区 播磨町４５　Ｔｈｅ４５ｔｈビル ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カミネ 旧居留地店 神戸市中央区 播磨町４９　神戸旧居留地平和ビル ショッピング

さち福や相鉄フレッサイン神戸三宮店 神戸市中央区 旭通５－２－３　相鉄フレッサイン神戸三宮　
１Ｆ 飲食店

Aguhairroom三ノ宮 神戸市中央区 旭通５－３－１５　第二青電ビル　４Ｆ サービス

権太呂すしJR三宮駅前店 神戸市中央区 旭通５－３－５ 飲食店

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

carus hairdressing 神戸市中央区 明石町１８　３Ｆ サービス

メリケンバーバーショップ 神戸市中央区 明石町１８　大日明石町ビル　３Ｆ サービス

BLEU by ELTRES 神戸市中央区 明石町１８　大日明石町ビル　５Ｆ サービス

ROUGH RARE 神戸市中央区 明石町１８－２　大協ビル 飲食店

ステーキハウス縁 神戸市中央区 明石町３１－１　ＴＥＳＴＡ神戸旧居留地　５
Ｆ 飲食店

中国料理 神戸壺中天 神戸市中央区 明石町３２　明海ビルＢ１Ｆ　Ｂｌｏｃｋ３２ 飲食店

ジャストカーテン 神戸HDC店 神戸市中央区 東川崎町１－２－２　ＨＤＣ神戸　２Ｆ ショッピング

とんかつKYKデュオ神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３ 飲食店

オリンピア デュオこうべ店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオこうべ内 ショッピング

家族亭 神戸駅地下街店 神戸市中央区 東川崎町１－２－３　デュオ神戸浜の手 飲食店

NORTH SHORE 神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－５－５ 飲食店

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

六甲 神戸市中央区 東川崎町１－５－７　情報文化ビルカルメニ　
１８Ｆ 飲食店

WOOL神戸ハーバー 神戸市中央区 東川崎町１－５－７　情報文化ビルカルメニ　
１８Ｆ 飲食店

ジャムおじさんのパン工場 神戸店 神戸市中央区 東川崎町１－６－２ 飲食店

おせんべまんのおせんべ屋さん神戸 神戸市中央区 東川崎町１－６－２ 飲食店

リミックス 神戸市中央区 東川崎町１丁目２－３３　デュオこうべ浜の手 ショッピング

ノーワンエルス 神戸市中央区 東町１１６　パークサイドビル　２Ｆ サービス

業務スーパー 大安亭店 神戸市中央区 東雲通４－３－７ ショッピング

SORAYUME 神戸市中央区 栄町通１－２－１　ＭＲＳＸビル１階 飲食店

アンプーファム元町 神戸市中央区 栄町通１－２－１３　茂生ビル　１Ｆ ショッピング

播磨屋本店 神戸店 神戸市中央区 栄町通１－２－７　大同生命ビル　１Ｆ ショッピング

フリ－スピリッツ神戸店 神戸市中央区 栄町通１丁目１－５　 ショッピング

中国茶専門店彩香 神戸市中央区 栄町通１丁目３－１２　門ビル２Ｆ ショッピング

中華菜館龍郷 神戸市中央区 栄町通１丁目３－１６　チャイナコート２階 飲食店

Vegetable House 神戸市中央区 栄町通２－１－３ 飲食店

WTW 元町 神戸市中央区 栄町通２－４－１３　１Ｆ ショッピング

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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元祖 ぎょうざ苑 神戸市中央区 栄町通２－８－１１ 飲食店

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

ダンスウィズドラゴン 神戸元町店 神戸市中央区 栄町通３－３－５ ショッピング

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

第一楼 神戸市中央区 江戸町９４ 飲食店

Ch Tea Room 神戸市中央区 江戸町９８－１　東町江戸町ビル　１Ｆ 飲食店

MARIENAILS 三宮店 神戸市中央区 江戸町９８－１　東町江戸町ビル　１Ｆ サービス

株式会社 JOC Chesty 神戸市中央区 江戸町９８－１　東町江戸町ビル　１Ｆ ショッピング

フィッシュ インザ フォレスト 神戸市中央区 波止場町２－８ 飲食店

SO．TABLE KOBE 0330 神戸市中央区 波止場町５ 飲食店

TOOTHTOOTHmaison15th 神戸市中央区 浪花町１５　旧神戸居留地十五番館 飲食店

UGG 神戸店 神戸市中央区 浪花町２７　興和仲町通ビル ショッピング

ロクヨン 神戸市中央区 浪花町６４　ＮＴＴ三宮別館　１Ｆ 飲食店

カンプリ神戸店 神戸市中央区 海岸通２－２－１　第二萬利ビル　１Ｆ ショッピング

happy－go－lucky 神戸市中央区 海岸通２－３－７　グランディア海岸通　１Ｆ ショッピング

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

アーンスロー 神戸市中央区 海岸通４　新明海ビル　１０２ ショッピング

炭火焼肉 味一 神戸市中央区 海岸通４－５－１ 飲食店

健民ダイニング 神戸市中央区 海岸通５－１－１ 飲食店

BOCONCEPT神戸 神戸市中央区 海岸通６　建隆ビル　１Ｆ ショッピング

ライダーズクロス 神戸港島 神戸市中央区 港島９－２－５ ショッピング

BEBE BUZZFUZZ 神戸市中央区 港島中町６－５－２ ショッピング

神戸フォークランド 神戸市中央区 港島中町７－６ ショッピング

家族亭 ポートアイランド店 神戸市中央区 港島南町２－１－１１　市民病院前ビル　２０
１ 飲食店

INGNI 神戸市中央区 港島南町４－６－２ ショッピング

みなとじま喫茶室 神戸市中央区 港島南町６－３－７ 飲食店

ヘアー タカシ 神戸市中央区 熊内町２－５－１０ サービス

カフェ花 神戸市中央区 熊内町２丁目５－１１　アルケット熊内２Ｆ 飲食店

焼肉二宮 神戸市中央区 琴ノ緒町３－４－１０ 飲食店

鮓 國次 神戸市中央区 琴ノ緒町４－７－１４ 飲食店

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　Ｂ１Ｆ 飲食店

アットワン JR三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－３－２　三宮駅前平和ビル　３Ｆ 飲食店

MARCH三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－３－５　グリ－ンシャポ－ビル　
６１１号 サービス

ネイル＆アイラッシュサロンJOJO神戸店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－４－２３　サンデンビル　６Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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LaLa Terrace 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－８　Ｍ．Ｓインターナショナ
ルタワービル　７Ｆ サービス

神戸ア－ルティ－三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－９ 飲食店

神戸スパイスストア 琴ノ緒町店 神戸市中央区 琴ノ緒町５－５－９　フュ－チャ－ビル　１０
１号 ショッピング

焼肉丸萬 神戸市中央区 琴ノ緒町５－７－８　ＮＥＰ三宮ビル　１Ｆ 飲食店

てつ三宮店 神戸市中央区 琴ノ緒町５丁目４－１４　オリオンビル１Ｆ 飲食店

肝胆亭 神戸市中央区 琴ノ緒町５丁目４－５　三琴ビル地下１Ｆ 飲食店

肝胆亭 神戸市中央区 琴ノ緒町５丁目４－５　三琴ビル地階 飲食店

アサヒ屋二宮店 神戸市中央区 琴緒町３－５－１２ ショッピング

フロインドリーブ 神戸市中央区 生田町４－６－１５ 飲食店

海鮮屋台おくまん 神戸駅前店 神戸市中央区 相生町２－２－１４ 飲食店

ハイジ 神戸駅店 神戸市中央区 相生町３－１－１　（ＪＲ神戸駅構内） 飲食店

おいしいお肉の店 和牛の郷 デュオこうべ 神戸市中央区 相生町３－１－２　デュオこうべ山の手１２ ショッピング

きしからDUO神戸店 神戸市中央区 相生町３－２－１　ＤＵＯ神戸山の手２７区画 飲食店

ジュピターデュオこうべ 神戸市中央区 相生町３－２－１　神戸地下街デュオこうべ山
の手 ショッピング

幸福堂 神戸市中央区 相生町４丁目３番６号　 ショッピング

BRASSERIE　L’ARDOISE 神戸市中央区 磯上通４－３－２　マンション磯上　１Ｆ 飲食店

リカちゃんキャッスルのちいさなクローゼッ 神戸市中央区 磯上通５－１－２０　ＩＰＳＸＮＯＲＴＨ　１
０２ ショッピング

黒十 神戸市中央区 磯上通６－１－９　神戸ＭＫビル　１Ｆ 飲食店

京都六角雅庵三ノ宮店 神戸市中央区 磯上通７－１－１９　ＰＲＯＧＲＥＳＳＫＯＢ
Ｅ　５Ｆ 飲食店

ステーキハウス神楽 GRAND三ノ宮店 神戸市中央区 磯上通７－１－１９　ＰＲＯＧＲＥＳＳＫＯＢ
Ｅ　７Ｆ 飲食店

H．R．M． 神戸市中央区 磯上通７－１－８　三宮インテス　１Ｆ ショッピング

西村屋　和味旬彩 神戸市中央区 磯上通７丁目１－２０　 飲食店

ISOGAMIFRYBAR 神戸市中央区 磯上通８－１－１３　角丸ビル　１Ｆ 飲食店

プロペラ 神戸市中央区 磯上通８－１－１４ 飲食店

RED LINE 神戸市中央区 磯上通８－１－１６　越智ビル２Ｆ サービス

ステーキ＆ビアレストランロイン 三宮店 神戸市中央区 磯上通８－１－１９　カーサグランデ神戸ビル
　ＢＦ 飲食店

CINQUE CLASSICO 神戸市中央区 磯辺通４－１－３８　タツミ三宮ビル　１Ｆ ショッピング

ジーセンコンフェクト株式会社 神戸市中央区 神若通７－２－７ 飲食店

なぎさダイニング 神戸市中央区 脇浜海岸通１－３－３　ＨＡＴなぎさの湯内 飲食店

QuQu 神戸市中央区 脇浜海岸通２－２－２　ブルメールＨＡＴ神戸 ショッピング

アバンティブックセンターHAT神戸店 神戸市中央区 脇浜海岸通２－２－３　ブルメールＨＡＴ神戸
　２Ｆ ショッピング

活ふぐ料理 和田 神戸市中央区 若菜通５－２－１０　明賢三宮東ビル　１Ｆ 飲食店

ピザハット三宮店 神戸市中央区 雲井通１－１－１　ツイン雲井　１０２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グリーンベリーズコーヒー三宮駅前店 神戸市中央区 雲井通６－１－１５　ｓｕｎｃｉｔｙ　２Ｆ 飲食店

