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番号 施設名 住所１ 住所２

238 アートスペース上三条 奈良市上三条町4

623 Artspace  和咲 奈良市学園大和町3-13

303 アールベルアンジェ奈良 奈良市宝来1-3-1

90 アイプリモ奈良店 奈良市下三条町10-1

605 青の洞門 奈良市富雄北1-3-9

120 青葉茶屋 奈良市高畑町1169

386 赤膚焼窯元  大塩昭山 奈良市中町4953

600 ACQUA PULITA 奈良市寺町8-1

447 アクティブエナジー　奈良支店 奈良市北之庄西町2-7-8

446 アクティブエナジー　本社 奈良市六条西5-10-17

33 アクト 奈良市東向北町29

180 アコルドゥ 奈良市水門町70-1-3-1

862 浅岡商店 奈良市油阪地方町7

84 朝日屋本家 奈良市油阪地方町6-1

142 麻布おかい 奈良市東向中町16

638 アジアンテラスchuan 奈良市登美ヶ丘3-2-10 コスモビル1F

630 asian relaxation villa 奈良二条大路店 奈良市二条大路南2-1-19

53 ホテルアジール・奈良 奈良市油阪町1-58

692 あしびの郷 奈良市脇戸町29

380 あしゅーら 奈良市川之上突抜町18-3

2 飛鳥荘 奈良市高畑町1113-3

601 あすなろmania 奈良市大宮町6-7-8 アルファプラザビル1F

602 あすなろmaniaマーク2 奈良市杉ヶ町43-3 ジョイパレスパート7-502

675 あづま  割烹東吉 奈良市三条大路1-10-33

673 あづまケータリング事業部  おしくま店 奈良市押熊町779-2

672 あづまケータリング事業部  奈良西店 奈良市中町4842-1

671 あづまケータリング事業部  本店 奈良市芝辻町4-8-8

875 株式会社あづま  ケータリング事業部  本店 奈良県奈良市東九条町127-1

674 あづまケータリング事業部  宝来店 奈良市宝来4-16-1

772 ATE  COUNTER  DE  ATENOMI 奈良市富雄元町2-6-47 ライオンズプラザ富雄北棟1Ｆ

821 アパマンショップ  学園前店 奈良市学園北1-1-5

822 アパマンショップ  学研奈良高の原店 奈良市朱雀3-10-8

823 アパマンショップ  西大寺店 奈良市西大寺本町1-6

824 アパマンショップ  奈良新大宮店 奈良市芝辻町2-11-1

825 アパマンショップ  奈良店 奈良市中筋町5-1

826 アパマン  富雄店 奈良市富雄元町2-3-17-1

678 炙り肉重・ステーキ重　明尚苑 奈良市二条大路南1-3-1 ミナーラ1F

284 アベ美容室　ACT.2 奈良市東城戸町45

812 あまがつじ東鍼灸整骨院 奈良市四条大路5-142-2

21 あみもの工房　sheepl 奈良市東向北町26

889 荒木整骨院 奈良市佐紀町1番地 ヴァンクール城田ビル2F

574 有山よしのぶ歯科医院 奈良市西大寺栄町3-20

401 アルカイック  森の工房 奈良市奈保町21-2

467 Alcyone 奈良市鶴舞東町2-26 サンクレインビル103

271 アルペン  奈良尼辻店 奈良市尼辻町乙431-1

843 ALEX綜合法律事務所 奈良市学園南3-1-5 奈良市西部会館7階

186 and smiles hostel 奈良市西笹鉾町13

693 ＆NARA 奈良市高御門町38

573 Ando hotel 奈良若草山 奈良市川上町728 新若草山ドライブウェイ沿い

15 アンヌ　マリーカフェ 奈良市東向北町10
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584 ECCジュニア  四条大路教室 奈良市四条大路5-6-22-105

