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［奈良県（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

クロスポイント 磯城郡 田原本町鍵３０３－１　 飲食店 SL-2000-1001

喜一 磯城郡 田原本町阪手５６２－１ 飲食店 JS-0000-4008

ぼんくら家 田原本店 磯城郡 田原本町千代５７６－１　　 飲食店 ZN-0001-9997

ぶんか書店田原本店 磯城郡 田原本町阪手１８８－４ ショッピング JS-0005-8868

RISE Audio Visual 磯城郡 田原本町阪手６３０－４　もちの木ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0834

メンズショップ カン 磯城郡 田原本町阪手６３８－１　もちの木ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-9316

あす香 田原本店 磯城郡 田原本町十六面７１－１　オークワ田原本インター店内 ショッピング JS-0003-8820

株式会社 J・S・R 磯城郡 田原本町味間１７０－３ ショッピング JS-0003-0289

Nature 磯城郡 田原本町鍵３０３ー１　 サービス SL-2000-2756

ウエルズグランデタワラモト 磯城郡 田原本町阪手２６－４　　 サービス ZN-0003-0042

LiriJAPAN 磯城郡 田原本町阪手６４５－２　　 サービス ZN-0002-7436

エール田原本店 磯城郡 田原本町十六面７１－１　　 サービス ZN-2000-2244

レディバグ田原本本店 磯城郡 田原本町千代３８５－２　　 サービス ZN-0003-0670

RIN HAIR FACTORY 磯城郡 田原本町千代５７２－１ サービス JS-0004-9224

CUTE RABBIT 磯城郡 田原本町４７０ その他 JS-0000-5713

Cafe more green 宇陀市 榛原萩原１９２８ 飲食店 JS-0005-0164

和カフェ＆ダイニング きえん 宇陀市 榛原萩原２４５５－１４　 飲食店 SL-2000-5296

うし源本店 宇陀市 榛原萩原２４８２　 飲食店 SL-2000-9015

美榛苑 宇陀市 榛原福地２５５ 飲食店 JS-0005-1012

きもの座 服部 宇陀市 室生三本松３９２７－１ ショッピング SL-2000-7925

シューズショップララ 宇陀市 榛原下井足４９－１ ショッピング JS-0003-1858

しみず洋品店 宇陀市 大宇陀中新１９７８ ショッピング JS-0005-3169

谷岡呉服店 宇陀市 菟田野古市場１２９９－１ ショッピング JS-0005-3054

にった薬局 宇陀市 榛原萩原８３０－３　 その他 SL-2000-1512

ImagamI 橿原市 雲梯町１４６－３　 飲食店 SL-2000-2272

鮓 恷兵 橿原市 雲梯町８６６－１ 飲食店 JS-0001-4013

かにの家 橿原市 葛本町１８９－２ 飲食店 JS-0000-5400

串かつ店 藍亭 橿原市 葛本町７３－１ 飲食店 JS-0000-3704

お好み焼 まん房 葛本店 橿原市 葛本町７４４－１ 飲食店 JS-0004-1551

cafe aglio 橿原市 葛本町８０８－１　グリーンタウン北八木７ 飲食店 JS-0003-0885

hoopla2 橿原市 久米町５３３－１　前田ビル１０１ 飲食店 JS-0001-0788

心々和 橿原市 久米町６１８ 飲食店 JS-0003-1636

うめもり橿原神宮前駅店 橿原市 久米町６１８ 飲食店 JS-0005-2211

食べ飲み処 まる 橿原市 久米町６４６－６　　 飲食店 ZN-0001-9855

多羅福村 橿原市 久米町６７３－１　森下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4044

as WINE DINING 橿原市 久米町７０８　コレツィオーネ１Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0001-4685

polkadot 橿原市 久米町７０８　コレツッオーネ２Ｆ北 飲食店 JS-0001-0923

なな郎 橿原市 御坊町３１－４ 飲食店 JS-0001-3547

熊さん 橿原市 今井町１－３－３ 飲食店 JS-0005-9573

Hackberry 橿原市 今井町１－３－３ 飲食店 JS-0005-9629

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト
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きふう 橿原市 今井町４－２－１４ 飲食店 JS-0002-6802

横田寿司橿原店 橿原市 四条町６３０－９　　 飲食店 ZN-0001-9847

EDEN 橿原市 十市町８３７－８ 飲食店 JS-0003-1868

ほうらんや 橿原市 小房町１１－５　かしはら万葉ホール５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9849

酒肆 いしばし 橿原市 小房町９－２４　オブジェ橿原１Ｆ西　 飲食店 ZN-2000-0189

肉奉行 天狗 橿原市 常盤町３６７ 飲食店 JS-0004-1301

スタミナ料理つぼみ 橿原市 常盤町４８９－３　　 飲食店 ZN-0001-9979

ピノノワール 橿原市 新口町１０２－１０　　 飲食店 ZN-0002-0040

お好み焼 まん房 橿原市 新口町２６７－１ 飲食店 JS-0005-2447

漁火熊野 橿原市 新口町２６７－１ 飲食店 JS-0005-9296

ShotBarSILVER 橿原市 新堂町２２３－３　新堂プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3957

葛城 Dining 橿原市 新堂町２６０－１　ヒカリプラザ新堂１０１ 飲食店 JS-0003-4757

TACHI － BANA 橿原市 曽我町３４－１　ヒカリプラザソガ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1954

IKKEI 橿原市 醍醐町３４１－１　上東ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4599

和創だいにんぐ 絵空 橿原市 中曽司町１８５－７ 飲食店 JS-0002-6507

黒毛和牛焼肉 壱 橿原市 土橋町１９３－８ 飲食店 JS-0002-3323

波平 八木 橿原市 内膳町１－１－１８　森下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7001

hoopla 橿原市 内膳町１－２－１３　１Ｆ＆２Ｆ 飲食店 JS-0001-0899

ごちそう屋まる 橿原市 内膳町１－２－１４　　 飲食店 ZN-0001-9965

浜焼太郎 大和八木店 橿原市 内膳町１－２－１５　スカイピア上田２Ｆ 飲食店 JS-0002-5900

じとっこ組合 大和八木店 橿原市 内膳町１－２－３１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-2545

山葵 橿原市 内膳町１－３－３　　 飲食店 ZN-0001-9805

八向 橿原市 内膳町１－３－５ 飲食店 JS-0002-5794

吉秀。 橿原市 内膳町１－３－６　スタービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2986

GOAT 橿原市 内膳町１－３－６　スタービル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2599

しろとくろ 橿原市 内膳町１－３－７　侑紀ビル２Ｆ 飲食店 JS-0006-0125

立呑処まる 橿原市 内膳町１－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-9856

肉居酒屋 呑み猿 橿原市 内膳町１－４－１２　Ｕ遊２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4984

