
店名 郵便番号 市区町村 町名番地 ビル建物名 電話番号

株式会社あやめ電化ハウス 631-0033 奈良市 あやめ池南１－３－１ 0742461581

焼肉あやめ 631-0033 奈良市 あやめ池南1-3-11 0742473515

ジャパンブックスあやめ池店 631-0033 奈良市 あやめ池南1-3-11 0742-51-4091

酒香菜や 631-0033 奈良市 あやめ池南2-1-35 0742441000

薬局タケダあやめ池店 631-0033 奈良市 あやめ池南2-1-41 クリエイトビル 0742-46-9288

自分薬局　あやめ池 631-0033 奈良市 あやめ池南2-2-7 0742-44-3060

キッチンスタジオカチート 631-0033 奈良市 あやめ池南2丁目1-31 ACT-1　２F 09011513335

高林整体院 631-0033 奈良市 あやめ池南2丁目5-16 シティーパレス P-8 102号 070-6541-0484

いそかわ　あやめ池店 631-0033 奈良市 あやめ池南6-1-1 0742-44-1681

セブンイレブン　奈良あやめ池南６丁目店 631-0033 奈良市 あやめ池南6-5-35 0742-51-2441

あやめ館 631-0032 奈良市 あやめ池北1-34-17 0742450185

ハーベス　あやめ池店 631-0032 奈良市 あやめ池北1-37-10 0742-48-6701

Lake Side SarahHouse あやめ池 631-0032 奈良市 あやめ池北1丁目34番7号 0742-53-1555

La Terrassee "irisee" 631-0032 奈良市 あやめ池北1丁目34番7号 HANA 0742-40-0066

Patisserie La Terrasse あやめ池 631-0032 奈良市 あやめ池北1丁目34番7号 HANA 0742-40-0067

パーソナルトレーニングジム　TONe 631-0032 奈良市 あやめ池北1丁目34番7号 HANA 2F 0742-47-8808

シーズランドリーあやめ池店 631-0032 奈良市 あやめ池北2-1-12 090-9218-4577

マクドナルド奈良からもも店 630-8454 奈良市 杏町152-1 0742-63-3094

キーボルダリング 630-8454 奈良市 杏町583-1 0742-31-3571

鹿の舟 630-8317 奈良市 井上町11 0742-94-3500

ケーズデンキ　高の原店 631-0805 奈良市 右京1-1-2 0742-70-6770

炭火焼き鶏　朱雀 631-0805 奈良市 右京1-3-1 平城第二ショッピングセンター　3-102 0742-72-1389

ローソン高の原中央病院店 631-0805 奈良市 右京1-3-2 高の原中央病院内 0742-72-3963

ミスタードーナツ高の原店 631-0805 奈良市 右京1-3-4 0742-70-2077

ファッションセンターしまむら　高の原店 631-0805 奈良市 右京1-3-4 0742-70-4030

手作り雑貨のお店　toitoitoi 631-0805 奈良市 右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館2Ｆ 090-4448-3179

ツーリスト企画　高の原営業所 631-0805 奈良市 右京１－３－４ サンタウンプラザすずらん館１Ｆ 0742-70-5001

ソフトバンク高の原 631-0805 奈良市 右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館1階 0742-70-4515

サンタウンプラザすずらん館店舗会 631-0805 奈良市 右京1-3-4 0742-71-3639

近商ストア　高の原店 631-0805 奈良市 右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館 0742-71-6521

テバス高の原店 631-0805 奈良市 右京1-4 サンタウンプラザひまわり館１F 0742705170

Honda Cars 奈良中央　高の原店 631-0805 奈良市 右京1-5-2 0742-81-7722

コウキ商事株式会社 631-0805 奈良市 右京1丁目3-4 サンタウンプラザすずらん館2F 0742-71-5068

高の原ばーるKaeru Kouen 631-0805 奈良市 右京1丁目3番地の1 平城第二ショッピングセンター 3-101 0742-42-6034

マノエンマノ／マノマノ鍼灸院 631-0805 奈良市 右京4-14-18 0742-71-7751

サン薬局　高の原店 631-0805 奈良市 右京4-14-24 0742-71-1122

美容室・ビーハイブス 631-0805 奈良市 右京4-14-28-103 0742-37-2625

ロイヤルホームセンター株式会社 631-0011 奈良市 押熊町1051-1 0742-51-7011

ニトリ　ロイヤル押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1051-1 ロイヤルホームセンター押熊2F 0742-52-3531

イエローハットビックス押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1051-1 ロイヤルホームセンター内 0742-53-0601

中華料理　福吉 631-0011 奈良市 押熊町1051-2 09099493159

auショップ押熊 631-0011 奈良市 押熊町1070-2 0742532330

えにし堂鍼灸整骨院 631-0011 奈良市 押熊町1104-1 柳本ビル101B 0742-81-9503

ファミリーマートならやま大通り 631-0011 奈良市 押熊町1106-1 0742534020

ならコープ　コープおしくま 631-0011 奈良市 押熊町1115 0742410777

フラワーショップ　メープル 631-0011 奈良市 押熊町１１３０－３ 0742-49-8783

天下一品 押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1130-4 新田ビル1F 0742451222

パソコントータルサポート　株式会社アルファプラス 631-0011 奈良市 押熊町1266-2 0742-81-7800

K'Sドッグスクール 631-0011 奈良市 押熊町1296 0742-49-6688

ハッスル２押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1443-1 0742491717

株式会社トヨタレンタリース奈良　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1445-1 0742-40-0200

赤や　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1449-1 0742-45-7015

マルエスペット　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1451-1 0742-41-8830

ワンカルビ 押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1453-2 0742-49-1129

セブンイレブン　奈良押熊町店 631-0011 奈良市 押熊町1472－1 0742516237

ドラッグユタカ　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1476-1 株式会社ユタカファーマシー 0742-51-5221

WAY書店TSUTAYA奈良押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1519-1 0742-52-6130

はるやま奈良押熊店 631-0011 奈良市 押熊町1521-2 0742-45-1120

青山商事株式会社 631-0011 奈良市 押熊町1567番池 0742468871

越後押熊店 631-0011 奈良市 押熊町１５７５－１ 0742-93-7153

ゐざさ中谷本舗　平城山店（株式会社　中谷本舗） 631-0011 奈良市 押熊町2141-1 0742-48-5000

にぎり長次郎押熊店 631-0011 奈良市 押熊町2144-3 0742-93-3711

天然湧出温泉　ゆららの湯　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町2147-1 0742-40-1126

COME TOGETHER 631-0011 奈良市 押熊町2201-1 0742-51-4131

YOSA PARK CAHAYA奈良店 631-0011 奈良市 押熊町2212-50 0742-42-6543

株式会社天理楽器 631-0011 奈良市 押熊町397-1 0742405510

ゴルフ５奈良押熊店 631-0011 奈良市 押熊町511－1 0742495275

オートバックス奈良押熊店 631-0011 奈良市 押熊町515-1 0742491221

※ピンク色表示されているのは「飲食店」です。奈良市プレミアム付商品券　取扱店一覧（2020年10月01日付）
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ブックオフ奈良押熊店 631-0011 奈良市 押熊町５３７－１ 0742-46-4129

サイクルベースあさひ押熊店 631-0011 奈良市 押熊町538-2 0742-52-2225

生鮮＆業務スーパーボトルワールドＯＫ　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町543-1 0742-40-1100

ソフトバンク押熊 631-0011 奈良市 押熊町545-1 0742-53-6800

エディオン　おしくま店 631-0011 奈良市 押熊町605 0742-47-9311

あづまケータリングサービス　おしくま店 631-0011 奈良市 押熊町779の2 0742-48-5151

いそかわ　押熊店 631-0011 奈良市 押熊町871-1 0742-40-1377

菓匠 千壽庵吉宗 押熊店 631-0011 奈良市 押熊町942-1 0742-51-8080

ビッグボーイ　奈良平城店 631-0011 奈良市 押熊町947 0742432922

SAKE市場グランマルシェ押熊店 631-0011 奈良市 押熊町字西ノ谷2331－1 0742-46-9337

ドラッグストア　キリン堂　東押熊店 631-0011 奈良市 押熊町東押熊851 0742-40-2385

ホテル　ニュー　わかさ 630-8274 奈良市 押上町１４ 0742-23-5858

千壽庵吉宗　喫茶『千壽茶寮』 630-8273 奈良市 押上町39-1 千壽庵吉宗奈良総本店内 0742-23-3003

菓匠 千壽庵吉宗 奈良総本店 630-8273 奈良市 押上町39-1 0742-23-3003

蕎麦とうなぎの店　紅屋 630-8273 奈良市 押上町9-1 0742-55-2296

今中石油 632-0103 奈良市 荻町130 0743-84-0063

いっこくや馬場店／いっこくや小倉ＩＣ店 632-0103 奈良市 荻町1921 0743-84-0107

山の辺ファーム 630-8365 奈良市 下御門町10番 090-3702-9821

avant　garde　store 630-8365 奈良市 下御門町19 090-1146-9183

京小づち 630-8365 奈良市 下御門町21 0742-22-1440

光学堂時計眼鏡院 630-8365 奈良市 下御門町25 0742-22-3387

御菓子司　鶴屋徳満　本店 630-8365 奈良市 下御門町29 0742-23-2454

手作り工房 吉田 630-8365 奈良市 下御門町32 0742-22-4388

ほたるガラスカフェ結 630-8365 奈良市 下御門町32 町家空間E-1 .

Cafe TANNE 630-8365 奈良市 下御門町36 0742-93-3719

江戸川ならまち店 630-8365 奈良市 下御門町４３番地 0742204400

REGAL　SHOES  奈良店 630-8236 奈良市 下三条町１－１ ＮＴＴ奈良支店三条ビル１Ｆ 0742-22-2808

奈間蔵　栄　三条店 630-8236 奈良市 下三条町２－１ 0742-23-1501

かき小屋フィーバー 630-8236 奈良市 下三条町2-1 Si-Ro2F 0742-22-5825

そば・かえる庵 630-8236 奈良市 下三条町24-1 0742-24-8345

木のうた薬局　三条通り店 630-8236 奈良市 下三条町25 寅松ビル1階 0742-20-5330

メロンドウメロン三条店 630-8236 奈良市 下三条町30-1 Kフラット三条１F 0742-93-5506

奈良ワシントンホテルプラザ 630-8236 奈良市 下三条町31-1 0742-27-0410

うなぎ川はら奈良店三条家 630-8236 奈良市 下三条町35 0742-24-1138

きとら商店 630-8236 奈良市 下三条町43 0742-22-5546

奈良めし　板焚屋 630-8236 奈良市 下三条町44-3 0742-24-1234

ホテルフジタ奈良 630-8236 奈良市 下三条町47-1 0742-23-8111

バーオールドタイム 630-8236 奈良市 下三条町47-1 ホテルフジタ奈良1F 09052404958

ベニヤ書店 630-8266 奈良市 花芝町16 0742-22-5050

美容室　モア 630-8266 奈良市 花芝町23 0742-23-7420

サン薬局　奈良店 630-8266 奈良市 花芝町29 0742-22-1072

ビストロ中華へいぞう 630-8266 奈良市 花芝町6 プラザ花芝103 0742-23-6333

U's kitchen 630-8266 奈良市 花芝町7 0742-26-2888

ヨシモト化粧品店 630-8266 奈良市 花芝町9-1 0742-22-5413

日本市　奈良三条店 630-8223 奈良市 角振新屋町1-1 ファインフラッツ奈良町三条1F 0742-23-5650

御菓子司　鶴屋徳満　三条店 630-8223 奈良市 角振新屋町4 0742-27-0353

奈良おもてなし食堂 630-8223 奈良市 角振新屋町6-3 0742-26-6778

アイシティ奈良店 630-8224 奈良市 角振町15 服部ビル1F 0742-27-4631

広島お好み焼　鉄板酒場　やきとら 630-8224 奈良市 角振町23 中室ビル1F 0742-23-1565

ローソン奈良角振町店 630-8224 奈良市 角振町24-1 0742-24-3963

COUTURIER 630-8224 奈良市 角振町２４－１ 秋元ビル１F 0742268377

ウエムラ化粧院 630-8224 奈良市 角振町25-1 0742-22-0297

炭火焼肉霜月 630-8224 奈良市 角振町２６ いせやビル２Ｆ 0742933715

サンドラッグ　奈良 630-8224 奈良市 角振町26 いせやビル1階 0742-20-6222

小西通商店街振興組合 630-8224 奈良市 角振町28 ビルまあぁろー５階605号室 0742-27-1865

ミルフォード 631-0041 奈良市 学園大和町 5丁目179 0742516080

セブンイレブン奈良学園大和町二丁目店 631-0041 奈良市 学園大和町 二丁目82 0742-44-7756

あさひＹa!カフェ 631-0041 奈良市 学園大和町1-1442-7 0742-44-2229

クリーニングぴゅあらんど大和店 631-0041 奈良市 学園大和町1丁目1-16 0742-51-9200

食道園　奈良学園前店 631-0041 奈良市 学園大和町2-124 0742-46-7855

びっくりドンキー奈良学園前店 631-0041 奈良市 学園大和町2-126 0742-44-0006

かごの屋学園前店 631-0041 奈良市 学園大和町2－235－1 0742471300

木曽路　学園前店 631-0041 奈良市 学園大和町２丁目１２５－１ 0742-44-3933

越後学園前店 631-0041 奈良市 学園大和町２丁目２３０－１ 学園前ドリームマンション３０３ 0742-46-4179

ヴァンティミリア 631-0041 奈良市 学園大和町2丁目52 大和スーパーマンション1F-D 0742433773

大和町だるま 631-0041 奈良市 学園大和町3-1 0742557984

理容・美容の和咲　ネイルサロン和咲 631-0041 奈良市 学園大和町3-13 0742-45-1010

ラ・ボンヌ・サブール 631-0041 奈良市 学園大和町４－７ 0742416388
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ファミリーマートエムズドラッグ学園大和店 631-0041 奈良市 学園大和町6丁目1542-44 0742530366

エムズドラッグ学園大和薬局 631-0041 奈良市 学園大和町6丁目1542-44 0742526660

ファミリーマート奈良学園大和町 631-0041 奈良市 学園大和町6丁目706－4 0742524474

焼肉ほへと 631-0041 奈良市 学園大和町三丁目５番地 0742460298

マクドナルド　学園前イズミヤ店 631-0035 奈良市 学園中4-539-1 0742-40-0129

イズミヤ学園前店内　LADY’S　TIRA 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-46-7477

イズミヤ学園前店内　ママのリフォーム 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-46-8801

イズミヤ学園前店内　ダイリキ 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 1階 0742-48-5589

イズミヤ学園前店内　Seria 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-93-8618

イズミヤ学園前店内　ジュエリーKANDA 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-48-9884

イズミヤ学園前店内　シーズ 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-48-2389

イズミヤ学園前店内　ココカラファイン+イズミヤ 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 1階 0742-93-5195

イズミヤ学園前店内　珈琲館　つかさ 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 1階 0742-41-5180

イズミヤ学園前店内　クリーニングルビー 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店 2階 0742-41-3517

イズミヤ　学園前店 631-0035 奈良市 学園中４丁目539-1 0742-48-2881

㈱マツヤデンキ 631-0035 奈良市 学園中4丁目539-1 イズミヤ学園前店2階 0742-43-7440

株式会社メガネランド 631-0016 奈良市 学園朝日町2-12 0742-43-3018

ワインショップ　サン・ヴァンサン 631-0016 奈良市 学園朝日町2-2 米田ビル1F 0742-43-3832

moi 631-0016 奈良市 学園朝日町3-9-102 シティパレス21学園前 0742426362

食房　エスト 631-0034 奈良市 学園南1-1-15 翔学園前101号 0742412202

ファミリーマート近鉄学園前駅２番ホーム中央店 631-0034 奈良市 学園南３丁目１－１ 近鉄学園前駅構内 0742521502

Relaxパラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-10-1 パラディ学園前北館３Ｆ 0742-47-2499

ファッションセンターしまむら　パラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-10-1 0742-81-3356

近商ストア　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-10-1 0742-44-5222

マクドナルド　近鉄学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-1 ル・シエル学園前2F 0742-40-2819

ハートアップ奈良学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-1 ル・シエル学園前北ビル3階305号室-A 0742-53-7677

テテ学園前 631-0036 奈良市 学園北1-1-1 ル・シエル学園前 0742-51-3391

千鳥屋宗家　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-1 ル・シエル学園前 0742-51-5732

ミスタードーナツ学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-1-101 0742-43-4807

地鶏炭火焼　鶏扱説明所　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-12 和幸ビル1階 0742-51-8789

ケンタッキーフライドチキン学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-12 0742-40-2167

魚民　学園前北口駅前店 631-0036 奈良市 学園北1-1-12 和幸ビル　2階 0742-48-3188

大和野菜イタリアンナチュラ 631-0036 奈良市 学園北1-14-5 モンテクール学園前 0742-48-1183

美容室　PRINKUPつだ　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-14-5 モンテクール学園前１F 0742-46-6783