38 SILVER WORKS 神戸市兵庫区 上庄通２丁目１－２ ショッピング

つきみ 神戸市兵庫区 上沢通１丁目１－１４　コ－ポカネクラ１Ｆ 飲食店

業務スーパー 湊川店 神戸市兵庫区 下沢通３－４－２５ ショッピング

神乾市場店 神戸市兵庫区 中之島１－１－４ ショッピング

炭火焼肉Buzz 神戸店 神戸市兵庫区 中道通１－３－２８　サンロータスビル　１Ｆ 飲食店

和田クラブ和 神戸市兵庫区 和田宮通５丁目３－３　 飲食店

焼肉処かね竹 兵庫本店 神戸市兵庫区 塚本通６－１－２７　グランパレ兵庫１Ｆ 飲食店

熟成焼肉 月光 神戸市兵庫区 大開通２－３－２５ 飲食店

洋食の赤ちゃん 兵庫南 神戸市兵庫区 島上町２－２－２７　メゾン島上１０１ 飲食店

ロンドンテ-ラ- 神戸市兵庫区 新開地１丁目３－１５ ショッピング

焼鳥のヒナタメトロ神戸店 神戸市兵庫区 新開地２－３　メトロ神戸新開地タウン　Ｆ７ 飲食店

新開地酒場 情熱ホルモン 神戸市兵庫区 新開地２－３－１８ 飲食店

マルフク　靴店 神戸市兵庫区 新開地２丁目１－７　 ショッピング

ASAHIYA 神戸市兵庫区 新開地５丁目２－１２　 ショッピング

魚盛 神戸市兵庫区 東山町２丁目１－５　 ショッピング

BE－LAND 神戸市兵庫区 松原通４－４－１３　１Ｆ ショッピング

アサヒ屋 兵庫店 神戸市兵庫区 浜山通り２－３－１４ ショッピング

ケインズリカ－ 神戸市兵庫区 磯之町１－７ ショッピング

宝馬 神戸市兵庫区 福原町３－２１ 飲食店

太田家 本店 神戸市兵庫区 荒田町１－１０－７ ショッピング

蔓牛焼肉 太田家 神戸湊川店 神戸市兵庫区 荒田町１－１６－８　１Ｆ 飲食店

神陵文庫 本店 神戸市兵庫区 荒田町２－２－１４ ショッピング

神戸菊水 神戸市兵庫区 荒田町３－４０－１９ ショッピング

湊川グルメ 神戸市兵庫区 荒田町４－２９－２４　Ｂ１０５ ショッピング

神戸菊水 湊川店 神戸市兵庫区 荒田町４－２９－２４－１３３ ショッピング

がってん寿司神戸菊水店 神戸市兵庫区 菊水町９－１７－９ 飲食店

ビアードパパ JR兵庫駅 神戸市兵庫区 駅南通５－３－７　ＪＲ兵庫駅構内 飲食店

駿河屋兵庫店 神戸市兵庫区 駅南通５－４－５５ ショッピング

吟湯 湯治聚落〔レストラン〕 神戸市北区 上津台５－５－１ 飲食店

KOBE Cagla 神戸市北区 上津台９－１－７ 飲食店

焼肉CLUB ひまわり 神戸市北区 八多町中１１５０ 飲食店

お好み焼 偶 神戸北店 神戸市北区 八多町中８７０ 飲食店

焼肉 加茂川 神戸市北区 北五葉１－２－１５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉 一心 神戸市北区 南五葉１－２－１８ 飲食店

神戸養蜂場 神戸市北区 山田町小部ヲモ谷１－１ ショッピング

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 飲食店

Patisserie 701 神戸市北区 日の峰１－１５－３ 飲食店

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 飲食店

ボックサン コープデイズ神戸北町店 神戸市北区 日の峰２－７　コープデイズ神戸北町　１Ｆ 飲食店

ラ・ルーナアレックス 神戸北町店 神戸市北区 日の峰２－８－４　Ｋガーデン　１Ｆ サービス

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

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

レーブドゥシェフ北六甲店 神戸市北区 有野中町１－２１－９ 飲食店

炭火焼肉 やまがき 藤原台店 神戸市北区 有野中町１－８－５ 飲食店

串カツ恵 神戸市北区 有野中町１丁目２１－２－１０１ 飲食店

和食処ISUKE 神戸市北区 有野中町１丁目９－２　Ｔ＆Ｍ１Ｆ－Ｃ 飲食店

宗家源吉兆庵 岡場店 神戸市北区 有野中町２－１４－１３ 飲食店

焼鳥大吉 藤原台店 神戸市北区 有野中町２－１４－１７ 飲食店

業務スーパー 岡場店 神戸市北区 有野中町２－８－２ ショッピング

農野花 神戸市北区 有野中町３－１－２ ショッピング

宮脇書店 神戸北店 神戸市北区 有野中町３－１３－３１ ショッピング

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

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

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

源右衛門 神戸市北区 有野町二郎１７８－１ 飲食店

NISHIYAMA 有野店 神戸市北区 有野町有野９８０－１ ショッピング

有馬ごんそば 神戸市北区 有馬町１０１９　有馬の工房 飲食店

有馬篭 本店 神戸市北区 有馬町１０４９ ショッピング

有馬焼肉　丞－TASUKU－ 神戸市北区 有馬町１２９８－９　森山ビル１Ｆ 飲食店

湯の花堂本舗 太閤通店 神戸市北区 有馬町１５２０－１ 飲食店

三ツ森本店 神戸市北区 有馬町２９０－１ 飲食店

ALIMALI 神戸市北区 有馬町７９８ ショッピング

有馬禅寿司 神戸市北区 有馬町８１８ 飲食店

くまざわ書店 藤原台店 神戸市北区 藤原台中町１－２－２　エコール・リラショッ
ピングセンター　５Ｆ ショッピング

ネイルサロン＆スクールAND．．．NAI 神戸市北区 藤原台中町２－１５－９　オルガビル　２Ｆ サービス

神戸板前焼肉 楽心 神戸市北区 谷上西町２７－６ 飲食店

炭火 七りん 神戸市北区 道場町日下部１０７－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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 飲食店

