
認証施設一覧（令和3年9月24日時点）＜飲食店・喫茶店＞ ※同市町村内の施設は五十音順施設名称 所在地 認証日 認証区分秋篠パン工房 奈良市秋篠町 1381-1 9月14日 ☆☆アゲイン 奈良市尼辻西町 7-25 8月18日 ☆☆跡祭　アトノマツリ 奈良市杉ケ町8-4 向出ビル1F 8月23日 ☆☆☆アノラーメン製作所 奈良市富雄北1-1-26 松本ビル1F 8月11日 ☆☆☆アペロ　クレール 奈良市大宮町2-5-27ジョイパレス新大宮2F-B 8月17日 ☆☆アレグレ 奈良市川上町439-3 9月7日 ☆☆☆居酒屋　こうちゃん 奈良市学園大和町1-1-1 8月6日 ☆☆☆居酒屋　さふらん 奈良市西九条町2-12-9 8月6日 ☆☆ゐざさ　東大寺店 奈良市春日野町 16　夢風ひろばD 8月27日 ☆☆☆イタリア料理　イオタ 奈良市橋本町1 ならまち長屋 9月7日 ☆☆☆イタリア料理 レプレ 奈良市富雄元町2-7-25 SSKビル105 7月28日 ☆☆いちおしや　伝五郎　西ノ京店 奈良市西ノ京町１３７－１ 8月6日 ☆☆☆一楽 奈良市南市町17 8月23日 ☆☆☆いにしえ 奈良市東寺林町38　ならまちセンター１F 9月6日 ☆☆居間焼肉百欒　登美ヶ丘店 奈良市中登美ヶ丘6-31 5月31日 ☆☆イル・ベーネ 奈良市法蓮佐保山3-2-16 8月23日 ☆☆☆囲炉裏ダイニング　たなか 奈良市鵲町6－11カーサ奈良町1F 6月11日 ☆☆☆ヴァンティミリア 奈良市学園大和町2-52大和スーパーマンション1F-D 9月10日 ☆☆ヴィラージュ川端 奈良市石木町 368－1 9月22日 ☆☆☆植村牧場株式会社　いちづ 奈良市般若寺町168 9月10日 ☆☆☆魚民 奈良市学園北 1-1-12 和幸ﾋﾞﾙ2F 9月14日 ☆☆☆魚民 奈良市三条本町 1-1　ﾋﾞｴﾗ奈良１F 9月22日 ☆☆☆臥龍坊 奈良市丸山1-1079-199 9月6日 ☆☆うどん　ごはん　むぎの蔵 奈良市東向中町11 7月1日 ☆☆☆うなぎ　川はら 奈良市神功 5-2-1 9月22日 ☆☆☆うなぎ川はら　三条家 奈良市下三条町 35 9月22日 ☆☆☆うのん 奈良市七条1-11-14 8月24日 ☆☆☆うめぇもんじゃ 奈良市南京終町1-178-28 7月28日 ☆☆オーシャンブールバード 奈良市大宮町 7-2-23三和佐保川ビル104 9月24日 ☆☆大阪王将　奈良学園前店 奈良市中町1-96 7月28日 ☆☆大宮飯店　中国料理 奈良市大宮町6-6-1　アルファコート1F-3 8月18日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分お好み焼　豚馬 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 7月14日 ☆☆☆お好み焼は　ここやねん　イオンタウン富雄南店 奈良市石木町100-1　イオンタウン富雄南C棟 8月31日 ☆☆お好み焼き　MOROJUKU 奈良市奈良阪町1133-1 豊光第三ビル103 8月4日 ☆☆☆おばんざい遊 奈良市三条桧町15-23-1 7月1日 ☆☆☆かすが茶屋 奈良市春日野町160 6月8日 ☆☆春日野 奈良市雑司町494 7月1日 ☆☆☆ガスト　奈良大安寺店 奈良市大安寺町 552-2 9月22日 ☆☆☆ガスト　奈良三条店 奈良市下三条町 31-1奈良ワシントンホテルプラザ1F 9月22日 ☆☆割烹　東吉 奈良市三条大路1‐10‐33 8月4日 ☆☆☆ガトー・ド・ボワ　 奈良市西大寺南町1-19エクセルハイツ西大寺駅前101 9月16日 ☆☆ガトー・ド・ボワ　ラボ 奈良市四条大路3-4-54 9月16日 ☆☆かに道楽　奈良本店 奈良市西九条町 5-2-9 8月17日 ☆☆☆Cafe　TANNE 奈良市下御門町36 8月20日 ☆☆☆春日大社カフェ・ショップ 鹿音 奈良市春日野町 160 9月24日 ☆☆☆カフェテラス・ライム 奈良市北袋町32-5 ハイツキャンパス1F-A 8月4日 ☆☆カフェバル 奈良市六条1-1-5 7月26日 ☆☆カフェ　リンガ　リンガ 奈良市法華寺町286-10 9月22日 ☆☆カラオケ　ばんちゃん 奈良市三条添川町 1-8 9月2日 ☆☆（株）菊一文珠四郎包永 奈良市雑司町488 7月26日 ☆☆☆(株)杉養蜂園　奈良東大寺店 奈良市上三条町 5 9月22日 ☆☆（株） 三山 奈良市春日野町 11 8月18日 ☆☆☆釜めし　GRANCHA 奈良市東向中町22 6月22日 ☆☆☆カラオケ居酒屋　鹿酔 奈良市大宮町　3-5-44　第3宝ハイツ1F 8月10日 ☆☆☆カラオケサロン　ムーミン 奈良市東九条町206-18 6月8日 ☆☆カラオケステージ　ブルース 奈良市杉ケ町14-1　第1西田ビル105 8月10日 ☆☆☆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103 8月27日 ☆☆☆カラオケレインボー　京終店 奈良市南京終町2-252-1 9月16日 ☆☆☆カレーハウスCoCo壱番屋新大宮駅前店 奈良市大宮町3-5-35アクティブ宝泉ビル1F 8月27日 ☆☆☆カレーハウスサンマルコ丼庵ＫＹＫ 奈良市西大寺東町 2-4-1 奈良ﾌｧﾐﾘｰB1F 9月22日 ☆☆生粉打蕎麦 かえる庵 奈良市下三条町 24-1 9月22日 ☆☆きたまち ce magasin 奈良市東向北町21-1 松山ビル1F-A 8月11日 ☆☆喫茶　スナック　真美 奈良市六条西4-3‐36 8月4日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分キッチン　あるるかん 奈良市餅飯殿町31-2 8月10日 ☆☆☆キッチン　ペピタ 奈良市西寺林町11-3 6月10日 ☆☆☆きと庵 奈良市西大寺国見町1-7-10 8月23日 ☆☆☆きみちゃん 奈良市東紀寺町 2-6-10 9月24日 ☆☆☆きみなみ 奈良市押熊町 2201-1 9月14日 ☆☆☆玉ろ寿司 奈良市元林院町29 7月26日 ☆☆ぎん舎利 奈良市大宮町6-6-6　文屋ビル2F 9月2日 ☆☆串揚げ和 奈良市油阪地方町5　松山ﾋﾞﾙ2F 7月28日 ☆☆☆串天力一 奈良市芝辻町　4-6-10 8月27日 ☆☆☆串屋　近鉄奈良駅前本店 奈良市東向北町30-2 8月31日 ☆☆☆蔵粋亭 奈良市芝辻町2－11－15-1F 