
〈業種別五十音順〉
事業所名 所在地 TEL 事業内容

イオンモール　橿原
※一部取扱い出来ない店舗があります（P6を参照）

曲川町 21-2111 ショッピングセンター

ウエルシア　橿原中曽司店 中曽司町 20-0501 ドラッグストア
オークワ　橿原畝傍店 四分町 29-7770 スーパーマーケット
オークワ　橿原醍醐店 醍醐町 21-0008 スーパーマーケット
オークワ　橿原常盤店 常盤町 21-0007 スーパーマーケット
オークワ　橿原坊城店 東坊城町 28-6166 スーパーマーケット
オークワ　橿原真菅店 北妙法寺町 24-7234 スーパーマーケット
近鉄百貨店　橿原店 北八木町 25-1111 百貨店
ケーズデンキ　橿原北店 小槻町 20-2535 家電量販店
コープみみなし 新賀町 24-1200 スーパーマーケット
ココカラファイン　橿原神宮東店 栄和町 25-5623 ドラッグストア
ココカラファイン　葛本店 葛本町 20-1191 ドラッグストア
コメリハード＆グリーン橿原店 北妙法寺町 20-1550 ホームセンター
ゴルフファイブ　奈良橿原店 曲川町 29-1272 ゴルフ用品販売
サンドラッグ　橿原店 大軽町 26-6522 ドラッグストア
サンドラッグ　橿原真菅店 中曽司町 20-1231 ドラッグストア
三洋堂書店　かしはら神宮店 石川町 27-5734 小売業
JAならけん　まほろばキッチン 常盤町 23-1301 農産物直売所
Joshin　橿原店 北妙法寺町 24-6601 家電・おもちゃ販売
スーパーヤオヒコ　橿原ますが店 中曽司町 21-5370 生鮮食料品の小売業

スーパー　ヤマトー　八木店
※一部取扱い出来ない店舗があります（P6を参照）

八木町 21-1000 小売業

スーパーエバグリーンプラス橿原膳夫店 膳夫町 21-1300 小売業
スーパーおくやま　橿原店 常盤町 20-1688 スーパーマーケット
スーパースポーツゼビオ　アクロスプラザ橿原店 曽我町 21-1272 スポーツ用品販売
スーパーセンタートライアル橿原店 豊田町 20-0650 小売業
スーパービバホーム　橿原店 忌部町 21-1071 ホームセンター
スポーツデポ　奈良橿原店 常盤町 29-8530 スポーツ用品販売
生鮮＆業務スーパー　ボトルワールドOK　橿原店 曽我町 29-2727 小売業
ダイレックスかしはら東店 葛本町 48-0069 ディスカウントストア
DCMダイキ　橿原店 四分町 25-8822 ホームセンター
ディスカウント　ドラッグ　コスモス　岡寺店 五条野町 28-8017 ドラッグストア
ディスカウント　ドラッグ　コスモス　葛本店 葛本町 20-0878 ドラッグストア
ディスカウント　ドラッグ　コスモス　出合店 出合町 20-1178 ドラッグストア
ディスカウント　ドラッグ　コスモス　坊城店 東坊城町 26-6003 ドラッグストア
ディスカウント　ドラッグ　コスモス　曲川店 曲川町 20-2433 ドラッグストア
デイリーカナートイズミヤ　橿原神宮前店 栄和町 25-4361 スーパーマーケット
ニトリ　橿原店 曽我町 23-3055 家具・ホームファッション商品の販売
はるやま　橿原店 十市町 25-4129 紳士服・婦人服の販売
ホームセンターコーナン橿原香久山店 膳夫町 21-7657 小売業（DIY用品）
万代　坊城店 東坊城町 28-0997 スーパーマーケット
ヤマダ電機テックランド橿原店 葛本町 20-2865 小売業

