店

舗

名

店 舗 住 所

店舗電話番号

定 休 日

三郷町
地域振興券

飲 食

取扱店舗一覧

取扱店舗一覧は
こちらから

マクドナルド25号斑鳩店

斑鳩町稲葉西2-9-6

0745-74-3011

年中無休

マクドナルド王寺りーべる店

王寺町久度2-2-1東館B1

0745-33-7026

りーべる王寺に準ずる

信貴山観光ホテル

三郷町信貴山西2-40

0745-72-4801

無し

CAFE FUNCHANA（カフェ ファンチャーナ） 三郷町立野南1-24-5 ハビタブル三郷1階

0745-73-1187

毎週日曜日、第1・3月曜日

家庭料理

三郷町立野南1丁目23-8

0745-31-2482

月曜日、第4日曜日

食品･飲料

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館2F

0745-73-9748

年8回

リカーショップたけだ

三郷町立野南2-15-33

0745-73-1223

日曜日

王寺町久度2丁目2番1-1 リーベル王寺東館B1F

0745-32-0283

なし

今中醤油

三郷町勢野東6-3-1

0745-72-2126

土曜日、日曜日、祝日

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館B1F

0745-72-8811

無休

サカタ食品店

三郷町立野南1丁目1-54

0745-72-2864

なし

三郷町勢野東4-15-17

0745-73-9918

火曜日

ならコープ田原本支所

田原本町宮古395-1

0744-33-6333

日曜日

三郷町立野南2-9-27

0745-73-6116

王寺町久度2-2-1-B01号

0745-33-1117

不定休（コロナにより営業時短中）

手作りの洋菓子

三郷町立野南2-15-33 メゾン大和1F

0745-47-1834

日曜日、月曜日、イベント出店日

とんかつかつ喜 王寺店

王寺町久度2-2-1-B01号

0745-31-1601

不定休（コロナにより営業時短中）

浜口酒店

三郷町三室1-13-15

0745-73-7334

日曜日

鶴橋風月りーべる王寺店

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館地下1階

0745-33-7004

1月1日

ミートショップよしざき

三郷町立野北1丁目32-2

0745-32-3236

豚々（とんとん）

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館B1F

080-2425-9291

なし

一福道

三郷町立野北1-33-31

0745-73-4111

水曜日、木曜日

お好み焼き幸ちゃん

三郷町立野北3-8-16

0745-73-9751

水曜日

パン・ド・ブール

王寺町久度2丁目2番1-101-3号

0745-32-0021

なし

越後斑鳩店

斑鳩町龍田西7丁目3-4

0745-75-0007

1月1日

オカヤ堂

三郷町立野北1丁目33-33

0745-73-5680

月曜日、火曜日

中国料理

斑鳩町龍田西5丁目1番3号

0745-75-0888

毎週月曜日、火曜日 ※祝日の場合営業

料理人のおばんざい楽

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館1F

0745-33-1717

なし

シーフード智栄（チエ）

三郷町立野南2-9-7

0745-73-3333

月曜日

ブラウンニューライス

三郷町勢野東1-7-33

0745-31-2588

日曜日、1月1日

好美寿し（ヨシミズシ）

三郷町勢野東4-3-36

0745-32-1574

水曜日

LAWSON斑鳩龍田西八丁目店

斑鳩町龍田西8-10-18

0745-75-0108

なし

奈良ギフト

斑鳩町龍田西8-5-4

0745-75-2071

なし

TreEsse（トレエッセ）

三郷町勢野東4-3-38

0745-61-0385

土曜日、日曜日、祝日

スーパーヤオヒコ三郷店

三郷町勢野東4-3-17

0745-34-2780

1月1日〜1月4日

西友王寺店

王寺町久度2丁目2番1

0745-33-1201

なし

ローソンJR三郷駅前店

三郷町立野南2-9-10

0745-31-5217

セブンイレブン奈良三室病院前

斑鳩町神南4丁目359-36

0745-75-5301

なし

一般財団法人信貴山病院内 売店

三郷町勢野北4丁目13番1号

0745-32-0992

なし

イオンいかるが店

