
認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 アートサロン　空 その他 奈良市学園北 1-6-15 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 アートスペース　上三条 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市上三条町4 令和4年1月24日 ☆☆

奈良市 青の洞門 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北 1-3-9 令和4年2月14日 ☆☆

奈良市 aka　tombo　coffee カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町15 Yﾋﾞﾙ2F 令和4年7月27日 ☆☆ HP

奈良市 秋篠パン工房 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市秋篠町 1381-1 令和3年9月14日 ☆☆ HP

奈良市 ACQUA　PULITA イタリアン・フレンチ 奈良市寺町　8-1 令和3年12月24日 ☆☆

奈良市 アゲイン カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市尼辻西町 7-25 令和3年8月18日 ☆☆

奈良市 旭川ラーメン ラーメン 奈良市古市町　783-1 令和3年9月30日 ☆☆

奈良市 あさひ奈 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市芝辻町 4-10-12　ｻﾝﾊｲﾂ上村102 令和3年10月7日 ☆

奈良市 あさひＹａ！カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市学園大和町 1-1442-7 令和3年11月9日 ☆☆☆ HP

奈良市 味どころ　やまと屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町 511　正木ﾋﾞﾙ1F-2 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 あしびの郷　中厨房 その他 奈良市脇戸町 29 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 あす香 和食・鍋 奈良市三条本町 1098　ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙＤ－ＰＲＥＭＩＵＭ奈良1Ｆ 令和3年10月27日 ☆☆ HP

奈良市 飛鳥カンツリー倶楽部　レストラン 洋食 奈良市二名 7-1441　飛鳥ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部2F 令和3年10月12日 ☆☆

奈良市 あすは六曜日　サンワシティ西大寺店 ダイニングバー・バル 奈良市西大寺東町2-1-63　ｻﾝﾜｼﾃｨ西大寺B1F-4-2 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 あぜくらや 和食・鍋 奈良市雑司町 407 東大寺境内 令和3年11月2日 ☆☆

奈良市 ADAMAS スナック・パブ 奈良市杉ケ町３２－８　 ベルサイユ奈良２０７号 令和4年8月23日 ☆☆☆

奈良市 跡祭　アトノマツリ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市杉ケ町8-4 向出ビル1F 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 アトリエ　ラ・ズッカ イタリアン・フレンチ 奈良市丹生町 1385 令和4年6月21日 ☆☆☆

奈良市 アノラーメン製作所 ラーメン 奈良市富雄北1-1-26 松本ビル1F 令和3年8月11日 ☆☆☆

奈良市 アペロ　クレール スナック・パブ 奈良市大宮町2-5-27　ジョイパレス新大宮2F-B 令和3年8月17日 ☆☆

奈良市 天迦久珈琲 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中新屋町　18 令和4年7月21日 ☆☆

奈良市 天迦久珈琲　近鉄奈良駅前店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市上三条町29-1 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 あもーれ スナック・パブ 奈良市富雄元町 2-5-20　トミオプラザビルB1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 AYAMEKAN 洋食 奈良市あやめ池北 1-34-17 令和3年10月4日 ☆☆☆

奈良市 アルカイック カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市奈保町 21-2 令和3年12月7日 ☆☆

奈良市 アレ！！ル　トレッフル ダイニングバー・バル 奈良市北袋町 32-5　ﾊｲﾂｷｬﾝﾊﾟｽ102 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 粟　ならまち店 和食・鍋 奈良市勝南院町1 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 ＆ＮＡＲＡ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高御門町 38 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 アンヌ・マリーカフェ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向北町 10 令和4年1月19日 ☆☆

奈良市 活魚料理　花惣 和食・鍋 奈良市二条大路南 4-2-1 令和4年4月20日 ☆☆☆

奈良市 活ふぐ料理　ふくふく 和食・鍋 奈良市大宮町 6-2-15 ﾐｰﾙBLD4F 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

奈良市 居酒屋　こうちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市学園大和町1-1-1 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 居酒屋　さふらん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西九条町2-12-9 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 居酒屋　酒樂 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町 495 バナナビル3F 令和3年10月5日 ☆☆

奈良市 居酒屋「須賀」 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北 1-4-1 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 居酒屋　つのふり 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向南町 21  奈良観光会館B1F 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 居酒屋 　天うま 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西御門町 11-11　プライムビル6F 令和4年1月19日 ☆☆☆

奈良市 居酒屋　ようこ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市杉ヶ町32-8　ベルサイユビル206 令和3年9月16日 ☆☆☆

奈良市 ゐざさ　東大寺店 寿司 奈良市春日野町 16　夢風ひろばD 令和3年8月27日 ☆☆☆

奈良市 依水園 和食・鍋 奈良市水門町74 令和3年9月27日 ☆☆

奈良市 出雲そば　だんだん うどん・そば 奈良市大宮町2-2-34 令和3年9月30日 ☆☆ HP

奈良市 板焚屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市下三条 44 令和3年11月17日 ☆☆☆

奈良市 板前焼肉　心 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条大路 2-2-22 令和3年11月10日 ☆☆ HP

奈良市 板前焼肉　一 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市登美ヶ丘 2-3-13 令和3年11月10日 ☆☆

奈良市 イタリア食堂　プレーゴ！ イタリアン・フレンチ 奈良市学園北 1-9-1　 パラディ学園前南館４F 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 イタリア料理　イオタ イタリアン・フレンチ 奈良市橋本町1 ならまち長屋 令和3年9月7日 ☆☆☆

奈良市 イタリア料理 レプレ イタリアン・フレンチ 奈良市富雄元町2-7-25 SSKビル105 令和3年7月28日 ☆☆☆

奈良市 いちおしや　伝五郎　西ノ京店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西ノ京町１３７－１ 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

奈良市 一汁三菜　大銀醸 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市小西町30-1 令和4年8月23日 ☆☆

奈良市 一番　新大宮駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-9-8 岡田ビル1F 令和3年9月30日 ☆☆☆ HP

奈良市 一楽 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市南市町17 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 一久 和食・鍋 奈良市都祁白石町 567 令和3年10月12日 ☆☆☆

奈良市 一歩堂 登美ケ丘店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市登美ヶ丘 5-1-2 令和3年10月27日 ☆☆
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奈良市 居間焼肉百欒　登美ヶ丘店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市中登美ヶ丘6-31 令和3年5月31日 ☆☆☆ HP

奈良市 いらか 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北1-1-26　松本ビル1F 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

奈良市 イリスウォーターテラスあやめ池 イタリアン・フレンチ 奈良市あやめ池北 1-27-8 令和3年12月16日 ☆☆

奈良市 イル・ベーネ イタリアン・フレンチ 奈良市法蓮佐保山3-2-16 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 囲炉裏ダイニング　たなか 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市鵲町6－11　カーサ奈良町1F 令和3年6月11日 ☆☆☆ HP

奈良市 囲炉裏と地酒　大和乃山賊　総本店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町 511　 正木ﾋﾞﾙ2F 令和4年9月16日 ☆☆

奈良市 ヴィ・ド・フランス カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条本町1-1　JR奈良駅構内ビエラ奈良2F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 ヴィラージュ川端 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市石木町 368－1 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 植村牧場株式会社　いちづ 洋食 奈良市般若寺町168 令和3年9月10日 ☆☆☆

奈良市 魚源 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺本町2-24 令和3年11月5日 ☆☆☆

奈良市 魚民 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市学園北 1-1-12 和幸ﾋﾞﾙ2F 令和3年9月14日 ☆☆☆

奈良市 魚民 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条本町 1-1　ﾋﾞｴﾗ奈良１F 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 臥龍坊 中華料理 奈良市丸山1-1079-199 令和3年9月6日 ☆☆

奈良市 うと・うと 和食・鍋 奈良市十輪院町 2 令和3年10月22日 ☆☆

奈良市 うどん　ごはん　むぎの蔵 和食・鍋 奈良市東向中町 11 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 うどん・そば・吞み処　三条坊 うどん・そば 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅構内ビエラ奈良１F 令和3年8月4日 ☆☆☆

奈良市 うどん処　花むら うどん・そば 奈良市都祁白石町 985-1 令和3年10月18日 ☆☆☆

奈良市 うなぎ　川はら 和食・鍋 奈良市神功 5-2-1 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 うなぎ川はら　三条家 和食・鍋 奈良市下三条町 35 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 うなぎのねどこ　えどがわ ラーメン 奈良市東向中町 6　奈良県経済倶楽部ﾋﾞﾙ1F 令和3年10月8日 ☆☆☆

奈良市 うのん カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市七条1-11-14 令和3年8月24日 ☆☆☆

奈良市 うま杉 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町　6-9-4　WINDSBLDⅡ-1F 令和4年1月20日 ☆☆☆

奈良市 梅こころ 和食・鍋 奈良市月ヶ瀬尾山2681 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

奈良市 栄好 和食・鍋 奈良市秋篠町 98 競輪場東6号店 令和3年9月30日 ☆☆

奈良市 越前すし 寿司 奈良市三条町 321-4 令和3年10月14日 ☆☆☆

奈良市 絵馬堂茶屋 うどん・そば 奈良市雑司町 407 東大寺境内 令和3年10月11日 ☆☆☆

奈良市 大阪王将　JR奈良駅前店 中華料理 奈良市三条町 511-3　奈良交通第二ﾋﾞﾙ1F 令和3年12月16日 ☆☆

奈良市 大阪焼肉ホルモン・ふたご　新大宮店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市大宮町6-1-8　 公健ビル　1F 令和4年11月18日 ☆☆☆

奈良市 大阪焼肉・ホルモン　ふたご　大和西大寺店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西大寺本町 1-10-2 令和4年12月19日 ☆☆☆

奈良市 オーシャンブールバード スナック・パブ 奈良市大宮町 7-2-23　三和佐保川ビル104 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 オオミヤバル ダイニングバー・バル 奈良市大宮町 6-9-8 岡田ビル1F 令和4年1月4日 ☆☆

奈良市 ＯＬＤ　ＴＩＭＥ ダイニングバー・バル 奈良市三条本町 8-1　 ｼﾙｷｱ奈良215 令和4年8月16日 ☆☆

奈良市 おか田 和食・鍋 奈良市今御門町 26-2　Noriビル今御門町1F 令和3年10月7日 ☆☆☆

奈良市 おかん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市山町 129 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 お好み焼きおみつ お好み焼き・たこ焼き 奈良市今御門町27-1 令和4年10月28日 ☆☆

奈良市 お好み焼・鉄板焼　きん太 お好み焼き・たこ焼き 奈良市中町 1-78 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 お好み焼・鉄板焼　きん太 お好み焼き・たこ焼き 奈良市二条大路南4-1-20 令和5年3月14日 ☆☆

奈良市 お好み焼店　好 お好み焼き・たこ焼き 奈良市南紀寺町3-320-1 令和4年3月4日 ☆☆

奈良市 お好み焼　豚馬 お好み焼き・たこ焼き 奈良市法華寺町237-9 ｼﾃｨﾊﾟﾚｽ21　市役所前パートⅡ-107 令和3年7月14日 ☆☆☆

奈良市 お好み焼は　ここやねん　イオンタウン富雄南店 お好み焼き・たこ焼き 奈良市石木町100-1　イオンタウン富雄南C棟 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 お好み焼　ふじ お好み焼き・たこ焼き 奈良市三条町 538 令和3年12月28日 ☆☆

奈良市 お好み焼き　MOROJUKU お好み焼き・たこ焼き 奈良市奈良阪町1133-1 豊光第三ビル103 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

奈良市 御魚処さくら茶屋 和食・鍋 奈良市大宮町4-253-3 令和3年10月12日 ☆☆☆

奈良市 おしゃべりな亀 洋食 奈良市東向南町 28-1 令和3年10月12日 ☆☆ HP

奈良市 お食事処　たちばな 和食・鍋 奈良市奈良阪町 2340 令和5年1月5日 ☆☆☆

奈良市 おちゃけや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市小西町 21-1　な・ら・ら1-A 令和4年9月30日 ☆☆

奈良市 おちゃのこ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市小西町35-2  コトモール奈良１F 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 お天気パーラー カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高天町 46-1 令和3年12月14日 ☆☆

奈良市 おばんざい遊 和食・鍋 奈良市三条桧町15-23-1 令和3年7月1日 ☆☆☆

奈良市 オランダ屋富雄店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市石木町　631-1 令和3年11月15日 ☆☆☆

奈良市 オランダ屋　奈良店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市法蓮佐保山 3-1-23 令和3年11月9日 ☆☆☆

奈良市 （卸） 精肉店直送　たれ焼肉と※　大和西大寺店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西大寺栄町　3-12　梅守ﾋﾞﾙ1F 令和4年1月28日 ☆☆

奈良市 かき小屋フィーバー　奈良三条通り店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市下三条町2-1　 Ｓｉ－Ｒｏ三条　2Ｆ 令和4年9月16日 ☆☆

奈良市 KAKIHA カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条本町 1-1　 JR奈良駅構内ﾋﾞｴﾗ奈良2F 令和4年8月10日 ☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 加寿屋　奈良三条店 うどん・そば 奈良市角振町12　三条会館ビル　1F 令和4年6月21日 ☆☆

奈良市 かごの屋　学園前店 和食・鍋 奈良市学園大和町 2-235-1 令和3年12月22日 ☆☆☆

奈良市 かごの屋　奈良新大宮店 和食・鍋 奈良市大宮町　6-3-6 令和3年11月5日 ☆☆☆

奈良市 春日庵 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中新屋町　28 令和3年12月23日 ☆☆☆

奈良市 春日大社カフェ・ショップ 鹿音 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市春日野町 160 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 かすが茶屋 うどん・そば 奈良市春日野町160 令和3年6月8日 ☆☆

奈良市 春日荷茶屋 和食・鍋 奈良市春日野町 160 令和3年12月16日 ☆☆☆

奈良市 春日野 和食・鍋 奈良市雑司町494 令和3年7月1日 ☆☆☆

奈良市 ガスト　奈良三条店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市下三条町 31-1　奈良ワシントンホテルプラザ1F 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 ガスト　奈良大安寺店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市大安寺町 552-2 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 ガスト　奈良藤ノ木台店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市藤ノ木台1-1-23 令和3年9月27日 ☆☆

奈良市 KASUYA JR奈良駅前 うどん・そば 奈良市油阪町11-4　第1中村ビル1F 令和4年5月12日 ☆☆

奈良市 家族亭　奈良学園前店 和食・鍋 奈良市学園北 1-9-1　ﾊﾟﾗﾃﾞｨ学園前Ⅱ-4F 令和3年10月27日 ☆☆☆

奈良市 家族亭ならファミリー店 和食・鍋 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ファミリー6F 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 勝牛　奈良公園バスターミナル店 和食・鍋 奈良市登大路町 76  奈良公園バスターミナル西棟2階 令和4年11月2日 ☆☆

奈良市 楽素　gasso 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市鳥見町 1-1-4　広徳ﾏﾝｼｮﾝ1F 令和3年11月5日 ☆☆☆

奈良市 かっぱ寿司　奈良柏木店 寿司 奈良市柏木町 413-1 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 かっぱ寿司　奈良二名店 寿司 奈良市二名 3-1061 令和3年11月9日 ☆☆

奈良市 河童ラーメン本舗　押熊店 ラーメン 奈良市押熊町 2145-4 令和3年10月27日 ☆☆

奈良市 かつ満　ならファミリー店 和食・鍋 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 令和3年11月5日 ☆☆

奈良市 家庭料理　お家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町4-310-1 令和3年10月18日 ☆☆☆ HP

奈良市 ガトー・ド・ボワ　 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺南町1-19　エクセルハイツ西大寺駅前101 令和3年9月16日 ☆☆

奈良市 かに道楽　奈良本店 和食・鍋 奈良市西九条町 5-2-9 令和3年8月17日 ☆☆☆ HP

奈良市 鹿の子 和食・鍋 奈良市高畑町 1307-1 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 カフェ　アンタレス カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東紀寺町　2-5-17 令和4年3月24日 ☆☆ HP

奈良市 CAFE　ETRANGER　NARAD カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市上三条町 23-4  奈良市中部公民館1F 令和4年6月29日 ☆☆

奈良市 cafe　Oasis カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市小西町 1-8　 Axeunit1F 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 cafe　oyatsu その他 奈良市あやめ池南 1-3-2 令和3年10月7日 ☆☆☆

奈良市 カフェ・クルール　奈良県庁店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市登大路町 30 令和4年11月4日 ☆☆

奈良市 カフェこよみ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市船橋町  22-2 令和3年12月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 Cafe　TANNE カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市下御門町36 令和3年8月20日 ☆☆☆ HP

奈良市 カフェ　チャオプレッソ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向中町 29　近鉄奈良駅構内 令和4年1月18日 ☆☆☆

奈良市 カフェ　チャオプレッソ＆クックハウス西大寺駅店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺国見町 1-1-1　ﾀｲﾑｽﾞﾌﾟﾚｲｽ西大寺 令和3年12月3日 ☆☆☆

奈良市 Cafeterrace　kikinomori カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条本町 5-9 令和4年10月25日 ☆☆

奈良市 カフェテラス・ライム カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市北袋町32-5 ハイツキャンパス1F-A 令和3年8月4日 ☆☆

奈良市 カフェ・ド・クリエ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市角振町6-1　 フコク生命ビル1F 令和4年6月8日 ☆☆

奈良市 カフェとスナック　パレット カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市南魚屋町 6-1-2 令和3年11月22日 ☆☆☆

奈良市 cafe 春 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市毘沙門町 3-1 令和3年10月5日 ☆☆☆

奈良市 カフェバル カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市六条1-1-5 令和3年7月26日 ☆☆ HP

奈良市 cafe　Fluke カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向中町10 令和4年8月2日 ☆☆☆

奈良市 CAFE　Luce カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市角振町 25-3 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 Cafe鹿都 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市二条大路南 1-1-1　奈良市役所1F 令和3年10月29日 ☆☆ HP

奈良市 （株）菊一文珠四郎包永 和食・鍋 奈良市雑司町488 令和3年7月26日 ☆☆☆

奈良市 株式会社　ジョイフル　イオンタウン富雄南店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市石木町　100-1　ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南F棟 令和3年9月29日 ☆☆ HP

奈良市 株式会社　食道園　学園前店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市学園大和町 2-124 令和3年10月8日 ☆☆☆ HP

奈良市 (株)杉養蜂園　奈良東大寺店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市上三条町 5 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 株式会社　久家 和食・鍋 奈良市鍋屋町 5 令和3年10月22日 ☆☆☆

奈良市 カプリチョーザ　ならファミリー店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市西大寺東町2-4-1　 奈良ファミリー 6F 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 釜粋　本店 うどん・そば 奈良市東向南町  13-2 令和3年12月14日 ☆☆☆

奈良市 釜めし　GRANCHA 和食・鍋 奈良市東向中町22 令和3年6月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 上高地あずさ珈琲学園前店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中町 1-78 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 かむら精肉店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市小西町 1-5 令和4年7月27日 ☆☆

奈良市 かめや お好み焼き・たこ焼き 奈良市樽井町 9 令和4年10月25日 ☆☆

奈良市 カラオケ居酒屋　鹿酔 カラオケ 奈良市大宮町　3-5-44　第3宝ハイツ1F 令和3年8月10日 ☆☆☆
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市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
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奈良市 カラオケ　M'S STUDIO カラオケ 奈良市西大寺北町 4-3-24 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ喫茶　ポピュラー カラオケ 奈良市南紀寺町4-109-3 令和3年12月1日 ☆☆☆

奈良市 カラオケサロン　ムーミン カラオケ 奈良市東九条町206-18 令和3年6月8日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ　シャトラン カラオケ 奈良市三条桧町 15-23-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ信天遊歌 カラオケ 奈良市大宮町5-3-20　AXIS大宮　6F 令和3年11月19日 ☆☆☆

奈良市 カラオケステージ　カサブランカ カラオケ 奈良市佐紀町  2399 令和4年1月28日 ☆☆

奈良市 カラオケステージ　ブルース カラオケ 奈良市杉ケ町14-1　第1西田ビル105 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ・スナック　たんぽぽ カラオケ 奈良市富雄元町2-5-20　トミオプラザビルB1F 令和3年9月27日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ　スナック　リリー カラオケ 奈良市三条宮前町　2-2 令和3年12月20日 ☆☆☆

奈良市 カラオケ　ばんちゃん カラオケ 奈良市三条添川町 1-8 令和3年9月2日 ☆☆☆

奈良市 カラオケレインボー　京終店 カラオケ 奈良市南京終町2-252-1 令和3年9月16日 ☆☆☆ HP

奈良市 カレーハウスCoCo壱番屋　新大宮駅前店 カレー 奈良市大宮町3-5-35　アクティブ宝泉ビル1F 令和3年8月27日 ☆☆☆

奈良市 カレーハウスCoCo壱番屋　奈良藤ノ木台店 カレー 奈良市藤ノ木台 1-1-25 令和3年11月2日 ☆☆☆

奈良市 カレーハウスサンマルコ丼庵ＫＹＫ カレー 奈良市西大寺東町 2-4-1 奈良ﾌｧﾐﾘｰB1F 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 カレー屋　マナビアン カレー 奈良市西大寺東町 2-1-49 令和3年11月16日 ☆☆

奈良市 韓国チキンとサムギョプサル　ニャムニャムニャム西大寺駅前店 各国料理 奈良市西大寺栄町 3-12  梅守ビル2F 令和4年10月25日 ☆☆

奈良市 甘味処鎌倉　奈良三条通り店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市橋本町25 令和4年10月25日 ☆☆

奈良市 菊水楼 和食・鍋 奈良市高畑町 1130 令和4年10月21日 ☆☆☆

奈良市 季節料理　やすらぎ 和食・鍋 奈良市芝辻町11-43　シティホームズ奈良112 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 木曽路　学園前店 和食・鍋 奈良市学園大和町 2-125-1 令和3年11月29日 ☆☆☆

奈良市 きたまち ce magasin イタリアン・フレンチ 奈良市東向北町21-1 松山ビル1F-A 令和3年8月11日 ☆☆

奈良市 ＫＩＣＨＩＲＩ　近鉄奈良駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市中筋町 6-1  奈良ラインハウス3F 令和4年11月30日 ☆☆☆

奈良市 喫茶　アーガイル カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市大宮町2-3　東急ドエルパークビレッジ9-103 令和3年10月12日 ☆☆

奈良市 喫茶・工房　まほろば カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中新屋町 19 令和3年10月11日 ☆☆

奈良市 喫茶　スナック　真美 スナック・パブ 奈良市六条西4-3-36 令和3年8月4日 ☆☆☆

奈良市 喫茶と軽食「佐保」 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市法蓮町 462-1 令和3年10月11日 ☆☆

奈良市 吉四六 和食・鍋 奈良市登美ヶ丘 3-12-7 ｴﾚｶﾞﾝｽ登美ヶ丘103 令和3年11月1日 ☆☆

奈良市 キッチン　あるるかん 洋食 奈良市餅飯殿町31-2 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 キッチン　ペピタ 洋食 奈良市西寺林町11-3 令和3年6月10日 ☆☆☆ HP

奈良市 㐂つね 和食・鍋 奈良市元林院町 22  鹿猿狐ビルヂング 令和4年7月21日 ☆☆

奈良市 きと庵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺国見町1-7-10 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 喜菜亭 その他 奈良市杉ヶ町25-1　 フェリス駅前　107 令和4年12月9日 ☆☆☆

奈良市 きみなみ うどん・そば 奈良市押熊町 2201-1 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 Gallery&Cafe 岡村 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市奈保町 16-19 令和3年11月22日 ☆☆☆

奈良市 牛角　新大宮店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市大宮町 6-7-5 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 牛角焼肉食堂　ならファミリー店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西大寺東町2-4-1　 ならファミリーB1階 令和4年10月3日 ☆☆

奈良市 牛カツ　勝牛　近鉄奈良駅前店 和食・鍋 奈良市東向中町15 令和4年11月2日 ☆☆

奈良市 九州うまか　奈良店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市中筋町 6-1  奈良ラインハウス4F 令和4年12月19日 ☆☆

奈良市 牛まぶし三山 和食・鍋 奈良市春日野町 11 令和3年8月18日 ☆☆☆

奈良市 京小づち 和食・鍋 奈良市下御門町 21 令和4年1月24日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　近鉄奈良駅前店 中華料理 奈良市小西町　20-1F 令和4年2月8日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　東九条店 中華料理 奈良市東九条町　1496 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　富雄店 中華料理 奈良市富雄元町2-6-47 令和4年2月14日 ☆☆

奈良市 餃子の王将奈良押熊店 中華料理 奈良市押熊町　1501-1 令和4年2月8日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　奈良柏木店 中華料理 奈良市柏木町　463-3 令和4年2月2日 ☆☆

奈良市 餃子の王将奈良三条店 中華料理 奈良市油阪地方町　6-6 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　奈良都跡店 中華料理 奈良市四条大路　5-1-53 令和4年2月2日 ☆☆

奈良市 餃子の王将　針インター店 中華料理 奈良市針町 481-3 令和4年2月24日 ☆☆

奈良市 京中華 飛天 散華 中華料理 奈良市三条大路 1-1-47 令和3年11月25日 ☆☆☆

奈良市 京都勝牛　奈良柏木店 和食・鍋 奈良市柏木町 421-1  柏木ﾋﾞﾙ1F 令和4年11月17日 ☆☆

奈良市 京家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市南市町　27 令和4年8月23日 ☆☆

奈良市 玉ろ寿司 寿司 奈良市元林院町29 令和3年7月26日 ☆☆☆

奈良市 清澄の里　粟 和食・鍋 奈良市高樋町861 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 ぎん舎利 寿司 奈良市大宮町6-6-6　文屋ビル2F 令和3年9月2日 ☆☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 くいもの屋　わん　九州自慢　奈良三条通店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市油阪地方町 3-1　ｼｪﾘｰ三条ビル２F 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 くいもの屋わん　ＪＲ奈良駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町1-1-10　梢ビル2Ｆ 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 くいもの屋わん　新大宮店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-2-15 ミールBLD3F 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 くいもの屋わん　大和西大寺店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺栄町３－１２　梅守ビル４F 令和3年9月30日 ☆☆☆

奈良市 ＣＯＯ．ＤＩＮＩＮＧ ダイニングバー・バル 奈良市三条本町7-111-4　第2共栄ﾋﾞﾙ1F 令和3年12月3日 ☆☆

奈良市 串揚げ和 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市油阪地方町5　松山ﾋﾞﾙ2F 令和3年7月28日 ☆☆☆

奈良市 串皇 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市上三条町 22-3 ｼｬｲﾝﾛｰﾄﾞﾐﾔｺ101 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 串カツ田中　新大宮店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-2-15 1F 令和3年10月14日 ☆☆☆

奈良市 串天力一 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市芝辻町　4-6-10 令和3年8月27日 ☆☆☆

奈良市 串屋　近鉄奈良駅前本店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向北町30-2 令和3年8月31日 ☆☆☆ HP

奈良市 good spoon 高の原テラス 洋食 奈良市右京　1-5-1 令和3年12月28日 ☆☆

奈良市 KURA 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町 482ｰ1 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 蔵粋亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市芝辻町2－11－15-1F 令和3年6月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 くら寿司 奈良大宮店 寿司 奈良市二条大路南 2-1-7 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 くら寿司　奈良学園前店 寿司 奈良市中町 1-78 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 くら寿司　奈良古市店 寿司 奈良市古市町 1352-1 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 クラムボン カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三碓町　2146-2 令和3年12月22日 ☆☆☆

奈良市 GRANCHA　茶寮 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向中町22 令和3年7月1日 ☆☆☆ HP

奈良市 kuriya ダイニングバー・バル 奈良市東向南町1 ami21ﾋﾞﾙ1F 令和3年12月6日 ☆☆

奈良市 グリル蔵敷　ならファミリー店 洋食 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 グリルＴＡＬＯ 洋食 奈良市高御門町 13-1 令和3年12月21日 ☆☆

奈良市 グリル・チェンバー 洋食 奈良市高天町38-3　近鉄高天ビルB１F 令和3年10月22日 ☆☆

奈良市 クレスト スナック・パブ 奈良市大宮町6-5-16　アルファプレイス3F-3 令和3年8月5日 ☆☆☆

奈良市 １Ｆ　元喜神奈良店　２Ｆ・３Ｆ　飛天 中華料理 奈良市東向南町 26 令和3年11月19日 ☆☆☆

奈良市 玄冶店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北 1-2-1 令和3年9月27日 ☆☆

奈良市 工場跡事務室 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市芝辻町543 令和4年7月21日 ☆☆

奈良市 神戸亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町4-303-3 令和3年10月5日 ☆☆☆

奈良市 珈琲館　つかさ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市学園中4-539-1　ｲｽﾞﾐﾔ学園前1F 令和3年9月27日 ☆☆

奈良市 珈琲館　奈良三条店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市下三条町38 令和4年9月5日 ☆☆☆

奈良市 ココス　奈良鴻ノ池店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市法蓮佐保山３－２－１４ 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

奈良市 ココス　都跡店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市四条大路　5-1-49 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

奈良市 琥結 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 5-3-20 サンライズ第2ビル101 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 ｃｏｊｉｃａ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条町 547 令和3年9月27日 ☆☆☆

奈良市 個室　泳ぎイカ　九州うまか　新大宮駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町　6-9-4　WINDSBLDⅡ-2F 令和4年1月28日 ☆☆

奈良市 枯淡 和食・鍋 奈良市大宮町 6-2-17 千曲ﾋﾞﾙ1F 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 こっぽう 和食・鍋 奈良市西大寺国見町 1-7-10 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 神殿酒場情熱ホルモン 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市神殿町　665-4 令和3年8月27日 ☆☆☆

奈良市 古都屋 和食・鍋 奈良市雑司町107 令和3年6月4日 ☆☆☆ HP

奈良市 粉もん屋　八 お好み焼き・たこ焼き 奈良市三条本町 1000 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 粉もん屋八 お好み焼き・たこ焼き 奈良市右京 1-3-4-105 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 ごはんや　歩味 和食・鍋 奈良市三条宮前町 2-1-2 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

奈良市 小道の店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町　1269-3 令和4年2月21日 ☆☆

奈良市 小麦粉 各国料理 奈良市西新在家町15－1 令和3年9月16日 ☆☆☆

奈良市 心和 和食・鍋 奈良市南京終町 1-183-3 令和3年8月23日 ☆☆☆ HP

奈良市 コリアンダイニング李朝園　近鉄奈良駅前店 各国料理 奈良市西御門町 15-1　 ｱｸﾛｽｷｭｰﾌﾞ近鉄奈良駅前2F 令和4年11月18日 ☆☆

奈良市 コリアンダイニング李朝園　奈良店 各国料理 奈良市西大寺東町2-4-1　 奈良ファミリー　6F 令和4年11月18日 ☆☆

奈良市 小料理　たが和 和食・鍋 奈良市寺町 10-10 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 小料理　奈良 和食・鍋 奈良市三条大路 1-10-11 令和3年12月28日 ☆☆☆

奈良市 サーティワンアイスクリーム カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰB1F 令和3年12月22日 ☆☆

奈良市 サーティワンアイスクリーム　学園前ロードサイド店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中町 1-78-7 令和4年7月12日 ☆☆

奈良市 サーティワンアイスクリーム　奈良押熊店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市押熊町 1102-1 令和4年7月12日 ☆☆