278 イオカビューティーショップ 奈良市小西町15

884 イオカビューティーショップ　富雄店 奈良市富雄元町1-14-17

589 庵 奈良市大宮町4-301-1 メゾンニュー大宮802

243 池田含香堂 奈良市角振町16

820 憩い治療院 奈良市芝辻町4-5-2 グリーンビル３階　302

727 居酒屋  うめえもんじゃ 奈良市南京終町1-178-28

858 居酒屋  酒楽 奈良市三条町495 バナナビル3Ｆ

560 居酒屋  そう吾 奈良市富雄元町2-5-20 トミオプラザ1F

737 居酒屋  樽いち 奈良市三綱田町513 JR奈良駅前

790 居酒屋  つのふり 奈良市東向南町21 奈良観光会館Ｂ１Ｆ

713 居酒屋  天うま 奈良市西御門町11-11 プライムビル6F

680 居酒屋  はなび 奈良市富雄北1-13-13

477 ゐざさ中谷本舗  近鉄奈良駅売店（タイムズプレイス内） 奈良市東向中町29

476 ゐざさ中谷本舗  近鉄奈良駅売店（東改札口） 奈良市東向中町29

474 ゐざさ中谷本舗  三条店 奈良市林小路町17-1

473 ゐざさ中谷本舗  平城山店 奈良市押熊町2141-1

475 ゐざさ中谷本舗  夢風ひろば店 奈良市春日野町16

711 十六夜山荘 奈良市丹羽町1402

885 出雲そば  かわばた 奈良市三碓2-7-16

377 板前焼肉  一 奈良市登美ヶ丘2-3-13

376 板前焼肉  心 奈良市三条大路2-2-22

478 イタリア料理  イルベーネ 奈良市法蓮佐保山3-2-16

388 一条  新大宮駅前店 奈良市大宮町6-1-2

389 一条  奈良三条通り店 奈良市橋本町26-3 ときわビル

390 一条  東向き店 奈良市東向南町15

387 一条  本店 奈良市大宮町6-3-26

471 銀杏や　 奈良市東向中町24-1

240 一心堂 奈良市上三条町3-9

676 一兆 奈良市小西町1-7 西口ビル2F

209 糸手毬 奈良市橋本町13

774 田舎料理　畔 奈良市川上町92

525 犬野苑 奈良市公納堂町24-2

32 異邦人　近鉄奈良駅前店 奈良市東向北町12

528 今中自動車工業 奈良市中町269-4

529 今西家書院 奈良市福智院町24-3

641 IRAKA 奈良市富雄北1-1-26

67 イルチブレインヨガ 奈良スタジオ 奈良市下三条町10-1 来庵ビル6F

465 いろはずし 奈良市富雄元町1-3-34

739 いろは屋 奈良市樽井町 猿沢池商店街

199 ヴァンテーヌ 奈良市橋本町15

404 魚菜  まつむろ 奈良市大宮町4-302-4 ヤマダビル1F

44 魚万本店 奈良市餅飯殿町16

146 うどん専門店  釡粋 奈良市東向南町13-2

102 うなぎ川はら 奈良市三条町35

156 うまっしゅ 奈良市東向中町11

394 梅酒ダイニングT.O.M 奈良市西大寺栄町3-12 サンワ栄町第2ビル301

60 梅の花　奈良店 奈良市二名1-2378

210 Air鍼灸院・接骨院 奈良市三条町497-1 冨川ビル3F

562 ECCジュニア古市・南紀寺教室 奈良市南紀寺町5-52-13
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798 駅前酒場 奈良市三条町511

599 江戸川  ならまち店 奈良市下御門町43

3 江戸三 奈良市高畑町1167

449 エナジーサポート　本社 奈良市六条西5-10-17

575 NAJ 奈良市大宮町5-2-13 グランドールあかめ新大宮102

255 FMS 奈良市学園北1-15-26-102

845 エレガントハウス  アブリール 奈良市朱雀5-6-15

396 ONC企画 奈良市杉ケ原32-5

17 オークホステル奈良 奈良市東向北町15

400 大阪王将  奈良学園前店 奈良市中町1-96

83 オーシャンフロント 奈良市今辻子町45-2-2F

908 大谷商店 奈良市春日野町158

485 大戸屋  阪奈菅原町店 奈良市菅原町43-3

440 オオミヤバル 奈良市大宮町6-9-8 岡田ビル101

580 大宮飯店 奈良市大宮町6-377 アルファコート1F

323 大柳生郵便局 奈良市大柳生町4557-1

846 御菓子司  萬林堂 奈良市東包永町9

895 オクダ商店 奈良市月ヶ瀬石打2416

801 お好み焼き  くろべえ 奈良市富雄元町3-3-12

425 お好み焼き　たこみ 奈良市三条町485

424 お好み焼　豚馬 奈良市法華寺町237-9 シティパレス市役所前

582 お好み焼き  パルコ 奈良市鶴福院町1-1

910 お好み焼き  ふじ 奈良市三条町538

431 御酒ずき 奈良市大野町137-1

149 おしゃべりな亀 奈良市東向南町28-1

422 御食事処コシナ 奈良市西木辻町94-1 奈良日光ハイツ102

193 お食事処大納言 奈良市五条町9-44

751 お食事処  千扇 奈良市大宮町3-1-9 中川ビル1Ｆ

161 osteria YU・RU・RI 奈良市東向南町13-1　2Ｆ

263 小樽食堂　奈良西大寺店 奈良市山陵町162-1

644 おばたり庵 奈良市水門町82

491 おばんざい  遊 奈良市三条桧町15-23-1

849 オフィス  ZERO 奈良市南京終町714-8-2階

504 オムライスと洋食の店  ゆき亭 奈良市高御門町4-1

838 懐石料理  円 奈良市下御門町38 御門ビル2Ｆ

738 懐石料理  かこむら 奈良市角振新屋町10

483 回転寿司ととぎん  近鉄奈良駅前店 奈良市東向中町15-1

190 カイナラパチンコ 奈良市橋本町22-1

859 カインドオル  奈良三条通り店 奈良市下三条町43  2Ｆ

201 垣内明正堂 奈良市橋本町11

74 かき小屋フィーバー奈良三条通店 奈良市下三条町2-1 si-ro2F

5 柿の専門　JR奈良店 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅ビエラ奈良2F

37 柿の専門　三条通店 奈良市上三条町27-1 村田ビル1F

228 柿の葉ずしJR奈良店 奈良市三条本町JNR-11

227 柿の葉ずし登大路店 奈良市東向中町2-1

258 柿の葉すし本舗　たなか 奈良市西登美ケ丘2-2-8

479 柿の葉すし本舗たなか　奈良ショップ 奈良市西御門町28

150 柿の葉すし本舗たなか  なら本店 奈良市東向中町5-2

660 がくえんまえ鍼灸院 奈良市登美ヶ丘2-1-10-2

498 家具の久丹吉 奈良市富雄元町2-6-48
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670 花月堂 奈良市南紀寺町3-64

82 カシスレア奈良店 奈良市今辻子町45-2-1F

229 かすが茶屋 奈良市春日町160

59 春日野 奈良市雑司町494

192 春日物産 奈良市橋本町7-2

4 春日ホテル 奈良市登大路町40

870 ガスト奈良三条店 奈良市下三条町31-1

97 KASUYA JR奈良駅前店 奈良市油阪町11-4 中村第一ビル1F

587 風のテラス 奈良市鹿野園町1161-3

538 活魚料理  花惣  奈良本店 奈良市二条大路南4-2-1

365 学研奈良登美ヶ丘郵便局 奈良市中登美ケ丘6-15-9

840 カットインベベ 奈良市芝辻町2-8-4

766 CUT.TEAM.CLUB.ZEZE 奈良市餅飯殿町14

31 活版工房　丹 奈良市東向北町6

409 割烹  川清 奈良市三碓町2250-3

874 家庭料理  お家 奈良市大宮町4-310-12

543 かに道楽  奈良本店 奈良市西九条町5-2-9

46 かにや 奈良市餅飯殿町9

384 Cafe&Bistroアンソレイユ 奈良市法蓮町166-1 1F-A

505 カフェ・ナオ 奈良市小西町41

652 かふぇ　AYA 奈良市三条宮前町2-2

783 CAFÉ＆RESTAURANT  POOL 奈良市船橋町7

95 CAFÉ ETRANGER NARAD 奈良市上三条町23-4

590 カフェ　きまぐれ 奈良市法蓮町978-15

757 カフェ  こよみ 奈良市船橋町22-2

133 café gentry 奈良市花芝町16-1 第2丸谷ビル1F

547 café de Nature 奈良市登大路町59

898 カフェ・ド・クリエ  奈良三条店 奈良市角振町6-1 奈良フコク生命ビル1F

814 カフェ  バルドー 奈良市内侍原町13

654 café Fluke 奈良市東向中町10

461 カフェ  ラ・ポーズ 奈良市芝辻町2-11-6

689 café LA LIBERTE 奈良市南半田中町13-1

571 カフェ  リンガリンガ 奈良市法華寺町286-10

318 株式会社鍛冶商店 奈良市雑司町443-1

869 株式会社観鹿荘　東京庵本店 奈良市春日野町10

743 釜揚げうどん  重乃井 奈良市杉ヶ町17-1

158 釜めしGRANCHA 奈良市東向中町11

204 かめや 奈良市樽井町9

488 かやく飯とお酒  かやく 奈良市北半田中町26

470 歌謡教室　H・ミュージックスタジオ 奈良市南京終町3-401-3

395 カラオケアズサ 奈良市中辻町74

567 カラオケ喫茶  サロン涼健 奈良市北向町16

490 カラオケ喫茶  シャトラン 奈良市三条桧町8-5-301

522 カラオケ喫茶  ぴえろ 奈良市北之庄町107-3

900 カラオケ喫茶リコ 奈良市法蓮町412-1-103 エステートIビル

795 カラオケ信天  遊歌 奈良市大宮町5-3-20 アクシス大宮６Ｆ

632 カラオケステージ愛歌 奈良市疋田町2-1-29

807 カラオケステージ  ショータイム 奈良市三条添川町9-25

533 カラオケスナック  こゆき 奈良市三条町606-8 ジョイパレス奈良駅前PART5-402

535 カラオケバーJURI 奈良市大宮町5-2-13 グランドールあやめ新大宮ビル205
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615 カラオケハウス音Nen 奈良市大安寺1-2-2

