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⾹芝みらいクーポン 第２弾
利⽤可能店舗⼀覧表
最終更新⽇ ：2020年9⽉11⽇

⼤型店舗 ※共通券のみ使⽤可
店名
ホームセンター
サンドラッグ

ジュンテンドー

⾹芝店

良福寺店

住所

電話番号

良福寺158番地の1

0745-79-2073

良福寺51

0745-71-6051

⽣鮮＆業務スーパーボトルワールドOK

⾹芝店

別所52-1

0745-71-5558

⽣鮮＆業務スーパーボトルワールドOK

⾹芝⾼店

⾼121番地1

0745-71-3907

⽳⾍139-1

0745-70-5081

逢坂8丁⽬212-1

0745-79-6611

万代

⾹芝⼆上店

オークワ

⾹芝逢坂店

スーパーヤオヒコ

⾹芝店

北今市3丁⽬166-1

0745-78-0855

スーパーヤオヒコ

良福寺店

良福寺47-1

0745-44-9020

逢坂8-205-1

0745-71-5607

北今市7丁⽬304

0745-71-1070

真美ケ丘6-10

0745-78-6801

クスリキリン堂
UNIQLO

⾹芝逢坂店

⾹芝店

DCMダイキ

真美ケ丘店

ココカラファイン

⽳⾍150番地1

0745-71-4955

ドン・キホーテ

⾹芝インター店

⾹芝⼆上店

上中156-1

0745-71-3011

クスリのアオキ

⾼店

⾼122番地

0745-51-7626

尼寺2丁⽬356-3

0745-71-7303

鎌⽥390-1

0745-78-7030

⽡⼝2227番地

0745-78-1581

広陵町⾺⾒中4丁⽬1番1号 エコール・マミ内

0745-54-5000

磯壁3-61

0745-43-6834

畑3丁⽬888

0745-71-5470

セリア

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-43-6715

ならコープwithローソン真美ケ丘店

真美ケ丘⼀丁⽬14-5

0745-77-8200

ジャパン⾹芝店

北今市4丁⽬251番地1

0745-71-7121

スギ薬局

別所123番地1

0745-71-3855

⻄真美⼀丁⽬5番地1

0745-49-0136

上中809番地1

0745-71-5028

畑3-891-1

0745-71-4670

別所123-1

0745-71-2234

パーティハウス⾹芝南店

鎌⽥205-5

0745-76-0621

ヤマダ電機

今泉380

0745-71-3071

ディスカウントドラッグコスモス
オークワ
Harves

尼寺店

⾹芝南店
五位堂店

近鉄プラザ

真美ケ丘店

ウエルシア⾹芝磯壁店
ファッションセンターしまむら

⾹芝店

⾹芝別所店

スギドラッグ⻄真美店
ホームセンターコーナン
アベイル

⾹芝旭ヶ丘店

⾹芝店

三洋堂書店

⾹芝店
テックランド⾹芝店

オークワ

⾹芝インター店

上中27番地

0745-79-8933

はるやま

⾹芝店

⽡⼝2003

0745-78-0966
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飲⾷業 ※共通券・専⾨券使⽤可
店名

住所

電話番号

bagle & café LoL

旭ヶ丘1-29-7

0745-71-0141

上中116-1

0745-76-7772

マクドナルド168⾹芝店

上中777-1

0745-78-9039

鮨割烹

磯壁3-96-3

0120-234-566

⽡⼝2302

090-5367-444

⼭本寿司本舗

下⽥⻄1-1-10

0745-76-2225

洋⾷よだれ道

旭ヶ丘2丁⽬6-3

0745-76-3739

⽇本料理

下⽥東1-470

0745-76-4416

あかり屋

磯壁4-160

0745-78-8008

ひかり屋

北今市4-324-1

0745-78-0200

佐賀屋

磯壁41-1 エール⾹芝

0745-76-3951

関屋943-2

0745-76-3424

(株)料理かしば

上中536

0743-64-3001

らーめん⽂福

下⽥東3丁⽬1214-8

0745-60-3074

味苑

磯壁3-1-1

0745-76-2466

COCO COFFEE

逢坂6-736-1

串カツダイニング七福神

上中784ー1 エイトビル1F

0745-71-4188

焼⾁はなぶさ

上中52-4

0745-76-8723

⽡⼝32-7 シャトー真美ケ丘1F

0745-60-2388

ねんりんソウルキッチン

別所123-3

0745-79-0776

広島⾵お好み焼き

ごんちゃん

真美ケ丘6丁⽬2-5

0745-76-8368

Takoyaki Kitchen

まる

藤⼭1-17-3 下⽥ビル1F

080-4707-0080

磯壁4丁⽬163-3

0745-78-8900

もんじゃ焼⼭吉

⾹芝店

あい川

喜MAMA屋

卯之庵

相撲茶屋

ちゃんこ好の⾥

焼き⼩屋

串揚げ

炎宴

〜en・en〜

旬菜居酒屋

まるん

̶

ふぐ政

北今市4-313-1

0745-77-5529

S.BAKE(エスベイク)

