
小川又兵衛商店 ならまち店 0742-33-3527 奈良市鵲町8

桜座珈琲 0742-35-2088 奈良市恋の窪2-1-8 徳丸ビル103

ゐざさ 三条店 0742-23-0133 奈良市林小路町17-1

おみやげ処 あさおか 0742-22-7156 奈良市油阪地⽅町7

朝日屋本家 0742-22-9830 奈良市油阪地⽅町6-1

⿅野（ROKUYA） 0742-24-0090 奈良市油阪地⽅町5マツヤマビル1F

kakigori ほうせき箱 0742-93-4260 奈良市餅飯殿町47

リサイクル着物 さくら 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町45

雑貨＆ボーロ torito te 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町45夢⻑屋S-D

手つむぎ工房 ひつじのゆめ 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町45夢⻑屋

お花とハーブのある暮らし 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町45夢⻑屋内

Atelier PASSAGE 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町40-4平井ビル１F

優月 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町37-1

珈琲一族 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町35-1

KUMI茶菓 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町35

necoco 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町35

have a golden day! 0742-24-9308 奈良市餅飯殿町27-2

Riro Riro 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町21

SPARK 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町19

株式会社 イシガミ 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町17

魚万本店 0742-22-3709 奈良市餅飯殿町16番地

花羅古ろん 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町15Yビル１F

メヘラリ・ショップ 0742-25-0255 奈良市餅飯殿町14番地 ⻄村ビル1F

猫雑貨さんちこ 080-1470-6322 奈良市餅飯殿町12 もちいどの夢CUBE-D

縫製基地 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町12夢キューブA

Atelier wa・sanbon 0742-22-2164 奈良市餅飯殿町12夢キューブE

革遊び HARUHINO 0742-26-5517 奈良市餅飯殿町11番地

カウリ 0742-93-9208 奈良市鳴川町1

くるみの木 cage 0742-81-4561 奈良市法蓮町567-1

柿の葉ずしヤマト 奈良宝来店 0742-53-8010 奈良市宝来4丁目17-18

幸福スイーツアルカイック 0742-24-7007 奈良市福智院町44-1

横田福栄堂 0742-33-0418 奈良市⼆条町1丁目3-17

平城宮 いざない館ショップ 0742-36-8780 奈良市⼆条⼤路南3-5-1

山城屋 0742-62-8060 奈良市南京終町5丁目223-27

ハテノミドリ 070-1849-1033 奈良市南京終町211 JR京終駅内

器人器人 0742-26-8102 奈良市東包永町61-2

ギャラリー花 matsuri 090-8380-7296 奈良市東包永町13-2

活版工房 丹 0742-93-7721 奈良市東向北町６番地

HEX HIVE（ヘックス ハイブ） 090-8794-3494 奈良市東向南町3

寛永堂 奈良本店 0742-25-5282 奈良市東向中町4 寛永堂奈良店 寛永堂茶寮

⼤和茶⼤福専門店 GRANCHA 0742-26-4834 奈良市東向中町22
千壽庵吉宗 近鉄奈良駅店 0742-27-8822 奈良市東向中町29番地

うめもり 近鉄なら店 0742-34-5789 奈良市東向中町29 近鉄奈良駅構内 地下1階

ゐざさ 近鉄奈良店 0742-48-5000 奈良市東向中町29 近鉄奈良駅構内

横田物産本店 0742-22-5238 奈良市東向中町26

三楽洞 東向店 0742-23-8333 奈良市東向中町16

多津美屋 ― 奈良市登⼤路町 猿沢商店街

店舗名 TEL 住所1



店舗名 TEL 住所1

柿の葉茶専門店 SOUSUKE byほうせき箱 090-2119-0810 奈良市登⼤路町76 奈良公園バスターミナル⻄棟1F

興福寺 国宝館ショップ 0742-22-5212 奈良市登⼤路町48

興福寺 南円堂売店 0742-22-1932 奈良市登⼤路町48

きてみてならSHOP 0742-26-8828 奈良市登⼤路町38-1 商工観光館1F

千鳥屋宗家 登美ヶ丘店 0742-52-6556 奈良市中登美ヶ丘6丁目3-7

赤膚焼窯元 ⼤塩昭山 0742-45-0408 奈良市中町4953

純生食パン工房 HARE/PAN 富雄中町店 0742-51-8855 奈良市中町4876 オークワ富雄中町店内

菊岡漢⽅薬局 0742-22-6611 奈良市中新屋町3番地

ギャラリー卓都 0742-23-1777 奈良市中新屋町36番地

一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー 0742-23-8288 奈良市池之町3 猿沢イン3階

三楽洞 本店 0742-22-2075 奈良市樽井町7番地

三楽洞 三条店 0742-22-2272 奈良市樽井町7番地（本店の隣）

Shop TABI-JI 奈良三条 0742-26-3588 奈良市樽井町2-2F

ONE POINT 0742-22-6753 奈良市樽井町2-1F

ジュンク堂書店 奈良店 0742-36-0801 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリー4F