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

stella 神戸市北区 鈴蘭台東町１－７－１３ サービス

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

どろ焼 喃風 垂水店 神戸市垂水区 下畑町字小川１４００－１２ 飲食店

du’：c 神戸市垂水区 五色山１－４－５　Ｂ－１０１ サービス

アストロプロダクツ 神戸垂水店 神戸市垂水区 名谷町２３５７－５ ショッピング

力丸　神戸垂水店 神戸市垂水区 名谷町２５６９丁目６番地 飲食店

レーブドゥシェフ名谷店 神戸市垂水区 名谷町３２１－１ 飲食店

鳥きんぐ神戸垂水店 神戸市垂水区 名谷町６９７－７０ 飲食店

わかまつ 名谷店 神戸市垂水区 名谷町７７３－１ 飲食店

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

和食ダイニング ごちそう村 学園南店 神戸市垂水区 名谷町大谷１９０５－７ 飲食店

蔓牛焼肉太田家桃彩花 神戸市垂水区 名谷町字寺池１４６０－４ 飲食店

ステーキハウス 神楽 垂水店 神戸市垂水区 名谷町室山１４００－１４８ 飲食店

PacificDazzleバトン 神戸市垂水区 名谷町室山１４００－５１ サービス

KeyPoint 垂水店 神戸市垂水区 名谷町横尾１７９６－１ ショッピング

かんてき　西村家 神戸市垂水区 城が山４丁目３－６－１　 飲食店

ジェームス邸 神戸市垂水区 塩屋町６－２８－１ 飲食店

アミーゴ書店 垂水店 神戸市垂水区 天ノ下町１－１　ウェステ垂水　２Ｆ ショッピング

チャイブ 神戸市垂水区 天の下町１－１－１１５ウエステ垂水 ショッピング

やきとりまさ 垂水店 神戸市垂水区 天ノ下町１２－１０ 飲食店

得得学園南店 神戸市垂水区 小束台８６８－１０３８ 飲食店

シュール・ドゥ 神戸市垂水区 小束山手２－２－１　ＢＲＡＮＣＨ神戸学園都
市 サービス

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１
Ｆ ショッピング

あぶり肉工房　西村家　垂水店 神戸市垂水区 川原１丁目２－１７　 飲食店

BBすとあ－Shield 神戸市垂水区 川原５丁目２－３　川原ビル２０１ ショッピング

増田屋平磯店 神戸市垂水区 平磯１－１－２３ 飲食店

増田屋本店 神戸市垂水区 日向２－５－１７ 飲食店

OFF HOUSE 神戸星陵台店 神戸市垂水区 星陵台４－４－３１ ショッピング

ホビーオフ 神戸星陵台店 神戸市垂水区 星陵台４－４－３１ ショッピング

butterflyeffect 神戸市垂水区 本多聞２－１０－２３　田中マンション　１０
５ ショッピング

味鉄 舞子店 神戸市垂水区 東舞子町２－２１ 飲食店

ダイニングルームインザマイコ 神戸市垂水区 海岸通１１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

本の森 垂水店 神戸市垂水区 神田町１－２０ ショッピング

本神戸肉森谷商店 垂水店 神戸市垂水区 神田町１－２０　モルティ垂水東館 ショッピング

レーブドゥシェフ駅前店 神戸市垂水区 神田町２－１６ 飲食店

NYNY 垂水店 神戸市垂水区 神田町２－３１　タケミカビル　２Ｆ サービス

炭火焼鳥 こうちゃん 神戸市垂水区 神田町２－３６　１Ｆ 飲食店

肉バル La Shomon 神戸市垂水区 神田町４－１０ 飲食店

業務スーパー 垂水駅前店 神戸市垂水区 神田町４－３６　ニュー垂水ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

白十字 垂水店 神戸市垂水区 福田２－２－４９ 飲食店

shoeido 神戸市垂水区 福田２－４－４ 飲食店

びっくりドンキー神戸垂水店 神戸市垂水区 舞多聞東１－１０－１４ 飲食店

ファクトリーシン ブルメール舞多聞店 神戸市垂水区 舞多聞東２－１－４５ 飲食店

ジャストカーテン 神戸垂水店 神戸市垂水区 舞多聞東２－１－４５ ショッピング

アバンティブックセンター舞多聞店 神戸市垂水区 舞多聞東２－１－４５　ブルメール舞多聞　２
Ｆ ショッピング

moncoeur 神戸市垂水区 舞多聞西８－１０－１ サービス

あそびのせかい キドキド 学園南店 神戸市垂水区 舞多聞西８－６ ショッピング

PINES LOOP 神戸市垂水区 舞子坂４－１－７　舞子坂シティ サービス

フキアイデンカ(株) 神戸市垂水区 高丸７丁目７ー１６ ショッピング

白鶴酒造資料館 神戸市東灘区 住吉南町４－５－５ ショッピング

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

蘇州園 神戸市東灘区 住吉山手４－７－２８ 飲食店

もと牛 神戸市東灘区 住吉本町１－３－１２　中野ビル　２Ｆ 飲食店

ヘアーポジションYAMAMOTO住吉店 神戸市東灘区 住吉本町１－５－１１ サービス

串菜 神戸岡本 神戸市東灘区 住吉本町１－６－８　グランディア住吉本町邸
　１Ｆ 飲食店

Rycka 神戸市東灘区 住吉本町１－７－９－２　１Ｆ サービス

10KIO 神戸市東灘区 住吉本町２－１－１６ 飲食店

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

さかなでいっぱい 神戸市東灘区 住吉本町２丁目１７－２　加藤ビル１０２ 飲食店

神戸屋レストラン　御影店 神戸市東灘区 住吉本町３－５－１１ 飲食店

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

お食事処 味 熟食玩味 神戸市東灘区 向洋町中１－１８　リバ－モ－ルイ－スト　１
０１ 飲食店

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

チャイニーズレストラン　たんぽぽ亭 神戸市東灘区 向洋町中５－１　ＲＩＣウエストコート４番街
　５２４－１１４ 飲食店

コウベグロサーズ六甲アイランド店 神戸市東灘区 向洋町中５－１５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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スタディコウベ 神戸市東灘区 向洋町中６－１２－５ ショッピング

ソングドリームKOBE 神戸市東灘区 向洋町中６－９　神戸ファッションマート　３
Ｆ ショッピング

アシュレイホームストア神戸店 神戸市東灘区 向洋町中６－９　神戸ファッションマート　３
Ｆ ショッピング

六森 神戸市東灘区 向洋町中６丁目９　神戸ファッションマ－ト１
階 飲食店

zootie神戸岡本店 神戸市東灘区 岡本１－１１－３４　ラビリンス岡本　１Ｆ ショッピング

RF1岡本店 神戸市東灘区 岡本１－１２－１１　岡本東館ビル　１Ｆ ショッピング

grace by PORTE 神戸市東灘区 岡本１－１２－１３ サービス

モンロワール岡本坂店 神戸市東灘区 岡本１－１２－１４ 飲食店

手包み餃子バルCHANJA 神戸市東灘区 岡本１－１４－１８　大橋ビル　Ａ 飲食店

株式会社二楽園 神戸市東灘区 岡本１－２－１７　ガーデンライフ岡本　１Ｆ ショッピング

Bar SelVaggio 神戸市東灘区 岡本１－３－１７　パッセージ岡本　２Ｆ 飲食店

炭火焼鳥専門店まさやJR摂津本山店 神戸市東灘区 岡本１－３－３３　１Ｆ 飲食店

trattoria 漣 神戸市東灘区 岡本１－４－１７　オギタビル　Ｂ１ 飲食店

riche 神戸市東灘区 岡本１－４－２２　オーガニックビル　２Ｆ サービス

クワンチャイ岡本店 神戸市東灘区 岡本１－４－３ 飲食店

福牛 神戸市東灘区 岡本１－５－１０　岡本ビル 飲食店

Melva 神戸市東灘区 岡本１－６－１　印綬産業ビル　２Ｆ サービス

堀萬昭堂 岡本駅前店 神戸市東灘区 岡本１－７－７ ショッピング

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

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

料理人がきさん 神戸市東灘区 岡本２－５－６　ラ・コロンナ岡本　１０２ 飲食店

シック・バンビーニ 岡本店 神戸市東灘区 岡本３－７－１５－１０１ ショッピング

Rthewineshop 神戸市東灘区 岡本３－９－３５　岡本サンハイツ　１０９ ショッピング

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

中国料理 悠悠 神戸市東灘区 岡本９－６－１８ 飲食店

みかげ山手ロール 神戸市東灘区 御影１－１４－３１ 飲食店

高田屋 神戸市東灘区 御影２－１０－１１ ショッピング

DiO 神戸市東灘区 御影２－１０－２－２０１ サービス

マモン・エ・フィ－ユ 神戸市東灘区 御影２－３４－２０　グレイスリ－御影　２Ｆ ショッピング

石焼ステーキ　みかげ館 神戸市東灘区 御影２－９－８ 飲食店

峡洛 神戸市東灘区 御影中町１－１７－９ 飲食店

焼き鳥 まさや 御影店 神戸市東灘区 御影中町１－９－２　米田ビル　１Ｆ 飲食店

韓流食堂 オッパ！ 神戸市東灘区 御影中町４－１－３１ 飲食店

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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さかばやし 神戸市東灘区 御影塚町１－８－１７ 飲食店

神戸酒心館「東明蔵」 神戸市東灘区 御影塚町１－８－１７ ショッピング

甲南漬本舗本店 神戸市東灘区 御影塚町４丁目４－７ ショッピング

椰林 神戸市東灘区 御影山手１－２－１０　御影ガ－デンシティ　
２Ｆ 飲食店

御影スポーツ 神戸市東灘区 御影本町４－７－１７ ショッピング

鮨 とびこめ 神戸市東灘区 御影石町２－１５－１２　すしとびこめ　２Ｆ 飲食店

ケーニヒスクローネ 御影本店 神戸市東灘区 御影石町４－１２－１９ 飲食店

惣菜＆カフェ 御影キッチン 神戸市東灘区 御影郡家１－１４－６ 飲食店

ファーマーズマーケット マチマルシェ御影 神戸市東灘区 御影郡家１－１４－８ ショッピング

株式会社テーラー・キダ 神戸市東灘区 御影郡家１丁目２９－３１ ショッピング

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

Mon Petit Poulet 神戸市東灘区 御影郡家２－４－１０ 飲食店

Dal Ricciolo 神戸市東灘区 本山中町１－１－１０　サントミハウス　１Ｆ 飲食店

鮨 生粋 神戸市東灘区 本山中町３－３－６ 飲食店

ブ－ランジュリ－グルマン 神戸市東灘区 本山中町３－６－２３　ＴＭハイツ本山 ショッピング

ファットリアルッカ 神戸市東灘区 本山中町３－６－２３　ＴＭ本山ハイツ 飲食店

ラ・ポスト 神戸市東灘区 本山北町３－３－１４ 飲食店

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

天ぷら 天介 神戸市東灘区 本山北町３－５－１８　栄光ビル　１Ｆ 飲食店

ナイーフ 神戸市東灘区 本山北町３－６－２ ショッピング

Sleek 本山店 神戸市東灘区 本山南町９－８－３４ サービス

hair＋nail SORA 神戸市東灘区 森北町２－３－２２ サービス

ヘアーポジションYAMAMOTO甲南店 神戸市東灘区 森南町１－１２－１２ サービス

ELNA・ADRIARN 神戸市東灘区 森南町１－１８－１１ 飲食店

カーテンじゅうたん王国 セルバ甲南山手店 神戸市東灘区 森南町１－５－１　セルバ甲南山手　４Ｆ ショッピング

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

神戸ハイカラ 神戸市東灘区 森南町３丁目２－１　ヴィラクオ－レ１Ｆ 飲食店

ニャムニャムキッチン 神戸市東灘区 深江北町３丁目３－１　徳風マンション１０８ 飲食店

ステーキハウス ZEN 神戸市東灘区 田中町１－１－４ 飲食店

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 飲食店

モードケイズeau 神戸市東灘区 田中町１－８－１８　ミリオンベル本山　１Ｆ サービス

CELLAR HOUSE ＋ 神戸市東灘区 田中町２－１２－１４　山田ビル　１Ｆ ショッピング

シンフォニーナガノ 神戸市東灘区 田中町３－１８－２２ 飲食店

神戸仔牛屋 神戸市東灘区 田中町４丁目３－６　フォルテ甲南１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マックスフリッツ神戸 神戸市東灘区 甲南町２丁目５－１６　ロイヤルハイツ神戸本
山１０１ ショッピング