6月14日 ☆☆☆GRANCHA　茶寮 奈良市東向中町22 7月1日 ☆☆☆グリーン　とんねる 奈良市大野町 137-1 9月14日 ☆☆クレスト 奈良市大宮町6‐5‐16アルファプレイス3F-3 8月5日 ☆☆☆珈琲一族 奈良市餅飯殿町　33 9月24日 ☆☆ココス　奈良鴻ノ池店 奈良市法蓮佐保山３－２－１４ 8月6日 ☆☆☆ココス　都跡店 奈良市四条大路　5-1-49 8月10日 ☆☆☆琥結 奈良市大宮町 5-3-20 サンライズ第2ビル101 9月22日 ☆☆古都屋 奈良市雑司町107 6月4日 ☆☆心和 奈良市南京終町 1-183-3 8月23日 ☆☆☆粉もん屋　八 奈良市三条本町 1000 9月14日 ☆☆☆粉もん屋八 奈良市右京 1-3-4-105 9月14日 ☆☆☆小麦粉 奈良市西新在家町15－1 9月16日 ☆☆菜宴 奈良市小西町19 マリアテラスビル2F 7月29日 ☆☆酒香菜や（さかなや） 奈良市あやめ池南２－１－３５ 7月15日 ☆☆☆SAKANAYA 奈良市山町　180-2 8月10日 ☆☆さぬきうどん　舞々 奈良市菅野台 1-36 9月22日 ☆☆ザめしや　平城京店 奈良市二条大路南 2-1-27 9月22日 ☆☆☆サロン SUONA 奈良市学園新田町2931-3 9月22日 ☆☆サロン涼健 奈良市北向町 12-1 9月22日 ☆☆☆さん天　奈良三条店 奈良市三条桧町　17-15 9月24日 ☆☆☆シャトードール 奈良市小西町　39 9月24日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分しゃぶ葉　奈良押熊店 奈良市押熊町 779-18 9月22日 ☆☆☆ジャンカラ　新大宮駅前店 奈良市芝辻町 4-5-1 8月26日 ☆☆☆上海楼 奈良市東向南町18 6月22日 ☆☆ジャンボカラオケ広場　近鉄奈良東向店 奈良市東向中町 27 HIKARIﾋﾞﾙ1F 8月26日 ☆☆☆ジャンボカラオケ広場　JR奈良店 奈良市油阪地方町 3-1 ｼｪﾘｰ三条ﾋﾞﾙ4F 8月26日 ☆☆☆酒肆　春鹿 奈良市今御門町27-4 9月6日 ☆☆☆酒菜　たろ吉 奈良市三条添川町 3-36 9月22日 ☆☆旬感居酒屋　むーちゃん 奈良市三条町 606-61-2 9月24日 ☆☆旬菜　ひより 奈良市中新屋町26 6月22日 ☆☆Jouer 奈良市大宮町6-3-25　新大宮ヨシエビル403 8月6日 ☆☆☆信州そば処　そじ坊 奈良市西大寺東町2‐4-1奈良ファミリーB1F 8月4日 ☆☆☆神殿酒場情熱ホルモン 奈良市神殿町　665-4 8月27日 ☆☆☆SUICAKURI 奈良市二条町　1-1-60　沢田ハイツ105 9月16日 ☆☆☆すき焼きと牛まぶし　ももしき 奈良市東向中町5-1浅川ハーベストビル２F 5月31日 ☆SQUARE　すくわーる 奈良市小西町　9　川村ビル103 8月23日 ☆☆☆スクランブラー 奈良市法華寺町 1435-1　金田ビル1F 9月8日 ☆☆social club 凛 奈良市大宮町6-6-1 ｱﾙﾌｧｺｰﾄ1F-8 6月9日 ☆☆☆スナック　千栄 奈良市富雄元町2-5-20　トミオプラザビルB1F 8月6日 ☆☆☆スナック　古都 奈良市大宮町 6-4-6　新大宮ファーストビル4F 9月22日 ☆☆炭火焼肉　ふるかわ 奈良市南紀寺町1-223-1　ﾓﾘｼﾏﾋﾞﾙ103 9月24日 ☆☆炭火やきとり　やまと家 奈良市東向南町21奈良観光会館1F 8月6日 ☆☆☆晴朗邸 奈良市餅飯殿町　41　OKビル201 8月26日 ☆☆☆ソウルの家 奈良市大宮町6-4-8ルミエール新大宮101 9月22日 ☆☆ダイアナ 奈良市三条町593-51 7月14日 ☆☆☆大起水産 回転寿司 奈良学園前店 奈良市中登美ケ丘 6-7-7 9月14日 ☆☆☆大起水産回転寿司　奈良店 奈良市柏木町 527-5 9月22日 ☆☆ダイニング　割烹にし田 奈良市宝来2‐9‐4 8月4日 ☆☆隆千穂 奈良市南魚屋町5-6 9月2日 ☆☆☆TaBaSa 奈良市餅飯殿町40　財団ビル2F 9月2日 ☆☆タンしゃぶ鍋と焼肉の店　こいずみ 奈良市鶴舞東町2-25岡田ビル1F 6月3日 ☆☆☆チェリーハート 奈良市学園大和町2‐52　大和スーパーマンション1F-B 8月10日 ☆☆☆中国家庭料理　ジロー 奈良市南紀寺町2-267-8 9月2日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分茶亭　ゆうすい 奈良市春日野町158-1 8月10日 ☆☆つじ家 奈良市登美ケ丘3-12-7エレガンス登美ケ丘１F 8月31日 ☆☆鶴の茶屋 奈良市春日野町160 9月10日 ☆☆鶴橋　風月 奈良市西大寺東町2-4-1奈良ﾌｧﾐﾘｰ6F 8月10日 ☆☆☆つる由 奈良市脇戸町 22-1 9月22日 ☆☆☆手打かすうどん　香粋一（かすいち） 奈良市大宮町 6-2-17　千曲ﾋﾞﾙ1FｰA 8月23日 ☆☆手打ち蕎麦　文月 奈良市広岡町191-1 9月14日 ☆☆☆鉄板酒場　宴の時 奈良市杉ケ町87-1　クレセール杉ケ町102 9月2日 ☆☆でなり 奈良市高畑町 1216-4 8月6日 ☆☆☆天下一品　柏木店 奈良市柏木町 421-1 柏木ビル1F 8月27日 ☆☆☆天下一品　新大宮店 奈良市大宮町5-278-1　新奈良ビル1F 8月27日 ☆☆☆天下一品　東向店 奈良市東向南町2　パレスビル1F 8月31日 ☆☆☆TRUTH 奈良市大宮町6‐5‐16アルファプレイス602 8月5日 ☆☆☆鳥鳥　学園前店 奈良市学園北 2-5-9 9月14日 ☆☆鶏田村 奈良市油阪町2－19 7月29日 ☆☆とり〇 奈良市富雄北 1-2-1-1F 8月20日 ☆☆☆鳥よし 奈良市東九条町 717-7 9月10日 ☆☆ナイトインナイト優 奈良市三条宮前町 2-31 9月24日 ☆☆☆尚希苑 奈良市富雄北1‐1‐4駅前岡ハイツ102 8月4日 ☆☆なおちゃん 奈良市横井2-230‐1 8月3日 ☆☆ならじろう 奈良市法華寺町237-1石原マンション103 9月16日 ☆☆なら和み館／かふぇ　あをがき 奈良市高畑町1071 8月26日 ☆☆奈良のうまいものプラザ 奈良市三条本町1-1JR奈良駅構内ビエラ奈良１階 6月3日 ☆☆☆ならまち　招福庵 奈良市西新屋町12 ならまちHANARE館1F 8月3日 ☆☆奈良町豆腐庵　こんどう 奈良市西新屋町 44 9月7日 ☆☆奈良みやげ　ならや 奈良市春日野町16　夢風ひろばB-1 8月6日 ☆☆☆にぎり長次郎　押熊店 奈良市押熊町2144-3 9月2日 ☆☆☆にぎり長次郎　二条大路店 奈良市二条大路南1-3-18 9月2日 ☆☆☆肉匠迎賓館 奈良市南肘塚町 220-1 9月2日 ☆☆肉匠迎賓館　富雄店 奈良市三松 4-879-1 9月14日 ☆☆☆日本酒と〇〇。 