奈良市 菜宴 洋食 奈良市小西町19 マリアテラスビル2F 令和3年7月29日 ☆☆

奈良市 The　Olive　Dining イタリアン・フレンチ 奈良市小西町 21-1 な・ら・ら1-B 令和4年1月4日 ☆☆

奈良市 酒香菜や（さかなや） 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市あやめ池南２－１－３５ 令和3年7月15日 ☆☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 SAKANAYA 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市山町　180-2 令和3年8月10日 ☆☆

奈良市 酒と肴　なかむら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市南市町 16-2 令和4年10月13日 ☆☆

奈良市 さち福や　ならファミリー店 和食・鍋 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 令和3年11月5日 ☆☆

奈良市 茶亭　ゆうすい 和食・鍋 奈良市春日野町158-1 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 さぬきうどん　舞々 うどん・そば 奈良市菅野台 1-36 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 ザ　ヒルトップテラス　奈良 イタリアン・フレンチ 奈良市春日野町 98-1 令和3年12月20日 ☆☆

奈良市 ザめしや　平城京店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市二条大路南 2-1-27 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 茶樂茶　ＳＡＲＡＳＡ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市公納堂町 6-1 令和4年12月19日 ☆☆☆

奈良市 茶廊　葉風泰夢 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市水門町 100 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 茶論 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市元林院町 31-1 令和4年7月27日 ☆☆

奈良市 サロン涼健 カラオケ 奈良市北向町 12-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 さんきゅう　柏木店 寿司 奈良市大安寺町 503-1 令和3年12月21日 ☆☆

奈良市 さん天　奈良三条店 和食・鍋 奈良市三条桧町　17-15 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 サンマルクカフェ　奈良三条店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条町 499-1　FアンドFスクエア１F 令和3年12月6日 ☆☆

奈良市 サンマルクカフェ　奈良東向商店街店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向中町 23 令和3年10月18日 ☆☆

奈良市 Jenny　Bar　&　Karaoke スナック・パブ 奈良市大宮町　6-4-6　新大宮ファーストビル　5F西 令和4年1月20日 ☆☆☆

奈良市 GELATERIA　FIORE カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町　464 令和4年2月21日 ☆☆

奈良市 四季旬彩　あらき 和食・鍋 奈良市学園北　1-15-26　ニューロータリー壱番館B1F 令和4年1月28日 ☆☆☆

奈良市 四季遊人　ＪＲ奈良店 和食・鍋 奈良市三条町 523-1 令和3年10月20日 ☆☆ HP

奈良市 重の井 うどん・そば 奈良市杉ケ町 17-1 令和3年10月5日 ☆☆

奈良市 七福食堂 和食・鍋 奈良市鳴川町　19 令和4年7月21日 ☆☆☆

奈良市 シャトードール カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市小西町　39 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 シャトードール　餅飯殿店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町29-1 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 しゃばとん ラーメン 奈良市六条町124-1 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 しゃぶしゃぶ　松山 和食・鍋 奈良市高天町44-7 令和3年12月10日 ☆☆☆

奈良市 しゃぶ葉　奈良押熊店 和食・鍋 奈良市押熊町 779-18 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 しゃぶ葉　奈良柏木店 和食・鍋 奈良市柏木町459 令和3年9月30日 ☆☆☆

奈良市 ジャンカラ　新大宮駅前店 カラオケ 奈良市芝辻町 4-5-1 令和3年8月26日 ☆☆☆

奈良市 上海楼 中華料理 奈良市東向南町18 令和3年6月22日 ☆☆ HP

奈良市 ジャンボカラオケ広場　近鉄奈良東向店 カラオケ 奈良市東向中町 27 HIKARIﾋﾞﾙ1F 令和3年8月26日 ☆☆☆

奈良市 ジャンボカラオケ広場　JR奈良店 カラオケ 奈良市油阪地方町 3-1 ｼｪﾘｰ三条ﾋﾞﾙ4F 令和3年8月26日 ☆☆☆

奈良市 十兵衛食堂 うどん・そば 奈良市柳生町83-3 令和4年4月15日 ☆☆

奈良市 Jouer スナック・パブ 奈良市大宮町6-3-25　新大宮ヨシエビル403 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 酒菜　たろ吉 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条添川町 3-36 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 酒肆　春鹿 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市今御門町27-4 令和3年9月6日 ☆☆☆

奈良市 酒房　亜耶 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市小西町　5　ｱﾙﾃ館2F-B 令和3年9月30日 ☆☆☆

奈良市 酒房　蔵乃間 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市下御門町　43 令和3年9月30日 ☆☆

奈良市 JURI スナック・パブ 奈良市大宮町 5-2-13　 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙあやめ新大宮ﾋﾞﾙ205号 令和4年8月10日 ☆☆☆

奈良市 旬感居酒屋　むーちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町 606-61-2 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 旬彩坐　立山 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市上三条町12-1 三条ﾐﾄﾞｰﾋﾞﾙ2F 令和3年11月25日 ☆☆☆

奈良市 旬菜酒家　紬 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄元町 2-2-6 トミオﾋﾞﾙ1F 令和3年10月11日 ☆☆☆

奈良市 旬彩　ひより 和食・鍋 奈良市中新屋町26 令和3年6月22日 ☆☆☆

奈良市 じゅん平 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市本子守町1-1 メゾンドヴァンイノウエ 1F 令和3年10月27日 ☆☆☆

奈良市 ジョイフル　奈良七条店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市七条東町　172-1 令和3年9月30日 ☆☆ HP

奈良市 食道園　パラディ学園前店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市学園北 1-9-1　ﾊﾟﾗﾃﾞｨ学園前Ⅱ-4F 令和3年10月8日 ☆☆☆

奈良市 祥瑞 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西寺林町28-6 令和4年8月10日 ☆☆☆

奈良市 白兎 スナック・パブ 奈良市三条宮前町 2-2 清水ﾋﾞﾙ3F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 仁 ラーメン 奈良市六条 2-5-16-4 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 新大宮　芳かわ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 4-310-4 令和4年8月8日 ☆☆

奈良市 信州そば処　そじ坊 うどん・そば 奈良市西大寺東町2-4-1　奈良ファミリーB1F 令和3年8月4日 ☆☆☆

奈良市 心城 スナック・パブ 奈良市大宮町6-3-25　新大宮ヨシエビル101 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 新奈良ゴルフ倶楽部 洋食 奈良市平清水町85 令和4年2月14日 ☆☆☆

奈良市 SUICAKURI ダイニングバー・バル 奈良市二条町　1-1-60　沢田ハイツ105 令和3年9月16日 ☆☆☆

奈良市 菅原の里　Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｅｔｔｅ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市菅原東二丁目29番1号 令和3年12月6日 ☆☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 すぎ乃 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-5-14　ﾌﾟﾘﾝｾｽｺｰﾄﾋﾞﾙ2F 令和3年12月14日 ☆☆☆

奈良市 すき焼きと牛まぶし　ももしき 和食・鍋 奈良市東向中町5-1　浅川ハーベストビル２F 令和3年5月31日 ☆☆ HP

奈良市 すき焼き　結のや 和食・鍋 奈良市北之庄町105-3 令和4年4月7日 ☆☆☆

奈良市 スクランブラー カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市法華寺町 1435-1　金田ビル1F 令和3年9月8日 ☆☆

奈良市 SQUARE　すくわーる イタリアン・フレンチ 奈良市小西町　9　川村ビル103 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 すし劍客 寿司 奈良市三松 1-3-18-1 令和3年12月16日 ☆☆

奈良市 鮓　玄治 寿司 奈良市三条町 606 スクエア奈良三条5F 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 鮨・酒・肴　杉玉　大和西大寺 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺東町 2-1-63　ｻﾝﾜｼﾃｨ西大寺B1F 令和3年12月10日 ☆☆

奈良市 鮨　たかせ 寿司 奈良市三条町 606-2 令和4年12月21日 ☆☆☆

奈良市 すし処　魚正 寿司 奈良市芝辻町　2-11-51　ﾊﾟﾗｯﾂｵ新大宮103 令和4年1月28日 ☆☆☆

奈良市 すし処　鮨田 寿司 奈良市富雄元町　2-5-25　明光富雄ﾋﾞﾙ103 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 寿司とろ 寿司 奈良市押熊町1137-1 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 鮨　みやこ 寿司 奈良市都祁白石町 1250-1 令和3年12月9日 ☆☆

奈良市 スシロー　学園前店 寿司 奈良市学園大和町 2-116-1 令和3年12月21日 ☆☆

奈良市 スシロー 奈良三条大路店 寿司 奈良市三条大路 4-6-1 令和3年12月27日 ☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー　ＪＲ奈良駅旧駅舎店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条本町 1082 令和3年12月20日 ☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー奈良学園前駅店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市学園南  3-1-5 令和3年12月9日 ☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー奈良公園バスターミナル店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市登大路町76　奈良公園バスターミナル2F 令和3年11月1日 ☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー　奈良鴻ノ池運動公園店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市法蓮佐保山 4-1703-1 令和3年11月15日 ☆☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー　奈良西大寺駅前店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺東町 2-1-63　ｻﾝﾜｼﾃｨ西大寺1F 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 スターバックスコーヒー 奈良猿沢池店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市樽井町１ 令和3年11月16日 ☆☆☆

奈良市 スッス　イタリアンダイニング イタリアン・フレンチ 奈良市松陽台2-20-7 令和3年12月23日 ☆☆☆

奈良市 ステーキガスト奈良柏木 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市柏木町459 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 ステーキ　雪峰 洋食 奈良市神功3-1-6 令和3年10月12日 ☆☆ HP

奈良市 ステーキ　ならまち 洋食 奈良市東寺林町７番地 サンフェアリー１Ｆ－Ｂ 令和3年11月1日 ☆☆

奈良市 スナック　古都 スナック・パブ 奈良市大宮町 6-4-6　新大宮ファーストビル4F 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 スナック　千栄 スナック・パブ 奈良市富雄元町2-5-20　トミオプラザビルB1F 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 スナック　のぞみ スナック・パブ 奈良市元林院町 37 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 スナック　マブハイ スナック・パブ 奈良市南市町 18-6 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 スナック　マリアンⅡ スナック・パブ 奈良市杉ヶ町 32-8 　ベルサイユビル107 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 スナック　睦月 スナック・パブ 奈良市大宮町 5-3-20　ｻﾝﾗｲｽﾞ第2ﾋﾞﾙ402 令和3年10月4日 ☆☆☆

奈良市 Spice　Kitchen　Labo カレー 奈良市東向中町10番地 令和4年10月28日 ☆☆

奈良市 炭火ITALIAN・WINE BAR　元町New's イタリアン・フレンチ 奈良市富雄元町 2-3-12　ライフコート富雄1F 令和3年10月19日 ☆☆ HP

奈良市 炭火やきとり　やまと家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向南町21　奈良観光会館1F 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 炭火焼肉　輝翔 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市小西町 21-1　 ならら 2F 令和4年12月22日 ☆☆☆

奈良市 炭火焼肉　とみや　学園前本店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市学園北2-5-9 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 炭火焼肉　とみや　高の原店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市右京1-4　ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞひまわり館1F 令和3年11月9日 ☆☆☆

奈良市 炭火焼肉　とみや　登美ヶ丘店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西登美ケ丘1-4-15 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 炭火焼肉　ふるかわ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市南紀寺町1-223-1　ﾓﾘｼﾏﾋﾞﾙ103 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 晴朗邸 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市餅飯殿町　41　OKビル201 令和3年8月26日 ☆☆☆ HP

奈良市 仙人亭　薬膳カフェ　花美津姫 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中町 4059 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 創作鉄板バル庵蔵 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市油阪地方町 5　ﾏﾂﾔﾏﾋﾞﾙ1F-B 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 創作料理　花しば 和食・鍋 奈良市花芝町 8-2 令和3年10月11日 ☆☆

奈良市 ソウルの家 各国料理 奈良市大宮町6-4-8　ルミエール新大宮101 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 social club 凛 スナック・パブ 奈良市大宮町6-6-1 ｱﾙﾌｧｺｰﾄ1F-8 令和3年6月9日 ☆☆☆

奈良市 そば切り　川名 うどん・そば 奈良市芝辻町 4-1-4 令和4年11月30日 ☆☆

奈良市 蕎麦処　はやし うどん・そば 奈良市南袋町 1 令和4年4月7日 ☆☆

奈良市 ダイアナ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条町593-51 令和3年7月14日 ☆☆☆

奈良市 大起水産 回転寿司 奈良学園前店 寿司 奈良市中登美ケ丘 6-7-7 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 大起水産回転寿司　奈良店 寿司 奈良市柏木町 527-5 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 大仏苺 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市上三条町 4-1 令和4年12月22日 ☆☆

奈良市 隆千穂 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市南魚屋町5-6 令和3年9月2日 ☆☆☆

奈良市 竹の館 和食・鍋 奈良市南魚屋町 25 令和3年10月8日 ☆☆

奈良市 タケルのタ 和食・鍋 奈良市東向北町 9 令和4年2月14日 ☆☆

7

https://fujin-nara.com
http://r.gnavi.co.jp/c857000/
https://www.motomati-news.com
https://seiroutei.mydns.jp/
http://www.daiki-suisan.co.jp


認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 たこみ お好み焼き・たこ焼き 奈良市三条町　485　北邨ﾋﾞﾙ1F 令和4年2月2日 ☆☆☆

奈良市 立ち呑み食房MARUstandingBar ダイニングバー・バル 奈良市林小路町　13-1　第2福田ビル３F 令和3年12月21日 ☆☆

奈良市 たつ屋　JR奈良駅前店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条町 512-3 ｶｰｻ･ﾌｸﾑﾗ1F 令和3年11月5日 ☆☆

奈良市 TaBaSa 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市餅飯殿町40　財団ビル2F 令和3年9月2日 ☆☆

奈良市 W 中華料理 奈良市高天町44-5 令和4年12月2日 ☆☆☆

奈良市 たろいも食堂 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西木辻町94-1　日光ハイツ101 令和3年10月12日 ☆☆☆

奈良市 団 お好み焼き・たこ焼き 奈良市西寺林町11-4 令和4年1月24日 ☆☆

奈良市 タンしゃぶ鍋と焼肉の店　こいずみ 和食・鍋 奈良市鶴舞東町 2-25-1F 令和4年6月30日 ☆☆☆

奈良市 たんとと和くら　ならファミリー店 和食・鍋 奈良市西大寺東町 2-4-1 奈良ﾌｧﾐﾘｰ6Ｆ 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 CHEESE　CAFE　soan カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町12　 もちいどの夢CUBE　J号店舗 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 cherry's spoon カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西寺林町 26 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 チェリーハート スナック・パブ 奈良市学園大和町2-52　大和スーパーマンション1F-B 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 ｃｅｒｖｏ　ｂｉａｎｃｏ イタリアン・フレンチ 奈良市高御門町 7 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 千扇 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 3-1-9 中川ビル１F 令和3年10月12日 ☆☆☆

奈良市 ちゃあしゅうや　亀王　東九条店 ラーメン 奈良市東九条町　1506-1 令和4年1月28日 ☆☆

奈良市 茶π木子梨　食π木子梨 中華料理 奈良市橋本町35 令和4年9月20日 ☆☆

奈良市 中華料理　和廣飯店 中華料理 奈良市紀寺町 885-3 令和4年3月1日 ☆☆

奈良市 中国家庭料理　ジロー 中華料理 奈良市南紀寺町2-267-8 令和3年9月2日 ☆☆

奈良市 中国料理　喜久龍 中華料理 奈良市四条大路　1-3-8 令和4年1月19日 ☆☆☆

奈良市 中国料理　四神 中華料理 奈良市大宮町1-133-5　トータスbld1F 令和3年10月4日 ☆☆☆

奈良市 中国料理百楽　学園前駅ビル店 中華料理 奈良市学園北 1－1－1　ル・シエル学園前北ビル203 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 ちょっとBARだよ!!全員集合 スナック・パブ 奈良市大宮町4-270-10　ﾙﾃﾞﾊﾟｰﾙ新大宮1F 令和4年2月2日 ☆☆

奈良市 月tokkury スナック・パブ 奈良市大宮町 4-286-1　ハイツ大宮通り103 令和3年10月7日 ☆☆ HP

奈良市 月日亭　近鉄奈良駅前店 和食・鍋 奈良市東向中町 6　 奈良県経済倶楽部ﾋﾞﾙ2F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 月日星 和食・鍋 奈良市登大路町59-9 令和4年3月17日 ☆☆

奈良市 つじ平 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条本町4-32　中室ﾋﾞﾙ1F 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 鶴 寿司 奈良市三条本町 8-1　ｼﾙｷｱ奈良216 令和4年2月7日 ☆☆☆

奈良市 鶴の茶屋 うどん・そば 奈良市春日野町160 令和3年9月10日 ☆☆

奈良市 鶴橋　風月 お好み焼き・たこ焼き 奈良市西大寺東町2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 令和3年8月10日 ☆☆ HP

奈良市 つるや 和食・鍋 奈良市今御門町26番地2 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 つる由 和食・鍋 奈良市脇戸町 22-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 Deerline カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町 12 夢キューブF 令和4年7月12日 ☆☆

奈良市 濔風　Ｄｅｅｆｕｕ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市二条町 1-1-68  第1福井ﾋﾞﾙ103 令和3年11月1日 ☆☆☆

奈良市 手打かすうどん　香粋一（かすいち） うどん・そば 奈良市大宮町 6-2-17　千曲ﾋﾞﾙ1FｰA 令和3年8月23日 ☆☆

奈良市 手打ち蕎麦　文月 うどん・そば 奈良市広岡町191-1 令和3年9月14日 ☆☆☆

奈良市 鉄板ステーキ　シェルブルー 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条町 470 綺羅星ﾋﾞﾙ2F 令和3年10月18日 ☆☆☆

奈良市 でなり カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町 1216-4 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 テバス 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市右京1-4　ｻﾝﾀｳﾝひまわり館１F 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 テバス　西大寺店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺東町 2-1-63　サンワシティ西大寺B1F 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 テバス　奈良店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市林小路町 41　脇坂ビル1F 令和3年11月17日 ☆☆

奈良市 デリカテッセン　イーハトーヴ 洋食 奈良市帝塚山南 4-11-14-1F 令和3年12月22日 ☆☆

奈良市 天下一品　柏木店 ラーメン 奈良市柏木町 421-1 柏木ビル1F 令和3年8月27日 ☆☆☆ HP

奈良市 天下一品　新大宮店 ラーメン 奈良市大宮町5-278-1　新奈良ビル1F 令和3年8月27日 ☆☆☆ HP

奈良市 天下一品　東向店 ラーメン 奈良市東向南町2　パレスビル1F 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 TEN. TEN. CAFE カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市春日野町 16 夢風ひろばC5 令和3年11月11日 ☆☆☆

奈良市 天平うまし館 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市二条大路南　4-6-1 令和3年9月29日 ☆☆☆ HP

奈良市 桃花源 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄元町 1-24-24　ﾄﾐｵｺｰﾄ101 令和3年11月22日 ☆☆☆

奈良市 東京庵本店 うどん・そば 奈良市春日野町 23-3 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 東京風鰻料理　江戸川 和食・鍋 奈良市下御門町　43 令和3年9月30日 ☆☆☆

奈良市 桃谷樓 中華料理 奈良市西大寺東町 2-4-1 奈良ファミリー6F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 桃谷樓 中華料理 奈良市芝辻町 2-11-6 ホテル葉風泰夢1F 令和3年10月27日 ☆☆☆

奈良市 どうとんぼり神座　柏木店 ラーメン 奈良市柏木町 459 令和5年1月5日 ☆☆

奈良市 TRUTH スナック・パブ 奈良市大宮町6-5-16　アルファプレイス602 令和3年8月5日 ☆☆☆

奈良市 得得うどん　高の原サンタウン店 うどん・そば 奈良市右京 1-3-4　ｻﾝﾀｳﾝすずらん館1F 令和3年11月17日 ☆☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 得得　奈良三条添川店 うどん・そば 奈良市三条添川町 5-28 令和3年10月20日 ☆☆

奈良市 鳥鳥　学園前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市学園北 2-5-9 令和3年9月14日 ☆☆☆

奈良市 ドトールコーヒーショップ　奈良コトモール店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東向南町 23-1　コトモール1F 令和3年11月1日 ☆☆

奈良市 とみや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北 1-4-5 令和3年11月19日 ☆☆☆

奈良市 豐楽 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市餅飯殿町 35-1　 中村ﾋﾞﾙ2F 令和4年7月21日 ☆☆

奈良市 とよのあかり　すずの音 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市椿井町 36 1F 令和4年7月21日 ☆☆

奈良市 トラットリア　ピアノ イタリアン・フレンチ 奈良市橋本町15-1 令和4年9月20日 ☆☆

奈良市 鳥貴族　富雄店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄元町 1-24-24　トミオコートB1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 Ｄｒｉｔｔｏ スナック・パブ 奈良市大宮町 6-4-6　新大宮ファーストビル4F 令和3年10月14日 ☆☆☆

奈良市 とり福 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 4-313-4 ｳﾞｨﾗ松本1F 令和4年5月10日 ☆☆

奈良市 とり〇 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北 1-2-1-1F 令和3年8月20日 ☆☆☆

奈良市 鶏焼肉　濔風 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市南魚屋町北4 令和4年5月17日 ☆☆

奈良市 鳥よし 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東九条町 717-7 令和3年9月10日 ☆☆

奈良市 ドリンクドランク カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市橋本町 8 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 とんかつ　がんこ　奈良店 和食・鍋 奈良市東向中町　19 令和3年12月24日 ☆☆☆

奈良市 とんかつ喫茶　ブタとエスプレッソと 和食・鍋 奈良市東向南町 2 パレスビル１F-CD 令和3年9月27日 ☆☆

奈良市 とんかつ　ぎんが／銀河食堂 和食・鍋 奈良市三条宮前町 2-31 令和3年10月12日 ☆☆☆

奈良市 どんたく食堂 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市尼辻西町3-5　大西ビル1F 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 ナイトインナイト優 スナック・パブ 奈良市三条宮前町 2-31 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 尚希苑 ダイニングバー・バル 奈良市富雄北1-1-4　駅前岡ハイツ102 令和3年8月4日 ☆☆☆

奈良市 なおちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市横井2-230-1 令和3年8月3日 ☆☆☆

奈良市 なかのや うどん・そば 奈良市登美ヶ丘 3-12-12 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 和製麺所 ラーメン 奈良市法蓮町 632-2　一條館Ⅰ1F 令和3年11月26日 ☆☆☆

奈良市 茄子のはな 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市四条大路 1-2-21 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 生餃子製造直売所 中華料理 奈良市大宮町6-6-11 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 奈間蔵　栄 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-2-11-1F 令和3年10月29日 ☆☆ HP

奈良市 生粉打蕎麦 かえる庵 うどん・そば 奈良市下三条町 24-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 奈良 ism 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向南町 23-2 令和4年11月2日 ☆☆

奈良市 奈良イタリアン　バンブーノ イタリアン・フレンチ 奈良市今御門町　22 令和3年11月12日 ☆☆

奈良市 奈良うどん　ふく徳 うどん・そば 奈良市高畑町 1113-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 奈良オモテナシ食堂 和食・鍋 奈良市角振新屋町 6-3-1F 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 ならじろう 和食・鍋 奈良市法華寺町237-1　石原マンション103 令和3年9月16日 ☆☆☆

奈良市 なら泉　勇斎 その他 奈良市西寺林町22 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 奈良典礼会館 和食・鍋 奈良市大森西町 13-2 令和3年10月22日 ☆☆☆

奈良市 なら和み館／かふぇ　あをがき カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町1071 令和3年8月26日 ☆☆☆

奈良市 奈良のうまいものプラザ 和食・鍋 奈良市三条本町1-1　JR奈良駅構内ビエラ奈良１階 令和3年6月3日 ☆☆☆ HP

奈良市 奈良の酒蔵全部呑み　うまっしゅ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向中町 11 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 ならまち　招福庵 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西新屋町12 ならまちHANARE館1F 令和3年8月3日 ☆☆☆ HP

奈良市 奈良町豆腐庵　こんどう 和食・鍋 奈良市西新屋町 44 令和3年9月7日 ☆☆ HP

奈良市 奈良みやげ　ならや 和食・鍋 奈良市春日野町16　夢風ひろばB-1 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 奈良　野菜ソムリエの店　Rokumeikan イタリアン・フレンチ 奈良市西登美ヶ丘 1-3-2 令和3年10月11日 ☆☆☆

奈良市 にぎり長次郎　押熊店 寿司 奈良市押熊町2144-3 令和3年9月2日 ☆☆☆

奈良市 にぎり長次郎　二条大路店 寿司 奈良市二条大路南1-3-18 令和3年9月2日 ☆☆☆

奈良市 肉匠迎賓館 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市南肘塚町 220-1 令和3年9月2日 ☆☆☆ HP

奈良市 肉匠迎賓館　富雄店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三松 4-879-1 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 ニクバルダカラ大和西大寺店 ダイニングバー・バル 奈良市西大寺東町2丁目1-63　サンワシティ西大寺地下1階 令和3年12月17日 ☆☆

奈良市 肉料理　かわせみ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条宮前町2-2 令和4年12月19日 ☆☆☆

奈良市 肉料理　美好 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市柏木町 484-1 令和3年10月6日 ☆☆

奈良市 西ノ京レストラン　大納言 うどん・そば 奈良市五条町 9-44 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 日本酒と〇〇。 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市小西町１－７　西口ビル２F東側 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 日本料理　花鹿 和食・鍋 奈良市奈保町 2-12 令和4年3月14日 ☆☆☆

奈良市 日本料理　天平倶楽部 和食・鍋 奈良市今小路町45-1 令和3年8月23日 ☆☆☆ HP

奈良市 ニュー　さつき スナック・パブ 奈良市三条町　593-50 令和3年12月21日 ☆☆☆

奈良市 NEPALI　KITCHEN　KUMARI 各国料理 奈良市南紀寺町5-52-10 令和5年1月31日 ☆☆
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奈良市 のこのこ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市公納堂町24 令和3年6月9日 ☆☆

奈良市 のすたる寺屋 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市元興寺17-1 令和3年11月16日 ☆☆☆

奈良市 呑み処(庵) 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺北町1-2-11 令和3年8月11日 ☆☆☆

奈良市 Bar Garage ダイニングバー・バル 奈良市杉ケ町32-13　ｼﾞｮｲﾊﾟﾚｽ奈良駅前ﾊﾟｰﾄⅥ-101 令和3年8月5日 ☆☆☆

奈良市 BAR　StarLight スナック・パブ 奈良市大宮町　6-3-29　ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ2-D3 令和3年12月20日 ☆☆ HP

奈良市 バーバレラ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西木辻町 207 ヤギモトビル2F 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 Bar　Fiddich ダイニングバー・バル 奈良市南市町 4　植畑ﾋﾞﾙ2F 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 ハーブクラブ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市水間町 3020-3　水間ﾜｰｸｽ内 令和3年12月24日 ☆☆☆

奈良市 葉風泰夢 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市登大路町 50　奈良国立博物館B1F 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 はいからさん お好み焼き・たこ焼き 奈良市神功 5-2-2 令和4年7月12日 ☆☆

奈良市 パオルーツ 各国料理 奈良市西大寺栄町3-12 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

奈良市 博多　長浜らーめん　夢街道 ラーメン 奈良市四条大路2-1-53 令和3年11月12日 ☆☆

奈良市 はぎのや 和食・鍋 奈良市東向中町 8-2 令和4年8月5日 ☆☆☆

奈良市 Pas 'A Pas イタリアン・フレンチ 奈良市右京 4-13-6 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 8nosu カレー 奈良市南市町　8-1　古古古屋1F東 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 ＨＡＰＰＹ　ＫＩＴＣＨＥＮ　金の鹿 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市春日野町16　夢風ひろばＢ－2 令和3年12月6日 ☆☆

奈良市 パティスリー　ラ・テラス カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市あやめ池北1-34-7　商業施設HANA 令和4年1月28日 ☆☆☆

奈良市 花詞 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市学園中1-1215-3 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 はなび スナック・パブ 奈良市富雄北 1-13-13 ﾙﾐｴｰﾙ21-103 令和3年10月7日 ☆☆☆

奈良市 Honey cafe Jakえもん カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市鶴福院町 14 令和3年9月2日 ☆☆

奈良市 パパ・ド・ウルス　丘の上食堂 洋食 奈良市神功 4-25-2-101 令和3年12月17日 ☆☆☆

奈良市 Pub　Palms スナック・パブ 奈良市西大寺東町2-1-63　 サンワシティ西大寺ビルB1F 令和5年1月16日 ☆☆

奈良市 はり新 和食・鍋 奈良市中新屋町15 令和3年8月3日 ☆☆☆ HP

奈良市 針テラス北館　レストラン　スナックコーナー ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市針町 345  針ﾃﾗｽ北館1F 令和4年10月19日 ☆☆☆

奈良市 春川 各国料理 奈良市富雄元町　4-1-26　富雄ｻﾆｰﾊｲﾂ104 令和4年1月14日 ☆☆☆

奈良市 パルコ お好み焼き・たこ焼き 奈良市鶴福院町 1-1 令和3年10月4日 ☆☆

奈良市 バルドー カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市内侍原町13 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 半藏 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市油阪町 11-4　 第一中村ﾋﾞﾙ4F 令和4年8月16日 ☆☆

奈良市 ハンバーグ・ステーキ工房もく 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市山陵町 1155-3 令和3年12月8日 ☆☆☆

奈良市 半分 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市四条大路 2-1-48 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

奈良市 ピアノ イタリアン・フレンチ 奈良市大宮町 6-9-4　 ﾘﾌﾚ館新大宮BLDG.1F 令和4年9月20日 ☆☆

奈良市 日笠ワークス カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市日笠町 396-2 令和3年12月24日 ☆☆☆

奈良市 ヒサゴ屋食堂 和食・鍋 奈良市鶴福院町32 令和4年10月17日 ☆☆

奈良市 美酔酒屋 吟醸貴族 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町 6-7-1 ｶｲﾓﾄ第3ビル102 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 ビストロ・ル・クレール イタリアン・フレンチ 奈良市南袋町6-2　1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 Pick カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条町 499-1　FアンドFスクエア201 令和3年9月22日 ☆☆ HP

奈良市 ビッグエコー新大宮駅前店 カラオケ 奈良市大宮町6-2-20 令和3年6月10日 ☆☆☆

奈良市 ビッグボーイレストラン 奈良平城店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市押熊町947 令和3年10月7日 ☆☆

奈良市 ビッグ・マウンテン・カフェ＆ファーム カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西新在家町20 令和3年9月6日 ☆☆☆

奈良市 Piccolo  Zucca カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市五条西 1-6-3 令和3年12月14日 ☆☆☆

奈良市 ピッツェリア　ルナノーヴァ イタリアン・フレンチ 奈良市大宮町 2-1-35-1F 令和3年11月12日 ☆☆

奈良市 ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町24-3 令和3年9月30日 ☆☆

奈良市 ビバリーヒルズ ダイニングバー・バル 奈良市花芝町 6 プラザ 花芝1F 令和3年8月18日 ☆☆

奈良市 百楽荘 和食・鍋 奈良市百楽園 3-1-3 令和3年11月1日 ☆☆☆

奈良市 ひょっとこ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市大宮町2-4-5　WINGﾋﾞﾙ 102 令和3年12月22日 ☆☆

奈良市 平宗 寿司 奈良市今御門町30-1 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 平宗奈良店別館 寿司 奈良市今御門町31 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 Biｌｌｙ ダイニングバー・バル 奈良市下三条町2-1 Si-Ro　三条B1F 令和3年7月14日 ☆☆☆