DERE－DIR face 神戸市東灘区 西岡本２丁目４２－１２　パークスクエア岡本
アネックスプラザ１Ｆ サービス

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

とりまさ青木本店 神戸市東灘区 青木５－４－１０ 飲食店

オンセンド 東灘店 神戸市東灘区 青木６－７－１４　阪神ファミリーショップ青
木店　２Ｆ ショッピング

櫻宴 〔櫻蔵〕 神戸市東灘区 魚崎南町４－３－１８ ショッピング

浜福鶴 吟醸工房 神戸市東灘区 魚崎南町４－４－６ ショッピング

菊正宗酒造記念館 神戸市東灘区 魚崎西町１－９－１ ショッピング

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

Kir 神戸市灘区 倉石通６－１－２１ サービス

アイラッシュサロンブランJR六甲道店 神戸市灘区 備後町４－１－１　ウェルブ六甲道三番街一番
館　２０３ サービス

モードケイズ 六甲道店 神戸市灘区 備後町５－３－１　ウェルブ六甲道１番街 サービス

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

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

TENRAN CAFE 神戸市灘区 六甲山町一ケ谷１－３２ 飲食店

ベーカリー＆カフェ デルパパ 神戸市灘区 六甲山町中一里山１－１　六甲山牧場南ゲート
内まきば夢工房　１Ｆ 飲食店

神戸チーズ 神戸市灘区 六甲山町中一里山１－１　六甲山牧場神戸チー
ズ館内 飲食店

六甲ガーデンテラス グラニットカフェ 神戸市灘区 六甲山町五介山１８７７－９ 飲食店

六甲山 ジンギスカンパレス 神戸市灘区 六甲山町五介山１８７７－９ 飲食店

六甲ビューパレス 神戸市灘区 六甲山町五介山１８７７－９ 飲食店

ROKKO森の音ミュージアム 神戸市灘区 六甲山町北六甲４５１２－１４５ ショッピング

アルペンローゼ 神戸市灘区 六甲山町北六甲４５１２－９８ 飲食店

グリ－ンリ－フ 神戸市灘区 六甲山町北六甲４５１２－９８ ショッピング

六甲山サイレンスリゾート 神戸市灘区 六甲山町南六甲１０３４ 飲食店

炭火焼肉 翔苑 六甲店 神戸市灘区 友田町３－４－２２ 飲食店

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 飲食店

COFFEE STUDIO 神戸市灘区 城内通１－６－１８ ショッピング

花板 神戸市灘区 大石東町5-7-6大石東町５－７－６ 飲食店

ケーニヒスクローネ 阪急六甲店 神戸市灘区 宮山町２－６　新六甲ビル　１Ｆ 飲食店

BACCHANALE 神戸市灘区 宮山町２－６－４　新六甲ビル　６Ｆ 飲食店

肉とワイン くだん 神戸市灘区 宮山町２－８－１５　第二六甲センタ－ビル　
１Ｆ 飲食店

リュリュ阪急六甲駅店 神戸市灘区 宮山町３－１－２５　六甲阪急ビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ラ・ルーナ アレックス 阪急六甲店 神戸市灘区 山田町３－２－１　六甲入山ビル　２Ｆ サービス

きしから灘岩屋店 神戸市灘区 岩屋北町４－３－１０　フロ－ラ江川　１Ｆ　
Ｂ号 飲食店

や台ずし JR灘駅前町 神戸市灘区 岩屋北町６－１－３　神戸市営岩屋北第二住宅
　１Ｆ 飲食店

へあーさろん髪高地 神戸市灘区 摩耶海岸通２－３－１０－１１２ サービス

ハ－レ－ダビッドソン神戸 神戸市灘区 新在家南町１－２－１ ショッピング

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

焼肉処朴ん家 神戸市灘区 日尾町１－１－５　ＧＥＮＥＲＡＬＢ．Ｌ．Ｄ 飲食店

サクラリリー 神戸市灘区 日尾町２－１－２　プレディオセイコー　２Ｆ サービス

sakura tessen 神戸市灘区 日尾町２－２－８　マグノリアパレス　１Ｆ サービス

MAROaMano 神戸市灘区 日尾町２丁目２－８－２号　 サービス

山鶏 神戸市灘区 桜口町２－２－３　桜口和光ハイツ１０３ 飲食店

DELIGHT HAIR 六甲道店 神戸市灘区 桜口町５－１－８　ウェルブ六甲道５番街２番
館　１Ｆ サービス

焼肉・冷麺 萬來 神戸市灘区 森後町２－１－９　齋原ビル　１Ｆ 飲食店

扇矢精肉店 神戸市灘区 森後町３－３－７ 飲食店

焼鳥のヒナタ六甲道店 神戸市灘区 森後町３－５－４４ 飲食店

フライングフロッグコウベ ABC 神戸市灘区 水道筋６－２－３ ショッピング

六甲道裏通り炭火焼ぎおん 神戸市灘区 永手町 飲食店

きしから六甲道店 神戸市灘区 永手町３－２－８　高千穂ビル　１０１号 飲食店

アミーゴ書店 六甲道店 神戸市灘区 永手町４－２－１　フォレスタ六甲 ショッピング

コンフェイト六甲店 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

NYGP hug 神戸市灘区 永手町５－１－２４６ 飲食店

泳ぎ活魚 炭火焼き駅前 六甲道店 神戸市灘区 永手町５－４－１ 飲食店

パンダプラザ 神戸市灘区 王子町３－１－１ ショッピング

Voga Hair 神戸市灘区 琵琶町１－１－９　１Ｆ サービス

焼肉しらいし 神戸市灘区 稗原町１－４－１６ 飲食店

メナード化粧品 ゴールドリーフ 神戸市灘区 篠原中町５丁目８－２ ショッピング

AtelierKato 神戸市灘区 篠原本町１－７－１　メ－プル六甲　１０２ 飲食店

スパン 神戸市灘区 篠原本町１－７－１　メープル六甲　１Ｆ サービス

モナリザ美容室 神戸市灘区 篠原本町１－７－１６ サービス

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

黒毛和牛焼肉さはら 神戸市灘区 赤坂通５－３－１１ 飲食店

大阪洋服 神戸市灘区 長峰台２－３－２－５０８ ショッピング

Bento－yaテイスト 神戸市灘区 高徳町４丁目１－３　新六甲マンション１０３ ショッピング

備長炭焼肉弘一 神戸市西区 二ツ屋１－３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

SUR CINQ 神戸市西区 井吹台北町２－１７－１０ サービス

BOOK OFF 神戸伊川谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬１３４５ ショッピング

デューク 伊川谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬１４６３－１ サービス

ビフテキのカワムラ 本店 神戸市西区 伊川谷町有瀬１５２４ 飲食店

Akala 神戸市西区 伊川谷町有瀬１５２４－２ 飲食店

焼肉きんぐ 神戸学院前店 神戸市西区 伊川谷町有瀬１７２７－１ 飲食店

防犯対策ネット 神戸市西区 伊川谷町有瀬３２０－１－２０３ ショッピング

力丸神戸大蔵谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬４０７－２ 飲食店

びっくりドンキー 神戸大蔵谷店 神戸市西区 伊川谷町有瀬６６６－１ 飲食店

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

つかさ 神戸市西区 伊川谷町有瀬８６１－１１ 飲食店

創作焼肉 神戸 牛乃匠 神戸市西区 伊川谷町有瀬字土橋６６０番地 飲食店

廣東餃子房 西神戸店 神戸市西区 伊川谷町潤和１１５６－３ 飲食店

お好み焼はここやねん伊川谷店 神戸市西区 伊川谷町潤和６８８－２ 飲食店

たいの鯛 神戸西店 神戸市西区 伊川谷町潤和６９８－１ 飲食店

バイクワールド伊川谷店 神戸市西区 伊川谷町潤和７１１－１ ショッピング

PacificDazzlecopain 神戸市西区 前開南町２－４－１２ サービス

韓国家庭料理 ぷっこっちゅ 神戸市西区 北別府４－３－１０ 飲食店

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

MOLTO CUORE 本店 神戸市西区 和井取３－３３ 飲食店

籠屋八兵衛 学園都市店 神戸市西区 学園西町４－４ 飲食店

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

プロフーズ 神戸店 神戸市西区 小山３－１－６ ショッピング

JAピカリショップ 神戸市西区 岩岡町岩岡９４４－１ ショッピング

ヒラキ 岩岡店 神戸市西区 岩岡町野中字福吉５５６ ショッピング

すし官太玉津店 神戸市西区 平野町福中２０６－２ 飲食店

レストハウス グリゥック 神戸市西区 押部谷町和田４８９－１０３ 飲食店

六甲のめぐみ 神戸市西区 押部谷町高和性海寺山１５５７－１ ショッピング

HAIR＋CAFE Le’Vage 神戸市西区 持子３－５９－１　松豊グリーン２ サービス

ワークショップトータル枝吉店 神戸市西区 枝吉２－１２３ ショッピング

カインドオル 明石店 神戸市西区 枝吉５－１０－１ ショッピング

シュール カトゥル 神戸市西区 樫野台５－４－１ サービス

農協市場館 マルシェ六甲 神戸市西区 櫨谷町長谷３３４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PacificDazzleKobewes 神戸市西区 池上３－２－７ サービス

