店舗名

TEL

住所1

アレ︕︕ルトレッフル

0742-20-0660

奈良市北袋町32-5-102

やたがらす

0742-20-0808

奈良市林⼩路町13-1第2福⽥ビル1F

居酒屋天うま

0742-20-1112

奈良市⻄御門町11-11プライムビル6F

茶廊・葉風泰夢

0742-20-1201

奈良市⽔門町100番地 東⼤寺総合⽂化センター内

⼤阪王将 JR奈良駅前店

0742-20-0707

奈良市三条町511-3

四季遊⼈ JR奈良店

0742-20-2030

奈良市三条町523番地の1

ココス奈良鴻ノ池店

0742-20-2180

奈良市法蓮佐保⼭3丁目2番14号

九州⾃慢 奈良三条通り店

050-5484-7779

奈良市油阪地⽅町3-1 シェリー三条ビル2F

⼭内農場 奈良三条通り店

0742-20-2188

奈良市油阪地⽅町4-1

江⼾川ならまち店

0742-20-4400

奈良市下御門町43番地

マクドナルド 奈良紀寺店

0742-20-5070

奈良市紀寺町369-1

CAFÉ ETRANGER NARAO

0742-20-5620

奈良市上三条町23-4

モスバーガー JR奈良店

0742-20-5501

奈良市三条本町1-1

天極堂 ＪＲ奈良駅店

0742-20-6300

奈良市三条本町1-1 JR奈良駅ビエラ奈良2階

ヴィ・ド・フランス 奈良店

0742-22-1577

奈良市三条本町1-1

ビエラ奈良2F

越前すし

0742-22-1811

奈良市三条町321-4

美幸ビル

ラ・フォルム ド エテルニテ

0742-20-6933

奈良市花芝町7-2

なら和み館 レストラン＆カフェあをがき

0742-21-7530

奈良市⾼畑町1071

The Olive Dining

0742-21-7700

奈良市⼩⻄町21-1

ならら１F

和牛ステーキ 関

0742-23-2626

奈良市⼩⻄町21-1

ならら１F

一汁三菜 ⼤銀醸

0742-23-5800

奈良市⼩⻄町30-1

釜粋

0742-22-0051

奈良市東向南町13-2

しゃぶしゃぶ らつく

0742-22-0551

奈良市東向中町9

⽇本料理 花⿅

0742-22-0505

奈良市奈保町2-12

平宗奈良店

0742-22-0866

奈良市今御門町30-1

焼肉とホルモンKUNIO920

0742-22-0920

奈良市下三条町14

京⼩づち

0742-22-1440

奈良市下御門町21

カフェ・葉風泰夢

0742-22-1673

奈良市登⼤路町50

ならまちテラス食堂 蜜や

070-7636-0328

奈良市東寺林町5

珈琲一族

0742-22-1909

奈良市餅飯殿町33

若草カレー本舗

0742-22-2164

奈良市餅飯殿町38-1

K&M Vegan Kitchen 菜美 -nabi-

0742-22-2164

奈良市餅飯殿町12夢キューブG

Deerline

0742-22-2164

奈良市餅飯殿町12夢キューブF

aka tombo coffee

0742-22-2164

奈良市餅飯殿町15Yビル2F

味泥棒 TABASA

0742-22-2164

奈良市餅飯殿町40-3

ミキビル1階

ナラニクル内
ビエラ奈良1F

松村ビル1F

ホテルアジール・奈良（⽇本料理 かがりや） 0742-22-2577

奈良市油阪町1-58

はり新

0742-22-2669

奈良市中新屋町15

⻘葉茶屋

0742-22-2917

奈良市⾼畑町1169

東京庵 本店

0742-22-2960

奈良市春⽇野町23-3

店舗名

TEL

住所1

有限会社 三笠観光会館

0742-22-3626

奈良市雑司町933

上海楼

0742-22-4036

奈良市東向南町18

茶亭 ゆうすい

0742-22-4744

奈良市春⽇野町158-1

⽇本料理 おばな

0742-22-5151

奈良市⾼畑町1110

びっくりうどん三好野

0742-22-5239

奈良市橋本町27

BarFiddich

0742-22-5250

奈良市南市町4植畑ビル2F

春⽇庵

0742-22-6483

奈良市中新屋町29

鶴の茶屋

0742-22-6522

奈良市⽦⽥町407番地の65

春⽇⼤社 カフェ・ショップ ⿅⾳

0742-22-6600

奈良市春⽇野町160春⽇⼤社国宝殿1F

牛まぶし三⼭

0742-23-0218

奈良市春⽇野町11

囲炉裏ダイニング たなか

0742-23-0541

奈良市鵲町6-11

お天気パーラー（オテンキパーラー）

0742-23-0723

奈良市⾼天町46-1

ポンテロッソ

0742-23-0808

奈良市⼩⻄町2

うどん・そば・呑み処三条坊

0742-23-1154

奈良市三条本町1-1

和粋食処 春⽇

0742-23-1570

奈良市杉ヶ町28の1

海鮮料理つじ平

0742-23-2222

奈良市三条本町4-32

オールディダイニング

0742-23-2367

奈良市⼩⻄⻑13

あぜくらや

0742-23-3033

奈良市雑司町407

サンマルクカフェ奈良三条通店

0742-23-3092

奈良市三条町499-1F＆Fビル

⽉⽇亭近鉄奈良駅前店

0742-23-5470

奈良市東向中6

柳茶屋

0742-23-5763

奈良市登⼤路町49

カフェ こよみ

0742-23-6487

奈良市船橋町22-2

あす香

0742-23-7354

奈良市三条本町11-12

鮓 玄治

0742-23-7354

奈良市三条町606番地スクエア奈良三条5F

COO.DINING

0742-23-8599

奈良市三条本町7-111-4 第2共栄ビル1階北東

Café Fluke（カフェ フルーク）

0742-23-8981

奈良市東向中町10

櫃屋

0742-23-9551

奈良市⼩⻄町23

焼肉 燈火

0742-24-0055

奈良市油阪地⽅町6-4

YAMATO Craft Beer Table 近鉄奈良駅店

0742-24-0801

奈良市東向中6

うなぎの川はら三条家

0742-24-1138

奈良市下三条町35

旬彩ひより

0742-24-1470

奈良市中新屋町26

⿂⺠ JR奈良駅店

0742-24-1688

奈良市三条本町1-1

おちゃのこ

0742-24-2580

奈良市⼩⻄町35-2コトモール1F

奈良百楽

0742-24-2771

奈良市東向中町28奈良近鉄ビル8F

寧楽菓⼦司 中⻄与三郎

0742-24-3048

奈良市脇⼾町23

晴朗邸（勝手口）

0742-24-4441

奈良市餅飯殿町41番地マインズビル2F

らーめん 三ちゃん