ウエスト・ウッド 和田町 27-0586 食品小売　アロマ・ハーブ販売
薄皮たい焼　粉こ楽　本店 新堂町 25-5509 薄皮たい焼
Aコープ　橿原店 白橿町 27-3302 スーパーマーケット
大村酒店 今井町 22-2248 酒類小売販売
御菓子司　いろは 光陽町 27-2393 和菓子店
御菓子司　湖月堂 出合町 22-3915 和菓子製造・販売
御菓子司　しみず 中曽司町 24-2832 和菓子・製造小売
御菓子処　美松 八木町 22-2945 菓子製造販売
お菓子のお店　プティ・アルシェ 兵部町 25-5007 洋菓子製造・小売
オクムラベーカリー 雲梯町 22-2936 製パン業
柿の葉ずしヤマト　あすか店 見瀬町 28-8010 柿の葉ずしの製造販売
菓匠苑　梅ぞの 久米町 27-7768 和菓子
春日庵　（さつま焼） 南八木町 22-6129 和菓子製造・販売
カネキモリカワ 西池尻町 28-1066 食品スーパー
Kame-Pan 新賀町 22-8110 パン屋
寿堂　（中和幹線葛本店） 葛本町 24-9630 和菓子製造・販売
産直市場　よってって　橿原店 醍醐町 23-1147 食料品小売
サンプラザ大和八木店 上品寺町 21-4741 食品スーパーマーケット
CVS カワショー 見瀬町 27-2129 食品販売
十返舎 今井町 22-2300 漬物製造・販売
上品寺屋　河合酒造株式会社 今井町 22-2154 清酒の製造販売
鈴音堂　小綱店 小綱町 22-3256 和菓子製造・販売
鈴音堂　本店 兵部町 22-0429 和菓子製造・販売

■【大型店】※中小店舗専用券は使用できません。

■【中小店舗】食料品小売業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。
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事業所名 所在地 TEL 事業内容
成城石井　大和八木店 内膳町 20-2651 スーパーマーケット
生鮮＆業務スーパー　ボトルワールドOK　橿原神宮前店 四分町 20-1622 小売業
生鮮＆業務スーパー　ボトルワールドOK　葛本店 葛本町 20-2100 小売業
セブンイレブン　橿原四条町店 四条町 25-2117 コンビニエンスストア
セブンイレブン　橿原新賀町店 新賀町 25-3717 コンビニエンスストア
セブンイレブン　橿原新口町店 新口町 22-1107 コンビニエンスストア
セブンイレブン　橿原南八木町1丁目店 南八木町 29-2191 コンビニエンスストア
セブンイレブン　近鉄大和八木駅北口店 内膳町 29-4056 コンビニエンスストア
セブンイレブン　平成記念病院店 四条町 29-5327 コンビニエンスストア
総本家　さなぶりや 縄手町 22-2243 和菓子製造・販売
武田米穀店 大久保町 22-2182 米穀小売
恒岡醤油醸造本店 今井町 22-2071 醤油醸造業
奈良県農業協同組合橿原営農経済センター 雲梯町 22-9883 農業協同組合
新沢千塚ふれあいの里（どんぐりの里） 川西町 26-1170 農産物直売所
海苔処　植田商店 出合町 24-5265 乾物海苔専門店
パティスリー　どんぐり 北妙法寺町 29-5689 洋菓子製造・販売
埴輪まんじゅう本舗 久米町 23-2525 埴輪まんじゅう製造販売
パン・ド・レーヌ 白橿町 28-1682 パン製造・販売
ピザ・ピーターパン　橿原店 四条町 29-6900 ピザ・その他飲食物の製造、販売、宅配
ファーム西川 観音寺町 27-3665 苺販売・ジェラート販売
ファミリーマート　橿原五井町店 五井町 20-0257 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原下八釣店 下八釣町 20-1657 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原小綱町店 小綱町 20-1568 コンビニエンスストア
ファミリーマート　近鉄橿原神宮前店 久米町 20-0105 コンビニエンスストア
ファミリーマート　近鉄八木駅1番ホーム店 内膳町 20-0589 コンビニエンスストア
ファミリーマート　近鉄八木駅3番ホーム店 内膳町 20-3513 コンビニエンスストア
ファミリーマート　近鉄八木駅6番ホーム店 内膳町 20-3152 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原石川町店 石川町 28-8006 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原一町店 一町 26-1125 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原四条店 四条町 20-0111 コンビニエンスストア
ファミリーマート　橿原見瀬町店 見瀬町 51-1210 コンビニエンスストア
ファミリーマート　奈良県立医大前店 四条町 20-3127 コンビニエンスストア
フルーツショップ　今中 兵部町 22-3572 フルーツ・酒・小売
フレッシュ　ケーキ　ファクトリー 久米町 27-9955 洋菓子店
ベーカリースイーツカフェ　スズ屋 大軽町 27-2246 製パン製菓販売
松井米穀燃料店 大久保町 22-2671 米穀店
MAMAN 橿原店 内膳町 25-8048 ケーキ製造販売
ミニストップ　K-POWERS　橿原醍醐町店 高殿町 48-0188 コンビニエンスストア
ミニストップ　真菅オカモト酒店 中曽司町 23-6086 コンビニエンスストア
MUGIBOU-JIN（ムギボウ） 石川町 41-6247 パン屋
株式会社　もち吉　橿原店 十市町 20-2811 あられ・おせんべいの販売
やさい菓子工房　cocoai 内膳町 23-5636 菓子製造販売
大和物産館　総本舗　増田屋 久米町 28-1600 橿原神宮法奉納奈良漬製造販売
リトルマーメイド橿原神宮前店 久米町 23-9699 食料品小売
ローソン　橿原川西町店 川西町 28-8063 コンビニエンスストア
ローソン　橿原木原店 木原町 20-3309 コンビニエンスストア
ローソン　橿原土橋町南店 土橋町 29-2888 コンビニエンスストア
ローソン　橿原新口店 葛本町 20-3344 コンビニエンスストア
ローソン　近鉄八木駅前店 内膳町 29-0141 コンビニエンスストア
ローソン　橿原五井町店 五井町 24-8661 コンビニエンスストア
ローソン 奈良医大病院店 四条町 23-1779 コンビニエンスストア