ヘアーズゲート コープデイズ神戸西店 神戸市西区 池上３－３－１　コ－プデイズ神戸西店　１Ｆ サービス

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

カーテンじゅうたん王国 玉津店 神戸市西区 玉津町居住１２７－１ ショッピング

浦正鮨　別邸 神戸市西区 王塚台７－８２－１　クローバーズマンション
１Ｆ 飲食店

白十字 伊川谷店 神戸市西区 白水１－１－２ 飲食店

ステーキハウス秀 神戸市西区 神出町宝勢３２０１ 飲食店

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

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

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

つむじ 神戸市長田区 三番町５－１６ 飲食店

寿し天 神戸市長田区 久保町４－５－４ 飲食店

メンズショップ ペット 神戸市長田区 久保町５－１－１－１１５ ショッピング

雲来軒 神戸市長田区 二葉町５丁目１－１－１３７ 飲食店

海鮮屋台おくまん 高速長田店 神戸市長田区 北町２－３８－１ 飲食店

米八 神戸市長田区 大橋町５－３－１　アスタプラザイースト　１
０３ 飲食店

業務スーパー 菅原店 神戸市長田区 川西通３－６ ショッピング

インフィニィトハイダウェイ 神戸市長田区 水笠通４－４－６ サービス

ステラ新長田店 神戸市長田区 水笠通４－５－２　デゴール神戸２　１Ｆ サービス

Pixie 神戸市長田区 神楽町２丁目２番地２８号　 ショッピング

季節料理 ヨジマ 神戸市長田区 腕塚町３丁目２－９ 飲食店

北京料理 神戸飯店 神戸市長田区 腕塚町５丁目５－１ 飲食店

有限会社すみの酒店 神戸市長田区 花山町２－１－２７ ショッピング

株式会社 松岡商店 神戸市長田区 若松町２－２－８ ショッピング

焼肉富士 神戸市長田区 若松町３－１－１　フレールアスタ若松 飲食店

新長田中華食堂房’s 神戸市長田区 若松町３丁目２－１５　エスタプレシオス１０
８号 飲食店

easehairピフレSHIN－NAGA 神戸市長田区 若松町４－２－１５　ピフレＳＨＩＮ－ＮＡＧ
ＡＴＡ　２０１ サービス

神戸ア－ルティ－新長田店 神戸市長田区 若松町５－２－１　アスタプラザファ－スト　
２１３ 飲食店

SOHOnewyork 新長田店 神戸市長田区 若松町５－２－１　アスタプラザファースト　
２０７号 サービス

ライオン屋 神戸店 神戸市長田区 菅原通５－４３－５－１０１ ショッピング

お食事処　なつき 神戸市長田区 長楽町２丁目３－８　１Ｆ 飲食店

オ好ミハウス 八洲 神戸市長田区 長田町２丁目２－１－１０７ 飲食店

トゥーストゥース シーサイドカフェ 神戸市須磨区 一ノ谷町５－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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喜久屋書店 須磨パティオ店 神戸市須磨区 中落合２－２－３　須磨パティオ３番館　２Ｆ ショッピング

SUR HAIR PRODUCE 神戸市須磨区 中落合３－１－１０　ＬＵＣＣＡ　２Ｆ サービス

サブウェイ ビバタウン板宿店 神戸市須磨区 前池町３－４－１　ビバタウン板宿　１Ｆ 飲食店

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　２
Ｆ サービス

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

海鮮レストラン魚魚 神戸市須磨区 外浜町４－１－１ 飲食店

肉料理　かやま 神戸市須磨区 大田町３丁目１－２０　 飲食店

肉処 牛宿 神戸市須磨区 大黒町３－１－３　ＳＫビル　１Ｆ 飲食店

ジョイエール月見山 神戸市須磨区 月見山本町２－１－１５ ショッピング

マナベインテリアハーツ 神戸店 神戸市須磨区 白川台３－３８－５６ ショッピング

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

和楽園 神戸市須磨区 若宮町１－３－５　須磨海浜水族園内 飲食店

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

鳥光 本店 神戸市須磨区 行幸町１－１－３９ 飲食店

わかまつ 須磨店 神戸市須磨区 衣掛町５－２－６ 飲食店

株式会社サイクルワールド 神戸店 神戸市須磨区 車道谷山１－１ ショッピング

Pizzeria OTTO 神戸市須磨区 須磨浦通２－１－５０ 飲食店

有限会社 丹元商店 神戸市須磨区 須磨浦通５－１－１６ ショッピング

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

ナカケー 白川店 美方郡新温泉町 浜坂７３８ ショッピング

但馬ビーフレストラン楓 美方郡新温泉町 湯１３７１ 飲食店

ナカケー 湯村店 美方郡新温泉町 竹田８５ ショッピング

JAたじま 温泉肉の店 美方郡新温泉町 細田１６０－１ ショッピング

スカイバレイスキー場レストハウス 美方郡香美町 村岡区中大谷７０１ 飲食店

ナカケー 村岡店 美方郡香美町 村岡区大糠２３０ ショッピング

海鮮マ－ケット 海の蔵 美方郡香美町 香住区七日市１３６－１ ショッピング

KANーICHI 美方郡香美町 香住区七日市３０８ 飲食店

香住鶴 福寿蔵 美方郡香美町 香住区小原６００－２ ショッピング

明日の食パン芦屋店 芦屋市 上宮川町３－４ 飲食店

トラットリアジョヴァンニ 芦屋市 公光町１０－１０　Ｂ－ｂｌｏｃｋ 飲食店

居酒屋をさむ 芦屋市 公光町１０－１０　Ｂ－ＢＬＯＣＫ　２Ｆ 飲食店

JIB 芦屋店 芦屋市 公光町１０－１４　フラッテロ・アシヤビル３
Ｆ ショッピング

KAGITA 芦屋市 公光町１０－５ 飲食店

芦屋SATSUMAFUJI 芦屋市 公光町１１－５　芦屋山下ビル　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉あづま 芦屋市 公光町２－２ 飲食店

アンリ・シャルパンティエ 芦屋本店 芦屋市 公光町７－１０－１０１ 飲食店

旬菜魚しらん 芦屋市 公光町８－６ 飲食店

ふる里 芦屋市 公光町８－６ 飲食店

ポッシュ ドゥ レーヴ 芦屋 芦屋市 公光町９－７－１０１ 飲食店

戎家 芦屋市 前田町４－１０ 飲食店

とり松 芦屋市 呉川町１－９ 飲食店

かるびらんど呉川店 芦屋市 呉川町５－１２　ラ・ロワイヤル　１Ｆ 飲食店

あしや本竹園 芦屋市 大原町１０－１ ショッピング

RE・CRE 芦屋市 大原町１１－２４　ラポルテ北館　１Ｆ ショッピング

京料理　たか木 芦屋市 大原町１２－８ 飲食店

炭火焼鳥まさや JR芦屋東店 芦屋市 大原町２－６　ラモール芦屋　１Ｆ 飲食店

ほのかの果実JR芦屋店 芦屋市 大原町２－６－１１５ ショッピング

ma biche 芦屋市 大原町２０－２４　テラ芦屋１０２ 飲食店

孤一 芦屋市 大原町４－１２　ビューコート芦屋１Ｆ 飲食店

ル・プティ・コントワール 芦屋市 大原町４－１２　ビューコート芦屋１F 飲食店

オーガニックバザール 芦屋 芦屋市 大原町７－３ ショッピング

芦屋 お好み焼 威風 芦屋市 大原町７－８　タウンクエスト２０２ 飲食店

あめ婦 芦屋市 大原町７－９ 飲食店

AMBER 芦屋市 大原町８－２ サービス

豆腐 やまいち 芦屋市 大原町８－２　ラフォーネ芦屋 ショッピング

芦屋モノリス 芦屋市 大桝町５－２３ 飲食店

Cuisine Peri亭 芦屋市 大桝町６－１２　ネオックス　１Ｆ 飲食店

堀萬昭堂 芦屋市 大桝町６－５ ショッピング

HanaBeautyAshiya 芦屋市 大桝町７－１０－３０１ サービス

METZGEREI KUSUDA 芦屋市 宮塚町１２－１９ ショッピング

ヘアーポジションYAMAMOTO芦屋店 芦屋市 宮町１２－１９　ブルーノ芦屋　１Ｆ サービス

かるびらんど川西店 芦屋市 川西町２－３７－１０６ 飲食店

和心料理Takasaki 芦屋市 川西町４－２　ｖｉｖｏ芦屋　２０２ 飲食店

バーンタイ アシヤ 芦屋市 川西町４－２　ＶＩＶＯ芦屋１Ｆ 飲食店

うなぎ亭一座 芦屋店 芦屋市 川西町７－３ 飲食店

寿司割烹 かつら浜 芦屋市 打出小槌町２－３　打出小槌ビル　Ｂ１ 飲食店

Amistad UCHIDE 芦屋市 打出町１－１８　１Ｆ 飲食店

ASHIYA GOMENYA 芦屋市 春日町１－１５－１０５　フリックコート 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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江戸前寿し竹 芦屋市 春日町２０－１ 飲食店

