
広陵町地域振興券 be Happy 取扱店舗一覧（順不同） 　　　
飲食 食品・飲料 自動車関連 複合施設　イズミヤスーパーセンター広陵店
地域 店舗名 住所 電話番号 地域 店舗名 住所 電話番号 地域 店舗名 住所 電話番号 店舗名 電話番号

からくれなゐ 寺戸630 080ｰ6165ｰ7074 苺のごほうび 弁財天14-1 090ｰ3038ｰ0582 エネオス　広陵中央SS 寺戸283 57-0333 ★イズミヤ　スーパーセンター広陵店 54-1238

金峰閣 寺戸12-4 57ｰ1299 菓子安 南38-6 56ｰ2163 岸上石油株式会社 寺戸17-1 56-4578 WAY書店　イズミヤ広陵店 54-1828

Kきっちん 大野382-１ 47-2112 仕出し津川 萱野654 56-2154 株式会社荒市商店　広陵サービスステーション 平尾696-1 55-3780 神戸クック・ワールドビュッフェ　奈良広陵店 54-6001

スマイル食堂。 弁財天85-5 56ｰ3588 長龍酒造株式会社 南4 56-2026 株式会社香両 平尾623-2 55-2000 ココカラファイン＋　イズミヤ広陵店 43-7879

長龍ブリューパーク 南7-1 43-6203 星乃苺や 萱野64-1 080-4249-4415 セリア　イズミヤスーパーセンター広陵店 43-8025

ベビーフェイスプラネッツ　広陵店 大塚897-1 55-3401 まちの駅広陵　はしお元気村マルシェ 弁財天295-3 57-3232 衣料・寝具 パリミキ　イズミヤ広陵店 54-6070

earth colors 三吉478-1 55ｰ7889 松尾観光いちご農園 寺戸630 080ｰ6165ｰ7074 地域 店舗名 住所 電話番号 ピザッカ　広陵店 55-3373 

お好み焼き・鉄板焼　浪花 笠230-1 54ｰ0728 雪印メグミルクステーション　シマナカ 中225 56ｰ4717 北 土井呉服店 萱野622 56-2355 不二家　イズミヤ広陵店 55-4177

オランダ屋　高田店 大塚62-1 56ｰ4610 SD食品製造直売所 大塚375-1 55-2299 S.Labo 疋相6-5 55-1501

café natural（カフェ　ナチュラル） 疋相441-7 55ｰ8307 菓匠にしな光喜庵 大塚66-1 55ｰ3848 広陵くつした博物館 笠168 51-0567 複合施設　エコール・マミ
激おこぷんぷんまる 笠178-1 60-7179 追加 CAKE&CAFÉ  hinata 三吉587-5 54-0208 株式会社塚本（ELEPHANT CLUB） 安部758-1 55-2135 店舗名 電話番号

広陵レストラん 笠161-2 55ｰ2455 米惣よしむら 平尾700-3 55-1101 Aigan  真美ヶ丘店 55-5203

食神苑　広陵店 三吉310-1 55ｰ2999 産直市場よってって広陵店 笠264-1 54-0147 1月17日利用開始 理容・美容 アヴェニュー 55-9890

3cafe 三吉308-1 27ｰ7789 芝　米穀 安部530 55ｰ1330 追加 地域 店舗名 住所 電話番号 あほや 080-5719-0243

そば・うどん　今日亭　広陵店 大塚70-1 61ｰ6536 旬の里まみが丘 疋相489-1 51-5144 北 barber  AOKI (バーバーアオキ) 南122 57-0425 アリスデイリーカジュアル 55-7375

得得　イズミヤ広陵町店 安部214-3 54ｰ3011 寺田商店 大塚749-1 090ｰ3284ｰ4180 追加 西 カツラギ理容所 三吉64-2 55-2232 癒し家 まある 55-5505

トラットリア　NoMu 三吉40-1 61ｰ8585 リカーズ・ショップ　ウエムラ（ウエムラ酒店） 平尾628-6 55-1000 東 シャルル美容室 広瀬168-4 56-4819 追加 ★株式会社エディオン　エコール・マミ店 71-6822