奈良市小西町１－７　西口ビル２F東側 9月24日 ☆☆☆日本料理　天平倶楽部 奈良市今小路町45-1 8月23日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分のこのこ 奈良市公納堂町24 6月9日 ☆☆呑み処(庵) 奈良市西大寺北町1-2-11 8月11日 ☆☆☆Bar Garage  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 8月5日 ☆☆☆バーバレラ 奈良市西木辻町 207 ヤギモトビル2F 9月24日 ☆☆☆パオルーツ 奈良市西大寺栄町3‐12 8月4日 ☆☆☆華 奈良市橋本町1なら町長屋 6月22日 ☆☆花詞 奈良市学園中1-1215-3 9月22日 ☆☆Honey cafe Jakえもん 奈良市鶴福院町 14 9月2日 ☆☆はり新 奈良市中新屋町15 8月3日 ☆☆☆バルドー 奈良市内侍原町13 8月10日 ☆☆☆Pick 奈良市三条町 499-1FアンドFスクエア201 9月22日 ☆☆贔屓屋　奈良本店 奈良市三条町511-3 奈良交通第2ビル2F 8月4日 ☆☆☆美食鍋ダイニング　橘 奈良市大宮町7-2-23　三和佐保川ビル102 9月2日 ☆☆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 9月22日 ☆☆ビックエコー新大宮駅前店 奈良市大宮町6-2-20 6月10日 ☆☆ビッグ・マウンテン・カフェ＆ファーム 奈良市西新在家町20 9月6日 ☆☆ビバリーヒルズ 奈良市花芝町 6 プラザ 花芝1F 8月18日 ☆☆Biｌｌｙ 奈良市下三条町2-1 Si-Ro　三条B1F 7月14日 ☆☆☆ファミリーレストラン　ココス大安寺店 奈良市八条４－６３９－１ 8月6日 ☆☆☆冨久傳 奈良市福智院町31 6月14日 ☆☆☆風林火山　今市店 奈良市今市町49-1 8月31日 ☆☆☆風林火山　押熊店 奈良市神功5-5-5 9月2日 ☆☆☆FUJIYA 奈良市富雄元町 2-6-46-1F 9月22日 ☆☆ぷちらうんじ　庵 奈良市大宮町6-3-25　新大宮ﾖｼｴﾋﾞﾙ501 7月14日 ☆☆☆プティ・マルシェ 奈良市東寺林町22 8月6日 ☆☆☆フランス料理　ラ・テラス ”イリゼ” 奈良市あやめ池北 1-34-7　商業施設HANA 9月10日 ☆☆☆Plan　on　NARA 奈良市大宮町6-4-3アルファヴィレッジ202 8月6日 ☆☆☆Plan　on　NARA　BLUE 奈良市大宮町6‐4-3アルファヴィレッジ1F 8月5日 ☆☆☆フレンチ居酒屋　えとね 奈良市富雄元町　2-5-25　明光富雄ビル102 9月2日 ☆☆文楽　奈良東向通店 奈良市東向南町　19ﾖｼﾀﾞﾋﾞﾙ1F 8月31日 ☆☆☆平城典礼会館　2階 奈良市押熊町 780-1 9月24日 ☆☆☆HEAVEN 奈良市大宮町6-4-3平成新大宮ビル201 8月31日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分ホテル日航奈良　ファウンテン 奈良市三条本町 8-1 9月16日 ☆☆☆ポンパドール 奈良市大宮町6-6-1 アルファコート1F 8月3日 ☆☆☆街かど屋　奈良大森町店 奈良市大森町 55-1 9月22日 ☆☆まつ㐂 奈良市東城戸町 16-1 9月24日 ☆☆茉莉 奈良市肘塚町 291-43 9月10日 ☆☆☆まめじか食堂 奈良市登大路町 59-1 9月24日 ☆☆豆豆菜菜 奈良市登美ケ丘3-12-7エレガンス登美ケ丘１F 8月31日 ☆☆MEAT&PIZZA YAMATO Craft Beer Table 奈良市東向中町 6奈良県経済倶楽部ﾋﾞﾙ1F 9月22日 ☆☆☆雅庵 奈良市芝辻町507-1第2中村ビル102 8月10日 ☆☆☆明倫館 奈良市南京終町1-32-4 8月4日 ☆☆☆METRO 奈良市大宮町5-3-20 AXIS大宮401 8月6日 ☆☆☆麵屋　あまのじゃく奈良店 奈良市杉ケ町　35-1　さやか杉ケ町ビル103 8月10日 ☆☆☆麺や正 奈良市西大寺小坊町1-5日吉ビル1F 9月2日 ☆☆物集女 奈良市大宮町6-6-11 WINDSBLD Ⅰ-1F 5月31日 ☆☆森の樹 奈良市佐保台西町 111 9月22日 ☆☆焼肉　千久左 奈良市富雄元町 4-1-23　富雄美術ﾋﾞﾙ2F 9月14日 ☆☆焼肉の牛太郎 奈良市餅飯殿町42-1 OKビル2F-B1 7月29日 ☆☆焼肉　針こま 奈良市針町 713-1 大和高原観光ビル1F 8月23日 ☆☆薬Zen拓 奈良市橋本町32　林ビル１F 8月17日 ☆☆柳茶屋 奈良市登大路町49 6月9日 ☆☆☆やたがらす 奈良市林小路町１３−１第２福田ビル１F 5月31日 ☆☆大和釜揚げと旨いもの処　三条坊 奈良市三条本町1-1 JR奈良駅構内ビエラ奈良１F 8月4日 ☆☆☆優一希 奈良市杉ケ町32-8ベルサイユビル301 8月27日 ☆☆☆有限会社　鯛清 奈良市芝辻町１８ 6月4日 ☆☆有限会社 三笠観光会館 奈良市雑司町 486-11 8月20日 ☆☆☆夕鶴 奈良市大宮町 6-5-16　日宝ｱﾙﾍﾟｰｼﾞｭﾋﾞﾙ501 9月24日 ☆☆☆優香里 奈良市富雄元町2ｰ3-27　山上ビル1F 9月7日 ☆☆☆洋食亭　オリーブ 奈良市六条２丁目5－26 7月26日 ☆☆来来亭　奈良女子大前店 奈良市法蓮町1082-5 9月14日 ☆☆ラウンジ　ベルランド 奈良市杉ケ町32-8　ベルサイユビル203 9月22日 ☆☆☆ラ・カーサ　ミーア 奈良市二名平野 1-1699-1 9月7日 ☆☆ラ・トラース 奈良市大宮町2-1-5カーサヤマグチ１F 7月15日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分ら．