お好み焼田舎鉄板炉ばた 花舎 橿原市 内膳町１－５－１３ 飲食店 JS-0003-3093

焼鳥きなせぇ 橿原市 内膳町１－５－１４ 飲食店 JS-0002-1049

呑呑茶屋 大阪商人 虎屋 橿原市 内膳町１－５－１５ 飲食店 JS-0003-1173

北海居酒屋 どでかいどー 橿原市 内膳町１－５－９ 飲食店 JS-0002-6428

たち花別館 橿原市 内膳町１－６－１８　　 飲食店 ZN-0001-9901

BarELSUR． 橿原市 内膳町２－１－３７ 飲食店 JS-0002-1023

みつやま 橿原市 内膳町４－３－１７　　 飲食店 ZN-0001-9941

和楽庵沖田 橿原市 内膳町４－４－５　かとうビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0028

洋風家庭料理ニュールーシー 橿原市 内膳町５－１－２６ 飲食店 JS-0000-0686

翁楼 橿原市 内膳町５－１－２６ 飲食店 JS-0004-4531

老舗大衆酒場　天まであがれ 橿原市 内膳町５－１３７－１　ヤマトビル３Ｆ 飲食店 AL-0000-0154

レストラン カフェ ソラ 橿原市 内膳町５－３－３１ 飲食店 JS-0001-3780

日本料理 山河 橿原市 内膳町５－３－３１ 飲食店 JS-0001-3781

焼肉三日月 橿原市 縄手町３１－１　綿松第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5212

沖縄料理と島酒星屑亭 橿原市 八木町１－５－３０　ダイショービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5009

橋もとや八木店 橿原市 北八木町１－５－２　　 飲食店 ZN-0001-9875
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triodiner 橿原市 北八木町３－６５－１３　　 飲食店 ZN-0002-0022

韓国炉端金海亭 橿原市 北妙法寺町６１３　　 飲食店 ZN-0001-9954

Yosemite 橿原市 葛本町１４７－３　 ショッピング SL-2000-3001

仏だん館ヨネダ 橿原店 橿原市 葛本町２９０－２ ショッピング JS-0000-7650

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 JS-0000-7569

きてやこうて屋 橿原市 十市町８５４－３ ショッピング JS-0003-3993

植田商店 橿原市 出合町９７－２　 ショッピング SL-2000-5159

アトリエ・ワンズ・ハート 橿原市 菖蒲町４－４１－２１ ショッピング JS-0002-3955

ジョイビジョン奈良 橿原市 常盤町４９５－１　　 ショッピング ZN-0002-5113

One．Co 橿原市 新賀町２３０－４　　 ショッピング ZN-2000-4375

TEMPO TOWN 橿原市 西新堂町１２５－２ ショッピング JS-0005-4241

ジャングジャック 橿原市 中曽司町４７７－１　 ショッピング SL-2000-9364

アクアファミリー 橿原市 土橋町１０１ ショッピング JS-0000-6338

オオタヤギャラリー店 橿原市 内膳町１－５－５　　 ショッピング ZN-2000-2234

ワンステップスポーツ 橿原市 内膳町４－４－５　　 ショッピング ZN-0002-2871

鞄工房山本 奈良本店 橿原市 南浦町８９９　 ショッピング SL-2001-0781

手芸のワキタ 橿原市 木原町２２２－１　コープみみなし前 ショッピング JS-0005-3789

美らら JAPAN 橿原市 栄和町３４－１　　 サービス ZN-0002-7279

MAHALO 橿原市 葛本町３２３－８　　 サービス ZN-0003-0643

整体 一友堂 橿原市 葛本町７０８－１　１Ｆ サービス JS-0005-4834

atelierAnimo 橿原市 葛本町７３４－２　テナント今西１Ｆ　 サービス ZN-0002-7433

マニスオブヘアー Lucia 店 橿原市 葛本町７７２－５　　 サービス ZN-0003-0046

ギャラリーゼロ 橿原市 久米町４０６－１　　 サービス ZN-0003-0064

大紀 レンタカー部 橿原営業所 橿原市 久米町６２０－１２ サービス JS-0001-1628

創 BODY DESIGN 橿原店 橿原市 久米町７０６－１　ＴＯＹＢＯＸ サービス JS-0003-5654

橿原衣裳 本店 橿原市 久米町８７４ サービス JS-0004-9723

ヘアーサロン アンファン 橿原市 今井町１－２－７ サービス JS-0004-5223

アイペットクリニック 橿原市 今井町３－１１－２２ サービス JS-0000-9892

癒しの匠 和揉美 橿原市 四条町８００－２４ サービス JS-0004-9360

心 橿原市 十市町１２１３ サービス JS-0001-6437

マニスオブヘアーツインゲート店 橿原市 十市町１２２２－１　ツインゲート橿原２Ｆ　 サービス ZN-0003-0047

ヘアメイク アフロウト 橿原市 小綱町７－１　上田マンション１Ｆ サービス JS-0000-0761

デザインヘアーピアジェ 八木店 橿原市 上品寺町７－４　パストラル１Ｆ サービス JS-0003-0803

メルシー 橿原市 新賀町１３３－３　　 サービス ZN-0003-0698

カットウェルズカシハラテン 橿原市 新賀町１４３－３　　 サービス ZN-0003-0041

Hairclubann・annsweet 橿原市 新賀町２３５－８　サニービルＴＡＮＡＫＡ１Ｆ サービス JS-0003-5391

ヘアメイクシュシュ 橿原市 新賀町２３７－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7427

髪匠 かわくぼ 橿原市 石原田町１９８ サービス JS-0000-8330

OLive 橿原市 石原田町９６－２０　 サービス SL-2000-9564

salon de Ferie 橿原市 大軽町１１９ サービス SL-2000-1332

AtelierhairPeaks 橿原市 大軽町１２０　 サービス SL-2000-5160

マニスオブヘアー醍醐店 橿原市 醍醐町３４１－１　　 サービス ZN-0003-0700

VOLK 橿原市 中曽司町１０７－１５　 サービス SL-2000-9142

hers 橿原市 中曽司町１０７－２　２Ｆ　　 サービス ZN-0003-0636
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美ボディ整体院 橿原市 鳥屋町７－１２－１ サービス JS-0002-2280

RooM Hair Playground 橿原市 内膳町１－１－１９　セレーノビル１Ｆ サービス JS-0001-1740

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 ZN-0003-0657

レディバグ八木店 橿原市 内膳町１－２－７　ひばりやビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0669