奈良市 ひるねこ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市南市町 2-1 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

奈良市 広島お好み焼・鉄板酒場　やきとら お好み焼き・たこ焼き 奈良市角振町　23　 中室ビル1F 令和4年10月18日 ☆☆

奈良市 ファミリーレストラン　ココス大安寺店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市八条４－６３９－１ 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

奈良市 ファミレス　SOZAI ／イタリアンバル　SOZAI ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市二条大路南　1-3-1　 ミ・ナーラ4F 令和4年12月2日 ☆☆

奈良市 風林火山　今市店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市今市町49-1 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 風林火山　押熊店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市神功5-5-5 令和3年9月2日 ☆☆☆ HP
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 冨久傳 和食・鍋 奈良市福智院町31 令和3年6月14日 ☆☆☆ HP

奈良市 ぷちらうんじ　庵 スナック・パブ 奈良市大宮町6-3-25　新大宮ﾖｼｴﾋﾞﾙ501 令和3年7月14日 ☆☆☆

奈良市 plus カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高天町　38-3　近鉄高天ビルB1F 令和4年1月19日 ☆☆☆

奈良市 Flamingo カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高天町 38-7 令和3年9月30日 ☆☆☆

奈良市 Plan　on　NARA スナック・パブ 奈良市大宮町6-4-3　アルファヴィレッジ202 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 Plan　on　NARA　BLUE スナック・パブ 奈良市大宮町6-4-3　アルファヴィレッジ1F 令和3年8月5日 ☆☆☆

奈良市 フランス料理　ラ・テラス イタリアン・フレンチ 奈良市春日野町98-1 令和3年9月27日 ☆☆☆

奈良市 フランス料理　ラ・テラス ”イリゼ” イタリアン・フレンチ 奈良市あやめ池北 1-34-7　商業施設HANA 令和3年9月10日 ☆☆☆

奈良市 Blue Sky スナック・パブ 奈良市大宮町　5-2-13　グランドールあやめ新大宮202 令和3年9月27日 ☆☆☆

奈良市 Pleasure その他 奈良市東城戸町 4-8 令和3年10月6日 ☆☆☆

奈良市 ブレッドバイキング　サンマルク カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 フレンチ居酒屋　えとね イタリアン・フレンチ 奈良市富雄元町　2-5-25　明光富雄ビル102 令和3年9月2日 ☆☆

奈良市 ブロンコビリー奈良押熊店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市押熊町 2139-1 令和3年11月10日 ☆☆

奈良市 文楽　奈良東向通店 うどん・そば 奈良市東向南町19　ﾖｼﾀﾞﾋﾞﾙ1F 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 平城典礼会館　1階 和食・鍋 奈良市押熊町 780-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 平城典礼会館　2階 和食・鍋 奈良市押熊町 780-1 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 北京 中華料理 奈良市菅野台 1-35-2 令和3年10月7日 ☆☆

奈良市 北京料理　奈良百楽/丼ぶり・麻婆　丼米屋　奈良店 中華料理 奈良市東向中町28 奈良近鉄ﾋﾞﾙ8F 令和3年10月4日 ☆☆☆

奈良市 ベトナム料理　コムゴン 各国料理 奈良市東向南町 19 ﾖｼﾀﾞﾋﾞﾙ2F 令和4年11月4日 ☆☆

奈良市 紅屋 うどん・そば 奈良市押上町 9-1 令和3年10月7日 ☆☆☆ HP

奈良市 HEAVEN スナック・パブ 奈良市大宮町6-4-3　平成新大宮ビル201 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 ヘルシーごはん＆カフェ　遊 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町　986-1 令和3年12月20日 ☆☆☆

奈良市 PE　LONCHO 洋食 奈良市高畑町 1098-1　 KOTOMATIﾋﾞﾙ101 令和4年8月23日 ☆☆

奈良市 ほうせき箱 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市餅飯殿町 47 令和4年11月2日 ☆☆☆

奈良市 pop'n　live カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市公納堂町12　 ならまち工房Ⅲ 8号室 令和4年8月10日 ☆☆☆

奈良市 ホテル日航奈良　ファウンテン カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条本町 8-1 令和3年9月16日 ☆☆☆ HP

奈良市 堀内果実園 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市角振町 23 令和4年12月9日 ☆☆☆

奈良市 本格インド料理　Madras　Spice奈良 各国料理 奈良市油阪町 1-51　 センチュリオンホテルクラシック奈良1F 令和4年9月8日 ☆☆☆

奈良市 ポンテロッソ 各国料理 奈良市小西町　2 令和3年10月22日 ☆☆☆

奈良市 ポンパドール スナック・パブ 奈良市大宮町6-6-1 アルファコート1F 令和3年8月3日 ☆☆☆

奈良市 マクドナルド奈良からもも店 ファストフード 奈良市杏町 152-1 令和3年11月15日 ☆☆☆

奈良市 マクドナルド奈良紀寺店 ファストフード 奈良市紀寺町 369-1 令和3年11月17日 ☆☆☆

奈良市 マクドナルド　ならファミリー店 ファストフード 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ファミリーB1F 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 マクドナルド阪奈宝来店 ファストフード 奈良市宝来 4-17-3 令和3年11月22日 ☆☆☆

奈良市 街かど屋　奈良大森町店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市大森町 55-1 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 まつ㐂 和食・鍋 奈良市東城戸町 16-1 令和3年9月24日 ☆☆☆

奈良市 松籟～まつのおと～ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市北袋町18-1 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 松乃家　奈良駅前店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市大宮町　1-1-10　梢ﾋﾞﾙ1Ｆ 令和4年2月7日 ☆☆☆

奈良市 松屋　R奈良駅前店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市三条本町 3-8 令和3年11月15日 ☆☆☆

奈良市 松屋　奈良三条大路店 ファストフード 奈良市三条大路 3-2-21 令和3年12月3日 ☆☆☆

奈良市 MANNA 各国料理 奈良市下三条町　42-2　冨士屋ﾋﾞﾙ2F 令和4年2月7日 ☆☆ HP

奈良市 マブハイ　キッチン スナック・パブ 奈良市南市町 18-6 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 まめじか食堂 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市登大路町 59-1 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 茉莉 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市肘塚町 291-43 令和3年9月10日 ☆☆☆

奈良市 まるかつ 和食・鍋 奈良市神殿町667-1 令和4年1月24日 ☆☆ HP

奈良市 丸亀製麺 うどん・そば 奈良市古市町 1322 令和3年10月22日 ☆☆

奈良市 丸亀製麺　ならファミリー うどん・そば 奈良市西大寺東町 2-4-1　奈良ファミリーB1F 令和3年10月27日 ☆☆

奈良市 まる窓カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中新屋町 18　ハイツ五野1F北 令和3年12月3日 ☆☆☆

奈良市 満天ひろば その他 奈良市水間町 3031 令和3年12月24日 ☆☆☆

奈良市 MEAT&PIZZA YAMATO Craft Beer Table ダイニングバー・バル 奈良市東向中町 6 奈良県経済倶楽部ﾋﾞﾙ1F 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

奈良市 三笠屋本店 うどん・そば 奈良市雑司町497 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 蜜や 洋食 奈良市東寺林町　5 令和3年11月19日 ☆☆

奈良市 美晴荘 和食・鍋 奈良市月ケ瀬尾山 78-2 令和3年11月5日 ☆☆

奈良市 雅庵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市芝辻町507-1　第2中村ビル102 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

奈良市 みよし 洋食 奈良市脇戸町 6 令和4年8月10日 ☆☆

奈良市 miracolo カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町 974 令和3年11月22日 ☆☆

奈良市 麦 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市学園北 2-5-1　ｱﾈｯｸｽﾐﾀｶ学園前105 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 むさしの森珈琲　奈良中登美ケ丘店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市中登美ケ丘6-114-1 令和3年9月27日 ☆☆☆

奈良市 無心 ラーメン 奈良市中町323-1 令和3年9月29日 ☆☆

奈良市 夢窓庵 和食・鍋 奈良市水門町　70-7-1-2 令和3年12月27日 ☆☆☆

奈良市 明倫館 洋食 奈良市南京終町1-32-4 令和3年8月4日 ☆☆☆

奈良市 目利きの銀次 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条町500-1　新三条ビル2F 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 目利きの銀次 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺東町 2-1-53　 FB2021　1階 令和5年1月24日 ☆☆☆

奈良市 めしあがれ　Bon　appetit イタリアン・フレンチ 奈良市十輪院町１ 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 METRO スナック・パブ 奈良市大宮町5-3-20 AXIS大宮401 令和3年8月6日 ☆☆☆

奈良市 麺屋　あまのじゃく奈良店 ラーメン 奈良市杉ケ町　35-1　さやか杉ケ町ビル103 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

奈良市 麺や正 ラーメン 奈良市西大寺小坊町1-5　日吉ビル1F 令和3年9月2日 ☆☆

奈良市 麺屋　やまひで　本店 ラーメン 奈良市大宮町 6-3-29  アルファグランデ1-E 令和4年12月21日 ☆☆

奈良市 モスバーガー近鉄奈良店 ファストフード 奈良市東向南町 10-2 令和4年7月26日 ☆☆

奈良市 モスバーガー JR奈良店 ファストフード 奈良市三条本町 1-1　JR奈良駅構内ビエラ奈良1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 モスバーガー　平城ニュータウン店 ファストフード 奈良市神功 5-1-1 令和4年7月5日 ☆☆☆

奈良市 もつ粋 和食・鍋 奈良市芝辻町 4-5-6 令和3年11月1日 ☆☆☆ HP

奈良市 もつ粋　近鉄奈良駅前店 お好み焼き・たこ焼き 奈良市小西町 2-1-2F 令和3年10月5日 ☆☆☆

奈良市 もつ粋　奈良三条店 和食・鍋 奈良市下三条町 34  更谷ﾋﾞﾙ1F 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

奈良市 森の樹 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市佐保台西町 111 令和3年9月22日 ☆☆☆

奈良市 八百岩／てる房 和食・鍋 奈良市法蓮町 1238 令和3年10月1日 ☆☆

奈良市 焼き芋専門店　維新蔵　本店 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市下御門町 4 令和4年11月17日 ☆☆

奈良市 焼亭JUJU　本店 お好み焼き・たこ焼き 奈良市上三条町 12-1 ミドービル1F 令和3年10月15日 ☆☆

奈良市 やきとり一番　一条通店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市法蓮町 424-3 岡専ﾋﾞﾙ101 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 やきとり　濔風 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市芝辻町507-1　第2中村ビル101 令和4年5月17日 ☆☆

奈良市 やきとり濔風 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市南魚屋町6-1-1 令和4年5月17日 ☆☆☆

奈良市 焼鳥　福籠 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄元町2-6-47　 ライオンズプラザ富雄北棟 令和4年12月8日 ☆☆☆ HP

奈良市 焼肉　あやめ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市あやめ池南 1-3-11-1F 令和4年2月14日 ☆☆

奈良市 焼肉工房 もく 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西大寺北町 1-4-20-1F 令和3年12月3日 ☆☆☆

奈良市 焼肉工房もく　大宮店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市大宮町 3-5-44　第3宝ﾊｲﾂ1FB 令和3年12月3日 ☆☆☆

奈良市 焼肉工房もく　近鉄奈良店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市小西町 5 ｱﾙﾃ館2F 令和3年12月16日 ☆☆

奈良市 焼肉工房　わらく 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市富雄北 1-3-11 令和3年12月3日 ☆☆

奈良市 焼肉製作所 神神 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市小西町 8-1 ラフィーヌ東洋5F 令和3年10月22日 ☆☆ HP

奈良市 焼肉ダイニング　ハコニワ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条宮前町2-31 令和4年11月10日 ☆☆

奈良市 焼肉　千久左 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市富雄元町 4-1-23　富雄美術ﾋﾞﾙ2F 令和3年9月14日 ☆☆

奈良市 焼肉　燈火 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市油阪地方町6-4　京ろまん満足館ビル1F 令和4年1月19日 ☆☆☆

奈良市 焼肉なら八　尼ケ辻店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市三条大路 5-7-16 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 焼肉なら八　本店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市杉ケ町 32-1 令和3年11月19日 ☆☆

奈良市 焼肉の牛太郎 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市餅飯殿町42-1 OKビル2F-B1 令和3年7月29日 ☆☆

奈良市 焼肉　針こま 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市針町 713-1 大和高原観光ビル1F 令和3年8月23日 ☆☆☆

奈良市 焼肉ホルモン　かむら精肉店　新大宮店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市大宮町6-1-11　 新大宮第二ビル　1階 令和4年8月16日 ☆☆☆

奈良市 焼肉とホルモン　KUNIO　920 お好み焼き・たこ焼き 奈良市下三条町 14 三条第1ビル２F 令和3年10月15日 ☆☆

奈良市 薬Zen拓 ダイニングバー・バル 奈良市橋本町32　林ビル１F 令和3年8月17日 ☆☆

奈良市 野菜の風呂 洋食 奈良市朱雀 6-20-13 令和3年10月20日 ☆☆

奈良市 や台ずし　三条通町 寿司 奈良市下三条町 44-2　冨士屋ﾋﾞﾙ1F 令和3年11月4日 ☆☆

奈良市 や台ずし　新大宮駅前町 寿司 奈良市大宮町 6-2-14　艸香駅前ﾋﾞﾙ1F 令和3年11月8日 ☆☆

奈良市 やたがらす 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市林小路町１３−１　第２福田ビル１F 令和3年5月31日 ☆☆ HP

奈良市 柳茶屋 和食・鍋 奈良市登大路町49 令和3年6月9日 ☆☆☆ HP

奈良市 山内農場 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市油阪地方町 4-1　ﾐｷﾋﾞﾙ1F 令和3年10月27日 ☆☆☆

奈良市 山田オブホルモン 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市西御門町 11-11 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ3F 令和3年12月9日 ☆☆

奈良市 やまと庵　近鉄奈良駅前店 和食・鍋 奈良市東向中町 4-2F 令和3年11月5日 ☆☆☆

奈良市 やまと庵　本店 和食・鍋 奈良市三条町 495-1 令和3年11月17日 ☆☆☆

奈良市 大和ＣＡＦＥ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条町 485-1F 令和3年10月20日 ☆☆☆
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ホーム
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奈良市 大和の台所　弥栄 和食・鍋 奈良市大宮町 7-2-20 1F 令和4年10月11日 ☆☆☆

奈良市 大和野菜と串焼き　やまと 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市東向南町 23-2F 令和4年10月28日 ☆☆

奈良市 やよい軒　奈良駅店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市三条本町1-1　JR奈良駅構内ビエラ奈良1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

奈良市 やよい軒　奈良大安寺店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市南京終町3-1530-1 令和3年11月1日 ☆☆☆

奈良市 優一希 スナック・パブ 奈良市杉ケ町32-8　ベルサイユビル301 令和3年8月27日 ☆☆☆

奈良市 悠庵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市杉ケ町　14-1　第1西田ビル1F 令和4年1月11日 ☆☆☆

奈良市 優香里 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市富雄元町2ｰ3-27　山上ビル1F 令和3年9月7日 ☆☆☆

奈良市 有限会社アンビシャス　マクドナルド奈良北店 ファストフード 奈良市法華寺町 73-1 令和4年3月17日 ☆☆☆

奈良市 有限会社アンビシャス　マクドナルド奈良店 ファストフード 奈良市東向南町 21　奈良観光会館1F 令和4年3月17日 ☆☆

奈良市 有限会社　志津香　大宮店 和食・鍋 奈良市大宮町 4-249-4 令和3年12月3日 ☆☆

奈良市 有限会社　志津香 和食・鍋 奈良市登大路町59-11 令和4年8月10日 ☆☆☆

奈良市 有限会社　鯛清 寿司 奈良市芝辻町１８ 令和3年6月4日 ☆☆☆

奈良市 有限会社 三笠観光会館 和食・鍋 奈良市雑司町 486-11 令和3年8月20日 ☆☆☆ HP

奈良市 夕鶴 スナック・パブ 奈良市大宮町 6-5-16　日宝ｱﾙﾍﾟｰｼﾞｭﾋﾞﾙ501 令和3年9月24日 ☆☆

奈良市 雪風 お好み焼き・たこ焼き 奈良市学園北 2-1-6　ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝB1F 令和3年12月3日 ☆☆

奈良市 柚のす 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市林小路町13-1　第2福田ビル3F 令和4年9月30日 ☆☆

奈良市 ゆるり 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市三条本町1-1　JR奈良駅構内ビエラ奈良1F 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

奈良市 洋食亭　オリーブ 洋食 奈良市六条２丁目5－26 令和3年7月26日 ☆☆

奈良市 洋食　春 洋食 奈良市公納堂町 14 令和3年10月7日 ☆☆

奈良市 吉野本葛　黒川本家 和食・鍋 奈良市春日野町16　夢風ひろばC-2-1F 令和3年11月11日 ☆☆

奈良市 吉野本葛天極堂　ＪＲ奈良駅店 和食・鍋 奈良市三条本町 1-1 JR奈良駅構内　ﾋﾞｴﾗ奈良2F 令和3年10月22日 ☆☆☆

奈良市 よしの舎 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市東城戸町 14-1 令和3年10月29日 ☆☆

奈良市 𠮷野家　大宮通芝辻町店 ファストフード 奈良市芝辻町1-3-23 令和4年11月18日 ☆☆☆

奈良市 𠮷野家　大安寺店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 奈良市南京終町　3-1530-12 令和3年12月28日 ☆☆

奈良市 𠮷野家　24号線奈良北店 ファストフード 奈良市法蓮町　439-1 令和4年11月17日 ☆☆☆

奈良市 よつばカフェ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市紀寺町954 令和3年10月1日 ☆☆ HP

奈良市 萬屋料理店 和食・鍋 奈良市大宮町 2-4-10 令和3年11月1日 ☆☆☆

奈良市 ラーメン魁力屋　奈良北之庄店 ラーメン 奈良市南永井町 146 令和3年11月9日 ☆☆

奈良市 らーめん三ちゃん ラーメン 奈良市三条町　474-1　ふくもりﾋﾞﾙ1F 令和4年1月14日 ☆☆

奈良市 来々軒 ラーメン 奈良市三碓　　2-1-1　リコールビル102 令和3年12月24日 ☆☆

奈良市 来来亭　奈良女子大前店 ラーメン 奈良市法蓮町1082-5 令和3年9月14日 ☆☆ HP

奈良市 楽房　西大寺店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市西大寺国見町 1-2　西大寺第2ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F-11 令和3年12月17日 ☆☆

奈良市 ラ・コート・ドール ダイニングバー・バル 奈良市三条本町　1-1 令和4年2月7日 ☆☆

奈良市 ラサ　ボジュン　奈良 各国料理 奈良市高畑町 1098-1 令和4年8月10日 ☆☆☆

奈良市 ラ・テラス　オールデイダイニング イタリアン・フレンチ 奈良市小西町13　 令和3年9月29日 ☆☆☆

奈良市 ラ・トラース イタリアン・フレンチ 奈良市大宮町2-1-5　カーサヤマグチ１F 令和3年7月15日 ☆☆☆ HP

奈良市 ら．ばんば スナック・パブ 奈良市大宮町 6-9-10　田澤ﾋﾞﾙ2F 令和3年8月31日 ☆☆☆

奈良市 らふぁえろ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町1055-1 令和3年10月4日 ☆☆☆ HP

奈良市 ラ・フォルム　ド　エテルニテ イタリアン・フレンチ 奈良市花芝町 7-2 松村ﾋﾞﾙ1F 令和3年10月4日 ☆☆☆

奈良市 ラ・ポーズ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市芝辻町 2-11-6 1F 令和3年11月1日 ☆☆☆

奈良市 ＲＡＨＯＴＳＵ（螺髪） 各国料理 奈良市高畑町 1073-2  中尾ﾋﾞﾙ101 令和4年7月26日 ☆☆

奈良市 LA LIBERTE カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市南半田中町 13-1 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

奈良市 利光 和食・鍋 奈良市西木辻町 100-1 令和4年8月26日 ☆☆☆

奈良市 リストランテ　ペック イタリアン・フレンチ 奈良市押熊町 2202-9 令和3年12月9日 ☆☆

奈良市 梁山泊 和食・鍋 奈良市西城戸町13 令和3年7月1日 ☆☆☆

奈良市 梁山泊　別館 和食・鍋 奈良市三条町 583-1 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 龍馬 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄北1-3-7　幸福相互富雄ビル1F-A 令和3年11月8日 ☆☆☆

奈良市 リンガーハット　奈良平城プラザ店 ラーメン 奈良市二条大路南1-3-1　ミ・ナーラ1F 令和3年11月19日 ☆☆

奈良市 RUDY カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市西大寺小坊町3-6 令和3年8月20日 ☆☆ HP

奈良市 レストランバー　PAO 洋食 奈良市中山町 1429-1 令和3年11月10日 ☆☆

奈良市 レストラン櫃屋 和食・鍋 奈良市小西町23　花小路ビル1F 令和3年12月7日 ☆☆☆

奈良市 レストラン　ムッシュ　おおつか 洋食 奈良市法蓮町415-6 令和3年8月10日 ☆☆☆

奈良市 鹿珈 カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市登大路町76　 奈良公園バスターミナル西棟1階 令和4年7月26日 ☆☆

奈良市 ロジウラパーク！ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市上三条町　1-27 令和4年11月30日 ☆☆☆
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奈良市 ロッソ 洋食 奈良市大宮町 7-2-12 令和3年9月14日 ☆☆

奈良市 和　あすか 和食・鍋 奈良市富雄元町 4-3-15-2 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 ＷＩＮＥ＆ＣＡＦＥ　ＤＩＮＩＮＧ　さくら町バール ダイニングバー・バル 奈良市小西町 15 中山ﾋﾞﾙ2F 令和4年7月26日 ☆☆☆

奈良市 ワインバー　グラン ダイニングバー・バル 奈良市大宮町 6-1-10 松井ﾋﾞﾙ1F 令和4年11月4日 ☆☆

奈良市 若草カレー本舗 カレー 奈良市餅飯殿町 38-1 令和3年10月29日 ☆☆☆

奈良市 和牛ステーキ　関 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市小西町21-1　な・ら・ら1-D 令和4年1月11日 ☆☆☆

奈良市 wakumusubi chocolate その他 奈良市川上町 439-3 令和3年10月15日 ☆☆☆

奈良市 和彩　Rest　紅絲 和食・鍋 奈良市西寺林町23-2-1F 令和3年11月15日 ☆☆

奈良市 和食さと　新大宮店 和食・鍋 奈良市芝辻町 3-9-17 令和3年10月22日 ☆☆

奈良市 和食さと　奈良神殿店 和食・鍋 奈良市神殿町667-1 令和3年9月22日 ☆☆

奈良市 和粋食処　春日 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市杉ケ町28-1 令和3年10月8日 ☆☆☆ HP

奈良市 倭膳　たまゆら 寿司 奈良市七条東町　4-25 令和3年9月16日 ☆☆☆ HP

奈良市 和だいにんぐYUBA 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市富雄元町 2-6-47-2F 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

奈良市 和ノ雫 和食・鍋 奈良市北袋町19 令和3年10月20日 ☆☆☆

奈良市 和やまむら 和食・鍋 奈良市芝辻町2-11-15-105 令和3年8月11日 ☆☆☆ HP

奈良市 和洋ばる Pon's Kitchen ダイニングバー・バル 奈良市法華寺町237-1　石原マンション102 令和3年6月22日 ☆☆☆

奈良市 和洋遊膳　ほおずき 居酒屋・焼鳥・串揚げ 奈良市高天町38-3　近鉄高天ビルB1F 令和3年8月13日 ☆☆☆

奈良市 ＯＮＥ　ＣＡＦＥ！ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市三条宮前町 7-1 なら100年会館1F 令和3年10月20日 ☆☆ HP

奈良市 ワンカルビ　押熊店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市押熊町1453－2 令和3年7月29日 ☆☆☆

奈良市 ワンカルビ　学園前店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市中町879-1 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

奈良市 ワンカルビ　神殿店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 奈良市神殿町710 令和3年8月26日 ☆☆☆

奈良市 ワンズ　ハート　カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 奈良市高畑町 1028-7 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

大和高田市 赤い屋根 カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市北本町3-23 令和3年10月1日 ☆☆

大和高田市 味一ホルモン店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和高田市三和町  7-17 令和4年6月24日 ☆☆

大和高田市 居酒屋　稲ちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市蔵之宮町　10-32　中 令和3年8月23日 ☆☆☆

大和高田市 居酒屋　どん平 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市根成柿328-36 令和3年9月29日 ☆☆☆

大和高田市 いちばん　大和高田店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和高田市神楽２８０－１ 令和3年10月29日 ☆☆

大和高田市 いつものところ スナック・パブ 大和高田市中町808　ﾀﾞｲﾜ高田ﾋﾞﾙ1F南西 令和3年10月12日 ☆☆☆

大和高田市 いろり亭 うどん・そば 大和高田市幸町 10-21 令和3年10月20日 ☆☆

大和高田市 ヴェルデ辻甚 イタリアン・フレンチ 大和高田市南本町 11-43 令和4年10月7日 ☆☆☆

大和高田市 魚民 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市北本町 14－4　大和高田駅ビル2階 令和3年9月22日 ☆☆☆

大和高田市 お好み焼・たこ焼　ふうふうや お好み焼き・たこ焼き 大和高田市日之出西本町　6-10　サングレース大和高田102 令和3年12月27日 ☆☆

大和高田市 楓 和食・鍋 大和高田市根成柿　426-2 令和3年11月12日 ☆☆

大和高田市 ガスト　大和高田店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和高田市築山 114-1 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

大和高田市 家庭料理　ありす 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市西三倉堂 1-1-9　杉岡ビル１F 令和3年9月27日 ☆☆☆

大和高田市 カフェ　クローバー カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市片塩町　13-8B 令和3年11月11日 ☆☆☆

大和高田市 上高地あずさ珈琲大和高田店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市神楽 275-5 令和3年10月14日 ☆☆☆ HP

大和高田市 カラオケ喫茶　歩  （あゆみ） カラオケ 大和高田市大中南町　３－５３ 令和3年12月10日 ☆☆

大和高田市 カラオケ喫茶　ひろみ カラオケ 大和高田市根城柿 333-1 104号 令和3年11月17日 ☆☆☆

大和高田市 カレーハウスCoCo壱番屋　大和高田神楽店 カレー 大和高田市神楽3-9-3 令和4年10月4日 ☆☆☆

大和高田市 川秀 寿司 大和高田市市場 564-17 令和3年8月23日 ☆☆☆

大和高田市 喜多方ラーメン坂内　大和高田店 ラーメン 大和高田市神楽 253-1 令和3年12月27日 ☆☆

大和高田市 喫茶　クラム カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市曙町　15-3 令和4年3月17日 ☆☆

大和高田市 銀座　花 スナック・パブ 大和高田市築山　14-3　サンプラザ築山112号 令和3年10月7日 ☆☆☆

大和高田市 きんのぶた　高田神楽店 和食・鍋 大和高田市神楽　186 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

大和高田市 くら寿司　大和高田店 寿司 大和高田市神楽　273-1 令和3年10月29日 ☆☆

大和高田市 くろす ラーメン 大和高田市南本町 10-22 令和4年10月11日 ☆☆☆

大和高田市 粉もん屋八　高田市駅前店 お好み焼き・たこ焼き 大和高田市片塩町 16-12 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

大和高田市 粉もん屋八　トナリエ大和高田店 お好み焼き・たこ焼き 大和高田市幸町 3-18　トナリエ大和高田156 令和3年9月22日 ☆☆☆

大和高田市 栄鮓 寿司 大和高田市曽大根　２－１１－３０ 令和3年11月9日 ☆☆☆

大和高田市 ジョイフル　大和高田店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和高田市大東町　7-8 令和3年10月1日 ☆☆ HP

大和高田市 寿司の有甚 寿司 大和高田市内本町　５-５ 令和3年12月14日 ☆☆☆

大和高田市 スターバックスコーヒー カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市神楽 281-4 令和3年11月17日 ☆☆

大和高田市 スナック　Ａｉ スナック・パブ 大和高田市旭南町　8-27 令和3年12月9日 ☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

大和高田市 スナック　チエ スナック・パブ 大和高田市西三倉堂　1-1-1 令和3年10月18日 ☆☆

大和高田市 炭火焼肉　華炎坊 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和高田市神楽 1-3-29 令和3年10月29日 ☆☆☆

大和高田市 創作居酒屋　夢心 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市西三倉堂　1-2-3 令和3年10月12日 ☆☆☆

大和高田市 タイム その他 大和高田市曽大根 138-2 令和3年10月14日 ☆☆

大和高田市 多から家 うどん・そば 大和高田市本郷町　9-24 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

大和高田市 タリーズコーヒートナリエ大和高田店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市幸町　3-18　トナリエ大和高田252 令和3年10月1日 ☆☆

大和高田市 TEPPAN　 ITALIANバール イタリアン・フレンチ 大和高田市有井58-1-103号 令和3年10月12日 ☆☆

大和高田市 鳥いちばん　大和高田 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市礒野南町　4-3 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

大和高田市 ナイトパブ　佐和 スナック・パブ 大和高田市西町　2-10 令和3年12月27日 ☆☆

大和高田市 和みダイニング　いちおしや伝五郎　大和高田店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市曽大根１２４－１ 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

大和高田市 日本料理　市藤 和食・鍋 大和高田市西三倉堂 1-1-1 令和3年10月7日 ☆☆☆ HP

大和高田市 はじめラーメン ラーメン 大和高田市日之出東本町17-29 令和3年8月27日 ☆☆

大和高田市 HARU スナック・パブ 大和高田市神楽 3-10-1　吉田サンハイツ104-2 令和3年9月2日 ☆☆☆

大和高田市 松のや　大和高田店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和高田市曽大根　122-7 令和4年2月7日 ☆☆

大和高田市 丸亀製麺大和高田店 うどん・そば 大和高田市曽大根 1-12-32 令和3年10月22日 ☆☆

大和高田市 まるみ 寿司 大和高田市春日町1-3-55 令和3年9月27日 ☆☆☆

大和高田市 まんぷく厨房　ちゃらりん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和高田市曽大根　１－１７－２１ 令和3年12月10日 ☆☆☆ HP

大和高田市 メンバーズ結 スナック・パブ 大和高田市大中南町　３－４８－１Ｆ 令和3年12月9日 ☆☆☆

大和高田市 やよいずし 寿司 大和高田市池尻　２２-１ 令和3年12月22日 ☆☆☆

大和高田市 𠮷野家　24号線大和高田店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和高田市曽大根　1-1-5 令和3年12月28日 ☆☆

大和高田市 ｌｕｎｃｈ　＆　ｃａｆｅ　飛行船 カフェ・スイーツ・喫茶 大和高田市幸町　10-20 令和3年10月8日 ☆☆☆

大和高田市 六道山　福寿し 寿司 大和高田市築山　78-7 令和3年12月9日 ☆☆

大和高田市 ＷＩＮＥ×鉄板料理　ば～る 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和高田市有井　58-1-106 令和3年11月29日 ☆☆☆ HP

大和高田市 和食さと　大和高田神楽店 和食・鍋 大和高田市神楽2-13-30 令和3年9月27日 ☆☆☆ HP

大和高田市 ワンカルビ　大和高田店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和高田市神楽72-1 令和3年8月26日 ☆☆☆

大和郡山市 味の店　たこ坊 お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市馬司町　540-2 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 味味亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市南郡山町193-12 令和3年9月6日 ☆☆☆