0742-24-4810

奈良市三条町474-1

ほおずき

0742-24-5411

奈良市⾼天町38-3近鉄⾼天ビルB1F

肉匠迎賓館（奈良店）

0742-24-5529

奈良市南肘塚町220-1

ホテル尾花地下1階

変なホテル1F

中室ビル1F

1F

奈良県経済倶楽部ビル2F

京ろまんビル１F

奈良県経済倶楽部ビル1F

ビエラ奈良1階

ふくもりビル１F

店舗名
カフェチャオプレッソ奈良駅店

TEL
0742-24-5601

住所1
奈良市東向中29

近鉄奈良駅構内

Total Therapy cafe salon schoolstudio KURURU 0742-24-7156

奈良市東向南町5-1井上ビル2FA・B

Cherry’spoon

0742-24-7636

奈良市⻄寺林町26

かすが茶屋

0742-24-8101

奈良市油阪町1番59

三秀

0742-25-0781

奈良市⽔門町74

モスバーガー 近鉄奈良店

0742-25-2033

奈良市東向南町10-2

まめじか食堂

0742-25-2175

奈良市登⼤路町59-1

串かつの串皇

0742-25-2855

奈良市上三条町22-3

肉懐石 冨久傅

0742-25-2910

奈良市福智院町31

お好み焼き MOROJUKU

0742-25-3115

奈良市奈良阪町1133-1

がんことんかつ 奈良店

0742-25-4129

奈良市東向中町19-2

サンマルクカフェ奈良東向商店街店

0742-25-5309

奈良市東向中町23

や台すし 三条通町

0742-25-5318

奈良市下三条町44-2

やよい軒 奈良駅店

0742-25-5733

奈良市三条本町1-1

TEN.TEN.CAFE

0742-26-0011

奈良市春⽇野町16夢風ひろば内

野菜ダイニング菜宴-Saien

0742-26-0835

奈良市⼩⻄町19マリアテラスビル2F

すき焼きと牛まぶし ももしき 奈良本店

0742-26-1008

奈良市東向中町5番地の1

串屋近鉄奈良駅前本店

0742-26-1117

奈良市東向北町30-2

株式会社 菊一⽂珠四郎包永（⼭のカフェ）

0742-26-2211

奈良市雑司町488

ならや東⼤寺店

0742-23-5233

奈良市春⽇野町16

0120-210-289

奈良市⻄城⼾町4

梁⼭泊

0742-26-2523

奈良市⻄城⼾町13

梁⼭泊 別館

0742-26-2523

奈良市三条町583-1

喫茶・⼯房まほろば

0742-26-2526

奈良市中新屋町19

春⽇野

0742-26-3311

奈良市雑司町494

東⼤寺絵⾺堂茶屋

0742-26-3326

奈良市雑司町407番地 東⼤寺⼆⽉堂前

やまと庵 本店

0742-26-3585

奈良市三条町495-1

もつ粋 奈良三条店

0742-26-3987

奈良市下三条町34

CAFÉ Luce

0742-26-4170

奈良市角振町25-3

GRANCHA口福茶寮

0742-26-4834

奈良市東向中町22

釜めし・茶漬け GRANCHA

0742-26-4834

奈良市東向中町22

カレーハウスCOCO壱番屋奈良上三条店

0742-26-5011

奈良市上三条町7 いのうえビル1F

串揚げ 和

0742-26-5200

奈良市油阪地⽅町５ マツヤマビル２F

リストランテボルゴ・コニシ

0742-26-5581

奈良市⼩⻄町24番地 フラッツ⼩⻄2F

株式会社 杉養蜂園 奈良東⼤寺店

0742-26-5638

奈良市上三条町5

炭火やきとり やまと家

0742-26-5689

奈良市東向南町21

来来亭 奈良⼥⼦⼤前店

0742-26-5899

奈良市法蓮町1082-5

なら泉勇斎

0742-26-6078

奈良市⻄寺林町22

奈良オモテナシ食堂

0742-26-6778

奈良市角振新屋町6-3

NIPPONIA HOTEL

奈良 ならまち

店舗名

TEL

住所1

目利きの銀次 JR奈良駅前三条通り店

0742-26-7388

奈良市三条町500-1

重乃井 奈良店

0742-26-7748

奈良市杉ケ町17-1

よつばカフェ

0742-26-8834

奈良市紀寺町954

パルコ

0742-26-8885

奈良市鶴福院町1-1

地場料理とおいしいお酒KURA

0742-27-0009

奈良市三条町482-1

KASUYA

0742-27-0188

奈良市油阪町11-4

カフェ アンタレス

0742-27-0435

奈良市東紀寺町2-5-17

ヒルトップテラス奈良

0742-27-0555

奈良市春⽇野町98-1

イリスウォーターテラスあやめ池

0742-27-0555

奈良市あやめ池北1丁目27番8号

ラ・テラス

0742-27-0556

奈良市春⽇野町98-1

春⽇ 荷茶屋

0742-27-2718

奈良市春⽇野町160

ハッピーキッチン ⾦の⿅

0742-27-2833

奈良市春⽇野町16

ステーキならまち

0742-27-2911

奈良市東寺林町7番地 サンフェアリー1F

焼亭JUJU

0742-27-3011

奈良市上三条町12ミドービル1F

チャイナダイニング飛天

0742-26-1777

奈良市東向南町26

京中華 飛天散華

0742-33-0222

奈良市三条⼤路1-1-47

つけめん・らーめん 元喜神

0742-26-1611

奈良市東向南町26

⽇本料理 天平倶楽部

0742-27-7272

奈良市今⼩路町45-1

三笠屋本店

0742-27-8113

奈良市雑司町497

イタリア料理イル・ベーネ

0742-27-8880

奈良市法蓮佐保⼭3丁目2-16

スシロー奈良三条⼤路店

0742-30-0034

奈良市三条⼤路4丁目6番1号

カレーハウスCoCo壱番屋近鉄新⼤宮駅前店

0742-30-0575

奈良市⼤宮町3丁目5-35アクティブ宝泉ビル1F

ココス⼤安寺店

0742-30-0731

奈良市⼋条639-1

にぎり⻑次郎 奈良⼆条⼤路店

0742-30-2355

奈良市⼆条⼤路南1丁目3-18

ココス都跡店

0742-30-2465

奈良市四条⼤路5-1-49

や台すし 新⼤宮駅前町

0742-30-3588

奈良市⼤宮町6-2-14

かっぱ寿司 奈良柏⽊店

0742-30-6013

奈良市柏⽊町413-1

銀河食堂

0742-31-2982

奈良市三条宮前町2-31

とよのあかり すずの⾳

0742-31-7440

奈良市椿井町36

美酔酒屋 吟醸貴族

0742-33-9990

奈良市⼤宮町6丁目7-1

⼤和の台所 弥栄

0742-31-3663

奈良市⼤宮町7-2-20

ONE CAFE!