ZELE en soi 橿原市 内膳町２－１－２６　 サービス SL-2000-0357

マホロバ鍼灸院 橿原市 八木町１－２－２０ サービス JS-0005-4902

トントン キシオカ 橿原市 八木町１－８－１５　スーパーヤマト内 サービス JS-0005-3428

evis Premium Hair 橿原市 北八木町１ー１ー８　橿原中央ビル１Ｆ サービス SL-2001-0429

おそうじ本舗大和高田南店 橿原市 雲梯町９６－２１ その他 SL-2001-0329

ぐっすりなかじま 橿原市 木原町２３６－１　 その他 SL-2000-1508

魚匠たから 葛城市 葛木１３８－２　　 飲食店 ZN-0001-9878

旨辛房かんからかん別館 葛城市 東室２０７－３　新庄プラザ２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-5859

鉄板焼き はまだ 葛城市 東室２０７－３　北棟１Ｆ２号 飲食店 JS-0005-1953

たけ鮓 葛城市 南花内３６－９ 飲食店 JS-0005-6671

食堂マツカワ 葛城市 忍海２４５－１ 飲食店 JS-0002-0527

炭火串焼き ORION 葛城市 八川９１－１ 飲食店 JS-0002-7576

かどや 葛城市 北花内７４５－７ 飲食店 JS-0005-9821

釜めし 玉や 葛城市 當麻１２４２ 飲食店 JS-0005-4973

肉のふくにし 葛城市 八川１０４－３ ショッピング JS-0000-7893

DONNA 葛城店 葛城市 東室２０４－４　　 サービス ZN-0003-0640

FACTORY 葛城市 八川１３３　ピーアニ当麻１ サービス JS-0000-4951

ETC CoCo 葛城市 北花内７２７－４ サービス JS-0002-7011

初音 吉野郡 吉野町吉野山２６８２ 飲食店 JS-0002-6344

割烹三笠 吉野郡 大淀町下渕１５１－１　　 飲食店 ZN-0001-9867

美芳野庵 吉野郡 下市町栃本１－１ ショッピング JS-0005-8564

下北山スポーツ公園 キャンプ場 吉野郡 下北山村上池原１０２６ ショッピング JS-0005-5655

車田商店 吉野郡 吉野町吉野山２４２４ ショッピング JS-0005-0092

おつけもの処 まやま 吉野郡 吉野町吉野山４２０ ショッピング JS-0004-0285

やっこ 吉野郡 吉野町吉野山５４３ ショッピング JS-0005-0349

柿の葉すし たつみ 吉野郡 吉野町吉野山５５９－３ ショッピング JS-0004-2659

谷嶋誠心堂 吉野郡 吉野町吉野山９４４ ショッピング JS-0004-0290

株式会社北岡本店 吉野郡 吉野町上市６１ ショッピング JS-0004-0409

坂本石油店 吉野郡 東吉野村木津６０９－１ ショッピング JS-0005-9170

大紀 大淀営業所 吉野郡 大淀町芦原５８５－８ サービス JS-0001-1630

ヘアープロデュースリアンズ 吉野郡 大淀町福神１－１１５ サービス JS-0001-5766

下北山スポーツ公園 きなりの湯 吉野郡 下北山村上池原２８２ その他 JS-0005-5629

松谷清造本舗 吉野郡 天川村洞川１５２　 その他 SL-2000-1065

銭谷小角堂 吉野郡 天川村洞川２５４－１　 その他 SL-2000-6686

串カツ 焼とり つかさ 五條市 釜窪町１４０５ 飲食店 JS-0001-0169

レストラン よしの川 撫石庵 五條市 小島町４４９－１ 飲食店 JS-0005-2282

レストラン ラミ ダンファンス アラ メゾン 五條市 二見１－９－２８　 飲食店 SL-2000-3038

お料理 ひろ岡 五條市 本町１－７－１　　 飲食店 ZN-2000-3813

千珠庵 きく川 五條市 五條１－５－１ ショッピング JS-0005-4893

北嶋電機商会 五條市 今井２－２－３ ショッピング JS-0004-9088
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株式会社五條モータース 五條市 犬飼町３２－２ サービス JS-0002-7969

Hair Field HUDDLE 五條市 新町３－２－３ サービス JS-0005-0128

カットクラブ マニッシュ 五條市 須恵３－３－１６ サービス JS-0005-3130

Parmtown la lreve 五條市 須恵３－８－１３ サービス JS-0003-5387

來神 御所市 柏原３３８－２４ 飲食店 JS-0002-2436

ごせ動物病院 御所市 元町７８－６ サービス JS-0000-2642

オズルーツ 御所市 室１１８５－１　オークワスーパーセンター御所店　 サービス ZN-0003-0059

erg JAPAN 御所市 東松本７－６　　 サービス ZN-0002-7280

jogo 香芝市 逢坂８－２２６－１ 飲食店 JS-0001-8804

乱麻 香芝市 旭ヶ丘３－３－３　　 飲食店 ZN-0001-9934

あかり屋 香芝市 磯壁４－１６０　　 飲食店 ZN-0001-9945

海道 香芝市 下田西１－１－３ 飲食店 JS-0004-2789

日本料理 卯之庵 香芝市 下田東１－４７０ 飲食店 JS-0001-0915

中国料理 四川亭 香芝市 鎌田４１９－１９ 飲食店 JS-0002-9922

暖丸 香芝市 鎌田４１９－２１　　 飲食店 ZN-0001-9963

鮓かしな 香芝市 瓦口２２５０－１　笑美縁Ａ 飲食店 JS-0002-2329

大衆酒場 ひげとアフロ 香芝市 瓦口２２５０－１　笑美縁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2313