532 カラオケPub  ADAMAS 奈良市大宮町5-2-13 グランドールあやめ新大宮ビル103

585 カラオケ  べっぴん 奈良市三条町606-8-601

876 カラオケゆう 奈良市西木辻町152-1

379 カラオケリリー 奈良市三条宮前町2-2

378 カラオケレインボー京終店 奈良市南京終町2-252-1

19 川井歯科医院 奈良市東向北町19

714 河内鴨と旬菜　雅庵 奈良市芝辻町507-1 第2中村ビル102

38 観光人力車やまと屋 奈良市高畑町714

891 観光福祉タクシー  MIYABI  WELCAB 奈良市登美ケ丘4-9-4

125 観光ホテルタマル 奈良市押上町41

58 かんぽの宿奈良 奈良市二条町3-9-1

16 kiiro 奈良市東向北町12

811 菊一文珠四郎包永 奈良市雑司町488

109 菊水楼  うな菊 奈良市高畑町1130

699 季節料理  やすらぎ 奈良市芝辻町11-43 シティホームズ奈良112

30 きたまちcemagasin 奈良市東向北町21-1 松山ビル1F

272 御料理　吉座傳右衛門 奈良市本子守町5-1

434 喫茶グリーンとんねる 奈良市大野町137-1

294 喫茶シャンブル 奈良市高天町48 森田ビル1F

645 喫茶ベッカ 奈良市恋の窪2-12-9

618 喫茶　優香里 奈良市富雄元町2-3-27 山本ビル1F

290 喫茶リッチ 奈良市大宮町2-3-4

650 キッチンあるるかん 奈良市餅飯殿町31-2

581 キッチンそれいゆ 奈良市西大寺本町4-2 プレジール西大寺101

411 きと庵 奈良市西大寺国見町1-7-10

837 器人器人 奈良市東包永町61-2

86 きとら商店 奈良市下三条町43-1

662 喜菜亭 奈良市杉ケ町25-1 フェリス駅前107

893 きみの華 奈良市大宮町6-4-6 新大宮ファーストビル1Ｆ

283 Cat  Café  心猫 奈良市小西町5番地 アルテ館2F

844 KYANOS行政書士事務所 奈良市学園南3-1-5 奈良市西部会館7階

626 キャパトル　シルキア奈良店 奈良市三条本町8-1 シルキア奈良1Ｆ

629 キャパトル　登美ヶ丘店 奈良市東登美ケ丘4-24-15

627 キャパトル　なら店 奈良市西御門町28 北川ビル1F

628 キャパトル　ミ・ナーラ店 奈良市二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ1F

698 Gallary＆shop  一風 奈良市南市町17

166 ギャラリー卓都 奈良市中新屋町36

96 Cute Cube 奈良市今辻子町45-3

273 和風薬膳料理　京小づち 奈良市下御門町21

177 餃子の王将  押熊店 奈良市押熊町1501-1

172 餃子の王将  奈良柏木店 奈良市柏木町463-3

176 餃子の王将  奈良近鉄奈良駅前店 奈良市小西町20

99 餃子の王将奈良三条店 奈良市油阪地方町

174 餃子の王将  東九条店 奈良市東九条町1496

173 餃子の王将  富雄店 奈良市富雄元町2-6-47

175 餃子の王将  奈良都跡店 奈良市四条大路5-1-53

406 餃子の王将  針インター店 奈良市針町481-3

154 京中華  飛天散華 奈良市三条大路1-1-47

181 行徳庵 奈良市春日野町23-4
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100 京都中央信用金庫奈良支店 奈良市下三条町28-1

241 玉ろ寿司 奈良市元林院町29

88 綺羅星 奈良市三条町470

841 銀河食堂 奈良市三条宮前町2-31

301 銀座四川学園前店 奈良市学園北1-1-1 ル・シエル学園前2階

315 ぎん舎利 奈良市大宮町6-6-6 文屋ビル2F

25 近鉄センター 奈良市東向北町28-1

503 近鉄奈良駅総合観光案内所 奈良市東向中町29

657 くいもの屋わん  九州自慢  奈良三条通り店 奈良市油阪地方町3-1 シュリー三条ビル2F

508 くいもの屋わん  JR奈良駅前店 奈良市大宮町1-1-10 梢ビル2階・3階

500 くいもの屋わん  新大宮店 奈良市大宮町6-2-15 ミールビル3F

793 九鬼水軍 奈良市小西町1-5

428 串揚げ　ひょっとこ 奈良市大宮町2-4-5

76 串揚げ　和 奈良市油阪地方町5-2F

269 串屋　近鉄奈良駅前本店 奈良市東向北町30-2

658 Good spoon 高の原テラス 奈良市右京1-5-1

620 KUMAピアノ教室 ・奈良 奈良市学園北1-6-15 アートサロン空　内

677 蔵粋亭 奈良市芝辻町2-11-15 パレス新大宮106

764 クラブツーリズム株式会社  奈良分室 奈良市東向中町28

717 グリル・チェンバー 奈良市高天町38-3 近鉄高天ビルB1F

755 GLUTEN FREE is THE NEW BLACK 奈良市芝辻町11-43 シティホームズ奈良114

616 クレスト 奈良市大宮町6-5-16 アルファプレイス3F 303

185 ゲストハウス  たむら 奈良市高畑町1107-2

187 げすとはうす  はる・きたまち 奈良市雑司町1-2

903 玄冶店 奈良市富雄北1-2-1

887 けん整骨院 奈良市高天町14番地 アンジュ高天101

815 建築デザイン戸谷 奈良市朱雀6-20-10

307 壷音堂 奈良市小西町12-1

36 旅館江泉 奈良市高畑町1125

160 口福茶寮GRABCHA 奈良市東向中町11

402 幸福スイーツ アルカイック 奈良市福智院町44-1

592 コードバイヘアー＆メイクアクチュアル 奈良市三条添川町4-37-2F

420 珈琲一族 奈良市餅飯殿町33

756 珈琲と本　月舟町 奈良市北市町20-8

761 五感  魚銀 奈良市大宮町6-4-13 コーポオオミヤ105

784 小吟 奈良市西木辻町32-4

178 極楽湯　奈良店 奈良市大安寺町510

540 ココス  鴻ノ池店 奈良市法蓮佐保山3-2-14

541 ココス  大安寺店 奈良市八条4-639-1

539 ココス  都跡店 奈良市四条大路5-1-49

316 coccolo 奈良市大宮町6-2-17

561 心家 奈良市高畑町24-4

54 古っ都ん100% 奈良市高畑町1122-21

856 Kotono 奈良市大宮町5-3-20 アクシスビル402

399 神殿酒場  情熱ホルモン 奈良市神殿町665-4

785 coto  mono 奈良市公納堂町6西2

114 古都屋 奈良市雑司町107

775 KOTOWA奈良公園Premium View 奈良市今御門町15

633 コナミスポーツクラブ学園前 奈良市学園朝日元町2-689-1

242 ごはんカフェ  にこちゃん堂 奈良市椿井町45
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715 ごはん芽屋 奈良市東笹鉾町34

534 ごはんや  歩味 奈良市三条宮前町2-1-2

75 コミック・バスター JR奈良駅前店 奈良市三条町497-1 冨川ビル5F

489 コミュニティスペース  あさひYa！カフェ 奈良市学園大和町1-1442-7

625 小料理  お宿  芳かわ 奈良市大宮町4-310-4

659 小料理　奈良 奈良市三条大路1-10-11

487 是是鹿鹿 奈良市高畑町975

437 The Olive Dining 奈良市小西町21-1 な・ら・ら１Ｆ

311 酒香菜や 奈良市あやめ池南2-1-35

576 SAKANAYA 奈良市山町180-2

691 桜座珈琲 奈良市恋の窪2-1-8 徳丸ビル103

277 さくら通り薬局 奈良市小西町9

22 さくらバーガー 奈良市東向北町6

791 さくら町バール 奈良市小西町15 中山ビル2Ｆ

144 ザ・ダイソー近鉄奈良駅前店 奈良市東向中町17-1-2

557 茶亭  ゆうすい 奈良市春日野町158-1

745 さぬきうどん  喜楽庵 奈良市あやめ池南6-1-9

62 猿沢池　柳茶屋 奈良市登大路町49

583 猿沢商店街  ふじや 奈良市橋本町5猿沢商店街

804 サロン  こころこ 奈良市西登美ケ丘5-1-10

835 サロン・ド・ボア 奈良市六条緑町3-5-7

752 サロン・ド・ミュー 奈良市法蓮町559-1 エクレール一条103

249 サロン 凛RIN 奈良市三条本町8-1 シルキア奈良２Ｆ

64 坐和民　奈良三条通り店 奈良市三条町491-1 浅川ハーベストビル2F

254 さわらび漢方薬局 奈良市西登美ケ丘1-4-8

634 山海 奈良市西九条町2-3-12

792 サンキューバル 奈良市大宮町6-1-11 新大宮第２ビル１Ｆ

631 三条小鍛冶宗近本店 奈良市雑司町110

857 三条進学スクール 奈良市三条町474 福森ビル

861 三条チャンスセンター 奈良市三条町487 小山ビル

555 三条坊 奈良市三条本町1-1

98 三代目鳥メロ奈良三条通り店 奈良市油阪地方町3-1 シェリー三条ビル1F

839 サンタウンプラザすずらん館化粧品専門店コスメフルフル 奈良市右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん館21

195 三楽洞三条店 奈良市樽井町13

194 三楽洞東向店 奈良市東向中町16

196 三楽洞本店 奈良市樽井町7

701 シアーミュージック奈良校 奈良市西大寺本町2-20 プラムキャッスルS-1　3階305号室

848 cdm 奈良市中山町124-1

682 seed（青空リサイクルシステムズ） 奈良市古市町1403-2

139 Cfarm近鉄奈良店 奈良市東向中町10

770 Jenny  Bar  ＆  Karaoke 奈良市大宮町6-4-6 新大宮ファーストビル5Ｆ

189 しかまる 奈良市橋本町23-1-1F

183 鹿屋 奈良市春日野町23

52 四季亭 奈良市高畑町1163

537 四季遊人  JR奈良店 奈良市三条町523-1

497 倭のは 奈良市元林院町18

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

442 地鶏炭火焼　鶏扱説明所　西大寺店 奈良市西大寺栄町2-12 新奥田ビル１階

65 地鶏料理とおいしいお酒　KURA 奈良市三条町482-1

868 島岡洋品店 奈良市三条町494-1
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593 島田商事 奈良市鳥見町1-2-16