0742-32-1011

奈良市三条宮前町7-1なら100年会館1階

JR奈良駅前店

新三条ビル2階

中村第一ビル1F

夢風ひろば内

カイモト第3ビル102

サンマンション新⼤宮１F

ホテルアジール・奈良アネックス（シェラスコ料理) 0742-32-2577

奈良市四条⼤路1-4-45

琥結

0742-32-2788

奈良市⼤宮町5丁目3-20サンライズ第2ビル101号

オオミヤバル

0742-32-2911

奈良市⼤宮町6-9-8

かごの屋奈良新⼤宮店

0742-32-4180

奈良市⼤宮町6-3-6

御⿂処 さくら茶屋

0742-32-5589

奈良市⼤宮町4-253-3

くら寿司奈良⼤宮店

0742-32-5660

奈良市⼆条⼤路南2-1-7

天下一品柏⽊店

0742-36-7118

奈良市柏⽊町421-1柏⽊ビル1F

岡⽥ビル101

店舗名

TEL

住所1

活ふぐ料理 ふくふく

0742-32-2929

奈良市⼤宮町6-2-15

ミールビル4F

ゆるり

0742-21-8818

奈良市三条本町1番1号ビエラ奈良1F

ザめしや平城京店

0742-33-4401

奈良市⼆条⼤路南2-1-27

ピッツェリア ルナノーヴァ

0742-33-6679

奈良市⼤宮町2-1-35

カフェチャオプレッソ＆クックハウス⻄⼤寺駅店 0742-33-7122

奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1タイムズプレス⻄⼤寺

こっぽう

090-5888-0625

奈良市⻄⼤寺国⾒町1-7-10

フランス菓⼦ ラ・ポーズ

0742-33-8728

奈良市芝辻町2丁目11番6号

くいもの屋わん 新⼤宮店

050-5841-5729

奈良市⼤宮町6-2-15

ミールBLD

枯淡

0742-33-8817

奈良市⼤宮町6-2-17

1階

りきいち 新⼤宮店

0742-33-9410

奈良市芝辻町4-6-10

⼤宮飯店

0742-34-0212

奈良市⼤宮町6丁目6-1アルファーコート

喫茶 プラザ

0742-34-4407

奈良市⼤宮町6-1-11

河内鶏と旬菜 雅庵

0742-34-3339

奈良市芝辻町507-1 第2中村ビル102

もつ鍋居酒屋 酔処 半分

0742-34-5139

奈良市四条⼤路２丁目1-48

信州そば処 そじ坊 ならファミリー店

0742-34-5599

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリーB1F

パオルーツ

0742-35-0080

奈良市⻄⼤寺栄町3-12

くいもの屋わん ⼤和⻄⼤寺店

050-5841-4602

奈良市⻄⼤寺栄町3-12

あづま 割烹東吉

0742-35-0555

奈良市三条⼤路1-10-33

桃⾕樓 ヘルシーガーデン

0742-35-2022

奈良市芝辻町2丁目11番6号

平宗 倭膳 たまゆら

0742-35-2300

奈良市七条東町4-25

得得うどん 奈良三条添川店

0742-35-3577

奈良市三条添川町5-28

家庭料理 お家

0742-35-4818

奈良市⼤宮町4丁目310-1

家族亭ならファミリー店

0742-35-5674

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1ならファミリー6F

鶴橋風⽉⻄⼤寺店

0742-35-5710

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 奈良ファミリー6F

⼩料理 奈良

0742-35-8111

奈良市三条⼤路1丁目10-11

和食さと新⼤宮店

0742-36-1080

奈良市芝辻町3-9-17

Parum cafe

0742-36-3555

奈良市⻄⼤寺東町2-1-63サンワシティビルB1

新⼤宮すぎ乃

0742-36-4101

奈良市⼤宮町6丁目5-14プリンセスコートビル5F

桃⾕楼 ⻄⼤寺店

0742-36-5646

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1ならファミリー6F

奈間蔵 栄 新⼤宮店

0742-36-7218

奈良市⼤宮町6-2-11

もつ粋（新⼤宮本店）

0742-36-7757

奈良市芝辻町4丁目5-6

板前焼肉 心

0742-36-7788

奈良市三条⼤路2丁目2-22

活⿂料理 花惣 奈良本店

0742-36-8730

奈良市⼆条⼤路南4丁目2-1

ラ・テラス”イリゼ”

0742-40-0066

奈良市あやめ池北1丁目34-7

HANA1F

パティスリー ラ・テラス あやめ池

0742-40-0067

奈良市あやめ池北1丁目34-7

HANA1F

スシロー学園前店

0742-40-5580

奈良市学園⼤和町2-116-1

桃花源

0742-41-3210

奈良市富雄元町1-24-24トミオコート1階

⾼の原ばーるkaeru kouen

0742-42-6034

奈良市右京1丁目3-1平城第２ショッピングセンター3-101

ビッグマウンテンカフェアンドファーム

0742-42-9424

奈良市⻄新在家町20-1

新⼤宮第⼆ビル１F

梅守ビル4F

店舗名

TEL

住所1

ビッグボーイ奈良平城店

0742-43-2922

奈良市押熊町947

あさひYa!カフェ

0742-44-2229

奈良市学園⼤和町1丁目1442-7

焼肉⼯房わらく

0742-44-2941

奈良市富雄北1丁目3-11

⽊曽路 学園前店

0742-44-3933

奈良市学園⼤和町2-125-1

奈良パークホテル

0742-44-5255

奈良市宝来4丁目18番1号

AYAMEKAN

0742-45-0185

奈良市あやめ池北1丁目34-17

百楽荘

0742-45-0281

奈良市百楽園3丁目1-3

薬膳カフェ 花美津姫

0742-45-0381

奈良市中町3876-4

奈良 野菜ソムリエの店 Rokumeikan

0742-46-1111

奈良市⻄登美ヶ丘1-3-2

食道園 奈良学園前店

0742-46-7855

奈良市学園⼤和町２丁目１２４

かごの屋 学園前店

0742-47-1300

奈良市学園⼤和町2-235-1

ワンカルビ学園前店

0742-47-4129

奈良市中町879-1

一歩堂 登美ヶ丘店

0742-47-8008

奈良市登美ヶ丘5-1-2

ステーキハウス壹番

0742-48-8100

奈良市登美ヶ丘5-2-7

⿂⺠ 学園前北口駅前店

0742-48-3188

奈良市学園北1-1-12

食道園 パラディ学園前店

0742-48-5559

奈良市学園北１丁目９１ パラディ南館 4F

家族亭奈良学園前店

0742-48-8115

奈良市学園北1-9-1パラディー学園前Ⅱ4F

ワンカルビ押熊店

0742-49-1129

奈良市押熊町1453-2

マクドナルド 阪奈宝来店

0742-49-2260

奈良市宝来4-17-3

くら寿司奈良古市店

0742-50-1512

奈良市古市町1352-1

やよい軒 奈良⼤安寺店

0742-50-5055

奈良市南京終町3丁目1531-1

リストランテ ペック

0742-51-1256

奈良市押熊町2202-6

居間焼肉 百樂 登美ヶ丘店

0742-51-1515

奈良市東向中町5番地の1

くら寿司奈良学園前店

0742-52-0155

奈良市中町1-94-2

なぎまち

0742-52-1758

奈良市学園北1丁目1-1 ル・シエル学園前2F

肉匠迎賓館（富雄店）

0742-52-4129

奈良市三松4-879-1

銀座四川 学園前駅ビル店

0742-52-7738

奈良市学園北1丁目1-1 ル・シエル学園前2F

カレーハウスCOCO壱番屋 奈良藤ノ⽊台店

0742-52-9002

奈良市藤ノ⽊台1丁目1-25

板前焼肉 一

0742-53-2911

奈良市登美ケ丘2丁目3-13

⼤阪王将 奈良学園前店

0742-53-7510

奈良市中町1-96

かっぱ寿司 奈良⼆名店

0742-53-9680

奈良市⼆名3丁目1061

PE LONCHO

0742-55-0202

奈良市⾼畑町1098-1

紅屋

0742-55-2296

奈良市押上町9-1

SAKANAYA

0742-61-4538

奈良市⼭町180-2

洋風手料理 明倫館

0742-61-5577

奈良市南京終町1-32-4

ワンカルビ神殿店

0742-62-1129

奈良市神殿町710

和食さと 奈良神殿店

0742-63-2297

奈良市神殿町667-1

マクドナルド 奈良からもも店

0742-63-3094

奈良市杏町152-1

かに道楽 奈良本店

0742-63-3232

奈良市⻄９条町5-2-9

和幸ビル2階

店舗名

TEL

住所1

得得うどん ⾼の原サンタウン店

0742-72-2212

奈良市右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館１F

まるかつ（奈良本店）

0742-81-4568

奈良市神殿町667-1

osteria Yu･Ru･Ri

0742-81-4748

奈良市東向南町13-1

松籟〜まつのおと〜

0742-81-4949

奈良市北袋町18-1

うどん職⼈和製麺所

0742-81-4991

奈良市法蓮町632-2

うま杉

0742-81-7329

奈良市⼤宮町6-9-4

お好み焼き 豚⾺

0742-81-7382

奈良市法華寺町237-9シティパレス市役所前P2-107

マクドナルド ならファミリー店

0742-81-7778

奈良市⻄⼤寺東町2丁目4-1

テバス 奈良店

0742-81-9179

奈良市林⼩路町41

チーズとローストビーフの専門店
ASUROKU ⼤和⻄⼤寺店

0742-81-9774

(旧名:あすは六曜⽇ サンワシティ⻄⼤寺店)