大和郡山市 アスラン カラオケ 大和郡山市新町　1030 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 アンビアンス近鉄郡山駅前店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市朝日町520-43 令和3年6月22日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 いきなり！ステーキ　イオンモール大和郡山 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市下三橋町741　イオンモール大和郡山3F 令和3年6月8日 ☆☆

大和郡山市 いざかや一心 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市柳 2-15-1 令和3年9月29日 ☆☆

大和郡山市 居酒屋ごっこ　毬 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市泉原町　９４７－１２ 令和3年12月14日 ☆☆

大和郡山市 居酒屋　能登 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市九条町  231-3 令和4年8月2日 ☆☆

大和郡山市 居酒屋　よしの 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市小泉町　531-1 令和3年11月26日 ☆☆

大和郡山市 イタリア料理店　こすめあ イタリアン・フレンチ 大和郡山市小泉町東　2-11-7　井川テナント3号 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 IDONOカフェテラス　&nana カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市井戸野町  267-5 令和3年11月29日 ☆☆

大和郡山市 イマココ食堂 カレー 大和郡山市小泉町　353-2-1 令和3年12月9日 ☆☆

大和郡山市 いるかＫｉｔｃｈｅｎ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市池沢町　１４６ 令和3年12月22日 ☆☆☆

大和郡山市 ＩＮＤＩＡN　ＮＥＰＡＬ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＥＶＥＲＥＳＴ 各国料理 大和郡山市筒井町　897-1 令和4年1月11日 ☆☆

大和郡山市 ウェル健康カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市外川町　75 令和3年10月20日 ☆☆ HP

大和郡山市 魚民 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町 747－1　平川ビル 2階 令和3年9月22日 ☆☆☆

大和郡山市 うなぎの川はら 和食・鍋 大和郡山市小泉町2506-3 令和3年8月26日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 オーガニックキッチン　ｆａｒｖｅ 和食・鍋 大和郡山市南郡山町 7-3 令和3年11月2日 ☆ HP

大和郡山市 お好み焼　千房　郡山店 お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市北郡山町 155-6 令和3年9月2日 ☆☆☆

大和郡山市 Ｏｓｅｔｕｍａ　cａｆｅ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町　５０８－４１ 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 おひつごはん四六時中 和食・鍋 大和郡山市下三橋町741　イオンモール大和郡山3F 令和3年8月2日 ☆☆

大和郡山市 オランダ屋 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市横田町　591-3 令和3年11月8日 ☆☆☆

大和郡山市 海転寿司　魚河岸 寿司 大和郡山市下三橋町741　イオンモール大和郡山１F 令和3年6月9日 ☆☆

大和郡山市 海転寿司丸忠アピタ大和郡山店 寿司 大和郡山市田中町字宮西　５１７　アピタ１F 令和3年11月5日 ☆☆

大和郡山市 果汁工房果琳　イオンモール大和郡山店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町　741　イオンモール大和郡山 令和4年3月18日 ☆☆

大和郡山市 カステッロ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市北郡山町　211-3　やまと郡山城ホール1F 令和3年11月26日 ☆☆

大和郡山市 かつ楽 和食・鍋 大和郡山市下三橋町　７４１　イオンモール大和郡山　１F 令和3年11月5日 ☆☆

大和郡山市 カフェ&レストラン　サンナオト 洋食 大和郡山市南郡山町　539-7 令和3年12月28日 ☆☆

大和郡山市 カフェ　エールべー カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市北郡山町276-1 令和3年6月14日 ☆☆☆ HP
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大和郡山市 カフェ・雑貨　さいさい カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市北郡山町　250-27 令和3年11月9日 ☆☆

大和郡山市 caffe gita カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市杉町　207-6 令和3年10月20日 ☆☆ HP

大和郡山市 カフェ・スプーン カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市小泉町東　３－４－１ 令和3年10月22日 ☆☆☆

大和郡山市 cafe　ほっとひといき カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市小泉町2880-1-ウエストスプリング101 令和3年8月20日 ☆☆☆

大和郡山市 cafe manabi カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市小泉町東 2-11-9　 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 カプリチョーザ　大和郡山店 イタリアン・フレンチ 大和郡山市下三橋町 741　イオンモール大和郡山　1Ｆ 令和3年11月19日 ☆☆☆

大和郡山市 カラオケ喫茶　スタジオ楽園Ⅱ カラオケ 大和郡山市東岡町　45-4 令和3年9月27日 ☆☆

大和郡山市 カラオケ喫茶リバージュ カラオケ 大和郡山市小泉町　2791-1 1階 令和3年9月22日 ☆☆

大和郡山市 カレーハウスCoCo壱番屋　大和郡山筒井店 カレー 大和郡山市筒井町 531-1 令和4年10月13日 ☆☆

大和郡山市 川合酒店 その他 大和郡山市筒井町　639-2 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 韓国料理　釜山 各国料理 大和郡山市小泉町2795-32 令和3年8月4日 ☆☆☆

大和郡山市 きく松すし 寿司 大和郡山市美濃庄町　７７６ 令和3年11月5日 ☆☆☆

大和郡山市 季節料理　翁 和食・鍋 大和郡山市紺屋町　33-2 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 喫茶　コットン カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市高田町　274-12 令和3年11月22日 ☆☆

大和郡山市 喫茶　ポケット カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市南郡山町 527-5 令和3年10月8日 ☆☆☆

大和郡山市 Kitchen　萬治郎 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市泉原町947-10 令和3年8月10日 ☆☆☆

大和郡山市 京都嵐山　清修庵　 うどん・そば 大和郡山市下三橋町　741　イオンモール大和郡山　1F 令和3年10月29日 ☆☆☆

大和郡山市 銀河工場 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市杉町181-1　WSビル 令和3年8月24日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 銀釜 和食・鍋 大和郡山市東岡町 43-2 令和3年8月27日 ☆☆

大和郡山市 食呑　くろしお 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市朝日町 2-21 令和3年10月8日 ☆☆☆

大和郡山市 串カツいざかや　一心 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市新紺屋町 2-1 令和3年9月29日 ☆☆

大和郡山市 グレイスガーデン カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町 741　1階 令和3年11月17日 ☆☆

大和郡山市 くろしお 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市高田町 152-1 令和3年10月8日 ☆☆☆

大和郡山市 くろしおパートⅡ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市高田町 152-1 令和3年10月5日 ☆☆

大和郡山市 賢 うどん・そば 大和郡山市池之内町　４５ 令和3年11月15日 ☆☆

大和郡山市 こころ亭 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市小泉町　1604-1（小泉センター） 令和3年11月29日 ☆☆☆

大和郡山市 ご馳走うどん　おしどり。 うどん・そば 大和郡山市小泉町 2880-1　ｳｴｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ102 令和3年12月3日 ☆☆

大和郡山市 粉もん屋八　ＪＲ郡山駅前店 お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市高田町　1-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

大和郡山市 小花寿司 寿司 大和郡山市南郡山町　237-15 令和4年1月4日 ☆☆

大和郡山市 ごはん処　おかん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町706-1 令和3年10月12日 ☆☆☆

大和郡山市 駒鮨 寿司 大和郡山市筒井町 571-8　富士ハイツ102号 令和3年10月29日 ☆☆

大和郡山市 corolle cafe カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市北郡山町　130-3 令和3年9月24日 ☆☆

大和郡山市 サーティワン　アイスクリーム　イオンモール大和郡山 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町　741 令和4年1月28日 ☆☆

大和郡山市 サーティワンアイスクリーム　大和郡山店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市田中町　888-4 令和4年1月28日 ☆☆

大和郡山市 さくら その他 大和郡山市西田中町 450-1-22 令和3年11月2日 ☆☆

大和郡山市 ざ・さとやま その他 大和郡山市矢田町 1437 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 サンプーペー イタリアン・フレンチ 大和郡山市北大工町 12 令和3年10月11日 ☆☆☆

大和郡山市 サンマルクカフェ　イオンモール大和郡山店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町741　イオンモール大和郡山２F 令和3年6月9日 ☆☆

大和郡山市 熟成焼肉いちばん　大和郡山店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市筒井町914－2 令和3年10月29日 ☆☆

大和郡山市 順慶 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町　571-20 令和3年12月17日 ☆☆☆

大和郡山市 旬菜しゃぶ重　イオンモール大和郡山 和食・鍋 大和郡山市下三橋町741 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山1F 令和3年7月14日 ☆☆☆

大和郡山市 旬味菜々　たむら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市北大工町　1 令和3年12月8日 ☆☆

大和郡山市 しんや寿し 寿司 大和郡山市馬司町　４９１－１ 令和3年11月26日 ☆☆☆

大和郡山市 神楽食堂　串家物語　イオンモール大和郡山店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市下三橋町　７４１　イオンモール大和郡山　１F 令和3年11月19日 ☆☆

大和郡山市 スイムピア奈良 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市宮堂町　310 令和3年11月22日 ☆☆

大和郡山市 壽志屋 寿司 大和郡山市筒井町　７４１－３ 令和3年11月11日 ☆☆

大和郡山市 スターバックスコーヒー　イオンモール大和郡山店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町７４１　イオンモール大和郡山1F 令和3年7月26日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 スターバックスコーヒー大和郡山アピタ店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市田中町字宮西　５１７　アピタ１Ｆ 令和3年11月5日 ☆☆☆

大和郡山市 ステーキのどん　大和郡山店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和郡山市小林町西　3-1-7 令和3年12月10日 ☆☆☆

大和郡山市 スナック　花炎 スナック・パブ 大和郡山市筒井町　５７１－２３　レディーバードタウン 令和3年11月19日 ☆☆☆

大和郡山市 澄 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市南郡山町207-13 令和3年8月5日 ☆☆☆

大和郡山市 炭火焼肉　柳5丁目3番地 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市柳　5-3 令和4年1月31日 ☆☆

大和郡山市 ソーシャルサロンさんさにい その他 大和郡山市横田町 898 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 そば処　御幸 うどん・そば 大和郡山市千日町　３７－１ 令和3年10月12日 ☆☆ HP
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

大和郡山市 染太郎 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町 571-10 令和3年10月29日 ☆☆

大和郡山市 ダイニングバー笑 ダイニングバー・バル 大和郡山市筒井町  571-14　レディーバードタウン 令和4年1月28日 ☆☆☆

大和郡山市 大門 和食・鍋 大和郡山市筒井町 934-1　サンビル１F南 令和3年10月29日 ☆☆

大和郡山市 たかちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市小泉町東　1-5-7-102 令和3年10月1日 ☆☆☆

大和郡山市 ｔａｂｉ　ｔａｂｉ カレー 大和郡山市矢田町通　１－１ 令和3年11月10日 ☆☆☆

大和郡山市 Ｃｈｉｉｉ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市矢田町通　1-1 令和3年12月24日 ☆☆☆

大和郡山市 地鶏やきとり　おしどり 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市小泉町　671-137 令和3年12月3日 ☆☆

大和郡山市 茶慕里 各国料理 大和郡山市泉原町6415 令和3年8月10日 ☆☆☆

大和郡山市 中国宴席　橘 中華料理 大和郡山市筒井町　571-19（レディーバードタウン） 令和3年12月3日 ☆☆☆

大和郡山市 手打ちとんかつ　かつ屋　大和郡山店 和食・鍋 大和郡山市田中町字宮西　５１７　アピタ１Ｆ 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 デザート王国　イオンモール大和郡山 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町74　イオンモール大和郡山３F 令和3年9月24日 ☆☆

大和郡山市 TEッPAN社中 お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市筒井町728−1　ヒラカワビル102 令和3年10月1日 ☆☆☆

大和郡山市 twenty-two スナック・パブ 大和郡山市筒井町　706－1－10号 令和3年9月22日 ☆☆☆

大和郡山市 どうとんぼり神座　イオンモール大和郡山店 ラーメン 大和郡山市下三橋町 741　イオンモール大和郡山　3F 令和3年11月16日 ☆☆

大和郡山市 トマト　カラオケ カラオケ 大和郡山市筒井町  25 令和3年12月27日 ☆☆

大和郡山市 鳥焼肉　俺の家 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市紺屋町　43-1-1 令和3年10月4日 ☆☆

大和郡山市 奈間蔵　栄 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市高田町　270-3 令和3年12月9日 ☆☆

大和郡山市 なんぼ屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市南郡山町　198-1 令和3年9月24日 ☆☆☆

大和郡山市 野ばらサロン その他 大和郡山市柳 5-46-1 令和3年11月10日 ☆☆☆

大和郡山市 バーくじら ダイニングバー・バル 大和郡山市筒井町　５７１－８ 令和3年12月10日 ☆☆

大和郡山市 博多長浜らーめん夢街道　大和郡山店 ラーメン 大和郡山市横田町　１１８７－２ 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 八剣伝　南郡山店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市南郡山町 330 令和3年10月1日 ☆☆☆

大和郡山市 Pâtisserie　旬 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市柳町 77-1-1　シャルマンコーポ101 令和3年10月8日 ☆☆☆

大和郡山市 花一輪 スナック・パブ 大和郡山市筒井町　５７１－２５ 令和3年12月9日 ☆☆☆

大和郡山市 ハマチャン𠅘 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市南郡山町　228-2-3 令和3年10月6日 ☆☆☆

大和郡山市 萬佳郡山店 和食・鍋 大和郡山市本庄町266－1 令和3年7月26日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 ビッグボーイレストラン　大和筒井 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和郡山市筒井町 531-1 令和3年9月22日 ☆☆

大和郡山市 美味処　さくら スナック・パブ 大和郡山市筒井町　571-12 令和3年12月21日 ☆☆☆

大和郡山市 福助食堂 和食・鍋 大和郡山市本庄町　296-3 令和3年12月9日 ☆☆☆

大和郡山市 フジエダ　ハウス カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市大江町 114-1 令和3年11月8日 ☆☆☆

大和郡山市 豚の骨 ラーメン 大和郡山市上三橋町 152-1 令和3年10月1日 ☆☆

大和郡山市 豚ホルモン串焼き・もつ鍋　R&R居酒屋ばんちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町　573-23 令和4年2月14日 ☆☆☆

大和郡山市 プラチナ食堂 その他 大和郡山市北郡山町　６９５-２０ 令和3年12月14日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 フレンチ&イタリアンバル Copine イタリアン・フレンチ 大和郡山市馬司町 630-1　片山ﾊｲﾂ 1F 北側 令和3年11月8日 ☆☆☆

大和郡山市 ポワソン　ルージュ イタリアン・フレンチ 大和郡山市田中町　549-1 令和3年10月20日 ☆☆☆

大和郡山市 マクドナルド　イオンモール大和郡山店 ファストフード 大和郡山市下三橋町 741 イオンモール大和郡山 3F 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 マクドナルド２５号大和郡山店 ファストフード 大和郡山市小林町　560-1 令和3年11月29日 ☆☆

大和郡山市 マクドナルド大和郡山インター店 ファストフード 大和郡山市横田町 75 令和3年11月15日 ☆☆☆

大和郡山市 マクドナルド大和中央道郡山店 ファストフード 大和郡山市外川町　79-1 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 街かど屋　天理ＰＡ下り店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和郡山市櫟枝町三ノ坪  195-1 令和4年6月29日 ☆☆☆

大和郡山市 まつかさ お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市馬司町　144-4 令和3年10月22日 ☆☆☆

大和郡山市 松屋やきにくすてぇ～き 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山1F 令和3年8月3日 ☆☆☆

大和郡山市 マネキダイニング　天理ＰＡ上り店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和郡山市新庄町ウツキ田　104-1 令和3年8月24日 ☆☆

大和郡山市 丸亀製麺　イオンモール大和郡山 うどん・そば 大和郡山市下三橋町 741　イオンモール大和郡山3F 令和3年10月15日 ☆☆

大和郡山市 丸亀製麺　大和郡山店 うどん・そば 大和郡山市美濃庄町　字南森下川バタ204-1 令和3年9月22日 ☆☆

大和郡山市 ミチ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市新町 305-24 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 ミトン　イオンモール大和郡山店 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山1F 令和3年7月26日 ☆☆

大和郡山市 武蔵 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市九条町　２３１－１ 令和3年11月12日 ☆☆

大和郡山市 むっしゅ亭 ラーメン 大和郡山市本庄町　297-9 令和3年12月8日 ☆☆ HP

大和郡山市 メゾン・ド・ビュッフェ大和郡山 洋食 大和郡山市下三橋町741 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山1F 令和3年7月14日 ☆☆

大和郡山市 Mｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｂａｒ　－ｉｃｈｉ－ ダイニングバー・バル 大和郡山市筒井町　７２８－１　ヒラカワビル１Ｆ 令和3年11月19日 ☆☆☆

大和郡山市 モスバーガー　近鉄郡山店 ファストフード 大和郡山市南郡山町　539-11　ＹＫビル　1Ｆ 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 モスバーガー　大和郡山店 ファストフード 大和郡山市横田町　85-1 令和3年12月1日 ☆☆

大和郡山市 もんじゃ焼山吉　大和郡山店 お好み焼き・たこ焼き 大和郡山市南郡山町  520-38 令和4年1月4日 ☆☆
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認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

大和郡山市 やきとり鳥翔 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市今国府町　298-9 令和3年12月7日 ☆☆☆

大和郡山市 焼肉亭　ぢろやん 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市筒井町　592-4 令和3年10月1日 ☆☆

大和郡山市 屋台屋　いっ歩 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市筒井町571－33 令和3年7月26日 ☆☆☆

大和郡山市 大和牛 もつなべ一心 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市柳 2-15-1 令和3年9月29日 ☆☆

大和郡山市 US66i カラオケ 大和郡山市小泉町 918 令和3年11月9日 ☆☆

大和郡山市 遊々 カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市本庄町　12-1 令和3年9月29日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 遊友 カラオケ 大和郡山市筒井町　573-12 令和3年12月9日 ☆☆☆

大和郡山市 よしの カラオケ 大和郡山市小泉町353-4 令和3年6月11日 ☆☆☆

大和郡山市 よしの酒店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市小泉町353-4 令和3年6月11日 ☆☆

大和郡山市 𠮷野家　大和郡山店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 大和郡山市柳町　80-1 令和3年12月27日 ☆☆

大和郡山市 ラウンジ　志麻 スナック・パブ 大和郡山市筒井町　571-17（サンシャイン筒井3F） 令和3年12月7日 ☆☆☆

大和郡山市 ラウンジみずたに スナック・パブ 大和郡山市筒井町571-15（レディーバードタウン1F） 令和3年9月22日 ☆☆☆

大和郡山市 LAGUNA スナック・パブ 大和郡山市筒井町571-22　レディバードタウン 令和3年9月24日 ☆☆☆

大和郡山市 柳楽屋　ひだまりカフェ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市柳町　2-22 令和3年12月16日 ☆☆

大和郡山市 ル・ベンケイ イタリアン・フレンチ 大和郡山市北郡山町276-1 令和3年6月14日 ☆☆☆ HP

大和郡山市 レストラン　スエナミ イタリアン・フレンチ 大和郡山市冠山町　６３７－５ 令和3年11月10日 ☆☆

大和郡山市 レストラン　めいはん 洋食 大和郡山市筒井町　957-1（中央卸売市場） 令和3年9月27日 ☆☆

大和郡山市 ロッテリア・鯛吉　アピタ大和郡山ＦＳ店 ファストフード 大和郡山市田中町字宮西　517　アピタ大和郡山　1F 令和3年11月26日 ☆☆

大和郡山市 ワークセンター　こすもす カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市筒井町　418-1 令和4年1月4日 ☆☆☆

大和郡山市 和カフェ　モリカ カフェ・スイーツ・喫茶 大和郡山市柳 3-1 令和3年11月16日 ☆☆☆

大和郡山市 わ　だいにんぐ　麿 ダイニングバー・バル 大和郡山市筒井町　746 令和3年11月26日 ☆☆

大和郡山市 和風居酒屋よばれ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 大和郡山市小泉町 671-137　シティロイヤル大和小泉 A棟103 令和3年10月6日 ☆☆☆

大和郡山市 和洋膳処　砂貴 和食・鍋 大和郡山市小泉町東　3-4-2 令和3年12月8日 ☆☆☆

大和郡山市 わらじや うどん・そば 大和郡山市小泉町2859-1 令和4年1月24日 ☆☆☆

大和郡山市 ワンカルビ大和郡山店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 大和郡山市小林町西3-1-28 令和3年8月4日 ☆☆☆

天理市 饗の焼肉　うしん 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 天理市指柳町 346-4 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

天理市 あきひろ亭 和食・鍋 天理市前栽町　47-1 令和3年12月7日 ☆☆☆

天理市 あげいん 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 天理市田部町　151-3 令和3年12月27日 ☆☆

天理市 旭寿司 寿司 天理市川原城町 72 令和3年10月18日 ☆☆☆

天理市 味どおらく お好み焼き・たこ焼き 天理市三島町下五条  586 令和4年1月28日 ☆☆

天理市 あすなろ スナック・パブ 天理市川原城町  110-3 岡田ビル1F 令和3年9月16日 ☆☆☆

天理市 穴ぐら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　817 令和3年9月29日 ☆☆ HP

天理市 イオンタウン天理　肉のやまと 洋食 天理市東井戸堂町　381 令和3年12月21日 ☆☆

天理市 活魚料理花惣天理店 和食・鍋 天理市岩室町　88-1 令和3年12月9日 ☆☆ HP

天理市 居酒屋うえだ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市杉本町　412-8 令和3年12月8日 ☆☆

天理市 居酒屋　遊 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　341-1 令和3年12月16日 ☆☆

天理市 居酒屋　夢路 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市田井庄町  529 令和4年1月26日 ☆☆

天理市 石臼挽蕎麦かおく うどん・そば 天理市柳本町　2918 令和3年11月22日 ☆☆

天理市 魚民 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町706 令和3年9月16日 ☆☆☆

天理市 うなぎの店　淡水 和食・鍋 天理市守目堂町 107-2 令和3年10月8日 ☆☆☆

天理市 越前すし 寿司 天理市川原城町 790 令和3年10月7日 ☆☆☆

天理市 大阪王将　天理嘉幡店 中華料理 天理市嘉幡町671 令和4年10月3日 ☆☆☆

天理市 大阪王将　天理店 中華料理 天理市川原城町　314 令和3年12月9日 ☆☆

天理市 お好み焼　鉄板焼　春道 お好み焼き・たこ焼き 天理市三島町　128-1　上田ビル2F 令和3年12月16日 ☆☆

天理市 お好み焼き　ひろっちゃん お好み焼き・たこ焼き 天理市田井庄町　713 令和3年12月17日 ☆☆☆

天理市 お好み焼き　有 お好み焼き・たこ焼き 天理市勾田町　345-33 令和3年11月22日 ☆☆

天理市 オステリア　マンジャベーネ イタリアン・フレンチ 天理市川原城町 730　2F 令和3年11月5日 ☆☆☆

天理市 おはつ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　287 令和3年10月22日 ☆☆

天理市 オリーブ スナック・パブ 天理市川原城町　723　大城マンション1F 令和4年1月21日 ☆☆

天理市 角ハイボール麺酒場　天 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市嘉幡町 600-1 令和3年11月9日 ☆☆☆

天理市 かざぐるま カフェ・スイーツ・喫茶 天理市三島町下五条　375 令和3年12月21日 ☆☆

天理市 ガスト天理インター店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市石上町 504 令和3年10月1日 ☆☆

天理市 ガスト　天理店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市二階堂上ノ庄町 167-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

天理市 河童ラーメン本舗天理店 ラーメン 天理市嘉幡町 548-8 令和3年10月29日 ☆☆
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天理市 Cafe　Lovely-non カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町896　2F 令和3年11月4日 ☆☆

天理市 café　わわ カフェ・スイーツ・喫茶 天理市杣之内町　202 令和3年11月9日 ☆☆

天理市 カラオケ倶楽部ゆう カラオケ 天理市川原城町　341 令和3年12月16日 ☆☆☆

天理市 カラオケハウス　ジジ カラオケ 天理市田井庄町５２９－７ 令和3年6月11日 ☆☆

天理市 カラオケラウンジ　小雪 カラオケ 天理市西長柄町423　長柄プラザ1Ｆ 令和3年12月21日 ☆☆☆

天理市 Kantin  優 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町 702 ふじやビル2F 令和3年9月22日 ☆☆☆

天理市 喫茶軽食 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市別所町 30　天理よろづ相談所付属外来センター内１F 令和3年10月11日 ☆☆☆

天理市 喫茶　ナチューる カフェ・スイーツ・喫茶 天理市勾田町　58 令和3年12月9日 ☆☆

天理市 牛肉BAL　ｐｌｏｔ ダイニングバー・バル 天理市川原城町  267-1 令和3年12月9日 ☆☆

天理市 餃子の王将　天理荒蒔町店 中華料理 天理市荒蒔町　359-3 令和4年2月8日 ☆☆

天理市 餃子の王将天理インター店 中華料理 天理市櫟本町　2263-1 令和4年2月8日 ☆☆

天理市 串ん坊 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　339 令和4年1月14日 ☆☆

天理市 くら寿司　天理店 寿司 天理市庵治町　292-1 令和3年10月29日 ☆☆

天理市 小料理みつば 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市田井庄町　５４６　矢追マンション　１F 令和3年11月10日 ☆☆☆

天理市 さかえ食堂 和食・鍋 天理市田井庄町　５８２ 令和3年12月10日 ☆

天理市 さっぺん お好み焼き・たこ焼き 天理市川原城町　345 令和3年12月21日 ☆☆☆

天理市 更科 うどん・そば 天理市川原城町 306 令和3年10月8日 ☆☆☆ HP

天理市 ３４番地・ＬＯＣＡＬ３４ 各国料理 天理市御経野町　34-4 令和4年8月23日 ☆☆☆

天理市 旬彩酒肴　よか楼 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町 703 ふじやビル1F 令和3年9月22日 ☆☆☆

天理市 信華楼 中華料理 天理市川原城町 816　天理ステーションストア 令和4年1月28日 ☆☆

天理市 新立亭 和食・鍋 天理市川原城町　326 令和3年12月9日 ☆☆

天理市 シンフォニア カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町 637　シンフォニア 令和3年12月27日 ☆☆☆

天理市 杉田果物店 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町　３２６－１ 令和3年11月9日 ☆☆☆

天理市 すぎ乃 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　２２９ 令和3年12月14日 ☆☆☆

天理市 スシロー天理店 寿司 天理市中山町　1071 令和4年1月4日 ☆☆

天理市 ステーキガスト天理嘉幡店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市嘉幡町677-5 令和3年9月30日 ☆☆☆

天理市 せんしゅう 和食・鍋 天理市三昧田町345-3 令和3年11月1日 ☆☆☆ HP

天理市 ソムリエカフェ「leaf」 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市田部町　530　フレグランスu 令和3年9月24日 ☆☆

天理市 大地のぶた　天理店 和食・鍋 天理市嘉幡町　６７１ 令和3年12月1日 ☆☆

天理市 ダイニングキッチン和心 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市田部町 528-2 令和3年10月18日 ☆☆☆

天理市 辰馬食堂 和食・鍋 天理市川原城町 325 令和3年10月8日 ☆☆☆

天理市 田楽　天理店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市三昧田町 135-1 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

天理市 地鶏やきとり　おしどり。 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市二階堂上ノ庄町 343-3 令和3年12月3日 ☆☆☆

天理市 チムニー カフェ・スイーツ・喫茶 天理市田町　423-8 令和3年12月3日 ☆☆☆

天理市 ちゃんこ　飛鳥山 和食・鍋 天理市川原城町　２７３－５ 令和3年11月11日 ☆☆

天理市 中華食堂 　チャオチャオ 中華料理 天理市三昧田町  128-1 令和3年12月16日 ☆☆

天理市 つるや 和食・鍋 天理市川原城町 893 令和3年10月11日 ☆☆☆

天理市 ティーハウス　ＫＵＲＩＮＯＫＩ　　 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市柳本町　590 令和3年12月22日 ☆☆☆

天理市 てら屋 ラーメン 天理市東井戸堂町　176-4 令和4年1月20日 ☆☆

天理市 天雅 中華料理 天理市川原城町　８１６ 令和3年11月17日 ☆☆

天理市 てんてんてまり お好み焼き・たこ焼き 天理市櫟本町　3210-4 令和4年1月18日 ☆☆

天理市 天ぷらと旬鮮魚　のだま 和食・鍋 天理市富堂町　297-8 令和3年12月9日 ☆☆☆

天理市 天理市職員互助会　喫茶　中村 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町　605　天理市役所1F 令和4年4月12日 ☆☆

天理市 天理スタミナラーメン本店 ラーメン 天理市櫟本町　3120-4 令和3年12月8日 ☆☆

天理市 てんりん うどん・そば 天理市前栽町 45-4 令和3年11月17日 ☆☆

天理市 得得うどん　天理別所店 うどん・そば 天理市別所町 12-2 令和3年10月29日 ☆☆☆

天理市 ドトールコーヒーショップ　高井病院店 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市蔵之庄町　461-2 令和3年12月27日 ☆☆☆ HP

天理市 東大門 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　698-1　天理駅前第２ビル２F 令和3年11月1日 ☆☆☆

天理市 ナインストーリーズ カフェ・スイーツ・喫茶 天理市田部町　151-1 令和3年12月17日 ☆☆

天理市 ナポリの釜　天理嘉幡店 イタリアン・フレンチ 天理市嘉幡町671 令和4年10月3日 ☆☆☆

天理市 奈良健康ランド その他 天理市嘉幡町 600-1 令和3年11月9日 ☆☆☆ HP

天理市 奈良名産レストラン&CAFE　まるかつ 和食・鍋 天理市杣之内町437-3 令和4年3月18日 ☆☆

天理市 喃風天理店 お好み焼き・たこ焼き 天理市岩室町  73-1 令和4年8月16日 ☆☆☆

天理市 肉匠　迎賓館 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 天理市勾田町 115-1 令和3年9月2日 ☆☆☆ HP
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天理市 二代目　山嵐 和食・鍋 天理市川原城町　52-1　1F 令和3年12月10日 ☆☆

天理市 Noosa resort dining ダイニングバー・バル 天理市川原城町 680 令和3年11月1日 ☆☆

天理市 Ｂａｒ　Ｈ₂ ダイニングバー・バル 天理市川原城町　725　岡田ビル1F 令和3年12月1日 ☆☆

天理市 Park Side Kitchen 和食・鍋 天理市川原城町803　天理駅前広場 令和3年9月22日 ☆☆☆

天理市 ｐａｓｔａ＋b r e a d   n i t o t ｏ イタリアン・フレンチ 天理市西長柄町　87 令和3年10月20日 ☆☆

天理市 ぱっぷHOUSE　K 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 天理市東井戸堂町  176-1-2 令和4年8月5日 ☆☆

天理市 Ｐｅｅｋ　Ａ　Ｂｏｏ ダイニングバー・バル 天理市田部町　525 令和3年12月3日 ☆☆

天理市 ピクトン 洋食 天理市柳本町　1306-1 令和3年12月8日 ☆☆☆

天理市 陽ざし 和食・鍋 天理市川原城町　834　カサ・デル・ソル　1F北 令和3年10月15日 ☆☆☆

天理市 HiSaSo　ヒサソ カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町 655 令和3年11月16日 ☆☆

天理市 ビッグボーイ　天理店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市田井庄町　４７１－１ 令和4年8月23日 ☆☆