YOSAPARK 631-0036 奈良市 学園北1-8-7 0742-31-5023

立飲酒場ハシビロコウ 631-0036 奈良市 学園北1-8-7 0742471110

食道園　パラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北1-9-1 パラディ南館４Ｆ 0742-48-5559

啓林堂書店　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１－９－１ パラディ学園前３F 0742-49-8001

御菓子司　鶴屋徳満　パラディ店 631-0036 奈良市 学園北1-9-1 パラディ学園前　南館地下１階 0742-49-0001

ファミリーマート近鉄学園前駅店 631-0036 奈良市 学園北１丁目 １－１－１０３ 0742523513

サン薬局　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1丁目14-13 メディカル学園前 0742-44-1648

洋菓子のバイカル　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目14-8 0742-44-8998

味楽座学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目１番１号 ル・シエル学園前内２０１号 0742521758

アパマンショップ　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1丁目1番5号 0742-44-0051

銀座四川学園前駅ビル店 631-0036 奈良市 学園北１丁目１番号 ル・シエル学園前２階 0742527738

株式会社　山崎屋　学園前店 631-0036 奈良市 学園北1丁目9-1 パラディ学園前Ｂ１ 0742-45-0415

RYOKO KIKUCHI PLUS 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-51-3885

ラメール 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

ラ・カフェ・バナヌ 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

マックハウス 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

ヘアーサロン　ユイ 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

ブティック　シャン 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前 0742-14-3535

バラエティ１０１　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

ハニーズ　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

パオリ学園前 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

肉よし　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-52-2944

セイコー堂 631-0036 奈良市 学園北1丁目9番1号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

Stream market パラディ学園前 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

ジュピター　パラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

サブウェイ　パラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-44-3781

コルギ・リフレクソロジー専門ＲＥ・ＢＯＤＹ 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

グランチヨダ 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

薬マツモトキヨシ　パラディ学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　北館 0742-41-3535

家族亭　学園前店 631-0036 奈良市 学園北１丁目９番１号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

イタリア食堂プレーゴ！ 631-0036 奈良市 学園北1丁目9番1号 パラディ学園前　南館 0742-41-3535

ブレンズ　オブ　アーツ 631-0036 奈良市 学園北2-5-1 アネックスミタカ204 0742-40-3080

鳥鳥　学園前店 631-0036 奈良市 学園北２－５－９ 0742442535

炭火焼肉とみや学園前本店 631-0036 奈良市 学園北2-5-9 0742-51-0209
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㈱とみや 631-0036 奈良市 学園北2-5-9 0742510209

広島焼　雪風 631-0036 奈良市 学園北2丁目1-6 セブンスターマンション1F 0742-44-7878

株式会社リアルスタイルVIPパーソナルトレーニング 631-0036 奈良市 学園北2丁目5-8 モリシタ学園北ビル２F 0745-43-9844

やまからな 630-8326 奈良市 瓦堂町22-1-406 070-5650-5578

（株）ミカサカメラ 630-8242 奈良市 漢国町5 0742230567

マクドナルド奈良紀寺店 630-8306 奈良市 紀寺町369-1 0742-20-5070

万代　紀寺店 630-8306 奈良市 紀寺町412-1 0742-26-6600

木のうた薬局　紀寺バス停前店 630-8306 奈良市 紀寺町767 0742-26-1166

紀寺の家 630-8306 奈良市 紀寺町779 0742255500

なら麦酒ならまち醸造所 630-8306 奈良市 紀寺町956-2 0742-95-9700

サン薬局　紀寺店 630-8306 奈良市 紀寺町東口675-1 0742-24-5715

PUBLIC HOUSE Ritz 630-8217 奈良市 橋本町1 奈良町長屋 0742316144

トラットリアピアノ 630-8257 奈良市 橋本町15-1 0742261837

一条奈良三条通店 630-8217 奈良市 橋本町26－3 ときわビル 0742273772

びっくりうどん　三好野 630-8217 奈良市 橋本町27 0742-22-5239

和牛スジカレー　奈良本店 630-8217 奈良市 橋本町２８ 春日三条通り館２F 0742-93-4024

ひより総本店 630-8217 奈良市 橋本町28 0742-20-0077

ならBonbon 630-8217 奈良市 橋本町3-1 BONCHI　1F 0742435446

ANY COFFEE BREW BAR 630-8217 奈良市 橋本町3-1 BONCHI 07042171096

BONCHI 630-8217 奈良市 橋本町３ー１ BONCHI 0742271111

食π木子梨&茶π木子梨 630-8217 奈良市 橋本町35 0742937001

猿沢商店街　ふじや 630-8217 奈良市 橋本町5 09059792303

ファミリーマート猿沢池店 630-8217 奈良市 橋本町6 0742-25-3036

Hair  Salon  Unity 630-8217 奈良市 橋本町6番地 嶋田ビル2階 0742-26-0345

麻布おかい　奈良店 630-8217 奈良市 橋本町7-1 0742-26-7010

スムージー専門店ドリンク・ドランク 630-8217 奈良市 橋本町8 0742-27-6206

セブンイレブン奈良窪之庄町店 630-8431 奈良市 窪之庄町４９番 0742626711

なかい食堂 630-8431 奈良市 窪之庄町64 0742617120

HERO 630-8431 奈良市 窪之庄町65-1 0742619918

株式会社　オクダ商店 630-2301 奈良市 月ケ瀬石打2416 0743-92-0303

梅の郷　月ヶ瀬温泉 630-2302 奈良市 月ケ瀬尾山2681 0743-92-0388

株式会社　小谷商店 630-2302 奈良市 月ケ瀬尾山2867ー1 0743920036

井田商店 630-2302 奈良市 月ケ瀬尾山2885-1 0743920124

大西豆腐店 630-2302 奈良市 月ケ瀬尾山2885-2 0743-92-0481

美晴荘 630-2302 奈良市 月ケ瀬尾山78-2 0743-92-0031

Qoolaad hair salon 630-8221 奈良市 元林院町17 0742222706

ナナイロフルウツ 630-8221 奈良市 元林院町17番地1階 08045675570

遊中川　本店 630-8221 奈良市 元林院町31-1 0742-22-1322

茶論 奈良町店 630-8221 奈良市 元林院町31-1 0742-93-8833

スナック　のぞみ 630-8221 奈良市 元林院町37 0742-26-0017

生鮮＆業務スーパーボトルワールドＯＫ　奈良南店 630-8424 奈良市 古市町1328 0742-50-5544

ランドセルの木ノ下 630-8425 奈良市 古市町1369-10 0742275572

ファミリーマート 奈良古市町 630-8424 奈良市 古市町1778番地 0742637036

オークワ　奈良古市店 630-8424 奈良市 古市町796 0742-64-4530

彩花工房 630-8034 奈良市 五条西2-12-10 0742870437

BEERS`きとら 630-8032 奈良市 五条町3-30 0742-33-2557

西の京みやげ処きとら 630-8032 奈良市 五条町396番地　唐招提寺駐車場横 0742-35-3324

Terrace 630-8382 奈良市 公納堂町10 0742-93-4405

染織工芸二塚　吉野葛佐久良 630-8336 奈良市 高御門町２番地 0742-26-0887

& NARA 630-8336 奈良市 高御門町38 0742316515

cervo bianco 630-8336 奈良市 高御門町7 0742311042

読売旅行奈良営業所 630-8241 奈良市 高天町18 0742-26-5223

炭火焼 のんき 630-8241 奈良市 高天町21-1 0742-24-7233

ほおずき 630-8241 奈良市 高天町38-3 近鉄高天ビル　Ｂ１Ｆ 0742-24-5411

plus 630-8241 奈良市 高天町38-3 近鉄高天ビルB1F 0774931595

創作料理　Mio みお 630-8241 奈良市 高天町38-3 近鉄高天ビル地下１階 070-2323-1624

Flamingo 630-8241 奈良市 高天町38-7 090-5365-1799

変なホテル　奈良 630-8241 奈良市 高天町46番1 0742-20-6530

喫茶シャンブル 630-8241 奈良市 高天町48 森田ビル1Ｆ 0742-23-0343

タイ料理　シャーングルン 630-8301 奈良市 高畑町1005-1 0742-31-7833

grishair 630-8301 奈良市 高畑町1024-1 0742316197

わんず・はーと・かふぇ　ならまち店 630-8301 奈良市 高畑町1028-7 0742819850

和田サイクルモータース 630-8301 奈良市 高畑町106番地 0742232868

なら和み館 630-8301 奈良市 高畑町1071 0742-21-7530

株式会社ＲＡＨＯＴＳＵ 630-8301 奈良市 高畑町1073-2 0742241180

奈良ホテル 630-8301 奈良市 高畑町1096 0742-26-3300

PE LONCHO 630-8301 奈良市 高畑町1098-1 090-7887-7456

ホテル尾花 630-8301 奈良市 高畑町１１１０ 0742-22-5151
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飛鳥荘 630-8301 奈良市 高畑町1113-3 0742-26-2538

総本店柿寿賀 630-8301 奈良市 高畑町1119番地 0742-20-1717

江戸三 630-8301 奈良市 高畑町1167 0742-26-2662

ドラッグストア　キリン堂　高畑店 630-8301 奈良市 高畑町130-1 0742-25-3855

旅籠　長谷川 630-8301 奈良市 高畑町1474 0742-26-7766

心家 630-8301 奈良市 高畑町24-4 0742255151

ほっかほっか亭　奈良教育大前店 630-8301 奈良市 高畑町276-1 ＭＡＸ高畑101 0742-27-6207

古民家レストラン　是是鹿鹿 630-8301 奈良市 高畑町９７５ 0742-23-5737

ヘルシーごはん＆cafe遊 630-8301 奈良市 高畑町986-1 0742-93-6389

奈良イタリアンBambuno 630-8374 奈良市 今御門町22 0742-27-0072

平宗奈良店 630-8374 奈良市 今御門町30-1 0742-22-0866

ヌノリショウテン 630-8207 奈良市 今小路町15番地 0742-23-5029

天平倶楽部 630-8207 奈良市 今小路町45-1 0742-27-7272

nail&eye 'oli 本店 630-8106 奈良市 佐保台西町36番 サンモール平城山１０１ 0742-72-0820

Ardy　Hair　本店 630-8106 奈良市 佐保台西町47-2 ｱｯﾚｸﾞﾛﾐｯｸ１F 0742-71-7331

ローソン　平城店 631-0801 奈良市 左京４丁目１８０５の４ 0742-71-1252

尾花茶屋 630-1241 奈良市 阪原町2186 0742930087

古都屋 630-8211 奈良市 雑司町107 0742-22-4337

絵図屋 630-8211 奈良市 雑司町406 東大寺大仏殿出口売店 0742266547

（有）あぜくらや 630-8211 奈良市 雑司町407 あぜくらや 0742233033

鹿鳴園 630-8211 奈良市 雑司町407-4 0742226137

古梅園製墨販売部 630-8211 奈良市 雑司町433-1 0742222646

丸十物産店 630-8211 奈良市 雑司町486-5 0742226337

（株）菊一文珠四郎包永 630-8211 奈良市 雑司町488 0742-26-2211

春日野 630-8211 奈良市 雑司町494 0742-26-3311

有限会社　春日野 630-8211 奈良市 雑司町494 0742263311

三笠屋本店 630-8211 奈良市 雑司町497 0742278113

自慢のつくね　ならやま野鶏 631-0061 奈良市 三碓　1-2-11 富雄ヨシエビル1F 0742-44-7047

ダイニングキッチン　BASE 631-0061 奈良市 三碓1-2-11 ヨシエビル1F 0742480719

ACT hair creation 631-0061 奈良市 三碓1-6-18 0742513088

やきとり居酒屋 とりじ 631-0061 奈良市 三碓2-1-1 リコービル 0742484480

出前ほぼ迅速　来々軒 631-0061 奈良市 三碓2-1-1 リコービル１階 0742-48-8929

さくら亭 631-0061 奈良市 三碓2-1-9-1 サカイビル1階 0742511235

生鮮＆業務スーパーボトルワールドＯＫ　富雄店 631-0061 奈良市 三碓2丁目5-41 0742-43-0033

株式会社中村屋　富雄店 631-0061 奈良市 三碓5-2-14 0742-40-2501

nail&eye 'oli 富雄店 631-0061 奈良市 三碓６丁目１０－３ サカイ第３ビル１０１ 0742-93-4236

Ardy　Hair　富雄店 631-0061 奈良市 三碓６丁目１０－３ サカイ第３ビル１０３ 0742-87-2447

割烹　川清 631-0061 奈良市 三碓町2250-3 0742-44-2625

セブンイレブン奈良三碓二丁目店 631-0061 奈良市 三碓二丁目255-1 0742473055

スギ薬局富雄三松店 631-0074 奈良市 三松4-880-3 0742-81-7720

迎賓館　富雄店 631-0074 奈良市 三松４丁目879-1 0742524129

株式会社萬春堂 630-8126 奈良市 三条栄町9-12 0742336935

マルキ精肉　奈良三条店 630-8126 奈良市 三条栄町9-5 0742-36-2344

肉料理かわせみ 630-8121 奈良市 三条宮前町2－2 0742352918

かふぇーＡＹＡ　５分１５０円で飲める店 630-8121 奈良市 三条宮前町2-2 090-1444-7970

ホルモン大魔王 630-8121 奈良市 三条宮前町2-30 B1F 杉本宮前ビル 05071004849

銀河食堂 630-8121 奈良市 三条宮前町2-31 0742-31-2982

寄鳥味鶏 630-8121 奈良市 三条宮前町2-31新町通り奥 0742-85-0143

ごはんや歩味 630-8121 奈良市 三条宮前町2番１－２号 0742347878

ONE CAFE！ 630-8121 奈良市 三条宮前町7-1 なら100年会館　ONE UNITED LAB内 0742-32-1011

関西スーパー奈良三条店内　クリーニングルビー 630-8123 奈良市 三条大宮町1番5号 0742-35-8226

関西スーパー奈良三条店 630-8123 奈良市 三条大宮町1番5号 0742-30-0075

食房　たけだ 630-8013 奈良市 三条大路1-10-20 0742-34-8614

京中華　飛天散華 630-8013 奈良市 三条大路1-1-47 0742-33-0222

割烹　東吉 630-8013 奈良市 三条大路1丁目10番33号 0742-35-0555

株式会社あづま 630-8013 奈良市 三条大路1丁目10番33号 0742-35-1234

JWマリオット・ホテル奈良 630-8013 奈良市 三条大路１丁目1-1 0742-36-6000

奈良 蔦屋書店 630-8013 奈良市 三条大路1丁目691-1 0742-35-0600

コーナンPRO三条大路店 630-8013 奈良市 三条大路2-1-27 0742-30-3621

板前焼肉　心 630-8013 奈良市 三条大路2-2-22 0742-36-7788

ホームセンターコーナン三条大路店 630-8013 奈良市 三条大路2-3-21 0742-36-8157

クスリのアオキ　三条大路店 630-8013 奈良市 三条大路2丁目1番61号 0742-32-1035

上新電機株式会社　奈良店 630-8013 奈良市 三条大路4－1－58 0742-33-2611

炭火焼肉なら八　尼ヶ辻店 630-8013 奈良市 三条大路5-7-16 0742368510

patisserie N,atsuhiro 630-8013 奈良市 三条大路5丁目1-25 0742-33-3369

柿の葉ずし　総本家　平宗　朱雀門店 630-8013 奈良市 三条大路5丁目1-38 0743-64-2238

賃貸のマサキ　尼ヶ辻店 630-8013 奈良市 三条大路5丁目2-40 0742-36-1234

越前すし　奈良店 630-8244 奈良市 三条町321-4 美幸ビル 1F 0742-22-1811
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SOZAI イタリアンバル　生パスタ 630-8244 奈良市 三条町469-1 0742-23-7508

