あま咲きコイン利用可能店舗一覧（9月14日時点）
（五十音順）
住所

種類

1 ALLURE dance studio

店名

竹谷町2-76 カンサイビル2F

体験 ダンススタジオ

業種、取り扱い商品

2 AMAGASAKIクリエイティブサラダ

杭瀬本町2-16-17

飲食 サラダ、コールドプレスジュース

3 アーナンダサロン

南塚口町2-15-18 ル・デポ102

体験 ボディケア、蜂蜜

4 あまがさきキューズモール

潮江1-3-1

物販 （※一部例外あり）

5 アリクイ食堂

塚口本町1-8-2

飲食 定食

6 足のお手入れ専門店 タッタ・ソール

東七松町1-13-15 アイランド七松101号

体験 フットケア 巻き爪ケア

7 尼崎 立花 整骨院

東難波町2-9-23 ファミ-ル難波101

物販 整骨院 整体

8 尼崎肉劇場

神田中通2-18-7

飲食 肉丼専門店 肉丼

9 安中司法書士事務所

南塚口町１丁目２番８号ネオダイキョー塚口５１４号

体験 司法書士業務（不動産登記等）

10 浅木畳店

東園田町3-30-8

物販 畳製造販売、畳新調、畳表替え

11 味良久

立花町1-13-10

飲食 中華料理

12 亜細亜屋

神田中通5-203

物販 ファッション雑貨・衣料品

13 インディバサロンリプライズ

潮江1-36-1 日和マンション107

体験 美容・エステサロン

14 一本堂尼崎店

潮江1-15

飲食 食パン専門店

15 居肴屋 和くわく

塚口本町1-1-7

飲食 居酒屋

16 居酒屋 由華里

南塚口町4-2-13

飲食 居酒屋

17 癒しの空間 Pｅａｃｅ

東園田町5-32

体験 リラクゼーション

18 居酒屋 白和

稲葉元町2-16-17

飲食

19 インド料理 ガンディーパレス

長洲本通1-7-1-101

飲食 カレー

20 癒しのサロンあんよ

南塚口町2-1-1さんさんタウン1番館B1F

体験 リラクゼーション

21 一創

神田北通2-22-4

飲食

22 いそだ酒販店

杭瀬本町2-12-22

物販 酒類、食品

23 イチバ薬局

杭瀬本町2-13-8

物販 薬局

24 居酒屋敷 万 塚口店

塚口町1-4-9

飲食 飲食サービス業

25 Wall hair

塚口本町1-1-6

体験 美容室

26 うを治

武庫之荘1-6-4

飲食 飲食店 寿司 日本料理

27 うどん工房 悠々

南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン一番館1F

飲食

28 ABC自転車

七松町2-6-5

物販 自転車

29 ACE BOXING CLUB

大庄西町3-5-15

体験 フィットネス、ボクシング用品又はトレーニング用品

30 えなみ鍼灸整骨院

立花町1-13-3

体験 自費施術、物販、美容施術

31 エステ&コスメしらかば

武庫元町2-14-12

物販 化粧品

32 エステ&コスメしらかば塚口店

塚口町1-2-6

物販 化粧品販売

33 ale

三反田町3丁目12-6-1F

物販 美容室

34 OTTO CERVO

長洲本通1-7−7 六甲ハイツ 110

飲食

35 お食事処 駒川

杭瀬本町2-11-9

飲食 うどん、そば、丼、てんぷら、定食類

36 沖縄ジンジャーを使ったカレーとから揚げの店suggy

南塚口町1-3-6-102

飲食 飲食店、カレー

37 太田川口法律事務所

潮江1-8-1－111号

物販 法律相談・弁護士委任

38 お菓子の白光堂

建家町39

物販 菓子

39 お好み酒場 てつ

長洲中通1-6-16

飲食

40 御菓子司 旭堂本店

立花町1-5-11

物販 和菓子

41 (株)西佐本店 SAKAYA de BAR243

大庄西町1-3-16

飲食 お酒