天理市 ひとやすみ　徹朋 うどん・そば 天理市岸田町　582 令和3年9月27日 ☆☆☆ HP

天理市 日之出食堂 和食・鍋 天理市三島町 401 令和3年10月11日 ☆☆☆

天理市 Farmer's Shop&Cafe　けやき カフェ・スイーツ・喫茶 天理市杣之内町 123-1 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

天理市 Fuwarin カフェ・スイーツ・喫茶 天理市福知堂町  149-1 令和4年1月20日 ☆☆☆

天理市 ぺぱあみんつ カラオケ 天理市西長柄町　529 令和3年9月29日 ☆☆

天理市 ＶＯＸ ダイニングバー・バル 天理市川原城町 788 令和3年10月5日 ☆☆☆

天理市 マクドナルド169天理店 ファストフード 天理市別所町 131-1 令和3年11月15日 ☆☆

天理市 マクドナルド天理ダイキ店 ファストフード 天理市三昧田町 17-1 令和3年11月15日 ☆☆

天理市 松屋・マイカリー食堂天理店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市守目堂町　１０６－２ 令和3年11月9日 ☆☆☆

天理市 丸亀製麺　天理 うどん・そば 天理市勾田町　80-1 令和3年10月27日 ☆☆

天理市 空峰 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　707-3 令和3年12月16日 ☆☆☆

天理市 名物　御紋焼 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町　680　天理ショッピングセンター1F 令和3年12月1日 ☆☆☆

天理市 麺屋ＰＡＩＴＯＮ ラーメン 天理市川原城町 113-1 令和3年10月29日 ☆☆

天理市 森のゲストハウス カフェ・スイーツ・喫茶 天理市川原城町  73-6 令和4年1月28日 ☆☆

天理市 焼き鳥　濔風 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町 52-1 令和4年5月18日 ☆☆

天理市 安兵衛 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市丹波市町　４７１ 令和3年11月10日 ☆☆☆

天理市 や台ずし天理駅前町 寿司 天理市川原城町　８０１　辻村ビル１Ｆ 令和3年11月5日 ☆☆☆

天理市 ＹＡＮＡＧＩＭＯＴＯ　ＳＴＡＮＤ カフェ・スイーツ・喫茶 天理市柳本町　１５３８－１ 令和3年12月24日 ☆☆☆

天理市 ヤマトカントリークラブ　スタート喫茶 カフェ・スイーツ・喫茶 天理市福住町　１１２３ 令和3年12月14日 ☆☆☆

天理市 大和の海　海老蔵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町 732 令和3年11月15日 ☆☆

天理市 大和まほろば 和食・鍋 天理市渋谷町  399-1 令和4年11月2日 ☆☆

天理市 やよい軒　天理店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市三昧田町1-1 令和3年11月1日 ☆☆☆

天理市 洋食Ｋａｔｓｕｉ　山の辺の道 洋食 天理市柳本町　577-1　天理市トレイルセンター内 令和3年12月20日 ☆☆☆

天理市 𠮷野家２５号線　天理店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 天理市田井庄町　498-1 令和3年12月28日 ☆☆☆

天理市 来来亭　天理アロー店 ラーメン 天理市嘉幡町 700-1 令和3年10月12日 ☆☆ HP

天理市 Ｌａ　Ｃｉｅｌｏ イタリアン・フレンチ 天理市川原城町　８８６　古川ビル201 令和3年11月9日 ☆☆☆

天理市 りきいち 和食・鍋 天理市川原城町 817 令和3年10月5日 ☆☆☆

天理市 凜 スナック・パブ 天理市守目堂町55-6 令和3年9月29日 ☆☆☆

天理市 Le　Reve イタリアン・フレンチ 天理市杣之内町 123 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

天理市 Rest＆KARAOKE銀杏 カラオケ 天理市柳本町702-2 令和3年8月4日 ☆☆☆

天理市 レストラン萬菜 洋食 天理市別所町３０　天理よろづ相談所付属外来センター内5F 令和3年10月4日 ☆☆☆

天理市 ロッテリア ファストフード 天理市東井戸堂町381 令和3年11月29日 ☆☆

天理市 和食さと　天理店 和食・鍋 天理市三昧田町17-1 令和3年9月22日 ☆☆

天理市 和楽 居酒屋・焼鳥・串揚げ 天理市川原城町　３０１－６ 令和3年11月10日 ☆☆☆

橿原市 あかぼし鮮魚店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-2-12 令和3年12月10日 ☆☆☆

橿原市 秋吉 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市常盤町194 令和3年7月15日 ☆☆

橿原市 ａｊｉｔｏ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-1-71　 Y'sビル7階 令和4年11月22日 ☆☆

橿原市 アノラーメン第二製作所 ラーメン 橿原市久米町　568 令和3年8月11日 ☆☆☆

橿原市 アフタヌーンティー・ティールーム カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市北八木町　３－６５－１１　１Ｆ 令和4年1月28日 ☆☆

橿原市 あほや　八木駅前店 お好み焼き・たこ焼き 橿原市内膳町  1-5-22 令和4年7月12日 ☆☆☆

橿原市 いきなりステーキ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール橿原店3Ｆプレミアムダイニング内 令和3年11月10日 ☆☆

橿原市 活魚と日本料理　和楽心 和食・鍋 橿原市栄和町　36-1 令和3年11月25日 ☆☆☆

橿原市 活魚　日本海 和食・鍋 橿原市太田市町 19-1 令和3年11月19日 ☆☆
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橿原市 活魚料理　花惣八木店 和食・鍋 橿原市新賀町　183-1 令和4年4月21日 ☆☆

橿原市 居酒屋えがお 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市久米町 650-3　アルテハイム橿原103号 令和3年9月2日 ☆☆

橿原市 居酒屋　蔵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-4-14 令和3年9月24日 ☆☆

橿原市 居楽屋　白木屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 5-2-38　やまとﾋﾞﾙ２階 令和3年9月22日 ☆☆☆

橿原市 居酒屋　たに志 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市石川町　288-1 令和3年10月4日 ☆☆

橿原市 いちばん カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市北八木町 3-1-6 令和3年11月5日 ☆☆☆

橿原市 今井町見晴らし茶屋　ももや カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市今井町　1-5-1 令和4年8月10日 ☆☆☆ HP

橿原市 ＩｍａｇａｍＩ イタリアン・フレンチ 橿原市雲梯町 146-3 令和3年9月2日 ☆☆☆ HP

橿原市 インド料理　プジャ 各国料理 橿原市葛本町　708-1 令和4年3月31日 ☆☆

橿原市 魚屋久右衛門 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町  1-6-19 令和4年11月17日 ☆☆

橿原市 越後叶家 うどん・そば 橿原市曲川町7-20-165　イオンモール橿原１Ｆ 令和3年8月10日 ☆☆☆

橿原市 えなみ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市四条町 5-6　スカイブルービル 2階6号 令和3年11月4日 ☆☆☆

橿原市 ELK　NEW　YORK　BRUNCH カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町　７－２０－１　イオンモール橿原店３Ｆプレミアムダイニング内 令和3年11月11日 ☆☆☆

橿原市 OSAKA SENNICHIMAE 　丸福珈琲店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町 7-20-1 令和3年9月14日 ☆☆

橿原市 大阪堂島　海鮮王 寿司 橿原市曲川町　7-20-1　イオンモール橿原アルル 令和3年11月22日 ☆☆

橿原市 沖縄料理と島酒　星屑亭 和食・鍋 橿原市八木町 1-5-30　ダイショービル1F 令和3年12月27日 ☆☆

橿原市 お好み焼　田舎　鉄板炉ばた　花舎 お好み焼き・たこ焼き 橿原市内膳町 1-5-13 令和3年8月27日 ☆☆☆

橿原市 お好み焼のきらら工房 お好み焼き・たこ焼き 橿原市十市町 1213 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

橿原市 お好み焼きは　ここやねん　橿原神宮前店 お好み焼き・たこ焼き 橿原市御坊町 64-1 令和3年11月26日 ☆☆

橿原市 お食事処　あすか 和食・鍋 橿原市醍醐町　３７５ 令和3年12月9日 ☆☆☆

橿原市 海鮮れすとらん　魚輝水産橿原葛本店 寿司 橿原市葛本町　773-3 令和4年10月17日 ☆☆

橿原市 Ｋｉｎｄ　Ｃａｆｅ カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市葛本町 291-3 令和3年11月10日 ☆☆

橿原市 月姫（KAGUYA） スナック・パブ 橿原市大軽町 120 令和3年9月8日 ☆☆☆

橿原市 かごの屋　奈良橿原店 和食・鍋 橿原市新賀町204-1 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 橿原酒場情熱ホルモン 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市十市町1221-1　ﾂｲﾝｹﾞｰﾄ内 令和3年9月6日 ☆☆

橿原市 橿原神宮　崇敬会館内　１Fバンケットホール その他 橿原市久米町　934 令和3年12月17日 ☆☆

橿原市 橿原神宮　崇敬会館内　2F食堂 和食・鍋 橿原市久米町　934 令和3年12月1日 ☆☆☆

橿原市 橿原典礼会館 和食・鍋 橿原市醍醐町313-8 令和3年9月29日 ☆☆☆

橿原市 橿原ぽかぽか温泉 和食・鍋 橿原市新堂町　210-1 令和3年10月22日 ☆☆☆

橿原市 ガスト　橿原神宮前店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市久米町　７１３ 令和3年9月24日 ☆☆

橿原市 ガスト橿原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市葛本町 677-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 かつアンドかつ橿原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市葛本町　836 令和3年9月22日 ☆☆☆

橿原市 河童ラーメン本舗　橿原店 ラーメン 橿原市葛本町 201 １Ｆ 令和3年10月27日 ☆☆

橿原市 割烹　佐藤 和食・鍋 橿原市曲川町　7-23-1 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 かに道楽　奈良橿原店 和食・鍋 橿原市上品寺町　280-1 令和3年8月10日 ☆☆☆

橿原市 かにの家 和食・鍋 橿原市葛本町　189－2 令和3年11月8日 ☆☆☆ HP

橿原市 GANESH INDIAN RESTAURANT 各国料理 橿原市北八木町 1-5-2 弓仲ﾋﾞﾙ１F南号室 令和3年9月7日 ☆☆

橿原市 株式会社柿の葉ずしヤマトあすか店 寿司 橿原市見瀬町７０１－１ 令和3年5月31日 ☆☆☆ HP

橿原市 カプリチョーザ　トマト　アンド　ガーリック イタリアン・フレンチ 橿原市曲川町 7-20-1 令和3年11月22日 ☆☆☆

橿原市 （株）山葵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町1-3-3 令和3年8月10日 ☆☆

橿原市 上高地あずさ珈琲橿原店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市葛本町　775-9 令和3年10月20日 ☆☆☆

橿原市 カラオケ笑 カラオケ 橿原市土橋町　225-2 令和3年10月15日 ☆☆

橿原市 カラオケスタジオ　はっぴーもんちっち カラオケ 橿原市土橋町　１６９－１　グリーンタウンビル２Ｆ 令和3年11月8日 ☆☆

橿原市 カラオケSTAGE　タンポポ カラオケ 橿原市曽我町 332-5 令和3年9月7日 ☆☆

橿原市 カラオケスナック　花りん カラオケ 橿原市新口町 267-1 令和3年10月7日 ☆☆☆

橿原市 カラオケ　スナック　すずらん カラオケ 橿原市内膳町　1-3-6 令和3年9月27日 ☆☆☆

橿原市 カラオケ　デュエット カラオケ 橿原市常盤町 498-3　常盤プラザ　1F　南端 令和3年11月15日 ☆☆

橿原市 カラオケバンバン　橿原岡寺駅前店 カラオケ 橿原市見瀬町 591-2 北側 令和3年11月5日 ☆☆☆

橿原市 カラオケＢａｎＢａｎ奈良橿原店 カラオケ 橿原市十市町 889-3 令和3年11月5日 ☆☆☆

橿原市 カレーハウスCoCo壱番屋　橿原四条店 カレー 橿原市今井町 3-18-1 令和3年11月5日 ☆☆☆

橿原市 韓国チキンとサムギョプサル　ニャムニャムニャム　大和八木駅前店 各国料理 橿原市内膳町　5-2-39　 かとう駅前第2ビル2F 令和4年10月25日 ☆☆

橿原市 元祖　関西風もんじゃ焼き　真田 お好み焼き・たこ焼き 橿原市新堂町259-1　光プラザ新堂2F 令和3年9月30日 ☆☆☆

橿原市 木曽路　橿原店 和食・鍋 橿原市上品寺町　３３８－１ 令和4年1月4日 ☆☆☆

橿原市 ＫＩＣＨＩＲＩ　大和八木店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　5-2-38　 大和ビル4階 令和4年11月30日 ☆☆
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橿原市 きっさ　茶久楽 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市石原田町　330ー3 令和4年1月14日 ☆☆

橿原市 杵屋 うどん・そば 橿原市北八木町 3-65-11 7F 令和3年9月22日 ☆☆

橿原市 きはる橿原神宮店 和食・鍋 橿原市久米町618 令和3年10月1日 ☆☆

橿原市 きゃべつ焼き屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市中曽司町 83-4 令和3年11月5日 ☆☆

橿原市 牛角奈良橿原店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市新賀町　１４３－３ 令和3年11月12日 ☆☆☆

橿原市 宮廷飯店 中華料理 橿原市内膳町5-1-10 令和3年8月24日 ☆☆☆

橿原市 餃子の王将　橿原神宮店 中華料理 橿原市城殿町　251-7 令和4年2月2日 ☆☆

橿原市 餃子の王将　奈良橿原店 中華料理 橿原市十市町　858-1 令和4年3月31日 ☆☆☆

橿原市 きんのぶた　橿原葛本店 和食・鍋 橿原市常盤町　437-1 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

橿原市 くいもの屋わん　橿原神宮前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市久米町 661 大和開発ビル2F 令和3年9月14日 ☆☆☆

橿原市 くいもの屋わん　大和八木店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-1-71　Y'sビル5F　 令和3年9月2日 ☆☆

橿原市 串かつ日和 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市御坊町　33-4 令和3年8月4日 ☆☆☆

橿原市 串家物語　イオンモール橿原店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市曲川町　7-20-1 令和3年11月19日 ☆☆

橿原市 Good Morning Boujyou カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市東坊城町　839-1 令和3年10月7日 ☆☆

橿原市 くら寿司アクロスプラザ橿原店 寿司 橿原市曽我町　45-1 令和3年10月29日 ☆☆

橿原市 グレイスガーデン カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町　7-20-1　1088 令和3年11月22日 ☆☆

橿原市 ＫＦＣ奈良橿原店 ファストフード 橿原市新賀町　132-2 令和3年12月7日 ☆☆

橿原市 コーヒーハウス　まあーぶる カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市田中町　117-1 令和3年11月22日 ☆☆

橿原市 ココス　橿原神宮店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市久米町　681 令和5年3月28日 ☆☆ HP

橿原市 個室でお鍋と鶏料理　とりっく 和食・鍋 橿原市八木町　1-8-16　橿原シティホテル1F 令和3年12月13日 ☆☆☆

橿原市 粉もん屋　八　橿原神宮前駅店 お好み焼き・たこ焼き 橿原市久米町 618　近鉄橿原神宮前駅構内 令和3年9月8日 ☆☆

橿原市 小料理　元気　うねび店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市大久保町 460-4 令和3年11月5日 ☆☆

橿原市 サーティワンアイスクリーム カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町　７－２０－１　イオンモール橿原店（２Ｆフードコート）  令和3年11月9日 ☆☆

橿原市 さくら スナック・パブ 橿原市常盤町　498-3　常盤プラザ2F南１号 令和3年12月28日 ☆☆☆

橿原市 ザめしや橿原畝傍店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市大久保町 149-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 産直レストラン　かぐやま 和食・鍋 橿原市常盤町 605-1 令和3年10月29日 ☆☆ HP

橿原市 サンマルクカフェ　イオンモール橿原店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町　7-20-1　１F 令和3年10月20日 ☆☆

橿原市 四季彩菜　㐂風 和食・鍋 橿原市今井町 4-2-14 令和3年10月29日 ☆☆

橿原市 四季の味　壷井 和食・鍋 橿原市常盤町　600-1 令和3年9月6日 ☆☆

橿原市 しゃぶ葉　橿原店 和食・鍋 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール橿原　1F 1093 令和3年9月22日 ☆☆

橿原市 ジャンボカラオケ広場　大和八木駅前店 カラオケ 橿原市内膳町 5-2-39 令和3年8月31日 ☆☆☆

橿原市 ジュール　フェリエ イタリアン・フレンチ 橿原市八木町1-2-13 令和3年9月27日 ☆☆☆

橿原市 熟成焼肉いちばん橿原店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市葛本町７４４－１ 令和3年11月9日 ☆☆

橿原市 旬菜　はせ川 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市雲梯町　350-32　もしもしタウン１F 令和3年9月24日 ☆☆☆

橿原市 シリジャナ 各国料理 橿原市東坊城町448-6 令和3年8月31日 ☆☆

橿原市 寿司居酒屋　きらく 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-2-14　八木ビル2Ｆ 令和3年10月8日 ☆☆ HP

橿原市 鮨　かわしま 寿司 橿原市石川町291-1 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

橿原市 鮓　恷兵 寿司 橿原市雲梯町　866-2 令和3年11月22日 ☆☆☆

橿原市 すし処　 隆 寿司 橿原市北妙法寺町579 令和3年10月18日 ☆☆☆

橿原市 スシロー　橿原店 寿司 橿原市雲梯町　247-1 令和3年12月24日 ☆☆

橿原市 スターバックスコーヒー カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市葛本町　７８９－１ 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 スターバックスコーヒーイオンモール橿原店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市曲川町　7-20-1-102 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 ステーキ宮橿原店 洋食 橿原市葛本町　795-1 令和3年10月12日 ☆☆

橿原市 炭火焼鳥　とりまる 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市久米町　593　 小柳ビル2F 令和3年12月23日 ☆☆

橿原市 炭焼きイタリアン　バール　AKARI イタリアン・フレンチ 橿原市内膳町　1-5-5-2 令和3年10月29日 ☆☆

橿原市 贅沢酒場　まる 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市石川町　100-1 令和3年10月8日 ☆☆ HP

橿原市 仙台牛たん　福助 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市曲川町7-20-1　イオンモール橿原店3F　プレミアムダイニング内 令和4年1月26日 ☆☆☆

橿原市 煎茶のお店　あんて カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市今井町　1-4-8 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 仙の豆 和食・鍋 橿原市新賀町236-1 令和3年6月8日 ☆☆ HP

橿原市 だいこくや イタリアン・フレンチ 橿原市田中町　53-1 令和4年8月29日 ☆☆

橿原市 大翔 （たいしょう） 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-6-6　2F 令和4年8月23日 ☆☆

橿原市 立呑処　まる 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-4-10 令和3年10月8日 ☆☆ HP

橿原市 たつ屋 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市八木町　1-8-6 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 食べ飲み処　まる 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市久米町　646-6 令和3年10月8日 ☆☆ HP
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橿原市 Ｔａｍａ イタリアン・フレンチ 橿原市今井町 4-5-14 令和4年11月10日 ☆☆☆

橿原市 太郎と花子 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市栄和町 103 令和3年10月15日 ☆☆

橿原市 暖手巣 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市東坊城町624 令和3年8月31日 ☆☆☆

橿原市 たんとと和くら 和食・鍋 橿原市曲川町 7-20-1 イオンモール橿原1階 令和3年10月20日 ☆☆

橿原市 千鳥家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-2-14　かとう駅前第４ビル1Ｆ 令和3年11月19日 ☆☆☆ HP

橿原市 茶屋れんげ お好み焼き・たこ焼き 橿原市久米町934　橿原神宮鳥居前売店 令和3年9月27日 ☆☆

橿原市 中国菜館　味味 中華料理 橿原市城殿町　253-1 令和3年9月27日 ☆☆

橿原市 つくし カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市菖蒲町1-1-14-1 令和3年9月24日 ☆☆

橿原市 つくし　八木店 うどん・そば 橿原市内膳町5-1-10 令和3年8月27日 ☆☆☆ HP

橿原市 鉄板なか乃 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市葛本町　194-4 令和3年12月10日 ☆☆

橿原市 田楽 和食・鍋 橿原市縄手町 150-1 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

橿原市 伝統食カフェ　～楽膳～ カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市大久保町　１０５－２ 令和3年11月11日 ☆☆☆

橿原市 天ぷら酒菜　蒼天 和食・鍋 橿原市八木町　1-8-16　橿原シティホテル1F南側 令和3年12月13日 ☆☆☆

橿原市 天まであがれ　大和八木本店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 5-137-1　ヤマトレジャーセンタービル3F 令和3年10月11日 ☆☆☆ HP

橿原市 土井 和食・鍋 橿原市八木町　3-2-21 令和3年8月10日 ☆☆☆

橿原市 どうとんぼり神座　イオンモール橿原店 ラーメン 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール橿原2F 2030区画 令和3年11月16日 ☆☆

橿原市 刻の肴　如月 和食・鍋 橿原市大軽町　120 令和3年9月2日 ☆☆☆

橿原市 得得　橿原店 うどん・そば 橿原市法花寺町 82 令和3年10月27日 ☆☆ HP

橿原市 得得　橿原曲川店 うどん・そば 橿原市曲川町 7-8-1 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

橿原市 ドトールコーヒーショップ近鉄橿原神宮前駅店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市久米町　618　橿原神宮前駅構内 令和3年12月3日 ☆☆

橿原市 TRATTORIA　前澤 イタリアン・フレンチ 橿原市八木町1-7-38 上田ビル2F 令和3年8月17日 ☆☆☆ HP

橿原市 独楽夢館 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市新口町157-3 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

橿原市 とり夢亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市葛本町　228-1 令和3年10月5日 ☆☆☆

橿原市 呑呑茶屋　大阪商人　虎屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-5-15 令和3年8月27日 ☆☆☆

橿原市 にぎり長次郎　橿原店 寿司 橿原市新賀町 143-1 令和3年9月2日 ☆☆

橿原市 肉居酒屋　呑み猿 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-4-12　U遊Ⅱビル1F 令和3年12月27日 ☆☆

橿原市 にくぞう 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市久米町  860-3 令和4年1月26日 ☆☆

橿原市 日本マクドナルド169橿原店 ファストフード 橿原市久米町　712 令和4年3月1日 ☆☆☆

橿原市 ネオソウル 各国料理 橿原市土橋町　169-1　 グリーンタウン土橋1F 令和4年10月17日 ☆☆

橿原市 バーミヤン　イオンモール橿原 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市曲川町7-20-1　イオンモール橿原サウスモール3F 令和3年9月24日 ☆☆

橿原市 博多長浜らーめん　夢街道 ラーメン 橿原市栄和町　４０－３ 令和3年11月19日 ☆☆

橿原市 博多長浜らーめん夢街道 ラーメン 橿原市土橋町　２０２－１ 令和3年11月19日 ☆☆

橿原市 橋もとや　八木店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市北八木町　1-5-2 令和3年10月1日 ☆☆

橿原市 華 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市新賀町271-1 令和3年7月15日 ☆☆☆ HP

橿原市 浜焼太郎　大和八木店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-2-15　スカイピア上田2Ｆ 令和3年10月12日 ☆☆ HP

橿原市 ピース　ｂｙ　piece カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市石原田町　339-8-7　石原田マンション東棟1F 令和3年12月23日 ☆☆☆

橿原市 ビストロ　ラタトゥイユ　Ｌａ　ｃｕｉｓｉｎｅ　ｄｅ　“まほろば” イタリアン・フレンチ 橿原市常盤町605-1 令和4年9月5日 ☆☆☆

橿原市 びっくりドンキー橿原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市新賀町157-2 令和3年10月22日 ☆☆☆ HP

橿原市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｌａｓｓｏ イタリアン・フレンチ 橿原市四分町　７ 令和3年12月22日 ☆☆☆

橿原市 備長炭イタリアン　創　SOU イタリアン・フレンチ 橿原市新賀町  208-1　 1F東側 令和4年7月12日 ☆☆☆

橿原市 福寿館　本館 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市十市町  425-1 令和4年7月12日 ☆☆

橿原市 冨士寿司 寿司 橿原市中曽司町　１０７ 令和3年11月5日 ☆☆☆

橿原市 ブルーシール　奈良橿原店/サンドイッチ専門店　チャーリー・チャップリン カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市十市町　1222-1　ツインゲート橿原 令和3年12月10日 ☆☆☆

橿原市 ふれあい　Ｃａｆｅ’ カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市十市町 63-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

橿原市 フレッシュネスバーガー ファストフード 橿原市曲川町　7-20-1　1Ｆ 令和3年11月22日 ☆☆

橿原市 ブロンコビリー奈良橿原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市曲川町 6-4-18 令和3年11月15日 ☆☆☆

橿原市 ベーカリーレストラン　サンマルク橿原店 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市葛本町 797-1 令和3年8月6日 ☆☆☆

橿原市 ペッパーランチイオンモール橿原店 洋食 橿原市曲川町　７－２０－１　 イオンモール橿原店2Ｆフードコート内 令和3年11月15日 ☆☆

橿原市 ヘルス＆ビューティーショップ金橋 その他 橿原市東坊城町 505 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

橿原市 Buono カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市八木町　１－９－４ 令和3年11月11日 ☆☆☆

橿原市 ｂｕｏｎｏ　Ｐｉｚｚａｒｉａ　Ｂａｒ イタリアン・フレンチ 橿原市内膳町 1-3-7 令和3年11月16日 ☆☆

橿原市 北海居酒屋　どでかいどー 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-5-9 令和3年12月27日 ☆☆

橿原市 ほていや 和食・鍋 橿原市四条町　8-2 令和4年3月29日 ☆☆

橿原市 ポムの樹Jr.　イオンモール橿原店 洋食 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール2F 令和3年11月5日 ☆☆
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橿原市 マクドナルド　イオンモール橿原店 ファストフード 橿原市曲川町 7-20-1　 （イオンモール橿原2Fフードコート内） 令和5年1月27日 ☆☆☆

橿原市 マクドナルド　橿原葛本町店 ファストフード 橿原市葛本町　706-1 令和4年3月14日 ☆☆

橿原市 マクドナルド　24号橿原店 ファストフード 橿原市曲川町　7-1-27 令和4年1月31日 ☆☆

橿原市 マダム　チャマ スナック・パブ 橿原市南八木町 1-3-6 令和3年10月27日 ☆☆☆

橿原市 町家茶屋　古伊 カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市今井町 4-6-13 令和3年9月24日 ☆☆☆ HP

橿原市 ママン カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市内膳町　５－１８－１　1F 令和3年12月16日 ☆☆☆ HP

橿原市 丸亀製麺イオンモール橿原 うどん・そば 橿原市曲川町 7-20-1 イオンモール橿原2F 令和3年9月14日 ☆☆

橿原市 丸亀製麺橿原 うどん・そば 橿原市新賀町 130-2 令和3年10月1日 ☆☆

橿原市 ミアクッチーナ　イオンモール橿原店 イタリアン・フレンチ 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール橿原3Ｆフードコート内 令和3年11月17日 ☆☆

橿原市 無添くら寿司橿原葛本店 寿司 橿原市葛本町　774-1 令和3年10月29日 ☆☆

橿原市 もりもり寿し 寿司 橿原市曲川町 7-20-1　イオンモール橿原1階　1087 令和3年10月20日 ☆☆

橿原市 焼鳥　きなせぇ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-5-14 令和3年8月27日 ☆☆☆

橿原市 焼肉きんぐ　橿原店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市葛本町　735-6 令和3年11月19日 ☆☆☆

橿原市 焼肉　慶州 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市北妙法寺町 613 令和3年11月1日 ☆☆

橿原市 焼肉　樹苑 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市内膳町　1-6-6　上田ビル1F 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 焼肉特急橿原駅 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市十市町855-3 令和3年8月10日 ☆☆☆

橿原市 焼肉の和民　大和八木南口駅前店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市内膳町　1－４－８　内膳町ビル１階 令和3年9月30日 ☆☆☆

橿原市 焼肉ホルモン韓国料理　味楽苑 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市見瀬町　616-1-101 令和4年4月5日 ☆☆☆

橿原市 焼肉ホルモン　こてつ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市北八木町　3-1-21 令和3年9月29日 ☆☆

橿原市 八向 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町　1-3-5 令和4年12月19日 ☆☆

橿原市 や台ずし大和八木駅南口町 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市内膳町 1-4-11 令和3年11月1日 ☆☆

橿原市 大和焼肉 結 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市大久保町310－5 令和3年11月25日 ☆☆☆

橿原市 山吉 お好み焼き・たこ焼き 橿原市豊田町　1-1 令和4年1月19日 ☆☆☆ HP

橿原市 横田寿司　橿原店 寿司 橿原市四条町　630-9 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

橿原市 𠮷野家　橿原木原町店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市木原町　223-1 令和3年12月27日 ☆☆

橿原市 Ｒｉｐｅｎ　ライペン 洋食 橿原市北八木町１－６－１８ 令和3年11月5日 ☆☆

橿原市 Lounge　MARIA スナック・パブ 橿原市醍醐町 263-1　さくら165-2-2 令和3年10月27日 ☆☆☆

橿原市 Ｌａ　ｆｕｗａｊａ イタリアン・フレンチ 橿原市北八木町　1-1-8　橿原中央ビル　1F1号 令和3年12月7日 ☆☆☆

橿原市 Lamp 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市内膳町　1-2-7　ひばりやビル 1F 令和3年12月17日 ☆☆☆

橿原市 Ｒｉｓａマジック スナック・パブ 橿原市中曽司町105-2 ベルシャトー魚昌102号 令和3年9月7日 ☆☆☆

橿原市 利助 和食・鍋 橿原市葛本町 498-5 令和3年11月10日 ☆☆☆

橿原市 リストランテ　ロアジ イタリアン・フレンチ 橿原市曽我町 1077-8 令和4年10月25日 ☆☆

橿原市 竜馬 うどん・そば 橿原市内膳町　1-3-9 令和3年9月6日 ☆☆☆

橿原市 輪（ＲＩＮ） 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市久米町　932-1 令和3年11月22日 ☆☆

橿原市 レストラン　ココス　橿原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 橿原市葛本町８２８－１ 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

橿原市 レストラン福寿館 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市北八木町  3-65-11　7F 令和4年8月10日 ☆☆

橿原市 炉端焼　熊野 居酒屋・焼鳥・串揚げ 橿原市石川町 333-3 令和3年11月9日 ☆☆☆

橿原市 ロンフーダイニング 中華料理 橿原市曲川町 7-20-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 和幸イオンモール橿原店 和食・鍋 橿原市曲川町　7-20-1　1Ｆ 令和3年12月20日 ☆☆

橿原市 和食さと橿原北店 和食・鍋 橿原市御坊町 21-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

橿原市 和食　はなゆず 和食・鍋 橿原市葛本町791-3 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

橿原市 和風スナック　すずめのおやど スナック・パブ 橿原市栄和町　103-9 令和3年10月29日 ☆☆

橿原市 ワンカルビ　橿原店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 橿原市葛本町　497-1 令和3年9月16日 ☆☆☆

橿原市 ワンズ・ハート・カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 橿原市菖蒲町 4-41-21 令和3年9月22日 ☆☆ HP

桜井市 味一番 和食・鍋 桜井市川合　１９５ 令和3年12月14日 ☆☆☆

桜井市 味の風　にしむら 和食・鍋 桜井市粟殿　1023-3　スミヨシ住宅105 令和4年2月14日 ☆☆

桜井市 遊び心 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市初瀬　853 令和3年12月9日 ☆☆