鉄板ステーキ　シェルブルー 630-8244 奈良市 三条町470 綺羅星ビル２F 08097582658

綺羅星 630-8244 奈良市 三条町470 0742-22-6743

辨天堂 630-8244 奈良市 三条町473-1 0742-22-6643

らーめん三ちゃん 630-8244 奈良市 三条町474-1 ふくもりビル1F 0742-24-4810

セブンイレブン奈良三条町店 630-8244 奈良市 三条町475－1 0742-27-2229

奈良銘品館三条通店（奈交サービス株式会社） 630-8244 奈良市 三条町４８０ 0742-24-7060

白玉屋榮壽　奈良店 630-8244 奈良市 三条町480-4 0742-22-3726

地場料理とおいしいお酒 KURA 630-8244 奈良市 三条町482ー1 0742-27-0009

大和ＣＡＦＥ 630-8244 奈良市 三条町485-１Ｆ 0742-95-9938

手作り雑貨のお店　さぁくる 630-8244 奈良市 三条町487 小山ビル2階 0742245151

坐和民　奈良三条通り店 630-8244 奈良市 三条町491-1 浅川ハーベストビル２階 0742-20-6561

やきとりと釜めし　やまと庵はなれ 630-8244 奈良市 三条町495 バナナビル１Ｆ 0742-24-1185

やまと庵　本店 630-8244 奈良市 三条町495-1 0742-26-3585

目利きの銀次　ＪＲ奈良駅前三条通り店 630-8244 奈良市 三条町500-1 新三条ビル 2階 0742-26-7388

もつ粋　JR奈良駅前店 630-8244 奈良市 三条町511 正木ビル1階 0742-26-3987

賃貸のマサキ　JR奈良駅前店 630-8244 奈良市 三条町511 正木第2ビル 0742-27-1101

ジュエリー「アイサンク」 630-8244 奈良市 三条町511 正木ビル1Ｆ 0742-24-5531

贔屓屋奈良本店 630-8244 奈良市 三条町511-3 0742-23-3465

レンタル着物さくら　JR奈良駅前店 630-8244 奈良市 三条町５２２　２階 0742262233

三五夜 630-8244 奈良市 三条町529-2 070-1779-0358

錦光園 630-8244 奈良市 三条町547 0742-22-3319

cafe cojica 630-8244 奈良市 三条町547番地 0742943547

鮨　玄治 630-8244 奈良市 三条町606番地 スクエア奈良三条5階 0742-23-7355

メガネ本舗　奈良三条店 630-8127 奈良市 三条添川町 125-1 0742-34-3970

ローソン奈良三条添川店 630-8127 奈良市 三条添川町2-35 0742325739

酒菜　たろ吉 630-8127 奈良市 三条添川町3-36 0742-36-5313

炭焼焼鳥一番三条添川店 630-8127 奈良市 三条添川町36-1-2 0742331194

なべ処　ふく平 630-8127 奈良市 三条添川町4-37 0742-30-1129

(株)アドライフ 得得 三条添川店 630-8127 奈良市 三条添川町5-28 0742-35-3577

デイリーカナート　イズミヤ　新大宮店 630-8127 奈良市 三条添川町5-33 0742-36-7550

バンブスドラッグ（株式会社タケダドラッグ） 630-8127 奈良市 三条添川町5番40号 0742-33-7201

天丼・天ぷら本舗　さん天 630-8124 奈良市 三条桧町17-15 0742819933

フンドシキッチン 630-8122 奈良市 三条本町1042 フンドシキッチン 08015290252

ＪＡならけん　まほろばキッチンＪＲ奈良駅前店 630-8122 奈良市 三条本町1098 0742-33-8318

あす香 630-8122 奈良市 三条本町1098 ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM奈良　1F 0742-93-3729

Relaxビエラ奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 VIERRA奈良 2F 0742202220

モスバーガーJR奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良内 0742205501

ひよりＪＲ奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良２Ｆ 0742-20-0088

奈良銘品館ＪＲ奈良駅店（奈交サービス株式会社） 630-8122 奈良市 三条本町１－１ （ＪＲ奈良駅　ビエラ奈良２階） 0742-20-7733

奈良のうまいものプラザ 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良１階 0742-26-0088

三条坊 630-8122 奈良市 三条本町1-1 0742-23-1154

喜久屋書店　奈良駅店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良2Ｆ 0742-20-6571

寛永堂　JR奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 0742201623

株式会社　山崎屋　ＪＲ奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 0742-20-1155

柿の専門　ＪＲ奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良2Ｆ 0742-25-3535

魚民　JR奈良駅店 630-8122 奈良市 三条本町1-1 ビエラ奈良　1階 0742-24-1688

奈良みやこ路 630-8122 奈良市 三条本町1-1 JR奈良駅 Vierra内 0742-20-7676

ダイワロイヤルホテル　D-PREMIUM 奈良 630-8122 奈良市 三条本町１１－１２ ダイワロイヤルホテル　D-PREMIUM奈良 0742306186

ローソンＪＲ奈良駅前店 630-8122 奈良市 三条本町1-7 みつおとビル１Ｆ 0742-24-9266

ゆるりJR奈良店 630-8122 奈良市 三条本町１番１号 ビエラ奈良1F 0742-21-8818

KOHYO JR奈良店 630-8122 奈良市 三条本町1番1号 0742-25-5040

自分薬局　奈良 630-8122 奈良市 三条本町2-20 マツダオフィスビル1F 0742-20-6070

海鮮料理　つじ平 630-8122 奈良市 三条本町4-32 中室ビル1F 0742-23-2222

Cafeterrace kikinomori 630-8122 奈良市 三条本町5－9 0742-20-0120

家庭料理酒場oneroom 630-8122 奈良市 三条本町7-111-4 第二共栄ビル1F 08083413984

ホテル日航奈良 630-8122 奈良市 三条本町８－１ 0742-35-8831

鶴 630-8122 奈良市 三条本町8-1 シルキア奈良216 0742-35-5337

シルキア奈良 630-8122 奈良市 三条本町8-1 ホテル日航奈良1・2階 0742303370

柿の葉ずしＪＲ奈良店（奈交サービス株式会社） 630-8122 奈良市 三条本町ＪＮＲ－１１ （ＪＲ奈良駅ロータリー東口） 0742-24-8507

SAKANAYA 630-8434 奈良市 山町180-2 0742-61-4538

小樽食堂奈良西大寺店 631-0803 奈良市 山陵町162-1 0742341050

やまたく整備_工房 631-0803 奈良市 山陵町2085-1 09025972267

喫茶去庵 631-0803 奈良市 山陵町349-5 0742-81-7407

株式会社アーシュ　アックスナチュラリー 630-8014 奈良市 四条大路1-1-30-1Ｆ 0120-323-959

ローソン奈良四条大路一丁目店 630-8014 奈良市 四条大路1丁目1-26 0742-36-6940

サイクルベースあさひ　奈良店 630-8014 奈良市 四条大路2-2-18 0742-30-1240

モスバーガー奈良三条通り店 630-8014 奈良市 四条大路2丁目4－36 0742-32-0117



店名 郵便番号 市区町村 町名番地 ビル建物名 電話番号

※ピンク色表示されているのは「飲食店」です。奈良市プレミアム付商品券　取扱店一覧（2020年10月01日付）

メガネ補聴器のイシガミ　奈良四条大路店 630-8014 奈良市 四条大路3-1-40 0742-81-3551

ドラッグアカカベ　四条大路店 630-8014 奈良市 四条大路３－４－５８ 0742-30-4193

ウェルズグランデ　奈良店 630-8014 奈良市 四条大路3-4-58 0742-81-8220

ローソン奈良四条大路三丁目店 630-8014 奈良市 四条大路3丁目4-61 0742-36-7380

さくらパン工房 630-8014 奈良市 四条大路4-1-77-1 0742-31-5781

（株）オークワ尼ヶ辻店 630-8014 奈良市 四条大路4丁目1番44号 0742-34-2841

セブンイレブン奈良四条大路4丁目店 630-8014 奈良市 四条大路4丁目77-1 0742357060

ジャパン奈良尼ヶ辻店 630-8014 奈良市 四条大路5-142-2 0742-33-9797

ココス都跡店 630-8014 奈良市 四条大路5-1-49 0742302465

カーテンじゅうたん王国　尼ヶ辻店 630-8014 奈良市 四条大路5-6-17 0742-34-9331

有限会社　アトム電器尼ヶ辻店 630-8014 奈良市 四条大路5丁目５-6 0742353370

ACQUA PULITA 630-8234 奈良市 寺町8-1 0742938095

One's terrace（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-70-1389

リラクゼーションスペース　ラフィネ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-71-2901

ライトオン（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-70-1351

MALE & Co.　（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-70-1354

丸醤屋　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1339

まほろば大仏プリン本舗（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 -

マクドナルド　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1336

ペテモ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-72-3079

プラスハート　イオンモール奈良登美ヶ丘 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-70-1367

Hippo（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 050-7115-7610

ビジョンメガネ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-70-1569

ピーチクラブ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-85-4876

パレットプラザ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-71-3393

ハニーズ　奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-79-3551

チキュートイッカ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1778

台湾焼小籠包　玉龍（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-85-6216

タイムステーションＮＥＯ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-79-4646

そば匠十兵衛（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1329

上新電機株式会社　登美ヶ丘イオンモール店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘3F 0743-78-1711

しゃぶ菜　イオン登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1362

サンマルクカフェ　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-72-0309

3can 4on（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1324

サイゼリヤ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-0037

サーティワンアイスクリーム　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-71-3431

ザ・ダイソー（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘３階 0743-70-1288

ＫＦＣ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-72-6510

grove（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-70-1363

グリーンパークストピック（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1392

クーキ（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1325

玉光堂　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-85-7305

カルディコーヒーファーム　奈良登美ヶ丘 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-70-1309

株式会社　近畿日本ツーリスト　イオンモール奈良登美ヶ丘営業所 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘１F 0743-71-4891

カットサービス（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-70-1305

おかしのまちおか　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 074-378-5300

ABC－MART　イオンモール奈良登美ヶ丘 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　3階 0743-72-0290

インド料理レストラン　カラス（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-85-4402

ironohi（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　１階 0743-61-5166

イレブンカット　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-78-0550

イオンリテール株式会社イオン登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 0743-70-0001

ALOOK（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-79-5959

ASBee（イオンモール奈良登美ヶ丘内） 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　２階 0743-70-1730

旭屋書店　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 生駒市 鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘　３階 0743-70-1505

ならコープ　コープ七条店 630-8054 奈良市 七条西町2丁目1100番地 0742457882

ココカラファイン薬局  七条店 630-8054 奈良市 七条西町２丁目１１００番地 0742-44-8702

ココカラファイン  七条店 630-8054 奈良市 七条西町２丁目１１００番地 0742-44-0716

株式会社　レントオール奈良 630-8051 奈良市 七条町106-3 0742361790

メンヤ　ビビリ 630-8051 奈良市 七条町165-1 0742-31-4999

和膳・ティーラウンジ寿康 630-8051 奈良市 七条町95-1 0742351265

株式会社メディケアサポート21ぷらいむトラベル西の京 630-8051 奈良市 七条町95－1 メディカルプラザ薬師西の京4階 0742819737

株式会社柿の葉ずし平宗　倭膳たまゆら 630-8052 奈良市 七条東町4-25 0742352300

吉田蚊帳 630-8384 奈良市 芝新屋町1 0742233381

ローソン奈良芝辻町一丁目店 630-8114 奈良市 芝辻町1-2-26 0742-36-2115

吉野家　大宮通り芝辻町店 630-8114 奈良市 芝辻町１丁目３－２３ 0742-30-2437

ローソン奈良新大宮店 630-8114 奈良市 芝辻町2-10-20 0742-36-0182

蔵粋亭 630-8114 奈良市 芝辻町2-11-15 パレス新大宮106 0742364774

ナオ セレクション 630-8114 奈良市 芝辻町2-11-16 圭真ビル1階 0742339909
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フランス菓子　ラ・ポーズ 630-8114 奈良市 芝辻町2-11-6 ホテル葉風泰夢　1階 0742-33-8728

中国料理桃谷樓　新大宮ヘルシーガーデン店 630-8114 奈良市 芝辻町2-11-6 ホテル葉風泰夢　1階 0742-35-2022

ラ・ポーズの森　カフェ　ラ・ポーズ新大宮 630-8114 奈良市 芝辻町2-11-62 0742-30-3450

あしびや本舗 630-8114 奈良市 芝辻町2-8-12 0742353553

和風流 本店 630-8114 奈良市 芝辻町2-8-31 0742-31-7985

株式会社　谷商会 630-8114 奈良市 芝辻町２丁目11-21 0742336492

アパマンショップ　奈良新大宮店 630-8114 奈良市 芝辻町2丁目11番1号 0742-36-0011

和食さと新大宮店 630-8114 奈良市 芝辻町3-9-17 0742-36-1080

居酒屋どっこいしょ 630-8114 奈良市 芝辻町4-1-9 0742358123

サン薬局　新大宮店 630-8114 奈良市 芝辻町４－２－３ 0742-34-3804

ジャンボカラオケ広場　新大宮駅前店 630-8114 奈良市 芝辻町4-5-1 090-3824-1399

もつ粋　新大宮本店 630-8114 奈良市 芝辻町4-5-6 0742367757

鉄板離宮　アシュランステーキ 630-8114 奈良市 芝辻町4丁目2-10 ニューコーポラス新大宮102 08038195151

メナードフェイシャルサロン  エスペランスレーヴ 630-8114 奈良市 芝辻町4丁目5-2 新大宮グリーンビル201 0742362260

あづまケータリングサービス　本店 630-8114 奈良市 芝辻町4丁目8番地8 0742-34-3388

河内鴨と旬菜　雅庵 630-8114 奈良市 芝辻町507-1 第2中村ビル102 0742-34-3339

ヘアーサロン　タケダ 630-8206 奈良市 手貝町36 0742-23-3259

アトム奈良きたまち店 630-8206 奈良市 手貝町45-1 0742-22-6831

ミナト写真店 631-0806 奈良市 朱雀２丁目１番２６号 0742717563

守屋カイロプラクティック・オフィス奈良 631-0806 奈良市 朱雀3-10-10 0742-95-7005

アパマンショップ　学研奈良高の原店 631-0806 奈良市 朱雀3丁目10番8号 0742-72-1177

ファミリーマート近鉄高の原駅改札内橋上店 631-0806 奈良市 朱雀３丁目１２－３ 近鉄高の原駅構内 0742704117

moothi 631-0806 奈良市 朱雀3丁目6-13 0742-71-9701

ベーカリーパンランド 631-0806 奈良市 朱雀5-20-12 0742724665

大吉祥 631-0806 奈良市 朱雀5丁目17番19 0742-72-3900

シチューとカレーの店　野菜の風呂 631-0806 奈良市 朱雀6-20-13 0742-71-7809

食パンの店フリブール 631-0806 奈良市 朱雀6-20-8 0742-71-1445

ならコープ　コープ朱雀 631-0806 奈良市 朱雀6丁目9-5 0742712904

ドラッグセガミ　朱雀店 631-0806 奈良市 朱雀６丁目９－５　コープ朱雀店別棟 0742-70-5500

セガミ薬局　朱雀店 631-0806 奈良市 朱雀６丁目９－５コープ朱雀店別棟 0742-70-5505

ローソン奈良秋篠新町店 631-0813 奈良市 秋篠新町354-1 09050409824

ファミリーマート奈良秋篠早月町 631-0812 奈良市 秋篠早月町8－21 0742321120

スギノコ 631-0811 奈良市 秋篠町1047-1 0742-55-9732

C.Smile アロマリンパリラクゼーションサロン 631-0811 奈良市 秋篠町1340-6 秋篠細川ビル101 0742513458

炭火焼肉 鶴兆 奈良店 631-0811 奈良市 秋篠町1343-1 0742-40-1515

ディスカウントドラッグコスモス秋篠店（株式会社コスモス薬品） 631-0811 奈良市 秋篠町１３４８－１ 0742-53-3162

産直市場よってって秋篠店 631-0811 奈良市 秋篠町1354 0742-51-4147

セブンイレブン　奈良秋篠町店 631-0811 奈良市 秋篠町１４２１番１ 0742-41-6826

ファミリーマート奈良秋篠町 631-0811 奈良市 秋篠町1490 0742532910

Bon appetit めしあがれ 630-8312 奈良市 十輪院町1 0742-27-5988

ファッションセンターしまむら　奈良古市店 630-8423 奈良市 出屋敷町198-1 0742-50-2171

シャンブル　奈良古市店 630-8423 奈良市 出屋敷町198-2 0742-50-2173

アベイル　奈良古市店 630-8423 奈良市 出屋敷町198-2 0742-50-2172

三山亭食堂 630-8212 奈良市 春日野町11 0742-23-6135

牛まぶし三山 630-8212 奈良市 春日野町１１番地 0742-23-0218

奈良　春日奥山　月日亭 630-8212 奈良市 春日野町１５８ 0742-26-2021

キッシュ専門店　レ・カーセ 630-8212 奈良市 春日野町158 0742-26-8707

茶亭　ゆうすい 630-8212 奈良市 春日野町158-1 0742-22-4744

吉野本葛 黒川本家 東大寺前店 630-8212 奈良市 春日野町１６ 夢風ひろば内 0742200610

幡・INOUE夢風ひろば東大寺店 630-8212 奈良市 春日野町16 0742-27-1010

TEN.TEN.CAFE 630-8212 奈良市 春日野町16 夢風ひろば内 0742-26-0011

ゐざさ　夢風ひろば店（中谷本舗） 630-8212 奈良市 春日野町16 0742-94-7133

春日荷茶屋 630-8212 奈良市 春日野町160 0742-27-2718

かすが茶屋（奈良交通大仏殿春日大社前案内所）奈交サービス株式会社 630-8212 奈良市 春日野町１６０ 0742-24-1966

ならや東大寺店 630-8212 奈良市 春日野町16番　夢風ひろば内 0742-23-5233

株式会社奈良観光物産商会遊鹿 630-8212 奈良市 春日野町23 0742222649

株式会社　鹿屋 630-8212 奈良市 春日野町23 0742223181

La Terrasse 630-8212 奈良市 春日野町98-1 0742-27-0556

ブルーノート 630-8363 奈良市 勝南院町 11-1 2F 0742-27-8230

hair tsuda 近鉄奈良駅前店 630-8226 奈良市 小西町1－2 0742-22-4936

SarahHouse　奈良店 630-8226 奈良市 小西町13 2F 0742-23-2377

ALL DAY DINING 630-8226 奈良市 小西町13 1F 0742-23-2367

フジケイ堂　小西店 630-8226 奈良市 小西町14－4 0742277178

さくら町バール 630-8226 奈良市 小西町15 中山ビル2Ｆ 0742-81-7411

靴下屋　奈良小西通り店 630-8226 奈良市 小西町15 中山ビル1階 0742243815

イオカビューティショップ奈良店 630-8226 奈良市 小西町15 中山ビル1階 0742-26-2235

九鬼水軍 630-8226 奈良市 小西町1-5 0742-25-2066

刀祢米殻店 630-8226 奈良市 小西町16 0742-22-3602
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一兆 630-8226 奈良市 小西町1-7　西口ビル２F 西口ビル 0742-26-6141