42 Cafe Holo i Mua

七松町2-1-12-201

飲食 カフェ、ケーキ、ドリンク、軽食等

43 cafe&restaurant West River

潮江1-4-1

飲食

44 かに食べ放題 どきどき水産 阪神尼崎店

東難波町5-17-3

飲食 かに 牡蠣 食べ放題

45 カムイ調剤薬局

東難波町2-11-9

物販 薬局

46 菓子工房ぷちぷちアンサンブル

塚口本町1-15-10ショコラメゾン1F南

飲食 洋菓子

47 株式会社ミツワ電化

武庫之荘本町1-1-7

物販 家電販売 電気工事 リフォーム

48 会席創作かっぽう花水季

潮江１丁目8-1コーポ潮江108

飲食 会席、割烹、寿司、鍋、弁当

49 韓国料理釜山

西立花町2-4-5

飲食 韓国料理の提供、テイクアウト等

50 からあげ専門店つばさ

杭瀬本町3-2-35

飲食 飲食、からあげ各種、弁当、丼、

51 釜楽うどん 三心(みみ

東園田町4丁目27-3 リ-フ園田101

飲食 飲食店(うどん

52 カフェ ぷろぽ

武庫之荘 1-2-6 ｺﾄﾌﾞｷﾋﾞﾙ2F

飲食 サービス業、飲食

53 Kara-Kuri Bisho

南武庫之荘3-22-25

体験 美容室

54 菓の蔵

建家町40-84

物販 お菓子小売販売店

55 kappo岩もと

南塚口町6丁目10-25 101

飲食 和食居酒屋

56 カットスタジオアッシュ 三和店

昭和通7-40-3

物販 サービス業、美容室、サロン

57 株式会社みどりカメラ

立花町1-5-18

物販 デジタルプリント、フィルム、証明写真

58 梯米穀店

立花町1-15-3

物販 お米

あま咲きコイン利用可能店舗一覧（9月14日時点）
（五十音順）
住所

種類

59 茶カフェ＆ダイニング 桜里

店名

御園町54カ-ム103

飲食

業種、取り扱い商品

60 カブラボ

七松町1-3-1-113

物販 合鍵 靴修理 時計電池交換等

61 キャベツ焼き 元樹

昭和通7-234

飲食

62 喫茶グリルコンドウ

杭瀬本町2-18-2

飲食

63 くろしお美容室

上坂部3-26-7

物販 美容室

64 くろ潮まる

上坂部3-26-7

飲食 たこ焼き店

65 くわえ鍼灸整骨院

南武庫之荘1-17-1

物販 整骨院

66 クレープハウス メリールウ

七松町1-3-2-127

飲食 クレープ

67 靴のマルワ

七松町1丁目3番1-126号

物販 靴小売り

68 グリタモード美容室

浜3丁目3-6

物販 美容室

69 ケーキ工房ワタナベ

立花町1-6-10

飲食 洋菓子製造販売

70 個人塾スタゼロ

武庫之荘1-14-6 レファインド武庫之荘Ⅴ 201号室

体験 学習塾

71 個別スタイル学習塾 ONE STUDY

昭和通1-18-3 第一博千ビル2階

体験 学習塾

72 小顔&よもぎ蒸しムーンシード

琴浦町78フェリシティコ-ト101

体験 エステ(小顔矯正・よもぎ蒸し)

73 Commie Curry(コミエ カレー）

大西町１－４－１ ランドビルド東立花１０１

飲食 飲食業

74 古民家創作料理 風車の郷

尾浜町3丁目24-15

飲食 尾浜うどん、但馬鶏のハラミ目玉丼、うどん居酒屋

75 珈琲屋コロンビア

建家町117

飲食

76 コーヒーショップ サムサラ

武庫元町1−33−7−1階「サムサラ」

飲食 お食事、飲み物、サンドイッチ

77 珈琲館尼崎店

神田北通6丁目153番地フジ商産ビル二階

飲食 喫茶店 珈琲、サンドイッチ、パスタ

78 コポ

立花町1-16-19

物販

79 米と天ぷら 悠々

南塚口町2-15-28 第6キャッスル1F

飲食

80 ゴトウ畳内装

水堂町3-18-22

物販 畳

81 極上珈琲 生豆本舗 (コロンビア珈琲株式会社)

