
▼五條市 ▼北葛城郡上牧町 ▼北葛城郡広陵町

▼北葛城郡河合町 ▼北葛城郡王寺町 ▼吉野郡下市町

▼吉野郡十津川村 ▼吉野郡吉野町 ▼吉野郡大淀町

▼大和郡山市 ▼大和高田市 ▼天理市

▼奈良市 ▼宇陀市 ▼御所市

▼桜井市 ▼橿原市 ▼生駒市

▼生駒郡平群町 ▼生駒郡斑鳩町 ▼磯城郡田原本町

▼葛城市 ▼香芝市 ▼高市郡高取町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

牧野農産物直売所 五條市 中之町２７８ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 丹生川店 五條市 丹原町６－９－１ ショッピング

ラミ　ダンファンス　アラ　メゾン 五條市 二見１丁目９－２８　 飲食店

柿の葉ずしヤマト五條本店 五條市 五條３－２－２ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 国道店 五條市 今井３－６－４５ ショッピング

ジュンテンドー 五條店 五條市 今井４－３－９ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 本店 五條市 新町１－１－１５ ショッピング

エーコープ ハートフル五條 五條市 田園３－１ ショッピング

吉野ストア 五條店 五條市 野原西６－３－１８ ショッピング

大和肉鶏炭火七輪焼バード×バード 北葛城郡上牧町 上牧３４２３－１　クリエイトプラザ２－４ 飲食店

柿の葉すし本舗たなか 西和店 北葛城郡上牧町 下牧２－８－８５ ショッピング

Pizzeria HARU 北葛城郡広陵町 みささぎ台３８－１ 飲食店

黒毛和牛焼肉専門店 樹苑 北葛城郡広陵町 南郷５６７－５ 飲食店

肉匠たけ田 北葛城郡広陵町 古寺６２４－１　２Ｆ 飲食店

オランダ屋 高田店 北葛城郡広陵町 大塚６２－１ 飲食店

BEARS 北葛城郡広陵町 馬見中２－５－１５ サービス

吉方庵 真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町 馬見中２－６－１ ショッピング

イタリア．レストラン アルバ 真美ケ丘店 北葛城郡広陵町 馬見中２ー５ー１２ 飲食店

肉よし 真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町 馬見中４－１　エコールマミ ショッピング

万葉書店 真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町 馬見中４－１　エコールマミ北館　２Ｆ ショッピング

イタリア食房アペティート 北葛城郡広陵町 馬見北７－９－１８ 飲食店

MILO 北葛城郡広陵町 馬見北７－９－１８　カーサ真美ケ丘１　１Ｆ サービス

ALUS 北葛城郡広陵町 馬見北８－７－１ サービス

旬彩 ゆうはな 北葛城郡広陵町 馬見北９－９－２３ 飲食店

和牛焼肉 幸庵 奈良広陵店 北葛城郡広陵町 馬見北９ー１２ー７ 飲食店

キャパトル 西大和店 北葛城郡河合町 中山台２ー６ー１３ 飲食店

天平庵西大和店 北葛城郡河合町 星和台２－６－２ 飲食店

ドルチェカンパ－ニャ西大和店 北葛城郡河合町 薬井３８６－１ 飲食店

や台ずし 王寺駅北口町 北葛城郡王寺町 久度２－１３－２　かねたかビル 飲食店

coupe． 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　２Ｆ ショッピング

ブティック しんどう 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　りーべる２Ｆ ショッピング

エレガンスヨシダ リーベル王寺店 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　リーベル王寺東館　３Ｆ ショッピング

Lady’sFashion Tutaya 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　リーベル王寺東館２Ｆ専門店
街 ショッピング

有限会社ナカガワ時計店 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　リーベル王寺東館３Ｆ ショッピング
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マユ－ル 北葛城郡王寺町 久度２－２－１　リーベル王寺東館Ｂ１Ｆ 飲食店