ばんば 奈良市大宮町 6-9-10　田澤ﾋﾞﾙ2F 8月31日 ☆☆☆LA LIBERTE 奈良市南半田中町 13-1 8月6日 ☆☆☆梁山泊 奈良市西城戸町13 7月1日 ☆☆RUDY 奈良市西大寺小坊町3‐6 8月20日 ☆☆レストラン　ムッシュ　おおつか 奈良市法蓮町415-6 8月10日 ☆☆☆Renata 奈良市大宮町6-5-12アルファスクエア4F-2 8月13日 ☆☆☆ロッソ 奈良市大宮町 7-2-12 9月14日 ☆☆和食さと　奈良神殿店 奈良市神殿町667-1 9月22日 ☆☆☆倭膳　たまゆら 奈良市七条東町　4-25 9月16日 ☆☆☆和だいにんぐYUBA 奈良市富雄元町 2-6-47-2F 8月6日 ☆☆☆和やまむら 奈良市芝辻町2-11-15-105 8月11日 ☆☆☆和洋ばる Pon's Kitchen 奈良市法華寺町237-1石原マンション102 6月22日 ☆☆☆和洋遊膳　ほおずき 奈良市高天町38-3近鉄高天ビルB1F 8月13日 ☆☆☆ワンカルビ　押熊店 奈良市押熊町1453－2 7月29日 ☆☆☆ワンカルビ　学園前店 奈良市中町879‐1 8月4日 ☆☆☆ワンカルビ　神殿店 奈良市神殿町710 8月26日 ☆☆☆居酒屋　稲ちゃん 大和高田市蔵之宮町　10-32　中 8月23日 ☆☆一福 大和高田市日之出町13-14 8月11日 ☆☆☆魚民 大和高田市北本町 14－4　大和高田駅ビル2階 9月22日 ☆☆☆ガスト　大和高田店 大和高田市築山 114-1 9月22日 ☆☆☆川秀 大和高田市市場 564-17 8月23日 ☆☆☆きんのぶた　高田神楽店 大和高田市神楽　186 8月4日 ☆☆☆KOHYAMA 大和高田市礒野南町2-1　OSビル1階 8月26日 ☆☆☆粉もん屋八　高田市駅前店 大和高田市片塩町 16-12 9月22日 ☆☆☆粉もん屋八　トナリエ大和高田店 大和高田市幸町 3-18　トナリエ大和高田156 9月22日 ☆☆☆和みダイニング　いちおしや伝五郎　大和高田店 大和高田市曽大根１２４－１ 8月10日 ☆☆☆はじめラーメン 大和高田市日之出東本町17-29 8月27日 ☆☆HARU 大和高田市神楽 3-10-1　吉田サンハイツ104-2 9月2日 ☆☆ワンカルビ　大和高田店 大和高田市神楽72-1 8月26日 ☆☆☆味味亭 大和郡山市南郡山町193-12 9月6日 ☆☆☆アンビアンス近鉄郡山駅前店 大和郡山市朝日町520-43 6月22日 ☆☆☆いきなり！ステーキ　イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山3F 6月8日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分彩り 大和郡山市堺町18 8月11日 ☆☆☆魚民 大和郡山市筒井町 747－1　平川ビル 2階 9月22日 ☆☆☆うなぎの川はら 大和郡山市小泉町2506-3 8月26日 ☆☆☆お好み焼　千房　郡山店 大和郡山市北郡山町 155-6 9月2日 ☆☆☆おひつごはん四六時中 大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山3F 8月2日 ☆☆海転寿司　魚河岸 大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山１F 6月9日 ☆☆角栄家 大和郡山市額田部北町547-3 8月11日 ☆☆☆カフェ　エールべー 大和郡山市北郡山町276-1 6月14日 ☆☆☆cafe　ほっとひといき 大和郡山市小泉町2880-1-ウエストスプリング101 8月20日 ☆☆☆カラオケ喫茶リバージュ 大和郡山市小泉町　2791-1 1階 9月22日 ☆☆韓国料理　釜山 大和郡山市小泉町2795-32 8月4日 ☆☆☆季節料理　翁 大和郡山市紺屋町　33-2 9月22日 ☆☆☆Kitchen　萬治郎 大和郡山市泉原町947-10 8月10日 ☆☆☆休憩処　佳香 大和郡山市豆腐町40-2 9月6日 ☆☆銀河工場 大和郡山市杉町181-1　WSビル 8月24日 ☆☆☆銀釜 大和郡山市東岡町 43-2 8月27日 ☆☆☆ごはんかふぇ　実ぃ 大和郡山市小泉町121-3 8月4日 ☆☆☆corolle cafe 大和郡山市北郡山町　130-3 9月24日 ☆☆茶慕里 大和郡山市泉原町6415 8月10日 ☆☆☆サンマルクカフェ　イオンモール大和郡山店 大和郡山市下三橋町741イオンモール大和郡山２F 6月9日 ☆☆☆旬菜しゃぶ重　イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町741 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山1F 7月14日 ☆☆☆スターバックスコーヒー　イオンモール大和郡山店 大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山1F 7月26日 ☆☆☆スナック　マリアンⅡ 奈良市杉ヶ町 32-8 ベルサイユビル107 9月24日 ☆☆澄 大和郡山市南郡山町207-13 8月5日 ☆☆☆デザート王国　イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町74イオンモール大和郡山３F 9月24日 ☆☆twenty-two 大和郡山市筒井町　706－1－10号 9月22日 ☆☆☆なんぼ屋 大和郡山市南郡山町　198-1 9月24日 ☆☆ビッグボーイレストラン　大和筒井 大和郡山市筒井町 531-1 9月22日 ☆☆松屋やきにくすてぇ～き 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山1F 8月3日 ☆☆☆マネキダイニング　天理ＰＡ上り店 大和郡山市新庄町ウツキ田　104-1 8月24日 ☆☆萬佳郡山店 大和郡山市本庄町266－1 7月26日 ☆☆☆丸亀製麺　大和郡山店 大和郡山市美濃庄町南森下川バタ204-1 9月22日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分ミトン　イオンモール大和郡山店 大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山1F 7月26日 ☆☆メゾン・ド・ビュッフェ大和郡山 大和郡山市下三橋町741 