特典サービス実施店舗一覧
店舗名・屋号

4TH STREET

AUTO WORKS 北也

天理市櫟本町

天理市岩室町369-4

業種
キャンプ用品の販売･
貸出
自動車板金塗装、車
検、整備、車両販売

割引･特典サービス

実施期間

営業時間

定休日

店舗連絡先

次回以降利用可能な１０％引きクーポン券を配布(1枚)

R4.1.20~R4.4.20

10:00~20:00

水曜

050-5274-4871

オイル交換1,000円オフ

R3.12.16~R4.1.31

7:00~18:00

Baum283

天理市三島町126-4 １F

食品小売業

カットバウムクーヘンプレゼント

Carjapan

天理市岩屋町161

中古車販売

ご購入のお客様にオイル交換サービス

chalco天理

Fuwarin

hair space Arrows

HAIRSALON

天理市石上町453-9

天理市福知堂町149-1

hair esthe I.E

Yorita

HiSaSo

Ｉｎ

店舗所在地

優

Ｌａ Ｃｉｅｌｏ

10:00~18:00

水曜日、

0743-63-8700

0743-62-8282

日・祝 10:00~17:00

第2・3木曜日

R3.12.20~R4.1.31

9:00~18:00

なし

0743-22-3050

一回体験無料

R3.12.13~R4.1.31

9:00~18:00

日曜日

090-7495-4130

お会計から100円引き

R4.2.15~R4.3.31

11:30~17:00

日・祝

0743-66-2277

美容業

お会計から10%オフ（エステ限定）

R4.1.5~R4.4.30

8:00~18:00

月

0743-61-5317

天理市別所町81-8

理容室

シャンプーブラシプレゼント

R4.1.11~R4.2.28

8:30~18:00

月曜日

0743-63-8811

天理市川原城町272-9

理容業

クリームズクリーム(100ℊ)プレゼント

R4.2.1~R4.2.28

9:00~19:00

月・火

0743-63-0130

メレンゲ菓子プレゼント

R4.1.1~R4.1.31

10:00~19:00

月・火

0743-85-7754

お会計から10％oﬀ

R4.2.1~R4.2.28

(ご連絡いただけれ

不定休

090-1134-3689

ｊａ ｎｅ～ｎｏ 天理市川原城町702

KANTIN

飲食店(カフェ)

月~土

日曜

天理市別所町314-1 ｸﾞﾚｲｽ山本1FW

天理市川原城町655

Ｉ-TECH

トレーニング指導

R4.2.1~R4.2.28

第2土曜、毎週

天理市三島町(店舗の住所については
電話にて確認お願いします。)

天理市川原城町702 ふじやビル2F

天理市川原城町886 古川ビル201

菓子製造・販売

衣料品・アクセサリー
販売

ハウスクリーニング

ナイトクラブ

ＨＰ、ＳＮＳ等

http://baum283.com

https://www.fuwarincafe.com

http://www.hairsalonyorita.com

20:00~1:00
ば、いつでも開店)

オプションサービス 室外機洗浄(通常2,000円)

お会計から500円引き

イタリアンレストラン ワンドリンクサービス
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300円引き

水曜日・毎月10

R4.1.20~R4.4.20

8:00~18:00

R4.2.1~R4.2.28

19:00~24:00

日曜日

0743-62-3668

R4.2.1~R4.3.31

11:30~23:30

水曜日

0743-20-8751

日

080-4497-4447

https://curama.jp/aircon/
wall/SER192477294/

https://la-cielo.com/

MORE+

天理市丹波市町447 パインリーフ天
理3階

ネイルサロン

NA DOOR

天理市櫟本町117－1

雑貨販売

studio BARUS

天理市富堂町219-7

美容業

Noosa resort dining

天理市川原城町680

飲食

Pasta＋bread nitoto

天理市西長柄町87

レストラン

peek a boo

天理市田部町525

飲食店

nair

Rest&KARAOKE 銀杏

天理市柳本町702－2

カラオケ付飲食店

マスク1枚プレゼント

R3.12.20~R4.1.31

10:00~20:00

不定休

0743-63-3955

R4.1.1~R4.2.末

10:30~17:00

水・木

0743-65-5150

R3.12.28~R4.2.28

9:00~19:00

火曜日

090-5892-7902

R3.12.14~R4.1.31

9:30~2:00

ランチ：日曜日

0743-63-8772

ランチメニューご注文で50円引き

R4.2.1~R4,2,28

11:30~14:30

ご来店の方に缶チューハイ一缶サービス

R4.1.4~R4.6.30

19:00~25:00

来店購入者にマスクを進呈

お会計から100円oﬀ
ドリンクサービス

ワンドリンク無料

セット料金についているサービスドリンクを1ドリンクから2
ドリンクサービス

R4.1.2~R4.3.末

13:00~17:00
19:00~23:00

毎週水
隔週火

0743-67-2388

月

0743-63-1428

木曜

0743-66-1711

Ｗｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ×ＥＭＳ(1パーツ)20分通常¥5,500⇒
Rococo relaxation salon 天理市柳本町1187－1

アロマトリートメント ¥2,500(3,000円oﬀ)
エステ･脱毛・痩身

R4.1.17~R4.2.28

9:00~18:00

日･祝

0743-89-2530

R4.1.20~R4.4.20

10:00~19:00

水曜日

0743-68-3830

R4.1.1~R4.1.31

12:00~21:00

木曜及び不定休

0743-63-3239

カット一回につき100円引き

R.3.12.9~R.4.1.31

10:00~19:00

月・第2第3火

0743-20-8365

入会金500円OFF

R4.1.20~R4.4.20

10:00~22:00

祝

090-6797-9163

お会計から500円引き

R4.1.31~R4.3.31

10:00～18:00

日曜日

080-8330-5619

パーツ選択いただけます

http://b.hpr.jp/kr/sd/H00
0441793/

ｳｴｽﾄ.二の腕.背中.ふくらはぎ.太もも

SPARE TIRE

Sup

Ｔ-clover

TEAM VAMOS

Ｔｉａｒａ

天理市二階堂上ノ庄町345-1

天理市三島町428

天理市櫟本町2480-2

天理市勾田町74-5

天理市川原城町265 東田ビル303

タイヤ・ホイール販売

飲食

理容業

格闘技ジム

エステ

タイヤ交換時特典：タイヤゴムバルブ無料交換(4本まで)(通
常1本税込500円)

ｲｰﾄｲﾝ：お一人様ﾌｰﾄﾞ500円以上でﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ
ﾃｲｸｱｳﾄ：ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ各種50円引き
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https://www.instagram.co
m/sup_tenri/

ネイル・マツエク・エ
Total

Beauty ｂ-link 天理市二階堂上ノ庄町39-10

ステ・ヘアメイク・着 爪やすりプレゼント

YANAGIMOTO STAND 天理市柳本町1538-1

Ｙ－ｍｓ

天理市前栽町

喫茶店

個別パソコン教室

Ｙショップ かね好

天理市中町142-7

食料品小売り

あきひろ亭

天理市前栽町47-1

鴨鍋料理

月・第1火・第3

R4.2.1~R4.2.28

10:00~19:00

R4.2.17~R4.5.8

11:00~20:30

月・火・水

なし

R4.1.20~R4.4.20

10:00~19:00

木曜

070-8368-2755

R4.1.5~R4.2.28

7:30~19:00

日・祝

0743-64-2234

ワンドリンクサービス

R3.12.17~R4.3.31

16:00~22:00

火曜日

0743-62-3188

付け

お会計1000円以上でオリジナルコーヒードリップバッグ１つ
プレゼント

入会金５０％OFF
通常11,000円⇒5,500円(税込)