エレガンス ヨシダ 北葛城郡王寺町 久度２ー２ー１ ショッピング

焼肉天道 北葛城郡王寺町 本町４－９－１２　シャト－王寺服部　２０７ 飲食店

魚八庭 北葛城郡王寺町 王寺２－４－３　アドレ参番館　１Ｆ 飲食店

串かつ 王寺 久兵衛 北葛城郡王寺町 王寺２－６－１　まさごビル　１１１ 飲食店

ハピネス王寺店 北葛城郡王寺町 王寺２－６－４　クレール吉田２Ｆ　２０２号 サービス

宮崎鶏料理 まるしん 北葛城郡王寺町 王寺２－７－１　王寺ピアザビル１０５ 飲食店

焼肉ホルモン キヨミ 北葛城郡王寺町 王寺２ー７ー１４ 飲食店

業務スーパー 畠田店 北葛城郡王寺町 畠田４－１４－３７ ショッピング

（株）鬼楽 北葛城郡王寺町 畠田４－４１８－１１ 飲食店

エーコープ 下市店 吉野郡下市町 新住７１－１ ショッピング

スーパーヤマイチ 吉野郡十津川村 平谷４６２ ショッピング

ヨシスト 上市店 吉野郡吉野町 上市２２１７ ショッピング

吉野ストア 大淀新野店 吉野郡大淀町 新野３２６ ショッピング

びっくりドンキー 大和郡山店 大和郡山市 上三橋町１３４－２ 飲食店

服部家具センター 大和郡山店 大和郡山市 丹後庄町２１８－２ ショッピング

天平庵大和郡山店 大和郡山市 九条町１５６－１ 飲食店

かつや奈良大和郡山店 大和郡山市 今国府町１７９－１ 飲食店

啓林堂書店 郡山店 大和郡山市 南郡山町５２７ ショッピング

フジエダハウス 大和郡山市 大江町１１４－１ 飲食店

ステーキのどん　大和郡山店 大和郡山市 小林町西３－１－７ 飲食店

レ・グラツェ Azuma 大和郡山市 朝日町２－２１ サービス

本家菊屋 本店 大和郡山市 柳１－１１ 飲食店

マニスオブヘアー Rosi 大和郡山市 筒井町５３１－１　フォレオタウン筒井 サービス

順慶 大和郡山市 筒井町５７１－２０　 飲食店

金井精肉店 大和郡山市 筒井町９５１－１ ショッピング

アストロプロダクツ 奈良店 大和郡山市 美濃庄町２９２－３ ショッピング

しんや寿し 大和郡山市 馬司町４９１－１ 飲食店

業務スーパー奈良中央卸売市場前店 大和郡山市 馬司町５３５－１ ショッピング

ピザ・ピ－タ－パン大和高田店 大和高田市 内本町４－１　 飲食店

大吉 真美ヶ丘店 大和高田市 大谷３６２ 飲食店

とんかつ かつ喜 大和高田店 大和高田市 幸町３－１８ 飲食店

ステラリュヌトナリエ大和高田店 大和高田市 幸町３－１８ 飲食店

日本鮮魚 トナリエ大和高田店 大和高田市 幸町３－１８　トナリエ大和高田 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鶏太郎 大和高田店 大和高田市 幸町３－１８　トナリエ大和高田 ショッピング

まるみ 大和高田市 春日町１－３－５５ 飲食店

宗家 大和高田市 曽大根１－７５－３ 飲食店

いちおしや伝五郎 大和高田店 大和高田市 曽大根１２４－１ 飲食店

WINE×鉄板料理ば〜る 大和高田市 有井５８－１　１０６ 飲食店

JAPAN TAKADA 大和高田市 片塩町１２－２０ サービス

すき焼き銀座花 大和高田市 築山１４－３　サンプラザ築山　１１２ 飲食店

天平庵 天理店 天理市 三島町１０１ 飲食店

柿の葉ずしヤマト 天理店 天理市 三昧田町９０－１ ショッピング

肉匠 迎賓館 天理店 天理市 勾田町１１５－１ 飲食店

業務ス－パ－天理店 天理市 富堂町１７６－７ ショッピング

花惣　天理店 天理市 岩室町８８－１ 飲食店

更科 天理市 川原城町３０６　 飲食店

オンセンド 天理店 天理市 川原城町６８０　天理ビル　１Ｆ ショッピング

や台ずし 天理駅前町 天理市 川原城町８０１ 飲食店

Le Reve 天理市 杣之内町１２３ 飲食店

洋食Katsui 天理市 柳本町５７７－１　天理市トレイルセンター 飲食店

エーコープ 檪本東店 天理市 櫟本町２２６０－１ ショッピング

G．Bカフェ＆c．fベーカリー 天理市 田井庄町４８１－５ 飲食店

かも鍋福住 天理市 福住町５６４５－１ 飲食店

Horikawa 天理市 西井戸堂町２６７－６ 飲食店

ソワンドゥブレスあやめ池店 奈良市 あやめ池北１－３７－１ サービス

飛天散華 奈良市 三条大路１－１－４７ 飲食店

板前焼肉心 奈良市 三条大路２－２－２２ 飲食店

平宗 朱雀門店 奈良市 三条大路５－１－３８ ショッピング

天極堂 JR奈良駅前店 奈良市 三条本町１－１　ＪＲ奈良駅ビエラ　２Ｆ ショッピング

柿の専門 JR奈良店 奈良市 三条本町１－１　ＪＲ奈良駅ビエラ奈良　２Ｆ ショッピング

山崎屋 JR奈良店 奈良市 三条本町１－１　ＪＲ奈良駅構内ビエラ奈良　
２Ｆ ショッピング

奈良銘品館JR奈良駅店 奈良市 三条本町１－１　ビエラ奈良 ショッピング

もも太朗 奈良市 三条本町１－１　ビエラ奈良　２Ｆ　２１３ ショッピング

Siestahairplus 奈良市 三条本町１－７ サービス

海鮮料理 つじ平 奈良市 三条本町４－３２　中室ビル　１Ｆ 飲食店

キャパトル シルキア奈良店 奈良市 三条本町８－１　シルキア奈良店内　１Ｆ 飲食店

and MAN 奈良市 三条本町９－１　アンドマン店内　１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉ホルモン 佐藤 奈良市 三条栄町４－８　タダスビル１Ｆ－Ｄ 飲食店