桜井市 いこい寿し 寿司 桜井市桜井　195-4 令和3年11月22日 ☆☆☆

桜井市 居酒屋　海鶏 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　９９２－１７　２Ｆ 令和3年12月14日 ☆☆

桜井市 一語一笑 和食・鍋 桜井市桜井565-1 令和3年8月26日 ☆☆☆

桜井市 壱心 和食・鍋 桜井市金屋　399-1，4 令和3年12月1日 ☆☆☆

桜井市 田舎酒茶屋　きらく 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿　1010-11 令和3年9月27日 ☆☆☆

桜井市 田舎茶屋　千恵 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市高家 350 令和4年10月13日 ☆☆ HP

桜井市 いにしえ茶屋 うどん・そば 桜井市川合 258-1 令和3年9月22日 ☆☆☆
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桜井市 居楽屋　白木屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市桜井1259　エルト桜井1F 令和3年9月16日 ☆☆☆

桜井市 海釣亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　992-15 令和3年12月1日 ☆☆

桜井市 えすぽわーる カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市巻野内　５２６－１ 令和3年11月5日 ☆☆☆

桜井市 絵都蘭世 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市桜井 178 令和3年10月15日 ☆☆☆

桜井市 お食事処　みきちゃん 和食・鍋 桜井市粟殿100-3　丸利荘 令和3年7月29日 ☆☆☆

桜井市 お食事処　みつぼ 和食・鍋 桜井市粟殿　1006-1 令和3年9月29日 ☆☆☆

桜井市 お食事処　三輪 和食・鍋 桜井市大泉　567-1 令和4年2月8日 ☆☆

桜井市 Ori　Ori カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市桜井  69-5 令和4年1月28日 ☆☆

桜井市 笠そば処 うどん・そば 桜井市笠　４４０８ 令和3年11月9日 ☆☆☆

桜井市 一枝　（KAZUE） スナック・パブ 桜井市桜井  1259　エルト桜井1F 令和3年12月27日 ☆☆

桜井市 ガスト奈良桜井店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 桜井市阿部　429-1 令和3年9月24日 ☆☆

桜井市 かっぱ寿司　桜井店 寿司 桜井市東新堂　４８６－１ 令和3年11月9日 ☆☆

桜井市 河童ラーメン本舗　桜井店 ラーメン 桜井市東新堂 488-1 令和3年11月5日 ☆☆☆

桜井市 割烹　あまの 和食・鍋 桜井市谷 260-26 令和3年11月22日 ☆☆

桜井市 割烹　桝谷 和食・鍋 桜井市金屋　３９９－１ 令和3年12月28日 ☆☆☆

桜井市 cafe　de　arbol カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市粟殿   353 令和4年1月19日 ☆☆☆

桜井市 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ＪａＭ ダイニングバー・バル 桜井市桜井　196-5　山為ビル2Ｆ 令和3年11月26日 ☆☆☆

桜井市 Cafe　Rakia カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市桜井　190-2 令和4年2月14日 ☆☆☆

桜井市 カフェ　ローズ カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市三輪48-2 令和3年8月31日 ☆☆

桜井市 カラオケ喫茶あじさい カラオケ 桜井市粟殿 475 東永ビル2F 令和3年10月20日 ☆☆

桜井市 カラオケ喫茶　杏 カラオケ 桜井市巻野内　370-2 令和4年2月18日 ☆☆

桜井市 カラオケ喫茶　緑 カラオケ 桜井市三輪 36 令和3年10月20日 ☆☆

桜井市 カラオケ　きやま カラオケ 桜井市浅古481 令和3年8月10日 ☆☆

桜井市 カラオケきらら カラオケ 桜井市粟殿1015 令和3年8月31日 ☆☆☆

桜井市 カラオケスタジオ　歌人 カラオケ 桜井市外山　４０１－７ 令和3年11月19日 ☆☆☆ HP

桜井市 カラオケスタジオ　スマイル カラオケ 桜井市箸中７９３－２ 令和3年8月10日 ☆☆☆

桜井市 カラオケスタジオ　みとま カラオケ 桜井市安倍木材団地1-11-13 令和3年8月10日 ☆☆☆

桜井市 カラオケステージ南 カラオケ 桜井市河西　775　エンプレス南　2F6号 令和3年12月28日 ☆☆☆

桜井市 カラオケみきちゃん カラオケ 桜井市粟殿100-3　藤本アパート 令和3年7月29日 ☆☆☆

桜井市 カラオケ　ワイズ カラオケ 桜井市三輪　８１９ 令和3年11月26日 ☆☆☆

桜井市 花凜 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市三輪　384-2 令和3年12月17日 ☆☆

桜井市 カレーハウスCoCo壱番屋　桜井東新堂店 カレー 桜井市東新堂  488-1 令和4年7月14日 ☆☆☆

桜井市 かれー家やまと カレー 桜井市桜井 196-6 令和3年9月14日 ☆☆☆ HP

桜井市 菊ちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿　1026-2 令和4年1月14日 ☆☆

桜井市 吉佐 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市吉備　456-1　光ハイツ1Ｆ北 令和3年12月17日 ☆☆☆

桜井市 喫茶　田舎 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市三輪　666-3 令和4年3月7日 ☆☆

桜井市 きのしたKitchen 洋食 桜井市大泉 766-1 令和3年11月4日 ☆☆☆

桜井市 ＫＩＹＡＭＵＲＡ イタリアン・フレンチ 桜井市粟殿 475-4 東永第三ビル　Ｂ号 令和3年11月2日 ☆☆ HP

桜井市 Gallery Cafe K'z カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市初瀬2192-1 令和3年9月6日 ☆☆☆

桜井市 餃子の王将　奈良桜井店 中華料理 桜井市東新堂　512-1 令和4年2月14日 ☆☆

桜井市 ぐっちゃん その他 桜井市粟殿新町　269 令和4年2月18日 ☆☆

桜井市 コーヒーラウンジ　光 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市桜井 1137 令和3年9月2日 ☆☆

桜井市 国定公園山の辺の道　檜原御休処 うどん・そば 桜井市三輪　1330-1 令和4年2月18日 ☆☆ HP

桜井市 小料理　すぎ 和食・鍋 桜井市戒重　446-5 令和3年11月26日 ☆☆☆

桜井市 小料理　なかむら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市桜井　1259　エルト桜井　1F 令和3年12月21日 ☆☆☆

桜井市 サーティワンアイスクリーム　フレスポ桜井店 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市東新堂　516-1 令和3年11月26日 ☆☆

桜井市 冴酉 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市大泉　562-1 令和3年11月22日 ☆☆

桜井市 栄寿司 寿司 桜井市三輪387 令和4年1月26日 ☆☆

桜井市 阪口茶店 うどん・そば 桜井市三輪　48　狭井神社前 令和3年12月28日 ☆☆

桜井市 桜庵 和食・鍋 桜井市三輪702-1 令和3年7月28日 ☆☆☆ HP

桜井市 桜井典礼会館 和食・鍋 桜井市粟殿 93-1 令和3年9月27日 ☆☆☆

桜井市 櫻町珈琲店 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市桜井 884-3 令和3年11月10日 ☆☆

桜井市 酒肴　たらたら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　８１０ 令和3年12月14日 ☆☆

桜井市 酒処　けい子 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　６６６－３ 令和3年12月9日 ☆☆
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桜井市 サスケ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市忍阪1549-2 令和3年7月15日 ☆☆☆

桜井市 さらい カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市忍阪　１１３１ 令和3年11月5日 ☆☆☆

桜井市 三彩 和食・鍋 桜井市芝 301 令和3年9月2日 ☆☆☆

桜井市 旬彩鼓章 和食・鍋 桜井市三輪　1006-5 令和3年12月24日 ☆☆☆

桜井市 白玉屋栄寿　茶寮 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市三輪 660-1 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

桜井市 四六時中　桜井店 和食・鍋 桜井市上之庄 278-1 令和3年8月18日 ☆☆☆

桜井市 寿司政 寿司 桜井市粟殿 472 令和4年9月20日 ☆☆☆

桜井市 酢屋長 うどん・そば 桜井市初瀬745－1 令和3年8月2日 ☆☆☆

桜井市 善ZEN 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市金屋　18-1 令和4年1月14日 ☆☆☆

桜井市 創作菓子処　甘樫亭 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市大福中津道　１－３９０－２３ 令和3年11月29日 ☆☆

桜井市 創作料理　輝 和食・鍋 桜井市穴師237 令和3年8月10日 ☆☆☆

桜井市 そうめん処　森正 和食・鍋 桜井市三輪　535（馬場本村） 令和3年12月27日 ☆☆☆

桜井市 そば処蕎麦がき屋 うどん・そば 桜井市粟殿  641-2 令和4年6月15日 ☆☆

桜井市 Ｓ ｏ Ｆ ｅ ｅ ． カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市粟殿　1010-1 令和3年11月19日 ☆☆☆

桜井市 SOL　cafe カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市粟殿　72 令和4年2月21日 ☆☆

桜井市 太寅 寿司 桜井市初瀬861 令和3年8月3日 ☆☆

桜井市 ダイナー＆バーMAG ダイニングバー・バル 桜井市戒重446-5　細山マンション101 令和4年2月25日 ☆☆

桜井市 台湾料理　ホイシンゲン 中華料理 桜井市川合  269-2 令和4年12月8日 ☆☆☆

桜井市 武 和食・鍋 桜井市粟殿　1028-3　レジデンス　タキズミ　105 令和3年12月9日 ☆☆

桜井市 たこ吉 お好み焼き・たこ焼き 桜井市大福　244-1 令和3年12月10日 ☆☆

桜井市 たこ焼きあほや桜井駅前店 お好み焼き・たこ焼き 桜井市桜井　196-4　太子ビル1F 令和4年6月29日 ☆☆

桜井市 たこ焼　里 お好み焼き・たこ焼き 桜井市粟殿　975 令和3年12月7日 ☆☆

桜井市 田中屋 和食・鍋 桜井市初瀬　７５２－２ 令和3年12月10日 ☆☆

桜井市 楽し家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿　1026-2 令和3年11月29日 ☆☆

桜井市 ちょっとよりみち 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿  177-1　 東永第六ビル1F 令和4年12月8日 ☆

桜井市 ディアー カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市粟殿　1036　シャングリラ1F 令和3年12月24日 ☆☆

桜井市 手づくりそうざい　ふじもと 和食・鍋 桜井市粟殿　598-1 令和3年11月4日 ☆☆ HP

桜井市 てのべたかだや うどん・そば 桜井市芝 374-1 令和3年10月22日 ☆☆☆ HP

桜井市 天理ゴルフ倶楽部　レストラン 洋食 桜井市小夫　２２８４ 令和3年11月8日 ☆☆☆

桜井市 東洋 お好み焼き・たこ焼き 桜井市桜井　２ー２６７ 令和3年11月29日 ☆☆

桜井市 ドミング お好み焼き・たこ焼き 桜井市芝 759-1 令和3年10月15日 ☆☆

桜井市 智 洋食 桜井市三輪　６６６ 令和3年12月3日 ☆☆

桜井市 鳥の家　りゅう 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　６８６ 令和3年11月26日 ☆☆

桜井市 鳥焼肉　よしだ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市大泉　133-1 令和4年2月14日 ☆☆

桜井市 とり燎人 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪　666-3 令和4年2月8日 ☆☆

桜井市 ドルチェリア　ズッカ カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市粟殿　１７７－１ 令和3年11月26日 ☆☆

桜井市 とんかつ屋　桜、、さくら咲く・・・日。 和食・鍋 桜井市粟殿 1014-3　 令和3年11月9日 ☆☆☆

桜井市 和　なごみ カラオケ 桜井市初瀬1805-1 令和3年10月1日 ☆☆

桜井市 なつかしのうたラビット カラオケ 桜井市三輪　672-3 令和3年12月7日 ☆☆

桜井市 肉料理　よしかわ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 桜井市粟殿 475　東永第3ビル 令和3年9月22日 ☆☆☆

桜井市 日本マクドナルド　イオン桜井店 ファストフード 桜井市上之庄　２７８－１ 令和3年11月11日 ☆☆☆

桜井市 NEGAI カラオケ 桜井市三輪　992-12　2F 令和3年12月10日 ☆☆

桜井市 長谷路 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市初瀬　857 令和3年12月9日 ☆☆

桜井市 泊瀬　長者亭 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市初瀬　７９６ 令和3年11月25日 ☆☆☆ HP

桜井市 パティスリーバナニエ カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市安倍木材団地　１－１０－１ 令和3年12月14日 ☆☆☆

桜井市 華水樹 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市三輪970-1 令和3年8月31日 ☆☆☆

桜井市 浜鮨 寿司 桜井市川合257-5 令和3年6月10日 ☆☆

桜井市 ファミリーレストラン　ココス桜井店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 桜井市谷２４９－１ 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

桜井市 福神堂 和食・鍋 桜井市三輪 1237-1 令和3年10月29日 ☆☆

桜井市 ふる里 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿　475-4 令和3年12月16日 ☆☆

桜井市 フレール カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市巻野内　254 令和3年11月22日 ☆☆

桜井市 ぶんさん 各国料理 桜井市桜井　170-2 令和3年11月19日 ☆☆

桜井市 Buono イタリアン・フレンチ 桜井市上之庄　７１６－１　 令和3年11月19日 ☆☆☆ HP

桜井市 梵ちゃん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿1027-2 令和4年1月18日 ☆☆☆
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桜井市 マクドナルド　165桜井店 ファストフード 桜井市阿部 425-1 令和5年1月27日 ☆☆

桜井市 まほろばの里　卑弥呼 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市川合　２５７－６ 令和3年10月29日 ☆☆☆

桜井市 ママン カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市外山 1040-1 令和3年10月27日 ☆☆☆

桜井市 丸福食堂 和食・鍋 桜井市阿部　445-1-4 令和3年12月8日 ☆☆

桜井市 万直し 和食・鍋 桜井市三輪　384 令和3年11月29日 ☆☆

桜井市 万直し本店 和食・鍋 桜井市三輪　467 令和3年11月22日 ☆☆

桜井市 ミスタードーナツ　イオン桜井 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市上之庄  278-1 令和4年1月19日 ☆☆

桜井市 都わすれ スナック・パブ 桜井市粟殿 602-1-102 ピオーネビル1F 令和3年8月18日 ☆☆☆

桜井市 三輪そうめん流し 和食・鍋 桜井市三輪　460-24 令和3年9月27日 ☆☆☆

桜井市 ミワ華 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市三輪　115-1　（株）濱観光サービス内 令和3年9月16日 ☆☆☆

桜井市 三輪山本 うどん・そば 桜井市箸中880 令和3年6月8日 ☆☆☆ HP

桜井市 メンバーズスナック　光 スナック・パブ 桜井市三輪800-1(馬場下河原) 令和3年10月7日 ☆☆

桜井市 モダン焼　石田 その他 桜井市吉備　688-28 令和4年1月28日 ☆☆

桜井市 やえちゃんです スナック・パブ 桜井市三輪  992-16 令和4年1月26日 ☆☆

桜井市 やきとり　酒彩　よんよん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿　100-3　丸利荘3号 令和4年2月14日 ☆☆☆

桜井市 焼肉牛兵衛　桜井店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 桜井市東新堂 518-1 令和4年10月25日 ☆☆☆

桜井市 焼肉　桂司 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 桜井市粟殿1026-2　103号 令和3年7月28日 ☆☆☆ HP

桜井市 焼肉　こよい 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 桜井市粟殿 644（粟殿宮元町） 令和3年11月8日 ☆☆

桜井市 焼肉　晋州亭 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 桜井市上之庄　839-1 令和3年9月27日 ☆☆☆

桜井市 山和 和食・鍋 桜井市三輪　648-3 令和3年10月1日 ☆☆

桜井市 大和路遊心菓　吉方庵 和食・鍋 桜井市粟殿　345-1 令和3年12月7日 ☆☆

桜井市 やまとびと その他 桜井市初瀬　830 令和3年12月9日 ☆☆

桜井市 YUMMY！！ 各国料理 桜井市桜井1259　エルト桜井1階店舗 令和4年2月14日 ☆☆

桜井市 よいよい 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市桜井249-1 令和3年8月3日 ☆☆☆

桜井市 吉野館 寿司 桜井市初瀬 763 令和4年10月13日 ☆☆

桜井市 𠮷野家　169号線　桜井店 ファストフード 桜井市川合　263-1 令和4年11月17日 ☆☆☆

桜井市 ラーメン茶居夢 ラーメン 桜井市初瀬　1553-1 令和3年11月16日 ☆☆

桜井市 ラウンジ　ハーモニー スナック・パブ 桜井市桜井　195 令和4年2月7日 ☆☆

桜井市 ラウンジ　美夜 スナック・パブ 桜井市粟殿 1014-3 吉田ビル 2F 令和3年10月5日 ☆☆☆

桜井市 爛柯 お好み焼き・たこ焼き 桜井市川合　２６０－５ 令和3年12月22日 ☆☆

桜井市 ランチ＆PUB　TAFU （タフ） 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市外山　146　城島ビル1F 令和3年11月22日 ☆☆

桜井市 利久庵 うどん・そば 桜井市三輪　1186-2 令和3年12月9日 ☆☆

桜井市 Ｒｅｍｏｖｅ　Ｐａｉｎ　Ｃａｆｅ　Ｏｎａｙｓｕｎ カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市黒崎　717　青垣ハイツ101 令和3年12月27日 ☆☆☆

桜井市 ローゼの菓瓶 カフェ・スイーツ・喫茶 桜井市戒重　335-2 令和3年12月3日 ☆☆

桜井市 和気あいあい 居酒屋・焼鳥・串揚げ 桜井市粟殿 1030　もちの木ビル1Ｆ 令和3年12月17日 ☆☆

五條市 大塔郷土館 和食・鍋 五條市大塔町阪本283-1 令和3年7月1日 ☆☆

五條市 大野屋 カフェ・スイーツ・喫茶 五條市新町2丁目5-12 令和3年8月10日 ☆☆☆

五條市 お好みハウスわらべ お好み焼き・たこ焼き 五條市本町1丁目2-7 令和3年10月15日 ☆☆☆

五條市 柿の葉ずしヤマト五條本店 寿司 五條市五條３丁目２－２ 令和3年5月31日 ☆☆ HP

五條市 ガスト　五條店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 五條市須恵 3-4-22 令和3年10月7日 ☆☆☆

五條市 Café　ｄé　BON カフェ・スイーツ・喫茶 五條市野原西 4-2818-1 令和4年3月18日 ☆☆

五條市 カフェ澪の街 カフェ・スイーツ・喫茶 五條市野原西 3-3-41 令和3年11月8日 ☆☆☆

五條市 Cafe　Restaurant　賀名生旧皇居 イタリアン・フレンチ 五條市西吉野町賀名生1 令和4年6月30日 ☆☆☆

五條市 喫茶　タイム カフェ・スイーツ・喫茶 五條市西吉野町城戸118 令和3年10月18日 ☆☆☆

五條市 源兵衛 和食・鍋 五條市本町 2-5-17 令和3年9月24日 ☆☆

五條市 酒茶屋　はないちもんめ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 五條市二見2丁目1-24 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

五條市 試飲所1-5-5 ダイニングバー・バル 五條市新町1丁目5-5 令和3年9月14日 ☆☆☆

五條市 旬海茶屋　ふくだ 和食・鍋 五條市田園 3-9-7 令和3年10月14日 ☆☆☆ HP

五條市 四六時中　五條店 和食・鍋 五條市今井2-150　イオン　1F 令和3年9月2日 ☆☆☆

五條市 たまごのたまこ その他 五條市小和町1603-1 令和3年12月28日 ☆☆

五條市 パブ＆スナツク　ミスターハート スナック・パブ 五條市二見3丁目9-5 令和3年8月20日 ☆☆☆

五條市 マクドナルド24号五條店 ファストフード 五條市今井2-362-1 令和4年3月10日 ☆☆

五條市 森のカフェ カフェ・スイーツ・喫茶 五條市北山町930番地の1 令和3年9月2日 ☆☆

五條市 Live&Cafe My Dream カフェ・スイーツ・喫茶 五條市本町1丁目10-3 令和3年9月2日 ☆☆☆
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五條市 レストランよしの川・別館　撫石庵 和食・鍋 五條市小島町449-1 令和3年8月31日 ☆☆☆

五條市 レストラン　ラミ　ダァンファンス　アラメゾン イタリアン・フレンチ 五條市二見１－９－２８ 令和3年11月29日 ☆☆

御所市 Au.Printemps カフェ・スイーツ・喫茶 御所市元町341-5 令和3年9月24日 ☆☆☆

御所市 お食事処　鶴亀 和食・鍋 御所市五百家333 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

御所市 Cａｆｅ　母屋　森本 カフェ・スイーツ・喫茶 御所市西佐味　９９４ 令和3年11月15日 ☆☆

御所市 かふぇ道 カフェ・スイーツ・喫茶 御所市室　１８７－２　1号室 令和3年11月16日 ☆☆☆

御所市 ごせ町料理　「 k o e 」 和食・鍋 御所市柳田町369 令和4年5月9日 ☆☆

御所市 さくら茶屋 カフェ・スイーツ・喫茶 御所市鴨口町　1603-19 令和4年10月18日 ☆☆☆

御所市 さんきゅう　御所南店 寿司 御所市室  629-6 令和3年12月28日 ☆☆

御所市 さんろく自然塾　うめだファーム カフェ・スイーツ・喫茶 御所市増　６０６ 令和3年11月11日 ☆☆☆

御所市 新地　入船 居酒屋・焼鳥・串揚げ 御所市御国通り 1-1117-3 令和3年10月6日 ☆☆☆

御所市 スイーツキッチン　ａｄｏｒｅｒ カフェ・スイーツ・喫茶 御所市　2-5 令和3年12月16日 ☆☆☆

御所市 千里うなぎ 和食・鍋 御所市條  85-1 令和3年12月21日 ☆☆

御所市 得得　御所店 うどん・そば 御所市東松本 125 令和3年10月29日 ☆☆☆

御所市 白雲庵 和食・鍋 御所市櫛羅　2440-7 令和3年8月5日 ☆☆☆

御所市 プーさん お好み焼き・たこ焼き 御所市戸毛 864-3 令和3年11月5日 ☆☆

御所市 マクドナルド御所ライフ店 ファストフード 御所市東松本 30　ライフ御所店別館2 令和3年11月15日 ☆☆

御所市 大和鮨　夢宗庵 寿司 御所市東松本２８４－１ 令和3年5月31日 ☆☆☆ HP

御所市 やよい軒　御所元町店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 御所市元町 105-1 令和4年10月11日 ☆☆

御所市 郵便名柄館 カフェ・スイーツ・喫茶 御所市名柄３２６－１ 令和3年6月8日 ☆☆☆ HP

御所市 洋食屋　ケムリ 洋食 御所市西柏町 1296 令和4年10月25日 ☆☆

御所市 浪漫 カフェ・スイーツ・喫茶 御所市茅原　164-5 令和4年2月7日 ☆☆

生駒市 akaiito カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市俵口町　514　サンローレル生駒205-1 令和3年9月2日 ☆☆☆

生駒市 Afternoon　in　the　park その他 生駒市東旭ケ丘16-53　 1階南から2号 令和4年7月27日 ☆☆☆

生駒市 アポイント カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市小明町　549-3 令和3年12月23日 ☆☆

生駒市 アモーレコロコロ その他 生駒市本町9-15 令和3年8月13日 ☆☆☆

生駒市 アルナッジョ イタリアン・フレンチ 生駒市東生駒月見町　138 令和4年1月28日 ☆☆

生駒市 伊駒 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市元町 1-13-1（グリーンヒル生駒3F） 令和3年10月29日 ☆☆☆

生駒市 生駒　おぐらの森 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市小倉寺町　５４３－３ 令和3年11月11日 ☆☆

生駒市 IKOMAYA カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市元町　1-14-1-305-3 令和3年11月22日 ☆☆☆

生駒市 イタリアンカフェ　パル カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市北新町 11-8 令和3年8月27日 ☆☆

生駒市 いづつや うどん・そば 生駒市元町　1-13-1 令和3年8月6日 ☆☆☆

生駒市 歌える喫茶　道 カラオケ 生駒市北新町 4-8 令和3年9月22日 ☆☆☆

生駒市 うどん＋食彩　いな田 うどん・そば 生駒市真弓南 1-10-1 令和3年9月22日 ☆☆

生駒市 映像喫茶　テアトルアジト カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市門前町　11-12 令和3年12月10日 ☆☆☆

生駒市 大阪王将　東生駒店 中華料理 生駒市小明町　2103-1 令和3年12月21日 ☆☆

生駒市 お好み焼　みっちゃん お好み焼き・たこ焼き 生駒市東旭ケ丘1-7 令和3年8月10日 ☆☆☆

生駒市 オステリア　ウマーノ イタリアン・フレンチ 生駒市東菜畑　1-182-1　クイーンズコート生駒106 令和4年2月8日 ☆☆

生駒市 オランダ屋　生駒店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市山崎町　２－６　幸前マンション１Ｆ 令和3年11月15日 ☆☆☆

生駒市 隠れ家　武蔵 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市北新町  12-43 令和4年7月14日 ☆☆☆

生駒市 かしき屋　福茂千 各国料理 生駒市真弓南1-10-8 令和3年9月29日 ☆☆☆ HP

生駒市 ガスト　生駒鹿の台東 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市鹿畑町73-1 令和3年9月27日 ☆☆

生駒市 ガスト東生駒店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市小明町 558-1 令和3年10月1日 ☆☆

生駒市 かつ満　生駒西白庭台店 和食・鍋 生駒市西白庭台　３－９－１ 令和4年9月6日 ☆☆☆ HP

生駒市 カハラ・デイズ・カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市谷田町　1600　近鉄百貨店生駒店３Ｆ 令和3年9月14日 ☆☆☆

生駒市 Cafe　かわせみ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市本町6-2　桜ﾋﾞﾙ101号 令和3年10月20日 ☆☆☆

生駒市 Ｃａｆｅ，ＺｅｌＫＯＶＡ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市白庭台　3-15-18 令和3年9月24日 ☆☆☆ HP

生駒市 Ｃａｆｅ　ふろーらむ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市真弓 1-11-16　花のまちづくりセンター内 令和3年11月16日 ☆☆

生駒市 （株）近鉄百貨店　生駒店　1F　たこ屋道頓堀くくる お好み焼き・たこ焼き 生駒市谷田町　1600　近鉄百貨店 令和3年12月23日 ☆☆

生駒市 (株)近鉄百貨店生駒店6F  ミラノ亭 イタリアン・フレンチ 生駒市谷田町   １６００　近鉄百貨店生駒店６Fミラノ亭 令和3年12月21日 ☆☆

生駒市 鎌倉パスタ　ベルテラスいこま店 イタリアン・フレンチ 生駒市北新町10-36-305-2 令和3年9月16日 ☆☆

生駒市 カラオケ　艶歌 カラオケ 生駒市辻町 53 令和3年8月20日 ☆☆☆

生駒市 カラオケ　コスモ カラオケ 生駒市あすか野北2-1-7 令和5年3月9日 ☆☆

生駒市 カルメシ茶屋　生駒店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市元町 １－１３－１　グリーンヒルいこま３F 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP
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生駒市 韓国家庭料理・焼肉あずま 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 生駒市東生駒  2-403-1　サワダビル1F 令和4年1月20日 ☆☆

生駒市 九州　鳥若丸 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市鹿畑町 3027　イオンモール奈良登美ヶ丘２階フードコート 令和3年10月6日 ☆☆☆

生駒市 京香 スナック・パブ 生駒市本町　2-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

生駒市 京都　錦　わらい お好み焼き・たこ焼き 生駒市鹿畑町 3027 イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和3年10月20日 ☆☆

生駒市 近畿大学奈良病院 和食・鍋 生駒市乙田町1248-1 令和3年11月16日 ☆☆☆

生駒市 きんのぶた　北生駒上町店 和食・鍋 生駒市上町　3414 令和3年8月4日 ☆☆☆ HP

生駒市 good　neighbors カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市谷田町876-3 令和3年8月4日 ☆☆☆

生駒市 くら寿司生駒店 寿司 生駒市小明町　131 令和3年10月29日 ☆☆

生駒市 コトハナ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市本町　7-12　本町ビル　1F（102） 令和4年1月4日 ☆☆

生駒市 コラボショップ風の広場ゆうほ～　２F カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市谷田町　１６１５　もやい館 令和3年11月15日 ☆☆☆

生駒市 コロボックル カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市松美台 33-2　ランドヒルパートⅣ 令和3年9月7日 ☆☆☆

生駒市 サーティワンアイスクリーム　 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市鹿畑町 3027　イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和3年11月16日 ☆☆

生駒市 サーティワンアイスクリーム　ヒルステップ生駒店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市小明町 261-4 令和3年10月11日 ☆☆☆

生駒市 茶房　ほっこり カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市谷田町 1600　アントレいこま2F 令和3年10月20日 ☆☆☆

生駒市 さわや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市元町　1-1579　グリーンヒル生駒3F 令和4年2月14日 ☆☆

生駒市 サンマルクカフェ　イオンモール奈良登美ヶ丘店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市鹿畑町 3027 令和3年10月11日 ☆☆

生駒市 サンマルクカフェ　ベルテラスいこま店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市北新町　2043 令和3年10月12日 ☆☆

生駒市 自家製麺　杵屋 うどん・そば 生駒市谷田町　1600 令和3年9月2日 ☆☆

生駒市 社会福祉法人青葉仁会　生駒事業所 その他 生駒市俵口町　2088 令和3年12月22日 ☆☆☆

生駒市 旬の味　泉 うどん・そば 生駒市北田原町　2476-6 令和3年12月17日 ☆☆

生駒市 シルバー ダイニングバー・バル 生駒市元町　1-8-1 令和3年10月12日 ☆☆

生駒市 スシロー生駒店 寿司 生駒市小瀬町　１０９－２ 令和4年8月23日 ☆☆

生駒市 スターバックスコーヒー　イオンモール奈良登美ヶ丘店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市鹿畑町　3027 令和3年11月15日 ☆☆

生駒市 スターバックスコーヒー　北生駒ならやま大通り店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市上町3423-1 令和3年11月22日 ☆☆☆

生駒市 ステーキ　杏樹 洋食 生駒市小明町 541-3　池田ビル 1FｰB 令和3年9月14日 ☆☆

生駒市 ステーキガスト生駒南店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市小平尾町121-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

生駒市 スナック　アロー スナック・パブ 生駒市西松ヶ丘 11-6 令和3年8月23日 ☆☆☆

生駒市 スナック　ユウコ スナック・パブ 生駒市本町 6-5　冨士屋ビル　20B 令和3年11月8日 ☆☆☆

生駒市 スナック 澪 Lay スナック・パブ 生駒市本町9-17　八幡第二ビル1F奥 令和3年8月2日 ☆☆☆

生駒市 鮮菜一貫 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市辻󠄀町 70-14 アーバンライフA102 令和4年9月22日 ☆☆☆

生駒市 そば匠　十兵衛 うどん・そば 生駒市鹿畑町　3027　イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和3年11月12日 ☆☆

生駒市 台湾焼小籠包　玉龍 中華料理 生駒市鹿畑町　3027 イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和4年3月4日 ☆☆

生駒市 地鳥亭 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市元町　1-9-17　ホリディビル 令和3年12月16日 ☆☆☆