Mila Owen ならファミリー 0742-93-5551 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリー 1F

gelato pique ならファミリー 0742-93-5558 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリー 1F

Cosme Kitchen Market ならファミリー 0742-93-5561 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリー 1F

うめもり ⼤和⻄⼤寺店 0742-34-5789 奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1 近鉄⻄⼤寺駅構タイムズプレイス内

ならや ⻄⼤寺店 0742-34-5355 奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1

ならまち わおん 0742-22-3537 奈良市⻄寺林町2番地

帽子屋サンレビー 0742-81-8320 奈良市⻄御門町28番地 北川ビル1F

啓林堂書店 奈良店 0742-20-8001 奈良市⻄御門町1-1

奈良町あしびの郷 0742-26-6662 奈良市脇⼾町29

ジュエヌ 0742-26-1868 奈良市⽔門町53

つげの畑 高原屋 0743-82-5633 奈良市針町345 針テラス内

⼤仏いちご 080-4686-3511 奈良市上三条町4-1

柿の専門 三条通店 0742-22-8835 奈良市上三条町27-1 村田ビル1F

Hoo Nyan Boo 0742-93-4329 奈良市上三条町12-5 鎌田ビル101

リサイクル着物さくら 小⻄さくら通り店 0742-93-8989 奈良市小⻄町29-1

ロイヤル花小路 0742-26-2646 奈良市小⻄町23番地

ギャラリーと雑貨のお店 ろにせら 070-2286-1728 奈良市小⻄町1-8 axe unit 1F-B

刀祢米穀店 0742-22-3602 奈良市小⻄町16

靴下屋 奈良小⻄通り店 0742-24-3815 奈良市小⻄町15 中山ビル1階

雑貨カフェBAR ことのまあかり 0742-24-9075 奈良市小⻄町2 2階

株式会社 奈良観光物産商会 遊⿅ 0742-22-2649 奈良市春日野町23番地

⾏徳庵 0742-27-2778 奈良市春日野町23-4

松雲堂 0742-22-5116 奈良市春日野町23-2

森奈良漬店 0742-26-2063 奈良市春日野町23

仁王堂 0742-22-6524 奈良市春日野町22

ゐざさ 夢風ひろば店 0742-22-8133 奈良市春日野町16

天平庵 東⼤寺店 0742-25-5525 奈良市春日野町16

⼤谷商店 0742-22-2356 奈良市春日野町158番地

Shop TABI-JI 奈良公園 0742-26-3588 奈良市春日野町11

産直市場よってって 秋篠店 0742-51-4147 奈良市秋篠町1354

シルキア奈良 0742-30-3370 奈良市三条本町8番1号

キャパトル シルキア奈良店 0745-36-8383 奈良市三条本町8-1 シルキア奈良１F



店舗名 TEL 住所1

JR奈良駅ビエラ もも太朗 0742-22-7700 奈良市三条本町1番1号 ビエラ奈良2F

奈良のうまいものプラザ 0742-26-0088 奈良市三条本町1-1ビエラ奈良1F

寛永堂 JR奈良店 0742-20-1623 奈良市三条本町1-1-2

柿の専門 JR奈良店 0747-34-0518 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅ビエラ奈良2F

山崎屋JR奈良店 0742-20-1155 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅構内ビエラ奈良2F