得得 三条添川店 奈良市 三条添川町５－２８　得得三条添川店 飲食店

鉄板ステーキ シェルブルー 奈良市 三条町４７０　綺羅星ビル２Ｆ 飲食店

Soin de brace 奈良 奈良市 三条町４８４－１－１　マルシンビル　２Ｆ サービス

大和CAFE 奈良市 三条町４８５ 飲食店

玄治 奈良市 三条町６０６　スクエア奈良三条　５Ｆ 飲食店

柿の専門 三条通店 奈良市 上三条町２７－１　村田ビル　１Ｆ ショッピング

大和・旬・菜・魚・鶏じゅん平 奈良市 上三条町７　メゾンドバンイノウエ　１Ｆ 飲食店

奈良めし 板焚屋 奈良市 下三条町４４－３ 飲食店

天仁 奈良市 下御門町３５ 飲食店

Link－Cafe 奈良市 中山町１７４２－１ 飲食店

はり新 奈良市 中新屋町１５　 飲食店

大阪王将 奈良学園前店 奈良市 中町１－９６ 飲食店

トラットリア ラ クロチェッタ 奈良市 中町３１３－３ 飲食店

花惣 奈良本店 奈良市 二条大路南４－２－１ 飲食店

tokijiku kitchen HEI 奈良市 二条大路南４－６－１ 飲食店

PIZZERIA ICARO 奈良市 二条大路南５－２－４８ 飲食店

R’s hair 奈良市 二条町１－１－７　森山マンションＡ　１２号 サービス

ハピネス西大寺店 奈良市 二条町２－５８－１　中井ビル　２Ｆ サービス

西の京みやげ処きとら 奈良市 五条町３９６ ショッピング

鹿の舟 囀 奈良市 井上町１１ 飲食店

おか田 奈良市 今御門町２６－２　Ｎｏｒｉビル今御門町　１
Ｆ 飲食店

平宗 奈良店 奈良市 今御門町３０－１ ショッピング

愛栽家族 ならやま店 奈良市 佐保台２－３５７６－１ ショッピング

ココス大安寺店 奈良市 八条４－６３９－１ 飲食店

omoya 奈良町店 奈良市 公納堂町１１ 飲食店

株式会社 ジュンテンドー 西の京店 奈良市 六条２－１９－１７ ショッピング

panc 奈良市 北小路町４－１３ ショッピング

nakamuraya 奈良市 南市町８－１ 飲食店

肉匠 迎賓館 奈良店 奈良市 南肘塚町２２０－１ 飲食店

得得 高の原サンタウン店 奈良市 右京１－３－４　サンタウンプラザすずらん館
　１Ｆ 飲食店

Champ高の原 奈良市 右京１－３－４　サンタウンプラザすずらん館
　１Ｆ サービス

goodspoon 高の原テラス 奈良市 右京１－５－１ 飲食店

VOW 奈良市 右京３丁目１９－２４　パティオ１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼肉 なご味 奈良市 四条大路１－３－１０ 飲食店