小中島3-13-1

物販 コーヒー豆他

82 Sanbanya

武庫之荘2-10-8

飲食 料理、飲み物

83 SANG Music bar

西立花町1-2-10-3F

飲食 ミュージックバー

84 肴 旬彩 和顔（ワゲン）

立花町1-14-12

飲食 割烹・小料理、魚介料理・海鮮料理

85 薩摩郷土料理 結

東七松町1-9-20 アウレアコ-ト104

飲食

86 酒処 遊々

東園田町5-46-10 第三三功ビル1F

飲食 居酒屋

87 さつまや

神田北通2-18

飲食

88 さくさく屋

西大物町11-35

飲食 菓子製造販売、焼き菓子、スコーン、クッキーなど

89 サイクルスタジオ・シルバーリング つかしん店

塚口本町4-8-1 グンゼタウンセンタ-つかしん東町1階

物販 自転車

90 シューズいのうえ

神田北通5-137

物販 靴小売

91 シューズショップタイガー

七松町1-3-1 フェスタ立花1F

物販 靴

92 下坂部寿し藤

下坂部2-5-19

飲食 寿司、和食

93 清水米穀店

稲葉元町2-1－5

物販 米麦・飲食料品

94 シューズショップFUJIYA

神田中通5丁目181

物販 靴

95 シマダ写真店

南塚口町2-18-12

物販 記念撮影、証明写真撮影、カラープリント

96 四季料理 薫 kaoru

上坂部2-2-3

飲食

97 THE EARTH BIKES

西昆陽2-2-32

物販 スポーツバイク（自転車）、ロードバイク、クロスバイク、Eバイクなど

98 ジャパニーズダイニング 大はま

昭和通4-124 尼崎スカイハイツ1F

飲食

99 自転車修理販売サイクルゲッター

水堂町1-13-11

物販 自転車修理販売・リサイクル

100 ジェニー美容室

東難波町3丁目7-7東難波ハイツ1F

物販 美容室

101 JR立花駅前店 コニシ酒販

七松町1-1-1 立花ジョイタウン1階

物販

102 JAMMER （ジャマ－）

東難波町4-13-13

飲食 ミュ－ジック バ－

103 すっぽん料理 遠山

塚口本町1-2-8

飲食 すっぽん料理

104 ストリート阪神尼崎店

神田中通1－2-1 アマスタアマセン

物販 小売、化粧品

105 ストリート立花店

立花町1-5-14

物販 小売、化粧品

106 スナック 縁～enn～

南塚口町5-13-32-201

飲食 スナック

107 スパニッシュバルアクスリー

潮江1-36-10 cozyセイケン参-館101

飲食 スペインバル

108 寿司割烹 染わか

立花町4-2-2

飲食 寿司、和食

109 菅原屋

神田南通2-44

物販 かばん

110 炭火焼肉あぶってや。

西難波町4-6-42

飲食 焼肉・飲料

111 Studio SOUL BLEND

東園田町4-27-3 B1F

体験 体験レッスン

112 炭火焼き鳥よりみちや

塚口本町3-7-22

飲食 焼き鳥屋

113 寿し安

潮江1-22-1-108号

飲食

114 スーパーオートバックス43道意

道意町7－1

物販 カー用品

115 炭火焼鳥おんどり庵

塚口町1-14-11

飲食 焼鳥、鳥料理

116 炭火焼鳥 とさか屋

南塚口町1-3-6-201

飲食
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（五十音順）
住所

種類

117 Studio Esdur

店名

塚口本町1-16-13

体験 ハンドメイドや音楽関係のレッスンやイベント

業種、取り扱い商品

118 炭火焼肉 鶏拓

塚口本町1-6-1

飲食

119 寿司と季節料理×日本酒 ふく万

塚口町1-4-9

飲食 飲食サービス業

120 炭火焼鳥いろは

東園田町4-92-3

飲食

121 スタジアム

神田中通5-182-9

物販 キャラクター雑貨、レース小物、エプロン、パジャマ

122 スタジオクローバー

塚口本町1-16-15 2F

物販 写真館、衣装レンタル

123 精肉 お弁当 お惣菜 じゅん亭

塚口本町3-14-26

飲食

124 整体×水素アクティブスイッチ

長洲本通2-2-1長洲DANDANハウス602号室

物販 整体業

125 そばーず２nd(セカンド）

武庫之荘2-32-12