菊一⽂珠四郎包永 奈良みやこ路店 0742-20-7676 奈良市三条本町1-1

ひよりＪＲ奈良店 0742-20-0088 奈良市三条本町1-1

うめもり ＪＲ奈良店 0742-20-6117 奈良市三条本町1-1

ルナ化粧品店 0742-22-2874 奈良市三条町511-1 正木第2ビル102

⻄出奈良漬本舗 0742-22-4281 奈良市三条町483

綺羅星 0742-22-6743 奈良市三条町470

奈良 蔦屋書店 0742-35-0600 奈良市三条⼤路一丁目691-1

中川政七商店 奈良 蔦屋書店 0742-35-3211 奈良市三条⼤路1丁目691-1 1F

萬春堂 三条栄町本店・阪奈菅原店・東生駒店 0742-33-6935 奈良市三条栄町9番12号

古梅園 製墨販売部 0742-22-6337 奈良市雑司町433番地の1

瀬谷桃源 0742-22-5410 奈良市雑司町433-3

今⻄杏林堂 0742-22-2529 奈良市雑司町433-2

吉村物産店 0742-24-0278 奈良市雑司町407

⼤仏奉賛会 第1売店 0742-22-5511 奈良市雑司町406-1 

⼤仏奉賛会 第2売店 0742-22-5511 奈良市雑司町406-1 

絵図屋 0742-23-3131 奈良市餅飯殿町5（奈良市もちいどのセンター街）

SLOWJAM 0742-55-2034 奈良市今御門町2番

スーベニール尾花 0742-22-5151 奈良市高畑町1110 ホテル尾花1階

cervo biancce 0742-31-1042 奈良市高御門町7

風の栖 0742-20-6887 奈良市高御門町17

& NARA 0742-31-6515 奈良市高御門町38

吉野葛 佐久良 染織工芸 ⼆塚 0742-26-0887 奈良市高御門町2番地

アトリエ桑江 0742-26-3123 奈良市公納堂町11 ならまち工房一階

岡本友芳軒 0742-22-2164 奈良市光明院町11

飯村赤ちゃん 0742-22-2188 奈良市光明院町8番地

ねっとわーくぎゃらりーならっぷ 0742-22-8851 奈良市光明院町5番地

canata conata 0742-24-8178 奈良市元林院町35

中川政七商店 奈良本店 0742-25-2188 奈良市元林院町22 ⿅猿狐ビルヂング

京勘 中井酒店 0742-22-3083 奈良市元興寺町33

砂糖傅増尾商店 本店 0742-26-3108 奈良市元興寺町10

ライトカメラ 0742-22-6039 奈良市橋本町3

ふじや 090-5979-2303 奈良市橋本町5 猿沢商店街

本田商店 0742-33-1186 奈良市橋本町5 猿沢商店街

器まつもり 0742-22-2164 奈良市橋本町31

萬々堂 通則 0742-22-2044 奈良市橋本町34

なら Ｂｏｎｂｏｎ 0742-43-5446 奈良市橋本町3-1 BONCHI 1F ならＢｏｎｂｏｎ

ひより総本店 0742-20-0077 奈良市橋本町28-23-1

朱鳥 0742-22-1991 奈良市橋本町1番地

千鳥屋宗家 近鉄学園前店 0742-51-5732 奈良市学園北1丁目1-1

山崎屋学園前店 0742-45-0415 奈良市学園北1丁目9-1 パラディ学園前B1

啓林堂書店 学園前店 0742-49-8001 奈良市学園北1-9-1 パラディ学園前3F

鶴屋徳満 三条店 0742-27-0353 奈良市角振新屋町4番地



店舗名 TEL 住所1

中川政七商店 分店 ⼟産 奈良三条店 0742-23-5650 奈良市角振新屋町1-1 ファインフラッツ奈良町三条1F

REGAL SHOES 奈良店 0742-22-2808 奈良市下三条町1-1

千壽庵吉宗 奈良総本店 0742-23-3003 奈良市押上町39-1

千壽庵吉宗 押熊店 0742-51-8080 奈良市押熊町942-1

天平庵 奈良押熊店 0742-52-3300 奈良市押熊町2198-1

ゐざさ 平城山店 0742-48-5000 奈良市押熊町2141-1

柿の葉ずし 登⼤路店 0742-23-5071 奈良市東向中町2-1

麻布おかい 東向店 0742-24-7119 奈良市東向中町16

麻布おかい 奈良店 0742-26-7010 奈良市橋本町7-1

奈良銘品館 奈良公園バスターミナル店 0742-81-3735 奈良市登⼤路町76 奈良公園バスターミナル内

奈良銘品館 ＪＲ奈良駅前 0742-20-7733 奈良市三条本町1番1号 ビエラ奈良2階

Mary Poppins Pochette 0742-22-6588 奈良市餅飯殿町24-2

べっぴん奈良漬 0742-41-8153 奈良市藤ノ木台1丁目2-17

御菓子司 萬勝堂 0742-22-2502 奈良市東向中町24-1

山崎屋本店 0742-22-8039 奈良市東向南町5

京丹波 奈良町店 0795-59-4305 奈良市東向南町2番地

菊一⽂珠四郎包永 0742-26-3839 奈良市東向南町28

千代の舎 竹村 0742-22-2325 奈良市東向南町22

天極堂 近鉄奈良駅店 0742-24-5680 奈良市東向中町29 タイムズプレイス奈良内

GOTO-CHI 奈良店 0742-26-6551 奈良市東向中町29 近鉄奈良駅構内