アップガレージ奈良四条店 奈良市 四条大路１－５－５１　１Ｆ ショッピング

ガトー・ド・ボワ ラボ 奈良市 四条大路３－４－５４ 飲食店

ココス都跡店 奈良市 四条大路５－１－４９ 飲食店

カーテンじゅうたん王国 尼ヶ辻店 奈良市 四条大路５－６－１７ ショッピング

でぃっしゅあっぷ 奈良市 大安寺１丁目２１番５－２号　 飲食店

炭火・地鳥鳥 奈良市 大宮町１－１－２１ 飲食店

スギモト米酒店 奈良市 大宮町３丁目３－３　 ショッピング

天下一品新大宮店 奈良市 大宮町５丁目３－４－１２　新奈良ビル 飲食店

啓林堂書店 新大宮店 奈良市 大宮町６－１－１ ショッピング

ワインバーテラ新大宮店 奈良市 大宮町６－１－１０　松井ビル　１Ｆ 飲食店

や台ずし 新大宮駅前町 奈良市 大宮町６－２－１４ 飲食店

四季の味圓通 奈良市 大宮町６－５－１４ 飲食店

三九みつまた 奈良市 大宮町６－９－１０　田澤ビル　１Ｆ 飲食店

赤から 奈良新大宮店 奈良市 大宮町６－９－１３ 飲食店

うま杉 奈良市 大宮町６－９－４ 飲食店

ワインと薪窯料理の店 piano 奈良市 大宮町６－９－４　１Ｆ 飲食店

oasis 奈良市 大宮町６－９－６　２Ｆ サービス

旬食炉端 板焚屋 奈良市 大宮町６－９－６　ａｘｅ大宮ビル２Ｆ 飲食店

四季の鮨蔵人 奈良市 大宮町６－９－８　岡田ビル　１Ｆ 飲食店

大阪焼肉・ホルモンふたご新大宮店 奈良市 大宮町６丁目１－８　公健ビル１Ｆ 飲食店

お料理　枯淡 奈良市 大宮町６丁目２－１７　千曲ビル１Ｆ 飲食店

CUT　HOUSE　KITA 奈良市 大森町４６－３　 サービス

有限会社　杉本自動車商会 奈良市 大野町１３７－１　 ショッピング

まほろばキッチンJR奈良駅前店 奈良市 字三条本町１０９８ ショッピング

地鶏炭火焼 鶏扱説明所 学園前店 奈良市 学園北１－１－１２　和幸ビル１Ｆ 飲食店

レオニダス奈良学園前店 奈良市 学園北１－１１－１５　学園前ビル　１Ｆ 飲食店

ミックスジャムプラスミュゼ 奈良市 学園北１－１１－４　エルアベニュー学園前　
１Ｆ サービス

大和野菜イタリアン ナチュラ 奈良市 学園北１－１４－５　モンテクール学園前 飲食店

バイカル 学園前店 奈良市 学園北１－１４－８ 飲食店

四季旬彩 あらき 奈良市 学園北１－１５－２６　ニューロータリー壱番
館　Ｂ１ 飲食店

RAPT bis 奈良市 学園北１－８－８　サンライトビルＢ１Ｆ サービス

啓林堂書店 学園前店 奈良市 学園北１－９－１ ショッピング

肉よし 学園前店 奈良市 学園北１－９－１　パラディ学園前Ｂ１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サブウェイ パラディ学園前店 奈良市 学園北１－９－１　パラディ学園前南館　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉とみや学園前本店 奈良市 学園北２ー５－９ 飲食店

CADASWEST 奈良市 学園大和町２－１２５－１０ サービス

びっくりドンキー 奈良学園前店 奈良市 学園大和町２－１２６ 飲食店

越後学園前店 奈良市 学園大和町２－２３０－１　学園前ドリ－ムマ
ンション 飲食店

ピザリア ニューエイジ 本店 奈良市 学園大和町５－４ ショッピング

サン・ヴァンサン 奈良市 学園朝日町２－２　米田ビル　１０２ ショッピング

柿の葉ずしヤマト奈良宝来店 奈良市 宝来４－１７－１８ ショッピング

山崎屋 宝来店 奈良市 宝来町９８１－１ ショッピング

桃花源 奈良市 富雄元町１－２４－２４　トミオコート　１Ｆ 飲食店

メローネ 奈良市 富雄元町３－１－１７ ショッピング

ジンギスカン・韓国料理春川 奈良市 富雄元町４－１－２６ 飲食店

さくら町バール 奈良市 小西町１５　中山ビル　２Ｆ 飲食店

IVAn＆LIZ 奈良市 小西町１９　マリアテラスビル３Ｆ サービス

ポンテロッソ 奈良市 小西町２　 飲食店

ステーキ関 奈良市 小西町２１－１　ならら　１Ｆ 飲食店

bijou 奈良市 小西町２９－１ サービス

おちゃのこ 奈良市 小西町３５－２　コトモール１Ｆ ショッピング

かつや奈良尼辻店 奈良市 尼辻町４３１－３ 飲食店

炭火焼肉 璃衞 奈良市 恋の窪１－１９－３０ 飲食店

天極堂 奈良本店 奈良市 押上町１－６ ショッピング

千壽庵吉宗 奈良総本店 奈良市 押上町３９－１ 飲食店

天下一品 押熊店 奈良市 押熊町１１３０－４　新田ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店

Japan－gem 奈良市 押熊町１５７２－１ サービス

越後 押熊店 奈良市 押熊町１５７５番１号 飲食店

中谷本舗 平城山店 奈良市 押熊町２１４１－１ ショッピング

天平庵 奈良押熊店 奈良市 押熊町２１９８－１ 飲食店

千壽庵吉宗 押熊店 奈良市 押熊町９４２－１ 飲食店

Soin de brace 高の原 奈良市 朱雀３－１４－１　プロムナーデ高の原　１－
Ａ サービス

板前焼肉 一輪 奈良市 杉ヶ町１７－３ 飲食店

焼肉なら八本店 奈良市 杉ヶ町３２－１ 飲食店

ととぎん近鉄奈良駅前店 奈良市 東向中町５－１　浅川ハーベストビル 飲食店

柿の葉すし本舗たなか なら本店 奈良市 東向中町５－２ ショッピング

PHOTO GARDEN 奈良市 東向北町２２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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本家菊屋 奈良店 奈良市 東向北町２５ 飲食店