500円以上お買い上げで菓子プレゼント

日

0743-20-2818

あげいん

天理市田部町151－3

飲食店

お会計から10%オフ

R4.1.14~R4.2.28

18:00~21:30

金曜日

0743-63-2908

あすなろ

天理市川原城町110－3岡田ビル1階

飲食業

カラオケサービス

R3.12.1~R4.3.31

19:00~24:00

日

0743-63-0978

アムリタ

天理市指柳町329

エステサロン

500円割引。キャンペーン／コースメニューも対象

R4.1.4~R4.4.30

10:00~19:00

不定休

0743-61-5400

いって茶寮

天理市三島町419

和菓子の販売

来店時「梅昆布茶＋かんろ糖」セットをふるまう。

R3.12.9～R4.6.末

9:00~17:00

毎月15日

0743-63-5658

全商品10％割引

R3.12.10~R4.2.28

10:00~18:00

不定休

0743-62-0618

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:00

R3.12.22~R3.12.31

8:00～19:00

毎週月,第2.3火

0743-66-1807

R4.1.29~R4.5.1

19:00~3:00

不定休

070-8538-5288

R3.12.24~R4.1.31

10:00~17:00

毎月2日・8日

0743-62-0862

いぬい洋装店

天理市川原城町379

婦人服販売

ウイング美容室

天理市指柳町361-5

美容業

試供品プレゼント

ウエダ理容

天理市柳本町72－4

理容室

ご来店のお客様にマスク配布

運転代行ピーチ

天理市丹波市町448-6F

オカザキ衣料店

天理市三島町391

運転代行

婦人服小売

お会計から10%引き、1回のご利用でスタンプ3倍

お会計から10％oﬀ
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月曜日
第2・3火曜日

0743-63-1251

https://b-link.officialweb.net

yanagimoto_stand（インス
タ）

https://www.amrita24096
9.com

おぢば園

おふくろの味

たつみ

天理市川原城町250

茶小売

お会計から5％oﬀ

R4.1.25~R4.2.25

10:00~17:00

不定休

0743-62-0125

天理市川原城町727 フジヨシビル

居酒屋

付出しサービス

R4.2.1~R4.3.31

17:00~23:00

日曜日

0743-62-6505

おやの里

天理市川原城町366-2

介護事業

来訪時コーヒー1杯プレゼント

R3.12.15~R4.1.31

9:00~18:00

土･日･祝

0743-20-6924

オリーブ

天理市川原城町723

スナック

ドリンク一杯無料

R4.1.20~R4.2.20

19:00~0:00

日・祝日

090-1222-7231

R4.2.15~R4.3.15

9:00~18:30

不定休

0743-62-0730

R4.1.6~R4.2.28

17:00~23:00

火曜

0743-85-7010

R4.2.1~R4.5.30

15:00~21:00

日曜日

0743-20-6562

カウンセリング料金（完全予約制）お会計から300円引き

R4,1,20~R4.4.20

10:00~20:00

水

090-8166-4346

飲食店

パンケーキセット500円で提供（通常680円）

R4.1.10~R4.2.10

8:00~19:00

火曜日

0743-62-0228

飲食店

税込1,000円以上のご利用でコーヒー1杯無料

R4.1.1~R4.1.31

11:00~22:00

不定休

0743-63-8861

飲食店

ドリンク一杯プレゼント

R4.1.1~R4.2.28

19:30~24:00

日・祝日

090-2117-7391

R3.12.1~R4.3.31

18:00~24:00

無

0

セット料金（3,000円以上）の方にワンドリンクサービス

R3.12.24~R4.1.31

19:00~24:00

日･祝

0743-63-6288

アルコール飲料２０％ＯＦＦ

R4.1.21~R4.4.30

11:00~20:00

水

0743-63-4364

お菓子の店 ハーモニー 天理市川原城町112-2

お好み焼き鉄板焼 春道 天理市佐保庄町150

カイト体操クラブ

カウンセリングルーム プ
レイフルマインド

カフェテラス

オヅ

天理市西長柄町178

天理市豊井町129

天理市川原城町693

カフェナインストーリーズ 天理市田部町151－1

カラオケキューブ そら
ちゃん

カラオケラウンジ小雪

天理市川原城町230番地

菓子小売

飲食店

体操教室

心理カウンセリング

天理市西長柄町423長柄プラザ１Ｆ

カラオケ

カラオケ倶楽部ゆう

天理市川原城町341

カラオケ

クッキングボーイ

天理市川原城町87

飲食店

1000円(税別)以上お買い上げで、銀座餅(揚げ煎餅)１枚プレ
ゼント

お会計から10％オフ

新規のお客様に限り入会金ＯＦＦ、会費割引（初月の会費
6,000円を3,000円）

・セット料金を税込に。
・お一人様生ビール一杯サービス
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https://r.gnavi.co.jp/amp/
enh2t3j50000/

クリームアージュ

天理市富堂町76-9

美容業・サービス業

くるまCAMCAM

天理市杣之内町499

自動車整備・販売

クロロフィル美顔教室ロビ
ン

天理市川原城町303-2山本ビル507号

ゲンシン郡山インター店 天理市南六条町107

コーヒーパーラーすぎた 天理市川原城町326-1

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:30

月曜日

0743-63-1407

R4.1.5~R4.2.15

9:00~18:00

日・祝

0743-62-8088

ポイント2倍

R4.2.1~R4.3.31

10:30~19:00

水･祝

0743-62-0637

来店のお客様の車両に「愛車無料点検サービス」を実施

R4.1.4~R5.1.4

8:30~19:00

水曜日

0743-64-3553

飲食業

お会計から10%オフ

R4.1.1~R4.1.31

9:00~17:00

不定休

0743-62-0075

お会計から10％オフ

R3.12.24~R4.1.31

10:00~17:00

２・８・18日

0743-63-6000

R4.1.5~R4.2.5

17:00~24:00

不定休

0743-63-8345

マスク・マスクケースプレゼント

R4.1.15~R4.2.15

9:00~17:00

月・第2第３火

0743-64-3578

粗品進呈

R4.1.5~R4.4.30

9:00~18:00

月、第2･3月火

0743-62-0221

R3.12.15~R4.1.15

10：00～18：00

不定休

0743-62-0735

R3.12.20~R4.2.28

9:00~18:00

日・祝日

0743-63-1597

R3.12.20~R4.6.30

9:00~19:00

水曜日

0743-62-3177

スタンプラリー プラス1ポイントプレゼント

R3.12.11~R4.1.31

9:00~20:00

不定休

0743-69-6600

景品特典ティシュー（ポケットサイズ）

R3.12.15~R4.1.31

10:00~18:00

水、月末

090-3864-0102

化粧品指導販売

自動車販売・修理

さくらや

天理市三島町391－1

玩具小売

さっぺん

天理市川原城町345

お好み焼き

サロンド パリス

サロンド・オムラ

天理市二階堂上ノ庄町130-2

天理市三島町581

美容

美容室

お会計より100円引き

整備・修理代 10%オフ
エンジンオイル交換

半額

お会計から100円引き。

お会計1,000円以上で100円引き
さわむら履物店

天理市川原城町327

履物小物

2,000円以上で200円引き
4,000円以上で10％引き

シャトー薬局

ジョーシ洋品店

天理市三島町181シャトー三島１F

天理市三島町425

しらかばマッサージセン 天理市三島町368-1 リーベンホソダ
ター

シンフォニア

1F

天理市川原城町637

処方箋調剤
医薬品販売

男性洋服販売

鍼・マッサージ

喫茶

3,000円以上のお買上げのお客様に10％オフ

・1,000円以上お買上げのお客様は10％オフのサービス
・3,000円以上お買上げのお客様は靴下1足進呈
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https://www.instagram.co
m/salonde_paris/