2階

服部ビル1F

奈良市⻄⼤寺東町2-1-63
サンワシティ⻄⼤寺地下1階4-2

⽉tokkury

0742-81-9254

奈良市⼤宮町4丁目286-1-103

わんず・はーと・かふぇ

0742-81-9850

奈良市⾼畑町1028-7

⿅の角スイーツ つのや

0742-81-9893

奈良市油阪地⽅町10-1-1F

天丼・天ぷら本舗 さん天 奈良三条店

0742-81-9933

奈良市三条桧町17-15

ならまち 招福庵

0742-87-1723

奈良市⻄新屋町12 ならまちHANARE館１F

（卸）精肉店直送 たれ焼肉と※ ⼤和⻄⼤寺店 0742-93-3348

奈良市⻄⼤寺栄町3-12

梅守ビル1階

にぎり⻑次郎 押熊店

0742-93-3711

奈良市押熊町2144-3

たんとと和くら 奈良ファミリー店

0742-93-7177

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリー６F

加寿屋 奈良三条店

0742-93-7772

奈良市角振町12

炭火焼肉 霜⽉

0742-93-3715

奈良市角振町26いせやビル2F

Cafe TANNE

0742-93-3719

奈良市下御門町36

うなぎの川はら押熊店

0742-93-4090

奈良市神功5丁目2-1

もんじゃ六つ⽊（鉄板モルモンともんじゃ）

0742-93-5589

奈良市⼩⻄町2-1

⼭⽥オブホルモン

0742-93-5775

奈良市⻄御門町11-11プライムビル3F

ならじろう

0742-93-6273

奈良市法華寺町237-1石原マンション103

ヘルシーごはん＆カフェ 遊

0742-93-6389

奈良市⾼畑町986-1

MIROKU 奈良 by THE SHARE HOTELS

0742-93-8021

奈良市⾼畑町1116-6

StEAK JiN

0742-93-8280

奈良市⻄⼤寺芝町1-2-1

café cojica

0742-94-3547

奈良市三条町547

デリカテッセンイーハトーヴ

0742-95-7227

奈良市帝塚⼭南4-11-14

伝五郎⻄ノ京店

0749-22-5095

奈良市⻄ノ京町137-1

オランダ屋 奈良店

0742-31-3741

奈良市法蓮佐保⼭3-1-23

オランダ屋 富雄店

0742-31-3644

奈良市石⽊町631-1

くいもの屋わん JR奈良駅前店

050-5828-9297

奈良市⼤宮町1-1-10

志津香 ⼤宮店

0742-93-8029

奈良市⼤宮町4-249-4

和食ダイニング拓

080-7700-2277

奈良市橋本町32

Billy-THELIVE

0742-93-5584

奈良市下三条町2-1

三条会館ビル1F

２F

梢ビル2・3F

Si-Ro三条-B1F

店舗名

TEL

住所1

街かど屋奈良⼤森店

0742-25-2901

奈良市⼤森町55-1

炭火ITALIAN・WINE BAR 元町NEWS

0742-93-8599

奈良市富雄元町2-3-12ライフコート富雄102

鉄板ステーキ シェルブルー

0742-93-8812

奈良市三条町470綺羅星ビル2F

すき焼き 結いのや

0742-94-3338

奈良市北之庄町105-3

サーティワンアイスクリーム 学園前ロードサイド店 0742-51-3431

奈良市中町1-78-7

サーティワンアイスクリーム 奈良押熊店

0742-51-7731

奈良市押熊町1102-1

焼⿃とお茶漬け 風神 五位堂店

0745-78-7886

奈良市東向中町5番地の1

天平うまし館 IRACA

0742-93-9014

奈良市⼆条⼤路南4-6-1

天平うまし館 tokijik kitchen 平城京

0742-93-9015

奈良市⼆条⼤路南4-6-1

Bar OLD TIME（バー オールドタイム）

0742-93-9790

奈良市三条本町8-1シルキア奈良2階215

焼肉ホルモン かむら精肉店 近鉄奈良店

0742-94-3818

奈良市⼩⻄町1-5

夢風ひろば店 ゐざさ茶屋

0742-94-7133

奈良市春⽇野町16

個室焼肉 ⼩風神 五位堂店

0745-77-9917

奈良市東向中町5番地の1

吉野本葛⿊川本家 東⼤寺前店

0742-20-0610

奈良市春⽇野町16

和洋ばるPonsKitchen

0742-36-3003

奈良市法華寺町237-1

おしゃべりな⻲

0742-26-4557

奈良市東向南町28-1

やきとり・一番 新⼤宮駅前店

0742-36-0564

奈良市⼤宮町6丁目9-8 岡⽥ビル1F 103号

焼肉⼯房もく 新⼤宮店

0742-35-5529

奈良市⼤宮町3丁目5-44

焼肉⼯房もく ⻄⼤寺店

0742-51-5529

奈良市⻄⼤寺北町1丁目4-20

焼肉⼯房もく 近鉄奈良店

0742-26-1329

奈良市⼩⻄町5アルテ館2階

⼤和旬菜⿂鶏 じゅん平

050-5263-6912

奈良市上三条町7番地メゾンドバニノウエ1F

和やまむら

0742-33-0102

奈良市芝辻町2丁目11-15-105

焼肉 針こま

0743-82-1452

奈良市針町713-1

うなぎの川はら⼤和郡⼭店

0743-52-7545

⼤和郡⼭市⼩泉町2506-3

COFFEE

サーティワンアイスクリーム
ならファミリー店

0742-93-7431

夢風ひろば内
石原マンション102号

奈良市⻄⼤寺東町2-4-1
ならファミリーBF

焼肉製作所 神神

090-3702-8280

奈良市⼩⻄町8番地ラフィーヌ東洋ビル5階

8nosu スパイスカレーと蜂蜜の店

0742-93-3199

奈良市南市町8-1

お好み焼き 鉄板焼 庵蔵

0742-93-4378

奈良市油阪地⽅町5マツヤマビル

Le BENKEI

0743-53-3588

⼤和郡⼭市北郡⼭町276-1

ビッグボーイ⼤和筒井店

0743-23-0012

⼤和郡⼭市筒井町531-1

カプリチョーザイオンモール⼤和郡⼭店

0743-51-0141

⼤和郡⼭市下三橋町741

サンマルクカフェイオンモール⼤和郡⼭店

0743-51-2309

⼤和郡⼭市下三橋町705-1外

ビアードパパイオンモール⼤和郡⼭店

0743-52-1188

⼤和郡⼭市下三橋町741

かつ楽 ⼤和郡⼭店

0743-52-8767

⼤和郡⼭市下三橋町741-168 イオンモール⼤和郡⼭１F

料理旅館 尾川

0743-52-2162

⼤和郡⼭市雑穀町16

サンプーペー

0743-52-2200

⼤和郡⼭市北⼤⼯町12

季節料理 翁

0743-52-3646

⼤和郡⼭市紺屋町33-2

オランダ屋 郡⼭店

0743-56-6660

⼤和郡⼭市横⽥町591-3

フジエダハウス

0743-52-6686

⼤和郡⼭市⼤江町114-1

古古古屋1階

イオンモール⼤和郡⼭1階

店舗名

TEL

住所1

海転寿司丸忠 アピタ⼤和郡⼭店

0743-52-8588

⼤和郡⼭市⽥中町５１７

手打ちとんかつ かつ屋 ⼤和郡⼭店

0743-54-2917

⼤和郡⼭市⽥中町字宮⻄517

カフェ エール・ベー

0743-53-3588

⼤和郡⼭市北郡⼭町276-1

マクドナルド ⼤和中央道郡⼭店

0743-53-4778

⼤和郡⼭市外川町79-1

奈間蔵 栄 郡⼭店

0743-53-4921

⼤和郡⼭市⾼⽥町270-3

⼤和路うどん わらじや

0743-53-4950

⼤和郡⼭市⼩泉町2859-1

アピタ1F

サーティワンアイスクリーム イオンモール⼤和郡⼭店 0743-54-0031

⼤和郡⼭市下三橋町741