もみじ 香芝市 瓦口２３１５　香芝木材壱番館１Ｆ 飲食店 JS-0000-9943

創彩焼鳥 味人 香芝市 瓦口２３２０ 飲食店 JS-0000-0868

葛菜 香芝市 瓦口６１　カルタボンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7720

和創バール葛心 香芝市 瓦口６８　　 飲食店 ZN-0001-9946

和ダイニングこよみ 香芝市 五位堂３－５９９－２　ホワイトタウン１０４ 飲食店 JS-0002-5764

串カツ ももちゃん 香芝市 五位堂３－６０２－１　エムエフビル１０２ 飲食店 JS-0005-9278

焼肉 楽 香芝市 今泉４５４－１ 飲食店 JS-0000-8047

とときち 香芝市 真美ヶ丘３－２２－１０ 飲食店 JS-0000-8228

ステラリュヌ 香芝市 旭ケ丘１－２７－２ ショッピング SL-2000-3890

カーロード ヤマト 香芝市 旭ヶ丘１－３１－１ ショッピング JS-0002-3204

ぱん焼人 こうじろう 香芝市 旭ヶ丘３－２－６ ショッピング JS-0004-2392

鮨割烹 あい川 香芝市 磯壁３－９６－３ ショッピング JS-0003-1162

有限会社コミカ 香芝市 下田西１－９－２２ ショッピング JS-0004-5464

Next 香芝市 瓦口２０８－１ ショッピング JS-0003-4660

ブティック 真理 香芝市 狐井１２５－５　シャーメゾンフタガミ１Ｆ ショッピング JS-0003-1207

Aqui 香芝市 真美ヶ丘１－１４－１１ ショッピング JS-0004-2761

有限会社王寺電器商会 香芝市 畑３－８９８－６ ショッピング JS-0005-4949

REDEE gnomes 香芝市 畑４－１８－１ ショッピング JS-0002-1580

パソコンショップ QLiCK 香芝市 別所４３－１ ショッピング JS-0003-1800

ELK hair 香芝市 すみれ野１－１３　７Ｆ　カーサ１０１ サービス JS-0002-1312

CELUXJAPAN 香芝市 すみれ野１－１７－１　　 サービス ZN-0002-7286

つるたに整骨院 1 香芝市 逢坂３－４２８－１ サービス JS-0002-2575

Dogsalon 楽髪 香芝市 逢坂７－１９０－１０ サービス JS-0002-5679

DONNA 旭ヶ丘店 香芝市 逢坂８－２２２　　 サービス ZN-0003-0660

daisy 香芝市 逢坂８－２２９－１　　 サービス ZN-0002-7425

HILOC 香芝市 旭ヶ丘２－６－４　　 サービス ZN-0003-0061

BEHAIR 旭ヶ丘店 香芝市 旭ヶ丘３－２－４　　 サービス ZN-2000-1414
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HOKU 香芝市 旭ヶ丘３－２－５　ウインズヒル１０２ サービス JS-0003-2079

clemaREGU 香芝市 旭ヶ丘３－３－１　　 サービス ZN-0003-0043

DONNA 下田店 香芝市 磯壁４１－１　　 サービス ZN-0003-0659

吉川自動車 香芝市 瓦口２００１ サービス JS-0004-6130

un Reve 香芝市 瓦口２０３３ サービス JS-0001-4209

Branche Nail 五位堂店 香芝市 瓦口２１０２　サンライト五位堂１Ｆ サービス JS-0006-0089

mimi 香芝市 瓦口２２３８　シャーメゾン秋山１０１　 サービス ZN-0003-0683

西川自動車整備工場 香芝市 穴虫２２９７－１ サービス JS-0002-5532

クロスヘアー 香芝市 穴虫７０－１ サービス JS-0000-7218

Hair ＆ spa enj 香芝市 五位堂３－５９９－２　ホワイトタウン１０１ サービス SL-2000-4470

ビュ－ティ－サロン アモ－ル 香芝市 高山台１－１３－１ サービス JS-0000-8979

車検のコバック香芝店 香芝市 今泉４８５－１ サービス JS-0002-4614

車検が安い 車検のコバック香芝店 香芝市 上中１１２－１ サービス JS-0005-9799

おぎの動物病院 香芝市 上中１２１－１ サービス JS-0003-7197

casisrea 香芝店 香芝市 上中７３－１ サービス JS-0000-9527

SR 真美ヶ丘店 香芝市 真美ヶ丘２－１３－７　　 サービス ZN-0003-0648

Comfy space 香芝市 真美ヶ丘４－９－１　 サービス SL-2000-0951

Diva 香芝店 香芝市 真美ヶ丘５－３－２４ サービス JS-0001-1584

GARO 真美ヶ丘店 香芝市 真美ヶ丘５－３－２６　真美シティビルＰＡＲＴ２　 サービス ZN-0003-0077

CUT5 香芝市 真美ヶ丘５－３－３０　　 サービス ZN-0003-0062

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 ZN-0002-3100

ingsJAPAN 香芝市 真美ヶ丘５－５－２５　　 サービス ZN-0002-7435

Hair Garden Rocca 香芝市 真美ヶ丘６－２－３ サービス JS-0002-7733

DONNA 真美ヶ丘店 香芝市 真美ヶ丘６－２－４　　 サービス ZN-0003-0661

BONDhairstage 香芝市 西真美２－３－２７　　 サービス ZN-0003-0692

花咲く動物病院 香芝市 畑３－８８７－４ サービス JS-0005-8873

DAM hair garden 香芝市 北今市４－３１２－１ サービス JS-0005-9121

BONDhairstage 良福寺店 香芝市 良福寺６６９－１　　 サービス ZN-2000-5247

カラオケレインボー 香芝店 香芝市 北今市４－３１８－１ エンターテインメント JS-0004-5782

高取町観光案内所夢創舘 高市郡 高取町上土佐２０－２ ショッピング JS-0005-7540

テニスショップ リブ 高市郡 明日香村御園８３－１ ショッピング JS-0003-9863

大佛屋 高市郡 明日香村飛鳥６９０ ショッピング JS-0004-6481

極味屋 桜井市 粟殿１００－３ 飲食店 JS-0002-8991

田舎酒茶屋　きらく 桜井市 粟殿１０１０－１１ 飲食店 AL-0000-0155

武 桜井市 粟殿１０２８－３ 飲食店 JS-0002-4864

Kiyamura 桜井市 粟殿４７５－４ 飲食店 JS-0004-7346

ザ・セイリングバー 桜井市 吉備５６４－３　ＳＨＲビル５Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9812

大和肉鶏 千鶏 桜井市 桜井１２５９　エルト１Ｆ 飲食店 JS-0005-2272

千宝 桜井市 桜井１２５９　エルト１Ｆ 飲食店 JS-0005-3276

いこい寿し 桜井市 桜井１９５－４ 飲食店 JS-0005-9317

華水樹 桜井市 三輪９７０－１ 飲食店 JS-0004-3293

セラヴィヨシカワ 桜井市 粟殿１００７－１８　 ショッピング SL-2000-4307

株式会社よしおか 桜井市 粟殿１０１０－１１ ショッピング AL-0000-0156

小西勇製麺所 桜井市 巻野内５２５ ショッピング JS-0003-9032
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三輪そうめん 山中 桜井市 巻野内５３７－１ ショッピング JS-0005-9960