シンムラ

すこやか治療院

スナック凜

ソムリエカフェ「leaf」

タイヤホイルショップ
MAX

ちゃんこ飛鳥山

天理市川原城町72

天理市川原城町781楠本第二ビル103

家庭用品・進物用品

整体

お会計から10％oﬀ

R3.12.7~R4.6.30

治療1回オリジナルノベルティプレゼント

R3.12.15~4.1.31

0743-63-5582

木曜日

0743-61-5811

カフェ

テイクアウトケーキ3個以上お買上げでもう1つプレゼント

R4.1.31~R4.2.13

お会計から500円引き

R4.1.25~R4.5.31

9:00~19:00

火曜日

0743-65-3399

R4.1.10~R4.2.10

16:00~23:00

不定休

0743-62-2113

R3.12.10~R4.1.31

11:30~21:00

火曜日

0743-62-0793

12:00~22:00

なし

090-2119-8948

木曜

0743-63-5313

タイヤ販売

ソフトドリンク限定100円引き

飲食業

お会計から50円引き。

てんてんてまり

天理市櫟本町3210-4

飲食業

マスク提供

R4.2.1~R4.2.28

てんりん

天理市前栽町45－4

飲食店

白ご飯大盛り無料

R4.1.1~R4.3.31

お会計から100円引き

R4.1.1~R4.1.31

天理市三島町392

天理市三島町154－7

天理市丹波市町
(店舗の所在地については電話にて確
認お願いします。)

バーバー呉

日曜日

天理市田部町530ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽＵ

天理市川原城町893

バー・エイチツー

0743-62-6839

R4.1.4~R4.3.31

つるや

ならろは

日･祝日

ソフトドリンク無料

天理市楢町196-1

下駄・雪駄小売業

歯科診療

(ｺｰﾗ､ｳｰﾛﾝﾁｬ､ｶﾙﾋﾟｽ）

歯ブラシ、歯磨き剤、入れ歯グッズ1ヶプレゼント/月1回

R3.12.22~R4.3.31

19:00~24:00

0743-62-0443

飲食店

飲食店

なぐら歯科クリニック

9:00~12:00
15:00~20:00

不定休

天理市守目堂町55-6

天理市川原城町273－5

とらや履物店

10:00~18:00

11:00～16:30
18:00~21:00

11:00~14:00
17:00~21:00

10:00~17:00

9:00~12:30
14:00~19:00

毎月8日18日28
日

https://karada-kaizen.com

https://www.instagram.co
m/chiyorin0227/

https://www.leaf1215.jp

https://www.chankoasuka
yama.com

0743-62-0916

木･日・祝日

0743-63-7838

不定休

0120-6363-04

2022年1月5日~3月31日まで利用できる割引チケットプレゼ
整体・ロミロミ(オイ ント
ル)マッサージ

R4.1.5~R4.2.28

500円割引チケット(ロミロミ整体)

10:00~20:00（完全予
約制)

300円割引チケット(整体)

天理市川原城町725 岡田ビル1F

飲食店

ハイボール1杯サービス

R4.1.15~R4.2.15

18:00~3:00

不定休

0743-62-9988

天理市川原城町287

理容室

スキャルプヘッドマッサージの施術

R4.2.1~R4.2.28

8:00~18:00

第2・3月火

0743-63-5382
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https://nara-loha.com

ハウスラック

天理市二階堂上ノ庄町306-2

ハウリンパウリン

天理市川原城町251生駒ビル1階

ハッピーエンゼル

天理市前栽町47－1

ひかり美容室

不動産業

ラーメン店

写真スタジオ

不動産売買に係る仲介手数料を50%oﬀ

R4.1.25~R4.8.31

チャーシュー1枚サービス

R3.12.中旬~R4.2.末

0743-63-8134

R3.12.15~R4.1.16

9:00~18:00

第1.2.3月・火曜

0743-62-0570

R4.2.1~R4.2.28

9:00~17:00

月・火

0743-68-5517

R3.12.20~R4.1.20

24時間

無し

0743-62-0030

R3.12.23~R4.1.31

0:00~24:00

なし

0743-63-4730

5個以上のお買上げで1つサービス

R4.1.1~R4.1.31

10:00~17:00

不定休

0743-63-0298

ヘアートリートメント施術サービス

R4.1.5~R4.3.5

9:00~18:30

月

0743-63-8844

日・火

0743-62-5151

天理市柳本町1306-1

飲食業

定食を注文された方、コーヒー無料サービス

ビジネスホテル いこい

天理市川原城町297

ホテル業

天理市三島町下五条391

びようしつ髪匠

ファットダンススタジオ天

天理市川原城町377-1グランドビル竹
ノ花A-1

回転焼販売

美容業

天理市川原城町272-2

ダンスレッスン

天理市布留町103－1

コンビニエンスストア

ブティック カロン

天理市川原城町327

婦人服販売

フラウラファーム

天理市楢町127－2

いちご農園

理
ファミリーマート大西天理
東店

090-8521-4732

火・木

ピクトン

びっく里焼はしもと

不定休

10:00~17:00

カット1回につきシャンプー代サービス

旅館業

17:00~2:00

0743-20-0939

R3.12.24~R4.1.24

美容室

天理市田部町543

12：00～14：00

水曜日

3,000円以上お買上げでオリジナルカレンダープレゼント

天理市川原城町842－3

ビジネス旅館やまべ

10:00~21:00

会計から100円引き

直接予約で夕食付のお客様にワンドリンク（ビール、日本
酒、ウーロン茶）サービス。

入会金500円オフ(他割引サービス併用可）

500円以上お買上げで、500mlのペットボトルの飲み物プレ
ゼント（なくなり次第終了）

商品をお買い上げの方にオリジナルノベルティをプレゼント

R3.12.15~R4.1.31

18:00~22:00
(土)14:00~21:00

R4.1.28～R4.3.31

6:00~24:00

なし

0743-69-5051

R4.1.15~R4.3.15

10:00~17:00

不定休

0743-63-0370

R4.1.1~R4.5.8

10:00~16:30

不定休

070-8361-4115

R４.1.17~R4.1.31

9:00~19:00

無

0743-63-7700

ﾌﾗｳﾗﾌｧｰﾑいちご狩り割引
1,000円以上のお会計で1組様300円ＯＦＦ
※他割引券との併用はできません。

フラワーショップ 花いち 天理市川原城町129-5 アメニティホ 生花全般及び造花の販
もんめ

ウコク１階

売

お会計から5％oﬀ
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https://www.zennichi.net/
m/luckgroup