柿の葉すし本舗たなか なら本店 0742-81-3651 奈良市東向中町5番地2

PHOTO GARDEN 0742-31-2281 奈良市東向北町22-1

花月堂 0742-26-6922 奈良市橋本町本町5

天平みつき館 平城京肆 0742-93-9013 奈良市⼆条⼤路南4-6-1

ハンドメイド犬雑貨 COCORO 090-1438-9031 奈良市⻄新屋町24-1

柿の葉すし本舗たなか がくえんまえ店 0742-81-7001 奈良市⻄登美ケ丘2丁目2番8号

ワインの王子様 0742-25-3338 奈良市鍋屋町52

肉の河内屋 富雄中町店 0742-93-4529 奈良市中町2451-1

みどりや 0742-93-6105 奈良市中新屋町8

ウエムラ化粧院 0742-22-0297 奈良市角振町25-1

奈良団扇・奈良扇子・製造 池田含⾹堂 0742-22-3690 奈良市角振町16

risky（松本）猿沢商店街 090-1961-6338 奈良市樽井町 猿沢商店街 risky（松本）

陶芸 きらら 0742-26-4600 奈良市樽井町 猿沢商店街

いろはや 080-3831-7720 奈良市樽井町 猿沢池商店街内

山崎屋宝来店 0742-44-5425 奈良市宝来町981-1

糸季（しき） 0742-77-0722 奈良市高御門町18

赤膚焼 ⼤塩正史陶房 0742-23-8000 奈良市高天町38-7

なら和み館 0742-21-7530 奈良市高畑町1071

総本店 柿寿賀 0742-20-1717 奈良市高畑町1119

ほっかほっか亭奈良教育⼤前店 0742-27-6207 奈良市高畑町276-1

メロンドゥメロン 三条店 0742-93-5506 奈良市下三条町30-1 Kフラット三条１F

シルバーライス本舗 中嶋商店 0742-22-2859 奈良市芝新屋町8

寧屋工房 0742-23-3110 奈良市芝新屋町18番地

吉田蚊帳 0742-23-3381 奈良市芝新屋町1

NAOT NARA 0742-93-7786 奈良市芝突抜町8-1

entwa 0742-42-9152 奈良市芝突抜町8-1

⽩⽟屋榮壽 奈良店 0742-22-3726 奈良市三条町480-4



店舗名 TEL 住所1

奈良銘品館 三条通店 0742-24-7060 奈良市三条町480

猿沢商店街 ⽟屋 0742-23-3520 奈良市三条通猿沢池前樽井町

辨天堂 0742-22-6643 奈良市三条町473-1

柿の葉ずし 平宗朱雀門店 0742-30-3353 奈良市三条⼤路5-1-38

古都屋 0742-22-4337 奈良市雑司町107

菊一⽂珠四郎包永本店 0742-26-2211 奈良市雑司町488

箱夢⼤和⻄⼤寺駅店 0742-36-6028 奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1 タイムズプレイス⻄⼤寺

マネケン近鉄⻄⼤寺駅店 0742-81-8088 奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1 タイムズプレイス⻄⼤寺

百楽⼤和⻄⼤寺駅店 070-5509-4395 奈良市⻄⼤寺国⾒町1丁目1-1 タイムズプレイス⻄⼤寺

柿の葉ずし 平宗近鉄⼤和⻄⼤寺駅店 0742-35-8553 奈良市⻄⼤寺国⾒町1-1-1 近鉄⼤和⻄⼤寺駅構内タイムズ・プレイス

帽子屋フレイヴァ ならファミリー店 080-8317-8166 奈良市⻄⼤寺2-4-1 ならファミリー４F

Zoff ならファミリー店 0742-81-9882 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1 ならファミリーzoro1F

あしびや本舗 0742-35-3553 奈良市芝辻町2-8-12

⻄の京みやげ処 きとら 0742-35-3324 奈良市五条町396

BEERS きとら 0742-33-2557 奈良市五条町3-30

柿なら 0742-22-7778 奈良市光明院町10 ヤスイビル1F

coto mono 0742-81-9944 奈良市公納堂町6⻄2

moi 090-4283-0987 奈良市公納堂町11番地 ならまち工房2階

アジア雑貨 mimpi 0742-24-4377 奈良市公納堂町11 ならまち工房2F

幡・INOUE 夢風ひろば東⼤寺店 0742-27-1010 奈良市春日野町16 東⼤寺門前夢風ひろば

株式会社 エビスヤ 0742-22-2576 奈良市上三条町6番地

一心堂 0742-27-3261 奈良市上三条町3-9

株式會社 今⻄本店 0742-22-2415 奈良市上三条町31番地

東⼤寺前 ⿅屋 0742-22-3181 奈良市春日野町23番地

奈良みやげ百貨 0742-22-4902 奈良市春日野町23

門前市場 0742-20-2071 奈良市春日野町16

杉の舎 0742-22-3708 奈良市春日野町160

シューズ愛ランド 奈良柏木店 0742-32-2233 奈良市柏木町581-1

バイカル 学園前店 0742-44-8998 奈良市学園北1-14-8

コスメフルフル 0742-71-6465 奈良市右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館121