お米の国 桜井市 三輪１１５４ ショッピング JS-0005-5206

文殊房 桜井市 三輪１１８６－２ ショッピング JS-0002-6400

三輪そうめん松田 桜井市 三輪６６０ ショッピング JS-0004-8651

三輪素麺 みなみ 桜井市 芝１３１３ ショッピング JS-0003-7884

職人の店 桜井店 桜井市 芝３００ ショッピング JS-0004-9479

神楽 桜井市 初瀬８３７ ショッピング JS-0004-0929

ウェルズグランデセントラル 桜井市 阿部５２８　　 サービス ZN-0003-0038

ATTRACTIVE 桜井市 粟殿１００８－２ サービス JS-0002-1764

メンズサロン・モリゲン 桜井市 粟殿１０１０－５　　 サービス ZN-0003-0051

SchonrichYUUKI 桜井市 粟殿１０２８－２　　 サービス ZN-0003-0069

カットウェルズ桜井粟殿店 桜井市 粟殿６４７－２　　 サービス ZN-0003-0039

HairformBe － R 桜井市 安倍木材団地１－１３－２３　　 サービス ZN-0003-0630

ゼロファイターオートカスタム 桜井市 芝９１１－１ サービス JS-0004-8404

幸生堂薬局 桜井店 桜井市 川合２５６－３ サービス JS-0002-2716

RAFFIGE 桜井市 東新堂４８８－１　　 サービス ZN-0002-7276

カラオケ ワイズ 桜井市 三輪８１９ エンターテインメント JS-0002-6812

ニコニコ薬局 桜井市 粟殿１０１９－５　 その他 SL-2000-5066

翔花苑 生駒郡 三郷町城山台３－７－１３ 飲食店 JS-0005-1775

森緑カフェ 生駒郡 斑鳩町法隆寺１－９－３３ 飲食店 JS-0005-2261

ZADAN 生駒郡 斑鳩町法隆寺２－３－１６ 飲食店 JS-0004-9943

インド料理プジャ 法隆寺店 生駒郡 斑鳩町法隆寺東２－１－３２　 飲食店 ZN-0001-9853

紫微星 奈良店 生駒郡 斑鳩町龍田西５－１－３ 飲食店 JS-0003-6516

想い be．．．ing 生駒郡 平群町上庄３－７－１４ 飲食店 JS-0002-6865

StylingSpacebyHS 生駒郡 安堵町東安堵４６９－１　　 ショッピング ZN-0003-1285

サッカープロショップ グリーンスポーツ 生駒郡 斑鳩町興留１－３－８　 ショッピング SL-2000-7822

レディースファッション CECIL 生駒郡 斑鳩町興留７－７－５ ショッピング JS-0002-2856

まほろばステーション イカルコキー 生駒郡 斑鳩町法隆寺２－１－２５ ショッピング JS-0003-2569

ドラッグストアー ヘルシー 生駒郡 斑鳩町龍田西５－４－１５ ショッピング JS-0000-8268

Fudge Concierge 生駒郡 斑鳩町龍田南１－４－３１ ショッピング JS-0004-9287

BOOTY FITNESS 生駒郡 平群町下垣内５０２　 ショッピング SL-2000-2163

山田自動車 生駒郡 三郷町立野南１－２１－２９ サービス JS-0002-9242

Garage T．R．Y． 生駒郡 斑鳩町稲葉西１－１１－１２ サービス JS-0004-1173

ヘアーズギャラリー Deux 生駒郡 斑鳩町興留４－１０－１０　　 サービス ZN-0003-0057

LUCCA 生駒郡 斑鳩町龍田１－１ サービス JS-0005-1330

Hash Tag 生駒郡 斑鳩町龍田南２－１－３９　明和マンション１Ｆ サービス JS-0004-2387

HAIR’SKURUSPLUS 生駒郡 平群町菊美台１－７－５　　 サービス ZN-0003-0672

斧田観賞魚センター 生駒郡 斑鳩町法隆寺東１－７－３ その他 JS-0005-1543

廣瀬 生駒市 元町１－１１－１３　田村マンションＢ－００１ 飲食店 JS-0000-1955

炭火焼鳥 にんまり 生駒市 元町１－３－２６ 飲食店 JS-0004-7337

シルバー 生駒市 元町１－８－１ 飲食店 JS-0000-8185

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 JS-0004-0043

天下一品 東生駒店 生駒市 小明町１０５７－１ 飲食店 JS-0005-4976

蒸し料理 おか田 生駒市 真弓１－２－５ 飲食店 JS-0001-0488
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創士庵 生駒市 真弓２－４－２１ 飲食店 JS-0002-8135

かしき屋 福茂千 生駒市 真弓南１－１０－８ 飲食店 JS-0001-8539

料理屋エルミタージュ 生駒市 西旭ヶ丘１２－１３　　 飲食店 ZN-0001-9881

チャールストン 生駒市 西松ヶ丘１－４３　ナビールＳＡＮＷＡ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9814

すしや忠兵衛 生駒市 谷田町１６００　アントレ生駒－１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9819