アオイ薬局 白橿町 27-0838 ドラッグストア
ウエルシア　橿原今井店 今井町 20-2720 ドラッグストア
オクムラ薬・化粧品店 久米町 22-3241 化粧品・健康食品・薬　小売販売業
カンナ堂 中曽司町 23-7039 化粧品販売
キリン堂　橿原神宮店 久米町 26-6887 ドラッグストア
幸生堂薬局 石川町 28-8101 調剤薬局
ココカラファイン　八木店 新賀町 29-2060 ドラッグストア
ココカラファイン薬局 八木駅前店 内膳町 20-1651 調剤薬局
ココカラファイン薬局 八木調剤店 新賀町 26-2603 調剤薬局
コトブキ薬局　八木店 木原町 21-8522 調剤薬局
澤井薬局 八木町 22-2151 医薬品販売
サン薬局　医大前店 兵部町 29-7893 薬局
サン薬局　神宮東店 久米町 28-2577 薬局
サン薬局　新ノ口店 上品寺町 24-6220 薬局
サン薬局　坊城店 東坊城町 29-3343 薬局
サン薬局　真菅店 曽我町 25-0488 薬局
サン薬局　八木駅前店 内膳町 26-0001 薬局
サン薬局　八木北店 上品寺町 68-0950 薬局
サン薬局　八木店 内膳町 29-7081 薬局

■【中小店舗】医薬品・化粧品小売業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。
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事業所名 所在地 TEL 事業内容
ジップドラック久米店 久米町 26-1008 ドラッグストア
そうごう薬局かしはら店 四分町 20-1661 医薬品、小売業
ドラッグストア木のうた　坊城店 東坊城町 28-6866 ドラッグストア
ドラッグセイムス橿原醍醐店 醍醐町 21-7071 ドラッグストア
日本調剤　橿原薬局 兵部町 20-1866 調剤薬局
NeW マルセ化粧品 内膳町 24-7236 化粧品
パール化粧品店 石原田町 23-0360 化粧品販売
美顔教室 タケムラ 神宮前店 久米町 27-9660 化粧品販売
美顔教室 タケムラ 八木店 内膳町 23-6407 化粧品販売
べっぴんはうすやすだ 八木町 23-2209 化粧品販売とエステ
POLA BREEZE 栄和町 24-5765 ＰＯＬＡ化粧品取扱店
ますが薬局 中曽司町 22-0475 薬・化粧品
マツモトキヨシ　橿原神宮前駅店 久米町 25-5761 ドラッグストア
ミツワ化粧品店 内膳町 22-3092 化粧品販売
YOUR SHISEIDO なかみち 小綱町 25-4520 化粧品販売