飲食 越前手打ちそば

126 ソレイユ フラワー＆カルチャー

七松町1 2-1−14 レピス1階

体験 レンタルスペース、カルチャースクール

127 園田ソーシャルデザイン

東園田町9-21-21-315

体験 HP作成・名刺・チラシ作成・PCスマホレッスン

128 創作呉服たかにし アマスタアマセン支店

神田中通1－2－1 阪神尼崎駅構内

物販

129 創作呉服たかにし フレッシュコア本店

潮江1-20－21

物販

130 創作呉服たかにし 高西商店本店

浜3-1－6

物販

131 園田寝装店

東園田町4-91-13

物販 オーダーメイド枕・ベッド・寝具

132 高山堂 園田店

東園田町9-48-1 園田阪急プラザ1F

物販 和菓子

133 高山堂 武庫之荘店

武庫之荘本町3-11-22

物販 和菓子

134 立ち飲み処 祥福

長洲中通1-1-21-102

飲食 立ち飲み屋 飲食店

135 立ち呑み 酒豪

大島3-19-12

飲食 飲食店

136 立憩酒 だい九

塚口本町1-1-7

飲食

137 寶屋遊亀

杭瀬本町1-18-20

飲食

138 立花自転車店

上ノ島町３－６－６ プレアデス１階

物販

139 タガシラ時計店

杭瀬北新町3-3-18

物販 時計、ジュエリー、めがね

140 たこ焼き 和 ＹＡＭＡＴＯ

潮江1丁目22－1 アミング潮江 ウエスト1番館

飲食 たこ焼き専門店 たこ焼き、たこっぺ焼き、かき氷他

141 Dining Car SAKURA

武庫之荘4-11-2 モンシェリ-武庫Ｂ1

飲食 洋食・レンタルレイアウト（鉄道模型）

142 ダイハン書房本店

東園田町9－16－8

物販 書店

143 ダイワサイクル

水堂町3-14-19

物販 自転車

144 ダイニングRINRIN

武庫川町2-46-2

飲食 居酒屋とお弁当屋

145 中央モデル

神田南通1-6

物販 プラモデル

146 中華ダイニング 白川

七松町2-1-12 ソレイユエスト101

飲食 中華料理

147 津田正昭米穀店

西本町1－11

物販 米穀小売業

148 てっちゃん鍋やすもり尼崎

神田中通り3-85

飲食

149 手打ちうどん 真心

神田北通3-28-4

飲食

150 寺沢商店

武庫町1-48-5

飲食 酒販業 酒類 米 たばこ

151 定食中華マミィ

立花町1-8-5

飲食 中華料理

152 鶏力 JR尼崎店

潮江1-16-1 アミング潮江商店街内

飲食 からあげ

153 鶏力 立花店

立花町1-7−1

飲食 からあげ

154 時本ミシン商会

神田中通5-200

物販 ミシン販売・修理 一部手芸用品・マスク用品等

155 鶏BUTE

東園田町9丁目21-21

飲食 焼き鳥ダイニング

156 東京靴流通センター 南武庫之荘店

南武庫之荘4-20-8ヴィサ-ジｭ武庫之荘1F

物販 靴

157 東京靴流通センター 尼崎浜田店

浜田町2-128

物販 靴

158 とんぼや

武庫元町1-22-18

飲食

159 トラットリア ボスコ

七松町3-2-17

飲食 イタリア料理店

160 どさん子大将 尼崎店

神田中通り5-203

飲食 ラーメン

161 生ジュース本舗 じゅうす農園

神田北通5-137-9

飲食 生ジュース

162 中島南店

大庄西町4-8-16

飲食

163 ななまる食堂

猪名寺1-21-43

飲食 定食、お弁当

164 中田商店

崇徳院3丁目3番23号

物販 酒・米・タバコ・灯油

165 中島電器

大島2丁目3-12

物販 家電製品

166 ニシイチドラッグ 健康館つかしん店

塚口本町4-8-1

物販

167 ニシイチドラッグ 健康館武庫之荘店

南武庫之荘1-3-27

物販

168 ニシイチ薬局 アミング潮江店

潮江1-21-1

物販

169 ニシイチ薬局 尾浜本店

尾浜町2−21−40

物販

170 ニチコラボ

東難波町2－1－13 エビオビル

飲食 カフェ・イベントスペース

171 日新天ぷら店

建家町83

飲食 天ぷら

172 nicoma

七松町2丁目1－12ソレイユエスト301

体験 手芸教室＆ハンドメイド雑貨販売

173 nemo×夢kitchen

昭和南通3－12－2

飲食 居酒屋

