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テバス 高の原店 奈良市 右京１－４　サンタウンプラザひまわり館１Ｆ 飲食店 JS-0004-2146

やきにく HYAKURAN 奈良市 右京１－４　サンタウンプラザひまわり館１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0017

レストランパザパ 奈良市 右京４－１３－６ 飲食店 JS-0001-8546

天下一品 押熊店 奈良市 押熊町１１３０－４　新田ビル１Ｆ・２Ｆ 飲食店 JS-0004-6920

王道押熊店 奈良市 押熊町２２６９－２５０　　 飲食店 ZN-0002-0003

蕎麦とうなぎの店 紅屋 奈良市 押上町９－１ 飲食店 JS-0005-1976

奈間蔵 栄 三条店 奈良市 下三条町２－１ 飲食店 JS-0003-4988

沖縄酒場 海風 奈良市 下三条町３６　タケダビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1029

奈良めし 板焚屋 奈良市 下三条町４４－３ 飲食店 JS-0000-3919

ビストロ中華へいぞう 奈良市 花芝町６　プラザ花芝１０３ 飲食店 JS-0002-4122

魚創作料理花しば 奈良市 花芝町８－２　　 飲食店 ZN-0001-9986

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 ZN-0002-0047

LAMPBAR 奈良市 角振町２６　いせやビル１０４号　 飲食店 ZN-2000-1011

魚いち 奈良市 角振町３１－１　モトイケビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7256

花垣 奈良市 学園南２－１３－２　　 飲食店 ZN-2000-0239

弁慶学園前店 奈良市 学園北１－１－１　ルシエル学園前２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2076

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 JS-0004-8768

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 JS-0002-3581

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 AL-0000-0004

炭火焼肉とみや 奈良市 学園北２－５－９　 飲食店 SL-2001-1841

PUBLICHOUSERitz 奈良市 橋本町１－１　ならまち長屋　　 飲食店 ZN-0001-9948

ビストロ ル・クレール 奈良市 高天町４８　森田ビル　　 飲食店 ZN-0001-9823

ラサボジュン奈良 奈良市 高畑町１０９８－１ 飲食店 JS-0005-8893

馬の目 奈良市 高畑町１１５８ 飲食店 JS-0003-8520

Pepita D’oro 奈良市 今御門町２８　　 飲食店 ZN-0001-9851

天平倶楽部 奈良市 今小路町４５－１　 飲食店 SL-2000-0136

DINING KITCHEN BASE 奈良市 三碓１－２－１１　ヨシエビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6951

ならやま野鶏 奈良市 三碓１－２－１１　富雄ヨシエビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9800

なべや焼肉店 奈良市 三碓町２２５０－５ 飲食店 JS-0005-2037

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 JS-0001-6899

肉料理かわせみ 奈良市 三条宮前町２－２　　 飲食店 ZN-0001-9977

焼肉ダイニング ハコニワ 奈良市 三条宮前町２－３１ 飲食店 JS-0002-4121

炭 EMMA 奈良市 三条宮前町２－５０ 飲食店 JS-0003-5253

ペガサス 奈良市 三条大路１－１－８８　　 飲食店 ZN-0001-9822

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 JS-0002-7887

地場料理とおいしいお酒 KURA 奈良市 三条町４８２－１　　 飲食店 ZN-0001-9916

大和 CAFE 奈良市 三条町４８５　　 飲食店 ZN-0001-9925

やまと庵はなれ 奈良市 三条町４９５　バナナビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9903

Naramanger 奈良市 三条町４９５　バナナビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0060

やまと庵 本店 奈良市 三条町４９５－１　　 飲食店 ZN-0001-9810
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和牛寿司と肉料理 LABO 奈良市 三条町４９９　ＦアンドＦスクエア３Ｆ 飲食店 JS-0002-8889

大和乃山賊 奈良市 三条町５１１　正木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6471

たつ屋奈良駅前店 奈良市 三条町５１２－３　カーサフクムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9864

四季遊人 JR 奈良駅前店 奈良市 三条町５２３－１　　 飲食店 ZN-2000-5922

ラルナ 奈良市 三条町６０６－８　ジョイパレス奈良駅前パート５－５０２　 飲食店 ZN-2000-3026

彩夢 奈良市 三条添川町１－５　サンフェアリー３ 飲食店 JS-0002-5289

鍋処 ふく平 奈良市 三条添川町４－３７ 飲食店 JS-0001-9335

コードバイヘアーアンドメイクアクチュアル 奈良市 三条添川町４－３７ 飲食店 JS-0002-8927

多楽 奈良市 四条大路１－３－１０ 飲食店 JS-0002-9578

炭火焼肉 なご味 奈良市 四条大路１－３－１０ 飲食店 JS-0003-0517

Cafe ＆ Dining Tigre 奈良市 芝辻町４－１０－１２－１０１ 飲食店 JS-0002-2235

居酒屋 どっこいしょ 奈良市 芝辻町４－１－９ 飲食店 JS-0002-3670

大和骨付鳥 一勝 奈良市 芝辻町４－２－１０　ニューコーポラス２Ｆ 飲食店 JS-0004-7312

アシュラン ステーキ 奈良市 芝辻町４－２－１０　ニューコーポラス新大宮１Ｆ 飲食店 JS-0004-2722

特選和牛 霜月 奈良市 芝辻町４－５－２　新大宮グリーンビル１０１ 飲食店 JS-0000-9542

串天力一 奈良市 芝辻町４－６－１０　　 飲食店 ZN-0001-9868

雅庵 奈良市 芝辻町５０７－１　第２中村ビル１０２ 飲食店 JS-0000-2723

やきとり濔風 奈良市 芝辻町５０７－１　第二中村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9953