763 しみず弥 奈良市中町5062-10

779 しゃばとん 奈良市六条町124-1

197 しゃぶ亭  脇阪 奈良市樽井町5

564 酒落 奈良市高畑町903

218 上海楼 奈良市東向南町18

143 ジャンボカラオケ広場  近鉄奈良店 奈良市東向中町27 HIKARIビル1F

81 ジャンボカラオケ広場  JR奈良店 奈良市油阪地方町3-1 シェリービル3F

393 染 奈良市今御門町27

789 十兵衛食堂 奈良市柳生町83-3

591 Jouer（ジュエ） 奈良市大宮町6-3-25 ヨシエビル403

577 Jugo hair&beauty 奈良市中院町9-1

245 酒肆  春鹿 奈良市今御門町27-4

642 酒房  亜耶 奈良市小西町5 アルテ館2F

70 旬彩坐  立山 奈良市上三条町12-1 三条ミドービル2F

167 旬彩ひより 奈良市中新屋町26

704 旬食炉端  板焚屋 奈良市大宮町6-9-6 axe大宮ビル2F

740 生姜足湯休憩所 奈良市福智院町1-3

758 笑来酒屋  月下美人  西大寺店 奈良市西大寺小坊町1-5 日吉ビル2F

566 ジョーシン  富雄南イオンタウン店 奈良市石木町100-1

586 ジョーシン  奈良店 奈良市三条大路4-1-58

165 食堂園  奈良学園前店 奈良市学園大和町2-124

164 食道園  パラディ学園前店 奈良市学園北1-9-1 パラディ学園前南館4F

310 白川魚鱆焼手貝店 奈良市今在家町58 アパートメントシエルツ1F

79 白玉屋榮壽  奈良店 奈良市三条町2-480-4

453 シルキア奈良　奈良市市街地開発株式会社 奈良市三条本町8-1

907 白兎 奈良市三条宮前町2-2-3F

118 白銀屋 奈良市雑司町496

27 CINDERELLA 奈良市東向北町5

712 心美整体院 奈良市法蓮町424-3 岡専ビル1F

140 樞 奈良市東向南町5-1 井上ビル2F-A/B

105 スーパーホテルJR奈良駅前三条通り 奈良市三条町500-1

326 須川郵便局 奈良市須川町892-5

451 杉本自動車商会 奈良市大野町137-1

145 すき焼きと牛まぶし　ももしき 奈良市東向中町5-1

233 杉養蜂園  奈良東大寺店 奈良市上三条町5

61 寿司居酒屋 さかなや道場 新大宮店 奈良市大宮町6-1-9 啓林堂ビル1F/2F

748 鮨・酒・肴  杉玉  大和西大寺 奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺Ｂ1階

414 鮨田 奈良市富雄元町2-1-17

415 すし処  鮨田 奈良市富雄元町2-5-25 明光ビル1F

866 鮨べろ  近鉄奈良駅前店 奈良市中筋町6-1 奈良ラインハウス4Ｆ

867 鮨べろ  新大宮店 奈良市大宮町6-9-4 ウインズビルⅡ 2Ｆ

686 スナック　あもーれ 奈良市手塚山南1-1-8

603 スナック神戸 奈良市富雄元町2-1-12 細川ビル1F

486 スナック守礼 奈良市大宮町6-6-1 アルファコートビル1F

493 スナック  ナミ 奈良市西大寺栄町3-32-301

655 スナック  ニューさつき 奈良市三条町593-50

720 スナックニュー来夢来人 奈良市大安寺1-2-2

235 スナックのぞみ 奈良市元林院町37

427 スナック　ハニー 奈良市杉ケ町8-5　2Ｆ
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648 SUPPIN 奈良市大宮町4-306-1 コーポサンライズ10

819 spelo hair 奈良市舟橋町2

882 スポーツクラブNAS学園前 奈良市学園北1-2-11

518 炭火ITALIAN WINE BAR 元町NEWS 奈良市富雄元町2-3-12

651 炭火やきとり  やまと家 奈良市東向南町21

511 炭火焼肉　霜月 奈良市角振町26 いせやビル２Ｆ

613 炭火焼肉なら八　尼ヶ辻 奈良市三条大路5-7-16

612 炭火焼肉なら八　本店 奈良市杉ヶ町32-1

426 炭火焼　のんき 奈良市高天町21-1

847 炭焼ダイニング  剛 奈良市富雄元町2-6-47 ライオンズプラザ富雄北棟2Ｆ

69 住吉　冨川ビル 奈良市三条町497-1

207 スムージー専門店 ドリンクドランク 奈良市橋本町8

495 SLOW  JAM 奈良市今御門町2

51 晴朗邸 奈良市餅飯殿町41 メゾンドール奈良パークサイド2Ｆ

817 瀬谷桃源 奈良市雑司433-3

646 Seve　セヴ 奈良市西寺林町19-1

29 セブンイレブン近鉄奈良駅北口店 奈良市東向北町30-1-2F

429 セラピガーデン TRUTH 奈良市小西町9 川村ビル４Ｆ

213 レストランセリーナ（ホテル日航奈良内） 奈良市三条本町8-1

694 cervo  bianco 奈良市高御門町7

718 膳　奈良店 奈良市小西町21-1 な・ら・ら2Ｆ

546 全国仲人連合会  奈良本部 奈良市富雄元町2-6-40 川上ビル2F-A

669 千壽庵吉宗　押熊店 奈良市押熊町942-1

668 千壽庵吉宗　千壽茶寮 奈良市押上町39-1

667 千壽庵吉宗　奈良総本店 奈良市押上町39-1

863 セブンイレブン  奈良三条町店 奈良市三条町475-1

643 創作料理  MIO 奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル地下1F

466 創作和フランス料理　ル・プレジール 奈良市学園北1-14-5 モンテクール学園前

463 ソウルの家 奈良市大宮町6-4-8

883 創和ダイニング 花想花 奈良市青野町2-1-1

565 Social Club 凛 奈良市大宮町6-6-1 アルファコートビル1F

806 蕎麦戯  さか本 奈良市五条町15-15

292 染谷商店 奈良市東城戸町7

524 ダイアナ 奈良市三条町593-51

494 太古堂 奈良市公納堂町12 ならまち工房Ⅲ

710 タイ古式マッサージ  いやしの手 奈良市大宮町4-314-1 グリーンコーポ2-604

464 ダイニング  橘 奈良市大宮町7-2-23

6 大仏館 奈良市高畑町250

191 大松 奈良市橋本町28

818 隆千穂 奈良市南魚屋町5-6

800 高の原ばーる  Kaeru  Kouen 奈良市右京1-3-1 平城第2ショッピングセンター3-101

35 ビジネスホテルたかまど 奈良市大宮町6-5-3

531 宝島 奈良市下御門町38 御門ビル1F

902 武内整骨院 奈良市あやめ池南6-3-64

221 竹の館 奈良市魚屋中町25

12 タケルのタ 奈良市東向北町9

222 立呑み処。宴 奈良市西大寺栄町3-10-1F

342 辰市郵便局 奈良市西九条町2-1-1

799 たつ屋  JR奈良駅前店 奈良市三条町512-3

147 田中ホテイヤ 奈良市東向中町13
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230 タベルナ・チェルヴィーノ 奈良市小西町5番地 アルテ館1F