アプリコット 常盤町 20-1878 セレクトショップ　服屋
石昭石材店 北八木町 25-2363 石材店
株式会社　石井石材 小房町 22-3029 墓石販売
井上書店 白橿町 27-0936 小売業
衣料のウエダ 南八木町 22-2059 衣料品
ABC-MART　奈良橿原店 曽我町 21-2050 その他小売業
エクステリア・プロ橿原店 曲川町 46-9145 リフォーム工事
オオタヤ 内膳町 22-2473 婦人服店
オールドギア奈良橿原店 忌部町 20-3800 自動車用品販売
カードゲームひばりや 内膳町 22-3935 トレーディングカード販売
かわばた衣料店 見瀬町 27-0779 （畝傍・白橿）小・中学校制服販売
北　麗興堂印舗 内膳町 22-0162 印章業
北村衣服店 久米町 22-2790 婦人服及制服販売（畝傍南東小畝傍中制服）
ギンナラ 八木町 22-2386 小売業
ぐっすり　なかじま（ふとんの中島） 木原町 26-2800 寝具小売
小嶋電器 八木町 22-6081 電気製品販売
古美術岡本 久米町 21-0678 古物商
小柳時計店 内膳町 22-3853 時計・装飾・メガネ
サカモトガス株式会社 今井町 29-0729 燃料小売業
酒家　なかみち 小綱町 22-1471 酒類小売販売
さくらや橿原店 新堂町 080-5773-3908 学生服リユースショップ
シャディサラダ館葛本店 葛本町 29-3000 ギフト販売
シューズ愛ランド　橿原店 葛本町 20-1515 小売業
シューズショップミルキーウェイ 北八木町 47-3316 婦人靴販売
手芸のワキタ 木原町 25-7880 手芸用品・用具　販売
スギイデンキ 内膳町 22-3640 電化製品販売・電気設備工事
スズキアリーナ中和幹線橿原 常盤町 20-2215 自動車ディーラー
スポーツ館　ハラヤ 久米町 27-9818 スポーツ用品各種取扱
綜合ギフトセンター　タケムラ 山之坊町 22-5352 綜合ギフト品販売
株式会社　高橋商店 栄和町 22-2410 ガス・灯油・米・レンタカー
竹林呉服店　近鉄八木駅前店 内膳町 22-2565 和装販売、丸洗い、着付
チャンピオン　ニシカワ　橿原店 御坊町 21-3105 自転車の販売・修理
つるやゴルフ　橿原店 土橋町 23-1555 ゴルフ用品販売
株式会社天理楽器　橿原店 新賀町 29-2000 楽器販売
ドコモショップ　橿原神宮店 久米町 50-4930 携帯電話・サービス
ドコモショップ　大和八木店 内膳町 29-9511 携帯電話・サービス
中田制服店 東坊城町 26-6006 制服販売店
奈良県農業協同組合橿原営農経済センター橿原東部営農経済 縄手町 22-4341 農業協同組合
なんこう　橿原店 白橿町 27-2584 家電小売業
なんこう　坊城店 東坊城町 27-4305 家電小売業
ネクストYAGI 上品寺町 23-5858 家電販売、小売業
ハートアップ　八木店 内膳町 29-7121 コンタクトレンズ・メガネ・ケア用品の販売
株式会社秦タンス　橿原店 御坊町 24-2896 家具販売
花ごころ 膳夫町 23-2007 生花販売
花曜日 八木町 24-6587 生花店
はんこ屋さん21　橿原店 醍醐町 47-2408 印章・印刷
ふくもと畳店 山之坊町 22-4937 畳製造
ブックオフプラス奈良かしはら店 葛本町 24-4529 総合リユース　本、ゲーム、服など
ぶつだんの㈱辻井本店　曲川店 曲川町 24-2680 仏壇・仏具販売
仏壇仏具・美術工芸品　宝樹 四条町 25-1588 仏壇仏具・美術工芸品
フラワーステーション　エリカ 新口町 23-8512 切花・鉢花販売
フローリスト花萠 兵部町 22-8987 生花店
ますがサイクル 曽我町 22-0199 自転車、バイク
メガネのアイガン　橿原店 御坊町 29-0921 眼鏡・補聴器の販売
メガネの三城　八木店 八木町 23-8767 小売業