久世福商店イオンモール⼤和郡⼭店

0743-55-3906

⼤和郡⼭市下三橋町741

マクドナルド イオンモール⼤和郡⼭店

0743-55-6881

⼤和郡⼭市下三橋町741-346

うなぎ⼤門

0743-57-7234

⼤和郡⼭市筒井町934-1

いざかや 一心

0743-55-7117

⼤和郡⼭市柳2-15-1

ワンカルビ⼤和郡⼭店

0743-56-1129

⼤和郡⼭市⼩林町3-1-28

しんや寿し

0743-56-3828

⼤和郡⼭市⾺司町491-1

フレンチ＆イタリアンバル copine

0743-57-0155

⼤和郡⼭市⾺司町630-1 カタヤマハイツ 1F

サーティワンアイスクリーム ⼤和郡⼭店

0743-52-2231

⼤和郡⼭市⽥中町888-4

⿂⺠ 筒井駅前店

0743-57-3488

⼤和郡⼭市筒井町747-1

わだいにんぐ麿

0743-57-3605

⼤和郡⼭市筒井町746

創作和食れすとらん ばんか

0743-57-5030

⼤和郡⼭市本庄町266-1

カフェ ジータ

0743-57-6654

⼤和郡⼭市杉町207-6

駒鮨

0743-57-7070

⼤和郡⼭市筒井町571-8富士ハイツ1F

マクドナルド ⼤和郡⼭インター店

0743-57-8724

⼤和郡⼭市横⽥町75

カレーハウスCOCO壱番屋⼤和郡⼭筒井店

0743-57-9696

⼤和郡⼭市筒井町531-1

平川ビル2階

松屋焼肉すてぇ〜き イオンモール⼤和郡⼭店 0743-58-1010

⼤和郡⼭市下三橋町741 イオンモール⼤和郡⼭店

そば処御幸

0743-58-2400

⼤和郡⼭市千⽇町37-1

グレイスガーデン ⼤和郡⼭店

0743-85-6878

⼤和郡⼭市下三橋町741イオンモール⼤和郡⼭１F

CAFÉ＆CURRY

0743-85-7677

⼤和郡⼭市⼩泉町2838-3

活⿂料理 花惣 天理店

0743-61-3087

天理市岩室町88-1

洋食Katsui

0743-67-3838

天理市柳本町577-1

ラ チェーロ

0743-20-8751

天理市川原城町886古川ビル201

和楽

080-6123-6478

天理市川原城町301-6

更科

0743-62-0014

天理市川原城町306

天理すぎ乃

0743-63-3559

天理市川原城町229

肉匠迎賓館（天理店）

0743-63-0029

天理市勾⽥町115-1

お好み焼鉄板焼春道

050-5486-9735

天理市三島町128-1上⽥ビル2F

得得うどん 天理別所店

0743-63-4651

天理市別所町12-2

奈良町 ⾖腐庵 こんどう

0743-63-6662

天理市富堂町218-7

Le Reve（ルレーヴ）

0743-63-6922

天理市杣之内町123

奈良名産レストラン＆CAFÉ まるかつ（まるかつ 天理店）

0743-86-4479

天理市杣之内町437-3 なら歴史芸術⽂化村内

カフェ ナインストーリーズ

0743-63-8861

天理市⽥部町151-1

GiGi

⼭の辺の道

店舗名

TEL

住所1

⽥楽 天理店

0743-67-1415

天理市三昧⽥町135-1

和食さと 天理店

0743-67-1600

天理市三昧⽥町17-1

マクドナルド 天理ダイキ店

0743-67-7131

天理市三昧⽥町17-1

あじ豚 りきいち

0743-63-9410

天理市川原城町817

やよい軒 天理店

0743-67-7755

天理市三昧⽥町1-1

スシロー天理店

0743-67-8932

天理市中⼭町1071

くら寿司天理店

0743-68-3535

天理市庵治町292-1

⿂⺠ 天理駅前店

0743-62-7288

天理市川原城町706

や台すし 天理駅前町

0743-63-5560

天理市川原城町801

越前すし 本店

0743-63-5566

天理市川原城町790

食の発信地東⼤門

0743-69-4661

天理市川原城町698

レストラン萬菜

0743-69-5622

天理市別所町30天理よろづ相談所病院外来5F

パークサイドキッチン

0743-69-5770

天理市川原城町803天理駅前広場

マクドナルド 169天理店

0743-69-6680

天理市別所町131-1

ココス東生駒店

0743-71-6550

生駒市東菜畑1-294

サンマルクカフェベルテラスいこま店

0743-71-8309

生駒市北新町2043ベルテラスいこま

伊駒

050-5485-7034

生駒市元町1丁目13-1グリーンヒルいこま3F

天理駅前ビル2F

サンマルクカフェイオンモール奈良登美ヶ丘店 0743-72-0309

生駒市⿅畑町3027

くら寿司生駒店

0743-72-1610

生駒市⼩明町131

まるかつ 生駒店

0743-86-4758

生駒市⼩明町235

実演手打ちうどん 杵屋（⾃家製麵 杵屋 生駒近鉄百貨店）

0743-72-2982

生駒市⾕⽥町1600

近鉄百貨店生駒店6F

桃⾕樓 生駒店

0743-72-2983

生駒市⾕⽥町1600

近鉄百貨店生駒店6F

つきひ生駒店

0743-72-2985

生駒市⾕⽥町1600

近鉄百貨店生駒店6F

ミラノ亭 生駒店

0743-72-2984

生駒市⾕⽥町1600

近鉄百貨店生駒店6F

錦わらい イオンモール奈良登美ヶ丘店

0743-72-3227

生駒市⿅畑町3027

オランダ屋 生駒店

0743-73-3811

生駒市⼭崎町2-6

天下一品 東生駒店

0743-73-5575

生駒市⼩明町1057-1

隠れ家武蔵

080-9508-9457

生駒市北新町12-43

ベビーフェイスプラネッツ東生駒店

0743-73-7777

生駒市東菜畑1-297

⽟龍（イーロン）

0743-85-6216

生駒市⿅畑町3027

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

0743-71-3431

ヒルステップ235

イオンモール奈良登美ヶ丘２F

イオンモール奈良登美ヶ丘2階

生駒市⿅畑町3027番地
イオンモール奈良登美ヶ丘店内

サーティワンアイスクリームヒルステップ生駒店 0743-73-8431

生駒市⼩明町261-4

和食さと 東生駒店

0743-73-9338

生駒市辻町241-1

やよい軒 生駒店

0743-74-5005

生駒市⼩明町428-1

摩波楽茶屋

0743-74-7111

生駒市門前町14-1

門前おかげ楼（蕎⻨食処 六根亭）

0743-25-4083

生駒市門前町16-3

美幸

0743-75-3040

生駒市本町9-15

レストラン ア ヴォートル サンテ

0743-75-8123

生駒市新旭ヶ丘6-26

きんのぶた北生駒上町店

0743-78-2901

生駒市上町3414

店舗名

TEL

住所1

ワンカルビ北生駒店

0743-78-8929

生駒市上町3414

かしき屋 福茂千

0743-79-3285

生駒市真弓南1-10-6

にぎり⻑次郎 奈良壱分店

0743-86-4803

生駒市壱分町81-6

シャトウミネンド

0745-73-8203

生駒郡三郷町信貴南畑1丁目7番1号

待清庵

080-1424-2148

生駒郡斑鳩町法隆寺2-1-6

CAFÉ 鍼灸 ZADAN

0745-74-5797

生駒郡斑鳩町法隆寺2-3-16

和食さと 法隆寺店

0745-75-0552

生駒郡斑鳩町法隆寺南1-1-10

平宗 法隆寺店

0745-75-1110