ミルフィーユ 奈良市 朱雀１－８－７ 飲食店 JS-0004-4636

野菜ダイニング菜宴 奈良市 小西町１９　マリアテラスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9876

ポンテロッソ 奈良市 小西町２　　 飲食店 ZN-0001-9959

大和 きらら 奈良市 小西町２１－１ 飲食店 JS-0004-5049

おちゃけや 奈良市 小西町２１－１　　 飲食店 ZN-0002-0048

浜焼太郎近鉄奈良 奈良市 小西町２１－１　２Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0005-0124

ハイボール酒場 ウエスタン純 奈良市 小西町２１－１　な・ら・ら１Ｆ 飲食店 JS-0002-7128

ステーキ関 奈良市 小西町２１－１　な・ら・ら１Ｆ 飲食店 ZN-0001-9931

鶏っく近鉄奈良駅前店 奈良市 小西町２１－１　な・ら・ら２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-2063

おちゃのこ 奈良市 小西町３５－２　コトモール１Ｆ 飲食店 JS-0003-8258

焼肉製作所 神神 奈良市 小西町８－１　ラフィーヌ東洋５Ｆ 飲食店 SL-2000-0650

スッスイタリアンダイニング 奈良市 松陽台２－２０－７　　 飲食店 ZN-0001-9834

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 ZN-0001-9958

ステーキ 雪峰 奈良市 神功３－１－６ 飲食店 JS-0000-0422

アルペンローゼレストラン部門 奈良市 神功４－６－６　　 飲食店 ZN-0001-9960

太郎助 奈良市 杉ヶ町１４－１　第１西田ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-6003

板前焼肉 一輪 奈良市 杉ヶ町１７－３ 飲食店 JS-0000-2394

焼肉なら八本店 奈良市 杉ヶ町３２－１　　 飲食店 ZN-2000-5357

大和骨付鳥一勝 近鉄奈良駅店 奈良市 西御門町１１－１１　プライムビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9156

セヴ 奈良市 西寺林町１９－１　　 飲食店 ZN-0001-9894

梁山泊 奈良市 西城戸町１３　　 飲食店 ZN-0001-9809

BigMountainCafe ＆ Farm 奈良市 西新在家町２０　 飲食店 SL-2000-4034

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 JS-0004-8834

西大寺バル 奈良市 西大寺栄町３－１０ 飲食店 JS-0000-9586

日本料理うえだ 奈良市 西大寺栄町３－１２　サンク栄町ビル第２－１０２　 飲食店 ZN-0001-9976

きと庵 奈良市 西大寺国見町１－７－１０ 飲食店 JS-0000-7904
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StEAK JiN 奈良市 西大寺芝町１－２－１ 飲食店 JS-0002-5749

笑来酒屋 月下美人 西大寺駅前店 奈良市 西大寺小坊町１－５　日吉ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5091

月組 奈良市 西大寺東町１－４－８　アルファライラビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2107

ニクバルダカラ大和西大寺店 奈良市 西大寺東町２－１－６３　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9983

テバス 西大寺店 奈良市 西大寺東町２－１－６３　サンワシティ西大寺Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-5358

炭焼き とりっこ 奈良市 西大寺本町２－２４ 飲食店 JS-0000-0457

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 JS-0004-8838

レストランラ・カシェット 奈良市 西登美ヶ丘５－３－５　　 飲食店 ZN-0001-9831

四季彩料理 利光 奈良市 西木辻町１００－１ 飲食店 JS-0000-4067

ふぐ照 奈良市 西木辻町１４６－５　ハートフル２１　 飲食店 ZN-0001-9980

味季ぶん花一輪 奈良市 西木辻町２０８－１　　 飲食店 ZN-0001-9801

炭火・地鳥鳥 奈良市 大宮町１－１－２１　　 飲食店 ZN-0001-9828

まるしん JR 奈良店 奈良市 大宮町１－３－３１ 飲食店 JS-0001-2836

ピッツェリア ルナノーヴァ 奈良市 大宮町２－１－３５ 飲食店 JS-0005-9029

鉄処 奈良市 大宮町２－４－１ 飲食店 JS-0005-9280

鳥八 奈良市 大宮町３－４－２５　やまと建設第一ビル 飲食店 JS-0000-4099

魚菜 まつむろ 奈良市 大宮町４－３０２－４　ヤマダビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9665