■【中小店舗】その他小売業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。
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事業所名 所在地 TEL 事業内容
メガネ本舗　橿原店 曲川町 21-0360 小売業
メガネ本舗　新ノ口店 十市町 23-8080 メガネ・補聴器の販売
モリタスポーツ 土橋町 24-1556 スポーツ用品店
ヤマト印章 久米町 27-3718 印判・印刷業
ゆうゆ～今井 今井町 24-1501 工芸販売
洋服の青山　橿原店 十市町 24-5014 紳士服、レディス販売
洋服の青山　橿原曲川店 曲川町 24-9292 紳士服小売業
株式会社吉川ガスセンター 醍醐町 22-3010 LPガス販売
𠮷田寝具店 今井町 22-2319 寝具製造小売
L'alliance des fleurs 内膳町 22-3703 フラワーショップ
ラックス 橿原店 醍醐町 25-2360 小売業
YMC株式会社　柳谷モーターサイクル 白橿町 27-8410 自転車・オートバイ販売、修理
ワンステップ　スポーツ 内膳町 47-3395 バトミントン・卓球用品

あほや　八木駅前店 内膳町 090-1901-0243 飲食　（たこ焼き）
味道楽　司 醍醐町 29-6612 居酒屋
居酒屋　金太郎　新堂本店 新堂町 29-1004 居酒屋
居酒屋　金太郎　真菅店 中曽司町 24-7770 居酒屋
魚輝水産　橿原葛本店 葛本町 20-3077 飲食店
笑夢空 em.sky 今井町 090-5097-3493 古道具　雑貨　喫茶店
おうちごはん　ときのは 豊田町 22-0081 飲食店
おかし工房「実ん都」 菖蒲町 28-1980 飲食業
お好み焼　まん房 新口町 25-5650 お好み焼店
お好み焼　まん房　葛本店 葛本町 23-5757 お好み焼・やきそば
お好み焼きのきらら工房 十市町 25-5502 飲食
お好み焼はここやねん  橿原神宮前店 御坊町 24-7667 飲食業
Kind Café 葛本町 20-0831 カフェ
かごの屋　奈良橿原店 新賀町 21-7122 和食レストランの運営
橿原オークホテル 久米町 23-2525 レストラン、ケーキ・菓子販売
橿原観光ホテル 久米町 22-3235 レストラン
橿原酒場　情熱ホルモン 十市町 21-5129 焼肉・ホルモン
かつアンドかつ　橿原店 葛本町 20-1405 飲食サービス
かにの家 葛本町 25-8808 和風レストラン
CAFE REST APPLE 白橿町 27-8452 喫茶店
CAFFE&LOUNGE OASI 八木町 22-5177 カフェ・ラウンジ
カフェレスト　陽炎 古川町 27-2585 喫茶店
上高地あずさ珈琲　橿原店 葛本町 090-3828-4221 飲食店
がんこ寿司　橿原店 十市町 25-6363 飲食店
木曽路　橿原店 上品寺町 47-3298 日本料理・しゃぶしゃぶ・すきやき専門店
気まぐれ 曽我町 080-8505-0039 食事処
牛角　奈良橿原店 新賀町 21-1129 焼肉店
餃子たかすみ 葛本町 24-4244 餃子専門店
きんのぶた　橿原葛本店 常盤町 25-0298 しゃぶしゃぶ店
串かつ　日和 御坊町 24-8694 居酒屋・串かつ店
Crepe＆Galette　Café　梛の森 栄和町 24-8787 クレープ店　喫茶店
ココス　橿原神宮店 久米町 26-1385 ファミリーレストラン
ココス　橿原店 葛本町 26-0277 ファミリーレストラン
個室でお鍋と鶏料理　とりっく 八木町 20-2232 鶏料理・居酒屋
ゴルフバー　スター 内膳町 22-3636 シミュレーションゴルフ
魚菜庵　なな郎 御坊町 25-0776 海鮮料理等
里山の旬菜と釜飯　ほうらんや 小房町 20-0701 旬菜と釜飯（和食）
四季の味　壺井 常盤町 24-9111 飲食店
ザ・めしや　橿原畝傍店 大久保町 25-2541 ファミリーレストラン
旬彩　かづ 石川町 41-6171 和食創作料理
新中華　花林 寺田町 24-7769 中国料理店
ステーキ宮橿原店 葛本町 23-4751 飲食業
千の亮 曽我町 23-9729 コロッケ・からあげ販売
大起水産回転寿司　橿原店 川西町 26-1116 回転寿司
鯛だしらーめんサクラ 葛本町 24-9990 ラーメン店
たこ焼き　まほろば 南浦町 080-1407-5990 飲食店
たこ焼きくるり 小房町 080-6123-5988 たこ焼、くるり焼の販売
たち花 内膳町 29-3677 居酒屋
田楽うねび店 縄手町 29-5678 飲食業
中華バル　Dragon N.Y. 北八木町 24-6787 中華料理居酒屋
Troom Café 醍醐町 47-2802 飲食業・菓子製造業
鉄板焼レストラン　cafe ソラ 内膳町 20-1280 レストラン　鉄板焼き
伝統食カフェ　～楽膳～ 大久保町 22-2233 カフェ
天ぷら 佐藤 曲川町 23-8188 飲食業
天ぷら酒菜　蒼天 八木町 24-8686 天ぷら居酒屋
得得　橿原店 法花寺町 26-0072 飲食店
得得　橿原曲川店 曲川町 20-2377 和食