生駒市 チャールストン ダイニングバー・バル 生駒市西松ケ丘1-43（2F） 令和3年8月2日 ☆☆☆

生駒市 中華101 中華料理 生駒市鹿畑町3027　イオンモール奈良登美ケ丘2Fフードコート 令和3年10月22日 ☆☆☆

生駒市 つきひ　生駒店 和食・鍋 生駒市谷田町１６００　近鉄百貨店生駒店6階 令和3年10月1日 ☆☆

生駒市 つくし スナック・パブ 生駒市本町　10-31　八幡ビルB1F 令和3年10月20日 ☆☆☆

生駒市 鉄板焼・お好み焼　晴　(HARU) お好み焼き・たこ焼き 生駒市東生駒　１－２９４－１　１F 令和3年12月10日 ☆☆☆ HP

生駒市 テバス東生駒店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市山崎町 4-5 ＮＤＡビル1F 令和3年11月16日 ☆☆

生駒市 天下一品　東生駒店 ラーメン 生駒市小明町1057-1 令和3年8月2日 ☆☆

生駒市 桃谷樓 中華料理 生駒市谷田町　1600　近鉄百貨店6F 令和3年11月1日 ☆☆☆

生駒市 ＤＯＧ　ＣＡＦＥ　＆　ＳＡＬＯＮ　ＷＩＴＨ　［ウィズ］ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市西白庭台 2-7-2 令和3年10月20日 ☆☆

生駒市 鳥貴族　東生駒店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市山崎町　4-10 令和3年10月1日 ☆☆☆

生駒市 にぎり長次郎　奈良壱分店 寿司 生駒市壱分町81-6 令和3年9月6日 ☆☆

生駒市 にく処　村さわ家 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 生駒市本町　9-12 令和3年12月10日 ☆☆☆

生駒市 日本料理いなだ 和食・鍋 生駒市ひかりが丘 1-10-16 令和3年10月7日 ☆☆☆ HP

生駒市 バーミヤン生駒白庭台店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市白庭台 2-12-11 令和3年9月27日 ☆☆

生駒市 パブハウス　ベアー ダイニングバー・バル 生駒市本町9-17 令和3年8月10日 ☆☆☆

生駒市 パブラウンジ　RBO（ラビオ） スナック・パブ 生駒市元町　1-11-13（田村マンションB-003） 令和3年10月1日 ☆☆☆

生駒市 ビューレストラン 洋食 生駒市菜畑2312-1　(生駒山上遊園地) 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

生駒市 ファミリーレストラン　ココス東生駒店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市東菜畑　1-294 令和3年8月6日 ☆☆☆ HP

生駒市 ベーカリーレストラン サンマルク 学園前店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市上町5930-1 令和3年8月4日 ☆☆☆

生駒市 ＢＡＢＹ　ＦＡＣＥ　ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ　東生駒店 洋食 生駒市東菜畑　1-297 令和3年11月29日 ☆☆

生駒市 マクドナルドイオンモール奈良登美ヶ丘店 ファストフード 生駒市鹿畑町　3027　イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和3年11月15日 ☆☆

29

http://www.1dining.co.jp
http://haru.smafo.biz/
https://nihonryouri-inada.com/
http://www.ikomasanjou.com
https://www.f-star.co.jp


認証施設一覧（令和5年3月31日時点）

＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順

市町村 施設名称 カテゴリー 所在地 認証日 認証区分
ホーム

ページ

生駒市 マクドナルド　近鉄東生駒駅前店 ファストフード 生駒市東生駒  1-5 令和4年2月21日 ☆☆☆

生駒市 マクドナルド南生駒店 ファストフード 生駒市有里町  107-1 令和4年2月21日 ☆☆☆

生駒市 誠すし 寿司 生駒市谷田町　８０８　ナカノビル101号 令和3年11月9日 ☆☆☆

生駒市 摩波楽茶屋 各国料理 生駒市門前町　14-1　 令和3年12月10日 ☆☆☆

生駒市 まるかつ生駒店 和食・鍋 生駒市小明町　251　ヒルステップ 令和4年1月20日 ☆☆

生駒市 丸亀製麺イオンモール奈良登美ヶ丘 うどん・そば 生駒市鹿畑町　3027　イオンモール奈良登美ヶ丘2F 令和3年9月22日 ☆☆

生駒市 美幸 寿司 生駒市本町　9-15 令和3年8月6日 ☆☆☆

生駒市 みんほう 中華料理 生駒市小平尾町　180-1 令和4年2月14日 ☆☆

生駒市 ムーミン カラオケ 生駒市本町6-5　富士屋ビル２F 令和3年9月22日 ☆☆☆

生駒市 焼肉とステーキ専門　神戸牛衛門 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 生駒市鹿畑町 3027　イオンモール奈良登美ヶ丘２階フードコート 令和3年10月7日 ☆☆

生駒市 やよい軒　生駒店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒市小明町 428-1 令和3年11月1日 ☆☆☆

生駒市 UCCカフェプラザ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市谷田町　1600　近鉄百貨店生駒店４階 令和3年10月1日 ☆☆☆

生駒市 𠮷野家163号線生駒店 ファストフード 生駒市北田原町 2476-18 令和5年2月28日 ☆☆

生駒市 𠮷野家168号線東生駒店 ファストフード 生駒市辻町  249-1 令和4年11月17日 ☆☆☆

生駒市 ルイジアナママ奈良学園前店 イタリアン・フレンチ 生駒市上町 2348-1 令和4年1月21日 ☆☆

生駒市 ルーチュサンタルチア生駒学園前店 イタリアン・フレンチ 生駒市上町 5 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

生駒市 ルゥ・ディ・パフィー カフェ・スイーツ・喫茶 生駒市西菜畑町1473 令和3年9月27日 ☆☆☆ HP

生駒市 レストラン．ア．ヴォートル．サンテ イタリアン・フレンチ 生駒市新旭ヶ丘　6-26 令和3年9月27日 ☆☆☆

生駒市 和食さと　東生駒店 和食・鍋 生駒市辻町 241-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

生駒市 和　Tosa style にしざわ 和食・鍋 生駒市本町　7-12　本町ビル1F 令和4年1月19日 ☆☆☆

生駒市 和洋酒菜　てんじん 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒市元町　1-11-11 令和3年9月24日 ☆☆☆

生駒市 ワンカルビ　北生駒店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 生駒市上町3414 令和3年9月29日 ☆☆☆

香芝市 あかり屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市磯壁　4-160 令和3年11月26日 ☆☆

香芝市 味季　和遊 和食・鍋 香芝市西真美 2-2-20　丹下ビル 1Ｆ東側 令和3年11月5日 ☆☆

香芝市 味自慢ラーメン　PAITAN（パイタン） ラーメン 香芝市瓦口　69 令和3年10月12日 ☆☆

香芝市 アプローチ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市磯壁2-1093-3 令和3年8月23日 ☆☆☆

香芝市 AYARI スナック・パブ 香芝市北今市　4-237 令和3年11月26日 ☆☆☆

香芝市 M's cafe カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市逢坂5-262-5 令和3年10月1日 ☆☆☆

香芝市 大阪王将　奈良下田店 中華料理 香芝市下田西4-202-1 令和3年8月5日 ☆☆☆ HP

香芝市 お好み焼・鉄板焼　きん太 お好み焼き・たこ焼き 香芝市瓦口　２１３３ 令和3年11月10日 ☆☆

香芝市 海道 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市下田西　1-1-3 令和3年10月6日 ☆☆☆

香芝市 香芝家系ラーメン　まねき家　香芝SA下り店 ラーメン 香芝市上中　1344 令和4年1月4日 ☆☆

香芝市 香芝典礼会館 和食・鍋 香芝市狐井 164-1 令和3年9月22日 ☆☆☆

香芝市 かっぱ寿司　香芝店 寿司 香芝市別所　５９－１ 令和3年11月9日 ☆☆

香芝市 河童ラーメン本舗　香芝店 ラーメン 香芝市旭ヶ丘 1-26-2 令和3年11月5日 ☆☆

香芝市 Cafe Colon カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市瓦口2305 令和4年3月4日 ☆☆

香芝市 カフェポワン カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市真美ケ丘　５－５－３ 令和3年12月24日 ☆☆☆

香芝市 カラオケスナック　AYARI カラオケ 香芝市北今市 4-237 令和3年8月23日 ☆☆☆

香芝市 カラオケ蘭　蘭 カラオケ 香芝市鎌田 389-8 令和3年11月17日 ☆☆☆

香芝市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋香芝インター店 カレー 香芝市上中　62-1 令和4年10月17日 ☆☆☆

香芝市 喫茶　カラオケ　メロディー カラオケ 香芝市北今市　４－３２６－１ 令和3年12月22日 ☆☆☆

香芝市 喜MAMA屋 ラーメン 香芝市瓦口　2302 令和3年12月7日 ☆☆☆

香芝市 餃子の王将　香芝店 中華料理 香芝市北今市　6-336-1 令和4年1月31日 ☆☆

香芝市 くちばし　ｓｔａｔｉｏｎ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市穴虫　22-1 令和3年12月16日 ☆☆

香芝市 珈琲館　エコール・マミ店 カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市真美ケ丘６－１０　エコール・マミ　南館403-2 令和3年11月12日 ☆☆

香芝市 個室焼肉　小風神　香芝五位堂店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 香芝市瓦口2251-1 令和3年5月31日 ☆☆

香芝市 ごんちゃん お好み焼き・たこ焼き 香芝市真美ヶ丘 6-2-3 令和3年11月19日 ☆☆☆

香芝市 サーティワンアイスクリームエコール・マミ店 カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市真美ケ丘6-10 　エコール・マミ南館2階　208 令和3年8月23日 ☆☆ HP

香芝市 サガミ香芝店 うどん・そば 香芝市下田西 3-5-21-1 令和3年9月14日 ☆☆☆

香芝市 残心屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市瓦口2250-1　笑美縁１Ｆ　南号室 令和3年6月22日 ☆☆☆

香芝市 さん天　奈良香芝店 和食・鍋 香芝市上中 774-1 令和3年11月1日 ☆☆☆ HP

香芝市 四季 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市逢坂8-100-1 令和3年8月10日 ☆☆☆

香芝市 下心 ラーメン 香芝市下田西1-1-3　松谷店舗南２号 令和3年9月27日 ☆☆☆

香芝市 ジョイフル奈良香芝店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 香芝市逢坂　7-203-1 令和3年9月27日 ☆☆ HP
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香芝市 Shot Bar Lucifer ダイニングバー・バル 香芝市尼寺　2-54-3 令和3年9月29日 ☆☆☆

香芝市 スシロー　香芝店 寿司 香芝市上中　２０７－１ 令和3年12月22日 ☆☆

香芝市 ちゃんこ　好の里 和食・鍋 香芝市関屋943-2 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

香芝市 中国料理　四川亭 中華料理 香芝市鎌田 419-19 令和3年11月19日 ☆☆

香芝市 鶴橋風月香芝インター店 お好み焼き・たこ焼き 香芝市今泉　455-1 令和4年1月31日 ☆☆☆

香芝市 天下一品　かしば店 ラーメン 香芝市上中　98-1 令和3年10月5日 ☆☆☆

香芝市 道化師 カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市北今市 7-296-9 令和3年10月20日 ☆☆☆

香芝市 どうとんぼり神座　香芝SA店 ラーメン 香芝市今泉大原地内　香芝SA上り線2階 令和3年8月17日 ☆☆

香芝市 どうとんぼり神座　香芝店 ラーメン 香芝市今泉 408-3 令和3年8月27日 ☆☆

香芝市 とくとく香芝SA（下り線）店 和食・鍋 香芝市上中 1344 令和3年11月15日 ☆☆☆

香芝市 とくとく香芝SA（上り線）店 和食・鍋 香芝市今泉大原地内 令和3年11月15日 ☆☆☆

香芝市 奈々味 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 香芝市上中99-1 令和4年4月27日 ☆☆☆

香芝市 にぎわい酒場　葛菜 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市瓦口 61 カルタボンビル1F 令和3年11月2日 ☆☆☆

香芝市 日本料理　卯之庵 和食・鍋 香芝市下田東1－470 令和3年6月11日 ☆☆☆ HP

香芝市 バルバ　ピッツア イタリアン・フレンチ 香芝市下田西 4-183-2 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

香芝市 ひかり屋 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市北今市　4-324-1 令和3年11月26日 ☆☆

香芝市 ビッグボーイレストラン　香芝五位堂店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 香芝市瓦口 159-3 令和3年9月22日 ☆☆

香芝市 びっくりドンキー　香芝店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 香芝市上中　６９-３ 令和3年12月22日 ☆☆☆

香芝市 ふぐ政 和食・鍋 香芝市北今市　4-313-1 令和3年9月30日 ☆☆☆

香芝市 冨士 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市五位堂　3-602-1　エムエフB　107 令和3年12月22日 ☆☆

香芝市 Ｐｒａｎｚｏ．cｏｃｏ イタリアン・フレンチ 香芝市上中　841-6 令和3年12月24日 ☆☆

香芝市 プリズム スナック・パブ 香芝市下田西　3-10-26 令和3年10月8日 ☆☆☆

香芝市 舞 カフェ・スイーツ・喫茶 香芝市良福寺　91-1　ドルチェナカタⅢ-103 令和3年9月27日 ☆☆☆

香芝市 マガジーノ イタリアン・フレンチ 香芝市鎌田　１７２－１ 令和3年11月19日 ☆☆

香芝市 マクドナルド　エコールマミ店 ファストフード 香芝市真美ケ丘　6-10　エコール・マミ南館　2F-4 令和4年3月14日 ☆☆

香芝市 もんじゃ焼　山吉　香芝店 お好み焼き・たこ焼き 香芝市上中116-1 令和3年12月9日 ☆☆

香芝市 焼き小屋　炎宴 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市瓦口　32-7　シャトー真美ケ丘　1階　102 令和3年11月22日 ☆☆☆

香芝市 焼鳥とお茶漬　風神 居酒屋・焼鳥・串揚げ 香芝市瓦口57-5　日東ハウジング1F-1 令和3年5月31日 ☆☆ HP

香芝市 焼肉　はなぶさ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 香芝市上中52-4 令和3年7月28日 ☆☆☆

香芝市 洋食よだれ道 洋食 香芝市旭ヶ丘　2-6-3 令和3年12月8日 ☆☆

香芝市 𠮷野家　168号線香芝店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 香芝市上中  745-1 令和3年12月27日 ☆☆

香芝市 リヴァサイド　カラオケスタジオ カラオケ 香芝市上中 449-3 令和3年10月7日 ☆☆

香芝市 レストラン　平安 和食・鍋 香芝市上中 746 令和3年10月14日 ☆☆☆

香芝市 ロッテリア　じゃんぼ香芝店 ファストフード 香芝市磯壁　３－４０－１　ジャンボスクエア香芝内 令和3年11月15日 ☆☆

葛城市 吾妻 和食・鍋 葛城市薑212-5 令和3年8月24日 ☆☆☆

葛城市 活魚と日本料理　和楽心・焼肉あみ火や 和食・鍋 葛城市北花内　171-5 令和3年11月19日 ☆☆☆

葛城市 魚菜食房　すしぜん 寿司 葛城市太田 131-5 令和3年10月20日 ☆☆☆

葛城市 ガスト　大和新庄店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 葛城市東室 １４９－１ 令和3年9月22日 ☆☆☆

葛城市 葛城酒場情熱ホルモン 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 葛城市忍海 400-4 令和3年9月7日 ☆☆☆

葛城市 かどや 和食・鍋 葛城市北花内　745－7 令和3年12月16日 ☆☆

葛城市 CaFFE'　109 カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市木戸　87-5 令和3年10月1日 ☆☆☆

葛城市 カフェレストラン＆バール　木伊 カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市當麻　４２３ 令和3年11月5日 ☆☆☆

葛城市 株式会社  農業法人當麻の家 その他 葛城市新在家　402－１ 令和3年12月24日 ☆☆

葛城市 釜めし　玉や 和食・鍋 葛城市當麻１２４２ 令和3年11月29日 ☆☆☆ HP

葛城市 カラオケ喫茶　春香 カラオケ 葛城市笛堂 183-2 令和3年10月27日 ☆☆☆

葛城市 カラオケBanBan　奈良大和高田店 カラオケ 葛城市東室　96-1 令和3年11月16日 ☆☆☆

葛城市 喫茶　アンデス カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市南花内 250-1 令和3年10月20日 ☆☆

葛城市 牛角温野菜　奈良葛城店 和食・鍋 葛城市東室155-1　新庄オープンモール 令和3年11月22日 ☆☆☆

葛城市 餃子の王将　大和新庄店 中華料理 葛城市東室  149-1 令和4年2月7日 ☆☆

葛城市 くら寿司　奈良新庄店 寿司 葛城市北花内　45-8 令和3年10月29日 ☆☆

葛城市 コーヒーハウス　らむきん カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市北花内 516-3 令和3年9月24日 ☆☆

葛城市 茶房　ふたかみ カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市當麻　1241 令和3年12月8日 ☆☆☆

葛城市 サンマロ カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市忍海 115-101 令和3年10月1日 ☆☆☆

葛城市 さんろく茶屋 和食・鍋 葛城市中戸 370-3 令和3年10月7日 ☆☆
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葛城市 スナック　忍 スナック・パブ 葛城市東室　207－1　新庄プラザ南棟6号 令和3年9月6日 ☆☆☆

葛城市 びっくり　ドンキー大和新庄店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 葛城市東室 149-1 令和3年11月15日 ☆☆☆

葛城市 マクドナルド大和新庄店 ファストフード 葛城市東室 149-1 令和3年11月15日 ☆☆☆

葛城市 道の駅かつらぎ カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市太田 1257 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

葛城市 やきにく奈々味　葛城店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 葛城市西室145-1 令和4年4月27日 ☆☆☆

葛城市 焼肉ホルモン味園 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 葛城市柿本　64　銀座食堂街ビル　第G・H号室 令和3年10月15日 ☆☆

葛城市 薬庵 うどん・そば 葛城市當麻　1256-2 令和3年12月21日 ☆☆☆

葛城市 ゆうあいステーション その他 葛城市染野　７８９ー１ 令和4年1月4日 ☆☆

葛城市 𠮷野家24号線葛城店 ファストフード 葛城市忍海　488-1 令和4年11月18日 ☆☆☆

葛城市 朗紀本舗 カフェ・スイーツ・喫茶 葛城市當麻54-2 令和3年9月22日 ☆☆ HP

葛城市 和食さと　新庄西店 和食・鍋 葛城市北花内 424-1 令和3年9月24日 ☆☆☆

宇陀市 あき乃 うどん・そば 宇陀市大宇陀拾生　８９９-１ 令和3年12月16日 ☆☆☆

宇陀市 阿騎野ゴルフ倶楽部店　レストラン 洋食 宇陀市大宇陀栗野　1035-1 令和4年1月21日 ☆☆

宇陀市 旭亭 和食・鍋 宇陀市榛原下井足29 令和3年8月3日 ☆☆☆

宇陀市 味店処　いっぷく 居酒屋・焼鳥・串揚げ 宇陀市榛原萩原　2445-11 令和3年10月1日 ☆☆☆

宇陀市 うし源 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 宇陀市榛原萩原 2482 3F 令和3年10月5日 ☆☆☆

宇陀市 宇陀カントリークラブ 洋食 宇陀市大宇陀岩清水23 令和3年9月6日 ☆☆☆ HP

宇陀市 M’ｓ カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市室生大野　１７５６－２ 令和3年10月29日 ☆☆☆

宇陀市 お食事処　あきののゆ 和食・鍋 宇陀市大宇陀拾生　250-2 令和4年12月19日 ☆☆☆

宇陀市 Café more green カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原萩原1928 令和3年10月5日 ☆☆☆

宇陀市 カラオケ歌謡　スタジオ花舞 カラオケ 宇陀市榛原萩原　2429　2F 令和4年4月13日 ☆☆☆

宇陀市 カラオケステージ　友遊館 カラオケ 宇陀市榛原萩原2014-2 令和3年8月2日 ☆☆☆

宇陀市 きくや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 宇陀市榛原萩原2429-11 令和3年9月6日 ☆☆☆

宇陀市 ギャラリー＆カフェ　廣栄堂 カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原荻原　1600 令和3年9月2日 ☆☆☆ HP

宇陀市 粉もん屋八　榛原駅前店 お好み焼き・たこ焼き 宇陀市榛原萩原　2844-13 令和3年9月30日 ☆☆☆

宇陀市 ごはんcafe　SOU カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原萩原1775 令和3年7月26日 ☆☆

宇陀市 古民家JINYA 和食・鍋 宇陀市室生田口元上田口1106 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

宇陀市 古民家　やまおか 和食・鍋 宇陀市菟田野平井33 令和4年8月10日 ☆☆☆ HP

宇陀市 こんぴらうどん　富士 うどん・そば 宇陀市榛原福地 385 令和3年11月17日 ☆☆☆

宇陀市 蘇生 カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原萩原  1938-2 令和4年1月4日 ☆☆☆

宇陀市 たつ屋 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 宇陀市榛原萩原下井足　1933-19 令和3年10月18日 ☆☆☆

宇陀市 トマト＆オニオン　奈良榛原店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 宇陀市榛原長峯　１１－５ 令和3年11月5日 ☆☆☆

宇陀市 中村屋 イタリアン・フレンチ 宇陀市室生717 令和3年8月27日 ☆☆

宇陀市 ナチュラル その他 宇陀市榛原萩原　2431-2　ベラージュ榛原駅前104号 令和3年11月10日 ☆☆☆

宇陀市 ナンバーワン　陶芸カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原下井足　1934-16 令和3年12月16日 ☆☆☆

宇陀市 橋本屋 和食・鍋 宇陀市室生　７９８ 令和3年11月15日 ☆☆☆

宇陀市 ふくさきわう カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市室生向渕857 令和3年6月22日 ☆☆☆

宇陀市 福寿館本店 和食・鍋 宇陀市榛原萩原　２４４５ 令和3年10月12日 ☆☆☆

宇陀市 ｆｒｉｅｎｄ　ｓａｃｈｉ カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原萩原　２４２９－３ 令和3年11月26日 ☆☆☆

宇陀市 マクドナルド　榛原サンクシティ店 ファストフード 宇陀市榛原下井足 49-1 令和5年1月5日 ☆☆

宇陀市 まみちゃん お好み焼き・たこ焼き 宇陀市大宇陀内原　117-4 令和3年9月27日 ☆☆☆

宇陀市 みーちゃん寿司 寿司 宇陀市榛原萩原2429-3 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

宇陀市 道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」 カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市大宇陀拾生 714-1 令和3年10月29日 ☆☆☆

宇陀市 ラーメン司 ラーメン 宇陀市大宇陀藤井　630 令和3年12月22日 ☆☆☆

宇陀市 和カフェ＆ダイニング　きえん カフェ・スイーツ・喫茶 宇陀市榛原萩原 2455-14 令和3年8月27日 ☆☆☆ HP

山添村 オークモントゴルフクラブレストラン 洋食 山辺郡山添村岩屋　3316 令和4年3月18日 ☆☆☆

山添村 おおだい 居酒屋・焼鳥・串揚げ 山辺郡山添村大西78-1 令和3年9月2日 ☆☆☆

山添村 cafe SUN WOOD カフェ・スイーツ・喫茶 山辺郡山添村三ヶ谷　1812-1 令和3年10月1日 ☆☆☆

山添村 cafeぶどう カフェ・スイーツ・喫茶 山辺郡山添村毛原1110 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

山添村 カラオケ　乾杯 カラオケ 山辺郡山添村西波多5096-4 令和3年7月29日 ☆☆☆

山添村 茶の里　映山紅 カフェ・スイーツ・喫茶 山辺郡山添村伏拝 888-1 令和3年9月24日 ☆☆☆

山添村 ドライブイン　山添 その他 山辺郡山添村大西 984-1 令和4年1月18日 ☆☆

山添村 福豆 和食・鍋 山辺郡山添村岩屋平瀬　3-1 令和3年12月16日 ☆☆

山添村 ブックカフェ　ひろせ カフェ・スイーツ・喫茶 山辺郡山添村広瀬 255-1 令和3年9月22日 ☆☆☆
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山添村 万壽ゴルフクラブ　クラブハウスレストラン 洋食 山辺郡山添村切幡　１４２４ 令和3年11月8日 ☆☆☆

山添村 わんぱくどうぶつえん 洋食 山辺郡山添村桐山　３２ 令和3年12月14日 ☆☆☆

平群町 ガスト奈良平群店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒郡平群町大字下垣内７５－１ 令和3年9月29日 ☆☆☆

平群町 くまがしステーション カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡平群町平等寺 75-1 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

平群町 ごはんとカフェー　ＨＡＮＡ 和食・鍋 生駒郡平群町吉新　1-2-2　2Ｆ　　 令和3年12月28日 ☆☆

平群町 信貴山観光ｉセンター カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡平群町大字信貴山  2280-1 令和4年7月26日 ☆☆☆

平群町 Salt ダイニングバー・バル 生駒郡平群町西宮 3-8-11　2F 令和3年10月20日 ☆☆☆

平群町 丸亀製麺 平群 うどん・そば 生駒郡平群町下垣内 73-1 令和3年9月22日 ☆☆

平群町 （有）　夛良福 寿司 生駒郡平群町梨本　368-2 令和4年10月11日 ☆☆☆

三郷町 家庭料理　慶 和食・鍋 生駒郡三郷町立野南　1-23-8 令和4年3月24日 ☆☆☆

三郷町 ｃａｆｅ　ｎｏｍ（カフェ　ノム） カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡三郷町城山台　３－１－１ 令和3年11月11日 ☆☆☆

三郷町 カラオケ　とも カラオケ 生駒郡三郷町立野南 1-3-34 令和3年10月4日 ☆☆☆

三郷町 四季屋 寿司 生駒郡三郷町立野南　1-9-31 令和4年1月11日 ☆☆

三郷町 シャトウミネンド カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡三郷町信貴南畑　1-7-1 令和4年3月10日 ☆☆

三郷町 松月 うどん・そば 生駒郡三郷町信貴山西　2-20 令和3年11月11日 ☆☆

三郷町 たこ坊 お好み焼き・たこ焼き 生駒郡三郷町立野南　2-10-12 令和4年1月21日 ☆

三郷町 BAD   （バッド） カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡三郷町三室   2-20-17 令和4年1月26日 ☆☆

三郷町 ふくろ工房の夢カフェ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡三郷町城山台5-1-8 令和3年8月11日 ☆☆☆ HP

三郷町 蓬乃里 和食・鍋 生駒郡三郷町信貴山西2-40 令和3年7月29日 ☆☆☆ HP

三郷町 洋菓子工房　ボン・シック カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡三郷町勢野東　4-11-18 令和4年1月21日 ☆☆☆

斑鳩町 味の館　橋 中華料理 生駒郡斑鳩町法隆寺南1－5－26 令和3年7月26日 ☆☆☆

斑鳩町 斑鳩酒場情熱ホルモン 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 生駒郡斑鳩町龍田西 4-1181-1 令和3年9月7日 ☆☆☆

斑鳩町 カフェトラットリア　フェリーチェピッチォーネ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺　２－９－１０ 令和3年10月12日 ☆☆☆

斑鳩町 (株)かどや 和食・鍋 生駒郡斑鳩町法隆寺1-6-10 令和3年7月26日 ☆☆

斑鳩町 竈と囲炉裏の店　玄米庵 和食・鍋 生駒郡斑鳩町法隆寺東　1-3-24 令和3年10月1日 ☆☆ HP

斑鳩町 釜めし弁慶・BENKEI・法隆寺門前弁慶本館・日本料理文楽・黒門利休・肉匠喜楽・鍋匠－えびす－・うな匠・GENSEN・グリルGate・S’witch’D・グー弁当・Baku－Baku弁当・冨 和食・鍋 生駒郡斑鳩町法隆寺　1-6-33 令和5年1月5日 ☆☆☆

斑鳩町 カラオケ　スタジオ　ざっくばらん カラオケ 生駒郡斑鳩町興留 6-5-6　ローズ興留101号 令和3年9月8日 ☆☆

斑鳩町 サガミ法隆寺店 うどん・そば 生駒郡斑鳩町法隆寺南 2-3-3 令和3年9月8日 ☆☆☆ HP

斑鳩町 ZADAN カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺 2-3-16 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

斑鳩町 紫微星 中華料理 生駒郡斑鳩町龍田西　5-1-3 令和3年8月20日 ☆☆☆ HP

斑鳩町 スシロー斑鳩店 寿司 生駒郡斑鳩町龍田西　7-2-8 令和4年1月4日 ☆☆

斑鳩町 炭火焼鳥　鳥PACINO 居酒屋・焼鳥・串揚げ 生駒郡斑鳩町興留　7-1-13 令和3年12月24日 ☆☆☆

斑鳩町 待清庵 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺　2-1-6 令和3年10月1日 ☆☆

斑鳩町 ティ＆レストラン　芳庵 うどん・そば 生駒郡斑鳩町法隆寺　1-5-36 令和4年6月29日 ☆☆

斑鳩町 とうげい館 カラオケ 生駒郡斑鳩町法隆寺南1-8-2 令和3年10月1日 ☆☆

斑鳩町 奈良祥樂　法隆寺本店 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺　1-1221-1 令和3年12月20日 ☆☆☆

斑鳩町 ねねカフェ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺　1-5-37 令和4年11月18日 ☆☆☆

斑鳩町 平宗法隆寺店 寿司 生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-40 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

斑鳩町 法隆寺Ｃａｆｅ カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町興留 7-7-8 令和3年10月29日 ☆☆

斑鳩町 法隆寺カントリー倶楽部　法隆寺店レストラン 洋食 生駒郡斑鳩町三井1052 令和4年3月4日 ☆☆☆

斑鳩町 法隆寺西山観光駐車場 その他 生駒郡斑鳩町法隆寺　2-5-29 令和3年12月10日 ☆☆

斑鳩町 山久 寿司 生駒郡斑鳩町幸前  1-2-40 令和3年12月24日 ☆☆☆

斑鳩町 𠮷野家２５号線斑鳩店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 生駒郡斑鳩町幸前　2-309-3 令和3年12月28日 ☆☆

斑鳩町 来来亭斑鳩店 ラーメン 生駒郡斑鳩町東福寺 1-33-1 令和3年11月19日 ☆☆

斑鳩町 和ＣＡＦＥ　布穀薗 カフェ・スイーツ・喫茶 生駒郡斑鳩町法隆寺　２－２－３５ 令和3年10月12日 ☆☆☆

斑鳩町 和食さと　法隆寺店 和食・鍋 生駒郡斑鳩町法隆寺南 1-1-10 令和3年10月22日 ☆☆

斑鳩町 和ダイニング　法隆寺 和食・鍋 生駒郡斑鳩町興留　７－７－４ 令和3年11月8日 ☆☆☆

安堵町 縁 カラオケ 生駒郡安堵町笠目　543-1 令和3年10月20日 ☆☆☆

川西町 お好み焼　乃婦 お好み焼き・たこ焼き 磯城郡川西町結崎　565 令和3年12月20日 ☆☆☆

川西町 ちゃんこ杉 和食・鍋 磯城郡川西町結崎  460　 大塚ビル  1F 令和4年7月5日 ☆☆☆

川西町 ねぶっか カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡川西町結崎　216-7 令和3年10月4日 ☆☆☆ HP

田原本町 Ａｏｇａｋｉ　Ｃａｆｅ カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町阪手 233-1　青垣生涯学習センター1階 令和3年10月27日 ☆☆☆ HP