奈良うまいもんや 輝 奈良市 大宮町４－３０６－１　コーポサンライズ１Ｂ 飲食店 JS-0000-5374

信天 遊歌 奈良市 大宮町５－３－２０　アクシス大宮６Ｆ 飲食店 JS-0002-0057

BuonoBuono 奈良市 大宮町５－４－３　　 飲食店 ZN-0002-0051

た藁や 新大宮店 奈良市 大宮町６－１－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1914

奈間蔵 栄 新大宮店 奈良市 大宮町６－２－１１ 飲食店 JS-0003-3253

お料理枯淡 奈良市 大宮町６－２－１７　千曲ビル　　 飲食店 ZN-0001-9807

漸 奈良市 大宮町６－３－２５　新大宮ヨシエビル３Ｆ－３０１ 飲食店 JS-0003-6546

日本料理みや田 奈良市 大宮町６－３－２９　日宝阪奈ビル１－Ｂ－３　 飲食店 ZN-0001-9818

遊食彩 KONISHI 奈良市 大宮町６－３－２９　日宝阪奈ビル２－Ｃ 飲食店 JS-0002-0313

居酒屋びんび 奈良市 大宮町６－４－１３　コーポ大宮１０２　 飲食店 ZN-0001-9817

ソウルの家 奈良市 大宮町６－４－８　　 飲食店 ZN-0001-9821

Fuwafuwa 奈良市 大宮町６－５－１２　アルファスクエア３Ｆ－Ａ　 飲食店 ZN-2000-3114

四季の味圓通 奈良市 大宮町６－５－１４　　 飲食店 ZN-0001-9877

ぎん舎利 奈良市 大宮町６－６－６　文屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-6023

アイリス 奈良市 大宮町６－７－８　アルファプラザ６Ｆ－１　 飲食店 ZN-2000-5656

三九みつまた 奈良市 大宮町６－９－１０　田澤ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9813

泳ぎイカ九州炉端弁慶新大宮店 奈良市 大宮町６－９－４　ウインズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1927

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 JS-0000-5342

焼肉ホルモン かいと 奈良市 大宮町６－９－８　　 飲食店 ZN-0001-9897

オオミヤバル 奈良市 大宮町６－９－８　　 飲食店 ZN-0001-9996

四季の鮨蔵人 奈良市 大宮町６－９－８　岡田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9833

居酒屋よしべえ 奈良市 大宮町７－２－３７ 飲食店 JS-0000-3891

しゃぶ亭脇阪 奈良市 樽井町５　　 飲食店 ZN-0001-9932

かめや 奈良市 樽井町９　　 飲食店 ZN-0001-9880

北海道知床漁場近鉄奈良駅前店 奈良市 中筋町６　奈良ラインハウス４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1912

レストラン PAO 奈良市 中山町１４２９－１　　 飲食店 ZN-0001-9815

Link － Cafe 奈良市 中山町１７４２－１ 飲食店 JS-0002-2201
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ちょい呑み まんまや 奈良市 中山町西４－５３５－４８９　コーポ学園前１０３ 飲食店 JS-0004-7825

はり新 奈良市 中新屋町１５ 飲食店 JS-0003-0519

大阪王将 奈良学園前店 奈良市 中町１－９６ 飲食店 JS-0005-4999

飛天誠華 奈良市 鳥見町１－１－４　広徳マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0016

小粋料理 万惣 奈良市 鶴舞東町２－２６　サンクレイン２０１ 飲食店 SL-2000-4305

ムッシュペペ 奈良市 登大路町５８－１ 飲食店 JS-0003-0228

吉四六 奈良市 登美ヶ丘３－１２－７　エレガンス登美ヶ丘１Ｆ 飲食店 JS-0002-9630

奈良の酒蔵全部呑み うまっしゅ 奈良市 東向中町１１ 飲食店 JS-0004-1509

GRANCHA 口福茶寮 奈良市 東向中町２２ 飲食店 JS-0004-2209

大和茶大福餅専門店 GRANCHA 奈良市 東向中町２２ 飲食店 JS-0005-0955

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 ZN-0001-9909

かっちゃんの大衆酒場 theSTAND 奈良市 東向南町１４　ほていやビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9974

一条奈良東向店 奈良市 東向南町１５　　 飲食店 ZN-0001-9933

ベトナム料理 コムゴン 奈良 奈良市 東向南町１９　２Ｆ 飲食店 JS-0001-6536

文楽 奈良東向通店 奈良市 東向南町１９　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5520

奈良乃舎 奈良市 東向南町２３　上田ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9886

チャイナダイニング飛天 奈良市 東向南町２６　　 飲食店 ZN-0001-9882

ステーキ 中山 奈良市 東寺林町７　サンフェアリー１Ｆ 飲食店 JS-0004-3048

まつ喜 奈良市 東城戸町１６－１ 飲食店 JS-0002-8642

炭火焼肉 杜 奈良市 鍋屋町２－１　シティーホームズ女子大前２Ｆ 飲食店 JS-0002-8056

奈良而今 奈良市 鍋屋町３　　 飲食店 ZN-0002-5698

お料理 久家 奈良市 鍋屋町５　 飲食店 SL-2000-2755

鉄板 根っ子 奈良市 南京終町３－１５３１　谷川ビル１０２ 飲食店 JS-0002-9460

ならやま茶館 奈良市 南市町１４－６ 飲食店 JS-0005-8210

京家 奈良市 南市町２７ 飲食店 JS-0000-3506

Fiddich 奈良市 南市町４　植畑ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9872

nakamuraya 奈良市 南市町８－１ 飲食店 SL-2000-5012

PIZZERIA ICARO 奈良市 二条大路南５－２－４８ 飲食店 JS-0003-0110

Deefuu 奈良市 二条町１－１－６８　第一福井ビル１０３ 飲食店 SL-2000-1081

プチレストラン ボーノボーノ 奈良市 富雄元町２－２－６　トミオビル１－Ｂ 飲食店 JS-0000-9758

鉄板キッチン「cona」 奈良市 富雄元町２－６－４７ 飲食店 JS-0002-1985

和だいにんぐ YUBA 奈良市 富雄元町２－６－４７　ライオンズプラザ富雄北－２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1328