130 タマヤ眼鏡店 奈良市花芝町15

236 タリカロ 奈良市椿井町30

896 た藁や  新大宮店　 奈良市大宮町6-1-3-2F

786 田原やま里市場 奈良市茗荷町774-1

787 田原やま里弁当 奈良市茗荷町774-1

596 タンしゃぶ鍋と焼肉の店  こいずみ 奈良市鶴舞東町2-25-1F

282 チケットショップエイト 奈良市西御門町27-5

153 チャイナダイニング  飛天 奈良市東向南町26

703 中華処青天 奈良市東向南町1 AMIビル21  1Ｆ

754 中国家庭料理  ジロー 奈良市南紀寺町2-267-8

894 ちょっとBARだよ！！全員集合 奈良市富雄北1-18　I-502

148 千代の舎竹村 奈良市東向南町22

266 賃貸のマサキ　尼ヶ辻店 奈良市三条大路5-2-40

267 賃貸のマサキ　近鉄奈良駅前店 奈良市中筋町3-3

268 賃貸のマサキ　JR奈良駅前店 奈良市三条町511

322 月ヶ瀬郵便局 奈良市月ヶ瀬尾山2763-3

319 月のしずく 奈良市三松1-11-26

152 つけめん・らーめん元喜神 奈良市東向南町26

778 つけ麺  無心 奈良市中町323-1

71 つのや 奈良市油阪地方町10-1-1F

1 椿荘 奈良市椿井町35

403 つまみんぐバー  -R-bar 奈良市柳町19-1 スコッチテリア三条1F

480 鶴の茶屋 奈良市春日野町160-4

904 鶴橋風月 西大寺店 奈良市西大寺東町2-4-1 奈良ファミリー6Ｆ

829 鶴舞美容室 奈良市鶴舞東町1-27

234 つる由 奈良市脇戸町22-1

776 DE LA BLANCHE 1090 奈良市春日苑1-2016-8

899 Tiara 奈良市大宮町6-5-16 アルファプレイス403

281 デイリーヤマザキ　近鉄奈良駅前店 奈良市西御門町1

297 手打ちかすうどんかすいち 奈良市大宮町6-2-17 天曲ビル

614 手打ち蕎麦　文月 奈良市広岡町191

296 デザートのお店「キャラメル」 奈良市南市町14-5

830 手作り雑貨のお店さくる 奈良市三条町487番地 小山ビル2階

223 てっぱん酒場　宴 奈良市西大寺栄町3-10-2F

381 鉄板ステーキシェルブルー 奈良市三条町470 綺羅星2F

598 鉄板炭火  しゅん坊 奈良市あやめ池南1-3-4

382 鉄板離宮アシュランステーキ 奈良市芝辻町4-2-10 ニューコポラス新大宮102

588 デリカテッセン  イーハトーヴSORA 奈良市帝塚山南4-11-14

398 天下一品  押熊店 奈良市押熊町1130-4 新田ビル1F

459 天下一品　柏木店 奈良市柏木町421-1 柏木ビル1F

637 天下一品  東向店 奈良市東向南町2

542 伝五郎  西ノ京店 奈良市西ノ京町137-1

179 テンテンカフェ 奈良市春日野町16

594 天丼・天ぷら本舗  さん天  奈良三条店 奈良市三条檜町17-15

728 天丼まきの  奈良東向商店街店 奈良市東向中町17-1

570 天仁 奈良市下御門町35

43 天平倶楽部 奈良市今小路町45-1

104 天平楽座 奈良市三条町469-1 エヴァンズキングダム

113 天平旅館 奈良市東向中町9
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405 天理スタミナラーメン  近鉄奈良駅前店 奈良市西御門29-4

408 天理スタミナラーメン  針テラス店 奈良市針町349 南館1-4

794 テンリュウ 奈良市三条本町111-4

325 都介野郵便局 奈良市都祁南之庄町1014-3

510 特選和牛　霜月 奈良市芝辻町4-5-2 新大宮グリーンビル1Ｆ

265 得得　三条添川店 奈良市三条添川町5-28

264 得得　高の原サンタウン店 奈良市右京1-3-4 ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞすずらん館1Ｆ