フォルクス　芦屋店 芦屋市 春日町２４－１６ 飲食店

レストラン ベリーニ 芦屋市 月若町２－１７－Ｂ 飲食店

天ぷら＆ワイン いわい 芦屋市 朝日ヶ丘町２８－２７ 飲食店

炭火焼肉RIAN 芦屋市 東山町２－６ 飲食店

Isshiki 芦屋市 東山町２－６　 飲食店

芦屋JINクリニック＆スパシャングリラ 芦屋市 東山町２９－１９　ジェットビル サービス

芦屋焼肉 結 芦屋市 東山町４－１３　クロスビル　１Ｆ 飲食店

中国菜HATSU 芦屋市 東山町５－１０　ＪＹリージェントファースト
ビル１ 飲食店

焼鳥せっちゅう 芦屋市 東山町６－１２　第３吉田ビル２Ｆ 飲食店

グランドフードホール 芦屋市 東山町６－６　ハッピーコート　１Ｆ ショッピング

ワインハウス センチュリー 芦屋市 東山町７－２１ ショッピング

アレグロ芦屋店 芦屋市 東山町７－２１　古河ビル　２Ｆ 飲食店

中國菜 浜正 芦屋市 東芦屋町２－１４　エクセレント芦屋１Ｆ 飲食店

CuveeCouleur 芦屋市 松ノ内町１－２０　アルパ芦屋　１０７ ショッピング

芦屋 茜 sen 芦屋市 松ノ内町２－３　エウルビル２Ｆ－ＳＰＡＣＥ
　２０１Ａ サービス

波沙鮓 芦屋市 松ノ内町３－１４　チェリービュウ芦屋川１Ｆ 飲食店

ソワン ドゥ ブレス 芦屋店 芦屋市 業平町１－２０　アーズ芦屋　２Ｆ サービス

伊知地 芦屋市 業平町１－２０　アーズ芦屋１Ｆ 飲食店

マレロッソ 芦屋市 海洋町１１－１　芦屋マリ－ナ 飲食店

HEDGE 芦屋店 芦屋市 海洋町９－２ ショッピング

Bellport 芦屋市 精道町１－１８　ルネッサコ－トＡＳＨＩＹＡ
　１Ｆ サービス

てつ芦屋店 芦屋市 船戸町１－２５　アルパ芦屋１－１１８　１Ｆ 飲食店

インド料理 ナワシャンティ 芦屋店 芦屋市 船戸町１－２５－１１４　アルパ芦屋　１Ｆ 飲食店

GRIDDLE SAKAI 芦屋市 船戸町２－１－１０３　ラポルテ西館 飲食店

生そば　曽ろ利 芦屋市 船戸町２ー１ 飲食店

ApiuzHair芦屋 芦屋市 船戸町３－５　エルフコート　２Ｆ サービス

堀萬昭堂 ラポルテ店 芦屋市 船戸町４－１ ショッピング

ラ ヴィオレット 芦屋市 船戸町４－１　ラポルテ本館　１Ｆ ショッピング

ロッサ芦屋店 芦屋市 船戸町４－１－１２２　ラポルテ芦屋本館　１
Ｆ ショッピング

キュードパリ 芦屋市 船戸町４－１－１２４　ラポルテ芦屋　１Ｆ ショッピング

たかやマルシェ 芦屋市 船戸町５－２６ 飲食店

鮨処 多田 芦屋市 船戸町５－２８　アントス芦屋　１０１ 飲食店

come come 芦屋市 茶屋之町１－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨　如月 芦屋市 茶屋之町１０－６ 飲食店

バラッカ アシヤ 芦屋市 茶屋之町３－４ 飲食店

和食 様様 芦屋市 茶屋之町４－１１　第二増田ビル　１Ｆ 飲食店

Chloe 芦屋市 茶屋之町５－１１ サービス

いちごいちえ　芦屋店 芦屋市 茶屋之町５－１２　スタアリイアイ芦屋 飲食店

Pulique a jour 芦屋市 西山町１－７ ショッピング

そうさくてっぱん 樹々 芦屋市 西山町１２－３ 飲食店

APOLLO　ASHIYA 芦屋市 西山町２－４　 飲食店

stuart 芦屋市 西山町２３－１６　カサビアンカ　１Ｆ サービス

うつわ クウ 芦屋市 西山町３－１１　ラフェルテ芦屋川　１Ｆ ショッピング

茶庵 瀧家 芦屋市 親王塚町１３－１５　岸里ビル　１Ｆ 飲食店

alex 芦屋店 芦屋市 親王塚町８－６ノイ芦屋２Ｆ サービス

ビフテキのカワムラ 西宮店 西宮市 上大市４－１５－５ 飲食店

こぶたのキッチン 西宮市 上大市５丁目２４－４８　 ショッピング

イサック ブランコ 西宮市 上鳴尾町８－３　スパイスガーデン　１Ｆ サービス

海鮮ダイニング すえの 西宮市 与古道町３－３ 飲食店

魁力屋西宮店 西宮市 中前田町７ 飲食店

焼肉 丸喜 西宮市 中須佐町１－７ 飲食店

アンリ・シャルパンティエ 酒蔵通り店 西宮市 久保町５－１６ 飲食店

images 西宮市 久出ヶ谷町１０－４５ ショッピング

炭火焼鳥はる西宮店 西宮市 今在家町３－１６ 飲食店

美容室パーティ 阪神西宮店 西宮市 今在家町３－２５ サービス

マナベインテリアハーツコーナンPRO西宮 西宮市 今津出在家町１０－６８　コーナンＰＲＯ西宮
今津店　２Ｆ ショッピング

喜多屋 西宮市 今津山中町七番二号 飲食店

海鮮屋台おくまん 西宮店 西宮市 六湛寺町２－１ 飲食店

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

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

とんかつ かつ喜 西宮北口店 西宮市 北口町１　アクタ西宮西館　１Ｆ 飲食店

饂飩の四国 アクタ西宮店 西宮市 北口町１－１－１２２　アクタ西宮西館　１Ｆ 飲食店

AlbertaAlbertaACTA西宮 西宮市 北口町１－１－１３４　アクタ西宮西館　１Ｆ 飲食店

オーガニックプラザ アクタ西宮店 西宮市 北口町１－２　アクタ西宮東館　１Ｆ ショッピング

RelyNoble 西宮市 北口町３－１６　１Ｆ サービス

SARAJU 西宮北口店 西宮市 北口町７－１９　１Ｆ サービス

ステーキハウス神楽 リストランテ夙川 西宮市 北名次町１０－１２　サニーガーデン　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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音羽鮨 西宮出前センター 西宮市 北名次町１３－３０ 飲食店

Cave de Terre 西宮北口店 西宮市 南昭和町１０－１９　公同協会ビル　１Ｆ ショッピング

Alegria 西宮市 南昭和町２－３４　フルーツベアー３Ｆ サービス

魚菜くすはら 西宮市 南越木岩町１１－１３ 飲食店

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

GOODGOODMEAT苦楽園 西宮市 南越木岩町１１－６ 飲食店

アウトダフェ 西宮市 南越木岩町１３－３苦楽園イングビル ショッピング

BROS 西宮市 南越木岩町１４－２　プレースデモメント　２
Ｆ ショッピング

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

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

treat 西宮市 南越木岩町４－２２　カサ・ヴィエント　１０
３ サービス

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

旬味 すゞ喜 西宮市 南越木岩町5-3 夙川ガーデン2F 飲食店

FURUSHO 苦楽園 西宮市 南越木岩町６－１２　２Ｆ サービス

リュリュ苦楽園店 西宮市 南越木岩町６－７　ラポールビル　１０４ 飲食店

ヨ－クベイスメント店 西宮市 南越木岩町６番１１号　 ショッピング

苦楽園ヨ－ク 西宮市 南越木岩町６番１１号　 ショッピング

KURUKURU　苦楽園店 西宮市 南越木岩町７－１３　ポニ－ビル１０２号 ショッピング

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

とりまさ苦楽園店 西宮市 南越木岩町７－１７ 飲食店

FLOWERS 苦楽園 西宮市 南越木岩町８－１３－１０３ 飲食店

和彩むねや 西宮市 南郷町１４－４　南郷ハイツ　１Ｆ 飲食店

DISPATCH HAIR 西宮市 古川町２－２５ サービス

JEDI 西宮市 和上町６－１０　サンパールビル　１Ｆ サービス

西宮名塩神姫レストラン 西宮市 塩瀬町名塩字蛇豆９０６ 飲食店

フリゼーア小牧 西宮市 大井手町１－１３　小牧ビル サービス

Grasolient 西宮市 大井手町２－８　ヴィルトゥー夙川　１０１ サービス

菓子工房ダヴィンチ 西宮市 大屋町２０－９ 飲食店

とれとれ屋 西宮大島店 西宮市 大島町５－９ 飲食店

ベビーフェイス西宮大浜店 西宮市 大浜町２－５４ 飲食店

サニーサイド西宮大社店 西宮市 大社町１－４４ 飲食店

エーアイディー 西宮店 西宮市 学文殿町１－１０－２３ ショッピング

unihair＆spa 西宮市 学文殿町２－７－１９ サービス

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

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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