文楽 奈良東向通店 奈良市 東向南町１９　吉田ビル１Ｆ 飲食店

天下一品東向店 奈良市 東向南町２ 飲食店

チャイナダイニング飛天 奈良市 東向南町２６ 飲食店

山崎屋 本店 奈良市 東向南町５ ショッピング

ビッグ．ナラ 本店 奈良市 東木辻町４５－２ ショッピング

Ricol．．．cadeau 奈良市 東登美ヶ丘１－１－７ サービス

キャパトル 登美ヶ丘店 奈良市 東登美ヶ丘４－２４－１５ 飲食店

中谷本舗 三条店 奈良市 林小路町１７－１ ショッピング

シューズ愛ランド 奈良柏木店 奈良市 柏木町５８１－１ ショッピング

焼肉八七 奈良市 横井１－７１３－１ 飲食店

株式会社夢窓庵 奈良市 水門町７０－７－１－２ 飲食店

串揚げ　和 奈良市 油阪地方町５　マツヤマビル２Ｆ 飲食店

シー・ユー 奈良店 奈良市 法華寺町１３４－１ ショッピング

和洋ばる　Pon’s　Kitch 奈良市 法華寺町２３７－１　石原マンション１Ｆ 飲食店

オランダ屋 奈良店 奈良市 法蓮佐保山３－１－２３ 飲食店

ココス奈良鴻ノ池店 奈良市 法蓮佐保山３－２－１４ 飲食店

梅乃家 奈良市 法蓮町１２９３ 飲食店

くるみの木 奈良市 法蓮町５６７－１ 飲食店

cage 奈良市 法蓮町５６７－１ ショッピング

ムッシュペペ 奈良市 登大路町５８－１ 飲食店

板前焼肉一 奈良市 登美ヶ丘２－３－１３ 飲食店

ハピネスクローバー学園前店 奈良市 登美ヶ丘４－３－１０ サービス

ヴィラージュ川端 本店 奈良市 石木町３６８－１ 飲食店

オランダ屋 富雄店 奈良市 石木町６３１－１ 飲食店

Vent－cloudLOCUS 奈良市 神功４－２－２２ サービス

冨久傳 奈良市 福智院町３１番地　 飲食店

つる由 奈良市 脇戸町２２－１ 飲食店

和やまむら 奈良市 芝辻町２－１１－１５－１０５ 飲食店

すし処魚正 奈良市 芝辻町２－１１－５１　パラッツォ新大宮　１
０３ 飲食店

桃谷樓 奈良市 芝辻町２－１１－６ 飲食店

串天力一 奈良市 芝辻町４－６－１０ 飲食店

リストランテ リンコントロ 奈良市 薬師堂町９ 飲食店

いちおしや伝五郎 西ノ京店 奈良市 西ノ京町１３７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ガトードボワ 奈良市 西大寺南町１－１９－１０１ 飲食店

サブウェイ 近鉄西大寺駅前店 奈良市 西大寺東町２－１－６３　サンワシティ西大寺
　１Ｆ 飲食店

Brandnew大和西大寺店 奈良市 西大寺東町２－１－６３　サンワシティ西大寺
　２Ｆ サービス

ジュンク堂書店奈良店 奈良市 西大寺東町２－４－１　ならファミリー　４Ｆ ショッピング

地鶏炭火焼 鶏扱説明所 奈良市 西大寺栄町２－１２　新奥田ビル１Ｆ 飲食店

西大寺バル 奈良市 西大寺栄町３－１０　 飲食店

啓林堂書店 奈良店 奈良市 西御門町１－１ ショッピング

天うま 奈良市 西御門町１１－１１　プライムビル　６Ｆ 飲食店

キャパトル なら店 奈良市 西御門町２８　北川ビル　１Ｆ 飲食店

柿の葉すし本舗たなか 奈良ショップ 奈良市 西御門町２８　北川ビル　１Ｆ ショッピング

BigMountainCafe＆Farm 奈良市 西新在家町２０ 飲食店

珈琲＆紅茶館 奈良市 西木辻町１２６ ショッピング

ふぐ照 奈良市 西木辻町１４６－５　ハートフル２１ 飲食店

炭火焼肉とみや 登美ヶ丘店 奈良市 西登美ヶ丘１－４－１５ 飲食店

柿の葉すし本舗たなか がくえんまえ店 奈良市 西登美ヶ丘２－２－８ ショッピング

ステーキハウス縁 奈良市 角振新屋町１０　パーキング森山　２Ｆ 飲食店

CHAMI 奈良市 角振新屋町６－２ ショッピング

やきとら 奈良市 角振町２３　中室ビル　１Ｆ 飲食店

La fith hair bambi 奈良市 角振町３１　モトイケビル　２Ｆ サービス

ブランジェリーRiche 奈良市 角振町５ 飲食店

ショッピングプラザ たけよし 奈良市 都祁白石町１０１６ ショッピング

クシタニハリテラス店 奈良市 針町３４５ ショッピング

奈良而今 奈良市 鍋屋町３ 飲食店

久家 奈良市 鍋屋町５　 飲食店

糸季 奈良市 高御門町１８ ショッピング

ゆき亭 奈良市 高御門町４－１　 飲食店

うな菊 奈良市 高畑町１１３０ 飲食店

aile 富雄店 奈良市 鳥見町１－１－６ サービス

タンしゃぶ鍋と焼肉の店 こいずみ 奈良市 鶴舞東町２－２５　第一岡田ビル　１Ｆ 飲食店

一夜堂 宇陀市 室生７１７－１ ショッピング

キモノ座 服部 宇陀市 室生三本松３９２７－１ ショッピング

たつ屋 サンクシティ榛原店 宇陀市 榛原下井足４９－１　サンクシティ榛原　１Ｆ ショッピング

和カフェ＆ダイニング　きえん 宇陀市 榛原萩原２４５５－１４　 飲食店

うし源本店 宇陀市 榛原萩原２４８２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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酒食市場エポックはいばら店 宇陀市 榛原長峯４５２ ショッピング