パケット　奈良店 630-8226 奈良市 小西町18 0742-26-6201

菜宴 630-8226 奈良市 小西町19 マリアテラスビル2Ｆ 0742-26-0835

オフィスキング 630-8226 奈良市 小西町19 マリアテラスビル1階 0742-20-5066

ポンテロッソ 630-8226 奈良市 小西町2 09030526109

ことのまあかり 630-8226 奈良市 小西町２ 二階 0742-24-9075

もんじゃ　六つ木 630-8226 奈良市 小西町2-1　2階 0742-93-5589

和牛ステーキ関 630-8226 奈良市 小西町21-1 ならら1F 0742-23-2626

浜焼太郎　近鉄奈良店 630-8226 奈良市 小西町21-1 ならら２Ｆ 0742-93-8661

The　Olive　Dining 630-8226 奈良市 小西町21-1 ならら1F 0742-21-7711

おちゃけや 630-8226 奈良市 小西町21-1 0742-26-6026

ホテル花小路 630-8226 奈良市 小西町23 0742-26-2646

櫃屋 630-8226 奈良市 小西町23 花小路ビル1階 0742239551

レンタル着物　さくら　近鉄奈良駅前店 630-8226 奈良市 小西町２９－１ リフレ館ビル２階 0742938989

リサイクル着物　さくら　小西さくら通り店 630-8226 奈良市 小西町２９－１ リフレ館ビル１階 0742938383

株式会社　リフレ館 630-8226 奈良市 小西町２９－１ 0742938989

株式会社アーシュ　アックス 630-8226 奈良市 小西町37-1 AXEunit2F 0120-879-222

(株)岡本フードサービス(シャトードール) 630-8226 奈良市 小西町39 0742-26-6858

ふじや靴下　さくら通り店 630-8226 奈良市 小西町４１ 0742260122

焼肉工房もく　近鉄奈良店 630-8226 奈良市 小西町5 アルテ館2F 0742-26-1329

ブティック一番館 630-8226 奈良市 小西町5 09030526109

酒房　亜耶 630-8226 奈良市 小西町5 アルテ館２F 0742-25-0272

焼肉製作所 神神 630-8226 奈良市 小西町８－１ ラフィーヌ東洋５Ｆ 09037028280

TT by Kind Cafe 奈良店 630-8226 奈良市 小西町8-2 0742-93-6666

株式会社こまつ 630-8226 奈良市 小西町8-2 0742-20-3777

ビストロ　スクワール 630-8226 奈良市 小西町9-103 0742-26-2371

plus-D BARBERS 630-8226 奈良市 小西町9番地 川村ビル2階2号 0742-24-7169

杉本電気 632-0111 奈良市 小倉町1017-1 0743-84-0616

su!su! ITALIAN DINING 631-0007 奈良市 松陽台2丁目20-7 0742-41-3808

ハーベス　松陽台店 631-0007 奈良市 松陽台3-17-10 0742-48-0198

ラ・フランボワーズ 631-0007 奈良市 松陽台3-4-8 0742-40-3667

旬彩坐　立山 630-8228 奈良市 上三条町12-1 三条ミドービル2階 0742-26-8880

エステティックサロン　feel(フィール） 630-8228 奈良市 上三条町12-1 三条ミドービル３Ｆ 0742223018

Hoo Nyan Boo 630-8228 奈良市 上三条町12-5 鎌田ビル101 0742-93-4329

CAFE ETRANGER NARAD 630-8228 奈良市 上三条町23-4 ナラニクル内 0742-20-5620

柿の専門　三条通店 630-8228 奈良市 上三条町27-1 村田ビル1Ｆ 0742-22-8835

大仏いちご 630-8228 奈良市 上三条町4-1 0742-42-6284

株式会社エビスヤ 630-8228 奈良市 上三条町６番地 0742222576

大和　旬菜魚鶏　じゅん平 630-8228 奈良市 上三条町7番地 メゾンドバンイノウエ1F 0742317140

トータルビューティー LANDER BLUE 630-0122 生駒市 真弓1-5-12 0743-71-2089

TE = CHA 631-0804 奈良市 神功3-3-2 05055826272

キタハタ電器 631-0804 奈良市 神功4-13-7 0742-71-2120

リサイクルきもの　押熊店 631-0804 奈良市 神功４丁目２－６ 0742724522

ベビーフェイス押熊店 631-0804 奈良市 神功５－１－２ 0742-71-7585

うなぎの川はら　押熊店 631-0804 奈良市 神功5-2-1 0742-93-4090

アンセム 631-0804 奈良市 神功5-2-8 オオヤビル１１F 0742710137

セブンイレブン奈良神殿町店 630-8441 奈良市 神殿町17-1 0742-64-2422

Honda Cars 奈良中央　奈良神殿店 630-8441 奈良市 神殿町300-2 0742-62-0017

design・atelier　manekineko 630-8441 奈良市 神殿町606-4 090-5891-6838

電化のSANO 630-8441 奈良市 神殿町615-1 0742-61-7800

神殿酒場　情熱ホルモン 630-8441 奈良市 神殿町665-4 0742-50-4129

和食さと　奈良神殿店 630-8441 奈良市 神殿町667-1 0742-63-2297

まるかつ　本店 630-8441 奈良市 神殿町667-1 0742-81-4568

ワンカルビ 神殿店 630-8441 奈良市 神殿町710 0742-62-1129

つげの畑　高原屋 632-0251 奈良市 針町345 0743-82-5633

天理スタミナラーメン　針テラス店 632-0251 奈良市 針町346 南館1-4 0743-82-5959

大和高原ボスコヴィラ 632-0251 奈良市 針町3918 0743825556

餃子の王将　針インター店 632-0251 奈良市 針町481-3 0743-82-5567

ファミリーマート  針トラックステーション 632-0251 奈良市 針町487-1 0743-82-5705

日昇自動車株式会社 632-0251 奈良市 針町678番地 0743-82-0316

焼肉　針こま 632-0251 奈良市 針町７１３－１ 0743-82-1452

夢窓庵 630-8208 奈良市 水門町 70-7-1-2 0742230131

Shop&Salon NOEL 630-8208 奈良市 水門町 08014478542

日本料理　夢窓庵 630-8208 奈良市 水門町70番地7-1-2 0742-23-0131

すし一 630-8357 奈良市 杉ケ町12-4 西田ビル１階 0742223080

鳥料理　 悠庵 630-8357 奈良市 杉ケ町１４－１ 第一西田ビル１０２ 0742-81-7794

重乃井 630-8357 奈良市 杉ケ町17ー１ 0742267748

春日 630-8357 奈良市 杉ケ町28-1 0742-23-1570
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株式会社トヨタレンタリース奈良　ＪＲ奈良駅前店 630-8357 奈良市 杉ケ町３１番地 0742-22-0100

株式会社なら八 630-8357 奈良市 杉ケ町32-1 0742264238

鉄板酒場宴の時 630-8357 奈良市 杉ケ町87-1 クレセール杉ヶ町102 0742260647

りん鍼灸按摩院 631-0842 奈良市 菅原町261-1 05055392501

大戸屋 631-0842 奈良市 菅原町43-3 0742520018

セブン-イレブン奈良菅原町店 631-0842 奈良市 菅原町500番1 0742433003

萬春堂阪奈菅原店 631-0842 奈良市 菅原町562-1 0742536677

やまや菅原店 631-0842 奈良市 菅原町637-1 0742-48-3210

自分薬局　阪奈西大寺 631-0842 奈良市 菅原町東2丁目18-19 0742-93-5128

マルエスペット　はんな店 631-0842 奈良市 菅原東1-2-3 0742-52-6124

Ryze 美容室 631-0842 奈良市 菅原東2-28-22 0742-95-5006

伝五郎西ノ京店 630-8042 奈良市 西ノ京町１３７－１ 0742303801

仕出し（デリバリー）山海 630-8453 奈良市 西九条町2-3-12 0742-50-2981

東京靴流通センター奈良バイパス店 630-8453 奈良市 西九条町3-10-7 0742-62-9687

株式会社チャンピオン西川営業部　じてんしゃ館　西九条店 630-8453 奈良市 西九条町3丁目11-1 0742-63-7773

ロイヤルホームセンター奈良店 630-8453 奈良市 西九条町3丁目13番地 0742-61-3351

パソコン工房奈良店 630-8453 奈良市 西九条町5-2-9 0742500873

かに道楽奈良本店 630-8453 奈良市 西九条町5-2-9 0742-63-3232

ヤマダアウトレット館奈良店 630-8453 奈良市 西九条町5-3-13 （ニトリ奈良店テナント内） 0742-50-6133

ニトリ　奈良南店 630-8453 奈良市 西九条町5-3-13 0742-64-3111

啓林堂書店　奈良店 630-8225 奈良市 西御門町１－１ 0742-20-8001

大和骨付鳥一勝 近鉄奈良駅店 630-8225 奈良市 西御門町11-11 プライムビル 0742231223

バルイーパ 630-8225 奈良市 西御門町11-11 プライムビル地下一階 0742-42-6300

居酒屋　天うま 630-8225 奈良市 西御門町11-11 プライムビル6F 0742-20-1112

株式会社　トヨタレンタリース奈良　近鉄奈良駅前店 630-8225 奈良市 西御門町11番地4 0742-26-2229

セブンーイレブン近鉄奈良駅西店 630-8225 奈良市 西御門町13-2 0742-22-3077

リトルマーメイド近鉄奈良駅前店 630-8225 奈良市 西御門町13-4 0742-81-7739

キャパトル　なら店 630-8225 奈良市 西御門町28 北川ビル1階 0742-20-1410

帽子屋サンレビー 630-8225 奈良市 西御門町28番 北川ビル1F +819087532978

(株)よしのや 630-8291 奈良市 西笹鉾町42 0742-22-4807

キッチンPepita 630-8372 奈良市 西寺林町11-3番地 0742-22-7600

なら泉勇斎 630-8372 奈良市 西寺林町22 0742-26-6078

和菜Rest紅絲 630-8372 奈良市 西寺林町23-2 0742260617

cherry's  spoon 630-8372 奈良市 西寺林町26 0742-24-7636

ならまち　わおん 630-8372 奈良市 西寺林町2番地 0742-22-3537

風流味覚　梁山泊 630-8345 奈良市 西城戸町13 0742-26-2523

ローソン奈良西城戸町 630-8345 奈良市 西城戸町7-2 0742240108

BigMountain cafe&Farm 630-8248 奈良市 西新在家町20-1 0742-42-9424

地鶏炭火焼　鶏扱説明所　西大寺店 631-0822 奈良市 西大寺栄町2-12 新奥田ビル1階 0742-33-9989

てっぱん酒場 宴 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-10 サンワ栄町ビル2階 0742-35-5666

立呑み処。宴 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-10 0742367999

西大寺バル 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-10 西大寺栄町ビル1階 0742550290

小間蔵大和西大寺店 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-12 梅守ビル2F 0742813368

ごきげんえびす大和西大寺店 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-12 梅守ビル一階 0742933348

梅酒ダイニング T.O.M 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-12 サンワ栄町第2ビル3F 0742365777

かいふく（合同会社快福泉） 631-0822 奈良市 西大寺栄町3-15 梅守第2ビル302号室 0742360130

幡・INOUEタイムズプレイス西大寺店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1-1-1 近鉄大和西大寺駅内 0742-36-7680

肉の霜月 631-0823 奈良市 西大寺国見町１－１－１ タイムズプレイス西大寺 05035612120

コクミン大和西大寺エキナカ店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1-1-1 大和西大寺駅構内 0742-30-5930

蔵元豊祝　西大寺店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1-1-1 近鉄大和西大寺駅コンコース 0742360305

ならや西大寺店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1-1-1 大和西大寺駅 Time's Place内 0742-34-5355

近商ストア　西大寺店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1-1-127 0742-45-4891

奈良スペイン料理 PicaPica 631-0823 奈良市 西大寺国見町１－７－２２ 0742-53-7530

ファミリーマート近鉄西大寺駅改札内橋上店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄西大寺駅構内 0742325263

ファミリーマート近鉄西大寺駅改札外橋上店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄西大寺駅構内 0742324801

ファミリーマート近鉄西大寺駅３番ホーム店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄西大寺駅構内 0742322791

道頓堀くくる大和西大寺駅店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1丁目1-1 タイムズプレイス西大寺 0742346606

チャオプレッソ西大寺駅店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄西大寺駅構内 0742337122

成城石井大和西大寺店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄大和西大寺駅 0742301501

クックハウス西大寺駅店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目１－１ 近鉄大和西大寺駅 0742337122

柿の葉ずし　総本家　平宗　大和西大寺駅中店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1丁目1-1 近鉄大和西大寺駅　Time's Place内 0743-64-2238

薄皮たい焼　粉こ楽　近鉄大和西大寺駅店 631-0823 奈良市 西大寺国見町1丁目1-1 大和西大寺駅構内ショッピングモール内 0742-33-5508

味楽座西大寺駅店 631-0823 奈良市 西大寺国見町１丁目２番地 西大寺近鉄第２ビル１階 0742491351

リフレ館　西大寺店 631-0827 奈良市 西大寺小坊町１－１ 0742523434

笑来酒屋　月下美人　西大寺店 631-0827 奈良市 西大寺小坊町1ー5 日吉ビル2F 0742497778

麺や正 631-0821 奈良市 西大寺小坊町1-5 日吉ビル1F 08037903417

ほっかほっか亭　大和西大寺駅前店 631-0827 奈良市 西大寺小坊町1-6 0742-52-7086

ヘアーサロン　ヨシダ 631-0827 奈良市 西大寺小坊町9-2 0742454696
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あぐりーと・野菜とくらし 631-0827 奈良市 西大寺小坊町9-2 090-6053-1831

ドラッグストア　キリン堂　あやめ池店 631-0818 奈良市 西大寺赤田町2丁目809番地9 0742-52-6825

焼肉 火花 631-6310 奈良市 西大寺東町1-4-8 0742332228

串屋　西大寺店 631-0821 奈良市 西大寺東町1-4-8-102 0742-34-1115

白木屋　大和西大寺北口駅前店 631-0821 奈良市 西大寺東町2-1-53 藤村ビル 1階 0742-35-9188

ブーランジェリーアルション　デリ・カフェ（株式会社かめいあんじゅ） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-1-63 サンワシティ１F 0742-30-5210

BISUTOR酒場アスロク　西大寺店 631-0821 奈良市 西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺　地下1階 0742-81-9774

ParumCafe 631-0821 奈良市 西大寺東町２－１－６３ サンワシティ西大寺ビルＢ１Ｆ 0742363555

テバス西大寺店 631-0821 奈良市 西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺B1F 0742817783

株式会社マツモトキヨシ大和西大寺駅前店 631-0821 奈良市 西大寺東町2-1-63 0742300066

たんとと和くら　ならファミリー店 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1 ならファミリー6Ｆ 0742-93-7177

ジュンク堂書店奈良店 631-0821 奈良市 西大寺東町２－４－１ ならファミリー専門店街４F 0742-36-0801

近畿日本ツーリスト関西 近鉄百貨店奈良店内営業所 631-0821 奈良市 西大寺東町２－４－１ 近鉄百貨店奈良店５階 0742-30-1231

株式会社近鉄百貨店奈良店 631-8511 奈良市 西大寺東町2-4-1 0742-33-1111

イオンリテール株式会社　イオンスタイル奈良 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1 0742-33-7001

