
☆大阪エリア

カテゴリー No. 運営会社名 施設名 お知らせ 電話番号 住所 アクセス 特典（クーポン券提示）

1 近鉄リテーリング つきひ　上本町店 ー 06-6772-2786 大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５　　近鉄百貨店上本町店１２階
近鉄線 大阪上本町駅 徒歩2分

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分

2 近鉄リテーリング 月日亭　難波店 2021年1月　閉店 06-6644-0235 大阪市中央区難波４丁目１番１５号　　近鉄難波ビル地下２階
近鉄線 大阪難波駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 なんば駅 徒歩1分

3 近鉄リテーリング 月日亭　天王寺店
2021年3月31日より

「つきひ 天王寺店」としてリニューアル
06-6770-1205 大阪市天王寺区悲田院町１０番３９号　　天王寺ミオ１１階

ＪＲ 天王寺駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩1分

近鉄南大阪線 阿部野橋駅 徒歩1分

4 近鉄リテーリング 江戸川　阪急三番街店 ー  06-6373-7100 大阪市北区芝田１丁目１番３　　阪急三番街南館 地下２階

阪急線 梅田駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩1分

ＪＲ 大阪駅 徒歩3分

5 近鉄リテーリング 江戸川　なんばウォーク店 ー 06-6213-2493 大阪市中央区難波２丁目１－１４　　ミナミ地下センターなんばウォーク内
近鉄難波線 大阪難波駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 なんば駅 徒歩1分

6 近鉄リテーリング 江戸川　上本町店 ー 06-6775-3540 大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５　　近鉄百貨店上本町店１２階
近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩1分

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分

7 近鉄リテーリング 江戸川 あべのハルカスダイニング店 ー 06-6654-6138 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　　あべのハルカス近鉄本店タワー館12F

ＪＲ 天王寺駅 徒歩2分

近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分

8 近鉄リテーリング 江戸川　天王寺店 2021年3月21日　閉店 06-6771-5502 大阪市天王寺区悲田院町１０番３９号　　天王寺ミオ１１階

ＪＲ 天王寺駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩1分

近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 徒歩1分

居酒屋 9 近鉄リテーリング 操舵－AYAKAZI－ 2021年3月26日　閉店 06-6772-0700 大阪市天王寺区上本町６－１－５５　　シェラトン都ホテル大阪地下１階
近鉄線 大阪上本町駅 徒歩1分

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩8分

10 近鉄リテーリング 百楽本店 ー 06-6768-2221 大阪市天王寺区上本町６丁目２－３１　　近鉄百貨店上本町店北側

近鉄線 大阪上本町駅 徒歩1分

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分

地下鉄千日前線 谷町九丁目駅 徒歩3分

11 近鉄リテーリング チャイニーズテーブル百楽
2021年3月20日より

「天王寺 百楽」としてリニューアル
06-6779-6546 大阪市天王寺区悲田院町１０番４８号　　天王寺ミオプ ラザ館４階

ＪＲ 天王寺駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分

近鉄南大阪線 阿部野橋駅 徒歩3分

12 近鉄リテーリング
四川餐館

あべのハルカスダイニング店
2021年3月28日　閉店 06-6654-6145 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目１－４３　　あべのハルカス近鉄本店タワー館12F

ＪＲ 天王寺駅 徒歩2分

近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 徒歩1分

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分

鉄板パスタ＆

窯焼きピッツァ
13 近鉄リテーリング ソラーレ・ドーノ ー 06-6771-5580 大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５　　近鉄百貨店上本町店１２階