グリーンガーデン 奈良市 富雄元町３－１－１９　辻内マンション１Ｆ－Ｄ 飲食店 JS-0001-9663

波平 富雄店 奈良市 富雄北１－３－５ 飲食店 JS-0004-5310

ケンエ薬局 奈良市 富雄北１－３－５ 飲食店 JS-0004-6848

冨久傳 奈良市 福智院町３１　　 飲食店 ZN-0002-0006

割烹にし田 奈良市 宝来２－９－４ 飲食店 JS-0001-7530

和洋ばるポンズキッチン 奈良市 法華寺町２３７－１　石原マンション１０２　 飲食店 ZN-0001-9990

ならじろう 奈良市 法華寺町２３７－１　石原マンション１０３ 飲食店 JS-0005-1124

オランダ屋 奈良店 奈良市 法蓮佐保山３－１－２３ 飲食店 JS-0005-1835

イル・ベーネ 奈良市 法蓮佐保山３－２－１６　　 飲食店 ZN-0001-9952

梅乃家 奈良市 法蓮町１２９３ 飲食店 JS-0004-6525

ステーキ伊達 奈良市 法蓮町４１２－１　エステート１・１０２　 飲食店 ZN-0001-9826

弥生 奈良市 北之庄町１１－２ 飲食店 JS-0005-1891
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串揚げ 和 奈良市 油阪地方町５　マツヤマビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9217

燈火 奈良市 油阪地方町６－４　京ろまんビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9918

半蔵 奈良市 油阪町１１－４　第１中村ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9832

OIL SLOPE 奈良市 油阪町４４６－５　米澤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6918

居酒家 喜蔵 奈良店 奈良市 林小路町２３　イソカワビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-0057

suolo 奈良市 林小路町２３　いそかわビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3732

ナチュラルキッチン＋バーネロ 奈良市 林小路町３９　　 飲食店 ZN-0001-9846

テバス 奈良店 奈良市 林小路町４１　脇坂ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1675

炭火焼肉 璃衞 奈良市 恋の窪１－１９－３０ 飲食店 JS-0004-8690

酒楽 市橋 奈良市 六条１－１－１０　　 飲食店 ZN-0002-0032

Cafe ＆創作旬工房 こじか 奈良市 六条２－６－１１ 飲食店 JS-0004-5884

囲炉裏ダイニングたなか 奈良市 鵲町６－１１　　 飲食店 ZN-0001-9840

千壽庵吉宗 押熊店 奈良市 押熊町９４２－１ ショッピング JS-0005-4914

千壽庵吉宗 奈良総本店 奈良市 押上町３９－１ ショッピング JS-0005-4487

日本市奈良三条店 奈良市 角振新屋町１－１　ファインフラッツ奈良三条１Ｆ ショッピング JS-0002-2791

鶴屋徳満三条店 奈良市 角振新屋町４ ショッピング JS-0000-5244

こんきち 奈良市 角振新屋町６－３　　 ショッピング ZN-2000-4489

COUTURIER 奈良市 角振町２４－１　秋元ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-4591

おやゆびひめ 奈良市 角振町２４－４　　 ショッピング ZN-2000-3131

ブランジェリー Riche 奈良市 角振町５ ショッピング JS-0003-3741

フードショップいろは 奈良市 学園大和町３－８ ショッピング SL-2001-0173

Blue moon 奈良市 学園南３－９－４３ ショッピング JS-0000-5407

鶴屋徳満パラディ学園前店 奈良市 学園北１－１０－１　パラディＢ１Ｆ ショッピング JS-0000-5265

花工房 百花繚乱 奈良市 学園北１－１－１１　イブビル１Ｆ ショッピング JS-0000-7324

KURUKURU 学園前店 奈良市 学園北１－１１－１５ ショッピング JS-0003-2080

ブティックシンデレラ 奈良市 学園北１－１４－８　　 ショッピング ZN-0002-4575

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 JS-0004-0794

麻布おかい 奈良店 奈良市 橋本町７－１ ショッピング JS-0001-3740

砂糖傳 増尾商店 奈良市 元興寺町１０ ショッピング JS-0005-1233

遊中川本店 奈良市 元林院町３１－１ ショッピング JS-0002-4281

柿なら 奈良市 光明院町１０　安井ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7149

Zu － Ro design 奈良市 公納堂町１１　ならまち工房１Ｆ ショッピング JS-0000-2982

空－歩 奈良市 公納堂町１１　ならまち工房１Ｆ ショッピング JS-0000-2984

ひだまり薬局 田原店 奈良市 此瀬町３５７－１ ショッピング JS-0005-2170

スロージャム 奈良市 今御門町２ ショッピング JS-0000-1228

愛栽家族 ならやま店 奈良市 佐保台２－３５７６－１ ショッピング JS-0000-7313

FITTING STUDIO GOLF WARP 奈良市 佐保台西町９２　 ショッピング SL-2000-7508

ゴルフクラフト KEN 奈良市 左京１－８－１０ ショッピング JS-0002-4556

ジュエリー アイサンク 奈良市 三条町５１１　正木ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2314