磯壁4-163-3

0745-44-3273

おでん・和ごはん

⽳⾍27-12

0745-71-4151

まにまに

シャクティ

⾹芝店

鎌⽥419-1

0745-77-1778

シャクティ

真美ケ丘店

真美ケ丘4-10-7

0745-76-6075

⽡⼝68 サントゥネール寿2階

0745-78-6588

上中774-1

0745-51-3033

旭ヶ丘1丁⽬31-1

0745-76-7525

Bar RISE
天丼・天ぷら本舗

さん天

奈良⾹芝店

古都屋
panya junya

逢坂6-736-1

0745-78-6868

ベジタブー

尼寺2-345-1

0745-70-5146

上中62-1

0745-71-5153

⾼137-1

0745-71-7388

今泉455-1

0745-71-5311

マクドナルド五位堂駅前店

⽡⼝2303

0745-71-2115

しゃぶしゃぶとワイン

旭ヶ丘3-3-1

0745-78-7550

上中69-3・62-1

0745-71-5750

カレーハウスCoCo壱番屋
かつや
鶴橋⾵⽉

⾹芝インター店

奈良⾹芝店
⾹芝インター店

びっくりドンキー

じょるの屋

⾹芝店
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⼀品居酒屋
味季

⿂勝

和遊

藤⼭⼀丁⽬1374 下⽥ビル

0745-78-7375

⻄真美2-2-20 丹下ビル1階

0745-76-1325

くちばしstation

⽳⾍22-1

0745-47-2117

上等カレー

上中97-1

0745-77-5670

はじめ（弁当・惣菜）

⽳⾍10-4-1F-B

0745-47-7321

宮ちゃん

上中97-1 サンコート⾹芝103

0745-77-0352

⾄澄

上中52-2 ⼤和ビル102

0745-43-8334

今泉408-3

0745-77-8858

⼤阪王将奈良下⽥店

下⽥⻄4-202-1

0745-71-3066

茂⾥寿司

逢坂7丁⽬143-3

0745-77-2606

⾹芝店

どうとんぼり神座

⾹芝店

ナチュラルカフェ

磯壁1-1057-3

0745-51-7107

真美ケ丘5丁⽬5-3

0745-78-3770

畑4-516-1

0745-78-1618

鎌⽥419-21

0745-78-5039

下⽥⻄1-1-3

0745-44-3066

下⽥⻄1-11-18

0745-77-3503

畑1154-4

0745-78-3999

CAFÉ&BAR Woodstock

⽡⼝2238 シャーメゾン秋⼭103

0745-49-0940

やきにく・や

鎌⽥389-8

0745-71-8929

カフェ

モンステラ

ポワン

コリアンキッチン
和のごちそう

あんじゅ

暖丸

海道
⽇本料理
居酒や

やまもと
つくし

やきとり⼤吉
居酒屋

⾹芝店

四季

北今市4-324-3

0745-76-5861

逢坂8丁⽬100-1

0745-76-5248

リアルステーキ

真美ケ丘店

真美ケ丘5-2-1

0745-71-4129

炭⽕焼⾁

⾹芝店

⾼121-1

0745-78-1147

上中324

0745-77-4237

今泉457-2

0745-77-1829

⽴ち呑み楽

⽡⼝69

0745-79-1515

マガジーノ

鎌⽥172番地1

0745-79-8815

バルバピッツァ

下⽥⻄4丁⽬183-2

0745-76-0777

仕出し

⽳⾍3249-4

0745-78-8808

逢坂6丁⽬736-1 ホワイトマンションF号

090-3628-3127

⽡⼝57-5

0745-78-7886

⽡⼝2251 倭ビル1F

0745-77-9917

成平寿司

五位堂3丁⽬464

0745-77-6530

たけちゃんハウス

逢坂8丁⽬221-1

0745-79-7878

カフェ寿限無

上中834-4

0745-76-3118

ぱん焼⼈こうじろう

旭ヶ丘3-2-6

0745-78-3807

ビッグボーイ

⽡⼝159-3

0745-79-2308

旭ヶ丘2-30-10

0745-77-8813

鶴兆

喫茶REST
旬のおさかな

⽞

みやび野

天ぷら居酒屋tenshin
焼⿃とお茶漬け
個室焼⾁

菓⼦⼯房

⾵神

⼩⾵神

五位堂店

五位堂店

⾹芝五位堂店

あき房
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サービス業 ※共通券・専⾨券使⽤可
店名

住所

電話番号

上中2016

0745-60-8805

⽡⼝2032

0745-76-0551

下⽥東3丁⽬1213-1

0745-60-8208

下⽥⻄三丁⽬9番18号

0745-76-4555

⽳⾍2297-1

0745-76-2519

下⽥⻄1丁⽬11-18

0745-44-3358

⽳⾍214-1

0745-43-9080

Beauty & Relaxation KAHUNA

上中1040-15

090-6989-4144

みわ鍼灸整⾻院

磯壁3丁⽬27-1

0745-77-6738

ドローンシステム

五位堂6-216-1-106

0745-78-5170

BOND hair stage 良福寺店

良福寺669-1

0745-78-1181

BOND hair stage ⻄真美店

⻄真美2-3-27

0745-27-8196

阪本⽯油（株）

尼寺2-254-2

0745-78-1577

逢坂7-140-1

090-6066-9673

サロンドポプリ

志都美店

葛城⾃動⾞
ねこカフェ
株式会社

ふくにゃん
中⾕モータース

⻄川⾃動⾞整備⼯場
美療⼯房

カサブランカ

エステ＆トレーニング

ViVi

⾹芝SS

脱⽑・エステ・美肌サロン
頭揉みほぐし専⾨店

ルマ・マニス