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山1F 7月14日 ☆☆屋台屋　いっ歩 大和郡山市筒井町571－33 7月26日 ☆☆☆よしの 大和郡山市小泉町353-4 6月11日 ☆☆☆よしの酒店 大和郡山市小泉町353-4 6月11日 ☆☆☆ラウンジみずたに 大和郡山市筒井町571-15（レディーバードタウン1F） 9月22日 ☆☆☆LAGUNA 大和郡山市筒井町　571-22レディバードタウン 9月24日 ☆☆☆ル・ベンケイ 大和郡山市北郡山町276-1 6月14日 ☆☆☆ワンカルビ大和郡山店 大和郡山市小林町西3‐1‐28 8月4日 ☆☆☆あすなろ 天理市川原城町  110-3 岡田ビル1F 9月16日 ☆☆魚民 天理市川原城町706 9月16日 ☆☆☆魚輝水産　鮪船 天理市別所町　137-1 8月10日 ☆☆☆カラオケハウス　ジジ 天理市田井庄町５２９－７ 6月11日 ☆☆Kantin  優 天理市川原城町 702ふじやビル2F 9月22日 ☆☆☆北乃家 天理市田井庄町529-5 6月10日 ☆☆☆旬彩酒肴　よか楼 天理市川原城町 703 ふじやビル1F 9月22日 ☆☆ソムリエカフェ「leaf」 天理市田部町　530　フレグランスu 9月24日 ☆☆田楽　天理店 天理市三昧田町 135-1 8月6日 ☆☆☆肉匠　迎賓館 天理市勾田町 115-1 9月2日 ☆☆Park Side Kitchen 天理市川原城町　803天理駅前広場 9月22日 ☆☆☆麺屋しりとり 天理市守目堂町 105-1 9月22日 ☆☆Le　Reve 天理市杣之内町 123 9月22日 ☆☆Rest＆KARAOKE銀杏 天理市柳本町702‐2 8月4日 ☆☆☆和食さと　天理店 天理市三昧田町17-1 9月22日 ☆☆秋吉 橿原市常盤町194 7月15日 ☆☆アノラーメン第二製作所 橿原市久米町　568 8月11日 ☆☆☆居楽屋　白木屋 橿原市内膳町 5-2-38　やまとﾋﾞﾙ２階 9月22日 ☆☆☆居酒屋えがお 橿原市久米町 650-3　アルテハイム橿原103号 9月2日 ☆☆居酒屋　蔵 橿原市内膳町　1-4-14 9月24日 ☆☆居酒屋　タンタン 橿原市葛本町　808-1　12号 9月24日 ☆☆ＩｍａｇａｍＩ 橿原市雲梯町 146-3 9月2日 ☆☆☆越後叶家 橿原市曲川町7-20-165イオンモール橿原１Ｆ 8月10日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分NB　SOUND 橿原市内膳町 1-1-71 Y'sビル 2F・3F　 9月22日 ☆☆OSAKA SENNICHIMAE 　丸福珈琲店 橿原市曲川町 7-20-1 9月14日 ☆☆お好み焼　田舎　鉄板炉ばた　花舎 橿原市内膳町 1-5-13 8月27日 ☆☆☆橿原酒場情熱ホルモン 橿原市十市町1221-1ﾂｲﾝｹﾞｰﾄ内 9月6日 ☆☆☆ガスト　橿原神宮前店 橿原市久米町　７１３ 9月24日 ☆☆かつアンドかつ橿原店 橿原市葛本町　836 9月22日 ☆☆☆かに道楽　奈良橿原店 橿原市上品寺町　280-1 8月10日 ☆☆☆GANESH INDIAN RESTAURANT 橿原市北八木町 1-5-2 弓仲ﾋﾞﾙ１F南号室 9月7日 ☆☆月姫（KAGUYA） 橿原市大軽町 120 9月8日 ☆☆☆（株）山葵 橿原市内膳町1-3-3 8月10日 ☆☆きんのぶた　橿原葛本店 橿原市常盤町　437‐1 8月4日 ☆☆☆くいもの屋わん　橿原神宮前店 橿原市久米町 661 大和開発ビル2F 9月14日 ☆☆串かつ日和 橿原市御坊町　33‐4 8月4日 ☆☆☆鶏あみ焼　ひでまる 橿原市四条町776－2　四条町プラザ3号 6月15日 ☆☆☆株式会社柿の葉ずしヤマトあすか店 橿原市見瀬町７０１－１ 5月31日 ☆☆カラオケSTAGE　タンポポ 橿原市曽我町 332-5 9月7日 ☆☆杵屋 橿原市北八木町 3-65-11 7F 9月22日 ☆☆☆宮廷飯店 橿原市内膳町5-1-10 8月24日 ☆☆くいもの屋わん　大和八木店 橿原市内膳町 1-1-71　Y'sビル5F 9月2日 ☆☆粉もん屋　八　橿原神宮前駅店 橿原市久米町 618　近鉄橿原神宮前駅構内 9月8日 ☆☆☆四季の味　壷井 橿原市常盤町　600-1 9月6日 ☆☆しゃぶ葉　橿原店 橿原市曲川町 7-20-1イオンモール橿原　1F 1093 9月22日 ☆☆☆ジャンボカラオケ広場　大和八木駅前店 橿原市内膳町 5-2-39 8月31日 ☆☆☆旬菜　はせ川 橿原市雲梯町　350-32　もしもしタウン１F 9月24日 ☆☆☆シリジャナ 橿原市東坊城町448-6 8月31日 ☆☆鮨　かわしま 橿原市石川町291-1 8月10日 ☆☆☆仙の豆 橿原市新賀町236-1 6月8日 ☆☆☆総本家備長扇屋　橿原坊城店 橿原市東坊城町448-15 7月28日 ☆☆☆暖手巣 橿原市東坊城町624 8月31日 ☆☆つくし 橿原市菖蒲町1-1-14-1 9月24日 ☆☆つくし　八木店 橿原市内膳町5-1-10 8月27日 ☆☆☆土井 橿原市八木町　3-2‐21 8月10日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分独楽夢館 橿原市新口町157-3 8月10日 ☆☆☆TRATTORIA　前澤 橿原市八木町1-7-38 上田ビル2F 8月17日 ☆☆☆刻の肴　如月 橿原市大軽町　120 9月2日 ☆☆にぎり長次郎　橿原店 橿原市新賀町 143-1 9月2日 ☆☆呑呑茶屋　大阪商人　虎屋 橿原市内膳町 1-5-15 8月27日 ☆☆☆バーミヤン　イオンモール橿原 橿原市曲川町7-20-1イオンモール橿原サウスモール3F 9月24日 ☆☆華 橿原市新賀町271-1 7月15日 ☆☆ファミリーレストラン　ココス橿原神宮店 橿原市久米町６８１ 8月10日 ☆☆☆ふれあい　Ｃａｆｅ’ 橿原市十市町 63-1 9月22日 ☆☆☆ベーカリーレストラン　サンマルク橿原店 橿原市葛本町 797-1 8月6日 ☆☆☆町家茶屋　古伊 橿原市今井町 4-6-13 9月24日 ☆☆☆丸亀製麺イオンモール橿原 橿原市曲川町 7-20-1 イオンモール橿原2F 9月14日 ☆☆☆麺屋　しりとり 橿原市葛本町 710-1 ロイヤルハイツ橿原101 8月6日 ☆☆焼鳥　