制服なかむら本店 奈良市 三条町５５５ ショッピング JS-0005-4522

キングファミリー 西大寺店 奈良市 山陵町１２７－１ ショッピング JS-0004-8895

さくらパン工房 奈良市 四条大路４－１－７７－１ ショッピング JS-0004-5330

吉田蚊帳 奈良市 芝新屋町１ ショッピング JS-0003-3709

古美術友明堂 奈良市 春日野町２ ショッピング JS-0001-8827
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タイムスコレクション 奈良市 小西町１－８　ａｘｅｕｎｉｔ１Ｆ　 ショッピング SL-2000-9046

ブティック一番館 奈良市 小西町５　 ショッピング SL-2000-8819

奈良のすごいタオル屋さん ときどき猫 奈良市 上三条町２２－３　シャインロードミヤコ１０１ ショッピング JS-0002-4595

ScoLarnaraGOOFY 奈良市 上三条町２７－１　村田ビル３Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4578

一心堂 奈良市 上三条町３－９ ショッピング JS-0004-4524

アルペンローゼベーカリー部門 奈良市 神功４－６－７　　 ショッピング ZN-0002-3412

良品買館 押熊店 奈良市 神功５－５－２ ショッピング JS-0003-4688

ジュエヌ 奈良市 水門町５３ ショッピング JS-0000-4276

はるかぜ薬局 奈良市 西紀寺町３８　　 ショッピング PK-0000-8662

あーとぉ 奈良市 西寺林町１－１ ショッピング JS-0000-1717

ギャラリー たちばな 奈良市 西寺林町１８－１ ショッピング JS-0003-9836

Amboy 奈良市 西城戸町２４　貝本ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4778

奈良町資料館 奈良市 西新屋町１４－２　　 ショッピング ZN-0003-1359

めがね工房 奈良市 西大寺栄町３－１３　橋本ビル１０２ ショッピング JS-0000-7214

大和コロッケの店 西大寺駅店 奈良市 西大寺国見町１－１－１　 ショッピング SL-2000-7710

肉の霜月 奈良市 西大寺国見町１－１－１　タイムズプレイス西大寺内 ショッピング SL-2000-8607

Angel’s Tail 奈良市 西登美ヶ丘１－３－５ ショッピング JS-0002-0255

彩革 IDEA 工房 奈良市 西登美ヶ丘１－３－５　　 ショッピング ZN-2000-2098

ラナサイン工芸 奈良市 川上町８７３－１５８　　 ショッピング PK-0000-8302

クレージーモーターワークスムカイプレジャ 奈良市 大安寺６－１－１ ショッピング JS-0005-2556

マツモト金物 奈良市 大安寺西３－１１－１８－２ ショッピング JS-0003-3670

おもしろはうす スーク 奈良市 大宮町２－３－４－１０２ ショッピング JS-0000-0860

ソフトバンク新大宮 奈良市 大宮町３－５－３１ ショッピング JS-0000-8420

きものセレクトショップ 花椿 奈良市 樽井町２　１Ｆ ショッピング JS-0000-1190

スタジオ ガルボ 奈良市 中山町西１－７３０－１ ショッピング JS-0001-3765

IMPERIAL’S 奈良市 中山町西４－５３５－５４３ ショッピング JS-0000-0693

EnseShop 奈良店 奈良市 中新屋町２１－１ ショッピング JS-0005-8683

株式会社美和園芸 奈良市 椿井町５１ ショッピング JS-0002-8337

グレージ 奈良市 鶴舞東町２－１８　 ショッピング SL-2000-9252

ならの実 奈良市 鶴福院町１３　ならゴコロ１Ｆ ショッピング JS-0001-2077

Atelier Ozaki 奈良市 鶴福院町５ ショッピング JS-0005-1222

ギャラリー工房 朋 奈良市 登美ヶ丘１－３－１５ ショッピング JS-0002-0074

TEEPE 奈良市 東向中町１０ ショッピング JS-0000-3459

麻布おかい 東向店 奈良市 東向中町１６ ショッピング JS-0001-3731

萬勝堂 奈良市 東向中町２４－１ ショッピング SL-2000-3018

かぐや姫 奈良市 東向南町１　ＡＭ１２１　　 ショッピング ZN-2000-3128

ブティックフクノハコ 奈良市 東向南町２１　奈良観光会館１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4577

かんとりい 奈良市 東登美ケ丘４－１６－５　 ショッピング SL-2000-4414

カクレミノ家 奈良駅前店 奈良市 内侍原町１３ ショッピング JS-0003-2215

カギの救急車 奈良西店 奈良市 二条大路南１－１２２－１　二条大路ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0146