斑鳩町龍田西8-1-15

0745-70-1100

なし

喫茶

慶（ケイ）

米寿

パン・ド・ブール
インド料理

アーミ

マユール

夢屋（ユメヤ）
大阪うどん

きらく

王寺店

紫微星（シビセイ）

BLACK TIGER（ブラック
焼肉

タイガー） 王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館104

翔花苑（ショウカエン）

0745-73-8129

火曜日

Cafe de Misha

三郷町立野北1-29-12

0745-47-1356

木曜日

王寺百楽

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館地下1F

0745-33-0021

1月1日

色分けの案内

花・植木

家電・電気工事

本・文具

飲食

衣料品・寝具

理容・美容

自動車・バイク

仏壇・石碑

食品・飲料

薬・化粧品

メガネ・時計・貴金属

建設・造園・水道・土木

その他

三郷町役場 環境整備部 ものづくり振興課
〒636-8535 奈良県生駒郡三郷町勢野西１丁目1番1号

0745‑43‑7343

11 月 １ 日（月）〜 令和４年 １ 月 31日（月）

店

スパイスとお菓子

舗

名

やまもと
すきずき

王寺駅前店

店 舗 住 所

店舗電話番号

定 休 日

スーパー･コンビニ･日用品

スーパー・コンビニ・日用品

お問い合わせ先

令和３年

掲載店舗は９月14日までのお申込み店舗を掲載しております。それ以降のお申込み店舗は三郷町地域振興券のホームページでご確認できます。

090-8195-0724

三郷町城山台3-713

利用期間

８：30 〜 17：15（年末年始・土・日・祝日を除く）

ファミリーマート

三郷勢野北店

三郷町勢野北1丁目1番17号

0745-34-0267

なし

ファミリーマート

三郷立野南店

三郷町2丁目11番3号

0745-34-0125

なし

店

舗

名

店 舗 住 所

店舗電話番号

定 休 日

衣料品･寝具

店

舗

名

店 舗 住 所

店舗電話番号

定 休 日

メガネ･時計･貴金属

ひまわりフジタ洋装店

三郷町立野北1丁目33-34

0745-73-3336

毎週水曜日

ジュエリーサロンほのぼの館

王寺町久度2-3-1 リーベル王寺西館１階

0745-54-0009

日曜日・祝日

奥野呉服店

三郷町立野南1-10-24

0745-72-2125

日曜日

㈲ナカガワ時計店

王寺町久度2丁目2-1 リーベル王寺東館3F

0745-72-2435

第2水曜日

リエール

王寺町久度2-2-1 リーベル東館201-8号

0745-73-0018

第2水曜日

ストーン

王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館1F

0745-31-2001

1月1日

ブティックしんどう

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺東館2F

0745-72-8804

毎月第2水曜日

エレガンスヨシダ

リーベル王寺店

王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館3F

0745-32-1800

1月1日、第2水曜日

かわこ 王寺店

王寺町久度2-2-1-201

0745-32-2025

りーべる王寺 定休日に準ずる

エスニック衣料雑貨 Bintang（ビンタン） 王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館2F

0745-31-0489

不定休

マルサン

王寺町久度4-1-11

0745-72-2226

水曜日

ブティックあい

王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館201-3号

0745-32-5191

毎月第2水曜日

株式会社岡伸

三郷町勢野西2丁目9-50

0745-72-4781

coupe.（クゥプ）

王寺町久度2-2-1

0745-32-5638

よしだ

三郷町立野南1丁目14-18

0745-72-0089

木曜日

王寺町久度2-2-1-201 リーベル王寺東館2F

0745-72-2171

三郷町立野南1丁目21番29号

0745-73-5883

日曜日、祝日

レディースファッション Tutaya（ツタヤ） 王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館2F専門店街