神楽 ならまち店 0742-93-8851 奈良市今御門町23

ジャパンブックスあやめ池店 0742-51-4091 奈良市あやめ池南1丁目3-11

ならの実 0742-23-7557 奈良市鶴福院町13

ACART LIFESTYLE 0742-25-3123 奈良市鶴福院町25

奈良屋本店 0742-22-4163 奈良市紀寺町1060

⽩雪ふきん 0742-22-6956 奈良市南紀寺町5-85

オリエント ハンディ クラフト 090-6372-7710 奈良市法華寺町254-1 奈良ロイヤルホテル内

うめもり ⼤和八木店 0744-23-8138 橿原市内膳町5丁目1-2

ゐざさ 近鉄八木店 090-3628-0133 橿原市内膳町5-1-2 八木駅構内6番ホーム

産直市場よってって 橿原店 0744-23-1147 橿原市醍醐町338-1

幸多箱 0744-24-1011 橿原市今井町4-3-22

河合酒造 株式会社 0744-22-2154 橿原市今井町1丁目7-8

喜多酒造 株式会社 0744-22-2419 橿原市御坊町8

柿の葉ずしヤマト あすか店 0744-28-8010 橿原市⾒瀬町701-1

ショッピングプラザ 0744-28-6636 橿原市久米町652-2

ゐざさ 近鉄橿原神宮前店 0744-24-6227 橿原市久米町618 近鉄橿原神宮前駅構内

うめもり 橿原神宮前店 0744-24-6169 橿原市久米町618



店舗名 TEL 住所1

総本舗 増田屋 0744-28-1600 橿原市久米町577番地

純生食パン工房 HARE/PAN 橿原店 0744-24-7773 橿原市葛本町505

いまでり ImagamI Delicatessen 0744-55-0588 橿原市雲梯町149番地の8

ImagamI いまがみ 0744-24-3855 橿原市雲梯町146-3

アーティザン・シャト・ドール 八木⻄⼝店 0744-24-3181 橿原市八木町1-9-4

crocs by fam イオンモール橿原店 0744-47-2009 橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原３F

Regetta Canoe イオンモール橿原店 0744-47-2459 橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原３F