近鉄線 大阪上本町駅 徒歩2分

地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩5分

お土産・雑貨 14 近鉄リテーリング GOTO-CHI　難波店 ー 06-6213-0265 大阪市中央区難波４-１-１７ 大阪難波駅　改札外

2,000円（税込）以上お買上げで５％OFF

※他割引併用不可

※赤福・みむろもなかは対象外

15 近鉄百貨店
近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店

2020年8月・9月のみ

特典利用可能
06-6624-1111 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

大阪メトロ御堂筋線・谷町線

天王寺駅より徒歩1分

ＪＲ　天王寺駅より徒歩1分

近鉄南大阪線　大阪阿部野橋駅より徒歩1分

阪堺電軌上町線　天王寺駅前駅より徒歩1分

タワー館12・13・14階

「あべのハルカスダイニング」にて各種サービス

※「水曜レディースデー」と「平日限定サービス」を実施

16 近鉄百貨店 近鉄百貨店　上本町店
2020年8月限定のみ

特典利用可能
06-6775-1111 大阪市天王寺区上本町6-1-55

近鉄大阪線、奈良線　大阪上本町駅より徒歩1分

大阪メトロ谷町線、千日前線

谷町九丁目駅より徒歩5分

12階「うえまちごちそうダイニング」、

以下店舗にて指定ドリンク1杯サービス

・中国名菜 銀座アスター

・京焼 ねぎ美人亭、

・京都大幸寺胡麻切りそば そばよし、

・ソラーレ・ドーノ〈エビフライハンバーグセットご注文の方のみ〉

※他のサービスやご優待、ご利用特典との併用不可

17 近鉄百貨店 近鉄百貨店　上本町店
2020年8月限定のみ

特典利用可能
06-6775-1111 大阪市天王寺区上本町6-1-55

近鉄大阪線、奈良線　大阪上本町駅より徒歩1分

大阪メトロ谷町線、千日前線

谷町九丁目駅より徒歩5分

以下店舗にてご飲食代金を５％OFF

・B1階 CAFÉ英國屋

・2階フォルマ〈コーヒーまたは紅茶に限る〉

・6階 そじ坊

・12階  英國屋倶楽部

※他のサービスやご優待、ご利用特典との併用不可

18 近鉄百貨店 上本町YUFURA
2020年8月・9月限定のみ

特典利用可能
06-6775-2056 大阪市天王寺区上本町6丁目5-13

近鉄上本町駅直結

大阪メトロ谷町線、千日前線

谷町九丁目駅より徒歩5分

レストラン（７店舗）・カフェ（２店舗）をご利用のお客様に、

ドリンクorスイーツをサービスまたはプレゼント

または、ご飲食代金5%OFF

※特典内容は店舗により異なります

19 近鉄百貨店 Hoop
2020年8月・9月限定のみ

特典利用可能
06-6626-2500 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30

大阪メトロ御堂筋線・谷町線

天王寺駅より徒歩3分

ＪＲ　天王寺駅より徒歩3分

近鉄南大阪線　大阪阿部野橋駅より徒歩1分

阪堺電軌上町線　天王寺駅前駅より徒歩4分

地階ﾀﾞｲﾆｸﾞｺｰﾄ　以下店舗にてご飲食代金を５％OFF

・お好み焼き「花鳥風月」

・鉄なべ餃子とColorｻﾜｰ「博多LAB」

・和食「あんばい」

※ラストオーダー21:30まで

☆奈良エリア

カテゴリー No. 運営会社名 施設名 お知らせ 電話番号 住所 アクセス 特典（クーポン券提示）

1 近鉄リテーリング つきひ　生駒店 ー 0743-72-2985 奈良県生駒市谷田町１６００番地　　近鉄百貨店生駒店６階 近鉄線 生駒駅 徒歩1分

2 近鉄リテーリング 月日亭　近鉄奈良駅前店 ー
0742-23-5470

奈良市東向中町６　　奈良県経済倶楽部ビル２階
近鉄線 奈良駅 徒歩1分

ＪＲ 奈良駅 徒歩10分

3 近鉄リテーリング 月日亭　橿原店 2021年3月31日　閉店 0744-24-9804 奈良県橿原市北八木町３丁目６５－１１　　近鉄百貨店橿原店７階 近鉄線 八木駅 徒歩5分

うなぎ料理 4 近鉄リテーリング 江戸川　ならまち店 ー  0742-20-4400 奈良市下御門町４３番地
近鉄奈良線 近鉄奈良駅 徒歩10分

ＪＲ大和路線 奈良駅 徒歩20分

5 近鉄リテーリング 味楽座　生駒店 ー 0743-74-5070 奈良県生駒市元町１丁目１３番１号 　　グリーンヒルいこま３階 近鉄奈良線 生駒駅 徒歩1分

6 近鉄リテーリング 味楽座　学園前店 ー 0742-52-1758 奈良市学園前北１丁目１番１号　　ル・シエル学園前内２０１号 近鉄奈良線 学園前駅 徒歩1分

7 近鉄リテーリング 味楽座　西大寺店 ー 0742-49-1351 奈良市西大寺国見町１丁目２番地　　西大寺近鉄第２ビル１階 近鉄奈良線 大和西大寺駅 南出口 徒歩3分

8 奈良交通 贔屓屋　奈良本店 ー 0742-23-3465 奈良市三条町511-3 合計金額の１０％OFF

9 近鉄リテーリング 奈良百楽 ー 0742-24-2771 奈良市東向中町２８　　奈良近鉄ビル８階 近鉄奈良線 奈良駅 徒歩1分

10 近鉄リテーリング 王寺百楽 ー 0745-33-0021 奈良県北葛城郡王寺町久度２丁目２番　　りーべる王寺東館地下１階

近鉄生駒線 王寺駅 北口 徒歩3分

近鉄田原本線 王寺駅 北口 徒歩1分

ＪＲ 王寺駅 北口 徒歩1分

11 近鉄リテーリング 銀座四川　学園前駅ビル店 ー 0742-52-7738 奈良市学園北１丁目１番１号　　ル・シエル学園前２階 近鉄奈良線 学園前駅 北口 徒歩1分