五位堂2-528-1

070-2313-7649

コラボレーションサロン⽵

上中344-3

0745-76-3050

リラクゼーションサロン神のて

上中122-1

090-8794-3002

リラクゼーション整体

畑3-817-1 ロイヤルビュー⾹芝1F

0745-78-7395

⽳⾍27-12

0745-51-2329

HOKU

旭ヶ丘3-2-5 ウインズヒル102

0745-76-1120

Dears

⽡⼝61番地

0745-76-3578

ヒーリングサロンARURA

逢坂8-237-10

080-4970-4976

⼯房ぴあの

⽳⾍3134-1-69

0745-76-4361

癒しの空間

so ra ne

宮

そら

private care salon sayang

旭ヶ丘2-30-12‐202

070-4175-2831

株式会社イベント21

藤⼭1-3-15

0745-77-6882

クリーニング

フランス屋

スーパーヤオヒコ良福寺店

良福寺47-1 スーパーヤオヒコ内

0745-78-1678

クリーニング

フランス屋

オークワ⾹芝逢坂店

逢坂8-212-1 オークワ⾹芝逢坂店内

0745-79-8731

今泉622-2

0745-79-8776

⽡⼝2102番地 サンライト五位堂2階

0745-71-0557

吉川⾃動⾞

⽡⼝2001

0745-79-8966

⾹芝美容室

下⽥⻄2-1-24

0745-76-4500

有限会社

記時化計画
パーソナルトレーニングジム

ARS

COMMIT

下⽥⻄1丁⽬9-22

0745-77-4558

もとかレディースカイロプラクティック院

コミカ

磯壁3丁⽬58-5

0745-76-9228

エステサロン Cherie Belle シェリーベル

逢坂3-428-1 2階

0745-51-7113

Hair Make I'll

すみれ野2丁⽬4-2 ロイヤルビューすみれ野1A

0745-43-6805

上中778

0745-78-0188

上中778-3

0745-78-8989

狐井160-1

0745-77-0100

下⽥⻄3-1-19 植⽥ビル102

090-6750-0333

シマダオート

⾹芝店

Honda Cars 奈良中央

⾹芝店

トヨタレンタリース奈良
BODY CARE OCEAN

⾹芝店
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HAIR STUDIO IMAI

磯壁3-75-3

0745-76-4275

洋服の病院

⽡⼝2021

0745-77-0332

⾹芝店

加圧パーソナルトレーニングスタジオ

MISEL

五位堂3丁⽬599-2

ホワイトタウン302

0745-79-5023

⼩売業 ※共通券・専⾨券使⽤可
店名

住所

電話番号

かつよし⾐料品店

畑4-123-1

0745-77-3147

(株)マツダスポーツ

⻄真美2-3-30

0745-78-4560

⼭本商店

逢坂5丁⽬596-5

0745-76-4376

奈良いろ葉

⽳⾍10-4

0745-27-4236

⼭下精⾁店

下⽥⻄2丁⽬1-21

0745-77-3325

新⽥⽜乳店

畑4-564-3

0745-77-3456

おだんごの扇屋

五位堂1-317-1

0745-77-8100

らいすぷらざ

真美ケ丘1丁⽬6-18

0745-77-0235

上中265-1

0745-76-2000

下⽥東⼆丁⽬2-6

0745-77-2040

メガネ本舗

安川⽶穀
⾹芝店

ファッションハウス イシダ
そまもと精⾁店

良福寺272番地の1

0745-77-4343

芳林酒店

狐井153-3

0745-76-8044

北今市5-537-6

0745-78-9811

上中222

0745-77-3084

下⽥東5丁⽬523-1

0745-27-4407

⽡⼝2028

0745-78-0871

カーロードヤマト

旭ヶ丘1丁⽬31-1

0745-76-0367

⻄和園芸

関屋北2丁⽬13-12

0745-76-3255

中川⻘果店

良福寺215-71

0745-76-6554

和菓⼦舗

松庵

フードショップ出井
カーコーティング専⾨店
グリーン＆フラワー

Reﬁne

アップルハウス

Good Job!センター⾹芝

下⽥⻄2-8-1

0745-44-8229

花のたかや

磯壁3-58-5 ジャンボスクエアー南向い

0745-78-5487

澤⽥酒造株式会社

五位堂6-167

0745-78-1221

岸でんき

別所3-2

0745-76-3782

畑3-942

0745-76-3233

旭ヶ丘1-27-2

0745-77-1008

下⽥⻄2-7-5 ㈱オクダオプティカル内

0745-44-8977

カシバスポーツ

⽡⼝173

0745-76-4082

(有)王寺電器商会

畑3-898-6

0745-76-2662

とり⾹杏

下⽥⻄1-4-23

0745-77-7111

ベーカリーパンハウス

真美ケ丘5丁⽬3-1

0745-78-4615

ファミリーマート⾹芝真美ケ丘2丁⽬店

真美ケ丘2丁⽬1番2号

0745-71-5827

杉⽥家具インテリア

五位堂3丁⽬435

0745-77-2605

ヒトヒラ

⽳⾍82-1-101

0745-43-6087

磯壁4丁⽬425-1

0745-76-5032

ファミリーマート近鉄五位堂駅改札外橋上店

⽡⼝268 近鉄五位堂駅構内

0745-71-3239

auショップ真美ケ丘店

⻄真美1-5-7

0745-71-8133

柿の葉すし本舗たなか
StellaLUNE

ステラリュヌ

めがねWORKS

和菓⼦司

⾹芝店

O.M.S

朝⽇堂

本店
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御菓⼦

