○沖縄料理店
神戸市
店名

住所

電話番号

営業時間
月～木
17:00～24:00
日・祝日
16:00～24:00
金・土・祝前日
17:00～翌2:00

定休日

最寄駅・バス停

沖縄料理 金魚 本店

神戸市中央区北長狭通1-7-5 ハクサンビルB1･1F

050-3464-0257

無休

阪急神戸線 神戸三宮駅 徒歩3分
阪神本線 三宮駅 徒歩5分
ＪＲ神戸線 三ノ宮駅 徒歩5分

沖縄料理 金魚 hanare

神戸市中央区北長狭通1-6-5 アルプスビル6・7F

050-3462-5703

17:00-24:00

無休

阪急神戸線 神戸三宮駅 徒歩3分
阪神本線 三宮駅 徒歩5分
ＪＲ神戸線 三ノ宮駅 徒歩5分

沖縄市場食堂 琉金 三宮高架下酒場

神戸市中央区北長狭通1-31-36 阪急高架下商店街

050-5869-5727

火～金
17:00～24:00
土・日・祝日
16:00～24:00

月曜日

阪急神戸線三宮駅 西口 徒歩1分
阪神本線三宮駅 西口 徒歩1分
ＪＲ三ノ宮駅 西口 徒歩5分

本くるくる

神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザ地下36

078-331-7623

11：00～22：00

不定休

各線三宮駅より徒歩５分

無休

JR・阪急・阪神・地下鉄「三宮駅」より徒歩1分

琉球バル オリオン

神戸市中央区北長狭通1-2-6 白蘭ビル５Ｆ

078-392-1577

[月～土]
17:00～翌2:00
[日・祝]
17:00～23：00

和琉酒菜 空

神戸市中央区下山手通2-12-21 生田ソシアルビル2F

050-3476-8168

17:00～24:00

日曜・祝日

阪急/JR/阪神/神戸市営地下鉄 三宮駅

南国キッチン次郎

神戸市中央区宮本通7-3-6 寿ビル1F

078-272-0128

10:00～20:00

日曜日

阪急春日野道駅から北へ徒歩４分
春日野道駅（阪急）から289m

わとわ

神戸市中央区中山手通4-1-11

078-779-7484

17:00～翌1:00

不定休

神戸元町駅・県庁前駅から360m

ニライカナイ

神戸市中央区北長狭通3-3-4 グランディアサンセット通りビル 5F

078-381-7120

日曜日

JR・阪神元町駅東口山側右斜め方向30秒
元町駅（阪神）から161m

日曜日

元町駅（ＪＲ）から108m

平日（月〜土）
17:00～25:00
［月～土］
17:00～翌1:00

元町南風坊

神戸市中央区北長狭通4-2-2

078-331-2477

奄風食堂コーチン （奄風食堂ko-chin）

神戸市中央区琴ノ緒町4-6-5 ラムール三宮 1F

050-5596-2903

17:00～22:30

蘭引 （ランビキ）

神戸市中央区北長狭通4-1-14

078-391-6695

[火～土]
16:00～24:00
[日・祝]
14:00～20:00

沖縄料理めんそーれ

神戸市灘区深田町3-4-13

JR三ノ宮駅 徒歩5分
三ノ宮駅（ＪＲ）から278m
月曜日

JR元町駅徒歩すぐ

078-843-1949

六甲道駅から177m

居酒屋 なるおはま

神戸市灘区水道筋5-1-1 第5杣ビル1F

050-5596-1486

17:00～25:00

日曜日（ご予約・連休のときは営業します）

阪急王子公園駅から東に徒歩5分
JR摩耶駅から北に徒歩5分

通い船

神戸市灘区篠原南町7-1-8

080-5300-6677

18:00～24:00

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・日曜日

摩耶駅から583m

沖縄料理 めんそーれ

神戸市灘区深田町３‐４‐１３ アルカティア六甲１Ｆ

078-843-1949

JR六甲道駅
阪急神戸線「王子公園」西口より徒歩約10分
神戸市バス「観音寺」停留所下車、徒歩2分

くにや

神戸市灘区赤坂通5-3-13

078-806-7779

17:00～24:00頃

水曜日

山原 （ヤンバル）

神戸市兵庫区福原町24-7 1F

078-578-4500

18:00～翌5:00

不定休

湊川公園駅
神戸市営地下鉄湊川公園駅より徒歩1分
神戸高速鉄道新開地駅より徒歩4分
神戸市営地下鉄西神・山手線 新長田駅 徒歩4分
ＪＲ神戸線 新長田駅 徒歩5分