学園前インターナショナルテニスクラブ 奈良市 二名平野１－１６８０ ショッピング JS-0000-4174

良品買館 奈良店 奈良市 柏木町４０４－１ ショッピング JS-0003-4687

勉強堂 柏木店 奈良市 柏木町４５６－１ ショッピング JS-0003-4213

ジェイ・ネット・ナラ 奈良市 八条町３９４－２ ショッピング JS-0002-1066
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Le Petit Ete 奈良市 富雄元町２－６－３９ ショッピング JS-0001-5301

るーむインテリア 奈良市 富雄元町２－６－４０ ショッピング JS-0005-1298

メローネ 奈良市 富雄元町３－１－１７ ショッピング JS-0005-7924

Vent Deuxr 奈良市 富雄元町３－１－１９　辻内マンション１－Ｂ ショッピング JS-0005-1737

ドッグショップ プリシャス 奈良市 法蓮町４４５－１ ショッピング JS-0005-8973

pieni 35 奈良市 法蓮町５６７－１ ショッピング AL-0000-0022

NoiX La Soeur 奈良市 法蓮町５６７－１ ショッピング JS-0003-8307

cage 奈良市 法蓮町５６７－１ ショッピング JS-0003-8308

くるみの木 奈良市 法蓮町５６７－１ ショッピング JS-0003-8309

株式会社ホーリーエクイップ 奈良市 北之庄西町１－５－１１ ショッピング JS-0004-6981

PIRELLI 飛鳥 奈良市 北之庄町４３－４ ショッピング JS-0003-3605

革遊び HARUHINO 奈良市 餅飯殿町１１ ショッピング ZN-0002-5668

ペルシャ雑貨＆手織ラグメヘラリ・ショップ 奈良市 餅飯殿町１４　西村ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1955

魚万本店 奈良市 餅飯殿町１６　　 ショッピング ZN-2000-1611

have a golden day ！ 奈良市 餅飯殿町２７－２ ショッピング JS-0001-0340

SEED 奈良市 餅飯殿町３９－２　　 ショッピング ZN-0002-4592

atelierpassage 奈良市 餅飯殿町４０－４　平井ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-6281

RESERVA 奈良市 餅飯殿町４０－４　平井ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8490

アースワーク 奈良市 餅飯殿町４５　Ｎ－Ａ ショッピング JS-0000-4275

かにや 奈良市 餅飯殿町９ ショッピング AL-0000-0135

鹿野 奈良市 油阪地方町５　マツヤマビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1545

Lair 奈良市 油阪町４４６ ショッピング JS-0003-4676

花の店 WarM 奈良市 恋の窪２－１－８ ショッピング JS-0004-0704

空歩 元興寺前店 奈良市 鵲町１２－１ ショッピング JS-0002-7496

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 ZN-0003-0633

on：hair ＆ spa 奈良市 右京４－１２－３　　 サービス ZN-0002-7432

ハピネス高の原店 奈良市 右京４－１３－１　　 サービス ZN-0003-0654

Japan － gem 奈良市 押熊町１５７２－１　　 サービス ZN-0002-7282

museeRa － dix 奈良市 押熊町２２０２－５　　 サービス ZN-0003-0644

癒し処ゆるり奈良押熊店 奈良市 押熊町２３５９－１ サービス JS-0001-2329

美容室モア 奈良市 花芝町２３　高橋ビル１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7520

Parmtown le・coeur 奈良市 角振町３９－１　山田ビル２Ｆ サービス JS-0003-5351

村江獣医科医院 奈良市 学園大和町２－８６－３ サービス JS-0001-2262

エンゼルクリーナー 学園中店 奈良市 学園中５－７０６－１０６　イーストバレイ１０２ サービス JS-0003-7118

ヘアーリンク Deux 奈良市 学園朝日町２－２　　 サービス ZN-0003-0056

Domina 奈良市 学園北１－１１－１０　森田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0647

ビューティサロン ナウナウ 奈良市 学園北１－１－１２　和幸ビル３Ｆ サービス JS-0001-9334

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 ZN-0003-0053

RAPT bis 奈良市 学園北１－８－８　サンライトビルＢ１Ｆ サービス JS-0005-7864

A ／ L 奈良市 窪之庄町２１－５ サービス JS-0003-9797

カーピット フリーマン 奈良市 古市町９２－１ サービス JS-0004-4044

太平楽美容室 奈良市 高天町４８　森田ビル３Ｆ サービス JS-0003-0337

casis rea 奈良店 奈良市 今辻子町４５－２　１Ｆ サービス JS-0001-0922

Door 奈良市 佐紀町４７－１－２－Ｂ　岡本ビル　 サービス ZN-0003-0074
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Ardy Hair 奈良市 佐保台西町４７－２　１Ｆ サービス JS-0003-1727