https://yamabehotel.sakura.ne.jp

https://www.instagram.co
m/fraoulafarm/

フルカワカバン

天理市三島町392

袋物販売

フルカワサイクル

天理市富堂町202

自転車･修理･販売

フレッシュ やまだ

天理市川原城町892

食料品販売

お会計から10％オフ

修理代金10％割引
自転車はカタログ販売価格の割引後価格からさらに5%オフ

1,000円以上お買い上げの場合、10％oﬀ

R4.1.15~R4.3.15

10:00~17:00

R3.12.11~R4.1.31

9:00~18:30

R4.1.10~R4.1.31

8:30～20:00

2日、12日、22
日

木曜日

第1・2・3日曜
日

0743-62-0388

0743-62-0975

0743-62-0617

カットなどの施術をしていただいたお客様に、通常500円相
当の「頭皮マッサージ」を当日サービスいたします。
ヘアーサロン オム ニシ
モト

レディースシェービングで来店のお客様には、フェイシャル
天理市川原城町870

理容業

トリートメントの時にお首のトリートメント（通常300円相

R4.2.1~R4.3.31

当）も一緒にさせていただきます。

平日
土日祝

9:00~19:00

毎週月曜日

8:30~19:00 第2・第3火曜日

0743-63-4338

※特典サービスのみ不可、大学生以上とさせていただきま
す。

ヘアーサロン

ヘアーサロン

キシ

天理市櫟本町1474

理容

ソガベ

天理市三島町377

理容室

天理市長柄町644

理容業

ヘアーサロン ウエダ

ヘアースタジオアンジュ 天理市田町179

ヘアーブランドシゲキ

ヘアーリラクゼーション
ラピス

カット1名につきノベルティプレゼント

R3.12.15~R4.1.31

8:00~17:00

衛生マスクまたはコロナ対策用品プレゼント

R3.12.15~R3.12.31

8:30~18:30

R3.12.15~R3.12.31

8:00~19:30

マスク配布
シャンプー・トリートメント配布

理容室

マスクプレゼント

R3.12.22~R4.3.31

10:00~19:00

天理市長柄町1314-14

美容室

ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ3,000円につきﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ800円相当ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

R4.1.6~R4.12.31

9:00~18:00

天理市西長柄町454-103

美容業

シャンプー、トリートメントのサンプルプレゼント

R3.12中旬～R4.1末

9:00~18:00

R4.1.4~R4.1.15

8:00~19:30

月、火曜日
毎週月曜、第2,
第3月火
月曜日
第2・3日火

月・火

毎週月曜日
第2第3火曜日
毎週月曜日
第2、第3日曜

0743-65-0384

0743-62-0768

0743-66-0245

0743-62-1341

0743-66-3310

0743-66-1822

日曜日（不定休
ベーカリーメイ

天理市川原城町896

パン製造、販売

指定期間中ポイント3倍

あり）第1・3月

0743-63-8355

曜日
ベーカリーロミー

天理市川原城町879

パン製造販売･小売

ホッとカフェ紬

天理市三島町154-7

カフェ

お１人菓子パン惣菜パン5個まで100円

R3.12.20~R4.1.31

7:00~19:00

土曜

店内飲食のみ10％割引

R3.12.10~R4.1.31

11:00~18:00

第1・3火曜日

0743-62-4064

毎週月曜
第2・4日曜日
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0743-25-1721

http://hommenishimoto.club/

ボディショップ山口

天理市蔵之庄町300－3

ホビーの店ミヤニシ

天理市川原城町189

婦人衣料店

ほりうち美容室

天理市柳本町795-3

美容室

ミシン&ネーム刺繍モリタ 天理市三島町312

みちや谷奥本舗

自動車販売及び修理

ミシン販売修理刺繍加
工

ご利用いただいたお客様にワックス洗車サービス

R3.12.9~R4.3.31

9:00~18:00

日･祝日

0743-65-1456

お会計から１０％オフ

R4.1.11~R4.3.31

9:00~19:00

日曜日

0743-62-1106

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:00

月曜日

0743-66-1191

会計から10％オフ

R4.2.1~R4.3.31

10:00～18:00

木曜日

0743-62-0507

クイックヘッドマッサージ又はハンドケアマッサージを無料
体験サービス

天理市三島町424

名産店

税込み3,000円以上お買上げで粗品進呈

R4.1.1~R4.3.31

9:30~17:00

不定休

0743-62-1884

みやこ美粧園

天理市川原城町226

美容室

ヘッドスパ2,000円⇒1,800円

R4,1,5~R4.3.31

9:00~18:00

月・第2火曜

0743-62-0394

ムラタ洋品店

天理市川原城町388

婦人服販売

R3.12.10~R3.12.31

9:00~18:00

不定休

0743-62-0376

メガネのスズキ

天理市川原城町680

メガネの小売販売

お会計から10％oﬀ

R4.1.4~R4.12.31

10:00~19:00

火曜日

0743-62-3675

オプションパック 10％引き

R3.12.21~R4.1.20

9:30~20:00

メナードフェイシャルサロ
ン アイシス

モリノゲストハウス

やまかわ

天理市川原城町265 東田ビル201

天理市川原城町73-6

天理市三島町400

よろづ美装

リカーショップ

マルショ

ウ

りきいち

リサイクルショップハロー
ズ

ル・サロン・セゾン

エステサロン・化粧品
販売

飲食店

つるし柿・アクセサ
リー販売

天理市石上町696－7

清掃業

天理市兵庫町177-2

酒小売業

天理市川原城町817

とんかつ屋

天理市三島町128－1上田ビル

天理市二階堂上ノ庄町44-5

リサイクルショップ

理容業

お会計から10％oﬀ
マスクプレゼント

カフェ来店のお客様１０％オフ

日・祝・第2第4
月曜日

11:00~17:00

ストラップ10個以上購入で1個サービス

R3.12.31~R4.3.31

10:00~17:00

お会計から100円引き

R3.12.22~R4.2.28

8:00～17:00

日曜日

0743-20-6978

ポイント２倍

R4.1.28~R4.2.28

8:00~20:00

日曜日

0743-66-0332

水曜日

0743-63-9410

火

0743-63-8625

レ)ミニボトル)プレゼント
先着100名250円分の割引くクーポンを配布(500円以上購入
時に使用可)

化粧品1点につき100円割引
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R4.2.1~R4.2.28

11:30~15:00
17:00~22:00

R4.1.15~R4.4.15

11:00~18:00

R4.1.14~R4.3.31

9:00~19:00

日・25日、26日
以外休み

月曜日・第2第3
火曜日

/sp/shop/detail/00637378
s/

R4.1.1~R4.3.31

ご来店でオリジナルノベルティ(ぽんつゆ(しゃぶしゃぶ用タ

なし

https://www.menard.co.jp
0743-69-5777

090-7347-4010

https://moriguesthouse.jp/

0743-21-2783

0743-68-3377

https://sugino-oden.net

わかこヨガ

天理市西長柄町425

ヨガ教室

旭寿司

天理市川原城町72

飲食店

お会計から5％オフ

安兵衛

天理市丹波市町471

飲食店

お会計から100円引き

伊原写真館

天理市川原城町301-4

写真撮影・プリント

井利三

天理市川原城町273-2

漬物小売店

一粒

天理市三島町154

弁当販売

稲田酒造合名会社

天理市三島町379

清酒製造業

･アルコールウェットティッシュプレゼント

お会計が1000円以上で100円引き
お会計が5000円以上で10%引き

お会計より10%割引

1,000円以上お買上げでお茶プレゼント。お弁当1個につき1
本。
税込1,500円以上お買い上げでオリジナルおちょこプレゼン

R4.1.6~R4.3.31

10:00~20:00

水・日

090-8232-4399

R3.12.10~R4.1.31

11:00~18:00

土曜日(原則)