奈良広陵食堂 大塚70-3 54ｰ6123 わたしのたからもの 安部234 54ｰ1240 おしゃれ倶楽部 馬見中2-1-2 55-6602 エレガンスヨシダ 54-3400

秀すし 平尾611-3 55ｰ2015 林商店 百済2068-2 55-0205 ヘアーフェイスクレイズ 馬見北4-12-10 55-8857 大阪うどん　きらく 71-3700

六道山　福寿し 大塚310 55ｰ5518 和田糀店 古寺422 56ｰ2788 KAKUI 55-2618

吉野家  奈良広陵町店 大塚905-1 43ｰ6255 おはようこんにちはこんばんはたると 馬見北9-9-30 28-2999 追加 眼鏡・時計・貴金属 キャパトル　真美ヶ丘店 55-0532

焼肉小屋てつ 笠265-1 55ｰ5572 菓匠苑　梅ぞの 馬見南2-5ｰ31 55-7170 地域 店舗名 住所 電話番号 ★近鉄プラザ  真美ヶ丘店 54-5000

焼肉　神城　（やきにく　しんじょう） 平尾812-1 43-7794 追加 粉源  真美ヶ丘店 みささぎ台24-13 54-5701 真 眼鏡屋ドリーム　真美ケ丘店 馬見中2-2-3 40-0055 クールカレアンMAM 43-6465

cafe Sarara & Sunrice 百済1811-1 27ｰ8740 スペイン石窯パン　グレコ 馬見北4-17-1 44-8308 クラフトハートトーカイ 55-9231

サンドイッチ専門店　伯爵 南郷84-1 54ｰ5780 小さなパン小屋Le Conte（ル・コント） みささぎ台8-17 43-6012 花・植木 クリフハンガー 44-9788

肉匠たけ田 古寺624-1 56ｰ2983 手作り弁当　旬菜工房七色 馬見北1-7-9 54-0044 地域 店舗名 住所 電話番号 珈琲館 71-5875

ヒュッテ虹 南郷651-1 55ｰ5300 MUON みささぎ台38-1 60-8207 北 和久華株式会社　中川農園 寺戸586-1 56-3739 サーティワン 78-0289

焼肉　樹苑 南郷567-5 54ｰ1129 吉方庵　真美ヶ丘店 馬見中2-6-1 54-2888 西 山崎生花店 三吉610 55-7760 サロン ド　オリーブ 60-0500

居酒屋　一姫二太郎 馬見北9-1-39 54-5432 東 陽生園（FLOWER＆SEEDS） 南郷576-1 55-1985 シーナ 55-0242

イタリア食房　アペティート 馬見北7-9-18 55-6867 スーパー・日用品 シャルール　　KAKUI 55-6126

イタリアレストラン ALBA 馬見中2-5-12 55-5067 地域 店舗名 住所 電話番号 家電・電気工事 シュープラザ 54-6033

おうちcafeわんこ堂 馬見北5-3-12 55-7065 北 井上日進堂 萱野652 56ｰ3125 地域 店舗名 住所 電話番号 ショコラ 55-9922

cafe'de からん 馬見北1-7-6 60-6677 西 ★スーパーエバグリーン  広陵店 平尾710-1 54ｰ1050 キムラ電器 三吉163-2 55-0975 すし一流 43-8305

海鮮中華料理　呑 みささぎ台1-35 55-3319 東 フードハウス　タケシマ 百済1311-1 55-4466 ★株式会社ヤマダデンキ　テックランド広陵店 大塚913-1 43-6531 大型店変更 せんたくやさん 55-0147

カジュアルフレンチ　ボヌール 馬見北9-9-30 54-6555 真 さいごう電器 馬見北7-5-18 54-0782 ★ＤＣＭ  真美ヶ丘店 78-6801 追加

