
宮里藍サントリーレディスオープン開催記念ザ・プレミアム・モルツフェア参加店舗一覧 2022年6月3日更新
店名 業態 品質 店舗URL オススメ料理 最寄り駅 個室有無 休日 単価(円) 席数

1 玄品　神戸三宮北野坂店 その他(和食) 神泡超達人店 https://www.tettiri.com/shop/guenpin-kitanosaka/ ふぐ・鱧 地下鉄西神・山手線 三宮駅 E8番出口 徒歩1分 火曜日 5,500 32

2 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｷｯﾁﾝ&ﾊﾞｰ　燦SUN神戸 その他(和食) 神泡超達人店 https://www.dynac-japan.com/shop/sun/kobe/ 黒毛和牛・旬の食材 JR三ノ宮駅直結　徒歩1分 ● 無休 7,000 200

3 ﾁｰｽﾞ&ｸﾞﾘﾙ フロマージョ ミント神戸店 その他(洋食) 神泡達人店 https://www.dynac-japan.com/shop/frommajo/mint_kobe/ ラクレット、チーズフォンデュ JR三ノ宮駅、阪急神戸三ノ宮駅　徒歩3分 ● 不定休 3,000 72

4 韓国酒家 焼肉 神泡達人店 https://kdtg500.gorp.jp/ 焼肉 JR三ノ宮駅、阪急神戸三ノ宮駅　徒歩7分 ● 無休 10,000 54

5 焼鳥居酒屋とりまろ 焼鳥 神泡達人店 http://torimaro.com 鶏の刺身 JR三ノ宮駅徒歩5分 日曜日 4,000 20

6 肉料理あわじ 焼肉 神泡達人店 https://yakiniku-restaurant-1149.business.site/ 焼肉 JR三ノ宮駅、阪急神戸三ノ宮駅　徒歩5分 ● 日曜日 5,000 40

7 三なすび 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28017531/ なすの田楽 JR三ノ宮駅、阪急神戸三ノ宮駅　徒歩5分 月曜日 4,000 25

8 合や 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28038602/ 海老マヨ JR三ノ宮駅徒歩2分 無休 2,200 36

9 薬膳だし温 居酒屋 神泡達人店 https://loco.yahoo.co.jp/place/g-uQ-q8gSMEBI/ おでん JR三ノ宮駅徒歩5分 不定休 2,000 20

10 山桜 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28047753/ おむすび JR三ノ宮駅徒歩5分 日・祝日 4,000 30

11 旬 焼鳥 神泡達人店 https://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783275388/ 鳥みんち JR三ノ宮駅徒歩5分 月曜日 2,000 35

12 えん藤 その他(和食) 神泡超達人店 https://kushiage-endou.com/ 串揚げ JR三ノ宮駅徒歩5分 月曜日 5,000 35

13 酒と飯ひら井　三宮店 居酒屋 神泡達人店 https://hiraisannomiya.owst.jp/ 大炙り焼き JR三ノ宮駅徒歩6分 ● 無休 3,200 115

14 焼鳥はりま 焼鳥 神泡達人店 https://gourmet.suntory.co.jp/shop/0783275388/ 焼鳥盛り合わせ 阪急三宮駅西口から徒歩１分 月・日曜日 2,200 12

15 ビストロガニオン その他(洋食) 神泡達人店 https://www.bistrot-gagnant.com/ カスレ JR元町駅徒歩5分 火曜日 4,000 45

16 割烹の店　江川 和食 神泡達人店 https://egawa110.com/ 厳選された素材の味を生かした日本料理 JR三ノ宮駅徒歩7分 ● 不定休 10,000 25

17 井おか その他(和食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28003524/ 創作おでん 元町駅徒歩8分 月曜日 5,000 35

18 鉄板バルｃｌａｐ ﾋﾞｽﾄﾛ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28022252/ 本格スパニッシュと極厚お好み焼き 元町駅より徒歩3分 月曜日 4,000 20

19 ちなり 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28041759/ 創作串料理 JR三ノ宮駅徒歩5分 不定休 5,000 30

20 和み処　なかた 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28047546/ おばんざい JR三ノ宮駅徒歩10分 日・祝日 3,500 35