誠すし 生駒市 谷田町８０８　ナカノビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8067

みよし寿司 生駒市 谷田町８８２－２　司ビル　　 飲食店 ZN-0001-9939

オステリア ウマーノ 生駒市 東菜畑１－１８２－１　クイーンズコート生駒１０６ 飲食店 JS-0000-5133

大衆割烹 のんき 生駒市 俵口町１５１２－１ 飲食店 JS-0003-0526

Bisutro hibou 生駒市 俵口町４５４－１　ヴァルヴェール生駒１０２ 飲食店 JS-0002-9190

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 JS-0003-9037

まるしん 生駒店 生駒市 本町７－５ 飲食店 JS-0004-1277

自然菜食 ナイヤビンギ 生駒市 門前町１２－９　 飲食店 SL-2000-5768

文具のいなもり 生駒市 元町１－３－１５ ショッピング JS-0003-2892

FLORISTHANA 生駒市 元町１－５－２　メゾンケイ　　 ショッピング ZN-2000-3300

あさひカメラ 生駒市 元町１－８－６ ショッピング JS-0002-9917

ペール・ド・ノエル 生駒市 鹿ノ台西１－１－２３ ショッピング JS-0005-2209

播彦 南生駒店 生駒市 小瀬町９４－１ ショッピング JS-0003-8250

牛玉 生駒本店 生駒市 小瀬町９５－１ ショッピング JS-0002-8973

CLOVER 生駒市 上町４２２１ ショッピング JS-0005-9696

花のお城 生駒市 真弓１－６－１０ ショッピング JS-0000-0844

ファッションハウス アリス 生駒店 生駒市 谷田町１６００ ショッピング JS-0000-0408

ちゃくちゃくちゃく 東生駒店 生駒市 東菜畑１－２６２－１ ショッピング JS-0004-8896

ディア フラワー 生駒市 東松ケ丘７－７　クリンゲル生駒１Ｆ ショッピング JS-0005-7375

パティスリー アンバトー 生駒市 東生駒月見町１９０ー１　ＮＡＷＡＴＥ１１０２ ショッピング JS-0005-3610

まどか村 生駒市 南田原町４ ショッピング JS-0005-7377

白庭台薬局 生駒市 白庭台６－７－３５ ショッピング JS-0006-0080

RECHERCHE 生駒市 俵口町６９３－８ ショッピング JS-0004-7765

着物工房あかり 生駒市 北田原町２４５７－２ ショッピング JS-0001-3129

Barber 226 生駒市 あすか野南２－１－７ サービス JS-0002-0476

BEAUth 美容整体 生駒市 あすか野南２－４－４ サービス JS-0003-4760

HairGarden leaf 生駒市 あすか野北１－１７ サービス SL-2000-1758

さつき台ペットクリニック 生駒市 さつき台２－４５１－２０２ サービス JS-0005-2816

アッシュ ジッピー 生駒市 壱分町１２０５－１ サービス JS-0005-9515

Relair．K 生駒市 壱分町９０７－２　カンパーニュ壱分Ａ サービス JS-0003-4705

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 JS-0000-6340

Dear Hair Make 生駒市 元町１－３－２２　アクタスビル３Ｆ サービス JS-0005-9709

Hair mode Le RelinQue 生駒市 小瀬町１０１－１　メゾンコンフォール１０６ サービス SL-2000-4393

揉みほぐし名家 生駒市 小明町４３０－１ サービス JS-0004-3823

タガワアニマルホームドクター 生駒市 上町１１１２－１ サービス JS-0001-3810

Figaro Mily 生駒市 上町３５３５－６ サービス JS-0002-0462

ef Nail ＆ frill eye 生駒市 上町３５３５－６ サービス JS-0002-0516

ALLES 生駒市 真弓１－１－８　ディアコート真弓１Ｆ サービス JS-0002-9025

ヘアーパークヤング 生駒市 真弓１－６－４　　 サービス ZN-2000-6209
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北生駒整骨院 生駒市 真弓２－５－１ サービス JS-0003-4170

faab 生駒市 西松ヶ丘１０－３１　松ヶ丘コーポ１Ｆ サービス JS-0003-8414

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 SL-2000-8302

ヤスイ薬局 生駒 生駒市 谷田町８７０－２ サービス JS-0004-6702

Ateliercommedelasoie 生駒市 谷田町８７０－２　中谷ビル１Ｆ サービス JS-0000-5442

hairsalon anri 生駒市 谷田町８７６－３　生駒谷田ビル１０１　 サービス ZN-2000-0303

Kiitos 生駒市 辻町７５６－１　　 サービス PK-0000-7853

わくだ動物病院 生駒市 辻町８－１ サービス JS-0004-8712

cheer HAIRRELAXATION 生駒市 東菜畑１－３１０－１０　シャルムＭ・Ｆ１０１ サービス JS-0002-9106

eternal hair 生駒市 東生駒２－２０７－３７４　イーストコート１Ｆ サービス JS-0004-4640

Be － ma 生駒市 東生駒２－２０７－３７６ サービス JS-0003-5712

HAIRZ SHIN 生駒市 萩の台１－３－２　オーセント萩の台１０９号 サービス SL-2000-1776

ヤスイ薬局 白庭台 生駒市 白庭台６－２１９２－２　白庭台駅構内 サービス JS-0004-6066

Palms 生駒市 北新町１０－４０　プレミエメゾン１０３　 サービス ZN-0003-0075

FairyJoy 生駒市 北新町２－４　ＭＯＩビル２０１　　 サービス ZN-0003-0703

Arai Hair ＆ Make 生駒市 本町７－８　セントラルビル２Ｆ サービス JS-0003-4933

カラオケ SHOW 生駒市 小明町７９５ その他 JS-0005-1944

三和漢方堂 生駒市 西松ケ丘１０－３６　 その他 SL-2000-5634

ISK 奈良阪奈店 生駒市 辻町４８０－１９ その他 JS-0005-3917

カットウェルズ コオリヤマテン 大和郡 山市北郡山町１３０－１　　 サービス ZN-0002-7522

炭火焼肉 武蔵 大和郡山市 九条町２３１－１ 飲食店 JS-0005-4586

奈間蔵 栄 郡山店 大和郡山市 高田町２７０－３ 飲食店 JS-0003-3251

季節料理翁 大和郡山市 紺屋町３３－２　　 飲食店 ZN-0001-9838

MANABI 大和郡山市 小泉町東２－１１－９　ｗｉｎ小泉１０１ 飲食店 JS-0003-1426

串カツいざかや 一心 大和郡山市 新紺屋町２－１ 飲食店 JS-0002-4007

フジエダハウス 大和郡山市 大江町１１４－１ 飲食店 JS-0005-1765

居酒屋 富乃家 大和郡山市 筒井町５７１－８　２Ｆ 飲食店 JS-0001-3786

わだいにんぐ 麿 大和郡山市 筒井町７４６ 飲食店 JS-0003-0429

しんや寿し 大和郡山市 馬司町４９１－１ 飲食店 JS-0000-6573

Copine 大和郡山市 馬司町６３０－１　片山ハイツ１Ｆ北側 飲食店 JS-0001-6034

とりひめ郡山大御門店 大和郡山市 美濃庄町２３　　 飲食店 ZN-0002-0018

炭火焼肉柳 5 丁目 3 番地 大和郡山市 柳５－３ 飲食店 JS-0002-1018

BREEZE 大和郡山市 井戸野町１０５－１ ショッピング JS-0000-9249

オートシステム 郡山店 大和郡山市 横田町６１０ ショッピング JS-0000-0230

あーく煌々 大和郡山市 下三橋町４２０－３９ ショッピング JS-0000-7539

リバティプリントショップ merci 大和郡山市 冠山町７－３５　 ショッピング SL-2000-6760

お菓子処 はぁーと 大和郡山市 九条平野町３－３１　サンシャイン谷野１Ｆ ショッピング JS-0004-0740

さなえ薬局 大和郡山市 小泉町２３５６－５　 ショッピング SL-2000-8889

どっと呼夢 大和郡山市 小泉町東２－１１－９ ショッピング JS-0001-0604

肉の井上 大和郡山市 小泉町東２－９－１ ショッピング JS-0004-6065

メナードフェイシャルサロン 大和郡山店 大和郡山市 新町９０７－１ ショッピング JS-0005-1040

中谷尚美堂 大和郡山店 大和郡山市 丹後庄町１５１ ショッピング JS-0000-8004

JCHO 大和郡山病院売店 大和郡山市 朝日町１－６２ ショッピング JS-0005-4526

ファッションサロン ミキヤ 大和郡山市 南郡山町５２９　アスモ大和郡山店１Ｆ ショッピング JS-0004-9281
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ひだまり薬局 本庄店 大和郡山市 本庄町２９７－６ ショッピング JS-0005-2165