きなせぇ 橿原市内膳町 1-5-14 8月27日 ☆☆☆焼肉特急橿原駅 橿原市十市町855-3 8月10日 ☆☆☆Ｒｉｓａマジック 橿原市中曽司町105-2 ベルシャトー魚昌102号 9月7日 ☆☆Ryukyu dining Pub B，B 橿原市四条町776-1 橿原四条プラザ12 8月10日 ☆☆☆竜馬 橿原市内膳町　1-3-9 9月6日 ☆☆☆レストラン　ココス　橿原店 橿原市葛本町８２８－１ 8月10日 ☆☆☆Wine Pairing Nero 橿原市葛本町228-2 8月17日 ☆☆☆ワンカルビ　橿原店 橿原市葛本町　497-1 9月16日 ☆☆☆ワンズ・ハート・カフェ 橿原市菖蒲町 4-41-21 9月22日 ☆☆明日葉奈良 桜井市三輪1186-2 8月10日 ☆☆居楽屋　白木屋 桜井市桜井1259　エルト桜井1F 9月16日 ☆☆☆一語一笑 桜井市桜井565-1 8月26日 ☆☆☆いにしえ茶屋 桜井市川合 258-1 9月22日 ☆☆お食事処　みきちゃん 桜井市粟殿100-3　丸利荘 7月29日 ☆☆☆ガスト奈良桜井店 桜井市阿部　429-1 9月24日 ☆☆カフェ　ローズ 桜井市三輪48-2 8月31日 ☆☆カラオケ　きやま 桜井市浅古481 8月10日 ☆☆カラオケきらら 桜井市粟殿1015 8月31日 ☆☆☆カラオケスタジオ　スマイル 桜井市箸中７９３－２ 8月10日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分カラオケスタジオ　みとま 桜井市安倍木材団地1-11-13 8月10日 ☆☆☆カラオケみきちゃん 桜井市粟殿100-3　藤本アパート 7月29日 ☆☆☆かれー家やまと 桜井市桜井 196-6 9月14日 ☆☆☆Gallery Cafe K'z 桜井市初瀬2192-1 9月6日 ☆☆☆コーヒーラウンジ　光 桜井市桜井 1137 9月2日 ☆☆桜庵 桜井市三輪702-1 7月28日 ☆☆☆サスケ 桜井市忍阪1549-2 7月15日 ☆☆三彩 桜井市芝 301 9月2日 ☆☆☆食事処　夢路 桜井市外山 873-1 9月22日 ☆☆四六時中　桜井店 桜井市上之庄 278-1 8月18日 ☆☆☆酢屋長 桜井市初瀬745－1 8月2日 ☆☆☆創作料理　輝 桜井市穴師237 8月10日 ☆☆☆太寅 桜井市初瀬861 8月3日 ☆☆☆肉料理　よしかわ 桜井市粟殿 475　東永第3ビル 9月22日 ☆☆華水樹 桜井市三輪970-1 8月31日 ☆☆☆浜鮨 桜井市川合257-5 6月10日 ☆☆ファミリーレストラン　ココス桜井店 桜井市谷２４９－１ 8月10日 ☆☆☆都わすれ 桜井市粟殿 602-1-102 ピオーネビル1F 8月18日 ☆☆☆ミワ華 桜井市三輪　115-1　（株）濱観光サービス内 9月16日 ☆☆☆三輪山本 桜井市箸中880 6月8日 ☆☆☆焼肉　桂司 桜井市粟殿1026-2　103号 7月28日 ☆☆よいよい 桜井市桜井249-1 8月3日 ☆☆☆いこー屋 五條市釜窪町1405 7月28日 ☆☆大塔郷土館 五條市大塔町阪本283-1 7月1日 ☆☆☆大野屋 五條市新町2丁目5-12 8月10日 ☆☆柿の葉ずしヤマト五條本店 五條市五條３丁目２－２ 5月31日 ☆源兵衛 五條市本町 2-5-17 9月24日 ☆☆酒茶屋　はないちもんめ 五條市二見2丁目1-24 9月22日 ☆☆☆試飲所1-5-5 五條市新町1丁目5-5 9月14日 ☆☆☆四六時中　五條店 五條市今井2-150　イオン　1F 9月2日 ☆☆☆パブ＆スナツク　ミスターハート 五條市二見3丁目9-5 8月20日 ☆☆森のカフェ 五條市北山町930番地の1 9月2日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分Live&Cafe My Dream 五條市本町1丁目10-3 9月2日 ☆☆レストランよしの川 ・ 別館　撫石庵 五條市小島町449-1 8月31日 ☆☆Au.Printemps 御所市元町341-5 9月24日 ☆☆お食事処　鶴亀 御所市五百家333 8月10日 ☆☆カラオケ喫茶　歌恋人 御所市元町 218 8月27日 ☆☆白雲庵 御所市櫛羅　2440‐7 8月5日 ☆☆☆大和鮨　夢宗庵 御所市東松本２８４－１ 5月31日 ☆☆郵便名柄館 御所市名柄３２６－１ 6月8日 ☆☆☆akaiito 生駒市俵口町　514　サンローレル生駒205‐1 9月2日 ☆☆☆アモーレコロコロ 生駒市本町9-15 8月13日 ☆☆☆イタリアンカフェ　パル 生駒市北新町 11-8 8月27日 ☆☆壹番館 生駒市東生駒　1-53 9月24日 ☆☆いづつや 生駒市元町　1‐13-1 8月6日 ☆☆歌える喫茶　道 生駒市北新町 4-8 9月22日 ☆☆うどん＋食彩　いな田 生駒市真弓南 1-10-1 9月22日 ☆☆お好み焼　みっちゃん 生駒市東旭ケ丘1-7 8月10日 ☆☆☆カハラ・デイズ・カフェ 生駒市谷田町　1600　近鉄百貨店生駒店３Ｆ 9月14日 ☆☆Ｃａｆｅ，ＺｅｌＫＯＶＡ 生駒市白庭台　3-15-18 9月24日 ☆☆☆鎌倉パスタ　ベルテラスいこま店 生駒市北新町10-36-305-2 9月16日 ☆☆カラオケ　艶歌 生駒市辻町 53 8月20日 ☆☆☆カルメシ茶屋　生駒店 生駒市元町 １－１３－１　グリーンヒルいこま３F 9月22日 ☆☆☆きんのぶた　北生駒上町店 生駒市上町　3414 8月4日 ☆☆☆串料理　月天 生駒市真弓南 2-6-3 9月14日 ☆☆☆good　neighbors 生駒市谷田町876‐3 8月4日 ☆☆☆コロボックル 生駒市松美台 33-2　ランドヒルパートⅣ 9月7日 ☆☆実演手打うどん杵屋 生駒市谷田町　1600 9月2日 ☆☆☆ステーキ　杏樹 生駒市小明町 541-3　池田ビル 1FｰB 9月14日 ☆☆ステーキガスト生駒南店 生駒市小平尾町121-1 9月22日 ☆☆☆スナック　アロー 生駒市西松ヶ丘 11-6 8月23日 ☆☆☆スナック 澪 Lay 生駒市本町9-17　八幡第二ビル1F奥 8月2日 ☆☆☆チャールストン 生駒市西松ケ丘1-43（2F） 8月2日 ☆☆☆天下一品　東生駒店 生駒市小明町1057-1 8月2日 ☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分にぎり長次郎　