
■ショッピング ■サービス

猫雑貨　べセル 0742-27-0641 東向南町 戸田メガネ 0742-45-9078 学園北 ホテル尾花 0742-22-5151 高畑町

奈良コンタクトレンズセンター 0742-26-2145 小西町 べっぴん奈良漬 0742-41-8153 藤ノ木台 着物あそびにっこり 0742-25-0029 高畑町

器まつもり　本店 0742-22-2037 橋本町 小道の店 高畑町 カメラアサヒ　奈良ファミリー店 0742-35-2357 西大寺東町

ならクターショップ絵図屋 0742-23-3131 餅飯殿町 荒木メガネ 0742-49-6498 富雄元町 ダイビングスクール&プロショップ　ヘッドスラップ 0742-43-7909 六条西

赤膚焼　大塩恵旦 0742-41-0657 西ノ京町 RiroRiro 090-7767-4402 餅飯殿町 Casa de coche

赤膚焼窯元　大塩昭山 0742-45-0408 中町 つだ美容室 0742-22-4936 小西町

左京工房 0742-41-0527 西ノ京町 ■グルメ ARTSPACE 和咲 0742-45-1010 学園大和町

西の京みやげ処きとら 0742-35-3324 五条町 焼肉工房もく西大寺店 0742-51-5529 西大寺北町 マツヤマ・プレミアムヘアー 0742-23-2883 油阪地方町

菊岡漢方薬局 0742-22-6611 中新屋町 タピオカドリンク Flamingo 高天町 ゆららの湯 奈良店 0742-30-1126 八条町

ならくみひも　鳳美 0742-77-0006 西ノ京町 ほおずき 0742-24-5411 高天町 ゆららの湯 押熊店 0742-40-1126 押熊町

手づくり工房　吉田 0742-22-4388 下御門町 あをがき 0742-21-7530 高畑町 メディアラボTOMY 0742-34-5423 三条桧町

宝石・貴金属・時計YOSHII 0742-22-3335 餅飯殿町 喫茶 黒猫 0742-81-4473 大宮町 藤原総合会計事務所 0774-72-7711 木津宮ノ内

鹿野 0742-24-0090 油阪地方町 贔屓屋 奈良本店 0742-23-3465 三条町 イオカビューティーショップ 奈良店 0742-26-2235 小西町

ブティック１番館 0742-23-3275 小西町 大和路 近鉄奈良駅前店 0742-24-4529 中筋町 イオカビューティーショップ 富雄店 0742-43-3111 富雄元町

ダイドウ商会 0742-36-4635 三条大路 くいもの屋わん 新大宮店 0742-30-2366 大宮町 亜細亜交流旅行 0742-51-2520 宝来

タマヤメガネ 0742-22-4310 花芝町 くいもの屋わん 大和西大寺店 0742-30-6660 西大寺栄町 ホテルアジール奈良 0742-22-2577 油阪町

粉源 大宮店 0742-35-1157 大宮町 くいもの屋わん JR奈良駅前店 0742-20-3666 大宮町 ホテルアジールなら和み館 0742-21-7530 高畑町

トーマス 奈良店 0742-22-0506 東城戸町 九州自慢奈良三条通店 0742-25-3288 油阪地方町 ホテルアジール奈良アネックス 0742-32-2577 四条大路

坂口印房 0742-35-1085 大宮町 家庭料理　お家 0742-35-4818 大宮町 賃貸のマサキ JR奈良駅前 0742-27-1101 三条町

夢おり本舗 奈良店 0742-22-2333 餅飯殿町 さくらパン工房 0742-31-5781 四条大路 賃貸のマサキ 近鉄奈良駅前 0742-25-1234 中筋町

ビッグ・ナラ 本店 0742-24-2083 東木辻町 日本料理　かがりや 0742-22-2577 油阪町 賃貸のマサキ 尼ヶ辻店 0742-36-1234 三条大路

洋菓子のバイカル 学園前店 0742-44-8998 学園北 富士屋 090-6909-9534 富雄元町 山本泰生司法書士事務所 0742-36-0616 芝辻町

メヘラリ・ショップ 0742-25-0255 餅飯殿町 株式会社近畿レンタカーサービス 0742-62-2000 東九条町

バンブスドラッグ 0742-35-1477 三条添川町 サロン・ド・ボーテ　ハピィ 0742-43-6896 西大寺国見町

萬春堂 本店 0742-33-6935 三条栄町 ■お出かけ 株式会社エーティーエム建築 0742-93-4500 三条大路

萬春堂 阪奈菅原店 0742-53-6677 菅原町 海龍王寺 0742-33-5765 法華寺町 木村庭園株式会社 080-3787-9271 南永井町

かぎろひ屋　ならまち本店 0742-20-2222 椿井町 コマカントリークラブ 0743-92-0019 月ヶ瀬石打 エクステリア&ガーデン ルーチェ 0742-50-1213 西九条町

GRAGE 0742-81-3600 鶴舞東町 ゆめのくに新大宮 0742-36-0210 大宮町 大成商事株式会社 0742-44-5410 学園中

ドラッグストア木のうた高の原すずらん館 0742-95-5330 右京 dear くくる 0742-44-2455 富雄元町

ドラッグストア木のうた　JR奈良駅前店 0742-26-7740 油阪地方町 ■その他 株式会社オフィスシオン 0742-64-6070 大森西町

ドラッグストア木のうた　西の京店 0742-45-5873 六条西 NPO法人　ほっとねっと 0742-94-6800 北京終町 R's hair 0742-34-6000 二条町

奈良山中大仏堂 0742-34-3612 三条大路 特定非営利活動法人奈良ストップ温暖化の会 0742-49-6730 あやめ池北 柳生茶屋 090-3925-3052 柳生町

月ヶ瀬温泉ふれあい市場 0743-92-0801 月ヶ瀬尾山 西大寺フォト 0742-33-0267 西大寺本町

ジャパンブックス あやめ池店 0742-51-4091 あやめ池南 YOSA　PARK　CAHAYA 0742-42-6543 押熊町

fashin salon MORE 0742-23-7420 花芝町

司法書士法人LSRコンサルティング 0742-32-4555 大宮町

　

■2021年6月時点のものです。最新の情報についてはＨＰでご確認ください。 　

■ポイントの運用は、各店で異なりますので各店舗でご確認ください。

奈良市ポイント加盟店一覧　

奈良市ポイントホームページ(*'▽')

奈良市ポイント加盟店募集中！！

詳しくは事務局までお問い合わせください!(^^)!

奈良市ポイント運営事務局
奈良市二条大路南1-2-7松岡ビル302

0742-34-8111平日10：00～17：00（土日祝休）