0743-62-0420

R4.1.1~R4.3.31

17:00~24:00

不定休

0743-63-1468

R3.12.20~R4.1.10

9:00~18:00

木曜日

0743-62-1808

R4.2.1~R4.2.28

10:00~16:00

第2第3日曜日

0743-62-0077

日・祝

0743-63-5299

R3.1.17~R4.2.28

8:30~お弁当なくなり
次第

R3.12.20~R4.2.28

9:00~17:00

不定休

0743-62-0040

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:00

日曜日

0743-62-1687

R4.1.10~R4.2.10

17:30~23:00

月曜日

R4.1.10~R4.3.31

8:30~17:00

土日祝

R3.12.20~R4.2.28

9:00~19:00

初回の方に割引券(1000円引き)プレゼント

R4.2.1~R4.3.31

10:00~20:00

不定休

0743-61-5770

1000円以上お買上げでお茶(500ml)1本プレゼント

R4.2.1~R4.2.28

11:00~18:00

月曜日

0743-85-6160

お会計から１０％オフ。

R4.2.1~R4.2.28

10:00~16:00

不定休

0743-62-1420

R3.12.20~R4.1.31

8:30~18:30

毎月23日

0743-62-0747

ト

1．当店指定の給湯器・ガスコンロご購入で手指消毒液等
榎堀商店

天理市川原城町339

LPガス・灯油・住設機 グッズプレゼント。
器・たばこ等販売施工 2．たばこ1カートンお買い上げでライターとティッシュ各1
個プレゼント。

縁

奥村硝子店

天理市川原城町723

天理市田町83-4

飲食店

ｻｯｼ板硝子販売施工

岡田神具装束店

天理市川原城町306

神具装束販売

温浴スパ リオラ

天理市指柳町307-1

リラクゼーション

佳たろう

天理市勾田町31-12

飲食業

河畑はちみつ屋

天理市川原城町252

はちみつ販売

花田米穀店

天理市川原城町205

米販売

ドリンク1杯無料

硝子割替施工費

10％割引

アミド張替施工費

10％割引

マスク1枚プレゼント

米10㎏お買い上げ毎に100円引き
米5㎏お買い上げ毎に50円引き
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第1第2第3火曜
日

0743-62-1280

0743-63-0116

http://inaten.com

株式会社 シマヤ

天理市川原城町694

株式会社 甘露園

天理市三島町401

株式会社 森下

天理市三島町563-1

酒屋

茶製造・卸・小売

神具販売

お会計から10％oﬀ

R3.12.18~R4.3.31

9:00~19:00

火曜日

0743-62-0323

税込1,000円毎においしいくず湯1袋サービス（最大7袋迄）

R4.1.4~R4.1.31

11:00~18:00

不定休

0743-62-0246

マスク提供

R4.1.26~R4.2.28

9:00~18:00

水曜日

0743-63-0336

R3.12.20~R4.1.31

9:00~18:00

水・日

0743-20-0542

R4.1.4~R4.1.31

9:00~17:00

土･日･祝

0743-83-0521

R4.1.25~R4.8.31

10:00~21:00

不定休

0743-85-4841

R4.2.1~R4.3.31

9:00~19:00

日･祝

0743-61-0766

R3.12.20~R4.3.25

10:00~17:00

不定休

0743-68-2828

修理、車検等（5,000円以上のもの）1,000円引き

R4.1.1~R4.1.31

9:00~18:00

日曜日

0743-67-2607

お会計から100円引き

R4.1.4~R4.1.31

9:00~17:00

土･日･祝

0743-83-0477

税込3,000円以上お買い上げで、JDHヘアバンドをプレゼン
株式会社 Majestic Plan 天理市二階堂上ノ庄町141番地25

スポーツ用品販売

ト。
(プレゼントには数に限りがありますので、なくなり次第終

https://majestic-plan.co.jp

了とさせていただきます。)

株式会社LCIPARTS

天理市嘉幡町545-1

株式会社LUCK RICE

天理市二階堂上ノ庄町306-2

株式会社エムピイシー

天理市櫟本町854-1

株式会社ホリデイプラン 天理市守目堂町106-1

バイクパーツの販売

自動車販売・修理

カー用品バイク用品販
売

一般旅行業

株式会社マイスター

天理市三昧田町109

車両販売、修理

株式会社ルノータス

天理市嘉幡町545－1

腕時計の販売

株式会社坂下木材商店

天理市三島町167

株式会社天理スポーツ社 天理市川原城町383

気まぐれ家

天理市田井庄町713

吉岡装束店

天理市三島町425－2

ご来店のお客様から100円引き

オイル交換時に撥水ウォッシャー液500円相当を無料サービ
ス
お会計から5％オフ
税込5,000円以上お買上げで、オリジナルカレンダープレゼ
ント。(なくなり次第終了)
旅先の吉方方角を鑑定
トラベルグッズ進呈

木材販売

木材カットサービス(本来1カット 50円)