オブジェクラブ 1F 大和郡山市 井戸野町３０３　　 サービス ZN-0003-0709

ACTHAIRDESIGN 大和郡山市 九条町２２８－１　コウシンビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-1041

timka 大和郡山市 九条平野町３－２６　ピッパラ九条１０１ サービス JS-0001-5082

ニコニコレンタカー奈良 JR 郡山駅前店 大和郡山市 高田町２－１　グランドメゾン大和郡山１０３ サービス JS-0001-6694

cream duo 大和郡山市 高田町６－４ サービス JS-0002-4428

アンジェ動物病院 大和郡山市 小泉町６７１－１３７ サービス JS-0000-1076

mimek 大和郡山市 小林町西３－１－１３　平田ビル１Ｆ サービス JS-0002-4552

New Life Style Mio 大和郡山市 昭和町１１－１　ダイワ第三マンション１Ｆ サービス JS-0000-5862

ニコニコレンタカー オートセンターヨネダ 大和郡山市 池之内町１０８－１ サービス JS-0000-9429

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 ZN-0003-0699

マニスオブヘアー 郡山店 大和郡山市 南郡山町４７２－１　　 サービス ZN-0003-0632

レンタルのニッケン 奈良営業所 大和郡山市 美濃庄町８００ サービス JS-0003-2127

Hair ＆ MakeLee 郡山店 大和郡山市 北郡山町２４８－３　ＭＤＣビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0684

ヘアー＆メイクリーロココ＆モカ郡山店 大和郡山市 北郡山町２４８－３　ＭＤＣビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0694

こおりやま動物病院 大和郡山市 北郡山町２５０－１５ サービス JS-0000-3516

TIA HAIR DESIGN 大和郡山市 北郡山町８２－４ サービス JS-0004-6382

三の丸薬局 大和郡山市 柳３－３７ サービス JS-0004-1698

クリーム 大和郡山市 柳町１２－５ サービス JS-0004-1325

ふぐ輝 大和高田市 旭北町４－１２ 飲食店 JS-0003-1448

Oro ～ Grill ＆ Farm ～ 大和高田市 幸町３－１８　トナリエ大和高田　 飲食店 ZN-0002-0063

まるみ 大和高田市 春日町１－３－５５　　 飲食店 ZN-0001-9848

ヴェルデ辻甚 大和高田市 南本町１１－４３ 飲食店 JS-0000-6684

橋もとや 本店 大和高田市 日之出西本町６－１０－１０４　 飲食店 ZN-0001-9874

WINE ×鉄板料理ば～る 大和高田市 有井５８－１－１０６　　 飲食店 ZN-0001-9967

浜焼太郎大和高田店 大和高田市 礒野新町１－１　高田ビル１Ｆ西側 飲食店 JS-0004-7971

紺甚釣具店 大和高田市 旭南町６－１４　 ショッピング SL-2000-9852

コズモスイング 大和高田市 幸町３－１８ ショッピング JS-0002-8143

（株）ビデオ オークタウン店 大和高田市 幸町３－１８　オークタウンくらし館４Ｆ ショッピング JS-0002-8982

キングファミリー 大和高田店 大和高田市 神楽７０－３ ショッピング JS-0004-8897

KURUKURU 大和高田店 大和高田市 日之出西本町４－１６　パレマルコ高田１Ｆ ショッピング JS-0002-8812

セレクトファッション ひなた 大和高田市 片塩町１５－３５　福助屋ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5491

リサイクルショップ プライス 大和高田店 大和高田市 礒野南町６－２０ ショッピング JS-0005-1011

ヘア－サロン GLOVE 大和高田市 幸町２－１０　サンルピナス１Ｆ サービス JS-0002-8676

Ann 大和高田市 市場５６４－１６ サービス JS-0004-0634

CuBic unbend 大和高田市 神楽２－１３－４０ サービス JS-0002-7303

ROI 大和高田市 神楽３－２－４３ サービス JS-0004-9683

株式会社トーホー自動車 大和高田市 曽大根１－１６－３３ サービス JS-0002-6947

LIZAotani なんごう店 大和高田市 大谷７５８－８０　　 サービス ZN-0003-0697

DOLL 大和高田市 内本町４－１ サービス JS-0005-2548

HAPPYELhaircrew 大和高田市 日之出西本町６－１０　サングレース大和高田１Ｆ　 サービス ZN-2000-2795

たなごころ 大和高田店 大和高田市 日之出町１８－１５　アーバン恒榮１Ｆ サービス JS-0003-8565

JAPAN TAKADA 大和高田市 片塩町１２－２０　　 サービス ZN-0002-7275

ISMWORKSHOP 大和高田市 片塩町５－１０　プリムローズ１Ｆ サービス JS-0001-9801
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Meret 大和高田市 北本町４－２５　アクティブビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0704

Parmtown Advance 大和高田市 礒野南町１－１　西本ビル１Ｆ サービス JS-0003-5385

シミュレ－ションゴルフ FAITH 大和高田市 日之出町１９－１８ その他 JS-0004-4426

お好み焼鉄板焼 春道 天理市 三島町１２８－１　上田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5583

牛肉 BAL plot 天理市 川原城町２６７－１ 飲食店 JS-0005-8622

Casual dining INDIGO 天理市 川原城町５２－１ 飲食店 JS-0004-0959

やきとり濔風天理駅前店 天理市 川原城町６７４　　 飲食店 ZN-0002-0009

NOOSA Resort dining 天理市 川原城町６８０ 飲食店 JS-0002-7225

喜蔵 天理店 天理市 川原城町６９１　　 飲食店 ZN-0001-9902

げっか酒場 天理市 川原城町６９２ 飲食店 JS-0004-1864

フルサト 天理市 川原城町６９７ 飲食店 JS-0003-4646

オステリア マンジャベーネ 天理市 川原城町７３０　グレイスピア中西２０１ 飲食店 JS-0000-3504

穴ぐら 天理市 川原城町８１７ 飲食店 JS-0002-7359

串天りきいち天理店 天理市 川原城町８１７　　 飲食店 ZN-0001-9927

カフェ エンメ 天理市 別所町６７－１ 飲食店 JS-0004-4432

メインリング 天理市 川原城町８２５　 ショッピング SL-2000-4451

グリーンテラスマツイ 天理市 中町２２４－１　 ショッピング SL-2000-1670

ブックマーケット 天理店 天理市 田井庄町６４４ ショッピング JS-0005-6924

あられ商会 天理市 稲葉町１５－６ サービス JS-0004-3453

Shallm JAPAN 天理市 岩室町７３－１　　 サービス ZN-0002-7278

ヘアーリラクゼーション ラピス 天理市 西長柄町４５４　アクトナガラ１０３ サービス JS-0002-1135

ヘアリラクゼーションアイビー 天理店 天理市 川原城町７１０　ボーパルテール１０１ サービス JS-0002-2378

ウェルズグランデテンリ 天理市 田井庄町６８３　　 サービス ZN-0003-0040

スマイル動物病院 天理市 富堂町７６－１１ サービス JS-0003-4172

Hairclubann・annKuu 天理市 富堂町７６－５０ サービス JS-0003-5388

cream age 天理市 富堂町７６－９ サービス JS-0002-4549

salon de ceva 天理市 兵庫町３３４－３ サービス JS-0001-5241

Muku HAIRSALON 天理市 別所町２４０－１　プラザ奥村１Ｆ サービス JS-0005-4709

地鶏炭火焼鳥八 北葛城郡 王寺町王寺２－３－１６　福島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9890