■【中小店舗】飲食業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。
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事業所名 所在地 TEL 事業内容
Trattoria 前澤 八木町 48-3808 イタリアン
とりでん橿原店 葛本町 20-0155 飲食店
和・Bistro　吟 大久保町 25-2011 飲食店
ナチュラルカフェ　茶々 内膳町 23-0069 レストラン・カフェ
奈良食堂 Leaves Farmers CAFE＆GRILL 内膳町 23-0020 カフェ＆グリル　レストラン（洋食）
日本料理　山河 内膳町 24-0200 日本料理
熱烈一番亭 四条町 29-0358 飲食店
博多長浜らーめん夢街道橿原神宮前店 栄和町 29-0001 ラーメン店
博多長浜らーめん夢街道土橋店 土橋町 24-7488 ラーメン店
パティスリー Neiro 膳夫町 47-3371 洋菓子製造・販売
花惣　八木店 新賀町 24-3087 飲食店
浜焼太郎　大和八木店 内膳町 48-3900 海鮮居酒屋家
びっくりドンキー　橿原店 新賀町 29-2237 飲食店のＦＣを中心とした営業
備長扇屋　橿原坊城店 東坊城町 24-2081 居酒屋　焼鳥
備長炭　イタリアン　創 sou 新賀町 25-4141 イタリアン・ワイン
まぁぶる 小房町 20-3330 飲食業
マクドナルド１６９橿原店 久米町 26-2514 ハンバーガー製造・販売
マクドナルド２４号橿原店 曲川町 24-9162 ハンバーガの製造・販売
マクドナルド橿原葛本町店 葛本町 23-3208 ハンバーガの製造・販売
町家茶屋　古伊 今井町 22-2135 飲食用休憩所
ミスタードーナツ八木駅前店 内膳町 24-2877 飲食業
麺匠　らーめん　いせ屋 八木町 20-2226 らーめん店
モスバーガー八木新賀店 新賀町 24-6176 ハンバーガー
焼肉特急　橿原駅 十市町 29-1529 焼肉店
焼肉ホルモン　将福 内膳町 26-0069 焼肉店
吉野家　橿原木原町店 木原町 48-5525 牛丼・定食の販売
ラーメン一本 東坊城町 らーめん・チャーハン・餃子・カラアゲ
RIPEN（ライペン） 北八木町 24-3889 飲食店
和季粋酔　山葵 内膳町 25-7504 すし・和食
和食さと　橿原北店 御坊町 25-5345 ファミリーレストラン
和楽心　橿原神宮店 栄和町 25-8508 飲食
ワンカルビ　橿原店 葛本町 24-2980 焼肉店