喫茶　みささぎ みささぎ台6-22 55-2102 コンビニ 鳥音かしわ店 55-8098

粉もん屋八　真美ヶ丘本店 馬見南1-6-2 55-6886 地域 店舗名 住所 電話番号 その他 西尾呉服店 54-0558

心ろ家  本店 みささぎ台37-3 55-8876 北 ローソン  広陵大野店 大野529-1 57-3963 地域 店舗名 住所 電話番号 ノーウォール 55-7732

酒菜　和味 馬見北9-12-27 54-5865 西 ファミリーマート  広陵町平尾店 平尾871-1 54-2801 追加 あづまフォトスタジオ（写真館） 疋相89-9 55-3135 ハクゼン　エコール・マミ店 55-0399

旬彩ゆうはな 馬見北9-9-23 54-5887 真 ミニストップ広陵町みささぎ台店 みささぎ台5-50 55-1191 社会医療法人健生会　こもれび（介護） 沢396-1 58-2883 ハニーズ 55-6690

次郎坊 みささぎ台8-26 55-8899 株式会社シンコーアドヴァンス（印刷） 笠259-4 55-4800 バラエティ101 55-2424

SUMIYAKI　こけこっこ 馬見中5-1-26 55-4095 薬・化粧品・医療 株式会社大成ホームテック（リフォーム等） 大塚894-1 43-9705 フェアリープラス 43-5622

大仏Cafe koryo nara 馬見中1-1-3 43-6123 地域 店舗名 住所 電話番号 ★DCM　広陵店（ホームセンター） 笠281-1 54-2800 ブティック クボ 55-6496

多酒多彩たんと 馬見北7-9-15 54-0017 石井医院 萱野677-1 56-2030 ヤングスタークリーニング（クリーニング） 平尾549 54-5519 マクドナルド 78-1098

手打そば　はやし 馬見北8-6-6 54-6884 白井歯科クリニック 中169 56-2108 真 K2　STYLE　FITNESS（パーソナルジム） 馬見北9-9-25-201 54-3822 マジックミシン 55-0371

生パスタ専門店REALE 馬見南1-6-26 080-4563-7815 鈴木薬局　箸尾店 的場152-1 56-5805 マックハウス 79-6300

にぎり長次郎　真美ケ丘店 馬見北9-1-33 54-3338 岡本クリニック 三吉542-2 54-0001 マツモトキヨシ　真美ヶ丘店 55-6700

PISOLA  真美ヶ丘店 馬見北9-12-9 43-6001 コスモス化粧品店 三吉60-4 55-1029 追加 万葉書店 54-3800

Pizzeria　HARU みささぎ台38-1 47-0738 ★ディスカウントドラッグコスモス広陵店 笠263-1 49-0267 リアット！ 55-0071

焼き鳥　山小舎 馬見北9-1-43 55-4136 松田内科医院 大塚52-2 54-2831 凜 080-9506-1872

やきとり大吉  真美ヶ丘西店 馬見北9-9-23 54-5498 東 かりん薬局　広陵店 南郷676-1 54-1230 レディスファッションアリス 55-7375

焼肉×もつ鍋　染田商店（元すだく奈良広陵店） 馬見北9-9-34 55-0188 こむら歯科医院 馬見北6-11-16 55-8241 追加

ラーメン　やまざき屋 馬見北9-1-38 54-0277 株式会社スギ薬局　真美ヶ丘店 馬見南1ｰ60ｰ20 43-9508

鈴木薬局　 馬見北2-3-18 55-5512

土居歯科医院 みささぎ台37-10 54-0418

とも整骨院 馬見北9-1-39 47-2297

ドラッグストア木のうた　真美ヶ丘店 馬見中1-8-6 54-5256

【産後骨盤矯正・マタニティ整体専門】Nino治療院 みささぎ台6-22 43-7505

まほら鍼灸院接骨院 馬見南1-6-26 55-5525

※地域　北：北小学校区　西：西小学校区　東：東小学校区　真：真美ヶ丘第一・第二小学校区

※★印のある店舗は共通券のみ利用可能　★印のない店舗は、共通券、限定券どちらも使用可能
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