
店名 住所 電話番号 ホームページ
⾦⿂本店 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-7-5ハクサンビルＢ1Ｆ〜1Ｆ 078-333-6678 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
⾦⿂ＨＡＮＡＲＥ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-6-5アルプスビル7F 078-322-0828 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
⾦⼋⽣⽥新道店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1－1－2みそのビル5・6Ｆ 078-321-2929 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
からす 兵庫県神⼾市中央区加納町4-3-5シャトー北野坂ビル1F･B1 078-333-1113 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
ミートチョッパー 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町5-5-29 078-252-2345 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
茶々 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-31-12 078-391-1012 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
流⾦ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-31-36 078-333-9555 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
芋男爵 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1-1-2みそのビル4F 078-332-9494 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
ニューワールド本店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通2-3-181F 078-322-1233 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
ニューワールド元町店 兵庫県神⼾市中央区元町通1-8-14 078-332-1223 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
⾦⼋ 兵庫県神⼾市中央区雲井通5-3-1サンパル1Ｆ 078-271-8868 http://www.world-one-group.co.jp/shop/
茶⻩ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-15-11ラムズコート1Ｆ 078-391-2156
ＵＳＨＩＯ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-10-6ミルベールビル3F 078-322-2114
ご馳走　大 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目11－5グランドコーストビル305号 078-321-0855
ロジバル 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-1 078-334-0076
ミヤコヤ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-11-5ザ・ビー神⼾bkobe1F 078-333-0033 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/S000004668/index.html
楽や 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目5－114階 078-332-6161
銀だこ 兵庫県神⼾市中央区雲井通6丁目1－15サンシティ1階 078-265-1775 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00244117/index.html
⼋坐和阪急三宮店 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-6-1ASA三宮ビルB1〜2F 078-333-9005 http://www.koubegyuu.com/shop/yazawa-hankyusannomiya/
神⼾⽜　⼋坐和本店 兵庫県神⼾市中央区三宮町2-3-1 078-333-9005 http://www.koubegyuu.com/shop/yazawa-honten/
くつろぎ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目6-20トレビアンビル3F 078-595-9396
みどりむし 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目10－5中⼀東ビルＢ1階 078-333-6457
焼肉深⼭ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-6-20⾼橋ビル1F 078-331-3545 http://www.full-marks.com/miyama/#kobe
⼀品保 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-21-4コペンⅢビル2F 078-391-5544 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00167053Z/index.html
火土木 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通3-3-5泰隆ビルB1 050-5797-7692 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00027350/index.html
つき灯り 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-5ウィンベル三宮6F 078-321-2034 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00241291Z/index.html
ふくみみダイニング 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-11-5グランドコーストビル7F 078-391-0176 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783910176/index.html
⽴ち呑みかんぱい 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-4-12 090-5895-7828 http://homepage-style.net/kanpai/
バードラゴ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目17-13⽇宝壱番館ビル1F 078-391-0710 
マルマン 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通2-18-9 078-331-4019
ええねん 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-13第13シャルマンビル2Ｆ 078-333-0151
ワクワク本舗 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-11-6 078-392-1216 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00178335/index.html
タン焼きＢＡＮ 兵庫県神⼾市中央区加納町3-14-7 078-271-0029 http://www.tanyaki-ban.com/
鉄板バルシュッエット 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-13-14マザーズ北野坂102 078-335-8855 
江川 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-9-8よし井ビル2F 078-321-3550
⿂っトリアとっつぁん 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-1-11-2 078-392-4649 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00422921/index.html
ウオサンジ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-2-12 078-599-5632 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00218188/index.html
グランケーブ 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町4-1-394 078-251-3338