生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-40

和Café 布穀薗

0745-44-8787

生駒郡斑鳩町法隆寺2-2-35

caffe Torattoria Felice Piccione

0745-43-6911

生駒郡斑鳩町法隆寺2-9-10

スシロー斑鳩店

0745-75-8270

生駒郡斑鳩町龍⽥⻄7-2-8

ビアードパパイオンモール橿原店

0744-21-8041

橿原市曲川町7-20-1

久世福商店イオンモール橿原店

0744-24-8850

橿原市曲川町7-20-1

越後叶家 橿原イオンモール店

0744-20-0104

橿原市曲川町7-20-1-165イオンモール橿原1F

たんとと和くら（イオンモール橿原店）

0744-26-0511

橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原店１F

くら寿司橿原葛本店

0744-20-1850

橿原市葛本町774-1

上⾼地あずさ珈琲 橿原店

090-3828-4221

橿原市葛本町775-9

⼤和橿原シティホテル（麺匠らーめん いせ屋） 0744-20-2226

橿原市⼋⽊町1-8-16

⼤和橿原シティホテル2F

⼤和橿原シティホテル（Cafee & Lounge OASI） 0744-22-5177

橿原市⼋⽊町1-8-16

⼤和橿原シティホテル2F

個室でお鍋と鶏料理とりっく

0744-20-2232

橿原市⼋⽊町1丁目8番16号

スシロー橿原店

0744-20-2351

橿原市雲梯町247-1

得得橿原曲川店

0744-20-2377

橿原市曲川町7-8-1

焼肉の和⺠ ⼤和⼋⽊南口駅前店

0744-20-2910

橿原市内膳町1-4-8内膳町ビル1F

や台すし ⼤和⼋⽊駅南口町

0744-22-0528

橿原市内膳町1-4-11

天ぷら酒菜 蒼天

0744-24-8686

橿原市⼋⽊町1丁目8番16号

Pizzeria lasso

0744-21-0738

橿原市四分町7

牛角 奈良橿原店

0744-21-1129

橿原市新賀町143-3

福寿館本館

0744-21-5511

橿原市十市町425-1

かごの屋奈良橿原店

0744-21-7122

橿原市新賀町204-1

サンマルクカフェイオンモール橿原店

0744-21-8188

橿原市曲川町7-20-1

Steak and wine Lamp

0744-22-1010

橿原市内膳町1-2-7

宮廷飯店

0744-22-5481

橿原市内膳町5-1-10

グッドモーニング坊城

0744-22-7338

橿原市東坊城町839-1

bistro La Fuwaja

0744-22-7739

橿原市北⼋⽊町1-1-8

沖縄料理と島酒 星屑亭

0744-22-7758

橿原市⼋⽊町1-5-30

ワンカルビ橿原店

0744-24-2980

橿原市葛本町497-1

寿司居酒屋きらく

0744-22-7567

橿原市内膳町1丁目2-14⼋⽊ビル2F

横⽥寿司橿原店

0744-23-0429

橿原市四条町630-9

まほろばキッチン 橿原店 産直バイキングレストランかぐやま

0744-23-1301

橿原市常盤町605-1

ひばりやビル1F

橿原中央ビル1F1号

店舗名

TEL

住所1

呑み猿

0744-23-7788

橿原市内膳町1-4-12

ドトールコーヒーショップ近鉄橿原神宮前店

0744-23-2908

橿原市久米町618

近鉄橿原神宮前駅構内

きはる橿原店

0744-24-6835

橿原市久米町618

近鉄橿原神宮前駅構内

独楽夢館（ドラムヤカタ）

0744-24-2819

橿原市新口町157-3

活⿂料理 花惣 ⼋⽊店

0744-24-3087

橿原市新賀町183-1

RIPEN（ライペン）

0744-24-3889

橿原市北⼋⽊町1-6-18

四季の味 壷井

0744-24-9111

橿原市常盤町600-1

きんのぶた橿原葛本店

0744-25-0298

橿原市常盤町437-1

かに道楽奈良橿原店

0744-25-2299

橿原市上品寺町280-1

ザめしや 橿原畝傍店

0744-25-2541

橿原市⼤久保町149-1

備⻑炭イタリアン創

0744-25-4141

橿原市新賀町208-1

和食さと 橿原北店

0744-25-5345

橿原市御坊町21-1

(株)⼭葵（和季粋酔 ⼭葵）

0744-25-7504

橿原市内膳町1-3-3

北海居酒屋 どでかいどー

0744-25-7738

橿原市内膳町1-5-9

Ｎ⽩⽊屋 ⼤和⼋⽊北口駅前店

0744-25-7988

橿原市内膳町5-2-38

和楽心 橿原神宮店

0744-25-8508

橿原市栄和町36-1

得得橿原店

0744-26-0072

橿原市法花寺町82

ココス橿原店

0744-26-0277

橿原市葛本町828-1

ケンタッキー フライド チキン 橿原店

0744-26-2250

橿原市新賀町132-2

カプリチョーザイオンモール橿原店

0744-21-1171

橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原1階

橿原神宮養正殿

0744-26-2789

橿原市久米町934

食べ飲み処まる

0744-28-3249

橿原市久米町646-6

贅沢酒場まる

0744-28-4885

橿原市石川町100-1

１階東側

やまとビル2階

THE KASHIHARA（中国料理レストラン 鳳凰） 0744-28-6636

橿原市久米町652-2 THE KASHIHARA 1F

THE KASHIHARA（カフェ＆レストラン 甘樫） 0744-28-6636

橿原市久米町652-2 THE KASHIHARA 1F

THE KASHIHARA（スカイレストラン 橿原） 0744-28-6636

橿原市久米町652-2 THE KASHIHARA 1F

THE KASHIHARA（和食レストラン まほろば） 0744-28-6636

橿原市久米町652-2 THE KASHIHARA 1F

鮨 かわしま

0744-35-1665

橿原市石川町291-1

⼤和名代うどんつくし

0744-29-0294

橿原市内膳町5-1-10

熱烈一番亭

0744-29-0358

橿原市四条町794-1

焼肉特急 橿原駅

0744-29-1529

橿原市十市町855-3

びっくりドンキー橿原店

0744-29-2237

橿原市新賀町157-2

カレーハウスCOCO壱番屋 橿原四条店

0744-29-2810

橿原市今井町3丁目18-1

⽥楽 うねび店

0744-29-5678

橿原市縄手町150-1

あかぼし鮮⿂店

0744-29-5867

橿原市内膳町1-2-12

⽴呑処まる⼋⽊駅前店

0744-29-6378

橿原市内膳町1丁目4-10

Pizzeria Bar Buono

0744-29-8081

橿原市内膳町1-3-7

Flower since 2014

0744-29-8828

橿原市内膳町1丁目4番12号2階

マクドナルド ⽥原本店

0744-32-7804

磯城郡⽥原本町阪手626-1

店舗名

TEL

住所1

得得⽥原本店

0744-33-2825

磯城郡⽥原本町唐古64-4

肉匠迎賓館（⽥原本店）

0744-33-8778

磯城郡⽥原本町⼋尾584-2

フィレ肉専門店にくぞう

0744-41-9219

橿原市久米町860-3

にぎり⻑次郎 橿原店

0744-46-9622

橿原市新賀町143-1

ロンフーダイニング イオンモール橿原店