創作居酒屋 あらがき

神戸市兵庫区福原町26-1

078-335-6189

17:00～翌3:00

水曜日

沖縄創作料理 ヘムヘム

神戸市長田区水笠通4-1-1

050-3461-1489

18:00～24:00

不定休日あり

新垣家 神戸西店

神戸市西区平野町下村134-1

090-3266-5506

10:30～19:00

月曜日

地下鉄西神中央駅

日曜日
※日により、店主都合で
2～3時間閉めている時あり

神戸電鉄・北神急行「谷上駅」駅ナカ

無休

板宿駅

最寄駅・バス停
能勢電鉄平野駅徒歩8分
平野駅から433m
JR川西池田、阪急川西能勢口よりバス5分。
萩原台バス停前。
鶯の森駅から762m

北神餃子 谷上本店

神戸市北区谷上東町1-1 神戸電鉄谷上駅

078-583-7830

琉球酒場 てこいち 板宿店

神戸市須磨区平田町2-2-12

078-734-1111

[月～金]
11:00～22:00
[土・祝]
11:00～17:00頃
11:30〜14:00
17:30～24:00

川西市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

おきなわんｃａｆｅちゅらかーぎ 平野店

川西市平野2-11-14 サカグチビル 1F

072-767-7208

18:00～23:00

月曜日

北山

川西市萩原台西1-68 萩原台タウンショップ

072-757-1567

17:30～20:00

水曜日

○沖縄料理店
西宮市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

酒食堂 風屋 －kajiya－

西宮市馬場町2-23 馬場町ビル １Ｆ

0798-22-7724

17:00～23:00

月曜日

阪神西宮駅より徒歩4分

いかぱんたこぱん

西宮市東鳴尾町1丁目9-22

0798-41-5896

17：30～翌2：00

火曜日

阪神武庫川線東鳴尾駅

不定休

JR西宮駅３分

水曜日・日曜日・祝日

西宮駅（阪神）から219m

無休

西宮駅（阪神）から152m

琉球料理 にしむら家

西宮市池田町７‐１

050-5592-8885

沖縄ごはん とも

西宮市戸田町4-26

0798-37-0013

ゆがふ庵

西宮市和上町1-6 マルシェ西宮１０１

0798-38-1112

沖縄おでん屋 SUN

西宮市高松町10-24

0798-64-7222

わった～家 甲子園口店

西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口 B1F

0798-56-9989

沖縄ごはん とも

西宮市戸田町4-26

050-5596-5010

琉球食堂kafu

西宮市深津町3-25 深津橋本ビル 201

080-5142-1134

味彩

西宮市甲子園五番町14-29

0798-43-3831

【火～金】
11：30～13：30
※ランチ営業は
火～金営業
【毎日】
17：30～22：00
11:30～15:00
18:00～
11:30～14:00
17:00～23:00

阪急西宮北口駅
19:00〜24:00
11:30～15:00
18:00～
11:30～14:00
17:00～24:00

月曜日

ＪＲ甲子園口駅

水曜日・日曜日・祝日

西宮駅（阪神）

不定休

阪急西宮北口 南改札口から南へ徒歩5分

17:３0 ～23:00

月曜日・火曜日(不定休)

阪神本線甲子園駅から甲子園筋を北へ約５分。
ミニコープ甲子園中店とローソン甲子園店の中間。

営業時間

定休日

明石市
店名

住所

電話番号

沖縄料理宮古

明石市西明石南町2-2-4

078-923-6659

オーシャン ブリーズ イコイニ （Ocean Breeze 1512）

明石市大久保町松陰1121-7

078-384-0311

[月.火.水.金.日]
18:00〜23:00
[土]
18:00〜24:00

木曜日

大久保駅から500m

居酒屋 華那

明石市松の内2-3-5

050-5596-1441

17:30～23:00

日曜日

JR西明石駅東出口より北へ約240m
2号線を越え、新幹線高架下手前を右約80m
西明石駅から326m

日曜日

ＪＲ西明石駅徒歩2分

月曜日（祝日祝前日を除く）

西明石駅

あぐんちゃ （らーめん）

明石市松の内2丁目9-17

078-924-6335

ボンゴマン （BONGO MAN）

明石市野々上3-13-7

078-924-6654

最寄駅・バス停
西明石駅から173m

[月～金]
11:30～14:00
18:00～翌3:00
[土]
11:30～14:00
18:00～0:00
18:00～翌2:00
[日]
18:00～24:00