DeーGlad 西宮市 寿町２－３５ サービス

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

LE BENATON 西宮市 寿町４－１２ 飲食店

ミルコート 西宮市 寿町４－３２ ショッピング

美容室 フーピー 西宮市 小松南町１－１－１１ サービス

彩花苑 西宮店 西宮市 小松町２－５－１９ 飲食店

甲子園牛萬 西宮市 小松西町１－１－２３ 飲食店

寿司処 ひとくち 西宮市 小松西町２－５－２５ 飲食店

リストランテピッツェリア 仁木家 西宮市 山口町上山口４－１６－３２ 飲食店

三田屋 西宮北インター店 西宮市 山口町下山口１－３－１ 飲食店

流れ鮨三代目おとわ 西宮北インター店 西宮市 山口町下山口２－２－３５ 飲食店

焼肉 味楽 西宮市 山口町名来２－１－２３ 飲食店

JIB 船坂店 西宮市 山口町船坂３１０ ショッピング

山のパン屋 ダディーズ・ベーカリー 西宮店 西宮市 山口町船坂９０ 飲食店

すじかま 西宮市 山口町船坂北山コイツカ２１７８－２３ 飲食店

三田屋 金仙寺湖畔 DC 西宮市 山口町金仙寺字釜ヶ尾１６８１ 飲食店

雅苑西宮 西宮市 平松町１－２ 飲食店

鉄板市場 西宮市 弓場町９－３３ 飲食店

DISPATCH HAIR 西宮店 西宮市 戸田町２－１５ サービス

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

居酒屋 春日 西宮本店 西宮市 戸田町４－２４　セントラルステージ寺田　１
Ｆ 飲食店

玉福 西宮店 西宮市 戸田町６－３２　リバーサイドＯＮＥ　１０１ 飲食店

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

カフェレストランアクア 西宮市 本町４－１０ 飲食店

グリーンベリーズコーヒーGRGarage 西宮市 東町２－１－３６ 飲食店

NILLUJR西宮店 西宮市 松原町４－４　グランディール３　３Ｆ サービス

割烹 よし兆 西宮市 松原町５－２４ 飲食店

ヘアデザインアクスト甲東園店 西宮市 松籟荘１０－７ サービス

CODE NAIL 西宮市 松籟荘１１－２７ サービス

ハイジ 苦楽園店 西宮市 樋之池町１０－５　第三寿松ハイツ　１０２ 飲食店

とと 西宮市 樋之池町１６－８　シャト－ラメ－ル　１０３ 飲食店

REAL 西宮市 樋之池町２－１５－１０５ ショッピング

RistoranteTaro 西宮市 樋之池町２１－２９　ハリマハイツ　１Ｆ　１
０４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

60 / 66

[兵庫県兵庫県]



京料理 くまがい 西宮市 樋之池町２２－７　エンゼルライフ　１Ｆ 飲食店

ビィフィーノ・モーダ 西宮市 樋之池町３－１２ サービス

レジィーナロマンティコ 苦楽園店 西宮市 樋之池町６－５３　アンテリージェ苦楽園Ｂ ショッピング

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

彩菜さくら 西宮市 江上町８－２１ ショッピング

西宮冨紗家 西宮市 池田町１０－４ 飲食店

ヒラキ フレンテ西宮店 西宮市 池田町１１－１ ショッピング

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

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

炭火焼肉 神戸たんたん 西宮市 津門住江町５－９ 飲食店

Kanon 西宮市 津門呉羽町１－２４ サービス

焼肉勝っちゃん 今津駅前店 西宮市 津門呉羽町１－３０　万グループビル　１Ｆ 飲食店

角鶏本店 西宮市 津門呉羽町２－２２ 飲食店

焼肉 将軍 西宮市 津門呉羽町３－３３ 飲食店

焼肉・韓国料理 明 西宮市 津門宝津町１５－４ 飲食店

食品館アプロ西宮今津店 西宮市 津門稲荷町１４－５ ショッピング

すし牧野 西宮市 津門綾羽町１－２６ 飲食店

DISPATCH HAIR 今津店 西宮市 浜松原町１－２６ サービス

まついミ－トショップ 西宮市 浜松原町２－５０　関西ス－パ－浜松原店内 ショッピング

ハニーズ 西宮マルナカ店 西宮市 浜松原町２１－１　山陽マルナカ西宮店　２Ｆ ショッピング

東鶴マーケットスクエア 西宮市 浜町１０－１１ ショッピング

酒蔵通り 煉瓦館 西宮市 用海町４－２８ ショッピング

酒蔵通り 煉瓦館 西宮市 用海町４－２８ 飲食店

Cave deTerre エビスタ西宮店 西宮市 田中町１－６ ショッピング

焼肉六甲　阪神西宮店 西宮市 田中町２－２５　まるよビル２階 飲食店

mod’s hair 西宮店 西宮市 田中町５－２４　ＨＡＹＡＫＡＷＡビル　１Ｆ サービス

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

ふぐ料理 丸安 西宮市 甲子園一番町７－６ 飲食店

新響楽器 甲子園店 西宮市 甲子園七番町２０－２２ ショッピング

S’couronne 西宮市 甲子園七番町２１－２６ サービス

slowly 西宮市 甲子園七番町９－２５ サービス

ROLL 西宮市 甲子園七番町９－２８ 飲食店

活ふぐ料理 ふぐまん 甲子園本店 西宮市 甲子園三保町３－１６　花鳥風月ビル　１Ｆ 飲食店

神戸屋レストラン　甲子園店 西宮市 甲子園三保町３－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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黒毛和牛専門店　たん朗 西宮市 甲子園九番町２－８　 飲食店

ひので 西宮市 甲子園五番町１５－１４　ＬＬ甲子園ビル１０
２ 飲食店

清左衛門 西宮市 甲子園五番町１５－１６ ショッピング

RockaRolla 西宮市 甲子園八番町２－２３　エトワール甲子園Ｂ１
Ｆ 飲食店

SHRI 西宮市 甲子園八番町６－１５　Ｂ１ サービス

四季の味 はらぐち 西宮市 甲子園六番町２－９　六番館 飲食店

ラシェンテ リセ・テラス 西宮市 甲子園口２－１－３７　ＶＩＥＲＲＡ甲子園口
　４Ｆ サービス

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

焼肉きむら 西宮市 甲子園口２－１７－２０　三原ビル　１０３号 飲食店

クール 西宮市 甲子園口２－９－９　１Ｆ サービス

大阪寿司さね松 西宮市 甲子園口３－１０－１４ 飲食店

焼肉カンテイポウ 西宮市 甲子園口３－１５－１２　甲子園口ビル　４Ｆ
　Ａ号室 飲食店

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

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

ル・パラディ 西宮市 甲子園口４－１９－１２ 飲食店

Risel Hair 西宮市 甲子園口北町１９－１６　１Ｆ サービス

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 飲食店

brisa 西宮市 甲子園浦風町１５－１０ サービス

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

和Style居酒屋絆 西宮市 甲子園網引町４－１９　サニービル　１Ｆ 飲食店

ビバこうしえん 西宮市 甲子園網引町６－１６ ショッピング

くまざわ書店コロワ甲子園店 西宮市 甲子園高潮町３－３　ｃｏｒｏｗａ甲子園　Ｂ
１Ｆ ショッピング

ハニーズ コロワ甲子園店 西宮市 甲子園高潮町３－３　コロワ甲子園　２Ｆ ショッピング

無尽蔵 コロワ甲子園店 西宮市 甲子園高潮町３－３　コロワ甲子園　３Ｆ　
フードコート３０７区 飲食店

Hair＆Make Aarc 西宮市 甲東園１－５－５　アレックスビル　１Ｆ サービス

子孫 西宮市 甲陽園本庄町５－２１ 飲食店

KOu 西宮市 甲陽園西山町２－３－１０５ サービス

fresca 西宮市 甲風園１－１２－１６　それいゆ甲風園１０１ サービス

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

餃子ノ酒場すえひろ 西宮市 甲風園１－３－１２ エンターテイメン
ト

居酒屋 ふじや 本店 西宮市 甲風園１－４－９ 飲食店

La fith hair 西宮北口店 西宮市 甲風園１－４－９　不二家第二ビル　Ｂ１ サービス

Aguhairbeach西宮北口 西宮市 甲風園１－５－１８　スギモトビル　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大衆焼肉ホルモン 大松 西宮北口店 西宮市 甲風園１－７－１２　アイエフビル　１・２Ｆ
　西 飲食店