ヘアーズギャラリーヤング 奈良市 左京２－３－１　ローレルスクエア高の原５－３　 サービス ZN-0003-0691

COCOLU 奈良市 三碓２－１－１　リコービル２Ｆ サービス JS-0002-2526

Ardy Hair 富雄三碓店 奈良市 三碓６－１０－３　サカイ第３ビル１０２ サービス JS-0003-1865

oli 富雄店 奈良市 三碓６－１０－３　サカイ第３ビル１Ｆ サービス JS-0004-7349

ヘアラウンジ ロッソ 奈良市 三条大宮町３－３３　ドゥジェームなら１Ｆ サービス JS-0000-8222

MANUS 奈良市 三条大宮町３７０－１　 サービス SL-2000-9705

髪意匠 だいす 奈良市 三条町６０６－１７ハイツシロ１Ｆ サービス JS-0002-9609

南都自転車 JR 奈良支店 奈良市 三条町６０６－８　田中ビル１０１　 サービス ZN-2000-2467

Anemone 奈良店 奈良市 三条添川町２－３６　　 サービス ZN-0002-7437

Siestahairplus 奈良市 三条本町１－７　　 サービス ZN-0002-7274

VENT － CLOUD 奈良市 四条大路１－２－３　　 サービス ZN-0002-7426

Well’sGRANDENARA 奈良市 四条大路３－４－５８　　 サービス ZN-0002-7434

Hair salon Tera 奈良市 四条大路５－５－７ サービス JS-0003-6260

BARBERSHOPDALIE 奈良市 芝辻町３－９－１５　ヴィラ新大宮Ａ　 サービス ZN-0003-1192

Luxy 奈良市 芝辻町４－６－１６　セイシュルビル１Ｆ サービス JS-0001-6670

ブレイズ 高ノ原店 奈良市 朱雀５－２０－６ サービス JS-0001-2022

BARBERTHECLUTCH 奈良市 秋篠町１３４０－６　　 サービス ZN-0003-0678

IVAn ＆ LIZ 奈良市 小西町１９　マリアテラスビル３Ｆ サービス SL-2000-6941

フィガロ フル－ル 奈良市 小西町５　アルテ館２Ｆ サービス JS-0002-0515

髪一 奈良三条店 奈良市 上三条町１２－５　鎌田ビル１Ｆ サービス JS-0004-8920

Vent － cloudLOCUS 奈良市 神功４－２－２２　　 サービス ZN-0003-0649

Hair’s LORO 奈良市 神功５－２－６　ＬＯＶＥＬＹ神功店舗 サービス JS-0004-1606

Anthem 奈良市 神功５－２－８　オーヤビル１Ｆ サービス JS-0000-1675

At，－ hair story － 奈良市 杉ヶ町３２－４　ブレスト一番館１Ｆ サービス JS-0002-6505

美容室 ブランシェ 奈良市 菅原東１－２２－１５－１０１ サービス JS-0005-0141

HairAtelier Ciel ame 奈良市 西大寺栄町３－２３　サンローゼビル３Ｆ－３０２ サービス JS-0001-7723

MINGLE 奈良店 奈良市 西大寺国見町１－１－１　タイムズプレイス西大寺２Ｆ　 サービス ZN-2000-6448

myrohair 奈良市 西大寺国見町 1 － 6 － 5　明光ビル１０１　 サービス SL-2000-4873

エンゼルクリーナー 西大寺店 奈良市 西大寺小坊町８－４ サービス JS-0005-8701

Rea － Smile 奈良市 西大寺新町１－２－１７ サービス JS-0000-7065

ジルコ 奈良市 西大寺東町１－４－８　１Ｆ サービス JS-0002-4729

SEPTNAIL 西大寺店 奈良市 西大寺東町２－１－５３　２Ｆ サービス JS-0001-5377

ヘアーステージ クモン 奈良市 西大寺北町４－４－１３　ファミール大光１０２号 サービス JS-0005-0278

HandM 奈良市 西大寺本町２－２０　プラムキャッスル５０５号 サービス JS-0005-4650

BH 奈良市 西大寺本町４－２６　山中ビル１０２ サービス JS-0003-5763

デザインワークス 奈良市 西登美ヶ丘１－３－１　　 サービス ZN-2000-7296

Y’s TOMIGAOKA 奈良市 西登美ヶ丘１－４－３１ サービス JS-0005-5279

Sunny’s ＋ POWERS 奈良市 西登美ヶ丘２－１１－１４　　 サービス ZN-0003-0696

ミュゼデザインラボ 奈良市 西登美ヶ丘４－１－１　　 サービス ZN-0003-0052

CREA 奈良市 西登美ヶ丘５－３－４　　 サービス ZN-0003-0668

ハローマダム to heart 奈良市 西木辻町１３４－４　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-0417

アーマイゼヘアー 奈良市 西木辻町３１　たつみ屋ビル１０１ サービス JS-0002-8801

法華寺モータース 奈良市 大安寺西３－１１－２６ サービス JS-0005-9223
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髪一 JR 奈良駅前店 奈良市 大宮町１－１－１３　１Ｆ サービス JS-0004-8909

HAIRstudiociel 奈良市 大宮町３－２－４６　石橋ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0078

DEFI 奈良市 大宮町３－２－４７　カサグランデ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0680