R.3.12.10~R.1.31

8:00~17:00

日・祝日

0743-62-0306

天理スポーツ社

お値段にかかわらず対象者にマスク進呈

R3.12.7~R3.12.末

9:00~19:00

不定休

0743-63-2220

火曜日

090-3614-5383

飲食店

ソフトドリンク1杯サービス

R4.2.1~R4.3.31

和服･小物販売・小売 税込3,000円以上お買上げのお客様に対して、ナイロン製の
業

(Twitter)
＠luck_rice

腰紐1本プレゼント
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R4.1.1.~R4.1.31

11:30~14:00
18:00~21:00

11:00~16:00

毎月2日･8日･18
日

0743-62-0223

https://renautus.com

https://peraichi.com/landi
ng_pages/view/l17ov/
https://r.goope.jp/tenrisp
orts

吉川青果店

天理市川原城町307-1

野菜と果物の小売

喫茶かざぐるま

天理市三島町下五条375

飲食

宮西青果店

天理市川原城町189－1

青果食料品店

3,000円以上お買い上げの方、お会計から10％oﬀ

R4.1.22~R4.4.21

9:00~19:00

毎月８日

0743-62-0758

すべてのドリンク50円引き

R3.12.8~R4.1.31

8:00~17:00

不定休

0743-63-2125

3,000円以上お買上げでヤキぐり１パック

R4.2.1~R4.2.28

9:00~19:00

日曜

0743-62-0750

R4.1.1~R4.2.28

9:00~17:00

2日、8日、18日

0743-62-0198

弓仲正金物店

天理市三島町433

小売業

「弓仲正」印の刃物

牛肉BAL plat

天理市川原城町267－1

飲食店

ドリンク一杯無料

R4.1.5~R4.1.31

17:00~24:00

火曜

0743-85-6129

牛又精肉店

天理市川原城町２７０

精肉小売業

お会計から８％オフ

R4.1.24~R4.2.28

9:30~18:00

金曜日

0743-63-2228

5％oﬀ

居酒屋 小梅

天理市川原城町898

飲食店

数品ある日替わり鉢物の中から1品サービス

R4.1.10~R4.3.30

17:30~23:00

日･祝

0743-63-7660

居酒屋 夢路

天理市田井庄町529

飲食業

飲食3000円以上の方ワンドリンクサービス

R4.2.1~R4.2.28

17:30~23:00

火曜日

0743-63-6419

天理市川原城町341－1

飲食店

付出しサービス

R3.12.24~R4.1.31

17:00~23:00

日･祝

0743-63-6288

串ん坊

天理市川原城町339

飲食店

ハイボール、チューハイのいずれか一つサービス

R4.1.11~R4.3.10

17:00~23:00

日曜

090-8754-3637

穴ぐら

天理市川原城町817

飲食店

R3.12.16~R4.6.30

17:30~24:00

水曜日

0743-63-2466

御紋焼本舗

天理市川原城町680

飲食店

お会計から10％オフ

R4.1.4~R4.3.末

10:00~19:00

火

0743-62-3364

更科

天理市川原城町306

飲食業

店内飲食に限り、お会計から５％oﬀ

R4.1.11~R4.2.28

不定休

0743-62-0014

今西商店

天理市川原城町812

文具店

会計から10%引き

R4.1.15~R4.2.28

9:00~18:00

なし

090-3283-0086

佐藤水道工業所

天理市丹波市町181

上下水道工事店

施行されたお客様にウェットティッシュプレゼント

R3.12.24~R4.1.31

8:00~17:00

土・日

0743-62-3031

居酒屋 遊

店内飲食に限り、お会計から5％oﬀ(飲み放題付コース料理は
対象外)
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11:00~18:30(ラスト
オーダー)

https://hitosara.com/0006
130656/

阪東花店

天理市川原城町325

生花販売

三木スポーツ商会

天理市兵庫町451-2

スポーツ用品小売業

榊 250円を200円でサービス

R3.12.13~R3.12.25

8:30~17:30

無

0743-62-0820

R4.2.1~R4.3.31

9:00~20:00

不定休

0743-66-0138

R3.12.20~R4.3.31

8:00~17:00

日・祝日

0743-67-0341

R3.12.23~R4.3.31

8:00~20:00

無し

0743-66-2015

R3.12.15~R4.1.15

9:00~18:00

日曜日

0743-63-5310

税込3,000円以上お買上げで、300円割引又は5,000円以上お
買上げで、500円割引。（お一人1日1回限り。学校指定割引

https://mikispo.com

商品は除く。)

山本松産業株式会社

天理市柳本町889-1

布団販売・製造

商品価格(税抜)から5％値引き

買い物をしていただいた方に、化粧品のサンプルをプレゼン

児島商店

天理市柳本町138

日用品・たばこ小売業

写真のハッピー

天理市三島町124

写真撮影・プリント

写真の天馬

天理市乙木町825

写真館

請求金額から１０％オフ

R4.1.27~R4.12.31

9:00~18:00

なし

090-2355-6441

天理ビル301

お会計から1000円引き。

R4.1.20~R4.2.15

8:00~20:00

日曜日

0743-89-2455

お会計から100円引き

R4.1.5~R4.3.31

22:00~26:00

不定休

0743-85-5877

R3.12.16~R4.1.31

10:00~17:00

不定休

0743-65-0261

R4.1.1~R4.1.31

8:30~16:30

不定休

0743-62-1112

対象工芸品1割引

R3.12.25~R4.3.31

9:00~17:00

3,000円以上お買上げにつきタオルプレゼント

R3.12.15~R3.12.29

10:00~17:00

水曜日

0743-62-0847

住まいるサービス

小料理みつば

昌栄堂

天理市川原城町680

天理市田井庄町546矢追マンション１
Ｆ

天理市櫟本町1489番地

飲食店

和菓子販売

上志商店

天理市三島町423

小売業

上田正月堂

天理市三島町567

名産品小売

城家洋品店

天理市三島町420-3

食の発信地 東大門

信華楼

新立亭

天理市川原城町698天理駅前第2ビル
２Ｆ
天理市川原城町816 天理ステーショ
ンストア

天理市川原城町326

婦人洋品雑貨

ト。
税込み3,000円以上お買い上げでオリジナルカレンダープレ
ゼント

10個以上お買い上の方におまんじゅう1個サービス

1,000円以上お買い上げで、粗品プレゼント

毎週水
２・８・18日

0743-62-0237

居酒屋

ポイントカード通常の2倍サービスします。

R4.1.2~R4.2.28

17:00~25:00

なし

0743-69-4661

飲食店

飲み物(酒類・ソフトドリンク)1点につき50円引き

R4.2.1~R4.3.31

11:00~20:00

水曜日

0743-62-3441

R4.2.1~R4.3.31

11:00~16:00

不定休

0743-62-0206

飲食業

800円以上のご飲食時、抽選1回（大当たり300円、ハズレ
100円引き)
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https://yamamotomatsu.s
hop-pro.jp/