喜久屋書店 橿原店 0744-20-3151 橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原３F

REGAL SHOES a.k.a イオンオール橿原店 0744-21-8113 橿原市曲川町7丁目20-1 イオンモール橿原サウスモール3F

天平庵 イオンモール橿原店 0744-20-1221 橿原市曲川町7丁目20-1

かしはらナビプラザ 0744-47-2270 橿原市内膳町1-6-8 かしはらナビプラザ

やさい菓子工房 ココアイ 0744-23-5636 橿原市内膳町5-1-13

柿の葉ずし 平宗⼤和八木店 0744-29-8222 橿原市内膳町5-1-10

埴輪まんじゅう本舗 0744-23-2525 橿原市久米町905番地-2

フレッシュ ケーキ ファクトリー 0744-27-9955 橿原市久米町510番地1

シューズ愛ランド 橿原店 0744-20-1515 橿原市葛本町791-1

今井町食事パンの店 ベーグルのイマイラージュ 0744-47-3674 橿原市今井町1丁目6-21

フルーツ⼤福 うさぎのしっぽ 080-4237-1155 天理市東井⼾堂町381（イオンタウン天理 ザ・ビッグエクストラ内）

サーティワンアイスクリーム イオンタウン天理店 0743-62-8131 天理市東井⼾堂町381

メインリング 0743-63-3202 天理市川原城町825

マニフィーク 0743-63-3202 天理市川原城町825

お菓子の店ハーモニー 0743-62-0730 天理市川原城町112-2

柿の葉ずしヤマト 天理店 0743-63-8010 天理市三昧田町90-1

稲田酒造 合名会社 0743-62-0040 天理市三島町379

天平庵 天理店 0743-69-5506 天理市三島町101

平宗 便利館 0743-64-2515 天理市中町217-2

⼤和コロッケの店 ⻄⼤寺店 080-4494-6890 天理市櫟本町641番地

やさい菓子工房 ココアイ ⼤和高原店 0743-25-8280 天理市福住町8558

登酒店 0743-62-0218 天理市田井庄町555

うめもり 天理よろづ店 ― 天理市別所町30（天理よろづ相談所内）

なら歴史芸術⽂化村 ⽂化村にぎわい市場 0743-86-4420 天理市杣之内町437-3

産直市場よってって ⼤和高田店 0745-23-1147 ⼤和高田市市場479-1

紺甚釣具店 0745-53-2589 ⼤和高田市旭南町6-14

よこぜん 三倉堂店 0745-53-4700 ⼤和高田市⻄三倉堂1-8-9

外村企画 050-7110-2888 ⼤和高田市片塩町17番14号 市駅吉田ビル4階

パティスリー ドゥ アンビアンス ル・ベンケイ店 0743-53-3588 ⼤和郡山市北郡山町276-1

啓林堂書店 郡山店 0743-53-8001 ⼤和郡山市南郡山町527-13

パティスリー ドゥ アンビアンス 近鉄郡山店 0743-53-3588 ⼤和郡山市朝日町520-43

洋菓子の店 パルファン 0743-55-3889 ⼤和郡山市朝日町4-17

銀河工場 0743-56-8561 ⼤和郡山市杉町181-1

よしの酒店 0743-53-6250 ⼤和郡山市小泉町353-4

産直市場よってって ⼤和郡山店 0743-52-1147 ⼤和郡山市小泉町2854

天平庵 ⼤和郡山店 0743-58-5566 ⼤和郡山市九条町156番1

喜久屋書店 ⼤和郡山店 0743-55-2200 ⼤和郡山市下三橋町741 イオンモール⼤和郡山2F

とほん 080-8344-7676 ⼤和郡山市柳町4-23

本家 菊家 本店 0743-52-0035 ⼤和郡山市柳1丁目11

ジャパンブックス郡山店 0743-53-7001 ⼤和郡山市南郡山町529-2 アスモ⼤和郡山1階



店舗名 TEL 住所1

赤膚焼 窯元 庄⻄楽斎 0743-52-3323 ⼤和郡山市高田町117

ピザリトルパーティー 郡山店 0743-55-7570 ⼤和郡山市箕山町13-46 椿本マンション

幡・INOUE 近鉄百貨店 生駒店 0743-61-5067 生駒市谷田町1600 近鉄百貨店生駒店2F

啓林堂書店 生駒店 0743-71-8008 生駒市谷田町1600 近鉄百貨店生駒店6F

生駒市アンテナショップおちやせん 0743-74-3515 生駒市元町1-6-12 生駒セイセイビル6階

生駒お惣菜キッチン てん天 0743-25-9457 生駒市元町1-3-22 アクタスビル1Ｆ

生駒駅前スパイススタンド カレイヤー 0743-25-9457 生駒市元町1-3-22 アクタスビル1Ｆ

Cookhouse 近鉄生駒駅店 0743-73-6544 生駒市元町1丁目1-1 生駒駅構内

菓子いちばん 0743-76-3331 生駒市小瀬町95-1

自家栽培のおいしい安心なお米 中本米酒店 0743-78-6161 生駒市上町1382-1

有限会社曽我乃家本店 0745-72-2116 生駒郡平群町信貴山2303-6

法隆寺⻄山観光駐⾞場 0745-75-5855 生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目5-29