⿂⼭人 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-2-4 078-334-7139 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00355164/index.html
びいどろ本店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-16-2ITビル1F 078-325-0636 http://ideaco.jp/bidoro.html
鶴⻲⼋番 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-1-1パープル⼭勝ビル1F 078-331-1889 http://ideaco.jp/tsuru.html
SHUN 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目14－3花州園ビル2階 078-327-5388
海⽼元 兵庫県神⼾市中央区御幸通6-1-31 078-252-8015
農業⾼校レストラン三宮店 兵庫県神⼾市中央区多聞通1丁目1－2 078-341-7377 
ざりお 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目4－13永都ビル神⼾1番館4階Ａ号 078-333-0525
頑バル 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1丁目4－25プチフラワービル1階 080-9120-7290
バルストロバー 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目4－8藤本ビル2階 078-391-2772 http://barstro.jp/barstorbar.htm
バルストロキッチン 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目4－8藤本ビル3階 078-391-2773 http://barstro.jp/sister_store.htm
ハナゾノカフェ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通3丁目12－3源隆ビル2Ｆ 078-331-3905 http://barstro.jp/sister_store.htm
スタンドコロモ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目4－8藤本ビル1階 078-322-3268 http://barstro.jp/sister_store.htm
アブク 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目5－17 078-392-7468 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00048285/index.html
のり吉くん元町店 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通3-3-2近畿ビル2F 078-331-0024 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783310024/index.html
コチュコチュ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目1－5ウインベル三宮2階 078-391-5244 http://www.kochukochu.com/
パルム 兵庫県神⼾市中央区⼩野柄通6丁目1－5福興禄ビル1階 078-251-0588
ハッチ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1丁目20－2甲南アセットビル3階Ｂ号 078-321-0552
ＲＵＳＥ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-17-9サクセスビル3Ｆ 078-392-2565
アシベ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目12－21「⽣⽥ソシアルビル1階 078-391-2039
串かつ鎌⾕商店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目14－12ゴールデンウィズ三宮ビルパート2－1階 078-333-5006
鎌⾕商店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-6-18SSビル2F 078-333-5006
スタンド鎌⾕ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目14－3 090-4278-8546
スポルテリア 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-7-1パサージュ1F 078-391-6633 http://www.sporterea.com/
意屋 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町2-1-363 078-222-5558 http://kokoroya.hp.gogo.jp/pc/
42 兵庫県神⼾市中央区加納町4-8-12北野坂クイーンズビル5F 078-331-4242
もつ鍋チャンピオン 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-14-2 078-335-6555
けとばし屋チャンピオン 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通2丁目3－19ロータリーマンション中⼭⼿1階 078-335-6913
ＣＯＯＬ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通3丁目7－7フタバビル1階 078-331-6414
寿司居酒屋　華 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-10-9⽣⽥新道ビルB1F 078-391-4151
アクソン 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1丁目21－13 078-321-7114
フェリーチェ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通3丁目12－1トア⼭⼿プラザ114号 078-321-1330 http://www.felice0208.com/
ＴＡＫＥ５ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目3－10ローズプラザ地下1階 078-392-4545
ミラコロ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目7－3サントモビル1階 078-333-3955
焼肉丸萬 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町5-7-8NEP三宮ビル 078-230-1141 http://kobemaruman.web.fc2.com/
丸萬中⼭⼿店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通2-1-13ニューサンコービル1F 078-332-8129 http://kobemaruman.web.fc2.com/
七福神 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-2-4 090-3622-0003 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00252434/index.html
ウイング 兵庫県神⼾市中央区三宮町1-4-23ＢＦ1 078-334-1343
ウイングⅢ 兵庫県神⼾市中央区御幸通3丁目2－4コスモプラザ 078-251-2999 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00059996/index.html
友好飯店 兵庫県神⼾市中央区元町通2丁目2－3 078-391-5365 http://www.nankinmachi.or.jp/shop/yukohanten
ＧｏｏｄＬｕｃｋ 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町4-1-2812F 080-4399-1411
神⼾ホルモン 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町4-1阪急⾼架下397 078-221-2915 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00002464/index.html
あし跡三宮店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-1ＫＥビル3Ｆ 078-321-5539
ひら井⽣坂店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-12-19 078-335-0204 http://hirai-shokutsuu.com/restaurant/i-sakemeshihirai.html
噂のこの串かつあのおでん 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通り1-20-4新道カッチャンビル1階 078-333-9019
ハタケ 兵庫県神⼾市中央区加納町4-9-14TAKAIビル1F 078-332-1688
おじぎ屋三宮店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-8-15B1 078-332-1489
ビストロアルバータ 兵庫県神⼾市中央区加納町4-1-1プリコ三宮1F 078-599-5015 http://www.alberta-dining.co.jp/shop2/index1.html