アレ　美容室　白橿店 白橿町 0120-607-060 美容業
Atease 醍醐町 29-9024 美容室
otomirom 石原田町 48-3955 美容室
カットハウス・エルテ 木原町 22-8011 理容業
髪匠　かわくぼ 石原田町 22-0124 理美容業
CARRE 葛本町 21-8222 美容室
サロン　ド　ビューティー　ラ・デュース 豊田町 23-8755 美容業
salon de Ferie 大軽町 28-0127 美容業
セシカグランデ美容室 御坊町 24-8886 美容室
チェリッシュ 久米町 28-2158 美容業
CHIKO 久米町 27-7100 美容室
ハートクリップ　アームズ 葛本町 29-1599 美容業
Barber　ヤマナカ 御坊町 25-1008 理容業
美造 和田町 080-2526-9198 フェイシャル・痩身・よもぎ蒸し
美肌工房　エステサロン上迫 曲川町 21-3700 美容
美容室　いまざわ 太田市町 080-1455-8421 美容室
Pua　malie　～プアマリエ～ 醍醐町 090-7116-2843 まつ毛エクステ・美容整体
+D 膳夫町 22-7116 美容業
プラハ　ファイン　ワークス 久米町 22-2402 理美容業
Blessing Beauty. 久米町 28-3502 アイラッシュ＆ヒーリングサロン
Hair＆Bridal Trust　 東坊城町 27-2722 美容業
ヘアーサロン　アンファン 今井町 0120-80-8138 理美容、エステ、アロマ
ヘアーサロン　オカハシ 中曽司町 22-5273 理容店
ヘアーサロン西川 小綱町 24-5225 理容業
hair salon MoRiTa 大久保町 22-2860 理容業
ヘアーサロン　もりもと 西池尻町 28-4968 理容業
毛断職人 葛本町 25-2624 理容店
Lafu 1 葛本町 25-7987 美容業
リブ美容室 白橿町 27-7150 美容室
理容ワカヤマ 内膳町 22-0603 理容
lunon hair&relax 葛本町 23-1265 美容業

医大前　栄タクシー 兵部町 22-3377 タクシー
アイウィル坊城店 東坊城町 24-0411 リラグゼーションサロン
オートハウス大進（JAF認定：モータースポーツ大進） 醍醐町 24-4474 自動車販売・修理・車検
カーコン車検橿原四条店　せがわオート 四条町 22-4142 自動車整備・販売
カイロプラクティックセンター奈良KAERU整体院 葛本町 22-8848 治療　整体院