13 豊住書店 奈良市東向北町25

184 とよのあかり　すずの音 奈良市椿井町36

853 ドラッグストア木のうた　紀寺バス停前店 奈良市紀寺町767

854 ドラッグストア木のうた　西大寺店 奈良市西大寺北町4-3-1 共栄マンション1-E号室

855 ドラッグストア木のうた　三条通り店 奈良市下三条町25番地 寅松ビル1階

832 ドラッグストア木のうた  ＪＲ奈良駅前 奈良市油阪地方町8-1

852 ドラッグストア木のうた　高の原すずらん館店 奈良市右京1-3-4 すずらん館2階

851 ドラッグストア木のうた  西の京店 奈良市六条西1-1-50

765 TRATTORIA piano 奈良市橋本町15-1

248 ドリーム平田デイサービスセンター 奈良市杉ケ町51-7 杉ヶ町北ビル1Ｆ

781 鳥貴族  近鉄奈良駅前店 奈良市西御門町15-1 アクロスキューブ近鉄奈良駅前3階

816 鳥貴族　新大宮店 奈良市大宮町6-2-15 リバティビル2F

897 鶏っく  近鉄奈良駅前店 奈良市小西町21-1 な・ら・ら2F

392 Dritto 奈良市大宮町6-4-6 新大宮ファーストビル4F

456 とり福 奈良市大宮町4-313-4

423 鳥料理　悠庵 奈良市杉ケ町14-1 第１西田ビル102

726 どろそば将  奈良柏木店 奈良市八条5-412-6

734 豚竹林 奈良市三条町606-56

554 丼の店  たまごの極み  大安寺店 奈良市南京終町1-128-1

568 Night in Margarita 奈良市大宮町3-1-18 ジョイパレス大宮106

304 菜宴 奈良市小西町19 ユリアテラスビル2F

802 ナカイ  コンサルティング 奈良市青野町2-1-1

206 中谷堂 奈良市橋本町29

721 中登美第３現地案内所 奈良市登美ヶ丘1-4162-1 D14-101

9 寧楽菓子司中西与三郎 奈良市脇戸町23

708 奈間蔵  栄  三条店 奈良市下三条町2-1

707 奈間蔵  栄  新大宮店 奈良市大宮町6-2-11

723 奈良・学園前現地案内所 奈良市学園朝日町1番 C-116号

335 奈良青山郵便局 奈良市青山4-2-2

341 奈良赤膚郵便局 奈良市赤膚町1033-4

366 奈良秋篠郵便局 奈良市秋篠新町361-3

362 奈良朝日郵便局 奈良市朝日町2-1-13

357 奈良あやめ池郵便局 奈良あやめ池南1-3-9

337 奈良今小路郵便局 奈良市今小路町11

354 奈良右京郵便局 奈良市右京1-3-1

351 奈良大宮郵便局 奈良市三条栄町4-1

330 奈良小川町郵便局 奈良市小川町1

348 奈良帯解郵便局 奈良市今市町251-1

681 奈良おもてなし食堂（株式会社しーど心） 奈良市古市町1403-2

369 奈良学園大和郵便局 奈良市学園大和町3-40-1

445 奈良菓子工房　田田 奈良市中町224-3

57 奈良春日奥山月日亭 奈良市春日野町158

331 奈良元興寺郵便局 奈良市元興寺町12-2



（2021.1.5現在/50音順）

番号 施設名 住所１ 住所２

「奈良安心観光ステッカー」「奈良市感染防止宣言ステッカー」施設一覧

257 奈良観光物産商会　遊鹿 奈良市春日野町23

345 奈良北之庄町郵便局 奈良市北之庄町62-3

344 奈良紀寺郵便局 奈良市紀寺町559-5

347 奈良京終郵便局 奈良市北京終町57

306 奈良ゲストハウス3F 奈良市小西町5 アルテ館3F

336 奈良県庁内郵便局 奈良市登大路町30

572 なら工藝館 奈良市阿字万字町1-1

352 奈良神殿郵便局 奈良市神殿町字比谷155-7

368 奈良西大寺郵便局 奈良市西大寺南町1-28

842 なら酒蔵鍋 奈良市今御門町34-1

87 奈良三条郵便局 奈良市油阪地方町51-1

501 奈良市観光協会 奈良市三条本町8-1 シルキア奈良２Ｆ

502 奈良市総合観光案内所 奈良市三条本町1-1082

333 奈良下御門郵便局 奈良市下御門町33

340 奈良市役所郵便局 奈良市二条大路南1-1-1

730 奈良市若草地域包括支援センター 奈良市芝辻町1-21 フロムワン1F

353 奈良朱雀郵便局 奈良市朱雀6-9-4

448 ならスマ　奈良店 奈良市柏木町407-1

66 SOZAI 奈良市三条町469-1

350 奈良大安寺郵便局 奈良市南京終町2-1201-18

338 奈良高畑郵便局 奈良市高畑町911

367 奈良帝塚山南郵便局 奈良市帝塚山南4-11-1

364 奈良富雄郵便局 奈良市富雄元町2-6-33

360 奈良登美ヶ丘西郵便局 奈良市西登美ヶ丘4-2-1

358 奈良登美ヶ丘郵便局 奈良市登美ケ丘3-2-12

359 奈良鳥見郵便局 奈良市鳥見町3-11-1

455 奈良中川自動車 奈良市西九条町3-7-2

361 奈良中町郵便局 奈良市中町227-2

343 奈良西ノ京郵便局 奈良市西ノ京町404

8 奈良のうまいものプラザ 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅ビエラ奈良1F

217 一般財団法人奈良の鹿愛護会 奈良市春日野町160-1

56 奈良パークホテル 奈良市宝来4-18-1

136 奈良白鹿荘 奈良市花芝町4

247 奈良　白寿館 奈良市大宮町6-9-1 新大宮ビル3Ｆ

14 奈良東向郵便局 奈良市東向北町24

355 奈良ファミリー内郵便局 奈良市西大寺東町2-4-1

334 奈良船橋郵便局 奈良市芝辻町14-8

349 奈良古市郵便局 奈良市古市町2236-7

363 奈良平城郵便局 奈良市山陵町1078-10

356 奈良宝来郵便局 奈良市宝来1-6-5

339 奈良法蓮郵便局 奈良市法蓮町1217

346 奈良法華寺郵便局 奈良市法華寺町1206-1

385 奈良ホテル 奈良市高畑町1096

39 奈良Bonbon 奈良市橋本町3-1 bonchi1F

621 奈良町の宿  料理旅館  吉野 奈良市今御門町19

101 ナラマンジェ 奈良市三条町495-2F

123 奈良万葉若草の宿三笠 奈良市川上町724-10

108 奈良銘品館三条通店 奈良市三条町480

225 奈良銘品館JR奈良駅店 奈良市三条本町1-1 ビエラ奈良内

226 奈良銘品館奈良公園バスターミナル店 奈良市登大路町76
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700 奈良めし   板焚屋 奈良市下三条町44-3

516 奈良  野菜ソムリエの店  Rokumeikan 奈良市西登美ケ丘1-3-2

332 平城山駅前郵便局 奈良市佐保台西町108

34 奈良ワシントンホテルプラザ 奈良市下三条町31-1

205 南都銀行 奈良市橋本町16

103 南都銀行JR奈良駅前支店 奈良市三条町500-1

432 肉匠　迎賓館　富雄店 奈良市三松4-879-1

433 肉匠　迎賓館　奈良店 奈良市南肘塚町220-1

512 肉の霜月 奈良市西大寺国見町1-1-1 タイムスプレイス西大寺内

450 肉料理　かわせみ 奈良市三条宮前町2-2

85 西出奈良漬本舗 奈良市三条町483

441 日本市　奈良三条店 奈良市東九条町1112-1　 株式会社中川政七商店

608 日本酒と〇〇。 奈良市小西町1-7 西口ビル東側

412 日本料理おばな 奈良市高畑町1110 ホテル尾花B1

250 日本料理　花鹿 奈良市奈保町2-12

640 日本料理  京富 奈良市藤ノ木台3-2-18 ベル藤ノ木ビル1F

808 NOCTURNAL 奈良市南市町4 植畑ビル2F

26 野崎商店 奈良市東向北町25

788 のすたるじ屋 奈良市元興寺町17-1

492 呑み処  庵 奈良市西大寺北町1-2-11

556 Bar JIGGER 奈良市三条添川町1-5 サンフェアリーⅢ1F

909 バーアリーナ 奈良市富雄北1-3-7-1F

558 BAR OLD TIME 奈良市下三条町47-1 ホテルフジタ奈良1F

569 BAR JOKERS 奈良市芝辻町3-9-15 ヴィラ新大宮106

725 ハートアップ奈良学園前 奈良市学園北1-1-1 ル・シエル学園前3階

716 ハート歯科クリニック 奈良市朱雀3-14-1 プロムナーデ高の原2F

905 bar Tresor 奈良市林小路町13 第2福田ビル4Ｆ

452 Bar ひなた 奈良市富雄元町2-1-17 弘徳ビル102

773 Bar Miosotis 奈良市大宮町3-2-10 三洋ビル2F

286 バイカル  学園前店 奈良市学園北1-14-8

314 梅古庵 奈良市月ヶ瀬尾山2263

606 パオルーツ 奈良市西大寺栄町3-12

141 はぎのや 奈良市東向中町8-2

321 はぎのや 奈良市東向中町8-2

246 ハクジュプラザ  西大寺店 奈良市西大寺栄町3-23 サンローゼビル2Ｆ

383 ハクジュプラザ  南京終店 奈良市南京終町714-9

892 パグハウスまどか 奈良市白毫寺町562-3

768 箸恋処　Sanjo 奈良市三条町650-1 三条ビル1F

24 はしもと内科 奈良市東向北町30-1-2F

7 旅籠長谷川 奈良市高畑町1474

216 8nosu 奈良市南市町8-1 古古古屋1F

747 八剣伝  尼ヶ辻店 奈良市四条大路5-5-142-2

251 HAPPY KITCHEN 金の鹿 奈良市春日野町16 夢風ひろば

134 花しば 奈良市花芝町8-2

484 花のや 奈良市小西町5 アルテカン

416 Honey café Jakえもん 奈良市鶴福院町14

287 はり温泉らんど 奈良市針町361

182 はり新 奈良市中新屋町15

327 針ケ別所郵便局 奈良市針ケ別所町1004

328 針郵便局 奈良市針町2207-1
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683 春鹿  酒蔵ショップ 奈良市福智院町24-1