21 鶏焼肉がんだれ 居酒屋 神泡達人店 https://kdsw300.gorp.jp/ 鳥焼肉 JR三ノ宮駅徒歩5分 日曜日 4,000 21

22 ふくふく　三宮北野坂店 居酒屋 神泡超達人店 https://www.hotpepper.jp/strJ000019803/?vos=evhpppg0007&pog=mt(e)ti(aud-1391483169809:kwd-494217275271)dv(c)cr(590562286476)fi( )gi(55356499666)ci(1418056078) lc(1009525)ps()nw(g)&gclid=EAIaIQobChMI1fuxvZS29wIV9XNvBB2l9Ay_EAAYASAAEgIOTvD_BwE&gclsrc=aw.ds 和牛イチボ肉のタタキ 三ノ宮駅より徒歩3分 ● 日曜日 3,000 130

23 まる九 居酒屋 神泡達人店 https://marukyu-sannomiya.owst.jp/?lad_media=lis_google&lec_tm=c-10101142.m-1.a-257284142.d-c.kwd-633467758313.kw-867212423.aw-33808593.ak-4708841856.as-&gclid=EAIaIQobChMIw7fbzZS29wIVjG1vBB36WA_JEAAYASAAEgJaGPD_BwE 馬刺し 三ノ宮駅より徒歩5分 不定休 5,000 26

24 いっせえの 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28030257/ おばんざい 三ノ宮駅より徒歩1分 日曜日 3,000 25

25 小肥牛（ショウフェイニュウ） 中華 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28031912/ 沸騰魚 三ノ宮駅より徒歩1分 不定休 4,000 56

26 貝と魚シェルハラ 和食 神泡達人店 https://www.shellfish-shellhara.jp/ 貝蒸し 三ノ宮駅より徒歩5分 不定休 5,000 15

27 蛸の壺 その他(和食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28000814/ 明石焼 元町駅より徒歩4分 火曜日 2,000 20

28 権屋三宮店 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28006377/ 塩もつ鍋 三ノ宮駅より徒歩5分 不定休 4,000 49

29 田ぶち 和食 神泡達人店 https://www.tabuchi-kobe.jp/ 河内鴨すき焼き 三ノ宮駅より徒歩5分 ● 日曜日 10,000 20

30 ＦＵＪＩ 鉄板焼き 神泡達人店 https://www.teppanyaki-fuji.jp/ 神戸牛のヒレ肉コース 三ノ宮駅より徒歩3分 不定休 4,000 28

31 グリーンハウスヴァルト その他(洋食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28053581/ ナポリピッツァ 三ノ宮駅より徒歩1分 ● 無休 4,000 180

32 グリーンハウスシルバ その他(洋食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28004954/ 昭和レトロのオムライス 三ノ宮駅より徒歩3分 無休 4,000 78

33 串焼きスタンドカタギリ ｲﾀﾘｱﾝ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28032184/ トリッパのトマト煮込み 元町駅より徒歩3分 木曜日 3,000 20

34 かつくら ミント神戸店 その他(和食) 神泡達人店 https://www.katsukura.jp/shops/mintkobe/ とんかつ 三ノ宮駅より徒歩3分 無休 3,000 46

35 詩鶏 焼鳥 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28056029/ 朝引き鶏 阪急三宮駅 徒歩2分 ● 不定休 4,500 47

36 朝呑み楽酒 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28051514/ 鮮魚 JR元町駅徒歩3分 無休 1,500 15

37 レトロ大衆酒場パイ山 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28060922/ 肉汁焼売 ＪＲ三ノ宮駅 徒歩1分 無休 3,500 35

38 Ｂａｒ　Ｓ”ａｌｕ三宮店 ﾋﾞｽﾄﾛ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28025819/
ベーコンと玉ねぎの自家製キッシュ
どっさり釜揚げしらすのペペロンチーノ

各三ノ宮駅より徒歩3分 不定休 1,500 42

39 ミライザカ　三宮店 居酒屋 神泡達人店 https://miraizaka.com/sannomiya/ 清流若どり 骨付モモ一本グローブ揚げ JR三ノ宮駅より徒歩1分 不定休 2,500 144

40 酒と飯のひら井　生田坂店 居酒屋 神泡達人店 https://hiraiikutazaka.owst.jp/ カツオの藁焼き 各三ノ宮駅より徒歩3分 ● 無休 4,500 124