DHC（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-1F 0742-34-7581

カメラアサヒ（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-1F 0742-35-2357

眼鏡のアイガン（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-2F 0742-33-4670

マジックミシン（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-2F 0742-33-9555

チュチュアンナ（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-2F 0742-81-3940

ジュエリーKANDA（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-2F 0742-81-3537

サックスバージーン（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-2F 0742-30-3716

パン工場（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-B1F 0742-33-9453

オリジン弁当（イオンスタイル奈良 内） 631-0821 奈良市 西大寺東町2-4-1-B1F 0742-33-9749

101 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-4888

LOWRYS FARM （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-1585

LADY　LUCK　LUCA （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-3155

ルビー　（1F） （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-4385

リンガーハット （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-6130

李朝園 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-1118

Leaf （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5800

らんぶる （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-3480

ラフィネ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-3008

russet （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-2255

Right on （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-3371

ラ･レーヌ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-3240

Yogibo Store （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-6632

ユニクロ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-5611

桃谷楼 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-5646

無印良品 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-1170

Mila Owen （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5551

ミスタードーナツ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-2361

丸亀製麺 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-7807

マクドナルド （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-7778

舞スタイル （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-7300

帽子屋Flava （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-1127

BAY FLOW （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-5815

ブレッドバイキングサンマルク （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-0309

Francfranc （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-3366

Plusone （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-0576

PLST （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-1023

ブティックヴォーチェ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-0415

Boogie （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-6445

風月 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-5710

fitfit （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-6255

Figaro AVEDA （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-0188

ビューティーフェイスグランデ･ビューティーアイラッシュ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-0818

BIC （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0120-277-535

BEAMS （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-5025

はるみちや （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-8777

HuG （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-1130

P.S.FA （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-8816

Parts Club （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-8282

に志じま （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-2621

niko and... （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-6145

トミーヒルフィガー （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-6282

飛賀屋 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-9375

DoCLASSE （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 070-1396-1926
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Dessin （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5050

築地銀だこ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-8128

たんとと和くら （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-7177

Zoff （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-9882

そじ坊 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-5599

sense of place by URBAN RESEARCH （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-9558

gelato pique （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5558

SM2 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5622

サックスバーアナザーラウンジ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-3717

さち福や （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-4122

サーティワンアイスクリーム （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-7431

ザ・クロックハウス （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-7822

Cosme Kitchen Market （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5561

ケンタッキーフライドチキン （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-2340

grove （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5620

グリル蔵敷 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-1309

gram （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5255

グラニフ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-1087

カレーハウスサンマルコ/丼庵KYK（ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-7310

カプリチョーザ  （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-6963

かつ満 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-3990

家族亭 （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-5674

オプティックパリミキ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-7360

男のエステ ダンディハウス （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-2820

ellife （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-3908

MUK MOCABROWN （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5656

NCJ aideco （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-0880

エステティック ミス･パリ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-0833

ABCマート （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-5760

Aスタジオアサヒ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-35-6188

H.I.S　（1F） （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-5201

unico （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-36-2450

WASH （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-6868

WEGO （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-2555

YEVS supply （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-34-1722

アンノヌーボー （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-33-8717

AMERICAN HOLIC （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-81-7381

アフタヌーンティー･リビング （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-30-1870

アイシティ （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-32-1250

earth music&ecology （ならファミリー内） 631-0821 奈良市 西大寺東町二丁目4-1 ならファミリー内 0742-93-5818

自分薬局　西大寺 631-0824 奈良市 西大寺南町17-3 カーサ・ウェルネス101号 0742-41-8325

ローソン奈良西大寺南町店 631-0824 奈良市 西大寺南町5-93 0742-51-8187

MIMORE 631-0817 奈良市 西大寺北町1-1-16-105 岡本ビル 080-8032-7201

焼肉工房もく　西大寺店 631-0817 奈良市 西大寺北町1-4-20 宮木ビル 0742-51-5529

株式会社あきしの建築工房一級建築士事務所 631-0817 奈良市 西大寺北町３－４－２２ ２Ｆ 05036318110

ＯＨＮＥＥＴＨ株式会社 631-0817 奈良市 西大寺北町３－４－２２ ３Ｆ 05035612120

木のうた薬局　西大寺店 631-0817 奈良市 西大寺北町4-3-1 共栄マンション1-Ｅ号室 0742-52-6676

隠れ家　志希 631-0816 奈良市 西大寺本町1-11 0742-32-3288

株式会社ミーボ 631-0816 奈良市 西大寺本町１－１５ 0742349289

吉田薬店 631-0816 奈良市 西大寺本町1-17 0742-33-2501

アパマンショップ　西大寺店 631-0816 奈良市 西大寺本町1番6号 0742-33-0011

たこ平 631-0816 奈良市 西大寺本町2-18 今里ビル 0742-33-4457

餃子専門店　吉富 631-0816 奈良市 西大寺本町2-18 今里ビル1階 0742338723

炭焼きとりっこ 631-0816 奈良市 西大寺本町2-24 0742366025

セブンイレブン　奈良西大寺本町店 631-0816 奈良市 西大寺本町４番２０号 0742-36-2287

シフォンのお店PUKKU 631-0006 奈良市 西登美ケ丘1-4-1 0742426304

シェール　モリオ 631-0006 奈良市 西登美ケ丘1-4-11 0742-45-7641

炭火焼肉とみや登美ヶ丘店 631-0006 奈良市 西登美ケ丘1-4-15 0742-44-2909

西登美施術所 631-0006 奈良市 西登美ケ丘1-4-8 0742-51-7844

インド料理　シャクティ西登美ヶ丘店 631-0006 奈良市 西登美ケ丘１丁目4-11 0742471121

（株）柿の葉すし本舗たなか　がくえんまえ店 631-0006 奈良市 西登美ケ丘2丁目2-8 0742817001

まつだ鍼灸整骨院 631-0006 奈良市 西登美ケ丘3-18-8 0742448279

有限会社ホクワ電器 631-0006 奈良市 西登美ケ丘３－２２－１９ 0120-48-5775

ファミリーマート　西登美ケ丘店 631-0006 奈良市 西登美ケ丘五丁目1-1 0742523022

利光 630-8325 奈良市 西木辻町100-1 0742-24-7121

YOSAPARK　ブロッサム　奈良店 630-8325 奈良市 西木辻町100-5 0742-23-2526

美容　脱毛サロン　ＬＡＩＬＡ 630-8325 奈良市 西木辻町100-5-3Ｆ 070-2324-3588

ウエルシア奈良西木辻店 630-8325 奈良市 西木辻町130-4 0742-20-3181
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株式会社いなば給食 630-8325 奈良市 西木辻町200-20 0742-22-4746

よしだTOY'S 630-8325 奈良市 西木辻町211 0742232030

奈良　平和堂 630-8325 奈良市 西木辻町218 0742-26-6729

折衷創作想ふ壺 630-8325 奈良市 西木辻町32-5 0742264316

オリジナルワークスミント本店・小西店 630-8325 奈良市 西木辻町331-1 廣岡ビル１F 0742-23-1310

春日山草園 630-8325 奈良市 西木辻町335-1 0742-22-6744

株式会社南都電機 630-8325 奈良市 西木辻町35-2 0742227689

鳥焼肉鳥信 630-8325 奈良市 西木辻町ま27-6 レインボーマンション瓦町1階 0742-27-7677

マルエスペット　富雄店 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-5088

不二家（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

風樹の塔（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

Boulangerie Riche（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

ファッションセンターしまむら　イオンタウン富雄南店 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-0315

ファーストステージ（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

白金堂（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

バースデイ　イオンタウン富雄南店 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-40-5501

ニトリ デコホーム（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

手創り工房　風樹の塔　イオンタウン富雄南店 631-0054 奈良市 石木町100-1 イオンタウン富雄南Ｄ棟１Ｆ 0742-51-0597

ダイソー（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

スポーツミツハシ（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

スフィーダ（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

上新電機株式会社　富雄南イオンタウン店 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-53-7311

ココカラファイン（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

かつ満（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

お好み焼きはここやねん（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

イレブンカット（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

イオンタウン富雄南 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

ＡＯＫＩ（イオンタウン富雄南） 631-0054 奈良市 石木町100-1 0742-52-6670

（株）ダイエー　マルナカ富雄南店 631-0054 奈良市 石木町１００番地１ イオンタウン富雄南 0742-52-3737

ヴィラージュ川端 631-0054 奈良市 石木町368-1 0742-93-6768

DCMダイキ　富雄南店 631-0054 奈良市 石木町77 0742-53-1030

ミキ貿易　アレグレ 630-8202 奈良市 川上町439-3 0742272577

寧楽のタイ古式マッサージ 慕古 630-8202 奈良市 川上町579-8 05053299420

TERRACE若草山 630-8202 奈良市 川上町728 新若草山ドライブウェイ沿 0742-23-5255

ANDO HOTEL 奈良若草山 630-8202 奈良市 川上町728 新若草山ドライブウェイ沿 0742-23-5255

奈良万葉若草の宿三笠 630-8202 奈良市 川上町７２８番地の１０ 0742-22-5471

田舎料理畔 630-8202 奈良市 川上町92 0742-27-0277

あしゅーら 630-8314 奈良市 川之上突抜町18-3 0742-24-0890

カフェこよみ 630-8258 奈良市 船橋町22-2 0742-23-6487

CAFE&RESTAURANT POOL 630-8258 奈良市 船橋町7 0742-42-6430

One's terrace（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ＬＥＰＳＩＭ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ルビ・アン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

リンガーハット（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ＬＥＥＰＨ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ラロデマロ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ラフィネ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Ｒｉｇｈｔ－Ｏｎ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ユニクロ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

モンベル（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

モンディアド（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

メガネのアイガン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

明尚苑（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

無印良品（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

未来屋書店（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

MIX-O（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ミスタークラフトマン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

三国屋善五郎（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

丸醤屋（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

丸亀製麺（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

マジックミシン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

マクドナルド（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ポムの樹（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Hobby Zone（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ベルベットグレース（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ベルファム（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

BRICK HOUSEシャツ工房（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

BRANSHES（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -
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プラスハート（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ひごペットフレンドリー（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

パリス・デ・スキン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

PARIS JULIET（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ハニーズ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

HANAGOROMO（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

バゲット（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ＮＹＮＹ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

日本旅行（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

どんぶり次郎とん吉（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

とんかつスエヒロ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ディスコートパリシアン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

D’S SWEET MARCHE（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

築地銀だこ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

tutu anna（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

CIAOPANIC TYPY（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ダックテール（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

タイムステーションNEO（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Zoff（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

セブンブリッジ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

清修庵（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

スマートクール（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

STICK SWEETS FACTORY（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Studio Clip（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

スタジオアリス（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

スターバックス コーヒー（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

すき家（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

新星堂（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

シンキ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

四六時中（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

旬菜ビュッフェ　楽憩夢（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

熟成麺屋　神来（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

しゃぶ杏（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ジャックインザドーナツ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

じぶんまくら（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

シェリシェリ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Zealous_Silver（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

サンマルクカフェ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

SM2 Kettio（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

サックスバー（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

サーティワンアイスクリーム（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

コンタクトのアイシティ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ＣｏＣｏ壱番屋（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

神戸元町ドリア（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ケンタッキーフライドチキン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

グローバルワーク（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

クールカレアン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

coote Gready Brilliant（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ＣＵＫＥ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

キャンドゥ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

カメラのキタムラ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

鎌倉パスタ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

カプリチョーザ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

カトルフィーユ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

オペークドットクリップ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

大戸屋（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

オーサムストアー（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

m.f.editorial（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ウエルシア（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

VILLAGE VANGUARD（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Vif Vif （イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

イノブン（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

一丁目一番地（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

一心食堂（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

IKKA（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

e.r.g（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

Armonia（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

ASBee（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -
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あすか風（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

アジェデアクセサリーズ（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

earth music&ecorosy（イオンモール高の原店内） 619-0223 木津川市 相楽台1-1-1 -

イオンリテール株式会社 619-0223 木津川市 相楽台1丁目１番地１ イオンモール高の原 0774-75-1700

奈良近鉄タクシー株式会社 630-8133 奈良市 大安寺1丁目3番3号 0742-62-1337

ジェームス奈良大安寺店 630-8133 奈良市 大安寺1丁目8番22号 0742-50-1313

ローソン奈良大安寺三丁目店 630-8133 奈良市 大安寺3-4-1 0742625393

パケット　大安寺店 630-8133 奈良市 大安寺町515 0742-32-1800

セブンイレブン奈良大安寺町店 630-8134 奈良市 大安寺町536ー1 0742360416

ウエルシア奈良駅前店 630-8115 奈良市 大宮町1-3-8 0742-30-0678

株式会社中村屋　大宮１丁目店 630-8115 奈良市 大宮町1-65-5 0742-34-5600

セブンイレブン 奈良大宮町１丁目店 630-8115 奈良市 大宮町１丁目６ー１４ 0742358007

Pizzeria Luna Nuova 630-8115 奈良市 大宮町2-1-35 0742336679

タコラボ 630-8115 奈良市 大宮町2-2-2 0742935351

化粧工房カインド 630-8115 奈良市 大宮町2ｰ3ｰ4ｰ104 0742361411

焼肉工房もく　新大宮店 630-8115 奈良市 大宮町3-5-44 0742-35-5529

株式会社ロワゾブリュ 630-8115 奈良市 大宮町3丁目1-16-1 0742-93-9061

社会福祉法人ぷろぼの　ぷろぼの食堂 630-8115 奈良市 大宮町3丁目5－41 ぷろぼの福祉ビル 0742813335

釜めし　志津香　大宮店 630-8115 奈良市 大宮町4-249-4 0742-93-8029

有限会社坂口印房 630-8115 奈良市 大宮町4-275-5 森村第2ビル１Ｆ 0742351085

粉源大宮店 630-8115 奈良市 大宮町4-293-7 0742-35-1157

魚菜　まつむろ 630-8115 奈良市 大宮町4-302-4 ヤマダビル１階 0742-35-2488

とり福 630-8115 奈良市 大宮町4-313-4 ヴィラ松本 090-9040-9064

SHOTBAR　COTTON　CLUB 630-8115 奈良市 大宮町4-313-4 ヴィラ松本２階 0742-33-0340

喫茶　黒猫 630-8115 奈良市 大宮町4丁目275-5 森村第２ビル１Ｆ 0742-81-4473

月tokkury 630-8115 奈良市 大宮町4丁目286-1 ハイツ大宮通り103 0742-81-9254

RichNail 630-8115 奈良市 大宮町4丁目295-9 0742-93-7499

家庭料理お家 630-8115 奈良市 大宮町4丁目310-1 家庭料理お家 0742354818

琥結　～こころ～ 630-8115 奈良市 大宮町5-3-20 サンライズ第２ビル　101号 0742-32-2788

TENKI　CAFE 630-8115 奈良市 大宮町5-3-33 0742-35-2584

天下一品　新大宮店 630-8115 奈良市 大宮町5丁目278-1 0742-34-8270

啓林堂書店　新大宮店 630-8115 奈良市 大宮町６－１－１ 0742-33-8001

サンキューバル 630-8115 奈良市 大宮町6-1-11 新大宮第二ビル 1F 0742-93-6166

株式会社ロイヤルツーリスト 630-8115 奈良市 大宮町6-1-11 0742-36-1020

奈間蔵　新大宮店 630-8115 奈良市 大宮町6-2-11 0742-36-7218

活ふぐ料理　ふくふく 630-8115 奈良市 大宮町6-2-15 ミールビル4F 0742-32-2929

かごの屋奈良新大宮店 630-8115 奈良市 大宮町6-3-6 0742-32-4180

オステリア　ヒロ 630-8115 奈良市 大宮町6-5-12 アルファスクエアビル 0742363567

物集女 630-8115 奈良市 大宮町6-6-11 0742-36-5566

ラーメン楓 630-8115 奈良市 大宮町6-9-1 新大宮ビル１階　105 0742-36-3111

旬食炉端　板焚屋 630-8115 奈良市 大宮町6-9-6 ａｘｅ大宮ビル２階 0742-32-3333

昭和酒場　大西 630-8115 奈良市 大宮町6-9-6-101 0742-34-0644

お好み焼き・鉄板焼き　ほっこり亭 630-8115 奈良市 大宮町6-9-6-102 0742-35-6166

一条新大宮駅前店 630-8115 奈良市 大宮町6丁目1－2 0742348803

一条本店 630-8115 奈良市 大宮町6丁目3－26 0742346226

RichSalon 630-8115 奈良市 大宮町6丁目5-1 デカルブ501 090-6678-9371

大宮飯店 630-8115 奈良市 大宮町6丁目6-1 アルファーコート1階 0742340212

ぎん舎利 630-8115 奈良市 大宮町6丁目6-6 文屋ビル　2階 09088242641

ワインと薪窯料理の店piano 630-8115 奈良市 大宮町6丁目9-4 0742343003

オオミヤバル 630-8115 奈良市 大宮町6丁目9-8 岡田ビル101 0742-32-2911

かすいち 630-8115 奈良市 大宮町6町目2-17 千曲ビル1F 0742343966

ダイニング　橘 630-8115 奈良市 大宮町7-2-23 0742-35-1400

インド料理JAY奈良店 630-8115 奈良市 大宮町７－２－２３ 三和佐保川ビル101号 0742-36-2235

えん屋（キッチンカー） 636-0213 磯城郡三宅町 大字伴堂689番地（三宅町役場） ※キッチンカーの性質上、常駐されていません。 090-3266-2662