エーコープ 榛原店 宇陀市 榛原額井１０５０－１ ショッピング

COSME　SALON　あこ 御所市 大広町１９８－１　 サービス

柿の葉ずしヤマト御所店 御所市 東松本２８４－１ ショッピング

erg JAPAN 御所市 東松本７－６ サービス

白雲庵 御所市 櫛羅２４４０－７　 飲食店

ワークショップトータル奈良店 桜井市 三輪１４５－１ ショッピング

焼肉ホルモン韓国料理 晋州亭 桜井市 上之庄８３９－１ 飲食店

ザ・セイリングバー 桜井市 吉備５６４－３　ＳＨＲビル　５Ｆ 飲食店

天平庵三輪本店 桜井市 吉備５７６－１ 飲食店

飛鳥彩瑠璃の丘天極堂 桜井市 山田６９２ 飲食店

浜鮨 桜井市 川合２５７－５ 飲食店

RAFFIGE 桜井市 東新堂４８８－１ サービス

ヘア－モ－ドサロンミヤケ 桜井市 桜井１０００　 サービス

いこい寿し 桜井市 桜井１９５－４　 飲食店

三輪山本 桜井市 箸中８８０ ショッピング

武 桜井市 粟殿１０２８－３ 飲食店

カットウェルズ桜井粟殿店 桜井市 粟殿６４７－２ サービス

千寿亭 桜井市 芝２９３ ショッピング

てのべ たかだや 桜井市 芝３７４－１ ショッピング

ココス桜井店 桜井市 谷２４９－１ 飲食店

オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井 桜井市 高家２２１７ 飲食店

柿の葉ずしヤマト 桜井店 桜井市 黒崎７１９－１ ショッピング

吉方庵 橿原店 橿原市 久米町３９７－１ ショッピング

hoopla2 橿原市 久米町５３３－１　前田ビル１０１ 飲食店

鳥やまぐち 橿原市 久米町６１８ 飲食店

ココス橿原神宮店 橿原市 久米町６８１ 飲食店

ガッツレンタカ-奈良橿原店 橿原市 久米町７１４－７ サービス

jogo Kashihara branch 橿原市 今井町３－１１－２２　２Ｆ 飲食店

きふう 橿原市 今井町４－２－１４ 飲食店

プティ·アルシェ 橿原市 兵部町６－１０ ショッピング

ハピネスクローバー八木店 橿原市 内膳町１－１－７１　ＹＳビル　１Ｆ サービス

hoopla 橿原市 内膳町１－２－１３　１Ｆ＆２Ｆ 飲食店

山葵 橿原市 内膳町１－３－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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八向 橿原市 内膳町１－３－５ 飲食店

たち花 橿原市 内膳町１－３－６ 飲食店

や台ずし 大和八木駅南口町 橿原市 内膳町１－４－１１ 飲食店

＃肉といえば松田 橿原市 内膳町１－５－２２ 飲食店

焼肉 樹苑 橿原市 内膳町１－６－６ 飲食店

つくし八木店 橿原市 内膳町５－１－１０ 飲食店

焼肉ホルモン将福 橿原市 内膳町５－１－１５ 飲食店

オズライン 橿原市 内膳町５－１８－１ サービス

レストラン カフェ ソラ 橿原市 内膳町５－３－３１ 飲食店

日本料理 山河 橿原市 内膳町５－３－３１ 飲食店

焼肉大和 橿原市 北八木町１－６－２３ 飲食店

La・fuwaja 橿原市 北八木町１丁目１－８　橿原中央ビル 飲食店

焼肉慶州橿原店 橿原市 北妙法寺町６１３ 飲食店

心 橿原市 十市町１２１３ サービス

かつや奈良橿原店 橿原市 十市町３９９－１ 飲食店

福寿館 本館 橿原市 十市町４２５－１ 飲食店

ステーショナリークラブ 橿原市 十市町４５２－１ ショッピング

EDEN 橿原市 十市町８３７－８　 飲食店

アップガレージ奈良橿原店 橿原市 十市町８３８－１　１Ｆ ショッピング

きてやこうて屋 橿原市 十市町８５４－３ ショッピング

開放倉庫 橿原店 橿原市 十市町８８８－５ ショッピング

Cuccha　Beccha 橿原市 四分町２－１　うねびクリニックモ－ル２Ｆ サービス

横田寿司橿原店 橿原市 四条町６３０－９ 飲食店

赤から 奈良橿原店 橿原市 土橋町１８５－１ 飲食店

活魚・割烹　日本海 橿原市 太田市町１９－１ 飲食店

moda 橿原市 常盤町５９９－１ サービス

四季の味壷井 橿原市 常盤町６００－１ 飲食店

お好み焼はここやねん橿原神宮前店 橿原市 御坊町６４－１ 飲食店

葛城Dining 橿原市 新堂町２６０－１　ヒカリプラザ１０１ 飲食店

びっくりドンキー橿原店 橿原市 新賀町１５７－２ 飲食店

花惣 八木店 橿原市 新賀町１８３－１ 飲食店

ヘアメイクシュシュ 橿原市 新賀町２３７－１　１Ｆ サービス

野菜と魚を楽しむ店 華 橿原市 新賀町２７１－１ 飲食店

丸源ラーメン 橿原店 橿原市 曲川町７－１２－２０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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APPLE 真菅店 橿原市 曽我町１０５３－２　丸美ビル　１Ｆ サービス