鶏ぃん 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-2-3レミービルB1F 078-599-5123
⼭陰隠岐の島ワールド 兵庫県神⼾市中央区雲井通5-3-1 078-855-3378 http://www.world-one-group.co.jp/shop/sanninokinoshimaworld.php
元町ストウブ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通3-1-2丸福ビル2Ｆ 078-322-3106 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00174978Z/index.html
お⿂ストウブ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-9-2ル・ガエーブ・ブルー1F 050-5797-3658 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00261625/index.html
肉バルストウブ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-9-4 078-322-2986 
焼肉六甲　⽣⽥新道 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1－2－13ニューリッチビル2Ｆ 050-5816-8993 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783911320/index.html
鴨六 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-9-2MOZANビル2F 078-335-5447 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00307797/index.html
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たべよし 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目8－3アルカザールビル1階Ｂ号 078-321-1133 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00225495/index.html
⼥将 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町5丁目3－5グリーンシャボービルＢ1Ｆ 078-2416656
駅前サンキタ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1丁目2－2キャラバンビル 078-392-0066 http://www.ekimae-group.co.jp/shop/itibaryori/sankita/
ミツ本店 兵庫県神⼾市中央区布引町3-2-1布引ビル1Ｆ 078-862-6499
炭焼きミツ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-14-9大沢ビル1F 078-321-3212 
だんご本店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通り2-12-23 078-392-2232 http://www.yakitori-dango.jp/
だんご三宮東店 兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町5-2-2三信ビル2F 078-251-1129 http://www.yakitori-dango.jp/
ジャカランタ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-17-10ライオンビル三宮館1F 078-321-5083 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783215083/index.html
銀の吟 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1－20－12地蔵ビル3F 050-5816-9156 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00012968/index.html
やみつきのした 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1丁目9－4 078-335-1029 http://www.yamitsukinosita.com/store/sannnomiya.html
やみつきのしたテラス 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目1－14 050-5828-7050 http://www.yamitsukinosita.com/store/sannnomiya.html
夢あかり 兵庫県神⼾市中央区加納町4丁目8－14第11シャルマンビル1階 078-393-0655 
くつろぎ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目6－20トレビアンビル3階 078-595-9396
たかはし 兵庫県神⼾市中央区加納町4丁目9－2ＡＯＩビル1階 078-333-1337
かたつむり 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目5－8東門イナバビル地下1階 078-391-9327 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00165692/index.html
嬋 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目8ー20三宮ＳＫビルＢ1 078-391-5368
ベリーベリー 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-26-7中⼭泰ビル1F 078-242-6688
お好み焼楽 兵庫県神⼾市中央区加納町4-8-12北野プリンセスビル1F 078-331-9088
⽇向本店 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-7-1 078-332-3020 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783323020/index.html
チャーリー 兵庫県神⼾市中央区三宮町3-5-2河原街ビル1F 078-333-5252 
なきぼくろダイニング 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-5ウィンベル三宮4〜5F 050-5257-8879 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783215536/index.html
権屋三宮店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-4 078-327-1788 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00154106/index.html
功 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-9-9 078-321-2299 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00077131Z/index.html
ラビット 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-4-6安達ビル7F 050-5280-2248
D－SPIDER 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-7-8格⼦屋ビル3F 078-392-1678
ムーア 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-9-5門⻯ビル2F 078-321-2126
カミーノ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-7-17 078-333-0139
アザブバー 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1-4-10 078-322-1189
ZONE（ゾーン） 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-11-1KSMビル701 078-599-9117
LICCA 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-12-21⽣⽥ソシアルビル2F 050-5831-3161 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00195852/index.html
せんごく 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-10-3RITS新道ビル3F 050-5796-4916
⼀笑懸命 兵庫県神⼾市中央区加納町4-6-8RITS北野坂ビル2F 078-333-1920 
風雅　神⼾ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-9-11コーストフロムビル3F 050-5570-2618