フリアージュ新大宮店 奈良市 大宮町３－４－２４　大西ビル１Ｆ サービス SL-2000-4710

ヘアークリニックシャルム 奈良市 大宮町４－２９５－９　アルファサイト２Ｆ　 サービス ZN-2000-3841

髪一 新大宮店 理容 奈良市 大宮町６－１－１　新大宮駅前ビル１０２ サービス JS-0004-8910

WIND 奈良市 大宮町６－１－１０　松井ビル２Ｆ サービス JS-0002-2565

oasis 奈良市 大宮町６－９－６　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0705

CROSS 奈良市 中山町１７－１　ＣＲＯＳＳ サービス JS-0005-5078

casis rea dearest 奈良市 中山町西３－５３５－１０４　　 サービス ZN-0003-0681

tracks． 奈良市 中町２４５１－１ サービス JS-0002-9004

HAIRMAKEFEELMIMI 店 奈良市 中登美ヶ丘６－３－７－１０３号　リコラス登美ヶ丘Ｂ　 サービス ZN-0003-0663

ネイル＆アイサロン エコル  富雄店 奈良市 鳥見町１ー２ー２　アネックス富雄１Ｆ サービス SL-2000-8303

SR 学園前店 奈良市 登美ヶ丘２－３－１７　　 サービス ZN-0002-7440

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 ZN-0003-0656

りあんヘアークリエイト 奈良市 東向南町２　パレスビル２Ｆ　　 サービス ZN-2000-0725

Ricol．．．cadeau 奈良市 東登美ヶ丘１－１－７ サービス JS-0003-8653

Y’s FUJINOKIDAI 奈良市 藤ノ木台４－５－２２ サービス JS-0005-5192

ぬっく 奈良市 内侍原町４６－１　酒井ビル南　 サービス SL-2000-7620

RAFFINE HAIR DEUX 奈良市 南京終町３－１５３０－８　　 サービス ZN-0003-0055

髪一 大安寺店 奈良市 南京終町７１４－８ サービス JS-0004-8832

プラスワン ミ・ナーラ店 奈良市 二条大路南１－３－１　ミ・ナーラ１Ｆ サービス JS-0004-8319

Parmtown afula 奈良市 二条町１－１－４　第２福井ビル１Ｆ サービス JS-0003-5390

N Cubic 奈良市 二条町２－７－１３ サービス JS-0003-6875

プラスワン カインズホーム奈良二名店 奈良市 二名３－１０８０　カインズホーム奈良二名店１Ｆ サービス JS-0005-6813

カーコンビニ倶楽部シンセイ奈良柏木店 奈良市 柏木町４１１－８ サービス JS-0002-0530

ユナイテッド奈良あやめ池動物病院 奈良市 疋田町２－１－１９－１ サービス JS-0004-6386

Lily M 奈良市 富雄元町２－１－１２　細川ビル３－Ｃ　 サービス SL-2000-4031

ブレス富雄店 奈良市 富雄元町２－１－２２　白井ビル２Ｆ－Ａ　 サービス ZN-2000-7319

エンゼルクリーナー 富雄店 奈良市 富雄元町２－３－２３　駅前久保ビル サービス JS-0005-8715

14 奈良市 富雄元町２－３－２９－１　上田ビル１Ｆ店舗 サービス JS-0000-9310

Kerala 奈良市 富雄元町２－３－３０　吉村ビル１Ｆ サービス JS-0000-4509

癒家わびさび 富雄駅前店 奈良市 富雄元町２－４－５ サービス JS-0003-9225

R．L．S 奈良市 富雄元町３－３－１５ サービス JS-0002-8743

green hair 奈良市 富雄北１－１－７ サービス JS-0001-9507

Gift 奈良市 富雄北１－３－１５ サービス JS-0003-8915

hairsalon nagomi 奈良市 富雄北３－１－２５ サービス JS-0005-0363

インプレス 奈良市 法華寺町５１－５ サービス JS-0005-3504

奈良整体院 奈良市 法蓮町１５３－５ サービス JS-0003-0331

福乃髪 奈良市 法蓮町４１４－１ サービス JS-0001-5396

ガラージュモリ 第二 奈良市 北之庄西町１－１１－３ サービス JS-0002-3267

PEUGEOT 奈良 奈良市 北之庄西町１－６－４ サービス JS-0002-3266

アムールヘアー 奈良市 北之庄町７３７－２　荒井ビル１Ｆ サービス JS-0001-4658

HAIR SPACE NATIVE 奈良市 六条西１－４－２１ サービス JS-0005-7380
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カラオケライブ 新大宮店 奈良市 法華寺町２４２－１ エンターテインメント JS-0003-0813

スーパー銭湯ゆららの湯押熊店 奈良市 押熊町２１４７－１　　 その他 ZN-2000-6517

ILCHI BRAIN YOGA 奈良 奈良市 下三条町１０－１　末廣ビル６Ｆ その他 JS-0003-3001

HERO 奈良市 窪之庄町６５－１　 その他 SL-2000-3576

麻雀サロン スター 奈良市 大宮町４－３１０－３　米田ビル２Ｆ その他 JS-0001-7512

スーパー銭湯ゆららの湯奈良店 奈良市 八条５－３５１－１　　 その他 ZN-2000-6516

バルラティーナ 奈良市 富雄元町２－３－２９－１　上田ビル１Ｆ その他 SL-2000-5201