御魚処さくら茶屋 630-8131 奈良市 大森町43-2 ホワイトパレス21 0742265589

㈱農協観光　奈良支店 630-8131 奈良市 大森町57-3 農協会館1階 0742-27-4118

有限会社杉本自動車商会 630-2161 奈良市 大野町137-1 0742810306

グリーンとんねる 630-2161 奈良市 大野町137-1 0742810774

御酒すぎ 630-2161 奈良市 大野町137-1 0742810306

大倭印刷株式会社 631-0042 奈良市 大倭町2-46 0742-44-0011

三楽洞三条店 630-8218 奈良市 樽井町１３番地 0742-22-2272

Shop TABI-JI 奈良・三条 630-8218 奈良市 樽井町2-2Ｆ 0742-26-3588

ライトカメラ 630-8218 奈良市 樽井町3 0742-22-6039

しゃぶ亭　脇阪　おみやげ店　朝日軒 630-8218 奈良市 樽井町5 0742-20-5505

三楽洞本店 630-8218 奈良市 樽井町７番地 0742-22-2075

かめや 630-8218 奈良市 樽井町９ 0742-22-2434

アンダンテ農園 630-8445 奈良市 池田町　247-1 0742817471

をかし東城 630-8392 奈良市 中院町20 0742-26-5567
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奈良町情報館 630-8392 奈良市 中院町21 0742-26-8610

賃貸のマサキ　近鉄奈良駅前店 630-8237 奈良市 中筋町3-3 Tビル　1階 0742-25-1234

アパマンショップ　奈良店 630-8237 奈良市 中筋町5-1 0742-23-0011

レストラン   PAO  押熊店 631-0012 奈良市 中山町  1429-1 0742-44-2346

ジャパン奈良押熊店 631-0012 奈良市 中山町1430 0742-51-7744

ファミリーマート奈良中山町 631-0012 奈良市 中山町1565-1 0742534755

ならコープ　コープ学園前 631-0013 奈良市 中山町西1-716-3 0742-51-2900

スギ薬局学園前店 631-0013 奈良市 中山町西1-716-3　ならコープ2F 0742-52-3251

ちょい呑み まんまや 631-0013 奈良市 中山町西４丁目535-489 コーポ学園前103 0742-77-7142

ガロピーヌ・エ・ガロパン 631-0013 奈良市 中山町西４丁目535-489コーポ学園前103号 0742513987

はり新 630-8333 奈良市 中新屋町15 0742222669

喫茶・工房　まほろば 630-8333 奈良市 中新屋町１９ 0742-26-2526

旬彩ひより 630-8333 奈良市 中新屋町26 0742-24-1470

春日庵 630-8333 奈良市 中新屋町29 0742-22-6483

菊岡漢方薬局 630-6308 奈良市 中新屋町3番地 0742226611

眼鏡市場　奈良学園前店 631-0052 奈良市 中町 0742-52-0328

とんかつ　かつ喜　奈良学園前店 631-0052 奈良市 中町1-78 0742-40-2731

auショップ学園前 631-0052 奈良市 中町1-78 フレスポ奈良学園前 0742-52-4600

スギ薬局学園前南店 631-0052 奈良市 中町1-87 0742-81-8582

大阪王将　奈良学園前店 631-0052 奈良市 中町1-96 0742-53-7510

ファミリーマート奈良藤ノ木台店 631-0052 奈良市 中町229-1 0742-53-0345

ファミリーマート奈良中町店 631-0052 奈良市 中町2571-3 0742-53-2376

ｺﾒﾀﾞ奈良中町店 631-0052 奈良市 中町2595-2 0742-51-2777

薬膳カフェ　花美津姫 631-0052 奈良市 中町3879 霊山寺内 0742-48-3077

サン薬局中町店 631-0052 奈良市 中町4842-1 0742-53-1007

あづまケータリングサービス　奈良西店 631-0052 奈良市 中町4842-1 0742-52-1555

スーパーセンターオークワ富雄中町店 631-0052 奈良市 中町4876 0742-52-2212

ワンカルビ 学園前店 631-0052 奈良市 中町879-1 0742-47-4129

スギ薬局登美ヶ丘店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘3-1 0742-81-7576

自分薬局　中登美ヶ丘 631-0003 奈良市 中登美ヶ丘3-2 ローレルスクエア登美ヶ丘東館Ⅱ　102号 0742-93-3775

ライフ学園前店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘3-3 0742-51-3311

千鳥屋宗家　登美ヶ丘店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘6-3-7 リコラス登美ヶ丘B棟101号 0742-52-6556

イエローハット学園前店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘6-7-2 6-7-2 0742-40-1081

居間焼肉　百欒　登美ヶ丘店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘6-7-31 0742-51-1515

大起水産回転寿司奈良学園前店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘６-７-７ ナコープラザ内 0742-52-1010

ソフトバンク奈良登美ヶ丘 631-0003 奈良市 中登美ケ丘6丁目3-3 リコラス登美ヶ丘A棟1階 0742-53-3555

ブーランジェリーアルション　ラ･メゾン（株式会社かめいあんじゅ） 631-0003 奈良市 中登美ケ丘6丁目3-5 リコラス登美ヶ丘Ｄ棟 0742-51-1839

ファミリーマート中登美ｹ丘六丁目店 631-0003 奈良市 中登美ケ丘六丁目１５ 0742537231

erdal 631-0014 奈良市 朝日町 0742934410

飛天誠華 631-0065 奈良市 鳥見町 1-1-4 広徳マンション 0742935877

ほかほか弁当　ファミリーランチ 631-0065 奈良市 鳥見町1-1-10 大和マンション102 0742-46-2809

Tomio Cafe Kun Kun 631-0065 奈良市 鳥見町1-1-10 大和マンション104 0742-81-9891

サン薬局富雄店 631-0065 奈良市 鳥見町1-1-2 0742413911

楽素　gasso 631-0065 奈良市 鳥見町1-1-5 広徳マンション１Ｆ 090-2019-2014

ローソン奈良鳥見町店 631-0065 奈良市 鳥見町1-1-8 0742-45-3263

みやけ旧鴻池邸表屋 631-0065 奈良市 鳥見町1-5-1 0742-51-3008

こじま富雄団地接骨院 631-0065 奈良市 鳥見町3-11-1-56-106 0742463311

とよのあかり　すずの音 630-8343 奈良市 椿井町36 0742-31-7440

株式会社柴田衣料店 630-8343 奈良市 椿井町３番地 0742202222

ごはんカフェにこちゃん堂 630-8343 奈良市 椿井町45 0742262614

美容室　照実 630-8343 奈良市 椿井町51 0742-27-3769

ファミリーマート奈良鶴舞西 631-0022 奈良市 鶴舞西町2-1 0742538081

タンしゃぶ鍋と焼肉の店　こいずみ 631-0021 奈良市 鶴舞東町2-25 岡田ビル1F 0742412989

bis ter 631-0021 奈良市 鶴舞東町2-26 0742-53-8009

小粋料理　味　万惣 631-0021 奈良市 鶴舞東町2-26 サンクレイン201 0742474966

Alcyone 631-0021 奈良市 鶴舞東町2-26 サンクレインビル 0742934664

ファミリーマート奈良鶴舞東 631-0021 奈良市 鶴舞東町2－27 0742522508

万代　学園前店 631-0021 奈良市 鶴舞東町2-6 0742-46-8707

お好み焼き パルコ 630-8393 奈良市 鶴福院町1-1 0742268885

ならの実　（有限会社）ＮＥＸＴ物流サービス 630-8393 奈良市 鶴福院町１３番地 0742-23-7557

株式会社タナカ美粧園 630-8393 奈良市 鶴福院町21番地 0742-22-2754

有限会社　ロードサイド 631-0062 奈良市 帝塚山2丁目5番3号 0742447277

デリカテッセンイハトーヴSora 631-0064 奈良市 帝塚山南4丁目１１－１４ 0742-95-7227

春日ホテル及び和風れすとらん春日 630-8213 奈良市 登大路町40番地 春日ホテル 0742-22-4031

釜めし　志津香　公園店 630-8213 奈良市 登大路町59-11 0742-27-8030

奈良銘品館奈良公園バスターミナル店（奈交サービス株式会社） 630-8213 奈良市 登大路町７６ 奈良公園バスターミナル　西棟１階南側 0742-81-3735

板前焼肉 一 631-0004 奈良市 登美ケ丘2-3-13 0742-53-2911

ビューティサロンふじた 631-0004 奈良市 登美ケ丘3-3-13 0742-46-5700
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酵素浴ひのき 631-0004 奈良市 登美ケ丘3-3-13 扶養ビル2階 0742774723

株式会社　げん華堂 631-0004 奈良市 登美ケ丘3丁目2-10 コスモビル1階 0742550192

Honda Cars 奈良中央　登美ヶ丘店 631-0004 奈良市 登美ケ丘4-5-1 0742-52-4488

マキ治療院 631-0004 奈良市 登美ケ丘4丁目6-2 0742-40-2685

ステーキハウス壹番（いちばん） 631-0004 奈良市 登美ケ丘5丁目2-7 0742-48-8100

lotus 632-0232 奈良市 都祁こぶしが丘3535-149 0743820381

又右衛門 632-0231 奈良市 都祁吐山町2194 08085329590

矢野施術院（カイロプラクティック） 632-0231 奈良市 都祁吐山町2485 0743-82-2772

ショッピングプラザたけよし 632-0221 奈良市 都祁白石1016番地 0743-82-0878

美容室　シャルム 632-0221 奈良市 都祁白石町1099 0743-82-1213

鮨　みや古 632-0221 奈良市 都祁白石町1250－1 0743-82-0385

セブンーイレブン奈良針インター店 632-0221 奈良市 都祁白石町1261番 0743821771

コメリハードアンドグリーン　都祁店 632-0221 奈良市 都祁白石町141 0743-82-5711

辻村商店 632-0221 奈良市 都祁白石町2855-3 0743-82-0134

ファミリーマート都祁白石店 632-0221 奈良市 都祁白石町2881-1 0743825013

一久 632-0221 奈良市 都祁白石町567 0743-82-1933

ローソン市立奈良病院店 630-8305 奈良市 東紀寺町1-50-1 市立奈良病院内 0742-26-3963

うまいもん鬼太郎 630-8305 奈良市 東紀寺町2丁目1の10 0742250108

Hair Salon OGURA 630-8305 奈良市 東紀寺町2丁目4番22号 0742-23-3367

カフェ　アンタレス 630-8305 奈良市 東紀寺町２丁目５－１７ 0742270435

有限会社　ハクゼン　奈良紀寺店 630-8305 奈良市 東紀寺町2丁目6-16番地 0742-22-2840

株式会社　近畿レンタカーサービス 630-8144 奈良市 東九条町106番地 0742-62-2000

blomma 630-8144 奈良市 東九条町1099-1 090-8931-8825

ちゃぁしゅうや亀王東九条店 630-8144 奈良市 東九条町1506-1 0742-63-0855

スーパーセンター　トライアル東九条店 630-8144 奈良市 東九条町167-1 0742-50-5561

TEEPE 630-8215 奈良市 東向中町10 ｃａｆｅ　Ｆｌｕｋｅ　２Ｆ 0742-26-5488

cafe Fluke 630-8215 奈良市 東向中町10 0742-23-8981

千鳥屋宗家　奈良小鹿店 630-8215 奈良市 東向中町10-3 0742-25-5188

Cfarm近鉄奈良店 630-8215 奈良市 東向中町10番地 0742-93-5830

中垣果物店 630-8215 奈良市 東向中町11 0742-22-5491

弁当・惣菜　むぎの蔵 630-8215 奈良市 東向中町11番地 0742-24-1755

奈良の酒蔵全部呑み　うまっしゅ 630-8215 奈良市 東向中町11番地 0742-94-3735

うどん・ごはん　むぎの蔵 630-8215 奈良市 東向中町11番地 0742-27-6088

田中ホテイヤ 630-8215 奈良市 東向中町13 0742223369

リフレ館　東向店 630-8215 奈良市 東向中町１４ 0742275115

麻布おかい　東向店 630-8215 奈良市 東向中町16 0742-24-7119

三楽洞東向店 630-8215 奈良市 東向中町１６番地 0742-23-8333

ミスタードーナツ奈良東店 630-8215 奈良市 東向中町19 0742-22-5271

とんかつ　がんこ　奈良店 630-8215 奈良市 東向中町19-2 0742-25-4129

柿の葉ずし登大路店（奈交サービス株式会社） 630-8215 奈良市 東向中町２－１ 0742-23-5071

大和茶大福専門店　ＧＲＡＮＣＨＡ 630-8215 奈良市 東向中町22番地 0742-26-4834

ＧＲＡＮＣＨＡ　口福茶寮 630-8215 奈良市 東向中町22番地 0742-26-4834

釜めし茶漬け　ＧＲＡＮＣＨＡ 630-8215 奈良市 東向中町22番地 0742-26-4834

萬勝堂 630-8215 奈良市 東向中町24-1 0742-23-2502

有限会社　福泉堂 630-8215 奈良市 東向中町25番地 0742225062

ジャンボカラオケ広場　近鉄奈良東向店 630-8215 奈良市 東向中町27 HIKARIビル1～3F 080-6202-7441

奈良百楽 630-8215 奈良市 東向中町２８ 奈良近鉄ビル８階 0742242771

蔵元豊祝 奈良店 630-8215 奈良市 東向中町28 奈良近鉄ビルB1 0742262625

ファミリーマート近鉄奈良駅改札内店 630-8215 奈良市 東向中町２９ 近鉄奈良駅構内 0742206057

チャオプレッソ奈良駅店 630-8215 奈良市 東向中町２９ 近鉄奈良駅構内 0742245601

ＧＯＴＯ－ＣＨＩ奈良店 630-8215 奈良市 東向中町２９ 近鉄奈良駅 0742-26-6551

菓匠 千壽庵吉宗 近鉄奈良駅店 630-8215 奈良市 東向中町29 近鉄奈良駅改札外 タイムズプレイス東西通路 0742-27-8822

漬菜栄吉 630-8215 奈良市 東向中町29 近鉄奈良駅構内 Time's Place内 0742-20-5500

ローソン近鉄奈良駅前店 630-8215 奈良市 東向中町3 0742-27-3963

寛永堂奈良本店 630-8215 奈良市 東向中町4 0742-25-5282

やまと庵　近鉄奈良駅前店 630-8215 奈良市 東向中町4-2Ｆ 0742-23-5577

すき焼きと牛まぶし　ももしき 630-8215 奈良市 東向中町5-1 0742-26-1008

回転寿司ととぎん近鉄奈良駅前店 630-8215 奈良市 東向中町5-1 浅川ハーベストビル　1階 0742-20-1010

柿の葉すし本舗たなか　なら本店 630-8215 奈良市 東向中町5番地2 0742-81-3651

ＹＡＭＡＴＯ　Ｃｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ　Ｔａｂｌｅ 630-8215 奈良市 東向中町６ 奈良県経済倶楽部ビル１階 0742240801

月日亭近鉄奈良駅前店 630-8215 奈良市 東向中町６ 奈良県経済倶楽部ビル２階 0742235470

粋麺・おばんざいあみ乃や近鉄奈良駅前店 630-8215 奈良市 東向中町６ 奈良県経済倶楽部ビル１階 0742813074

サンドラッグ　奈良東向 630-8215 奈良市 東向中町8 0742-25-5622

はぎのや 630-8215 奈良市 東向中町8-2 0742-22-3135

しゃぶしゃぶ　らつく 630-8215 奈良市 東向中町9 天平旅館　1階 0742-27-7277

モスバーガー近鉄奈良店 630-8216 奈良市 東向南町10-2 0742252033

osteria YURURI 630-8216 奈良市 東向南町13-1-2F 0742-81-4748

うどん専門店釜粋 630-8216 奈良市 東向南町13-2 0742-22-0051
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かっちゃんの大衆酒場　the STAND 630-8216 奈良市 東向南町14 ほていやビル1F 0742-22-1221