41 からす 居酒屋 神泡達人店 https://karasu.owst.jp/ 魚介類の刺身や炭火焼きを 各三ノ宮駅より徒歩3分 ● 無休 3,500 150

42 金魚　ＨＡＮＡＲＥ 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28003495/ 沖縄料理・琉球料理 阪急三宮駅 徒歩3分 ● 月曜日 2,500 80

43 金魚本店 居酒屋 神泡達人店 https://kingyo-honten.owst.jp/ 沖縄料理・琉球料理 阪急三宮駅 徒歩2分 ● 無休 2,500 90

44 茶々 居酒屋 神泡超達人店 https://www.plus-kyodo.com/shop_detail/chacha 鮮魚 ＪＲ三ノ宮駅 徒歩1分 無休 2,500 50

45 熊本火の国ワールド 居酒屋 神泡達人店 https://www.plus-kyodo.com/shop_detail/kumamotohinokuni_sannomiya 熊本郷土料理 阪急三宮駅 徒歩2分 ● 月曜日 3,500 98

46 肉バルストウブ ﾋﾞｽﾄﾛ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28036638/ 肉料理 阪急三宮駅 徒歩2分 ● 無休 2,500 40

47 ボロスタ ﾋﾞｽﾄﾛ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28061476/ バル料理・ボロネーゼ 阪急三宮駅 徒歩3分 無休 2,500 20

48 さけやしろ 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28035710/ 鮮魚 市営地下鉄三宮駅徒歩１分 日曜日 3,500 26

49 焼肉ＭＩＹＡＫＯＹＡ 焼肉 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28038149/ 焼肉 市営地下鉄三宮駅徒歩２分 火曜日 7,000 48

50 焼肉六甲三宮生田ロード店 焼肉 神泡達人店 https://www.yakiniku-rokko.com/shop/#ikutaroad 食べ放題焼肉 阪急三宮西口徒歩3分 無休 3,500 40

51 ジビエスタンドｉｎｏｍｅ その他(洋食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28052364/ ジビエ料理 ＪＲ三ノ宮駅 徒歩1分 不定休 2,500 40

52 ハイボールバー三ノ宮１９２３ その他(洋食) 神泡達人店 https://www.alberta-dining.co.jp/shop2/h20100527161814032.html ナポリタン 三ノ宮駅より徒歩5分 ● 無休 2,500 99

53 塩ほるもん　あ 焼肉 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28035865/ 厚切り塩焼肉 各三ノ宮駅より徒歩4分 無休 3,500 18

54 鮨一 寿司 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28035654/ お任せ握り 阪急三宮駅より徒歩2分 水曜日 3,000 18

55 紅葉 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28058979/ ローストビーフ ＪＲ三ノ宮駅 徒歩2分 ● 無休 3,500 30

56 備⾧炭火焼鳥たまるや三宮駅前店 焼鳥 神泡達人店 https://www.yakitori-tamaruya.com/ 焼き鳥 阪急三宮駅より徒歩5分 ● 不定休 3,500 33

57 たまるや 和食 神泡達人店 https://www.yakitori-tamaruya.com/ 焼き鳥 阪急三宮駅より徒歩6分 不定休 3,500 18

58 ＢＡＲアシベ その他(洋食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28001034/ アシベピザ ＪＲ三ノ宮駅 徒歩6分 無休 2,500 43

59 のり吉くん　元町店 居酒屋 神泡超達人店 https://norikichi-motomachi.gorp.jp/ ビーフカツ JR元町駅徒歩1分 ● 不定休 3,500 50

60 和酒バルＫＡＺＵＢＯＮ 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28050161/ 焼きしゃぶ 各線三ノ宮駅より徒歩2分 ● 不定休 5,500 45

61 くらうど 焼鳥 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28003170/ 黄金の手羽先 阪急三宮駅西口徒歩3分 月曜日 3,500 18

62 焼肉丸萬 焼肉 神泡達人店 https://yakiniku-maruman-sannomiya.owst.jp/ 焼肉 ＪＲ三ノ宮東口徒歩5分 月曜日 4,500 34

63 兵均 その他(和食) 神泡達人店 https://hatakeya.owst.jp/ ジビエ料理 地下鉄西神・山手線三宮駅より徒歩５分 ● 無休 6,000 35