⻄善

⾹芝店

⽡⼝158-4 エー・アイ・ビル102

0745-47-2685

ふれあい朝市・⾹芝

下⽥⻄1丁⽬9-31

0745-70-5851

サカモト洋品店

上中324

0745-77-2713

にしかぜ珈琲⾖店

下⽥⻄2-2-51 宮の北ハイツC

0745-43-6383

スポーツサンモア

⽳⾍1327

0745-77-7845

中垣薬局

磯壁2丁⽬1090番15号

0745-76-8931

Fine Day

別所101-1

0745-79-8781

㈱ヨシダ

北今市4-291-1

0745-76-6116

Next

⽡⼝208-1

0745-78-1601

キャンディベア株式会社

真美ケ丘2-13-5

0745-79-2933

パソコンショップQlick⾹芝本店

別所43-1

0745-60-0965

ふとんとベッドのやまぐち

畑3-832-1

0745-76-1165

フラワーショップ花専

⽡⼝2230

0745-79-0878

K-tec

尼寺3-390-1

0745-76-9992

ローソン

⾹芝下⽥⻄4丁⽬店

下⽥⻄4丁⽬204-1

0745-77-2999

ローソン

⾹芝⽡⼝店

⽡⼝32-1

0745-78-8807

ローソン

⾹芝本町店

本町1417-1

0745-71-3339

くすりのア・ム

⽡⼝61-C カルタボンビル1F

0745-78-4178

ショップたなか

狐井184

0745-77-8546

北今市4-201

0745-77-4362

真美ケ丘3丁⽬15-10

0745-71-3121

ドラッググリーン

下⽥⻄2丁⽬1-24

0745-79-0455

マム関屋

関屋938-2

0745-77-3703

フードショップタカオカ

畑4-124-4

0745-76-3930

滝井酒店

⽡⼝40-7

0745-77-5468

住所

電話番号

上中194-5

0745-51-0806

鎌⽥529-1

0745-43-7084

下⽥東5丁⽬528-6

0745-47-1478

磯壁5丁⽬10-21

0745-44-3780

⽳⾍27-12

0745-79-6114

今泉21番5

0745-76-0419

牧浦商店
じてんしゃチャンピオン

⾹芝店

その他 ※共通券・専⾨券使⽤可
店名
株式会社

杉⽥⼯務店

写佛写経道場
ガラス彫刻⼯房
お菓⼦教室
六斎堂

ONO

ラ・フィーユ

⼆上⼯房

⽯材市場

株式会社ツボイ

株式会社

DAI-SEI

⾼⼭台1-17

0745-51-0201

五位堂3-599-2 ホワイトタウン101

0745-77-7227

Fellows climbing

今泉648

0745-47-1620

cobako洋裁教室

⾼⼭台1-2-13

090-3928-2286

株式会社

⼤協設備

北今市4丁⽬243番地

0745-77-2235

株式会社スプリード

五位堂3丁⽬461番地

0745-51-0800

株式会社

畑三丁⽬905番地

0745-77-4026

旭ヶ丘3-3-3 櫻井ビルW号

0745-43-6910

Hair & Spa enj

(ヘアーアンドスパ

⾼正

個別相談みのり進学会

エンジェイ)
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エコール・マミ ※共通券・専⾨券使⽤可
店名
スシマス

真美ケ丘店

キャパトル
珈琲館

真美ケ丘店

エコール・マミ店

サーティワンアイスクリーム
マクドナルド
⼤阪うどん

エコール・マミ店

エコールマミ店
きらく

住所

電話番号

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-0268

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-0532

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-71-5875

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-78-0289

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-78-1098

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-71-3700

あほや

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

080-5719-0243

カメラのキタムラ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-5654

リアット！

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-0071

癒し家

まある

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-5505

マジックミシン

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-0371

サロンド

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-60-0500

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-5203

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-6700

⿃⾳かしわ店

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-8098

ハクゼン