https://smileservice.net/

森口酒店

天理市三島町429-1-2

酒類販売

森田アロエ本舗

天理市蔵之庄町37-1

アロエ栽培加工･小売

森本呉服店

天理市長柄町786-3

呉服･和装小物小売

杉田果物店

天理市川原城町326-1

整体・接骨はがくれ

天理市石上町594-1-101

果物・缶詰販売
整体・接骨

呈
3,000円以上お買い上げで10％オフ

R4.2.1~R4.12.31

8:00~20:00

無休

0743-65-3030

R4.1.6~R4.12.31

9:30~19:00

水曜日

0743-66-0070

R4.1.1~R4.1.31

8:30~18:00

不定休

0743-62-0075

水、日曜日

0743-65-3733

9:00~12:30

090-9621-0020

R4.1.31~R4.3.31

10:00~20:00

日曜日

0743-85-6513

月極料金から300円引き(1ヶ月分のみ)ただし新規契約者のみ

R3.12.15~R4.1.31

6:10~19:30

日曜日

0743-62-0926

ビデオ制作

マスク３枚進呈

R4.1.20~R4.6.30

9:00~18:00

不定休

0743-62-0596

ティッシュ１箱

R4.1.13~R4.2.13

11:30~15:00

月・火

0743-67-3731

税込3,000円以上お買上げで景品(呉服用小物)プレゼント

R3.12.13~R4.1.31

9:00~17:00

不定休

0743-62-1190

2,000円以上お買い上げで韓国のり1つサービス

R3.12.18~R4.1.18

9:00~18:00

なし

0743-62-0626

天理市川原城町842

斉藤ビデオ屋さん

天理市杉本町383-47

石臼挽蕎麦かおく

天理市柳本町2918

そば屋

石西呉服店

天理市三島町408-1

呉服･装束販売

川村食料品

天理市川原城町324-1

食品小売店

創作和食 和楽

天理市川原城町301-6

飲食業

天理市川原城町740番地

ご来店お買上げのお客様に次回から使える500円の商品券進

不定休

お会計から500円引き

西村自転車店

村島米酒店

料サービス

8:00~17:00

R3.12.15~R4.1.31

天理市勾田町433-13ＭＳ102

天理市二階堂北菅田町1-4

アロエ加工品、粉末、オリジナルハンドクリーム試供品を無

0743-62-0135

R3.12.10~R4.3.31

カイロサービス

整体Current

増田工業

商品お買い上げのお客様に粗品(100～300円程度)プレゼント

整体
自転車駐輪所・販売修
理

管工事業

米・酒販売

お食事された方にコーヒー・紅茶1杯サービス（ランチタイ
ムのみセルフサービス）

16:00~20:30

11:00~14:30(LO
R4.1.6~R4.3.31

14:00)
17:00~22:30(LO

家庭の水回りの修理・交換を契約でトイレットペーパー（12

水曜日
毎月14日

080-6123-6478

R4.1.5~R4.3.31

10:00~16:00

土・日

0743-64-0089

R4.1.6~R4.1.31

9:00~18:00

日・祝日

0743-62-0068

来店アンケートご記入でQUOカードプレゼント

R4.1.6~R4.2.28

8:30~17:00

日・祝

0743-66-2444

ロール）プレゼント
ご来店いただき税込500円以上お買い上げで、缶ジュース又
は缶コーヒー1本プレゼント

大光建設株式会社

天理市柳本町2562

建設業

大阪大将 天理店

天理市川原城町314

飲食店（中華）

お会計から50円引き

R4.2.1~R4.2.28

11:30~21:00

木曜日

0743-63-0898

大和の海 海老蔵

天理市川原城町732

飲食業

お通し一品サービス

R3.12.23~R4.1.31

17:30~23:30

日・月

0743-63-7477

辰馬食堂

天理市川原城町325

一般食堂

食事に対して5％割引

R3.12.15～R3.12.25

10:00~19:00

無

0743-62-1088

R3.12.15~R3.12.31

9:00~19:30

男と女のカットサロン フ
クダ

天理市川原城町305

ヘアーカット.パーマ. 来店のお客様にドリンクor携帯用消毒ハンドジェルor不織布
カラー.顔剃り

マスクのいずれかプレゼント
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月曜,第2第3月,
火曜連休

0743-62-0684

https://tenriwaraku.com

https://daikou-co.jp

男前サロン 一寸法師

天理市西長柄町363-4

理容業

竹田燃料店

天理市川原城町393-1

ガス事業

中川クリーニング店

天理市柳本町1184-5

クリーニング業

中村電器

天理市成願寺町211-2

家電販売

中村薬局

天理市三島町377-2

医薬品販売

長野酒店

天理市富堂町300-31

小売酒類販売

来店者にティッシュとマスクプレゼント

毎週月曜日、第

R3.12.16~R3.12.31

7:00~18:00

ガス機器購入時、工賃10%オフ

R4.1.20~R4.4.30

8:00~18:00

日

0743-62-1428

お会計1000円につきワイシャツ1枚無料

R3.12.15~R4.2.28

7:00~20:00

なし

0743-66-0358

1,000円以上で粗品贈呈

R4.1.14~R4.2.28

9:00~18:00

日曜日

0743-66-1952

お会計から5％oﬀ

R4.1.5~R4.1.31

9:00~18:00

日・祝日

0743-62-0083

R4.2.1~R4.6.30

9:00~18:00

日曜日

0743-62-4310

R4.2.1~R4.2.28

17:00~24:00

月曜日

0743-63-3559

R4.12.19~R4.12.28

10:00~18:00

不定休

0743-63-0274

R3.12.15~R4.1.15

9:00~16:00

年末(28~31日)

0743-62-1286

2第3火曜日

0743-66-3033

mentality.jp

税込3000円以上お買い上げの方、100円引き。
また、税込み2000円以上お買い上げの方、天理市内(一部除
く)無料配達。

天理すぎ乃

天理書房
天理袋物株式会社

天理市川原城町229

天理市川原城町306-1
天理市川原城町325

奈良ジェットツーリスト 天理市櫟本町885
南青果店
二代目 山嵐

天理市川原城町268－11
天理市川原城町52-1 中大路ビル101

飲食店（居酒屋）

小売業（カバン）

R4.1.15~R4.5.31

10:00~17:00

土、日

0743-65-1817

野菜果物店

税込300円以上お買上げの方お会計から10％オフ

R4.1.10~R4.3.10

10:00~18:00

水曜日

0743-62-0351

お1人様につき、1ドリンクサービス

R4.1.3~R4.1.30

17:30~25:00

水

0743-62-8068

R3.12.29~R4.2.28

10:00~18:00

水曜日

0743-62-2290

R4.1.1~R4.1.31

17:00~24:00

無休

0743-63-0029

10:00~17:30

月4日

0743-63-4870

飲食業

肉匠 迎賓館

天理市勾田町115-1

焼肉

日の出食堂

天理市三島町401

飲食店

日の本食料品店

天理市川原城町72

食料品小売業

天理市櫟本町841－1

ント
来店者にマスクプレゼント

和菓子製造・販売

八島呉服店

税込み1000円以上お買い上げで、お好きなポーチ1つプレゼ

国内旅行業

天理市丹波市町12-5

天理市杣之内町123-1

レ)ミニボトル)プレゼント

書籍の卸、出版、販売 シオリプレゼント

二福堂

農家カフェ けやき

ご来店でオリジナルノベルティ(ぽんつゆ(しゃぶしゃぶ用タ

ランチ・喫茶・野菜販
売

呉服店

お餅注文の方にきな粉プレゼント
デザートアイスサービス

R4.1.10~R4.3.31

現金会計1,000円以上で10％オフ

毎月26日は対象外

税込1,000円以上お買い上げで10％oﬀ

R3.12.20~R4.1.31

9:00~18:30

日曜日、不定休

0743-62-0921

ポイントカード倍おし

R3.12.10~R4.2.28

10:30~16:00

火・水

090-3485-0709

R4.1.5~R4.2.末

9:00~17:00

日

0743-65-0118

3,000円以上のお買上げの方、和装小物をプレゼント
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https://sugino-oden.net

info@yakinikugeihinkan.co
m

https://www.tenrikeyaki.com

発達支援ルームよろこび
キッズ

天理市三島町117

児童発達支援施設

1回利用につき、ウェルカムティーをサービス。

R4.1.27~R4.3.31

10:00~18:00

日曜日

0743-25-1753

限定100名様に景品プレゼント

R4.1.5~R4.1.31

9:00~18:00

毎月第2・3月火

0743-62-3088

土･日

0743-61-5122

髪切り処 楽

天理市川原城町833

理容室

美光商事株式会社

天理市田井庄町523

住宅設備卸販売

税込3,000円以上お買上げで景品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

R4.1.6~R4.2.6

8:30~17:00

美容室パル

天理市田井庄町523

美容室

税込3,000円以上お買上げで景品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

R4.1.7~R4.2.7

9:00~17:00

お買上げ金額より10％割引

R3.12.5~R4.2.末

10:30~16:00

お買上げの方にお会計から10％引き

R4.1.1~R4.3.31

9:40~16:30

エンジンオイル交換料金より10%オフ

R3.12.20~R4.1.31

AM8:30~PM6:00

婦人服キタダ
冨澤文具店
福住自動車株式会社

天理市川原城町491－4
天理市三島町320－2
天理市福住町3604

衣料販売
文具･玩具店
自動車販売、整備

毎週月
第1第2火
不定休
火曜日（不定
休）
日、祝日
月曜

0743-62-1433
0743-62-3608
0743-69-2301

天理市森本町145－2

美容室

施術していただいた方にマスクプレゼント

R4.1.10~R4.2.10

9:00~17:00

保田神具店

天理市三島町581－1

神具店

お会計から５％オフ

R4.2.1~R4.2.28

10:30~17:00

不定休

0743-62-0769

北村商店

天理市三島町410-2

衣装品店

お買上げ1,000円以上の方に粗品進呈

R3.12.20~R4.2.20

9:30~16:30

2日、8日、18日

0743-62-0762

お会計から5％oﬀ

R3.12.22~R4.1.31

9:00~17:00

不定休

0743-62-0553

R3.12.中旬～R4.2.末

17:00~22:00

水曜日

0743-63-1630

R3.12.27~R4.1.31

8:00~17:00

毎週土・日

0743-62-0435

第1・第3木曜日

0743-62-8338

北田政商店
北乃家
本庄商会

天理市三島町407

米販売

天理市田井庄町529－5

居酒屋

天理市川原城町121

水道設備工事

ワンドリンクサービス
(ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ、生ﾋﾞｰﾙ(小).ｻﾜｰ.ｸﾞﾗｽﾜｲﾝ.ﾊｲﾎﾞｰﾙ）
マスクプレゼント
入浴剤1つプレゼント