松本屋 0745-75-2449 生駒郡斑鳩町法隆寺1-6-4

松鼓堂 0745-75-5886 生駒郡斑鳩町法隆寺1-5-37

しみず ⼟産品店 0745-74-2022 生駒郡斑鳩町法隆寺1-5-1

ナチュラルベーカリー 小⻨ 0745-74-6408 生駒郡斑鳩町興留7-6-19

もも太朗 本店 0745-75-6600 生駒郡斑鳩町興留6丁目2番5号

のどか村案内センター 0745-73-8203 生駒郡三郷町信貴南畑１丁目7番1号

Gallery Kawari 0745-72-2240 生駒郡三郷町⽴野北2-19-8

菓子 徳 0745-74-3515 生駒郡斑鳩町法隆寺1-1-5

志むら 0745-75-3202 生駒郡斑鳩町法隆寺1-5-30

縁芽 090-1891-4564 生駒郡斑鳩町法隆寺2-1-25

⻄川精肉店 0743-57-2029 生駒郡安堵町⼤字東安堵326

天平庵 ⻄⼤和店 0745-33-0030 北葛城郡河合町星和台2丁目6-2

惣菜 松本 0745-72-2969 北葛城郡王寺町元町2-19-30

柿の葉すし本舗たなか ⻄和店 0745-34-1001 北葛城郡上牧町下牧2-8-85

モスバーガー ラスパ⻄⼤和店 0745-71-3900 北葛城郡上牧町ささゆり台1丁目1-1

⼤阪王将 ラスパ⻄⼤和店 0745-43-7808 北葛城郡上牧町ささゆり台1丁目1-1

ガラス工房 ななお＆朱夏 090-6985-0792 磯城郡田原本町薬王寺138-8

ゐざさ 田原本店 0744-34-0133 磯城郡田原本町唐古80-5

道の駅レスティ唐古・鍵 0744-33-9170 磯城郡田原本町唐古70-1 道の駅レスティ唐古・鍵

ONE on ONE 0744-34-0505 磯城郡田原本町千代572-1 オーエム八千代北３号室

花⾹房 0743-85-1187 山辺郡山添村⼤⻄1115-1

ヤマザキショップ ヨコタニ（横谷商店） 0744-49-0016 桜井市八井内260番地

三輪山本 直売店 0744-43-6661 桜井市箸中880

横谷商店（あけぼの） 0744-49-0016 桜井市多武峰319番地

紅遊茶屋 0744-46-4721 桜井市多武峰319

名物くさ餅 井上牡丹堂 0744-47-7205 桜井市初瀬773

中山米穀製麺所 0744-47-7340 桜井市初瀬761

総本家 寿屋 0744-47-7249 桜井市初瀬755

花遊茶屋 090-8930-8434 桜井市初瀬744

柿の葉すし とらせ ⻑谷寺参道店 0744-47-8288 桜井市初瀬751-2

業務スーパー＆産直市場よってって 桜井店 0744-49-4147 桜井市慈恩寺810

柿の葉ずしヤマト 桜井店 0744-49-2188 桜井市⿊崎719-1

天平庵 三輪本店 0744-49-2535 桜井市吉備576-1

谷内商店 桜井本店 0744-42-9539 桜井市阿部414

⽩⽟屋榮壽 三輪本店 0744-43-3668 桜井市三輪660-1



店舗名 TEL 住所1

⽩⽟屋榮壽 参道店 0744-43-3668 桜井市三輪460-17

⻑谷寺参道店 神楽 0744-44-3388 桜井市初瀬837

（掌）神⻲堂 ⻑谷寺門前店 0744-47-7888 桜井市初瀬750

総本山⻑谷寺 御守授与所（お⼟産処） 0744-47-7001 桜井市初瀬731番地の1

松田宗商店 0744-42-2120 桜井市桜井265

ピザリトルパーティー 桜井店 0744-42-7666 桜井市粟殿1028-3 レジデンスタキズミ１F

株式会社 三輪山勝製麺 0744-44-2533 桜井市⿊崎702

BuonO 0744-43-7807 桜井市上之庄716-1

あすか夢の楽市 0744-54-5670 高市郡明日⾹村飛鳥225-2

あすか夢販売所 0744-54-5670 高市郡明日⾹村御園2-1

岡寺本堂授与所 0744-54-2007 高市郡明日⾹村岡806

輪（Rin） 0744-56-1180 高市郡明日⾹村岡385-4

飛鳥おもいで堂 050-3555-8486 高市郡明日⾹村岡1218

徳星商店 0744-54-2023 高市郡明日⾹村岡1161-2

あすか燻製工房 0744-37-1269 高市郡明日⾹村⼤字岡1170

飛鳥びとの館 0744-54-3240 高市郡明日⾹村⼤字越6番地の3

キトラ古墳 四神の館 0744-54-2441 高市郡明日⾹村⼤字阿部山67

天下一品 かしば店 0745-71-5666 ⾹芝市上中98-1

とくとく⾹芝SA（下り線）店 0745-76-4586 ⾹芝市上中1344番地

とくとく⾹芝SA（上り線）店 0745-78-8500 ⾹芝市今泉⼤原地内

柿の葉ずしヤマト ⾹芝店 0745-79-8010 ⾹芝市今泉456-1

元祖からあげ本舗ヤマタケ ⾹芝店 0745-43-8622 ⾹芝市磯壁3丁目93

伊勢フルーツ⼤福 季の福 ⾹芝逢坂店 06-6646-0215 ⾹芝市逢坂8-212-1 オークワ⾹芝逢坂店内 

柿の葉すし本舗たなか ⾹芝店 0745-76-3233 ⾹芝市畑3-942

柿の葉ずしヤマト 当麻店 0745-48-1100 葛城市當麻389-1

當麻 どっこいまんじゅう 0745-48-7588 葛城市當麻54-2

元祖からあげ本舗ヤマタケ 新庄店 050-8881-8201 葛城市柿本1-1

柿の葉すし本舗たなか 葛城店 0745-48-1115 葛城市竹内381

GOSEKI仲嶋 0745-69-2409 葛城市新庄112番地

柿の葉ずしヤマト 御所店 0745-62-8010 御所市東松本284-1

東川酒店 0745-62-2335 御所市⻄町121-1

片上醤油 0745-66-0033 御所市森脇329