美らら JAPAN 橿原市 栄和町３４－１ サービス

活魚と日本料理　和楽心　橿原神宮店 橿原市 栄和町３６－１ 飲食店

エーコープ橿原店 橿原市 白橿町２－３１－２２ ショッピング

旬彩かづ 橿原市 石川町２－２　ハイム橿原　１０２ 飲食店

焼肉三日月 橿原市 縄手町３１－１　綿松第二ビル　１Ｆ 飲食店

パティスリー Neiro 橿原市 膳夫町４４２－１ 飲食店

Yosemite 橿原市 葛本町１４７－３ ショッピング

かにの家 橿原市 葛本町１８９－２ 飲食店

X－ARTSJAPAN 橿原市 葛本町７２１－１ サービス

藍亭 橿原市 葛本町７３－１ 飲食店

串かつ店 藍亭 橿原市 葛本町７３－１ 飲食店

焼肉きんぐ 橿原店 橿原市 葛本町７３５－６ 飲食店

マニスオブヘアー Lucia店 橿原市 葛本町７７２－５ サービス

シューズ 愛ランド 橿原店 橿原市 葛本町７９１－１ ショッピング

とりでん 橿原店 橿原市 葛本町７９３－１ 飲食店

ココス橿原店 橿原市 葛本町８２８－１ 飲食店

TEMPO TOWN 橿原市 西新堂町１２５－２ ショッピング

カネキモリカワ 橿原市 西池尻町３５１ ショッピング

柿の葉ずしヤマトあすか店 橿原市 見瀬町八反田７０１－１ ショッピング

モリモト 橿原市 醍醐町３６１－９ ショッピング

ImagamI 橿原市 雲梯町１４６－３ 飲食店

鮓 恷兵 橿原市 雲梯町８６６－１ 飲食店

Barber 226 生駒市 あすか野南２－１－７ サービス

パン工房 西山荘 生駒市 上町１９－１ 飲食店

ef Nail＆frill eye 生駒市 上町３５３５－６ サービス

ピザリア ニューエイジ 北生駒店 生駒市 上町４１４３－１ ショッピング

ル－チェサンタルチア生駒店 生駒市 上町５ 飲食店

Beni 生駒市 俵口町１１１３－１４ サービス

かみきりや Acquto 生駒市 元町１－１３－１　グリーンヒル生駒３０３ サービス

文具のいなもり 生駒市 元町１－３－１５ ショッピング

炭火焼鳥 にんまり 生駒市 元町１－３－２６ 飲食店

イタリア風料理 トヨジタリーノ 生駒市 元町２－１－２３ 飲食店

地鶏炭火焼 鶏扱説明所 生駒店 生駒市 北新町１０－３６　ベルテラスいこま３０２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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宮脇書店 生駒北店 生駒市 北田原町２２３４－１ ショッピング