リフレ館　東向南町店 630-8216 奈良市 東向南町１４－２ 0742268786

一条　東向通店 630-8216 奈良市 東向南町15 0742-22-6226

小路谷写真舘 630-8216 奈良市 東向南町16 0742-26-5001

上海楼 630-8216 奈良市 東向南町18 0742-22-4036

ベトナム料理　コムゴン 630-8216 奈良市 東向南町19-2F 0742-26-7779

文楽奈良東向通店 630-8216 奈良市 東向南町19番地 吉田ビル1階 0742-25-5510

皿そば文楽奈良東向通店 630-8216 奈良市 東向南町19番地 吉田ビル１F 0742-25-5510

とんかつ喫茶　ブタとエスプレッソと 630-8216 奈良市 東向南町2 パレスビルＣＤ 0742-27-5165

天下一品東向店 630-8216 奈良市 東向南町2 パレスビル1Ｆ 0742-26-6646

マクドナルド奈良店（有限会社アンビシャス） 630-8216 奈良市 東向南町21 0742-26-2727

居酒屋　つのふり 630-8216 奈良市 東向南町21 奈良観光会館 B1F 0742-23-1819

千代の舎　竹村 630-8216 奈良市 東向南町22 0742222325

ドラッグセイムス　近鉄奈良店 630-8216 奈良市 東向南町23-1 コト―モール１階 0742-20-0778

つけ麺・らーめん　元喜神 630-8216 奈良市 東向南町26 0742-26-1611

チャイナダイニング　飛天 630-8216 奈良市 東向南町26 0742-26-1777

よねやメガネ 630-8216 奈良市 東向南町27-1 0742-22-3629

菊一文珠四郎包永 630-8216 奈良市 東向南町28 0742-26-3839

おしゃべりな亀 630-8216 奈良市 東向南町28-1 0742-26-4557

HEX HIVE 630-8216 奈良市 東向南町３ 0742278120

株式会社　山崎屋　本店 630-8216 奈良市 東向南町5 0742-22-8039

ベセル 630-8216 奈良市 東向南町5-1 ２Ｆ 0742-27-1641

株式会社樞 630-8216 奈良市 東向南町5-1 井上ビル２F－A・B 0742-24-7156

アンヌ・マリーカフェ 630-8214 奈良市 東向北町10 0742-22-8907

婦人服飾　エル 630-8214 奈良市 東向北町14 0742-26-6835

クリーニング　ぴゅあらんど　東向北店 630-8214 奈良市 東向北町17 川井ビル１階 0742-27-0351

ヘアーサロン　スギモリ 630-8214 奈良市 東向北町19 0742-24-1768

きたまち　ce　magasin 630-8214 奈良市 東向北町21-1 松山ビル１階 0742-26-7662

PHOTO GARDEN 630-8214 奈良市 東向北町22-1 0742-31-2281

桂雲堂　豊住書店 630-8214 奈良市 東向北町25 0742-22-8500

株式会社　野崎商店 630-8214 奈良市 東向北町25 0742-23-1343

ボヌール 630-8214 奈良市 東向北町27 0742-24-0260

セブンーイレブン　近鉄奈良駅北口店 630-8214 奈良市 東向北町30-1 0742-23-5058

串屋　近鉄奈良駅前本店 630-8214 奈良市 東向北町30-2 0742-26-1117

さくらバーガー 630-8214 奈良市 東向北町6 0742-31-3813

活版工房　丹 630-8214 奈良市 東向北町6 0742-93-7721

コーヒー屋　エルムンド 630-8214 奈良市 東向北町8-4 0742-24-4545

タケルのタ 630-8214 奈良市 東向北町9 0742-93-5683

蕎麦処　季のせ 630-8362 奈良市 東寺林町20 0742-22-5833

GoldenRabbitBeer 630-8362 奈良市 東寺林町30 0742770944

cotocoto（株式会社　粟） 630-8362 奈良市 東寺林町３８ ならまちセンター1階 0742226922

蜜や 630-8362 奈良市 東寺林町5 ならまちテラス食堂 08037985558

ステーキ中山 630-8362 奈良市 東寺林町7番地 サンフェアリー １Ｆ 0742272911

アベ美容室 630-8344 奈良市 東城戸町４５番地 0742-26-4892

株式会社あやめ電化ハウス　東登美ケ丘店 631-0002 奈良市 東登美ケ丘４－１６－１２ 0742412003

株式会社　かんとりい 631-0002 奈良市 東登美ケ丘4-16-5 0742-43-6629

眼鏡市場　東登美ヶ丘店 631-0002 奈良市 東登美ケ丘4-24-21 0742-52-7708

有限会社陶舗緒方 631-0002 奈良市 東登美ケ丘4丁目１６－９ 0742-748-9401

株式会社　ビッグ．ナラ　若草店 630-8286 奈良市 東包永町４９－１ 0742-20-2229

御菓子司　萬林堂 630-8286 奈良市 東包永町９ 0742-22-6889

株式会社　ビッグ．ナラ 630-8327 奈良市 東木辻町４５－２ 0742-24-2081

好屋 631-0044 奈良市 藤ノ木台1-2-18-2 0742413048

べっぴん奈良漬 631-0044 奈良市 藤ノ木台１丁目２ー１７ 0742418153

日本料理京富 631-0044 奈良市 藤ノ木台3-2-18 ベル藤ノ木ビル1F 0742-48-0983

アルカイック森の工房 630-8107 奈良市 奈保町21-2 0742206005

日本料理　花鹿 630-8107 奈良市 奈保町2-12 0742-22-0505

GREEN HOUSE 630-8104 奈良市 奈良阪町1133-1 0742-93-3956

お好み焼きMOROJUKU 630-8104 奈良市 奈良阪町1133-1 豊光第三ビル103号 0742-42-6256

エムズドラッグ奈良阪薬局 630-8104 奈良市 奈良阪町2265-3 0742254095

エムズドラッグ奈良阪店 630-8104 奈良市 奈良阪町2265-3 0742-25-2562

お食事処 たちばな 630-8104 奈良市 奈良阪町2340 0742-23-6526

旬の駅　ならやま本店 630-8104 奈良市 奈良阪町2626-2 0742-22-2930

ローソン奈良阪町店 630-8104 奈良市 奈良阪町285-1 0742-23-7539

仕出し料理　久家 630-8264 奈良市 鍋屋町５ 0742-22-4127

ベーカリーポポロ 630-8264 奈良市 鍋屋町51 0742226697

ディスカウントストア　プライスカット　永井店 630-8443 奈良市 南永井町400 0742-64-0230

ローソン奈良南紀寺町一丁目 630-8303 奈良市 南紀寺町1丁目201-1 0742205805

隆千穂 630-8355 奈良市 南魚屋町5-6 0742233736
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ミスタードーナツイオンタウン大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町1-128-1 0742-50-2240

KFC イオンタウン大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町1-128-1 ザ・ビックエクストラ大安寺店内 0742-50-6030

イオンビッグ株式会社　ザ・ビッグエクストラ大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町1-128-1 0742-63-1600

イオンバイク大安寺店（ザ・ビッグエクストラ内） 630-8141 奈良市 南京終町1-128-1 0742-88-8190

洋風手料理明倫館 630-8141 奈良市 南京終町1-32-4 0742-61-5577

スギ薬局南京終町店 630-8141 奈良市 南京終町1丁目174-2 0742-93-6772

大黒屋 631-8141 奈良市 南京終町210-12 0742225894

京終駅舎カフェ　ハテノミドリ 630-8141 奈良市 南京終町211 07018491033

ローソン大安寺 630-8141 奈良市 南京終町2-1201-20 0742617003

つながりかふぇ 630-8141 奈良市 南京終町213-3 岡田マンション１Ｆ 080-4137-7137

株式会社　三洋堂書店大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町2丁目285番地 0742-64-6434

メンヤ　ノロマ 630-8141 奈良市 南京終町3-1531 0742-63-5338

吉野家　大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町３丁目１５３０－１２ 0742-50-4100

やよい軒　奈良大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町3丁目1531-1 0742505055

ファミリーマート奈良大安寺店 630-8141 奈良市 南京終町3丁目1531-1 0742-63-7977

萩原南酒店 630-8141 奈良市 南京終町4-376-1 0742-61-2323

ローソン奈良南京終店 630-8141 奈良市 南京終町668-1 0742632390

眼鏡市場ラ・ムー奈良京終 631-6310 奈良市 南京終町710-1 0742502378

サン薬局　京終店 630-8141 奈良市 南京終町710-1 0742-50-2020

サンドラッグ　京終 630-8141 奈良市 南京終町710-1710-1 0742-50-5227

ラ・ムー京終店 630-8141 奈良市 南京終町710番地の1 0742-50-3880

串処　陣 630-8141 奈良市 南京終町714-13 -2F 080-3792-1104

焼肉　絆 630-8373 奈良市 南市町 植畑ビル1F 0742-22-1129

酒と肴なかむら 630-8373 奈良市 南市町16－2 0742813932

炉ばた焼一楽 630-8373 奈良市 南市町17 0742-22-2135

ひるねこ 630-8373 奈良市 南市町2-1 08038438080

8nosu 630-8373 奈良市 南市町8-1 古古古屋1階 0742933199

nakamuraya 630-8373 奈良市 南市町8-1 0742936577

株式会社朱雀技研 630-8342 奈良市 南袋町6-12 トーマスビル4階 0742-25-5085

やまや紀寺店 630-8304 奈良市 南肘塚町204-1 0742-26-4633

迎賓館　奈良店 630-8304 奈良市 南肘塚町220-1 0742-24-5519

ウエルシア奈良南肘塚店 630-8304 奈良市 南肘塚町253 0742-25-5160

鶏笑 南肘塚店 630-8304 奈良市 南肘塚町47-4 0742-26-2441

Cafe 鹿都 630-8580 奈良市 二条大路南1-1-1 奈良市役所内　１Ｆ 090-9627-6779

リンガーハット ミ・ナーラ店　(ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミナーラ 1階フードコート 0742938651

眼鏡市場　ミ.・ナーラ店（ミナーラ店） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミナーラ2F 0742303378

宮脇書店奈良店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミナーラ　3階 0742-81-8026

マックハウスSSFミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミナーラ２F 0742-93-6755

ブティック　シンキ（ミナーラ店） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ２F 0742-33-5551

ファッションセンターしまむら　ミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ 3F 0742-93-8035

花工房Kayama MiNara店 (ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 MiNara 0742-81-8749

バースデイ　ミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 0742-93-7531

トイザらス　奈良店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ3F 0742-33-6620

SOZAI　和イタリアン&カフェ（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミナーラ内1階 0742-32-5133

スギ薬局ミ・ナーラ店　(ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 0742-81-4308

島村楽器　ミ・ナーラ奈良店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ4F 0742-30-2520

KOHYO 奈良新大宮店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 0742-32-5040

キャパトル　ミ・ナーラ店 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ1階 0742-30-0120

株式会社ラウンドワン　奈良ミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南１-３-１ ミ・ナーラ５階 0742-32-3900

エンジェル・ベア　ミ・ナーラ店 （ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ1F フードコート 0742-94-6622

エディオン　ミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ4階 0742-30-5811

アウトレットMax　奈良店（ミナーラ店） 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-1-2F 0120-990-622

にぎり長次郎奈良二条大路店 630-8012 奈良市 二条大路南1-3-18 0742-30-2355

tsu*da hair ミ・ナーラ店（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1丁目3-1 ミ・ナーラ２F 0742-35-5123

カイロプラクティックWing（ミナーラ内） 630-8012 奈良市 二条大路南1丁目３－１ ミ・ナーラ1階 0742937885

株式会社ライフフーズ　ザ・めしや平城京店 630-8012 奈良市 二条大路南2丁目1-27 0742334401

花惣奈良本店 630-8012 奈良市 二条大路南4-2-1 0742-36-8730

ｺﾒﾀﾞ奈良二条大路店 630-8012 奈良市 二条大路南4-2-1 0742-93-8740

Jネットレンタカー奈良店 630-8012 奈良市 二条大路南4-3-1 0742-32-1543

平城京　肆 630-8012 奈良市 二条大路南4-6-1 0742-93-9013

tokijiku kitchen 平城京 630-8012 奈良市 二条大路南4-6-1 0742-93-9015

IRACA COFFEE 630-8012 奈良市 二条大路南4-6-1 0742-93-9014

丸源ラーメン二条大路店 630-8012 奈良市 二条大路南4丁目1－81 0742303239

ソフトバンク阪奈二条 630-8012 奈良市 二条大路南5-384-1 0742-36-8400

ファミリーマート 奈良二条大路店 630-8012 奈良市 二条大路南5丁目2番13号 0742306610

PIZZERIA ICARO 630-8012 奈良市 二条大路南五丁目2-48 0742939070

洋服の青山　奈良二条阪奈道路店 630-8012 奈良市 二条大路南二丁目1番23号 0742360316

濔風西大寺店 631-0061 奈良市 二条町1-1-68 福井ビル103 0742-35-5343



店名 郵便番号 市区町村 町名番地 ビル建物名 電話番号

※ピンク色表示されているのは「飲食店」です。奈良市プレミアム付商品券　取扱店一覧（2020年10月01日付）

YOSA PARK 西大寺店 630-8002 奈良市 二条町1-1-7 森山マンション　A23 09085391200

R's hair (株式会社R's) 630-8002 奈良市 二条町1-1-7 森山マンション1F 0742346000

子どもかきかた書道教室 630-8002 奈良市 二条町1丁目1-45-106 08053408050

かんぽの宿奈良 630-8002 奈良市 二条町3-9-1 0742-33-2351

梅の花　奈良店 631-0072 奈良市 二名1－2378 0742535501

khsタクシー 631-0072 奈良市 二名3-952-1 0120-0919-18

サン薬局二名店 631-0072 奈良市 二名3丁目1046ー1 0742523066

ラ・ムー奈良二名店 631-0072 奈良市 二名3丁目1070番地 0742-47-2051

カインズ　奈良二名店 631-0072 奈良市 二名３丁目１０８０番 0742-53-0333

リストランテ　ラ・カーサ　ミーア 631-0071 奈良市 二名平野1-1699-1 0742-87-1037

美容室you 630-8023 奈良市 尼辻西町2-8 you 0742458077

シマダオート　奈良店 630-8021 奈良市 尼辻町440 0742-36-1151

ガリレオ車検奈良店 630-8021 奈良市 尼辻町440 0742-30-0929

イエローハット奈良店 630-8021 奈良市 尼辻町440 0742-30-0700

アルペン　奈良尼辻店 630-8021 奈良市 尼辻町乙431-1 0742-35-7451

かつや奈良尼辻店 630-8021 奈良市 尼辻町乙431-3 0742-36-9009

株式会社M-GEN 630-8031 奈良市 柏木町 柏木ビル 0742817370

株式会社ドン・キホーテ奈良店 630-8031 奈良市 柏木町　480-1 0742-30-5211

はるやま奈良店 630-8031 奈良市 柏木町418-1 0742-33-1729

天下一品　柏木店 630-8031 奈良市 柏木町421-1 柏木ビル1F 0742367118

銀座に志かわ 奈良店（株式会社ハニー・ビー） 630-8031 奈良市 柏木町421-1 0742362400

家電住まいる館&YAMADA web.com奈良本店 630-8031 奈良市 柏木町463-4 0742-32-5631

ケーズデンキ　奈良柏木店 630-8031 奈良市 柏木町480-1 0742-34-8400

大起水産回転寿司奈良店 630-8031 奈良市 柏木町527-5 0742-32-1002

ゴルフ5奈良柏木店 630-8031 奈良市 柏木町528－1 0742-36-7041

シューズ愛ランド奈良柏木店　（東京靴　株式会社） 630-8031 奈良市 柏木町581-1 0742-32-2233

Honda Cars 奈良中央 奈良中央店 630-8031 奈良市 柏木町585-4 0742-35-3351

シマダオート２４号柏木店 630-8031 奈良市 柏木町585-4 0742-81-7280

おひさま保育園 630-8031 奈良市 柏木町585-4 0742-81-7123

ファミリーマート奈良白毫寺店 630-8302 奈良市 白毫寺町504-2 0742206078

ココス大安寺店 630-8145 奈良市 八条４丁目６３９－１ 0742300731

ファミリーマート済生会奈良病院/S店 630-8145 奈良市 八条4丁目643 0742325002

生鮮＆業務スーパーボトルワールドＯＫ　大安寺店 630-8145 奈良市 八条5-328-1 0742-30-3701

天然湧出温泉　ゆららの湯　奈良店 630-8145 奈良市 八条5丁目351-1 0742-30-1126

ローソン奈良柏木東店 630-8146 奈良市 八条町396-1 0742348016

中村自動車整備工場 630-8142 奈良市 肘塚町291-20 0742-26-5250

カイナラタクシー（大和交通株式会社） 630-8142 奈良市 肘塚町８番地の８ 0742223383

百楽荘 631-0024 奈良市 百楽園３丁目１－３ 0742450281

msキッチン 631-0078 奈良市 富雄元町1-22-12 タワー・ア・ラモード店舗B階3号室 0742-41-4525

有限会社　桃花源 631-0078 奈良市 富雄元町1-24-24 トミオコート　　１F 0742413210

イオカビューティショップ　富雄店 631-0078 奈良市 富雄元町1丁目14－17 0742-43-3111

モリオ　フェリアルテ 631-0078 奈良市 富雄元町2-1-17 弘徳ビル104 0742-47-8913

鮨田　お持ち帰り店 631-0078 奈良市 富雄元町2-1-17 弘徳ビル１F 0742478102

ツーリスト企画　富雄営業所 631-0078 奈良市 富雄元町2-1-19 奥川ビル1F 0742-52-3322

和だいにんぐYUBA 631-0078 奈良市 富雄元町2ー6-47 ライオンズプラザ富雄北棟二階 0742-45-7300

創作バルCaprice 631-0078 奈良市 富雄元町2-3-17-1 アヅマビル2F 08014979141

ほっかほっか亭　富雄駅前店 631-0078 奈良市 富雄元町2-4-5 マンション木村１F 0742-51-2766

炭焼きやきとり一番富雄駅前店 631-0078 奈良市 富雄元町2-4-5 マンション木村 0742443994

すし処　鮨田 631-0078 奈良市 富雄元町2-5-25 明光ビル１F 0742476054

dearくくる 631-0078 奈良市 富雄元町2-6-46 萬田ビル 0742-44-2455

焼鳥　福加賀 631-0078 奈良市 富雄元町2-6-47 ライオンズプラザ富雄北棟2F 0742-47-9889

中国料理店　喜久龍　富雄店 631-0078 奈良市 富雄元町2-6-47 0742-48-4431

TOMIKARU 631-0078 奈良市 富雄元町2-9 細川ビル202号 0742-49-2678

炭火ITALIAN　WINE BAR　元町NEWS 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目3-12 ライフコート102 0742938599