64 五感 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28060447/ 鮮魚 阪急三宮駅より徒歩3分 不定休 5,000 18

65 ステーキハウス膳三ノ宮店 鉄板焼き 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28046995/ 神戸牛 各線三ノ宮駅より徒歩1分 ● 無休 8,000 60

66 ＧＯＫＡＮ 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28032663/ 創作料理 各線三ノ宮駅より徒歩3分 不定休 6,000 21

67 たばる坂 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28000445/ おでん 阪急三宮駅より徒歩8分 ● 無休 7,000 28

68 よし田 その他(和食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28041499/ おでん 三宮駅（神戸市営）から徒歩5分 日祝 9,000 9

69 スタンドコロモ 居酒屋 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28038093/ 揚げかまぼこ 阪急三宮駅より徒歩5分 不定休 3,000 24

70 すし　わき本 寿司 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28002605/ 大将のお任せの握り各種 阪急三宮駅より徒歩3分 月曜日 12,000 20

71 バルストロバー その他(和食) 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28038093/ トリュフチップス 阪急三宮駅より徒歩5分 不定休 1,500 11

72 バルストロキッチン ﾋﾞｽﾄﾛ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28025675/ ハンバーグ 阪急三宮駅より徒歩5分 不定休 4,000 37

73 酒糀家 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28003667/ 日本料理 阪急三宮駅より徒歩5分 不定休 5,000 30

74 韓国食堂３世 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28060580/ 韓国料理 JR三ノ宮駅より徒歩2分 無休 3,000 44

75 料理人たに田 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28028225/ お造り JR三ノ宮駅より徒歩5分 ● 日曜日 8,000 21

76 やす田 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28026827/ うにトースト 各線三ノ宮駅より徒歩5分 不定休 10,000 40

77 てん寿 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28058478/ 天ぷら 各線三ノ宮駅より徒歩4分 不定休 1,000 24

78 すぎなか 和食 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28009711/ お造り 阪急三宮駅より徒歩6分 火曜日 7,000 14

79 栗雲丹 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28059409/ うに丼 阪急三宮駅より徒歩6分 不定休 5,000 34

80 楽 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28006380/ お好み焼き JR三ノ宮駅より徒歩3分 日曜日 3,000 20

81 農家　立ち飲み割烹 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28059466/ おでん 阪神三宮駅西口直結 不定休 3,000 9

82 創作和食　わた邊 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28054960/ お造り JR三ノ宮駅より徒歩4分 月曜日 6,000 19

83 ぜんろく　三宮店 焼鳥 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28050996/ 焼鳥 阪急三宮駅より徒歩3分 不定休 3,000 60

84 バルティロ ｲﾀﾘｱﾝ 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28043091/ ステーキ JR三ノ宮駅より徒歩5分 火曜日 4,000 22

85 農家うたげ。 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28043857/ お造り 各線三ノ宮駅より徒歩2分 ● 無休 3,000 100

86 大豆屋 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28007890/ お造り 各線三ノ宮駅より徒歩5分 ● 無休 3,000 56

87 農家 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28007891/ お造り JR元町駅より徒歩1分 ● 無休 3,000 50

88 旬和席うおまん三ノ宮店 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28004936/?cid=yo_y_ss_shop_28004936&yclid=YSS.1001214534.EAIaIQobChMIna2Z8dbj9wIVStpMAh0GdwBaEAAYASAAEgIZA_D_BwE 造り、寿司、天婦羅 JR三ノ宮駅より徒歩5分 ● 不定休 3,500 122

89 ワクワク本舗 居酒屋 神泡超達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28027090/ 野菜巻き串 阪急三宮駅より徒歩3分 不定休 3,500 54

90 スタンドこしかけ 居酒屋 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28059801/ パニーニ JR元町駅より徒歩３分 不定休 1,500 15

91 レストランソネ その他(和食) 神泡達人店 https://kobe-sone.com/ ビフカツ JR三ノ宮駅より徒歩７分 無休 4,000 80

92 たん焼ＢＡＮ三宮北野店 その他(和食) 神泡達人店 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28039784/ たん料理 JR三ノ宮駅より徒歩７分 不定休 4,500 28