天下一品 東生駒店 生駒市 小明町１０５７－１ 飲食店

タイヤガーデン 生駒 生駒市 小明町２１０２－３ ショッピング

ステーキハウス 杏樹 生駒市 小明町５４１－３　池田ビル　１Ｆ 飲食店

牛玉 生駒本店 生駒市 小瀬町９５－１ ショッピング

アルク アン シエル パティスリー 生駒市 東松ヶ丘２－１　グランピア生駒　１Ｆ 飲食店

communico 生駒市 東生駒２－２０７－１－１１１ 飲食店

パティスリー アンバトー 生駒市 東生駒月見町１９０ー１　ＮＡＷＡＴＥ１１０
２ 飲食店

ココス東生駒店 生駒市 東菜畑１－２９４ 飲食店

ル ジャルダン ヴェール 生駒市 真弓１－１－８　ディアコート真弓　１０５ 飲食店

LANDER BLUE 生駒市 真弓１－５－１２ サービス

かしき屋 福茂千 生駒市 真弓南１－１０－８ 飲食店

帯ときもの　やまぐち 生駒市 真弓南１丁目６－１　 ショッピング

Charleston 生駒市 西松ヶ丘１－４３　ナビール三和２０４ 飲食店

ネイル＆アイサロン エコル 生駒店 生駒市 谷田町１６００　アントレ生駒１Ｆ サービス

誠すし 生駒市 谷田町８０８　ナカノビル１Ｆ 飲食店

CINQ　REPO 生駒市 谷田町８９０－１１　 サービス

ワークショップトータル平群店 生駒郡平群町 椿井４４９ ショッピング

エーコープ ハートフルへぐり 生駒郡平群町 福貴１２４８ ショッピング

mamma 生駒郡平群町 菊美台１丁目７－３３ 飲食店

平宗 法隆寺店 生駒郡斑鳩町 法隆寺１－８－４０ ショッピング

SR美容室 王寺本店 生駒郡斑鳩町 神南５－３１６－１９ サービス

紫微星 奈良店 生駒郡斑鳩町 龍田西５－１－３ 飲食店

越後 斑鳩店 生駒郡斑鳩町 龍田西７－３－４ 飲食店

キャパトル 田原本店 磯城郡田原本町 三笠１０８－５ 飲食店

肉匠迎賓館 磯城郡田原本町 八尾５８４－２ ショッピング

RIN HAIR FACTORY 磯城郡田原本町 千代５７２－１ サービス

中谷本舗 田原本店 磯城郡田原本町 唐古８０－５ ショッピング

クロスポイント 磯城郡田原本町 鍵３０３－１ ショッピング

トーカイ 田原本店 磯城郡田原本町 阪手６４４－１ ショッピング

LiriJAPAN 磯城郡田原本町 阪手６４５－２ サービス

肉のふくにし 葛城市 八川１０４－３ ショッピング

活魚と日本料理　和楽心　新庄店 葛城市 北花内１７１－５ 飲食店

赤から 奈良葛城店 葛城市 北花内５１９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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たけ鮓 葛城市 南花内３６－９　 飲食店

道の駅かつらぎ 直売所 葛城市 太田１２５７ ショッピング

理容サービス 葛城忍海店 葛城市 忍海３７－１ サービス

びっくりドンキー大和新庄店 葛城市 東室１４９－１ 飲食店

梅乃屋本舗 葛城市 東室２０ ショッピング

サンオーキッド 葛城市 染野５０５ ショッピング

柿の葉ずしヤマト 当麻店 葛城市 當麻３８９－１ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか 葛城店 葛城市 竹内３８１ ショッピング

酒食市場エポックかつらぎ店 葛城市 葛木１２２－１ ショッピング

アストロプロダクツ 葛城店 葛城市 薑１０８－１ ショッピング

CELUXJAPAN 香芝市 すみれ野１－１７－１ サービス

電材買取センター 香芝店 香芝市 上中２０４－１ ショッピング

焼肉のはなぶさ 香芝市 上中５２－４ 飲食店

びっくりドンキー香芝店 香芝市 上中６２－１－６９－３ 飲食店

赤から 奈良香芝店 香芝市 上中７７９－１ 飲食店

日本料理　卯之庵 香芝市 下田東１丁目４７０　 飲食店

BelleVie 香芝市 下田西３－５－２７ サービス

鶴橋風月　香芝インター店 香芝市 今泉４５５－１ 飲食店

柿の葉ずしヤマト 香芝店 香芝市 今泉４５６－１ ショッピング

中国酒菜 鉄心 香芝市 別所１２１－１ 飲食店

ふぐ政　香芝店 香芝市 北今市４丁目３１３－１　 飲食店

ステラリュヌ 香芝市 旭ケ丘１－２７－２ 飲食店

あんどう 香芝市 旭ヶ丘１－２９－４ 飲食店

ぱん焼人 こうじろう 香芝市 旭ヶ丘３－２－６ 飲食店

株式会社 アップルハウス 香芝市 瓦口２０２８ ショッピング

鮓かしな 香芝市 瓦口２２５０－１　笑美縁Ａ 飲食店

焼肉小風神香芝店 香芝市 瓦口２２５１－１ 飲食店

創彩焼鳥 味人 香芝市 瓦口２３２０ 飲食店

柿の葉すし本舗たなか 香芝店 香芝市 畑３－９４２ ショッピング

SR真美ヶ丘店 香芝市 真美ヶ丘２－１３－７ サービス

Diva 香芝店 香芝市 真美ヶ丘５－３－２４ サービス

CUT5 香芝市 真美ヶ丘５－３－３０ サービス

ファストネイル真美ヶ丘店 香芝市 真美ヶ丘５－５－１５ サービス

ingsJAPAN 香芝市 真美ヶ丘５－５－２５ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カフェ ポワン 香芝市 真美ヶ丘５－５－３ 飲食店

Hair Garden Rocca 香芝市 真美ヶ丘６－２－３ サービス

アネモネ 真美ケ丘店 香芝市 真美ヶ丘６－２－４ サービス

鮨割烹 あい川 香芝市 磯壁３－９６－３ ショッピング

クロスヘアー 香芝市 穴虫７０－１ サービス

ジュンテンドー 香芝店 香芝市 良福寺１５８－１ ショッピング

株式会社そまもと 香芝市 良福寺２７２－１ ショッピング

BONDhairstage良福寺店 香芝市 良福寺６６９－１ サービス

DONNA旭ヶ丘店 香芝市 逢坂８－２２２ サービス

jogo 香芝市 逢坂８－２２６－１ 飲食店

シャクティ 香芝市 鎌田４１９－１ 飲食店

中国料理 四川亭 香芝市 鎌田４１９－１９ 飲食店

かつや奈良香芝店 香芝市 高１３７－１ 飲食店

理容サービス 香芝店 香芝市 高１４０－１ サービス

吉野ストア 高取店 高市郡高取町 観覚寺７３６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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