田原本町 アノン カラオケ 磯城郡田原本町黒田　84-2 令和4年3月18日 ☆☆☆

田原本町 おふくろの味　おっかん カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町戎通 2-179-2 令和3年10月29日 ☆☆
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田原本町 GANESH INDIAN RESTAURANT 各国料理 磯城郡田原本町阪手 623-1 令和3年9月7日 ☆☆

田原本町 株式会社ジョイフル奈良田原本店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 磯城郡田原本町十六面　87-2 令和3年9月27日 ☆☆ HP

田原本町 喜寿庵 その他 磯城郡田原本町味間 523-1 令和3年10月14日 ☆☆☆ HP

田原本町 喫茶　東 カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町阪手323-1 令和3年9月16日 ☆☆

田原本町 迎賓館 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 磯城郡田原本町八尾584-2 令和3年9月6日 ☆☆☆ HP

田原本町 四季の味　花里 居酒屋・焼鳥・串揚げ 磯城郡田原本町千代 572-1　オーエム八千代北101 令和3年10月20日 ☆☆☆

田原本町 芯 うどん・そば 磯城郡田原本町　201-4 令和3年12月20日 ☆☆

田原本町 大衆やきにく酒場　コテツ 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 磯城郡田原本町千代43-1　パレス千代西側 令和3年12月3日 ☆☆☆

田原本町 台湾料理　美食城 中華料理 磯城郡田原本町西竹田73-2 令和3年9月30日 ☆☆

田原本町 地鶏炭火焼き　麺処　おしどり五代目鶴松 居酒屋・焼鳥・串揚げ 磯城郡田原本町秦庄　442-1 令和3年12月7日 ☆☆☆

田原本町 中国料理　天龍 中華料理 磯城郡田原本町千代 585-9 令和3年10月29日 ☆☆

田原本町 長秀屋 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 磯城郡田原本町阪手　639 令和3年10月5日 ☆☆☆

田原本町 得得　田原本店 うどん・そば 磯城郡田原本町唐古64-4 令和3年10月27日 ☆☆

田原本町 どっぐカフェ　らくの木 カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町阪手 526-7 令和3年10月14日 ☆☆☆

田原本町 鶏自慢くっく 居酒屋・焼鳥・串揚げ 磯城郡田原本町千代　374-3　M’ｓﾋﾞﾙ1Ｆ 令和3年10月7日 ☆☆☆

田原本町 ひらの家 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 磯城郡田原本町平野 177-5 令和3年10月12日 ☆☆

田原本町 マクドナルドハンバーガー田原本店 ファストフード 磯城郡田原本町阪手 626-1 令和3年11月10日 ☆☆☆

田原本町 マルコのママのやさしいケーキ カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町165 令和3年9月27日 ☆☆☆ HP

田原本町 道の駅レスティ唐古・鍵 カフェ・スイーツ・喫茶 磯城郡田原本町唐古 70-1 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

田原本町 やすらぎ カラオケ 磯城郡田原本町八尾　567-10 令和3年8月31日 ☆☆

田原本町 侑（ユウ） カラオケ 磯城郡田原本町千代585-7 令和3年9月6日 ☆☆

田原本町 和風居酒屋　鞍馬 居酒屋・焼鳥・串揚げ 磯城郡田原本町千代　１１２１ 令和3年11月15日 ☆☆☆

曽爾村 垰　ＴＡＷＡ 和食・鍋 宇陀郡曽爾村太良路 665 令和3年11月10日 ☆☆☆

曽爾村 土井 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 宇陀郡曽爾村掛　526 令和3年9月30日 ☆☆

曽爾村 蘭 その他 宇陀郡曽爾村掛 396-2 令和3年9月24日 ☆☆

御杖村 お食事処　山桜 和食・鍋 宇陀郡御杖村神末　6330 令和3年10月4日 ☆☆ HP

御杖村 KICHI その他 宇陀郡御杖村土屋原 1064 令和3年11月17日 ☆☆☆

高取町 鷹寿司 寿司 高市郡高取町車木　480 令和3年10月18日 ☆☆

高取町 花大和 和食・鍋 高市郡高取町清水谷 505 令和3年9月7日 ☆☆

高取町 双葉食堂 和食・鍋 高市郡高取町観覚寺 880-4 令和3年8月23日 ☆☆

高取町 町家カフェのこのこ カフェ・スイーツ・喫茶 高市郡高取町上土佐57 令和3年7月29日 ☆☆ HP

明日香村 あすかの食卓 カフェ・スイーツ・喫茶 高市郡明日香村飛鳥　631 令和3年8月16日 ☆☆☆

明日香村 い助鮨 寿司 高市郡明日香村雷379-1 令和3年5月31日 ☆☆

明日香村 奥明日香　さらら カフェ・スイーツ・喫茶 高市郡明日香村栢森 137 令和3年8月16日 ☆☆☆

明日香村 お食事処　あすか野 和食・鍋 高市郡明日香村島庄165-1 令和3年5月31日 ☆☆

明日香村 花鳥豆花 カフェ・スイーツ・喫茶 高市郡明日香村岡410　あすかむ 令和3年12月10日 ☆☆

明日香村 Cafe きとら カフェ・スイーツ・喫茶 高市郡明日香村立部　745 令和3年8月16日 ☆☆☆

明日香村 CURRYON カレー 高市郡明日香村飛鳥 10 県立万葉文化館内１F 令和3年8月16日 ☆☆☆

明日香村 里山料理　おく村 和食・鍋 高市郡明日香村阿部山 397 令和3年8月18日 ☆☆☆

明日香村 山帰来 うどん・そば 高市郡明日香村飛鳥66-1 令和3年5月31日 ☆☆☆

明日香村 しるもの屋　萌木色 和食・鍋 高市郡明日香村岡 410 ASUCOME内 令和3年8月16日 ☆☆☆

明日香村 創作ふれんち　榛 イタリアン・フレンチ 高市郡明日香村岡385-2 令和3年5月31日 ☆☆

明日香村 萩王 和食・鍋 高市郡明日香村飛鳥180 令和3年5月31日 ☆☆

明日香村 ポカフレール イタリアン・フレンチ 高市郡明日香村島庄 51 令和4年7月21日 ☆☆

明日香村 ももち亭 お好み焼き・たこ焼き 高市郡明日香村岡 410 アスカム内 令和3年8月16日 ☆☆☆

上牧町 居酒屋　さくら 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡上牧町桜ヶ丘1-5-19 令和3年6月3日 ☆☆☆

上牧町 お食事カフェ　Ｓｏｇｎｏ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡上牧町上牧　４０４４－８ 令和3年11月15日 ☆☆☆

上牧町 カラオケスナック　PALA カラオケ 北葛城郡上牧町桜ケ丘1-5-19 岸田ビル1号 令和3年8月3日 ☆☆☆

上牧町 カラオケＢａｎＢａｎ　西大和店 カラオケ 北葛城郡上牧町服部台 5-2-3　アネックス西大和２Ｆ 令和3年11月9日 ☆☆☆

上牧町 カラオケ　りゅうちゃん カラオケ 北葛城郡上牧町上牧3423-1　クリエイトプラザⅡ2号室 令和3年9月22日 ☆☆

上牧町 喫茶  レディ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡上牧町片岡台　1-6-103 令和3年12月24日 ☆☆☆

上牧町 串処　岳 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡上牧町米山台   1-1-7 令和4年1月31日 ☆☆☆

上牧町 グランパ お好み焼き・たこ焼き 北葛城郡上牧町上牧4044-7 令和3年8月26日 ☆☆☆

上牧町 サーティワンアイスクリーム　ラスパ西大和店 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡上牧町ささゆり台  1-1-1　 ラスパ西大和店　1F　106 令和4年7月14日 ☆☆
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上牧町 信号の前 カラオケ 北葛城郡上牧町片岡台2-2-13 令和3年10月7日 ☆☆☆

上牧町 地鶏やきとり　おしどり。 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡上牧町片岡台 1-1-2　ふじタウン 105 令和3年11月5日 ☆☆☆

上牧町 地鶏やきとり　ぢどりや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡上牧町服部台 5-1-10 令和3年10月20日 ☆☆☆

上牧町 Dear その他 北葛城郡上牧町桜ヶ丘　１－８－７ 令和3年11月11日 ☆☆☆

上牧町 ディッパーダン西大和店 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡上牧町ささゆり台　1-1-1  2F　F8 令和3年12月17日 ☆☆

上牧町 本家さぬきや　奈良西大和店 うどん・そば 北葛城郡上牧町上牧　3237 令和3年9月24日 ☆☆☆

上牧町 松のや上牧店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 北葛城郡上牧町上牧　3344-1 令和4年2月7日 ☆☆

上牧町 丸亀製麺ラスパ西大和 うどん・そば 北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-１　ラスパ西大和2F 令和3年9月22日 ☆☆☆

上牧町 来来亭　上牧店 ラーメン 北葛城郡上牧町中筋出作241-2 令和3年8月24日 ☆☆☆ HP

上牧町 和食さと　西大和店 和食・鍋 北葛城郡上牧町上牧 2808-15 令和3年10月22日 ☆☆☆

王寺町 味わい処　寿 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺　2-10-11 令和3年12月16日 ☆☆☆

王寺町 庵　－ＩＯＲＩ－ ダイニングバー・バル 北葛城郡王寺町久度 3-3-5 令和4年7月27日 ☆☆☆

王寺町 イルカフェ・モリタ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡王寺町明神 2-6-25 令和3年10月20日 ☆☆

王寺町 ヴィ・ド・フランス イタリアン・フレンチ 北葛城郡王寺町久度 2-3555-1　 JR王寺駅NKﾋﾞﾙ店舗3 令和4年10月25日 ☆☆☆

王寺町 魚菜酒場　つかさ　オトンと俺。 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町王寺　2-4-13　 パークサイド北野1F 令和4年11月30日 ☆☆

王寺町 縁 中華料理 北葛城郡王寺町王寺　2-7-20　王寺アルファービル 令和3年10月15日 ☆☆

王寺町 お好み焼屋　銀の卵　王寺店 お好み焼き・たこ焼き 北葛城郡王寺町本町1-87-1 令和3年8月27日 ☆☆ HP

王寺町 会員制　ただいま スナック・パブ 北葛城郡王寺町王寺  2-3-19 令和3年12月10日 ☆☆☆

王寺町 かごの屋　奈良王寺店 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺　2-10-12 令和3年11月22日 ☆☆☆

王寺町 カフェ　アクア　ｃａｆｆｅ　ａｃｑｕａ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡王寺町王寺　２－６－１　まさごビル１１０ 令和3年10月29日 ☆☆

王寺町 笑門 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺2-7-20　王寺アルファビルB07号 令和3年10月20日 ☆☆

王寺町 季節料理・酒庵　戸田家 和食・鍋 北葛城郡王寺町畠田4-7-11 令和3年6月11日 ☆☆☆ HP

王寺町 ギャラリー自遊四季 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡王寺町久度2-14-20 令和3年9月16日 ☆☆☆

王寺町 餃子の王将　王寺店 中華料理 北葛城郡王寺町本町　1-2176-1 令和4年2月7日 ☆☆

王寺町 鬼楽 和食・鍋 北葛城郡王寺町畠田  4-418-11 令和4年7月14日 ☆☆☆

王寺町 くいもの屋わん　JR王寺駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町王寺2-10-3 2F 令和3年9月29日 ☆☆☆

王寺町 くら寿司王寺店 寿司 北葛城郡王寺町本町　4-9-12 令和3年10月29日 ☆☆

王寺町 黒天KURO-TEN 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町久度　2-14-10 令和3年8月20日 ☆☆☆ HP

王寺町 寿し兆駒 寿司 北葛城郡王寺町本町4-353-2 令和3年8月11日 ☆☆☆

王寺町 惣菜　松本 和食・鍋 北葛城郡王寺町元町2-19-30 令和3年8月10日 ☆☆☆ HP

王寺町 たこ焼きB A R　たこ坊 お好み焼き・たこ焼き 北葛城郡王寺町久度 3-5-24 令和3年10月15日 ☆☆

王寺町 鶴橋風月・りーべる王寺店 お好み焼き・たこ焼き 北葛城郡王寺町久度2-2-1　ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B01-6-2 令和3年7月1日 ☆☆☆

王寺町 出合亭 和食・鍋 北葛城郡王寺町本町1-17-20 令和3年8月10日 ☆☆☆

王寺町 豚々 和食・鍋 北葛城郡王寺町久度2-2-1　リーベル王寺東館B03 令和3年9月22日 ☆☆ HP

王寺町 煮干し一直線 ラーメン 北葛城郡王寺町久度 3-5-1 令和3年11月19日 ☆☆

王寺町 パン．ド．ブール　アーミ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡王寺町久度　２-２-１　リーベル王寺東館　AB０１-３ 令和3年12月16日 ☆☆

王寺町 ビアカウンター　ちょこっと　王寺駅前店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町久度  3-5-1　 駒谷ビル1階 令和4年12月8日 ☆☆

王寺町 ぶらっさむ カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡王寺町葛下1-8-4　協立ビル1F101 令和3年9月16日 ☆☆☆

王寺町 北京料理百楽王寺店 中華料理 北葛城郡王寺町久度 2-2-1　リーベル王寺東館　Ｂ01-9 令和3年10月29日 ☆☆

王寺町 丸亀製麺王寺 うどん・そば 北葛城郡王寺町本町 2-13-38 令和3年10月22日 ☆☆

王寺町 ミツ＆クミ カラオケ 北葛城郡王寺町久度2-3-1　ﾘｰﾍﾞﾙ王寺西館B07 令和3年7月28日 ☆☆☆

王寺町 麺屋やまひで王寺店 ラーメン 北葛城郡王寺町王寺　２-７-４　王寺アルファビル　Ｂ1Ｆ 令和3年12月14日 ☆☆

王寺町 モグラ食堂 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺　2-7-20　王寺アルファビル　B06 令和3年10月20日 ☆☆

王寺町 モスバーガーＪＲ王寺店 ファストフード 北葛城郡王寺町久度2-3538-1　NKビル1階 令和3年9月30日 ☆☆

王寺町 焼肉　天道 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡王寺町本町　4-9-12-207 令和5年1月27日 ☆☆

王寺町 や台ずし　王寺駅北口町 寿司 北葛城郡王寺町久度 2-13-2　かねたかビル 令和3年11月4日 ☆☆

王寺町 や台ずし王寺駅南口町 寿司 北葛城郡王寺町王寺 2-2-1 令和3年11月4日 ☆☆

王寺町 𠮷野家　王寺駅前店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 北葛城郡王寺町久度　2-3555-1　JR王寺駅NKﾋﾞﾙ店舗2 令和5年3月13日 ☆☆☆

王寺町 良酒旬彩　春風 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町王寺　2-6-1　 まさごビル101 令和4年8月23日 ☆☆

王寺町 ロイヤルホスト 王寺駅前店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 北葛城郡王寺町王寺 2-10-6 令和3年9月22日 ☆☆☆

王寺町 和彩びすとろ呵呵 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺2-7-20　王寺ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ108号 令和3年7月28日 ☆☆☆ HP

王寺町 和食　さと　王寺駅前店 和食・鍋 北葛城郡王寺町王寺2-9-5 令和3年10月4日 ☆☆

王寺町 わらいどり 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡王寺町久度2-3-1　リーベル王寺西館　地下1階B-B05 令和3年11月15日 ☆☆

王寺町 ワンカルビ　王寺店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡王寺町王寺　2-11-7 令和3年9月29日 ☆☆☆
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広陵町 アジアンスウィーツカフェＢ．Ｆ．Ｐ広陵 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡広陵町大塚　897-1 令和3年12月17日 ☆☆

広陵町 オランダ屋高田店 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡広陵町大塚 62-1 令和3年11月11日 ☆☆☆

広陵町 海鮮中華料理　呑 中華料理 北葛城郡広陵町みささぎ台1-35 令和3年8月26日 ☆☆☆ HP

広陵町 Cafe’ de からん カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡広陵町馬見北 1-7-6 令和3年10月5日 ☆☆☆ HP

広陵町 カラオケステージステーション カラオケ 北葛城郡広陵町三吉 239-1 令和3年11月19日 ☆☆☆

広陵町 カラオケ同好会　ひびき カラオケ 北葛城郡広陵町百済　2094-6 令和4年2月21日 ☆☆

広陵町 カラオケ　プリーズ カラオケ 北葛城郡広陵町平尾 683-5 令和3年9月14日 ☆☆☆

広陵町 餃子の王将広陵店 中華料理 北葛城郡広陵町安部　63-1 令和4年2月7日 ☆☆

広陵町 グラデボーレ　アルバ イタリアン・フレンチ 北葛城郡広陵町馬見中 2-5-12 令和3年9月2日 ☆☆☆

広陵町 ケンタッキーフライドチキン真美ヶ丘店 ファストフード 北葛城郡広陵町馬見中　 ４－１－１　エコール・マミ北館1F 令和3年11月29日 ☆☆☆

広陵町 神戸クックワールドビュッフェ奈良広陵店 その他 北葛城郡広陵町安部 450-1 令和4年7月26日 ☆☆☆

広陵町 こけこっこ 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡広陵町馬見中５－１－２６　１０１ 令和3年6月11日 ☆☆

広陵町 ごはん・ばー　心ろ家 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡広陵町みささぎ台　37-3 令和4年12月8日 ☆☆

広陵町 讃良 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡広陵町みささぎ台 21-5 令和3年11月5日 ☆☆☆

広陵町 樹苑 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡広陵町南郷　567-5 令和3年10月1日 ☆☆

広陵町 食神苑 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡広陵町三吉 310-1 令和4年8月10日 ☆☆☆

広陵町 寿司　秀すし 寿司 北葛城郡広陵町平尾611-3 令和3年11月29日 ☆☆☆

広陵町 スシロー　奈良広陵店 寿司 北葛城郡広陵町安部　２１８－１ 令和3年12月24日 ☆☆

広陵町 スマイル食堂。 和食・鍋 北葛城郡広陵町弁財天　８５－２ 令和3年11月9日 ☆☆

広陵町 そばうどん　今日亭広陵店 うどん・そば 北葛城郡広陵町大塚　７０－１ 令和3年11月26日 ☆☆

広陵町 大仏cafe　KORYO　NARA カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡広陵町馬見中　1-1-3 令和4年2月14日 ☆☆☆

広陵町 手打ち蕎麦　はやし うどん・そば 北葛城郡広陵町馬見北　８－６－６　ハウスブロッサム１０２号室 令和3年12月14日 ☆☆

広陵町 どうとんぼり神座　大和高田店 ラーメン 北葛城郡広陵町大塚 908-1 令和3年8月31日 ☆☆

広陵町 得得　イズミヤ広陵町店 うどん・そば 北葛城郡広陵町安部 214-3 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

広陵町 trattoria NoMu イタリアン・フレンチ 北葛城郡広陵町三吉40-1 令和3年6月14日 ☆☆ HP

広陵町 にぎり長次郎　真美ヶ丘店 寿司 北葛城郡広陵町馬見北 9-1-33 令和3年9月14日 ☆☆☆

広陵町 西つよしの店　ｋａｒａｏｋｅ＆ｌｉｖｅｈｏｕｓｅ　ＫＡＺＡＭＩＤＯＲＩ カラオケ 北葛城郡広陵町みささぎ台　39-22 令和3年12月8日 ☆☆

広陵町 ビッグボーイ 奈良広陵店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 北葛城郡広陵町大塚 61-1 令和3年9月22日 ☆☆

広陵町 Pizzeria　HARU イタリアン・フレンチ 北葛城郡広陵町みささぎ台 38-1　小原テナント2号 令和4年1月18日 ☆☆☆

広陵町 ヒュッテ　虹 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡広陵町南郷651-1 令和3年8月10日 ☆☆☆

広陵町 ボヌール イタリアン・フレンチ 北葛城郡広陵町馬見北　9-9-30　竹島店舗101号 令和3年10月1日 ☆☆

広陵町 焼肉×もつ鍋×お肉の販売　染田商店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡広陵町馬見北　９－９－３４ 令和3年12月21日 ☆☆☆

広陵町 𠮷野家　奈良広陵町店 ファストフード 北葛城郡広陵町大塚　902-1 令和4年11月18日 ☆☆☆

広陵町 ＲＥＡＬＥ イタリアン・フレンチ 北葛城郡広陵町馬見南1－6－26　Ｂ１－Ｎ 令和3年6月15日 ☆☆ HP

広陵町 和牛焼肉幸庵　奈良広陵店 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 北葛城郡広陵町馬見北　9－12－7 令和4年1月4日 ☆☆

河合町 カラオケ　あこちゃん カラオケ 北葛城郡河合町池部　149-1 令和3年8月23日 ☆☆☆

河合町 カラオケスタジオ　ゆうき カラオケ 北葛城郡河合町穴闇181-3 令和3年8月26日 ☆☆☆

河合町 カラオケステージ　花 カラオケ 北葛城郡河合町穴闇　47-4 令和3年8月5日 ☆☆☆

河合町 カレーハウスCoCo壱番屋　法隆寺インター店 カレー 北葛城郡河合町川合　991-1 令和3年9月30日 ☆☆☆

河合町 京都錦わらい 　奈良西大和ニュータウン店 お好み焼き・たこ焼き 北葛城郡河合町薬井 475-1 令和3年10月20日 ☆☆

河合町 コミュニティカフェ　つどい カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡河合町高塚台1-8-3　まほろばホール内 令和3年11月1日 ☆☆☆

河合町 サーティワンアイスクリーム　西大和店 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡河合町薬井 485-3 令和4年7月14日 ☆☆

河合町 さん天　奈良西大和店 和食・鍋 北葛城郡河合町大字薬井 304-1 令和3年11月1日 ☆☆☆ HP

河合町 JAPANESE CUISINE 西大和さえき 和食・鍋 北葛城郡河合町大輪田1674-2 令和3年5月31日 ☆☆☆ HP

河合町 寿しの喜多八 寿司 北葛城郡河合町川合 1226-3 令和3年10月20日 ☆☆☆ HP

河合町 スターバックスコーヒー　奈良西大和ニュータウン店 カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡河合町薬井476-4 令和3年12月3日 ☆☆☆

河合町 田所商店 奈良西大和ニュータウン店 ラーメン 北葛城郡河合町薬井　４７５−１ 令和3年10月20日 ☆☆

河合町 地鶏やきとり　ぢどりや 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡河合町池部　151-2 令和3年12月28日 ☆☆

河合町 得得　西大和店 うどん・そば 北葛城郡河合町中山台2-1-10 令和3年10月22日 ☆☆☆

河合町 ドルチェカンパーニャ 西大和学園前店 イタリアン・フレンチ 北葛城郡河合町薬井 386-1 令和3年10月12日 ☆☆☆ HP

河合町 ペペローニ 洋食 北葛城郡河合町広瀬台　３－３－１８ 令和3年11月9日 ☆☆☆

河合町 マクドナルド　法隆寺インター店 ファストフード 北葛城郡河合町穴闇　184-1 令和5年2月2日 ☆☆☆

河合町 町田商店法隆寺店 ラーメン 北葛城郡河合町穴闇 290 令和4年10月13日 ☆☆

河合町 モンシェリー カフェ・スイーツ・喫茶 北葛城郡河合町中山台 1-23-11 令和3年10月5日 ☆☆☆
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河合町 やきとり大吉　西大和店 居酒屋・焼鳥・串揚げ 北葛城郡河合町広瀬台　3-3-9　ビルA101 令和3年10月29日 ☆☆

河合町 𠮷野家　河合町店 ファミリーレストラン・定食チェーン店 北葛城郡河合町池部　2-4-17 令和3年12月24日 ☆☆☆

吉野町 うぐいす 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山433 令和4年11月2日 ☆☆

吉野町 KR　Kaffee カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡吉野町吉野山953 令和3年6月4日 ☆☆☆ HP

吉野町 茶房　陽ぼっこ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡吉野町吉野山3276 令和3年10月29日 ☆☆☆

吉野町 静亭 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山952 令和4年8月10日 ☆☆☆

吉野町 千本楼 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山 345 令和3年11月2日 ☆☆☆

吉野町 醍予 寿司 吉野郡吉野町吉野山937-3 令和3年12月22日 ☆☆ HP

吉野町 ちゃつぼ　芳魂庵 カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡吉野町吉野山５５０ 令和3年11月5日 ☆☆

吉野町 豆富茶屋　林 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山551 令和3年11月9日 ☆☆☆

吉野町 初音 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山 2682 令和3年9月24日 ☆☆☆

吉野町 花見亭 カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡吉野町吉野山３４６－１ 令和3年11月19日 ☆☆☆

吉野町 パブレスト夜会 スナック・パブ 吉野郡吉野町飯貝1274 令和3年10月20日 ☆☆

吉野町 はるかぜ 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山545-2 令和4年6月24日 ☆☆

吉野町 平宗吉野本店 寿司 吉野郡吉野町飯貝614 令和3年8月10日 ☆☆☆

吉野町 ほととぎす 和食・鍋 吉野郡吉野町吉野山1052 令和3年8月20日 ☆☆☆

吉野町 やっこ 寿司 吉野郡吉野町吉野山543 令和3年12月14日 ☆☆

吉野町 矢的庵 うどん・そば 吉野郡吉野町吉野山2296 令和4年8月16日 ☆☆

吉野町 吉野町老人福祉センター　中荘温泉　 和食・鍋 吉野郡吉野町楢井 583 令和3年10月29日 ☆☆☆ HP

大淀町 おうきに カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡大淀町下渕180-1 令和3年9月9日 ☆☆☆ HP

大淀町 お好焼恵 お好み焼き・たこ焼き 吉野郡大淀町下渕319　大淀食堂街1階 令和4年2月25日 ☆☆

大淀町 割烹　三笠 和食・鍋 吉野郡大淀町下渕１５１－１ 令和3年11月9日 ☆☆☆

大淀町 鮨亀 寿司 吉野郡大淀町下渕　361-7 令和3年11月9日 ☆☆☆

大淀町 ときん 和食・鍋 吉野郡大淀町芦原536-1　吉野路大淀iセンター内 令和3年9月9日 ☆☆☆

大淀町 ドライブイン169 その他 吉野郡大淀町芦原49 令和3年9月9日 ☆☆☆ HP

大淀町 奈良ロイヤルゴルフクラブ　レストラン その他 吉野郡大淀町大岩 66-1 令和3年9月22日 ☆☆☆ HP

大淀町 花吉野カンツリー倶楽部レストラン その他 吉野郡大淀町今木1004-71 令和3年10月15日 ☆☆☆

大淀町 マクドナルド大淀オークワ店 ファストフード 吉野郡大淀町下渕645-5 令和4年3月29日 ☆☆

大淀町 やまぶき カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡大淀町桧垣本1249 令和3年12月10日 ☆☆☆

大淀町 有限会社来来飯店 中華料理 吉野郡大淀町大字下渕42-1 令和3年8月20日 ☆☆☆

大淀町 ライダーズカフェ　ヴィンテージ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡大淀町下渕２１-１ 令和3年12月9日 ☆☆☆

大淀町 和好寿司 寿司 吉野郡大淀町桧垣本　1378-1 令和3年12月21日 ☆☆☆

下市町 ごんた食堂 和食・鍋 吉野郡下市町伃邑 2189 令和3年10月20日 ☆☆☆

下市町 奈良の奥座敷市場 うどん・そば 吉野郡下市町丹生543 令和3年10月8日 ☆☆☆

下市町 札の辻ステーション カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡下市町下市１２５ 令和3年7月15日 ☆☆☆ HP

下市町 美芳野庵 うどん・そば 吉野郡下市町栃本 1-1 令和3年9月22日 ☆☆ HP

黒滝村 蕎麦処　侘助 うどん・そば 吉野郡黒滝村寺戸573 令和3年7月28日 ☆☆

天川村 泉の森オートキャンプ小広荘 その他 吉野郡天川村洞川 870-2 令和3年10月7日 ☆☆

天川村 かどや食堂 うどん・そば 吉野郡天川村川合269 令和3年10月20日 ☆☆

天川村 喫茶　みつば カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡天川村川合 330-1 令和4年8月2日 ☆☆☆

天川村 きらく九兵衛 和食・鍋 吉野郡天川村洞川４７ 令和4年8月5日 ☆☆☆

天川村 空 カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡天川村洞川340-3 令和4年10月7日 ☆☆

天川村 四季彩　うえき 和食・鍋 吉野郡天川村洞川５３９－３ 令和3年11月26日 ☆☆

天川村 洞川温泉醸造所　うたかたスタンド ダイニングバー・バル 吉野郡天川村洞川226-2 令和4年10月13日 ☆☆

天川村 ｂｏｏｋ　ｃａｆｅ　ひとやすみ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡天川村洞川 466 令和3年12月3日 ☆☆

野迫川村 昭和食堂 和食・鍋 吉野郡野迫川村柞原223 令和3年10月1日 ☆☆☆ HP

十津川村 御食事処　藤井 和食・鍋 吉野郡十津川村上野地２８２－１－１ 令和3年12月22日 ☆☆

十津川村 尾張屋 うどん・そば 吉野郡十津川村小原 320-1 令和3年9月7日 ☆☆

十津川村 喫茶　ピット カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡十津川村平谷56-1 令和3年8月10日 ☆☆☆

十津川村 たにせ 和食・鍋 吉野郡十津川村上野地65-5 令和3年12月22日 ☆☆

十津川村 つり橋の郷 和食・鍋 吉野郡十津川村上野地281 令和3年8月10日 ☆☆☆

十津川村 デコイ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡十津川村小井91-1 令和3年12月9日 ☆☆

十津川村 ドライブイン長谷川 その他 吉野郡十津川村平谷643-7 令和3年8月10日 ☆☆

十津川村 フレンズ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡十津川村平谷718 令和3年11月22日 ☆☆
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十津川村 道の駅十津川郷　そば処　行仙 うどん・そば 吉野郡十津川村小原225-1 令和4年1月31日 ☆☆

十津川村 ｍｕｓｕｈｉ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡十津川村川津744 令和4年7月26日 ☆☆☆

十津川村 山ぎく うどん・そば 吉野郡十津川村小原 316-1 令和3年11月16日 ☆☆☆

十津川村 よろずや お好み焼き・たこ焼き 吉野郡十津川村平谷467-15 令和4年1月26日 ☆☆

下北山村 喫茶　池の平 カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡下北山村池峰764 令和3年8月13日 ☆☆☆

下北山村 きなり館 和食・鍋 吉野郡下北山村上池原282 令和3年8月13日 ☆☆☆ HP

下北山村 花川 居酒屋・焼鳥・串揚げ 吉野郡下北山村上池原399 令和3年12月16日 ☆☆

東吉野村 久保井 お好み焼き・たこ焼き 吉野郡東吉野村小 1490 令和3年10月20日 ☆☆

東吉野村 食・夢工房　きのこの舘 和食・鍋 吉野郡東吉野村鷲家1601 令和4年7月27日 ☆☆

東吉野村 天好園 和食・鍋 吉野郡東吉野村平野689 令和4年3月1日 ☆☆

東吉野村 ひよしのさと　軽食マルシェ カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡東吉野村鷲家224 令和3年11月22日 ☆☆ HP

東吉野村 ふるさと村 「いちえ」 和食・鍋 吉野郡東吉野村大豆生720-2　ふるさと村１階 令和3年11月16日 ☆☆

東吉野村 Little　oven カフェ・スイーツ・喫茶 吉野郡東吉野村小栗栖 77 令和3年10月29日 ☆☆
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