8:30~12:30

0743-65-3598

本田接骨院

天理市川原城町260 川端ビル1F

接骨院

又一衣服店

天理市三島町583

衣料品

お買上げ会計から5％割引

R4.1.20~R4.3.20

8:30~16:30

毎月3回

0743-62-0452

味どおらく

天理市三島町586

飲食店

たこ焼き増量サービス

R4.2.1~R4.2.28

11:00~17:00

不定休

0743-63-2337

替玉1玉に限り無料

R4.2.1~R4.2.28

火曜日

0743-62-1555

日曜日

0743-62-1439

不定休

0743-62-1971

麺屋 PAITON

天理市川原城町113-1

ラーメン店

麺屋しりとり

天理市守目堂町105-1

ラーメン屋

柳内写真店

天理市川原城町882

写真業

ハンドマッサージ・ヘッドマッサージ 無料体験

麺類注文の方にトッピングいずれか1点無料（味玉、メンマ
増し、のり増し）
お会計から10％oﬀ

R4.1.6~R4.2.28

R4.1.3~R4.3.31

R3.12.17~R4.2.28
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14:00~19:30

11:30~14:00
18:00~24:00
11:00~15:00
17:00~22:00
9:00～19:00

hiroba.net/kids/

0743-62-1871

米杉美容室

第2火曜第3日曜

https://yorokobi-

https://www.instagram.co
m/siritoritenri/

柳本自動車整備工場

天理市柳本町878

有限会社 辻井食品工業所 天理市川原城町666

有限会社 天理交通
有限会社 南都観光社

天理市川原城町332-1
天理市川原城町332-1 南都観光ビル
1Ｆ

自動車販売･整備

麺類製造業・小売
一般貸切旅客自動車運
送事業
旅行業

有限会社 澤井紙器製作所 天理市丹波市町369

紙箱の製造・販売

有限会社ボタンヤ堀内商店 天理市川原城町326

化粧品販売・小売店

有限会社メモリーショップ

天理市前栽町88－25

贈答品販売

有限会社ラック

天理市石上町363－1

雑貨･ギフト販売

有限会社浦西神具店

天理市川原城町388

神具小売業

ノト

有限会社浦西薬品
有限会社中山製菓所
洋食Ｋａｔｓｕｉ 山の辺
の道

陽ざし

天理市川原城町246番地

里山文庫
流泉堂表具店
鈴木時計店

9:00~18:00

R4.2.1~R4.2.28

8:00~16:00

月・土

0743-62-0147

https://tsujiifood.com/

貸切バス契約者にオリジナルトートバッグプレゼント

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:00

なし

0743-62-5881

http://tenri-k.jp/

旅行商品契約者にオリジナルトートバッグプレゼント

R4.2.1~R4.3.31

9:00~18:00

日曜日

0743-62-5850

https://www.nanto-k.jp

R3.12.11~R4.2.11

9:00~17:00

土・日

0743-62-0408

R3.12.8~R4.1.31

10:00~18:00

不定休

0743-63-0160

R4.1.1~R2.末

9:00~19:00

不定休

0743-62-0515

税込3,000円以上お買上げでティッシュＢＯＸ1個プレゼント

R4.1.20~R4.2.28

8:00~18:00

日･祝日

0743-61-0556

マスクプレゼント

R4.1.14~R4.2.28

9:00~18:00

火曜日

0743-62-0363

R4.１,11~R4.3.31

9:00~19:00

祝日

0743-62-3456

R3.12.16~R3.12.31

9:30~18:00

水曜日

0743-62-0481

第1月曜日

0743-67-3838

木

0743-63-1421

500円以上お買い上げの方に、うどんセット1食分（うどん・
だし）をプレゼント

ご来店いただいた際には有料サンプルボックスを無料プレゼ
ント
値段にかかわらず、対象者に化粧品のサンプルセットを進呈
来店者にマスクを進呈

保険調剤と医薬品一般 当店の「あいうえおスタンプカード」2倍ポイント進呈（お
販売業

買い上げ500円毎に1ポイント）

お菓子小売

マスクのプレゼント

天理市丹波市町448-6F

レストラン

お食事していただいた方に食後のコーヒープレゼント

R4.2.1~R4.2.28

唐揚げ2個サービス

R4.2.1~R4.2.9

天理市川原城町834

天理市杉本町275-1

飲食店

理容

理容室

第2・4土曜日

R3.12.15~4.1.31

ビス。

天理市川原城町383

理美容総合サロン オクダ 天理市福住町6883

理容 ウィル

税込2,000円以上お買上げで、プロントガラス撥水加工サー

カット1回につき香水石けんプレゼント

3,000円以上お支払いの方にＴ字カミソリ（1,000円相当）プ
レゼント(先着50名様)

月火水

8:30~17:00

その他

8:30~21:00

11:00~14:00
17:00~21:00

日・祝日

月、第2・3火曜

0743-66-0888

R3.12.15~R3.12.31

9:00~7:30

R4.3.1~R4.3.31

8:00~19:30

月

0743-63-7764

日

料理教室･民泊

里山文庫のお風呂で使用している薬草入浴剤をプレゼント

R4.2.1~R4.3.31

16:00~翌10:00

不定休

090-2746-9472

天理市柳本町798－1

障子･襖の張替

表具代金税込11,000円以上で付属品プレゼント

R4.1.11~R4.5.7

9:00~18:00

日･祝

0743-67-1514

お会計から10％oﬀ

R4.3.1~R4.4.30

10:00~18:00

火曜日

0743-62-3675

時計・宝石・貴金属小
売
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m/sawai_siki/

https://katsui1999.com

0743-69-2880

天理市成願寺町197－1

天理市川原城町680 天理ビル1F

https://www.instagram.co

https://www.satoyamapla
n.com/
http://n-ryusendo.com

倭の里

天理市勾田町163-1

製造・小売

500円以上お買い上げの方にみたらしをプレゼント

R4.1.5~R4.1.13

8:00~18:00

不定休

0743-63-0393

脇坂手袋製作所

天理市長柄町1921

靴下･手袋製造販売

税込5,500円以上お買上げで、5本指靴下プレゼント

R4.1.11~R4.12.28

10:00~17:00

日･祝日

0743-66-2113

櫻井畳店

天理市西長柄町633

畳製造販売

R4.1.12~R4.3.31

9:00~17:00

日曜日

0743-67-0915

畳･網戸張り替え、障子張り替えのお客様に畳コースター、
畳ミニ、畳小物プレゼント
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https://www.wakisakagloves.com
http://sakuraitatami.com/