奈良壱分店 生駒市壱分町81-6 9月6日 ☆☆☆パブハウス　ベアー 生駒市本町9-17 8月10日 ☆☆☆廣瀬 生駒市元町　1‐11-13　田村マンションB001号 9月2日 ☆☆ビューレストラン 生駒市菜畑2312‐1　(生駒山上遊園地) 8月6日 ☆☆ファミリーレストラン　ココス東生駒店 生駒市東菜畑　1‐294 8月6日 ☆☆☆ベーカリーレストラン サンマルク 学園前店 生駒市上町5930‐1 8月4日 ☆☆☆豆豆菜菜 生駒市上町 495-1 9月2日 ☆☆☆丸亀製麺イオンモール奈良登美ヶ丘 生駒市鹿畑町　3027イオンモール奈良登美ヶ丘2F 9月22日 ☆☆☆美幸 生駒市本町　9-15 8月6日 ☆☆☆ムーミン 生駒市本町6-5　富士屋ビル２F 9月22日 ☆☆☆ルカフェ 生駒市南田原町425-1 8月27日 ☆☆和洋酒菜　てんじん 生駒市元町　1-11-11 9月24日 ☆☆☆アプローチ 香芝市磯壁2-1093-3 8月23日 ☆☆☆大阪王将　奈良下田店 香芝市下田西4-202-1 8月5日 ☆☆☆香芝典礼会館 香芝市狐井 164-1 9月22日 ☆☆☆カラオケスナック　AYARI 香芝市北今市 4-237 8月23日 ☆☆☆個室焼肉　小風神　香芝五位堂店 香芝市瓦口2251-1 5月31日 ☆☆サーティワンアイスクリームエコール・マミ店 香芝市真美ケ丘6-10エコール・マミ南館2階　208 8月23日 ☆☆☆サガミ香芝店 香芝市下田西 3-5-21-1 9月14日 ☆☆☆残心屋 香芝市瓦口2250-1笑美縁１Ｆ　南号室 6月22日 ☆☆☆四季 香芝市逢坂8-100-1 8月10日 ☆☆ちゃんこ　好の里 香芝市関屋943-2 9月22日 ☆☆どうとんぼり神座　香芝店 香芝市今泉 408-3 8月27日 ☆☆どうとんぼり神座　香芝SA店 香芝市今泉大原地内　香芝SA上り線2階 8月17日 ☆☆日本料理　卯之庵 香芝市下田東1－470 6月11日 ☆☆☆バルバ　ピッツア 香芝市下田西 4-183-2 9月22日 ☆☆ビッグボーイレストラン　香芝五位堂店 香芝市瓦口 159-3 9月22日 ☆☆焼鳥とお茶漬　風神 香芝市瓦口57-5日東ハウジング1F-1 5月31日 ☆☆焼肉　はなぶさ 香芝市上中52-4 7月28日 ☆☆☆吾妻 葛城市薑212-5 8月24日 ☆☆ガスト　大和新庄店 葛城市東室 １４９－１ 9月22日 ☆☆葛城酒場情熱ホルモン 葛城市忍海 400-4 9月7日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分コーヒーハウス　らむきん 葛城市北花内 516-3 9月24日 ☆☆スナック　忍 葛城市東室　207－1　新庄プラザ南棟6号 9月6日 ☆☆豆徳 葛城市南花内　254-2 8月20日 ☆☆☆朗紀本舗 葛城市當麻54-2 9月22日 ☆☆和食さと　新庄西店 葛城市北花内 424-1 9月24日 ☆☆☆旭亭 宇陀市榛原下井足29 8月3日 ☆☆☆一千鶴 宇陀市室生三本松4352-2 6月15日 ☆☆☆宇陀カントリークラブ 宇陀市大宇陀岩清水23 9月6日 ☆☆カラオケステージ　友遊館 宇陀市榛原萩原2014‐2 8月2日 ☆☆☆きくや 宇陀市榛原萩原2429-11 9月6日 ☆☆☆ごはんcafe　SOU 宇陀市榛原萩原1775 7月26日 ☆☆☆古民家JINYA 宇陀市室生田口元上田口1106 8月10日 ☆☆☆ギャラリー＆カフェ　廣栄堂 宇陀市榛原荻原　1600 9月2日 ☆☆☆中村屋 宇陀市室生717 8月27日 ☆☆ふくさきわう 宇陀市室生向渕857 6月22日 ☆☆和カフェ＆ダイニング　きえん 宇陀市榛原萩原 2455-14 8月27日 ☆☆☆おおだい 山辺郡山添村大西78-1 9月2日 ☆☆☆cafeぶどう 山辺郡山添村毛原1110 8月10日 ☆☆☆カラオケ　乾杯 山辺郡山添村西波多5096-4 7月29日 ☆☆☆茶の里　映山紅 山辺郡山添村伏拝 888-1 9月24日 ☆☆ブックカフェ　ひろせ 山辺郡山添村広瀬 255-1 9月22日 ☆☆くまがしステーション 生駒郡平群町平等寺 75-1 9月22日 ☆☆☆丸亀製麺 平群 生駒郡平群町下垣内 73-1 9月22日 ☆☆ふくろ工房の夢カフェ 生駒郡三郷町城山台5-1-8 8月11日 ☆☆☆蓬乃里 生駒郡三郷町信貴山西2-40 7月29日 ☆☆☆味の館　橋 生駒郡斑鳩町法隆寺南1－5－26 7月26日 ☆☆斑鳩酒場情熱ホルモン 生駒郡斑鳩町龍田西 4-1181-1 9月7日 ☆☆☆株式会社かどや 生駒郡斑鳩町法隆寺1-6-10 7月26日 ☆☆カラオケ　スタジオ　ざっくばらん 生駒郡斑鳩町興留 6-5-6　ローズ興留101号 9月8日 ☆☆サガミ法隆寺店 生駒郡斑鳩町法隆寺南 2-3-3 9月8日 ☆☆☆ZADAN 生駒郡斑鳩町法隆寺 2-3-16 9月22日 ☆☆紫微星 生駒郡斑鳩町龍田西　5‐1‐3 8月20日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分平宗法隆寺店 生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-40 8月10日 ☆☆☆arco 磯城郡田原本町阪手208-3 9月8日 ☆☆☆GANESH INDIAN RESTAURANT 磯城郡田原本町阪手 623-1 9月7日 ☆☆喫茶　東 磯城郡田原本町阪手323-1 9月16日 ☆☆迎賓館 磯城郡田原本町八尾584-2 9月6日 ☆☆☆炭火焼肉　富本 磯城郡田原本町富本 165-1 9月2日 ☆☆プラス　スクエア 磯城郡田原本町味間317 8月13日 ☆☆☆やすらぎ 磯城郡田原本町八尾　567-10 8月31日 ☆☆侑（ユウ） 磯城郡田原本町千代585-7 9月6日 ☆☆蘭 宇陀郡曾爾村掛 396-2 9月24日 ☆☆花水土香 高市郡高取町下土佐　339-1 9月7日 ☆☆☆花大和 高市郡高取町清水谷 505 9月7日 ☆☆双葉食堂 高市郡高取町観覚寺 880-4 8月23日 ☆☆町屋カフェのこのこ 高市郡高取町上土佐57 7月29日 ☆☆あすかの食卓 高市郡明日香村飛鳥　631 8月16日 ☆☆明日香の夢市 高市郡明日香村島庄 154-3 8月16日 ☆☆い助鮨 高市郡明日香村雷379-1 5月31日 ☆犬養万葉記念館 高市郡明日香村岡 