174 hana photographer

（出張訪問）

体験 写真撮影サービス・カメラマン

あま咲きコイン利用可能店舗一覧（9月14日時点）
（五十音順）
住所

種類

175 ハリマ堂ジョイタウン店

店名

七松町1-1-1-112 立花ジョイタウン1階

物販 化粧品 健康食品 エステ

業種、取り扱い商品

176 ハリマ堂化粧品店本店

立花町2-1-21

物販 化粧品 エステ ネイル

177 華の居酒屋 幸ぜん

南塚口町1-2-8 ネオダイキョ-塚口1F

飲食 飲食店

178 haru

出張撮影

体験 着付け・写真撮影

179 honey bee cafe

武庫川町4-4-2

飲食

180 晴れたらいいね

立花町1-7-1パインフォレスト202

飲食 飲食業

181 焙煎工房マルイ

立花町1-15−1

物販 自家焙煎コーヒー豆販売

182 ビストロジャパン

神田中通3-58-2

飲食 居酒屋、牛、豚、鶏、魚等肉類

183 ひよこのケーキ屋

長洲本通2-9-12

飲食 オリジナルロールケーキ、シュークリーム、季節のケーキなど

184 ひろしまや 立花

七松町1-1-1

物販 婦人・紳士服・服飾

185 東大島接骨院鍼灸院

大庄中通1-7-3

物販 接骨院、トレーニング、物販、美容、コスメ、サプリ

186 兵庫県弁護士会阪神支部

七松町1-2-1フェスタ立花北館5階501C号

体験 専門サービス業

187 ひよこ

大庄西町1-12-4

飲食

188 ビューティエステティックサロンcherie

塚口町1-3-26 井川ビル3階

体験 ブライダル、脱毛、痩身、フェイシャル

189 flower shop Peace

東園田町5-47−5

物販 花屋 生花販売 製造

190 ふらい亭

南武庫之荘1-18-28-101

飲食 串揚げ料理専門店

191 フローリストAUTUMN

潮江1-20−1

物販 花

192 福村整体院

北大物町17-15

体験 整体、自然食品、トレーニンググッズ他

193 フラワーショップ みずほ

潮江1-21-1

物販

194 FunBooth 立花店

立花町1-17-4

物販 衣類

195 フラワーショップ花桜

神田北通り5-136-3

物販

196 BLANC'O 酒蔵SAKE食堂

南塚口町1-12-5 リ-ストラクチャ-塚口（1-A）

飲食 料理とお酒

197 BOUTIQUE-Bun

立花町1-7-17

物販 婦人服小売

198 ブティックＯＦＦＴＩＭＥ

武庫之荘1-7-10

物販 婦人服小売り

199 ブティックマミー

武庫之荘1-6-1

物販 婦人服、雑貨

200 ブティックむさし

東園田町9-9-5

物販 婦人服・宝石

201 PRO BASKETBALLSHOP PLAYHOOP

立花町2-1-7

物販 スポーツ用品

202 ヘアー&エステＪＡＰＳ

神田北通4-61-2

体験 美容室

203 平民堂薬局 東大島本店

大庄北4－10－27

物販 薬局、薬・化粧品・日用品

204 HENNA BAR ChouChou

昭和南通4-58 KT2ビル102

飲食 アルコール等ドリンク類

205 Hair Studio Monaco

三反田町2-9-12

体験 理容室

206 hair’smairo

塚口町4-43-21

体験 美容室

207 herdy's

塚口本町1-9-3

飲食

208 ペットサロン・モコ

西難波町1-12-17

物販 ペット美容、ペットフード

209 ペットのコンビニぷちぷち

塚口本町1-15-10

物販 ペットフード、用品、雑貨販売

210 ホルモン ワイン肉 プコチーニ

塚口本町2-1−17

飲食

211 マサヤ化粧品店

武庫之荘1-12-17

物販 小売り、化粧品

212 ます屋

神田中通5-193-地

物販 カバン、バッグ、財布、スーツケース等

213 まるこ

上坂部3-28-18

飲食 ホルモン焼き、居酒屋メニュー

214 松井商店

武庫之荘本町3-20-8

物販 自転車

215 松葉寿司

塚口町1-13−10

飲食 寿司・会席料理・宴会料理・仕出し

216 まつやま鍼灸接骨院

武庫之荘5-13-3-104

体験 整体・鍼灸・美容鍼灸・運動指導・インソール・フットケア

217 マンサワ モデルナ