波平 王寺店 北葛城郡 王寺町王寺２－３－１７　マサゴビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3791

SAKE 処 逢家 in 北葛城郡 王寺町王寺２－４－１０　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9227

tsubasa 北葛城郡 王寺町王寺２－４－１０　五番館１０１　 飲食店 ZN-0002-0041

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 ZN-0002-0004

いごっそう 彩肴 北葛城郡 王寺町王寺２－７－１　ピアザビル１０４ 飲食店 JS-0000-7771

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 JS-0000-5458

和彩びすとろ・呵呵 北葛城郡 王寺町王寺２－７ー２０　王寺アルファビル１０８ 飲食店 SL-2000-2057

KITCHEN GARDEN 北葛城郡 王寺町久度２－１３－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-2577

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 JS-0004-4229

黒天 北葛城郡 王寺町久度２－４４１１８　 飲食店 ZN-0001-9827

（株）鬼楽 北葛城郡 王寺町畠田４－４１８－１１　 飲食店 SL-2000-0852

ぢどりや 法隆寺南店 北葛城郡 河合町池部１５１－２ 飲食店 JS-0001-1117

キッチンズカフェ RUBBER SOUL 北葛城郡 広陵町安部３９８－１ 飲食店 JS-0002-3672

Cafe そらみる 北葛城郡 広陵町笠２７４－５ 飲食店 JS-0005-9795

肉匠たけ田 北葛城郡 広陵町古寺６２４－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9865
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食神苑 北葛城郡 広陵町三吉３１０－１　　 飲食店 ZN-0001-9937

オランダ屋 高田店 北葛城郡 広陵町大塚６２－１ 飲食店 JS-0005-1837

K きっちん 北葛城郡 広陵町大野３８２－１ 飲食店 JS-0005-5093

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 JS-0001-2304

粉もん屋 八 真美ヶ丘本店 北葛城郡 広陵町馬見南１－６－２ 飲食店 JS-0005-4237

一姫二太郎 北葛城郡 広陵町馬見北９－１－３９ 飲食店 JS-0005-8027

旬彩 ゆうはな 北葛城郡 広陵町馬見北９－９－２３ 飲食店 JS-0004-6050

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 JS-0004-1204

やきとり大吉上牧店 北葛城郡 上牧町服部台１－４－１９－２　やきとり大吉上牧店 飲食店 SL-2000-7243

リビングよしだ 北葛城郡 王寺町王寺２－６－４ ショッピング JS-0003-3540

coupe． 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　２Ｆ ショッピング JS-0000-5905

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 JS-0000-5906

かわこ王寺店 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　りーべる王寺２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4591

パン．ド．ブール 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　リーベル王寺東館１Ｆ－１０１－３ ショッピング JS-0003-1631

ブティックあい 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　リーベル王寺東館２０１－３　 ショッピング ZN-0002-4576

レディースモード ナカムラ 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　リーベル王寺東館２Ｆ ショッピング JS-0000-5981

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 JS-0000-5928

レディースファッションつたや 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 JS-0005-3404

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 JS-0000-5960

ビンタン 北葛城郡 王寺町久度２－２－１　リーベル東館２Ｆ ショッピング JS-0003-8503

ルージュ 北葛城郡 王寺町久度２－２－１－２０１－６ ショッピング JS-0005-7339

ジュエリーサロン ほのぼの館 北葛城郡 王寺町久度２－３－１　リーベル王寺西館－１０５ ショッピング SL-2000-6474

ディックバイク 奈良 北葛城郡 王寺町本町１－２－２６ ショッピング JS-0003-3201

［HC］TALK 西大和 北葛城郡 河合町広瀬台３－３－９ ショッピング JS-0002-1898

ASAS 広陵店 北葛城郡 広陵町笠３０８　　 ショッピング ZN-0002-2119

Angel Stone 北葛城郡 広陵町馬見中２－２－２１ ショッピング JS-0000-7820

眼鏡屋ドリーム  真美ケ丘店 北葛城郡 広陵町馬見中２－２－３　 ショッピング SL-2000-4360

ティアラレ－ス 北葛城郡 上牧町服部台３－１－１０ ショッピング JS-0000-8453

Lisa 北葛城郡 上牧町片岡台１－６－１１５ ショッピング JS-0001-6192

フクイフラワーショップ 北葛城郡 上牧町片岡台２－６－９ ショッピング JS-0004-0241

プラザヘアー 王寺店 北葛城郡 王寺町王寺２－１０－１　ＯＳビル３Ｆ サービス SL-2000-8271

MOMOTARO 北葛城郡 王寺町王寺２－４－３　アドレビル１Ｆ サービス JS-0000-4551

hair salon 未来－ mirai 北葛城郡 王寺町久度１－１－１６ サービス JS-0004-5406

May 北葛城郡 王寺町久度２－１６－１１　プランドール王寺１０１ サービス JS-0001-6359

recherche hair 北葛城郡 王寺町久度３－４－１５－３ サービス JS-0003-2431

髪創館 KUPU － KUPU 北葛城郡 王寺町畠田４－１３－１ サービス JS-0002-8709

アトリエドリームオノ 北葛城郡 河合町高台２－２４－１３　 サービス ZN-0003-0664

salon de Paris 北葛城郡 河合町中山台２－１－１　セジュール中山台１０２ サービス JS-0002-2915

hair make KEI 北葛城郡 河合町中山台２－７ サービス JS-0000-0700

ヘアーサロン Soluz 北葛城郡 広陵町みささぎ台６－２２ サービス JS-0004-1621

Atelier NOA 北葛城郡 広陵町大塚５０９－１　サンメゾン広陵１０３ サービス JS-0001-4705

BEARS 北葛城郡 広陵町馬見中２－５－１５ サービス JS-0001-4622

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 JS-0004-7761

ALUS 北葛城郡 広陵町馬見北８－７－１　　 サービス ZN-0003-0060
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サラ 北葛城郡 上牧町桜ケ丘３－１－１５ サービス JS-0005-2777

吉川自動車 パラダイス上牧店 北葛城郡 上牧町中筋出作２１６ サービス JS-0004-6131

掌心 北葛城郡 上牧町服部台５－１－８　クリエイトプラザ１ サービス JS-0003-5255

プラザヘアー 西大和店 北葛城郡 上牧町片岡台２－１３－２５　 サービス SL-2000-8270

コンタクトレンズギャラリー王寺店 北葛城郡 王寺町久度２－３－１　りーべる王寺西館２Ｆ その他 SL-2001-1906