1150南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念館 8月16日 ☆☆☆奥明日香　さらら 高市郡明日香村栢森 137 8月16日 ☆☆お食事処　あすか野 高市郡明日香村島庄165-1 5月31日 ☆Cafe きとら 高市郡明日香村立部　745 8月16日 ☆☆☆CURRYON 高市郡明日香村飛鳥 10 県立万葉文化館内１F 8月16日 ☆☆里山料理　おく村 高市郡明日香村阿部山 397 8月18日 ☆☆☆山帰来 高市郡明日香村飛鳥66-1 5月31日 ☆☆しるもの屋　萌木色 高市郡明日香村岡 410 ASUCOME内 8月16日 ☆☆創作ふれんち　榛 高市郡明日香村岡385-2 5月31日 ☆☆萩王 高市郡明日香村飛鳥180 5月31日 ☆ひもろぎ 高市郡明日香村飛鳥　614 8月16日 ☆☆ポカフレール 高市郡明日香村島庄51 5月31日 ☆ももち亭 高市郡明日香村岡 410 アスカム内 8月16日 ☆☆居酒屋　さくら 北葛城郡上牧町桜ヶ丘1-5-19 6月3日 ☆☆☆カラオケスナック　PALA 北葛城郡上牧町桜ケ丘1-5-19 岸田ビル1号 8月3日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分カラオケ　りゅうちゃん 北葛城郡上牧町上牧3423-1 クリエイトプラザⅡ2号室9月22日 ☆☆グランパ 北葛城郡上牧町上牧4044-7 8月26日 ☆☆☆台湾料理　カイシンゲン 北葛城郡上牧町服部台4-2-7 8月10日 ☆☆本家さぬきや　奈良西大和店 北葛城郡上牧町上牧　3237 9月24日 ☆☆丸亀製麺ラスパ西大和  北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-１ラスパ西大和2F 9月22日 ☆☆☆来来亭　上牧店 北葛城郡上牧町中筋出作241-2 8月24日 ☆☆お好み焼屋　銀の卵　王寺店 北葛城郡王寺町本町1-87-1 8月27日 ☆☆季節料理・酒庵　戸田家 北葛城郡王寺町畠田4-7-11 6月11日 ☆☆☆ギャラリー自遊四季 北葛城郡王寺町久度2-14-20 9月16日 ☆☆☆くによし 北葛城郡王寺町久度　2-10-4　住都ビルB号 9月16日 ☆☆☆黒天KURO-TEN 北葛城郡王寺町久度　2-14-10 8月20日 ☆☆☆寿し兆駒 北葛城郡王寺町本町4-353-2 8月11日 ☆☆☆惣菜　松本 北葛城郡王寺町元町2-19-30 8月10日 ☆☆鶴橋風月・りーべる王寺店 北葛城郡王寺町久度2-2-1ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館B01-6-2 7月1日 ☆☆☆出合亭 北葛城郡王寺町本町1-17-20 8月10日 ☆☆☆豚々 北葛城郡王寺町久度2-2-1　リーベル王寺東館B03 9月22日 ☆☆PARADISE BURGERS 北葛城郡王寺町王寺 2-7-20 アルファビル104 8月27日 ☆☆ぶらっさむ 北葛城郡王寺町葛下1-8-4協立ビル1F101 9月16日 ☆☆ミツ＆クミ 北葛城郡王寺町久度2-3-1ﾘｰﾍﾞﾙ王寺西館B07 7月28日 ☆☆ロイヤルホスト 王寺駅前店 北葛城郡王寺町王寺 2-10-6 9月22日 ☆☆☆和彩びすとろ呵呵 北葛城郡王寺町王寺2-7-20王寺ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ108号 7月28日 ☆☆☆海鮮中華料理　呑 北葛城郡広陵町みささぎ台1-35 8月26日 ☆☆カラオケ　プリーズ 北葛城郡広陵町平尾 683-5 9月14日 ☆☆グラデボーレ　アルバ 北葛城郡広陵町馬見中 2-5-12 9月2日 ☆☆☆こけこっこ 北葛城郡広陵町馬見中５－１－２６　１０１ 6月11日 ☆☆どうとんぼり神座　大和高田店 北葛城郡広陵町大塚 908-1 8月31日 ☆☆trattoria NoMu 北葛城郡広陵町三吉40-1 6月14日 ☆☆☆にぎり長次郎　真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町馬見北 9-1-33 9月14日 ☆☆☆ビッグボーイ 奈良広陵店 北葛城郡広陵町大塚 61-1 9月22日 ☆☆☆ヒュッテ　虹 北葛城郡広陵町南郷651-1 8月10日 ☆☆☆ＲＥＡＬＥ 北葛城郡広陵町馬見南1－6－26　Ｂ１－Ｎ 6月15日 ☆☆かつアンドかつ　西大和学園前店 北葛城郡河合町薬井 402 8月24日 ☆☆☆



施設名称 所在地 認証日 認証区分カラオケ　あこちゃん 北葛城郡河合町池部　149-1 8月23日 ☆☆☆カラオケスタジオ　ゆうき 北葛城郡河合町穴闇181-3 8月26日 ☆☆☆カラオケステージ　花 北葛城郡河合町穴闇　47‐4 8月5日 ☆☆☆JAPANESE CUISINE 西大和さえき 北葛城郡河合町大輪田1674-2 5月31日 ☆☆☆フリースペース　かつらぎ 北葛城郡河合町高塚台3-6-11 8月10日 ☆☆KR　Kaffee 吉野郡吉野町吉野山953 6月4日 ☆☆冴 吉野郡吉野町平尾1153-1 8月10日 ☆☆初音 吉野郡吉野町吉野山 2682 9月24日 ☆☆☆平宗吉野本店 吉野郡吉野町飯貝614 8月10日 ☆☆☆ほととぎす 吉野郡吉野町吉野山1052 8月20日 ☆☆おうきに 吉野郡大淀町下渕180-1 9月9日 ☆☆ドライブイン169 吉野郡大淀町芦原49 9月9日 ☆☆ときん 吉野郡大淀町芦原536-1吉野路大淀iセンター内 9月9日 ☆☆☆奈良ロイヤルゴルフクラブ　レストラン 吉野郡大淀町大岩 66-1 9月22日 ☆☆有限会社来来飯店 吉野郡大淀町大字下渕42-1 8月20日 ☆☆☆札の辻ステーション 吉野郡下市町下市１２５ 7月15日 ☆☆美芳野庵 吉野郡下市町栃本 1-1 9月22日 ☆☆蕎麦処　侘助 吉野郡黒滝村寺戸573 7月28日 ☆☆☆尾張屋 吉野郡十津川村小原 320-1 9月7日 ☆☆喫茶　ピット 吉野郡十津川村平谷56-1 8月10日 ☆☆☆つり橋の郷 吉野郡十津川村上野地281 8月10日 ☆☆☆ドライブイン長谷川 吉野郡十津川村平谷643-7 8月10日 ☆☆喫茶　池の平 吉野郡下北山村池峰764 8月13日 ☆☆きなり館 吉野郡下北山村上池原282 8月13日 ☆☆