0744-47-1112

橿原市曲川町7-20-1-165イオンモール橿原1F

天まであがれ⼤和⼋⽊本店

050-5485-3697

橿原市内膳町5-137-1

吞呑茶屋⼤阪商⼈⻁屋

0744-22-6123

橿原市内膳町1-5-15

焼⿃きなせえ

0744-29-8033

橿原市内膳町1-5-14

お好み焼き⽥舎鉄板炉ばた花舎

0744-25-7757

橿原市内膳町1-5-13

焼肉ホルモン韓国料理味楽苑

0744-27-1129

橿原市⾒瀬町616-1

とり夢亭新ノ口店

0744-22-4456

橿原市葛本町228-1

焼肉きんぐ 橿原支店

0744-47-2909

橿原市葛本町735-6

⽊曽路 橿原店

0744-47-3298

橿原市上品寺町338-1

くら寿司アクロスプラザ橿原店

0744-47-2292

橿原市曽我町45-1

マクドナルド イオンモール橿原店

0744-48-0680

橿原市曲川町7-20-1

Trattoria

0744-48-3808

橿原市⼋⽊町1-7-38

仙の⾖

0744-48-5200

橿原市新賀町236-1

くいもの屋わん 橿原神宮前店

050-5259-0606

橿原市久米町661

くいもの屋わん ⼤和⼋⽊店

050-5828-6619

橿原市内膳町1-1-71

浜焼太郎⼤和⼋⽊店

0744-48-3900

橿原市内膳町1-2-15スカイピア上⽥2F

フレンチレストランKIYAMURA

0744-41-6832

桜井市粟殿475-4

やまとびとのこころ店

0744-55-2221

桜井市初瀬830

かっぱ寿司桜井店

0744-42-2767

桜井市東新堂486-1

とろろめし⼭和

0744-42-1066

桜井市三輪648-3

福神堂

0744-42-6444

桜井市三輪1237-1

いにしえ茶屋

0744-42-9288

桜井市川合258-1

三輪⼭本お食事処

0744-43-6661

桜井市箸中880

マクドナルド 165桜井店

0744-44-1190

桜井市阿部425-1

ココス桜井店

0744-44-2556

桜井市⾕249-1

たこ焼き あほや 桜井駅前店

090-8239-3241

桜井市桜井196-4

ゲストハウス 和櫻

080-9007-4718

桜井市桜井885

⽇本料理 千宝

0744-45-0448

桜井市桜井1259エルト桜井1F

マクドナルド イオン桜井店

0744-45-2710

桜井市上之庄278-1

Ｎ⽩⽊屋 桜井南口駅前店

0744-46-1788

桜井市桜井1259番地 エルト桜井1階

らぁめん ぐうたら

0744-46-3069

桜井市⼤⻄324-1

⽥中屋支店

0744-47-7015

桜井市初瀬752

⽥中屋

0744-47-7015

桜井市初瀬748

⼤和屋

0744-47-7402

桜井市初瀬749-1

酢屋⻑

0744-47-7121

桜井市初瀬745-1

前澤

上⽥ビル2F

⼤和開発ビル2F
YSビル5F

太⼦ビル１F

店舗名

TEL

住所1

泊瀬⻑者亭

0744-57-9280

桜井市初瀬796

三輪そうめん流し

080-3037-3838

桜井市三輪460-24

⽩⽟屋榮壽 茶寮

0744-43-3668

桜井市三輪660-1

焼肉晋州亭

0744-42-0578

桜井市上之庄839-1

寿司政

0744-42-0002

桜井市⼤字粟殿472

⽥舎酒茶屋きらく

0744-43-7500

桜井市⼤字粟殿1010-11

茶寮 花⼤和

0744-52-2289

⾼市郡⾼取町清⽔⾕1064

町屋カフェnoconoco

0744-52-4771

⾼市郡⾼取町観覚寺990-1

和風レストランあすか野

0744-54-4466

⾼市郡明⽇香村島庄165番地の1

ポカフレール

080-3101-7888

⾼市郡明⽇香村島庄51-1

伝五郎⼤和⾼⽥店

0749-22-5095

⼤和⾼⽥市曽⼤根124-1

くら寿司⼤和⾼⽥店

0745-21-5730

⼤和⾼⽥市⼤字神楽273-1

teppanitalianバール

0745-22-6866

⼤和⾼⽥市有井58-1-103号

喜多⽅ラーメン坂内 ⼤和⾼⽥店

0745-22-7744

⼤和⾼⽥市神楽253-1

まんぷく厨房ちゃらりん

0745-23-5603

⼤和⾼⽥市曽⼤根1-17-21

ワンカルビ⼤和⾼⽥店

0745-24-1117

⼤和⾼⽥市⼤字神楽72-1

⿂⺠ ⼤和⾼⽥駅前店

0745-24-2288

⼤和⾼⽥市北本町14-4 ⼤和⾼⽥駅ビル2階

⿃いちばん⼤和⾼⽥店

0745-24-5801

⼤和⾼⽥市礒野南町4-3

きんのぶた⾼⽥神楽店

0745-25-1029

⼤和⾼⽥市⼤字神楽186

ヴェルデ辻甚

0745-25-2700

⼤和⾼⽥市南本町11-43

フレンチシェフのラーメン くろす

0745-25-3500

⼤和⾼⽥市南本町10-22

上⾼地あずさ珈琲⼤和⾼⽥店

0745-44-3713

⼤和⾼⽥市神楽275-5

マクドナルド 中和幹線⼤和⾼⽥店

0745-53-6608

⼤和⾼⽥市池尻181-1

ちゃんこ 杉

0745-44-0788

磯城郡川⻄町結崎460

オランダ屋 ⾼⽥店

0745-55-4610

北葛城郡広陵町⼤字⼤塚62-1

⼤塚１F

サーティワンアイスクリーム ラスパ⻄⼤和店 0745-79-6631

北葛城郡上牧町ささゆり台1-1

サーティワンアイスクリーム ⻄⼤和店

0745-73-4531

北葛城郡河合町薬井485-3

京都錦わらい 奈良⻄⼤和ニュータウン店

0745-34-2070

北葛城郡河合町薬井475-1

⽥所商店 奈良⻄⼤和ニュータウン店

0745-35-2088

北葛城郡河合町薬井475-1

庵-IORI-

080-3867-4562

北葛城郡王寺町久度3丁目3-5

お好み焼屋 銀の卵 王寺店

0745-31-6600

北葛城郡王寺町本町1-87-1

ロイヤルホスト王寺駅前店

0745-32-1731

北葛城郡王寺町王寺2-10-6

や台すし 王寺駅南口町

0745-32-2888

北葛城郡王寺町王寺2-2-1

や台すし 王寺駅北口町

0745-33-1888

北葛城郡王寺町久度2-13-2

和食さと 王寺駅前店

0745-32-7702

北葛城郡王寺町王寺2-9-5

得得⻄⼤和店

0745-32-8613

北葛城郡河合町中⼭台2-1-10

王寺百楽

0745-33-0021

北葛城郡王寺町久度2丁目2番リーベル王寺東館地下1F

くら寿司王寺店

0745-33-6105

北葛城郡王寺町本町4-9-12

かごの屋奈良王寺店

0745-33-6525

北葛城郡王寺町王寺2-10-12

銀の卵

店舗名

TEL

住所1

鶴橋風⽉りーべる王寺店

0745-33-7004

北葛城郡王寺町久度2-2-1りーべる王寺東館地下１階

モスバーガー JR王寺店

0745-33-7755

北葛城郡王寺町久度2-3538-1

くいもの屋わん JR王寺駅前店

050-5223-1852

北葛城郡王寺町王寺2-10-3

ワンカルビ王寺店

0745-34-2911

北葛城郡王寺町王寺2-11-7

天丼・天ぷら本舗 さん天 奈良⻄⼤和店

0745-43-5680

北葛城郡河合町⼤字藥井304番1

和彩びすとろ呵呵

0745-43-8817

北葛城郡王寺町王寺2丁目7番20号王寺アルファビル108

Pizzeria HARU

0745-47-0738

北葛城郡広陵町みささぎ台38-1

得得イズミヤ広陵町店

0745-54-3011

北葛城郡広陵町安部214-3