姫路市
住所

電話番号

沖縄料理 海（かい）

店名

姫路市南駅前町127

079-288-3771

営業時間

まかない屋 らふ亭

姫路市梅ケ谷町2-25

079-292-8131

[昼]11:30～14:00
[夜]17:30～21:30

火曜日

各線姫路駅から車で15分。
神姫バス『平野南口』より徒歩5分程度。
野里駅から1,894m

18:00～24:00

日曜日・祝日

山陽姫路駅から523m

島ぬむん冨久

姫路市福中町79

079-225-2285

姫路市魚町113

079-222-2567

美らん 太子店

揖保郡太子町太田2133 タウンプラザDEN 104

079-275-1008

17:30～翌1:00

琉球風 （りゅうきゅうかじ）

姫路市忍町188

0792-88-4770

夕方～4:00頃

079-227-6023

【月】【火】【金】
10:45～15:00
【水】【土】【日】
10:45～15:00
18:30～21:30

姫路市西今宿1-1-3

最寄駅・バス停
JR姫路駅徒歩５分

ちゅうらん（美らん）

ダイニングカフェ カフー

定休日

山陽姫路駅から373m
火曜日

網干駅から2,364m
山陽姫路駅から395m

木曜日

姫新線「播磨高岡」駅（姫路駅から1駅目）徒歩５分
神姫バス「今宿琴丘高校前」下車徒歩２分

○沖縄料理店
尼崎市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

沖縄料理 馳走屋 楽

尼崎市猪名寺1-21-40

050-5868-5135

17:00～1:00

年末年始（31日～2日）

JR宝塚線猪名寺駅徒歩３分

沖縄風居酒屋 めんそーれー

尼崎市長洲西通1-1-17

06-6489-0231

火～土
17:00～24:00
日・祝
16:30～24:00

月曜日

JR尼崎駅南口徒歩２分

結（ゆい）

尼崎市南塚口町1丁目12-8 サウサービル 1F

050-5872-6929

17:00～24:00

不定休

阪急塚口駅から南へ徒歩2分
塚口駅（阪急）から213m

沖縄バール 裕樹亭

尼崎市塚口本町2-27-12

050-5594-2394

木曜日

阪急塚口駅より徒歩10分ほど
塚口駅（阪急）から572m

しま

尼崎市立花町2-11-1 小鹿マンション 1F

月曜日

立花駅から350m

沖縄酒房うりずん

尼崎市南塚口町1-13-11

17:00～24:00
【金・土】
17:00～5:00
11:00～14:00
18:00～23:00

塚口駅（阪急）から253m

イチャリ バー （ICHARI☆BAR）

尼崎市東園田町5-32-11

06-6493-2189

11:30～14:30
17:00～
体力の限界まで

ばっしらいん

尼崎市富松町2-31-1

06-6428-1991

17：30～0：00

無休

阪急神戸本線 園田駅徒歩５分
園田駅から301m

日曜日

塚口駅から徒歩１０分。
武庫之荘駅から1,100m

せいだい屋 尼崎武庫之荘店

尼崎市南武庫之荘1-7-6 プラザ武庫之荘 4番館1F

06-6436-1539

［火～金］
17:30～24:00
［土］
17:30～翌1:00
［日・祝］
17:30～24:00

あけぼの食堂

尼崎市口田中1-21-1 口田中団地 1F

06-6492-3981

11:00～14:30

土曜日・日曜日・祝日

塚口駅（ＪＲ）から865m

月曜日

阪神「武庫川」駅から東に3分
武庫川駅から202m

月曜日
(祝日の場合は営業、火曜日が定休日)