御所南パーキングエリア（上り）売店 0745-62-1800 御所市室533

⻄本⽑⽪商店 0745-84-3309 宇陀市菟田野古市場1386-3

奈良-奈良漬 いせ弥 0745-83-0021 宇陀市⼤宇陀上1986

道の駅宇陀路⼤宇陀 0745-83-0051 宇陀市⼤宇陀拾714-1

多山酒造合名会社 0743-82-0023 宇陀市室生無山378

柿の専門 本店 0747-34-0518 五條市⻄吉野町八ツ川458

柿の葉ずしヤマト 五條本店 0747-23-1955 五條市新町3丁目2-2

柿の葉すし本舗たなか 丹生川店 0747-25-1005 五條市丹原町6-9-1

道の駅 吉野路 ⼤塔 0747-35-0311 五條市⼤塔町阪本225-6

柿の葉すし本舗たなか 国道店 0747-25-1003 五條市今井3-6-45

柿の葉すし本舗たなか 五條本店 0747-25-1010 五條市新町1-1-15

道の駅「吉野路⿊滝」 0747-62-2456 吉野郡⿊滝村⻑瀬22
吉野 勝造 商店 0747-64-0034 吉野郡天川村洞川51

阪⼝商店 0747-64-0211 吉野郡天川村洞川491-5

⻄浦清六本舗 0747-64-0048 吉野郡天川村洞川264



店舗名 TEL 住所1

銭谷小角堂 0747-64-0046 吉野郡天川村洞川254-1

更谷酒店 0747-64-0021 吉野郡天川村洞川249

いろは旅館 0747-64-0038 吉野郡天川村洞川248

花谷神変堂 0747-64-0047 吉野郡天川村洞川235

増谷久八商店 0747-64-0012 吉野郡天川村洞川201-1

奥村博本舗 0747-64-0722 吉野郡天川村洞川199

梶庄三郎商店 0747-64-0230 吉野郡天川村洞川170-1

柿の葉ずしヤマト 吉野店  0746-32-8010 吉野郡⼤淀町新野162

ゐざさ 中谷本舗 上北山本店 0746-82-0008 吉野郡上北山村河合353

たなか商店 智千 0746-32-3092 吉野郡吉野町吉野山951-2

谷嶋 誠心堂 0746-32-4008 吉野郡吉野町吉野山944

吉野山桜 近藤 0746-32-3018 吉野郡吉野町吉野山63

平木商店 0746-32-8155 吉野郡吉野町吉野山557-1

⼤和本舗 0746-32-8666 吉野郡吉野町吉野山547

葛屋 中井春風堂 0746-32-3043 吉野郡吉野町吉野山545

⿊門堂 0746-32-0397 吉野郡吉野町吉野山419

器のやまもと 0746-32-1645 吉野郡吉野町吉野山416

⾞田商店 0746-32-3041 吉野郡吉野町吉野山2424番地

増田芳輝堂 0746-32-8127 吉野郡吉野町吉野山2409

横矢芳泉堂 0746-32-3108 吉野郡吉野町吉野山2396

吉野書画坊 0746-32-5505 吉野郡吉野町吉野山2348-1

きなり館・きなりの湯 07468-5-2001 吉野郡下北山村上池原282

株式会社 吉田屋 0747-52-2532 吉野郡下市町阿知賀1128-1

柿の葉すし 醍予 0746-32-1177 吉野郡吉野町吉野山937-3

さくら堂 0746-32-5835 吉野郡吉野町吉野山63

笹岡食堂とおみやげ店 0746-32-2694 吉野郡吉野町吉野山63

柿の葉すし たつみ 0746-32-1056 吉野郡吉野町吉野山559-3

吉野久助堂 090-4784-6236 吉野郡吉野町吉野山554

萬松堂 0746-32-2834 吉野郡吉野町吉野山448

柿の葉すし ひょうたろう 0746-32-3070 吉野郡吉野町吉野山429

桜陰山本庵 0746-32-3158 吉野郡吉野町吉野山425

おつけもの処 まやま 0746-32-1354 吉野郡吉野町吉野山420

歌藤 0746-32-3177 吉野郡吉野町吉野山3056

⻘木酒店 0746-32-3059 吉野郡吉野町吉野山445

⽔本米穀店 0746-32-3030 吉野郡吉野町吉野山2295

草木染Craftそよご 0746-32-3062 吉野郡吉野町吉野山1256

山の駅 090-3050-7790 吉野郡吉野町吉野山3388

株式会社 北岡本店 0746-32-2777 吉野郡吉野町上市61

株式会社 モンキ商店 0746-32-8820 吉野郡吉野町上市2110-3

⼤木商店 0746-32-3120 吉野郡吉野町⼤字吉野山63

十津川郷売店 0746-63-0003 吉野郡十津川村小原225-1

コミュニケーションストアふくおか 0746-64-0412 吉野郡十津川村平谷493

農事組合法人 上湯川きのこ生産組合 0746-64-0677 吉野郡十津川村上湯川401-4

たにせ 0746-68-0555 吉野郡十津川村上野地65-5

つり 橋の郷 0746-68-0013 吉野郡十津川村上野地281

根来商店 0747-63-0345 吉野郡天川村中谷62

天川村ふれあい直売所小路の駅「てん」 0747-63-0588 吉野郡天川村川合120



店舗名 TEL 住所1

柿の葉寿し 柳豊（やなとよ） 0747-64-0622 吉野郡天川村洞川522

陀羅尼助丸販売元 辻彦平本舗 0747-64-0635 吉野郡天川村洞川168

松谷清造本舗 0747-64-0232 吉野郡天川村洞川152

ジャム工房 ましこ 0747-64-0026 吉野郡天川村洞川184

ごろごろショップ 0747-64-0556 吉野郡天川村洞川46

ひらべん茶屋 0747-64-0601 吉野郡天川村洞川28

柿の葉すし本舗たなか 桜吉野店 0747-54-3800 吉野郡⼤淀町芦原70-1

道の駅 吉野路⼤淀ｉセンター 0747-54-5361 吉野郡⼤淀町芦原536-1