海千・⼭千 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-9-3レインボープラザビル5F 050-5785-7838
絆・ジパング 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-9-1コトブキ馳走ビル6F 050-5265-3165
⼒⾞ 兵庫県神⼾市中央区加納町4-6-11マスターズビル1F 050-5282-1216 
鶴よし 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-8-22ニュー神和ビル1F 078-332-2068
へべレケ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-17-10ライオンビル三宮館 050-5571-3946
る主水三宮 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-9-10プリンセスコースト5F 050-5522-4022 http://www.lemonde-jp.com/sannomiya/index.html
る主水三宮２号 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-14アークコーストビル3F 050-5522-4023 http://www.lemonde-jp.com/sannomiya/index.html
いぶき 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目12番21号⽣⽥ソシアルビル1Ｆ 078-333-7759 http://make-wish.net/
オールドイングランド 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-13-7神⼾⼭下ビル1階 050-5868-6091 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783927033/index.html
ハモン 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-3-1三宮駅前パーキングビル3Ｆ 078-392-0240
かのう屋 兵庫県神⼾市中央区加納町4-7-24 078-391-2091
FUJI 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-9-5 078-391-1141
Re: 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-16-12東門ヴィレッジ1F 078-393-0280
大豆屋 兵庫県神⼾市中央区加納町4-7-20イーグルビルＢ1Ｆ 050-5868-4012 http://www.ko-z.com/daizuya/
農家 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通4-2-17 050-5868-5139 http://www.ko-z.com/nouka/
漁屋 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-1-5ウインベル三宮3F 050-5869-7020 http://www.ko-z.com/sakanaya/
⼋百屋 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-2-9ライトハウス6F 050-5868-8101 http://www.ko-z.com/yaoya/
⼋百屋農園 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-5-1タイシンサンセットビル7F 050-5868-4027 http://www.ko-z.com/nouen/
Momiji 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1－21－2サンメイビルB1F 050-5868-9091 http://www.ko-z.com/momiji/
農家うたげ。 兵庫県神⼾市中央区三宮町1-10-1交通センタービル9F 050-5589-2695 http://www.ko-z.com/utage/
⼋百屋ファーム 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2－12－6ＬＯＵＰＥＴＯＲＥＡＳＴ3・4Ｆ 078-321-3340 http://www.ko-z.com/yaoyafarm/
ラッシュバー 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1-3-6メルヘンビル2Ｆ 078-325-5773
ガレージパラダイス 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-13-7神⼾⼭下ビルＢ1Ｆ 078-391-6640 http://garage-paradise.com/
トルナドパティオラ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-12-6 078-321-0240
嘉莎 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1-13-2木村ビル1F 078-332-0160 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00076658/index.html
FINE 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通3丁目12－1トーア⼭⼿プラザ113 078-3316655
ｂｅ　ＣＡＳＡ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1-1-1阪急三宮⻄⼝2F 078-332-3283
ジャズ＆ステーキ　ソネ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目24－10 078-221-2055
ナオバー 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目9－17センコウビル2階 078-393-0236
アマーヴェル 兵庫県神⼾市中央区⼩野柄通6丁目1－9 050-5522-4818 http://www.amavel-kobe.com/
ＭＩＷＡ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目6－5⾼ビル2階 078-393-3165 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00046407/index.html
群愛飯店本店 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通3丁目4－6「エイコー⼭⼿プラザ1階 078-332-5203 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783325203Z/index.html
群愛飯店大丸店 兵庫県神⼾市中央区明⽯40 050-5798-8136 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783332367Z/index.html
モンロー 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目9－16扇港ビル2Ｆ 078-326-3739
トゥルーブルー 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目2－1ナンタニビル地下1階 078-392-9888
アルベンテ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目17－10ライオンビル1階 078-392-2678
ＨＩＲＡＹＡＭＡ 兵庫県神⼾市中央区中⼭⼿通1丁目3－10ローズプラザビル1階 078-392-1800 http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0X00002366/
ＤＥＬＧＨＴ 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2丁目5－17メープル三宮2階ーＣ 078-331-2240
ベスタ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1丁目3－6Ｖメルヘンビル地下1階 078-321-5877
宙 兵庫県神⼾市中央区加納町4-7-24 078-392-0266
四川菜館 兵庫県神⼾市中央区元町通2-2-1 078-331-5068 http://sisen-saikan.com/
ビストロガニオン 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通2-4-3 050-5869-7008
神⼾ホルモン⽣⽥店 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2丁目10－3リッツカルガビル 078-221-2915
ひら井三宮 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通1－21－8 078-327-6040 http://hirai-shokutsuu.com/restaurant/h_saketomeshi.html
イルアルバータ神⼾ 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通2-11-5ザ・ビー神⼾ビー神⼾1F 050-5868-9109
ロシャス 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通1-3-5康新ビル4Ｆ 078-392-1122