バルザル　イタリアン西北 西宮市 甲風園１－８－１１　エビータの森　１Ｆ 飲食店

モンディアルカフェ328ダイアモンドクロス 西宮市 甲風園１－９－３　プラザビル１Ｆ 飲食店

ワイン食堂　コクリコ 西宮市 甲風園１丁目７－１３　エトール５ビル１Ｆ 飲食店

夙川トリニティ 西宮市 相生町６－１ 飲食店

Embellir 苦楽園 西宮市 石刎町１－１７　２Ｆ サービス

イタリアンバールアーチェロ 西宮市 石刎町１８－１３　イソダマンション　１０２ 飲食店

苦楽園中華 Mulberry 西宮市 石刎町１８－１３　イソダマンション　１Ｆ　
４ゴウ 飲食店

苦楽園BacchusFUKUI 西宮市 石刎町３－１８ ショッピング

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

鶏天 西宮市 神楽町４－２１ 飲食店

RelyBonds 西宮市 羽衣町１０－５　アミスタ夙川　４Ｆ サービス

本家 味楽園 夙川店 西宮市 羽衣町１０－５　アミタス夙川　Ｂ１Ｆ 飲食店

CAFEATIK 西宮市 羽衣町４－２３－１２　パークハイム　１Ｆ 飲食店

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 飲食店

Carne 西宮市 羽衣町７－３０－２２ ショッピング

フォルクス　西宮店 西宮市 能登町５－８ 飲食店

bifino SOLARE 西宮市 若松町１－４ サービス

焼肉レストラン 大樹 西宮市 若草町１－３－７ 飲食店

RAT　RACE 西宮市 菊谷町１－１　ハイツ城南１０１号 ショッピング

小皿中華O－CHAI 西宮市 菊谷町１２－３７ 飲食店

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

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

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

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

aqua southcoast 西宮市 西波止町１－２　アクアサウスコースト 飲食店

アルマーレ 西宮市 西波止町１－２　コンパス１Ｆ 飲食店

クシタニ 西宮店 西宮市 西田町１－２２ ショッピング

MODEK’s西宮店 西宮市 西福町５－１６　ＮＯＭＵＲＡビル　３Ｆ サービス

A’nuenue 西宮市 豊楽町３－１７ 飲食店

電材買取センター 西宮店 西宮市 越水町４－１７ ショッピング

イナガミ 西宮市 里中町２－１－９ ショッピング

lys 西宮市 里中町３－１－１２　メインステージ１Ｆ サービス

Beer Cafe Barley 西宮市 長田町１－１５　リバティー２　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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高山堂 西宮本店 西宮市 門前町１－１４ 飲食店

due colori 西宮市 門戸荘１４－１０ピア門戸１Ｆ ショッピング

Luccica 西宮市 門戸荘１７－４８－１０２ サービス

スパアンドケア ヤスムラ 西宮市 門戸荘１８－４２ サービス

とりまさ夙川店 西宮市 霞町５－４４ 飲食店

BEEF bar 雄 西宮市 霞町５－４４－３０１ 飲食店

白鷹 禄水苑 西宮市 鞍掛町５－１ ショッピング

東京竹葉亭 西宮店 西宮市 鞍掛町５－１　白鷹禄水苑内 飲食店

白鹿クラシックス 西宮市 鞍掛町７－７ ショッピング

や台ずし 阪神西宮えびす町 西宮市 馬場町５－４ 飲食店

酒美鶏 葛城 西宮市 馬場町６－１－２０１ 飲食店

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

ワークショップ オオツキ 西宮店 西宮市 高木東町１１－３７ ショッピング

トライブ 西宮市 高木西町４－１６ ショッピング

Nonche西宮北口店 西宮市 高松町１－１２　辰巳ビル　３Ｆ サービス

新響楽器 西宮北口店オーパス 西宮市 高松町１０－２ ショッピング

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

土筆苑 西宮市 高松町１１－２－１０２ 飲食店

リュリュ・プリモ 西宮市 高松町１１－３　新光マンション　１Ｆ 飲食店

リーガルシューズ 阪急西宮ガーデンズ店 西宮市 高松町１４－２　阪急西宮ガーデンズ　３Ｆ ショッピング

ダブルデイ 西宮ガーデンズ店 西宮市 高松町１４－２－１８０　西宮ガーデンズ　１
Ｆ ショッピング

テアトル ル・ボア 西宮市 高松町２－２２　兵庫県立芸術文化センター 飲食店

Enchantee 西宮市 高松町３－３－１０２　ジオタワー西宮北口 サービス

ヘアーデザイン アクスト 西宮市 高松町４－８　プレラにしのみや　１０５－１ サービス

good spoon 阪急西宮ガーデンズ 西宮市 高松町５－２２ 飲食店

オンセンド メルカードむこがわ店 西宮市 高須町１－１－２－１１６　メルカードむこが
わ　１Ｆ ショッピング

株式会社ますのみ松屋 西脇市 上野２２４ 飲食店

ジュンテンド－ 西脇店 西脇市 小坂町１２９－１ ショッピング

エーコープ にしわき店 西脇市 日野町１２１ ショッピング

橋本屋 西脇市 西田町４００－９　 飲食店

ヴィ-ヴコロヤス 西脇市 西脇９５１アピカ西脇北棟１Ｆ サービス

肉料理 樹 西脇市 高田井町３２２－１ 飲食店

エーコープ 桜丘店 西脇市 黒田庄町田高３１３－１０ ショッピング

なか井 豊岡市 中央町１２－２１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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chouxdeparadis 豊岡市 中央町１２－３　ドールビル１Ｆ 飲食店

株式会社アートフィアー 豊岡市 中央町８－４ ショッピング

ジュンテンドー 豊岡店 豊岡市 中陰２５５－１ ショッピング

業務スーパー 豊岡店 豊岡市 中陰野田６６０－１ ショッピング

焼肉 丸善 九日市店 豊岡市 九日市下町１７４－６ 飲食店

JAたじまファーマーズマーケットたじまん 豊岡市 八社宮４９０ ショッピング

Boulangerie Mon 豊岡市 六地蔵２３９－６ ショッピング

そば処 本陣鸛屋 豊岡市 出石町八木１６ 飲食店

出石城山ガーデン 豊岡市 出石町内町８３ ショッピング

出石そば処桂、 豊岡市 出石町宵田１０４ 飲食店

出石皿そば　山下 豊岡市 出石町田結庄１　 飲食店

ジュンテンドー 出石店 豊岡市 出石町町分１３４－３ ショッピング

出石城　川原町店 豊岡市 出石町町分１８９ 飲食店

そば庄 豊岡市 出石町鉄砲２７－１３ 飲食店

大幸商店 豊岡市 城崎町湯島１３０ 飲食店

おけしょう鮮魚 本店1階 豊岡市 城崎町湯島１３２　１Ｆ ショッピング

海中苑 本店2階 豊岡市 城崎町湯島１３２　２Ｆ 飲食店

q．m．wada－ya 豊岡市 城崎町湯島２０６ ショッピング

城崎温泉湯あがりチーズタルト 豊岡市 城崎町湯島２３３ 飲食店

坂本屋酒店 豊岡市 城崎町湯島４０７ ショッピング

さくら咲くら 豊岡市 城崎町湯島４１９－１ ショッピング

浜美屋FP 円山菓寮 城崎温泉店 豊岡市 城崎町湯島６６５ 飲食店

炭味火処　和る 豊岡市 城崎町湯島６６７　 飲食店

CREEZAN城崎本店 豊岡市 城崎町湯島６７５－１ ショッピング

蔵 豊岡市 城崎町湯島６７５－２ ショッピング

海中苑 駅前店2階 豊岡市 城崎町湯島８９　２Ｆ 飲食店

お食事処 山よし 豊岡市 城崎町湯島９６ 飲食店

ハセガワ製畳 豊岡市 日高町岩中６７２－３ ショッピング

ヒラキ 日高店 豊岡市 日高町浅倉字尾川１２００番地 ショッピング

播磨屋本店 豊の岡工園店 豊岡市 神美台１－１ ショッピング

パティスリーカフェカタシマ豊岡店 豊岡市 若松町４８－１ 飲食店

リサイクルワールド 豊岡店 豊岡市 野田１８１ ショッピング

有限会社 鹿久居荘 赤穂市 さつき町３５－５ 飲食店

業務スーパー赤穂店 赤穂市 中広２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉味楽 赤穂市 加里屋６８－２３ 飲食店

鎌島水産有限会社 赤穂市 坂越３１９ ショッピング

祥吉 赤穂市 御崎２－８ 飲食店

焼肉大門　赤穂店 赤穂市 若草町１３４－３　 飲食店

Verde　Piatto 養父市 上箇１５３－１　Ｙタウン内 飲食店

パティスリーカフェカタシマ本店 養父市 上野１１５６－１ 飲食店

宿院商店 養父市 上野１６８－５７ ショッピング

割烹フナキ 養父市 八鹿町九鹿６５－２ 飲食店

レストラン ラ・リビエール 養父市 大塚２２－１ 飲食店

和風ステーキ 梅はら 高砂市 中島１－１－３０ 飲食店

炭火焼肉ごえ門　高砂店 高砂市 中島２－５４４ 飲食店

ふぁ〜みんSHOP高砂 高砂市 伊保１－４－１ ショッピング

力丸　高砂店 高砂市 伊保東２－２９０－１ 飲食店

ミ－ト＆デリカ旭屋 高砂市 伊保港町１－８－１３ ショッピング

籠屋八兵衛 高砂店 高砂市 松陽２－８６－１ 飲食店

Fleurs Cinq 高砂市 神爪１－９－３ ショッピング

婦人服　グレ－ス 高砂市 神爪１丁目１３－６　 ショッピング

ドイツ菓子 ホーゲル 高砂市 神爪２－２－１０ 飲食店

モリスホームセンター 高砂米田店 高砂市 米田町島８３－１ ショッピング

BOOK OFF 高砂米田店 高砂市 米田町米田３３１－１ ショッピング

モリスホームセンター 緑ヶ丘店 高砂市 緑丘１－８－４８ ショッピング

株式会社船引金物工具 高砂市 荒井町御旅２－８－６ ショッピング

アストロプロダクツ 高砂店 高砂市 阿弥陀町北池１－３ ショッピング

トーヨーいつきや本店 高砂市 阿弥陀町阿弥陀１２０９ 飲食店

ごちそう村 高砂店 高砂市 阿弥陀町魚橋１０４８－１ 飲食店

THE SPA Noir 高砂市 高砂町朝日町１丁目９－１４－２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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