阪急神戸線 武庫之荘駅 南口 徒歩3分
武庫之荘駅から250m

カジュアル屋台 コテツ （Kotetsu）

尼崎市武庫川町3-74-5

080-3807-3443

［火〜土］
18:00〜翌1:00
［日］
12:00〜22:00

みやび

尼崎市長洲中通1-6-16

06-4868-2131

17:30～23:30

日曜日・祝日

JR尼崎南側より東へ徒歩５分
小田支所のとなり
尼崎駅（ＪＲ）から324m

より道

尼崎市戸ノ内町6-8-11

06-6499-8580

18:00～

日曜日

加島駅から1,097m

おふくろの味さっちゃん

尼崎市七松町2-2-20

06-6416-8005

18:00～24:30頃

水曜日（ほか臨時休業あり）

JR立花駅南口から徒歩2分
立花駅から225m

ゆがふ

尼崎市西立花町4-14-18

06-6412-9124

18:00～24:00

木曜日

立花駅から839m
JR立花駅から徒歩6分
立花駅から454m
JR尼崎駅の北側へ出て徒歩３分
尼崎駅（ＪＲ）から383m

居酒屋ダイニングさくら

尼崎市立花町2-3-11

080-2440-8003

17:00～24:00

日曜日
※10名様以上のご予約はご相談ください

居酒屋 寿味

尼崎市潮江1-8-1

06-6493-5988

17:00～24:00

月曜日

居酒屋裕樹亭

尼崎市武庫之荘1-14-18

06-6438-5314

18：00～24：00

月曜日

武庫之荘駅から235m

日曜日

園田駅から1,165m

木曜日

JR尼崎駅北口から徒歩3分
尼崎駅（ＪＲ）から406m

三喜食堂

尼崎市高田町2-31

06-6497-2633

11:00～14:00
17:00～22:00

奄美

尼崎市潮江1-21-1 1F

06-6493-9050

17:00～24:00

伊丹市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

黄金の角煮と奄美焼酎90種 奄んちゅ

兵庫県伊丹市伊丹2-2-12-2

050-5595-3470

17:30～24:00

日曜日（祝前日営業※翌日休み）

最寄駅・バス停
JR「伊丹駅」西口から徒歩3分
伊丹駅（ＪＲ）から267m

きゅらむん

伊丹市中央1-9-11 池信第二ビル1階

072-778-0188

17：30～23：30

不定休

伊丹駅（阪急）から215m

店名

住所

電話番号

定休日

最寄駅・バス停

寿し おもと

三田市南が丘2-4-21

079-564-2171

営業時間
[月～土]
11:30～14:00
17:00～24:00
[日]
17:00～24:00

三田市

神鉄横山駅から徒歩５分

○沖縄料理店
宝塚市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

落合食堂

宝塚市逆瀬川1-13-25

0797-78-8809

16:00～24:00

水曜日

阪急今津線「逆瀬川」駅下車徒歩3分

すーあんまー

宝塚市中野町4-18

8:00～20:00

木曜日

阪急宝塚線小林駅

店名

住所

電話番号

定休日

最寄駅・バス停

沖縄そば＆タコス ソンブレロ 高砂店

高砂市松陽1丁目9-13-1

079-447-1123

営業時間
[火〜日]
17:00〜21:00
[土、日、祝]
12:00〜21:00

月曜日（祝日の場合は営業）

山陽曽根駅

店名

住所

電話番号

定休日

最寄駅・バス停

播州赤穂地鶏赤穂や

赤穂市木津334

0791-46-8266

営業時間
[月、水、木]
17:00〜23:00
[金〜日]
17:00〜24:00

高砂市

赤穂市
火曜日

相生市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

美ん美ん （チュンチュン）

相生市本郷町6-3 1F

0791-22-1222

17:30～翌1:00

無休

相生駅

店名

住所

電話番号

定休日

最寄駅・バス停

あけるま

西脇市板波町150-2

0795-38-7782

営業時間
18:00～23:00
ランチも予約にて
営業

月曜日＋不定休

西脇市駅から車で約5分

西脇市

篠山市
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

アニトヤ （Anitya）

篠山市西古佐956

079-506-9653

11：30～14：00

土・日・月・祝

丹波大山駅

