
西川商店 (赤目町柏原) 二代目 はこだて (蔵持町原出) カフェ　ポアロ (瀬古口(ハートアイランド1F))

湯元赤目 山水園 (赤目町柏原) モスバーガー名張店 (蔵持町原出) 居ざ家や　稔人 (瀬古口(ハートアイランド2F))

TAKIGAWA赤目 (赤目町丈六) 焼き鳥　わらいち (蔵持町原出) あげもの家 １カラット (つつじが丘北3)

寿司・割烹　にしおか (赤目町丈六) 焼肉亭 とらじ (蔵持町原出) 家庭料理　ほおずき (つつじが丘北3)

赤滝茶屋 (赤目町長坂) 喫茶　ル・ポール (黒田) すし勘 (つつじが丘北3)

赤目グリーンビレッジホテル三角カフェ (赤目町長坂) ダイハン黒田店 (黒田) スタミナ.けん (つつじが丘北5)

赤もみじ (赤目町長坂) 森の熊さん (結馬) 若蔵 (つつじが丘北5)

伊賀のかくれ宿　赤目温泉隠れの湯　対泉閣 (赤目町長坂) お酒と料理　しゅん (鴻之台1) Leaf (中町)

カフェ ニチヨウ(へこきまんじゅう　たまきや) (赤目町長坂) 季節料理とお好み焼　一休 (鴻之台1) 古書からすうり (中町)

大日屋 (赤目町長坂) 市庁舎食堂 弥助 (鴻之台1) 粗忽堂 (中町)

滝本屋 (赤目町長坂) 鈴よし (鴻之台1) ダイハン中町本店 (中町)

長坂のKakashi (赤目町長坂) 名張　和心（まごころ） (鴻之台1) 手打蕎麦うどん　かみ六 (中町)

アニエス・ガーデン名張 (朝日町) パン処　ひびき (鴻之台1) あすの澪 (夏見)

食堂　あさひ (朝日町) Purana（プラーナ） (鴻之台2) 備長炭火焼　旨鶏 (夏見)

炭火焼き三太夫 (安部田) 天晴れ (鴻之台2) 唐勝 (夏見)

古民家cafeこのは (井手) 鰻　伊賀 (鴻之台2) 京料理　割烹　伊くま　名張店 (夏見)

田吾作 (梅が丘南3) 酒場 宗右衛門町 (鴻之台2) フレンチクオーターラブ (夏見)

ビストロ de gaji庵 (梅が丘南3) 焼肉レストラン　奥田 (鴻之台2) 港屋珈琲　名張店 (夏見)

清風亭 (鍜冶町) ル・マルシエ (鴻之台2) 来来亭　名張店 (夏見)

中国料理　龍王 (春日丘1) 麦の穂　名張店 (鴻之台3) カフェ＆ダイニング　ゆず (東田原)

cafe sanaburi (上小波田) 29BAR S (栄町) こんぴら亭 (東田原)

パラドックス (上小波田) Happy you さんきゅうや (栄町) 創作和食　知 (東田原)

古民家レストラン　オステリアciao (上八町) 居酒屋 楽市楽座 (栄町) トラットリア　パストラーレ (東田原)

中国料理　敦煌　上八町店 (上八町) やきとり大吉　名張駅前店 (栄町) フルル (東田原)

ゆとり (希央台1) 番じゃ屋敷 (榊町) Queen (東町)

くつろぎ味処桔きょう (希央台2(癒しの里名張の湯)) モカズテイル(MOCA's TALE) (桜が丘) 魚忠　豊 (東町)

カレーハウスＣoＣo壱番屋　名張店 (希央台3) ダイニングキッチン球磨 (さつき台2) 幸寿司 (東町)

隠家 Ajito (希央台3) つぐみカフェ (下小波田) 居酒屋　一集 (平尾)

創作和食　美魚 (希央台3) カップオブティー (下比奈地(MEGA ドン・キホーテUNY名張店)) 駅前焼き肉 NikuMachi (平尾)

菓FE　JOLION (希央台4) 瑞福祥（MEGAドン・キホーテUNY名張店） (下比奈地(MEGA ドン・キホーテUNY名張店)) 賛急屋 (平尾)

クオーレ (希央台4) 51上久保ぶどう園 (青蓮寺) 食どころ　きはらし (平尾)

桔梗が丘ヴェルージュ (桔梗が丘1) yuno cafe (青蓮寺) 居酒屋中むら (平尾)

ダイニングバー 串膳 (桔梗が丘1) イングルサイドカフェ (青蓮寺) 丸池寿司 (平尾)

Bar ロール(L'or) (桔梗が丘2) 垣本ぶどう園 (青蓮寺) すし登美 (富貴ヶ丘4番町)

スウィーツ・セラピー (桔梗が丘2) 青蓮寺湖ぶどう組合 (青蓮寺) 御料理・仕出し　は里まや (松崎町)

寿司たかだ (桔梗が丘2) そば.けいた (青蓮寺) ＪＵＮ (丸之内)

不二家桔梗が丘店 (桔梗が丘2) 栢本農園 (青蓮寺) 居食屋　伊和希 (丸之内)

R+INK (桔梗が丘4) 福田ぶどう園 (青蓮寺) 居酒家きっちん (丸之内)

BAR code (桔梗が丘5) 山本ぶどう・いちご園 (青蓮寺) サロンアスピア (南町(アスピア2F))

DELI DELI（デリデリ） (桔梗が丘5) 青蓮寺レークホテル (青蓮寺峯の山) 珈琲探求処　珈豆坂 (美旗町中1)

ビーフレストラン 金谷 (桔梗が丘8) 遊食倶楽部　こいずみ (新田) 生地たこや喜　げんば名張本店 (元町(イオン名張店0F))

コーヒーショップ　コロラド (木屋町) 韓国料理Cheyone(チェヨン) (すずらん台西1) 丸福精肉店 (元町）

和の庄　平井亭 (葛尾) 陽だまりcafe (すずらん台東3) Colorful JP (百合が丘西1)

あじへい桔梗が丘店 (蔵持町原出) 割烹仕出し　やまもと (瀬古口) 日本料理　和Ａnnあん藤 (百合が丘西1)

伊賀よし (蔵持町原出) 食べ処 若菜 (瀬古口) 寿司割烹　醍醐 (百合が丘西6)

歌行燈　名張店 (蔵持町原出) ラ・シルフィード (瀬古口) レストラン　アミティエ (百合が丘西6)

お好み焼ハウス　とらじろう (蔵持町原出) 中国料理　敦煌 (瀬古口)

名張亭満月 (蔵持町原出) イタリア料理ブォーノ (瀬古口(ハートアイランド1F)) 9月17日時点１42店舗

がんばろう名張の観光・うまいもん地元応援券 取扱店一覧 9月17日時点での一覧です
追加更新された店舗名には下線