0745-72-2917

西原建設

三郷町三室2-13-23

0745-73-4121

日曜日、祝日

有限会社カキモト設備

三郷町勢野東1丁目5-12

0745-72-4060

王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館３階

0745-34-2346

1月1日

王寺町久度2-2-1

0745-73-7511

水曜日、日曜日

農業公園信貴山のどか村

三郷町信貴南畑1丁目7-1

0745-73-8203

木曜日（祝日の場合営業）

おーむタイソはり灸指圧院

三郷町城山台1丁目3-4

0745-73-7017

日曜日

Yuki子どもアトリエ

三郷町城山台1-12-5

0745-32-5732

日曜日、月曜日、水曜日、金曜日

マルエスペット

斑鳩町龍田西8丁目422-4

0745-75-8180

なし

パソデジ出張サポート ｂｙ 有限会社ビートウェーブ

三郷町立野南2-20-28-106

0745-31-5410

なし

みむろ鍼灸指圧院

三郷町三室2丁目7-6

0745-32-6648

日曜日

斑鳩町龍田西8丁目422-4

0745-75-8190

木曜日、祝日

カイロプラクティックAKI

三郷町信貴ケ丘1丁目5-7-1

090-9883-5458

レディースモード

ナカムラ

三室店

上田薬店
お肌のカウンセラー

ルージュ

かりん薬局
サン薬局

三郷店

たんぽぽ薬局三室店

山田自動車
建設･造園･水道･土木

不定休

三郷町勢野東6-15-21

0745-32-5410

土曜日、日曜日、祝日

三郷町立野北1-33-32

0745-72-7660

日曜日、月曜日

王寺町久度2丁目2-1-201-6

0745-72-2508

第2水曜日

王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館1F

0745-33-0770

日曜日、祝日

仏壇･石碑

三郷町立野南2-9-12

0745-31-4663

日曜日、祝日

株式会社おの佛宝堂 りーべる王寺駅前支店

三郷町三室1丁目12-529番地

0745-73-4711

土曜日13時以降、日曜日、祝日

三郷町立野北1-18-8

0745-72-3410

土曜日

理容･美容

アトリエ

アンジェリーク

三郷町三室1-12-18

0745-33-6000

まつだ美容室

三郷町立野南3-22-21

0745-32-3656

理容

三郷町勢野東1-7-20

0745-72-2384

うまたに

自動車･バイク

パワフルサービス

第2水曜日

花･植木

大和洋らんセンター

家電･電気工事

エレクトロニクス

薬･化粧品

サン薬局

マルシェ

月曜日

月曜日、第2・3火曜日

本･文具

文教堂キャップ書店王寺店

その他

いかるが店

アサヒペットクリニック

いかるが院

hairsroom-shiro ヘアーズルームシロ 三郷町三室1丁目3-19

0745-72-5000

理容柿原

0745-73-1446

月曜日、第2・第3月曜日の後の火曜日

Gallery Kawari（ギャラリーカワリ）

三郷町立野北2-19-8

0745-51-8001

土曜日、日曜日

Cut Do Hirata（カット ドゥ ヒラタ） 王寺町久度2-2-1-105 りーべる王寺東館1F

0745-73-5153

毎週月曜日、第2・3火曜日

マジックミシン りーべる王寺店

王寺町久度2-2-1 りーべる王寺3階

0745-73-8448

休館日

色分けの案内

メルシー王寺店

王寺町久度2丁目2-1

0745-72-8073

第2水曜日、1月1日、但し12月は休日なし

ケーキ工房

三郷町勢野西5-8-8

080-3037-3022

火曜日、水曜日

王寺町久度2-2-1りーべる王寺1階

0745-32-2516

なし

三郷町勢野東2-2-23

スーパー・コンビニ・日用品

花・植木

家電・電気工事

本・文具

飲食

衣料品・寝具

理容・美容

自動車・バイク

仏壇・石碑

食品・飲料

薬・化粧品

メガネ・時計・貴金属

建設・造園・水道・土木

その他

菜の花

リアット！りーべる王寺店