■【中小店舗】理容・美容業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。

■【中小店舗】その他サービス業　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。
　※以下の取扱店では、保険対象となる店舗が含まれます。保険対象のお支払いにはかしはら子育て地域振興券をご利用いただくことはできません。
　 　100％自由診療のみのご利用ですので、事前に各店舗にご確認ください。
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事業所名 所在地 TEL 事業内容
株式会社　橿原オートサービス 和田町 28-5085 サービス業
かしはら大成自動車 曽我町 25-1700 自動車整備・販売
橿原タクシー株式会社 久米町 22-2828 タクシー
かしはら美工 豊田町 25-0410 各種看板
ガッツレンタカー奈良橿原店 久米町 20-2250 レンタカー
株式会社 かとうホーム 内膳町 22-1988 不動産（仲介手数料）
身体と心のバランス整体ー火天 大久保町 22-6669 整体業
川本カメラ 内膳町 22-0602 写真全般
カルナッタ 久米町 27-4970 整体･カイロプラクティック
着付けおみやげ処夢衣 今井町 050-5217-8776 着物着付け、和小物おみやげ販売、生ジュース
キュアフロウ橿原店 中曽司町 24-0411 マッサージ店
Graphic Planning 醍醐町 47-2802 印刷デザイン業
グランドワズークライミングジム 五井町 090-2353-8885 クライミングジム
株式会社　グランママ奈良 葛本町 22-8624 洋服のお直し・刺繍（ネーム・ワッペン）
コンディショニングサロン　CURA 栄和町 070-5265-5035 リラクゼーション業・エステ業
THE KASHIHARA 久米町 28-6636 ホテル・飲食店
Suma Wellness 久米町 090-9733-7459 ピラティス、コンディショニング
鈴木自動車工業 曲川町 22-1029 自動車整備・自動車販売
スミレ写真館 久米町 22-2367 写真撮影
大紀レンタカー　明日香営業所 見瀬町 28-2901 レンタカー
株式会社壺阪観光 菖蒲町 52-2535 タクシー
土井石油株式会社ますがSS 小槻町 24-0041 ガソリンスタンド
株式会社トヨタレンタリース奈良大和八木駅前店 北八木町 25-1620 レンタカー・カーリース事業
なおみ整体院 内膳町 080-9826-4820 整体院
奈良近鉄タクシー株式会社 五井町 22-2141 一般乗用旅客自動車運送事業
二宮フォート 八木町 22-3366 写真全般
ひとしカイロプラクティック院 八木町 080-1438-6559 カイロプラクティック
ふじむら接骨院 八木町 23-8815 柔道整復
前口自動車整備工場 東坊城町 22-5579 自動車整備・販売
株式会社　丸善 高殿町 22-3467 広告代理店・印刷・不動産
ミュージック・ツリー音楽教室（白橿教室） 白橿町 49-6777 音楽教育サービス
株式会社　メンテナンス・コシバ 飯高町 25-4118 運送業
森本石油株式会社　四条給油所 四条町 22-9794 ガソリンスタンド
森本石油株式会社　曲川給油所 曲川町 23-0260 ガソリンスタンド
大和橿原シティホテル 八木町 23-5151 ホテル・飲食業
大和八木整骨院 新賀町 24-3551 整骨院及び自費整体治療
山中自動車商会 五井町 23-1223 自動車販売・整備・板金塗装
リラクゼーション　サアート 北妙法寺町 20-0620 リラクゼーションマッサージ
LESSONS 久米町 35-4080 英会話教室・パソコン教室

エージ―設備 南八木町 23-1141 水道工事・リフォーム工事
株式会社　岡田工務店 西池尻町 28-5580 新築・リフォーム
奥本建具製作所 畝傍町 22-3429 ガラス入替、フスマ・障子・アミ戸張替
株式会社　加藤建装 雲梯町 35-6892 塗装業
株式会社島田水道設備 五井町 22-8211 水道工事業
株式会社　創造工舎 今井町 29-2090 建設業
秦建築 縄手町 22-7444 リフォーム工事
株式会社　松田リフォーム 久米町 28-7501 家や店舗のリフォーム

●ソユーゲームフィールド ●宅急便サービスカウンター

●ＫＣＮ ＳＴＡＴＩＯＮ ●チャンスセンター

●イオン銀行 ●ラビキッズワールド

●Ｈ＆М ●イオンのほけん相談

●ドラキッズ ●エスエイ歯科医院

●エステタイム ●ドコモショップ

●ａｕショップ ●ソフトバンク

●モンベル ●グンゼスポーツクラブ

●ジュージヤカルチャーセンター ●牧野眼科

●ＪＴＢ ●日本旅行

●ＱＢハウス ●ワールドウェディング

●ホンダカーズ ●ＴＯＨＯシネマズ

●保険の窓口＠南都銀行

●パソコンスクールアビバ・資格スクール大栄

●クリーニングルビー ●ダイソー
●リラックスタイム ●ラ・ポッシェ

スーパーヤマトー八木店

■【中小店舗】建設住宅関係　※共通券・中小店舗専用券の両方使用できます。

かしはら子育て応援地域振興券　利用対象外店舗一覧
※内容は更新される場合があります

イオンモール橿原
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