232 春日野窯 奈良市春日野町158-9

513 Parum Café 奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティＢ１Ｆ

563 バル  ラティーナ 奈良市富雄元町2-3-29-1 上田ビル1F

622 ハロー！パソコン教室  大和西大寺校 奈良市西大寺南町1-17-205

649 BANCHETTI 奈良市芝辻4-6-14 澤井ビル102

63 ピアッツアホテル奈良 奈良市三条本町11-20

553 贔屓屋  奈良本店 奈良市三条町511-3

750 B-CRAZY 奈良市富雄元町2-1-17 弘徳ビル202

873 Bee House 奈良市大宮町5-3-20 サンライズ第2ビル302

771 飛賀屋  奈良ファミリー店 奈良市西大寺東町1-4-1 ならファミリー6Ｆ

805 寿起楼 奈良市大宮町4-310-12

444 ピザリアニューエイジ　本店 奈良市学園大和町5-4

506 ビジネスホテル新大 奈良市二条町1-1-52

253 美酔酒屋　吟醸貴族 奈良市大宮町6-7-1 カイモト第３ビル102

280 ビストロスクワール 奈良市小西町9-103

129 ビストロ中華へいぞう 奈良市花芝町6 プラザ花芝103

666 ビッグエコー  新大宮駅前店 奈良市大宮町6-2-20

244 ビッグマウンテンカフェ＆ファーム 奈良市西新在家町20-1

208 びっくりうどん　三好野 奈良市橋本町27

864 ピノキオ 奈良市餅飯殿町24-3

759 白蓮 奈良市西大寺小坊町4-25

782 美容室フロムサーティー 奈良市佐保台西町98 コートヒルズ103

514 美容・脱毛サロン「LAILA」 奈良市西木辻町100-5-3Ｆ

545 ひよりJR奈良店 奈良市三条本町1-1 ビエラ奈良2F

544 ひより総本店 奈良市橋本町28

10 平宗　奈良店 奈良市今御門町30-1

170 平宗　朱雀門店 奈良市三条大路5-1-38

169 平宗　倭膳たまゆら 奈良市七条東町4-25

168 平宗奈良店別館 奈良市今御門町30-1

171 平宗　大和西大寺店 奈良市西大寺国見町1-1-1 近鉄大和西大寺駅構内タイムズプレイス

609 広島お好み焼  鉄板酒場やきとら 奈良市角振町23-1F

780 HILO HOSTEL 奈良市大宮町1-1-22

215 ファウンテン（ホテル日航奈良内） 奈良市三条本町8-1

890 fashio Nara HAPPY 奈良市大宮町5-2-13 グランドールあやめ新大宮105

132 fashion salon MORE 奈良市花芝町23

833 ファッションビューティプラザ竹美粧院 奈良市あやめ池南5-7-7

68 HOO NYAN BOO 奈良市上三条町12-5 鎌田ビル101

886 フェイシャルサロン福木 奈良市大宮町2-3-11-402

410 huerto 奈良市餅飯殿町27-1

901 フォステール 奈良市三条大路5-3-1

23 PHOTO GARDEN 奈良市東向北町22-1

239 福寿司 奈良市下御門町38 御門ビル1Ｆ

457 ふくふく 奈良市大宮町6-2-15 ミールBLD4F

237 福森酒店 奈良市三条町474

202 フクロウカフェわたわた 奈良市橋本町26 ときわビル2F

50 藤田芸香亭 奈良市光明院町12

276 ふじや靴下　さくら通り店 奈良市小西町41

18 婦人服飾エル 奈良市東向北町14

687 婦人洋品のやまぐち 奈良市富雄元町2-6-48 ライオンズプラザ富雄1-103
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312 プティ・マルシェ＆ぷちまるカフェ～ 奈良市東寺林町22

746 ブティック  トキロイヤル 奈良市登美ケ丘3-2-11

663 ブティック  ニシオカ 奈良市南永井町132-35

128 ブティックふくむら 奈良市花芝町17

731 船橋フロムワン会館 奈良市芝辻町1-21

607 フマーレ 奈良市東登美ケ丘4-16-4

313 Brighton Tea Room 奈良市東城戸町35-2F

305 plus-D BARBERS 奈良市小西町9 川村ビル2F2号

635 フラメンコ舞踊教室　エストゥディオ・ロサ 奈良市西大寺新町1-1-1 河辺ビル2F

741 Plan on NARA 奈良市大宮町6-4-3 平成新大宮ビル２Ｆ

742 Plan on NARA  BLUE 奈良市大宮町6-4-3 平成新大宮ビル１Ｆ

370 フリブール 奈良市朱雀6-20-8

719 Blue Sky 奈良市大宮町5-2-13 グランドールあやめ新大宮ビル202

203 FULFUL美容室 奈良市橋本町9

749 pleasure 奈良市東城戸町4-8

656 風恋人 奈良市南市町15

836 プロトンダイニング 奈良市大宮町6-3-10

28 プロフォートミドリ 奈良市東向北町8

293 フロレスタ奈良本店 奈良市小西町8-1 ラフィーノ東洋1F

523 ブロンコビリー  奈良押熊店 奈良市押熊町2139-1

906 ヘアークリニックシャルム 奈良市大宮町4-295-9 アルファパレット201

20 ヘアーサロン　スギモリ 奈良市東向北町19

803 Hair  Salon  nagomi 奈良市富雄北3-1-25

762 Hair  Salon  Unity 奈良市橋本町6 嶋田ビル2Ｆ

810 ベーカリー  パンランド 奈良市朱雀5-20-12

796 ベーカリーフジタ 奈良市船橋町55-4

137 ベトナム料理コムゴン 奈良市東向南町19-2F

291 紅屋 奈良市押上町9-1

617 Baby Smile(ベビースマイル) 奈良市恋の窪1-17-26

435 HEAVEN 奈良市大宮町6-4-3-201

138 弁天 奈良市東向南町17

93 辯天堂 奈良市三条町473-1

496 宝来飯店 奈良市南京終町714-11

41 ぽくぽく 奈良市勝南院町23

481 蛍 奈良市芝辻町3-6-27-211

288 ほたるガラスカフェ結 奈良市下御門町32 町屋空間E-1

684 ホットスタッフ奈良 奈良市北之庄西町1-7-1

595 ボティ＆メンテナンスサロン  フェルマータ 奈良市角振町9-1 パステルビル2F

121 ホテルアジール奈良アネックス 奈良市四条大路1-4-45

521 ホテルＳ 奈良市八条5-435-1

115 ホテル尾花 奈良市高畑町1110

126 ホテル日航奈良 奈良市三条本町8-1

111 ホテルニューわかさ 奈良市北半田東町

124 ホテル葉風泰夢 奈良市芝辻町2-11-6

112 ホテル花小路 奈良市小西町23

679 ホテルファインガーデン  奈良宝来店 奈良市宝来4-34-7

91 ホテルフジタ奈良 奈良市下三条町47-1

55 ホテル美松 奈良市小川町10

116 ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2

860 本格的インド料理  MANNA糧 奈良市下三条町44-2 ふじやびる2Ｆ
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78 本家菊屋  奈良三条通店 奈良市三条町493

536 BONCHI 奈良市橋本町3-1

419 ポンパドール 奈良市大宮町6-6-1 アルファコート1F

259 マクドナルド　からもも店 奈良市杏町152-1

260 マクドナルド　奈良紀寺店 奈良市紀寺町369-1

262 マクドナルド　ならファミリー店 奈良市西大寺東町2-4-1

261 マクドナルド　阪奈宝来店 奈良市宝来4-17-3

135 まぐろ小屋 奈良市花芝町

527 マザーピア  新大宮店 奈良市法華寺町83-5

697 まさ家 奈良市三条宮前町50-6

80 益久染織研究所  奈良三条通店 奈良市下三条町43-1

40 マックハウスパラディ学園前 奈良市学園北1-10-1 パラディ学園前北館2F

162 マックハウスSSF  ミ・ナーラ店 奈良市二条大路南1-3-1 ミナーラ2F

777 マツダ写真機店 奈良市富雄元町2-2-15

706 松籟 奈良市北袋町18-1

122 松乃屋旅館 奈良市雑司町487

871 松原市少年自然の家クリエート月ヶ瀬 奈良市月ヶ瀬月瀬675

45 まつもり 奈良市橋本町31

77 マツヤマ・プレミアムヘアー 奈良市油阪地方町5

526 麻布おかい  奈良店 奈良市橋本町7-1

827 マルキ精肉  奈良三条店 奈良市三条栄町9-5

317 丸十物産店 奈良市雑司町486-5

155 萬勝堂 奈良市東向中町24-1

49 萬々堂通則 奈良市橋本町34

834 ミカエル美容室 奈良市あやめ池南6-1-8

285 三笠観光会館 奈良市雑司町933

371 ミスタードーナツ  西大寺ショップ 奈良市西大寺東町2-4-1

548 ミスタードーナツ  イオンタウン大安寺店 奈良市南京終町1-128-1

549 ミスタードーナツ  学園前店 奈良市学園北1-1-1-101

550 ミスタードーナツ  高の原店 奈良市右京1-3-4

551 ミスタードーナツ  奈良東店 奈良市東向中町19

289 みずほ銀行奈良支店 奈良市上三条町13-1

559 水谷茶屋 奈良市春日野町30

224 道の駅　針テラス 奈良市針町345

468 三ツ星亭 奈良市右京1-3-1 平城第2ショッピングセンター3-107

48 着飾処　雅 奈良市餅飯殿町20

324 茗荷郵便局 奈良市茗荷町1046

299 味楽座学園前店 奈良市学園北1-1-1 ル・シエル学園前2階

298 味楽座西大寺店 奈良市西大寺国見町1-2

519 三輪 奈良市芝辻町4-2-9 アルファコーポラス1Ｆ

636 moothi 奈良市朱雀3-6-13

157 むぎの蔵 奈良市東向中町11

11 古都の宿むさし野 奈良市春日野町90

469 夢窓庵 奈良市水門町70-7-1-2

888 睦月 奈良市大宮町5-3-20 サンライズ第2ビル402

619 ムッシュペペ 奈良市帝塚山5-6-12

813 名門会家庭教師センター 奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ビル5F

760 METRO 奈良市大宮町5-3-20 AXIS401

47 メリーポピンズ  ポシェット 奈良市餅飯殿町24-2

73 メロンドゥメロン三条店 奈良市下三条町30-1 Kフラット三条1F
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300 麺ざんまい学園前店 奈良市学園北1-1-1 ル・シエル学園前2階