にぎり⻑次郎 真美ヶ丘店

0745-54-3338

北葛城郡広陵町⾺⾒北9丁目1-33

スシロー奈良広陵店

0745-54-6550

北葛城郡広陵町安部218-1

すだく奈良広陵店

0745-55-0188

北葛城郡広陵町⾺⾒北9-9-34

心ろ家本店

0745-55-8876

北葛城郡広陵町みささぎ台37-3

寿しの喜多⼋

0745-57-1890

北葛城郡河合町⼤字川合505-2

マクドナルド 法隆寺インター店

0745-58-2370

北葛城郡河合町⽳闇184-1

カレーハウスCOCO壱番屋 法隆寺インター店

0745-58-2522

北葛城郡河合町川合991-1

お食事カフェ Sogno

090-9113-0593

北葛城郡上牧町上牧4044-8

ビッグボーイ奈良広陵店

0745-54-6181

北葛城郡広陵町⼤字⼤塚61-1

生パスタ専門店REALE

080-4563-7815

北葛城郡広陵町⾺⾒南1-6-26半地下左

ケンタッキーフライドチキン真美ケ丘店

0745-54-5013

北葛城郡広陵町⾺⾒中4丁目1-1

JOSEP -CRAFT BEER＆MEATS-

0745-60-7988

北葛城郡王寺町久度3-4-15

⿊天KURO-TEN

0745-72-6977

北葛城郡王寺町久度2-14-10

⻄⼤和さえき

0745-73-3396

北葛城郡河合町⼤輪⽥1674-2

和食さと ⻄⼤和店

0745-76-1070

北葛城郡上牧町上牧2808-15

来来亭 上牧店

0745-77-5305

北葛城郡上牧町中筋出作241-2

釜めし ⽟や

0745-48-5470

葛城市當麻1242

道の駅ふたかみパーク當麻

0745-48-7000

葛城市新在家402番地の1

温野菜奈良葛城店

0745-69-0031

葛城市東室155-1

マクドナルド ⼤和新庄店

0745-69-4384

葛城市東室149-1

和食さと 新庄⻄店

0745-69-4871

葛城市北花内424-1

くら寿司奈良新庄店

0745-69-6024

葛城市北花内47-1

びっくりドンキー⼤和新庄店

0745-69-0023

葛城市東室149-1

牛角奈良葛城店

0745-69-0025

葛城市東室155-1

天丼・天ぷら本舗 さん天 奈良香芝店

0745-51-3033

香芝市上中774-1

焼き⼩屋 炎宴 〜en-en〜

0745-60-2388

香芝市瓦口32-7

マクドナルド 五位堂駅前店

0745-71-2115

香芝市瓦口2303

スシロー香芝店

0745-71-3501

香芝市上中207番1

びっくりドンキー香芝店

0745-71-5750

香芝市上中62-1・69-3

珈琲館エコール・マミ店

0745-71-5875

香芝市真美ケ丘6丁目10エコール・マミ南館2F

かっぱ寿司香芝店

0745-71-8201

香芝市別所59-1

シャトー真美ケ丘1F

店舗名

TEL

住所1

相撲茶屋 ちゃんこ 好の⾥

0745-76-3424

香芝市関屋943-2

焼肉はなぶさ

0745-76-8723

香芝市上中52-4

喜MAMA屋

090-5367-4444

香芝市瓦口2302

ビッグボーイ香芝五位堂店

0745-79-2308

香芝市瓦口町159-3

野家 168号線香芝店

0745-79-2858

香芝市上中745-1

マガジーノ

0745-79-8815

香芝市鎌⽥172-1

サーティワン エコールマミ店

0745-78-0289

香芝市真美ケ丘6-10

松⽉

0745-72-2516

生駒郡三郷町信貴⼭⻄2-20

蓬乃⾥

0745-72-4804

生駒郡三郷町信貴⼭⻄2-40

ティ＆レストラン 芳庵

0745-74-5565

生駒郡斑鳩町法隆寺1-5-36

和カフェ＆ダイニング きえん

0745-96-9866

宇陀市榛原萩原2455-14

うし源 本店

0745-82-0017

宇陀市榛原萩原2482

マクドナルド 榛原サンクシティ店

0745-85-2182

宇陀市榛原下井足49-1

うだ薬湯の宿 やたきや

0745-85-3650

宇陀市榛原⼋滝1835

料理旅館 今阪屋

0745-83-0062

宇陀市⼤宇陀中新1975

古⺠家 やまおか

090-9465-4502

宇陀市菟⽥野平井33

平宗吉野本店

0746-32-2053

吉野郡吉野町飯貝614

TSUJIMURA&Café kiton

0746-32-3032

吉野郡吉野町吉野⼭950

お食事処 千本楼

0746-32-3036

吉野郡吉野町吉野⼭345

柿の葉寿司やっこ

0746-32-3117

吉野郡吉野町吉野⼭543

お食事処 はるかぜ

0746-32-3830

吉野郡吉野町吉野⼭545-2

御食事処 花屋

0746-32-5083

吉野郡吉野町吉野⼭368

⾖富茶屋 林

0746-32-5681

吉野郡吉野町吉野⼭551

芳魂庵

0746-32-8207

吉野郡吉野町吉野⼭550

静亭

0746-32-3157

吉野郡吉野町吉野⼭952

KR Kaﬀee

080-9531-8916

吉野郡吉野町吉野⼭953

お食事処 ほととぎす

0746-32-3138

吉野郡吉野町吉野⼭1052

宝⼭荘 太鼓判（うなぎ屋 太鼓判）

0746-32-3071

吉野郡吉野町吉野⼭1278

初⾳

0746-32-8455

吉野郡吉野町吉野⼭2682

ひよしのさとマルシェ

0746-42-0900

吉野郡東吉野村鷲家224番地

ふるさと村いちえ

0746-43-0655

吉野郡東吉野村⼤⾖生

Little oven

090-4305-1968

吉野郡東吉野村⼩栗栖77

ごんた食堂

0747-20-2619

吉野郡下市町よ邑2189下市温泉内

割烹 三笠

0747-52-2562

吉野郡⼤淀町下渕151-1

レストラン169

0747-52-9394

吉野郡⼤淀町芦原49番地

奈良の奥座敷市場

0747-58-0027

吉野郡下市町丹生543

かどや食堂

0747-63-0603

吉野郡天川村川合269

喫茶 みつば

―

吉野郡天川村川合330-1

四季彩うえき

0747-64-0155

吉野郡天川村洞川539-3

エコール・マミ南館２F

店舗名

TEL

住所1

昭和食堂

090-7961-8242

吉野郡野迫川村柞原223

喫茶 ピット

0746-64-0425

吉野郡十津川村平⾕56-1

お好みハウス わらべ

0747-23-2772

五條市本町1-2-7

ラミダンファンスアラメゾン

0747-24-2205

五條市⼆⾒１丁目9-28

花ふぶき

0747-25-1555

五條市新町2丁目1-33

柿の専門 にぎわい棟店

0747-34-0518

五條市岡口１丁目3番1号 五條市役所 敷地内

⼤塔郷土館

0747-35-0085

五條市⼤塔町阪本283-1

CafeRestaurant 賀名生旧皇居

0747-32-0080

五條市⻄吉野町賀名生1番

垰レストラン

090-2339-2018

宇陀郡曽爾村⼤字良路664番地

caféぶどう （KEHARAHOUSE)

0743-89-5154

⼭辺郡⼭添村⼤字毛原1110

⼤和四季旬菜⽩雲庵 BYAKU-UN-AN

0745-44-8551

御所市櫛羅2440-7

得得御所店

0745-62-1049

御所市東松本125

マクドナルド 御所ライフ店

0745-64-2104

御所市東松本190

お食事処鶴⻲（天然温泉かもきみの湯）

0745-66-2641

御所市⼤字五百家333