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-0399

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-6126

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-7375

アヴェニュー

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-9890

ハニーズ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-6690

ノーウォール

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-7732

シーナ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-0242

ショコラ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-9922

フェアリープラス

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-43-5622

バラエティ101

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-2424

ブティック

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-6496

クールカレアンMAM

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-43-6465

⻄尾呉服店

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-54-0558

シュープラザ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-54-6033

クラフトハートトーカイ

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-9231

万葉書店

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-54-3800

KAKUI

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-2618

アリスデイリーカジュアル

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館2階

0745-55-7375

T&C

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館3階

06-6263-2371

お茶の千宗

広陵町⾺⾒中4-1 エコール・マミ北館1階

0745-55-3339

マックハウス

真美ケ丘6-10 エコール・マミ南館2F

0745-79-6300

オリーブ

Aigan 真美ケ丘店
マツモトキヨシ

真美ケ丘店

エコール・マミ店

シャルール

KAKUI

レディスファッションアリス

クボ

マミエレガンス店
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じゃんぼスクエア⾹芝 ※共通券・専⾨券使⽤可
店名

住所

電話番号

ロッテリア

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-78-3208

⾹芝天満座

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝2階

0745-78-0471

サンライズクリーニング

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-78-9616

⿊潮

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-76-6339

メガネドリーム

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-79-0033

華栞

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-79-8740

ローザ

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-78-5277

ミニョン

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-43-8570

Mインターナショナル

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-77-7010

もり

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-78-2906

ローラ・ローラ

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝1階

0745-79-7876

ハンプティダンプティ

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝2階

090-1956-0864

エコバリュー

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝2階

0745-79-2565

⾞屋

磯壁3丁⽬40-1 じゃんぼスクエア⾹芝2階

0745-78-0054

クーポン券についてのお問い合わせ
⾹芝市商⼯振興課（⾹芝市本町1397番地）
TEL 0745-44-3312 平⽇ 9:00〜17:00
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