413 麺闘庵 奈良市橋本町30-1

753 麺屋　岡田 奈良市南紀寺町4-110-1

665 モア  トゥハート 奈良市二条町2-58-1 中井ビル1F

664 モア  トゥメル 奈良市押熊町233-4

219 物集女 奈良市大宮町6-6-11

460 桃谷樓 奈良市芝辻町2-11-6

809 守屋カイロプラクティック・オフィス奈良 奈良市朱雀3-10-10

107 焼亭JUJU三条店店 奈良市下三条町14

106 焼亭JUJU本店 奈良市上三条町12-1

499 やきとり一番  富雄駅前店 奈良市富雄元町2-4-5

454 焼鳥  おんどり 奈良市西寺林町11-5

850 焼き鳥ばる  Monday 奈良市登美ヶ丘3-12-7 エレガンス登美ヶ丘1Ｆ

702 焼肉  開土 奈良市大宮町6-9-8 岡田ビル1F

769 焼肉工房  わらく 奈良市富雄北1-3-11

421 焼肉の牛太郎 奈良市餅飯殿町42-1 O.Kビル2F

661 焼肉　ふみや 奈良市大宮町6-6-6

329 柳生郵便局 奈良市柳生町80-11

275 焼肉製作所　神神 奈良市小西町8 ラフィーネ東洋ビル5Ｆ

439 焼肉　燈火 奈良市油阪地方町6-4 京ろまんビル１Ｆ

220 やたがらす 奈良市林小路13-1

736 柳茶屋 奈良市登大路町48

119 山代屋 奈良市西ノ京町1-15

391 山田オブホルモン 奈良市西御門町11-11 プライムビル3F

92 やまと庵本店 奈良市三条町495-1

94 大和CAFÉ 奈良市三条町495-1

42 大和高原ボスコヴィラ 奈良市針町3918

597 大和酒彩  しゅん坊 奈良市林小路町16-1 伝宝ビル1F

828 大和旬菜・魚・鶏　じゅん平 奈良市上三条町7-1F

159 大和茶大福専門店GRANCHA 奈良市東向中町11

733 山本鍼灸整骨院 奈良市芝辻町11-43

252 やわら木 奈良市法華寺町946 サンハイツ1-203

722 UR高の原現地案内所 奈良市右京5-9 平城右京団地36号棟101号室

744 UR奈良営業センター 奈良市右京1-4 ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞひまわり館2Ｆ

724 UR平城第２現地案内所 奈良市右京2-2 平城第２団地62号棟205号室

295 有限会社鯛清 奈良市芝辻町18

274 ゆう紗 奈良市西御門町29-6

374 ゆららの湯押熊店 奈良市押熊町2147-1

373 ゆららの湯奈良店 奈良市八条5-351-1

458 ゆるり 奈良市三条本町1-1 ビエラ奈良1F

417 洋食亭オリーブ 奈良市六条2-5-26

418 洋食亭オリーブ 奈良市六条2-5-26

151 横田物産本店 奈良市東向中町26

610 YOSA PARK 学園前 奈良市学園北1-8-7

685 ヨサパーク西大寺店 奈良市二条町1-1-7-A23

515 YOSA PARK ブロッサム 奈良市西木辻町100-5

117 吉田屋旅館 奈良市高畑町246

214 和処よしの（ホテル日航奈良内） 奈良市三条本町8-1

639 よしの舎 奈良市東城戸14-1

127 吉本治郎平商店 奈良市花芝町10
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872 よつばカフェ 奈良市紀寺町954

270 読売旅行　奈良営業所 奈良市高天町18

624 ラ・コートドール 奈良市三条本町1-1 ビエラ奈良1F

308 LA TERRASSE ALL DAY DINING 奈良市小西町13-1F

530 ら・ばんば 奈良市大宮町6-9-10 田澤ビル2F

462 ラ・ポーズ 奈良市芝辻町2-11-6

407 ラーメン楓 奈良市大宮町6-9-1-1F

877 ラーメンきみちゃん 奈良市東紀寺町2-6-10

438 らーめん三ちゃん 奈良市三条町474-1 ふくもりビル１Ｆ

430 らーめん春友流 奈良市三条栄町4-8 タダスビル１階

604 ラーメン  麺や正 奈良市西大寺小坊町1-5 日吉ビル1F

211 RY-EL奈良店 奈良市三条町497-1 冨川ビル4F

647 LIGHT 奈良市椿井町48-4

198 ライトカメラ 奈良市橋本町3

131 ライブハウスビバリーヒルズ 奈良市花芝町6

472 来来亭  奈良女子大前店 奈良市法蓮町1082-5

372 ラウンジ花束 奈良市大宮町6-3-25

482 ラウンジ  フローラ 奈良市大宮町6-6-1 アルファコートビル1F

163 ラウンドワンスタジアム  ミ・ナーラ店 奈良市二条大路南1-3-1 ミナーラ5F

729 ラッキーソルト横田屋 奈良市油坂町434

320 RAHOTSU 奈良市高畑町1073-2

89 リーガルシューズ奈良店 奈良市下三条町1-1 NTT奈良支店三条ビル1F

375 リストランテオルケストラータ 奈良市春日野101

507 リストランテペック 奈良市押熊町2202-6

279 リストランテ  ボルゴ  コニシ 奈良市小西町24 フラッツコニシ2Ｆ

552 リトルマーメイド  近鉄奈良駅前店 奈良市西御門町13-4

200 リフレ館 奈良市小西町2-9-1

309 梁山泊 奈良市西城戸町13

517 理容　たかはし 奈良市富雄北1-7-17

732 理容  にゅーぽーと 奈良市油阪町434

735 良品買館　奈良押熊店 奈良市神功5-5-2

696 良品買館  奈良店 奈良市柏木町404-1

509 理容吉本 奈良市餅飯殿町14

110 旅館松前 奈良市東寺林町28-1

880 リラクゼーションサロン花の香り 奈良市大宮町6-7-7 MC新大宮ビル103

879 Relax  パラディ学園前店 奈良市学園北1-10-1 パラディ学園前Ｉ  3Ｆ

878 Relax  ビエラ奈良店 奈良市三条本町1-1 VIERRA奈良2Ｆ

212 リンリン奈良店 奈良市三条町497-1 冨川ビル3F

611 るーむインテリア 奈良市富雄元町2-6-40

881 レストラン　ポンテロッソ 奈良市小西町2

690 レストランFAON 奈良市高畑町1122-12

797 レストラン  ムッシュおおつか 奈良市法蓮町415-6

865 Renata ～レナータ～ 奈良市大宮町6-5-12 アルファスクエア4Ｆ

653 ROKUMEI COFFEE CO, 奈良市西御門町31 吉村ビル1F

767 ROKUMEI COFFEE CO. TOMIO ROASTERY 奈良市三碓7-29-1

72 鹿野 奈良市油阪地方町5

831 ロッソ 奈良市大宮町7-2-12

578 和いんと日本酒  kuriya 奈良市東向南町1 ami21ビル1F

256 若草観光バスガイド紹介所 奈良市六条町128-3

231 和牛スジカレー奈良本店 奈良市橋本町28春日三条通り館2F
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番号 施設名 住所１ 住所２

「奈良安心観光ステッカー」「奈良市感染防止宣言ステッカー」施設一覧

436 和牛ステーキ　関 奈良市小西町21-1 な・ら・ら１Ｆ

695 和菜Rest  紅絲 奈良市西寺林町23-2

709 和食さと  奈良神殿店 奈良市神殿町667-1

688 和食さと  新大宮店 奈良市芝辻町3-9-17

188 和粋食処春日KASUGA 奈良市杉ヶ町28-1

705 和ノ雫 奈良市北袋町19

579 和洋バル  なか川 奈良市小西町2-3

520 和洋バル  Pon's Kitchen 奈良市法華寺町237-1 石原マンション102号

397 和洋遊膳ほおずき 奈良市高天町38-3

302 わんず・はーと・かふぇならまち店 奈良市高畑町1028-7