武庫元町1-21-14

飲食

218 丸久寿司

塚口本町1-6-3

飲食

219 正宗屋

立花町1-6-2

飲食

220 街のほぐし屋さん

玄番北ノ町26-1ア-バンコンフォ-ト109

飲食 リラクゼーション

221 マルコシ 中央店

神田中通5-200

物販

222 みのや飼育園

武庫元町2-15-14

物販 ペットショップ（Fish & Bird)小鳥、観賞魚、小動物、爬虫類、昆虫

223 都ホテル尼崎 ザ・ラウンジ＆ケーキショップ

昭和通2-7-1

飲食 お食事

224 都ホテル尼崎 スカイバー トップ・オブ・ザ・クリスタル

昭和通2-7-1

飲食 お食事

225 都ホテル尼崎 レストランアゼリア

昭和通2-7-1

飲食 お食事

226 都ホテル尼崎 宴会

昭和通2-7-1

飲食

227 都ホテル尼崎 宿泊

昭和通2-7-1

宿泊

228 都ホテル尼崎 中国料理四川

昭和通2-7-1

飲食 お食事

229 都ホテル尼崎 鉄板焼 貴布祢

昭和通2-7-1

飲食 お食事

230 都ホテル尼崎 日本料理つのくに

昭和通2-7-1

飲食 お食事

231 ミッテラン3世

塚口町1-12-3

飲食 フランス料理、ワイン

232 名代の茶処 甘露園 シャンティかんだ店

神田中通5-193

飲食

あま咲きコイン利用可能店舗一覧（9月14日時点）
（五十音順）
住所

種類

233 メガネのたかはし阪急塚口店

店名

塚口本町1-2-31

物販 メガネ、補聴器等

業種、取り扱い商品

234 麺ハウス くらら

杭瀬本町2-12-1511

飲食 麺類 丼 定食

235 メガネの三城 塚口店

南塚口町2-1-2

物販

236 MoMo

富松町3-23-17-103

飲食 お弁当、各種お団子

237 モンセ分店薬局

昭和南通6-146−17

物販 薬

238 モンフーズ

西難波町4-8-35

飲食 お弁当

239 モンマルシェ西武庫本店

武庫元町2−16−12

物販 食品小売業（スーパーマーケット）

240 やきにく じゅん亭

塚口本町3-27−1

飲食

241 やきにく じゅん亭 武庫之荘店

武庫之荘1-5−1

飲食

242 山田茶園

上坂部3-3-11

物販 緑茶

243 焼肉 まる喜

東園田町5-98-1

飲食 焼肉

244 焼肉くにき屋

長洲本通2-2-18

飲食

245 焼肉いこい

上坂部3丁目21-8

飲食 焼肉、韓国料理

246 八根有羅

南塚口町2丁目1-2-105

飲食 喫茶

247 焼鳥居酒屋どんと

塚口町4-20-18

飲食

248 (有)白い虹・安心堂

立花町2-1-24

飲食

249 ユーミー化粧品店

立花町1-16-20

物販

250 有限会社肉福

建家町117番地

物販 精肉販売

251 ユアコーナー

塚口本町2-17-11

体験 エステサロン

252 ユーレット

西本町3丁目4番

物販 自動車用タイヤ販売

253 Yoga Space シャラプレマ

立花町1-9-19 立花ビル303

体験 ヨガ教室

254 Ratuna

塚口本町1-16-15 マルヒメビル1F

体験 美容室

255 ラミエル化粧品

潮江1-4−5

物販 化粧品販売

256 ラブリー

神田中通1-2-1 アマスタアマセン内

物販

257 Lian Laso

次屋1-7-20

飲食 調味料、お弁当

258 リラクゼーション&エステ Pumehana MIMI

南武庫之荘1-27-3

体験 リラクゼーション、エステ

259 Lady's T-STYLE アマスタアマセン店

神田中通1-2-1 AMASTA AMASEN 1F

物販 婦人服

260 レディースエステAvenir

塚口町1-14-10 塚口レジデンス303

体験 エステ

261 レストランふらいぱん

南武庫之荘2-17-20 三和コ-ポラス103

飲食 洋食、喫茶、クレープ

262 ロンロン

武庫之荘1-32-6 田口第一ヴィラ 102号

飲食 カレーとクラフトビール

263 ロカボカフェ An's

武庫之荘1-32-6 田口第一ビラ101

飲食 カフェ

264 わいん おさけ いこま

立花町1-19-1

物販

265 和彩 友

南塚口町2-15-27

飲食 和食、お酒