アパマン　富雄店 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目3-17-1 0742-43-0500

2FeLICI 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目3-2 中本ビル　2F 07014100862

ファミリーマート近鉄富雄駅ホーム店 631-0078 奈良市 富雄元町２丁目３－３５ 近鉄富雄駅 0742526171

居酒家　そう吾 631-0078 奈良市 富雄元町２丁目５ー20 トミオプラザ1階 0742470851

スーパーヤオヒコ富雄店 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目6-28 0742510887

鉄板キッチン「cona」 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目6-47 鉄板キッチン「cona」 0742412351

ギターショップ サンシャインギター 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目6-47 0742-44-8639

とみお整骨院 631-0078 奈良市 富雄元町2丁目6番36号 平井ビル103号 0742426427

のみくいや　楽鳥 631-0078 奈良市 富雄元町3-3-12 エクセレント河102 07053406393

焼肉千久左 631-0078 奈良市 富雄元町4-1-23 富雄美術ビル2 0742-41-2956

和　あすか 631-0078 奈良市 富雄元町4丁目３－１５－２ 0742418282

Pub&Bar Golden Slumbers 631-0078 奈良市 富雄元町二丁目1-17 弘徳ビル201 0742426331

サン薬局　富雄北店 631-0077 奈良市 富雄川西２丁目７番７号 富雄川西メディカルビル 0742-51-7690

木原米穀店 631-0076 奈良市 富雄北1-2-13 0742450227
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ラーメン　つけ麺　ジャンク屋　哲 631-0076 奈良市 富雄北1-3-5 キタダビル１F 080-5322-5371

カフェテラス sunrose 631-0076 奈良市 富雄北1-7-22 0742-45-3411

焼肉工房わらく 631-0076 奈良市 富雄北１丁目３-１１ 0742442941

そば処　鴟尾 631-0076 奈良市 富雄北2-4-30 0742-46-9384

肉懐石冨久傳(有限会社ゆうせい) 630-8381 奈良市 福智院町31 0742252910

幸福スイーツアルカイック 630-8381 奈良市 福智院町44-1 0742247007

サン薬局　平松店 631-0846 奈良市 平松1-31-24 0742-46-1664

ひかり装飾株式会社 631-0845 奈良市 宝来3-11-2 0742-47-8878

スーパーセンター　トライアル宝来店 631-0845 奈良市 宝来3-11-9 0742-53-7703

ファミリーマート奈良宝来店 631-0845 奈良市 宝来3丁目1-2 0742-53-2187

マクドナルド阪奈宝来店 631-0845 奈良市 宝来4-17-3 0742-49-2260

ローソン奈良宝来町店 631-0845 奈良市 宝来4-2-55 0742-45-5564

あづまケータリングサービス　宝来店 631-0845 奈良市 宝来4丁目16番1号 0742-46-8344

奈良パークホテル 631-0845 奈良市 宝来4丁目18番地１号 0742-44-5255

市民生活協同組合ならコープ　西奈良支所 631-0844 奈良市 宝来町1064-1 0742-53-5610

自分薬局　宝来 631-0844 奈良市 宝来町1270-19 0742-52-6315

いそかわ　尼ヶ辻店 631-0844 奈良市 宝来町1-8-18 0742-45-5781

プロスポーツショップNEXTSTAGE 631-0844 奈良市 宝来町927-2 0742-44-2885

株式会社　山崎屋　宝来店 631-0844 奈良市 宝来町981-1 0742-44-5425

㈱塚本畳商店 630-6308 奈良市 法華寺町1123 0742334524

See・You奈良店 630-8001 奈良市 法華寺町１３４－１ 0742-34-4402

ホテル　アラマンダ 630-8001 奈良市 法華寺町1857-3 0742-33-3366

アプリコット奈良店 630-8001 奈良市 法華寺町187-101 0742320023

和洋ばるPon'sKitchen 630-8001 奈良市 法華寺町２３７ー１ 石原マンション１０２号 0742363003

お好み焼き　豚馬 630-8001 奈良市 法華寺町237-9 シティパレス市役所前P2-107 0742-81-7382

奈良ロイヤルホテル 630-8001 奈良市 法華寺町254-1 0742-34-1131

奈良ロイヤルスパ内　株式会社一二三堂 630-8001 奈良市 法華寺町254-1 奈良ロイヤルホテル　ラ・ロイヤル・スパ内 090-6669-5966

生鮮＆業務スーパーボトルワールドＯＫ　奈良店 630-8001 奈良市 法華寺町299-1 0742-36-2555

マクドナルド奈良北店（有限会社アンビシャス） 630-8001 奈良市 法華寺町73-1 0742-33-0468

上新電機株式会社　マザーピア新大宮店 630-8001 奈良市 法華寺町８３－５ 0742363811

ココス奈良鴻ノ池店 630-8108 奈良市 法蓮佐保山３丁目２－１４ 0742202180

イタリア料理　イル・ベーネ 630-8108 奈良市 法蓮佐保山3丁目２番地16号 0742-27-8880

奈良ユースホステル 630-8108 奈良市 法蓮佐保山4-3-2 ならでんパーク内 0742-22-1334

来来亭　奈良女子大前店 630-8113 奈良市 法蓮町1082-5 0742-26-5899

自転車　キタ商店 630-8113 奈良市 法蓮町1220 0742224751

パケット　鴻の池店 630-8113 奈良市 法蓮町1403 0742-24-1181

株式会社奈良中央交通 630-8113 奈良市 法蓮町198 0742-34-9552

ディスカウントストア　プライスカット　法連店 630-8113 奈良市 法蓮町338 0742-26-7791

ヒデノンパソコン診療所 630-8113 奈良市 法蓮町411-1 0742205515

野狐庵 630-8113 奈良市 法蓮町412-1 エステートIビル101 0742255077

ステーキ伊達 630-0813 奈良市 法蓮町412-1 エステート1  102 0742 23 1600

鮨楽 630-8113 奈良市 法蓮町415-5 0742-26-3767

まちのカフェVIVO 630-8113 奈良市 法蓮町433-1 ｸﾞﾛｰﾘｰ新大宮1階 0742-33-8829

吉野家　２４号線奈良北店 630-8113 奈良市 法蓮町４３９－１ 0742-30-3034

株式会社　いち屋 630-8113 奈良市 法蓮町559-1 0742-93-4093

ファミリーマート奈良法蓮 630-8113 奈良市 法蓮町560-1 フェリス1F 074232084

くるみの木 630-8113 奈良市 法蓮町567-1 0742-23-8286

うどん職人和製麺所 630-8113 奈良市 法蓮町632-2 一條館1階 0742814991

ウエルシア奈良法蓮店 630-8113 奈良市 法蓮町705-1 0742-20-2418

ファミリーマート奈良三条檜町店 630-8113 奈良市 法蓮町736-5 09050559724

ファミリーマート奈良大森町店 630-8113 奈良市 法蓮町736-5 09050559724

ファミリーマート　奈良紀寺店 630-8113 奈良市 法蓮町736-5 09050559724

ホテル リガーレ春日野 630-8113 奈良市 法蓮町757-2 0742-22-6021

インド料理 ＳＨＩＮＧ 630-8252 奈良市 北小路町1-11 0742200033

有限会社丸誠武道具店 630-8252 奈良市 北小路町4-5 0742265818

HAKUGINHI 630-8262 奈良市 北袋町32 09089355307

アレ！！ル　トレッフル 630-8262 奈良市 北袋町32-5 ハイツキャンパス102 0742200660

ゆりゆりBooks 630-8262 奈良市 北袋町32-6 08061840950

メッサオークワ北登美ヶ丘店 631-0001 奈良市 北登美ケ丘6-12-18 0742-53-7575

ココカラファイン　北登美ケ丘店 631-0001 奈良市 北登美ケ丘６丁目１１番１号 0742-51-7836

奈良醸造タップルーム 630-8452 奈良市 北之庄西町1-8-14 0742640108

すき焼き　結のや 630-8451 奈良市 北之庄町105-3 0742-94-3338

株式会社　もち吉　奈良店 630-8451 奈良市 北之庄町37-1 0742-50-3301

服部タクシー株式会社 630-8451 奈良市 北之庄町723-11 0742-50-5521

奈良町屋 和鹿彩 別邸 630-8274 奈良市 北半田東町１ 0742-23-5858

御料理　吉座傳右衛門 630-8231 奈良市 本子守町5-1 0742-24-4700

ここはな 630-8335 奈良市 鳴川町24番地 0742-22-0870

若草カレー本舗（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-8022
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Rosalie de chambre（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

理容　吉本（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-3471

リサイクルきもの　さくら（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-27-1662

Lafu Rufu（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0743-85-6947

よばれや（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-5575

夢おり本舗（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2333

優月（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-23-2945

瑞穂（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

ほうせき箱（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-93-4260

ペルシャ雑貨＆手織ラグ　メヘラリ・ショップ（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-25-0255

Brush（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-27-1177

藤田芸香亭（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2082

フジケイ堂（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-27-0012

ひかりホビー（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-20-5353

パン屋 福笑（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 080-3030-4400

have a golden day!（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-9308

パクチー（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

necoco（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 090-6738-6195

奈良屋（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-26-6838

奈良もちいどのセンター街協同組合 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2164

ならまち保護動物園（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-23-7578

ツボヤ（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-3779

ZEZE（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-0901

晴朗邸（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-4441

SPARK（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-3220

さんなすび（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 070-2298-4975

雑貨＆ボーロ　torito te（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 090-8201-6747

KOKO（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

K&M Vegan Kitchen 菜美-nabi-（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2164

クラフトマン（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-26-0901

ＫＵＭＩ茶菓（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 090-7887-1224

キッチンあるるかん（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-1344

喫茶　南風（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-27-2966

きたまち豆腐（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-27-2711

着飾処　雅（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-23-6901

革遊び HARUHINO（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-26-5517

かにや（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2728

岡本友芳軒（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2479

えみいろ（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

絵図屋（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-23-3131

器まつもり（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2037

牛太郎（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-26-4728

魚万（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-3709

イタリアンキャラベル（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-93-9001

イシガミ奈良店（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-3821

飯村赤ちゃん（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-2188

Atelier PASSAGE（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-23-5855

アダ　ウントゥン（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-24-0901

朱鳥（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 0742-22-1991

aka tombo coffee（もちいどのセンター街） 630-8222 奈良市 餅飯殿町 もちいどのセンター街 -

リフレッシュ生活館　もちいどの店 630-8222 奈良市 餅飯殿町23番地2 0742270008

フジケイ堂　もちいどの店 630-8222 奈良市 餅飯殿町23番地2　2F 0742270012

Mary Poppins Pochette 630-8222 奈良市 餅飯殿町24-2 0742226588

huerto 630-8222 奈良市 餅飯殿町27-1 0742222771

SEED 630-8222 奈良市 餅飯殿町39-2　1F 0742-24-2399

フレッシュマートOKest　餅飯殿店 630-8222 奈良市 餅飯殿町42-1 0742-20-5855

リサイクル着物　さくら　もちいどの店 630-8222 奈良市 餅飯殿町45 夢長屋 0742271662

民宿　三浦 630-1237 奈良市 柳生町543番地 0742-94-0808

鹿の角スイーツ　つのや 630-8246 奈良市 油阪地方町10-1-1Ｆ 0742-81-9893

ジャンボカラオケ広場　ＪＲ奈良店 630-8246 奈良市 油阪地方町3-1 シェリービル3～5Ｆ 080-6202-7427

山内農場　奈良三条通り店 630-8246 奈良市 油阪地方町4-1 ミキビル １階 0742-20-2188

鹿野　ROKUYA 630-8246 奈良市 油阪地方町５ 0742-24-0090

串揚げ和 630-8246 奈良市 油阪地方町5 松山ビル2階 0742265200

お好み焼　鉄板焼　庵蔵 630-8246 奈良市 油阪地方町5 マツヤマビル 1F 0742-93-4378

マツヤマ・プレミアムヘアー 630-8246 奈良市 油阪地方町5番地 0742-23-2883

焼肉　燈火 630-8246 奈良市 油阪地方町6-4 京ろまんビル1F 0742-24-0055

ドラッグストア木のうたＪＲ奈良駅前店 630-8246 奈良市 油阪地方町8-1 0742-26-7740

木のうた薬局ＪＲ奈良駅前店 630-8246 奈良市 油阪地方町8-1 0742-93-7701
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半藏 630-8247 奈良市 油阪町11-4 第一中村ビル 4F 0742-26-0135

KASUYA　JR奈良駅前店 630-8247 奈良市 油阪町11-4 中村第一ビル　１階 0742-27-0188

ホテル　アジール・奈良 630-8247 奈良市 油阪町1-58 0742-22-2577

sunrockcafe 630-8247 奈良市 油阪町446-19 第二山口ビル1F 08037839744

にぼしこいし 630-8247 奈良市 油阪町460 0742235566

ゐざさ中谷本舗　三条店（株式会社　中谷本舗） 630-8227 奈良市 林小路町17-1 上三条町交差点 0742-23-0133

居酒家喜蔵奈良店 630-8227 奈良市 林小路町23 いそかわビル1階 0742938564

町屋kitchen nero 630-8227 奈良市 林小路町３９ 0742-24-20550742242055

テバス奈良店 630-8227 奈良市 林小路町41脇阪ビル1F 0742819179

ドラッグストア　キリン堂　大安寺店 630-8136 奈良市 恋の窪1-281-3 0742-32-5575

桜座珈琲 630-8136 奈良市 恋の窪2-1-8 徳丸ビル103号 0742-35-2088

株式会社しあわせ家 630-8136 奈良市 恋の窪２丁目１９７－３ 0742355666

ファミリーマート奈良恋の窪店 630-8136 奈良市 恋の窪3町目7-6 0742323326

ディスカウントストア　プライスカット　西の京店 630-8043 奈良市 六条2-952-1 0742-41-1330

株式会社ジュンテンドー西ノ京店 630-8043 奈良市 六条2丁目19番17号 0742-40-2187

サン薬局　西ノ京店 630-8043 奈良市 六条3-15-5 0742-41-5261

ドラッグストア木のうた西の京店 630-8044 奈良市 六条西1-1-50 0742-45-5873

木のうた薬局　西の京店 630-8044 奈良市 六条西1-1-50 0742-52-4450

トゥールブランシュ 630-8044 奈良市 六条西3-25-31 0742411080

おふくろ 630-8044 奈良市 六条西4-1-30 0742-48-9568

ＶＩＤＥＯはーと 630-8044 奈良市 六条西5の1の30 07052691810

ファミリーマート奈良六条西店 630-8044 奈良市 六条西5丁目1-36 0742-53-2280

ニューヤマザキデイリーストア西の京病院店 630-8041 奈良市 六条町102-1 0742349839

薬局MCCファーマシー 630-8041 奈良市 六条町109-1 0742-36-3225

レストラン  PAO  奈良町店 630-8337 奈良市 脇戸町  12-1 集合店舗  界 0742-24-3056

寧楽菓子司　中西与三郎 630-8337 奈良市 脇戸町23 0742-22-3048

奈良町　あしびの郷 630-8337 奈良市 脇戸町29 0742266662

藤野仏具展 630-8337 奈良市 脇戸町5番地 0742-22-0644

レストラン　杉の家 632-0245 奈良市 藺生町2016-2 0743-82-1502

囲炉裏ダイニングたなか(有限会社ゆうせい) 630-8391 奈良市 鵲町6-11 0742230541