クラフトビール 12 近鉄リテーリング ヤマト クラフト　ビア  テーブル ー 0742-24-0801 奈良市東向中町６　　奈良県経済倶楽部ビル１階
近鉄奈良駅　東改札口から2番出口階段上がり

徒歩1分

13 近鉄リテーリング
粋麺・おばんざい　あみ乃や

近鉄奈良駅前店
ー 0742-81-3074 奈良市東向中町６　　奈良県経済倶楽部ビル１階

近鉄奈良駅　東改札口から2番出口階段上がり

徒歩1分

14 奈良交通 大和釜揚げと旨いもの処 　三条坊 ー 0742-23-1154 奈良市三条本町1番1号　　ＪＲ奈良駅 ビエラ奈良1階 JR奈良駅直結　ショッピングモール1階

15 奈良交通 大和名代うどんつくし　八木店 ー 0744-29-0294 橿原市内膳町5-1-10 大和八木駅　北口バスのりば前

茶屋 16 近鉄リテーリング 東大寺絵馬堂茶屋 ー 0742-26-3326 奈良市雑司町４０７
近鉄奈良駅　車５分

東大寺法華堂（三月堂）向い

定食 17 近鉄リテーリング きはる　橿原店 ー 0744-24-6835 橿原市久米町６１８ 近鉄橿原神宮前駅　改札内

お土産・雑貨 18 近鉄リテーリング GOTO-CHI　奈良店 ー 0742-26-6551 奈良市東向中町２９番 近鉄奈良駅　改札外

2,000円（税込）以上お買上げで５％OFF

※他割引併用不可

※赤福・みむろもなかは対象外

19 奈良交通 道の駅宇陀路大宇陀 ー 0745-83-0051 奈良県宇陀市大宇陀拾生714-1
名阪国道針ICから約30分

近鉄大阪線榛原駅から車で15分

20 奈良交通 道の駅レスティ唐古・鍵 ー 0744-33-9170 奈良県磯城郡田原本町大字唐古70番地の1

近鉄石見駅より東へ徒歩15分

西名阪自動車道　郡山ICより10分

京奈和自動車道　三宅ICより5分

中和幹線　葛本町より15分

21 奈良交通
ナコーレンタサイクル

近鉄奈良
ー 0742-22-5475 奈良市高天町50-1 近鉄奈良駅６番出口よりすぐ

22 奈良交通
ナコーレンタサイクル

西大寺
ー 0742-44-8388 奈良市西大寺国見町1-1 近鉄大和西大寺駅南口より徒歩1分

☆京都エリア

カテゴリー NO. 運営会社名 施設名 お知らせ 電話番号 住所 アクセス 特典（クーポン券提示）

1 近鉄リテーリング 京都ことこと　ザ・キューブ店 ー 075-365-8733
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901

京都駅ビル専門店街 The CUBE 11F

ＪＲ 京都駅 中央口 徒歩1分

近鉄京都線 京都駅 中央口 徒歩3分

2 近鉄リテーリング 京都ことこと　烏丸御池店 ー 075-585-5101 京都市中京区両替町通姉小路下ル柿本町392 地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 6番出口 徒歩2分

うなぎ料理 3 近鉄リテーリング 江戸川　近鉄京都駅店 ー  075-672-2081 京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄名店街みやこみち

ＪＲ 京都駅 徒歩1分

近鉄線 京都駅 徒歩1分

地下鉄烏丸線 京都駅 徒歩3分

4 近鉄リテーリング 四川餐館　京都ポルタ店 ー 075-343-3262 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町９０３番地

ＪＲ 京都駅 中央口 徒歩1分

近鉄京都線 京都駅 中央口 徒歩3分

地下鉄烏丸線 京都線 地下鉄東口 徒歩3分

5 近鉄リテーリング 洛楽　近鉄京都駅店 ー 075-661-7367 京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄名店街みやこみち ＪＲ京都線 京都駅 徒歩1分

お土産・雑貨 6 近鉄リテーリング GOTO-CHI　京都店 ー 075-662-3101 京都市下京区東塩小路釜殿町３１ 近鉄京都駅　改札外

2,000円（税込）以上お買上げで５％OFF

※他割引併用不可

※赤福・みむろもなかは対象外

【都ホテルズスタイル】店舗及び割引・特典一覧（2021年3月11日更新）

和食

ご飲食代　➡　１０％ＯＦＦ

※割引上限額10,000円

※2,200円（税込）以上ご飲食の場合

※他の割引サービスとの併用不可

うなぎ料理

中華

和食

ご飲食代　➡　１０％ＯＦＦ

※割引上限額10,000円

※2,200円（税込）以上ご飲食の場合

※他の割引サービスとの併用不可

中華

近鉄百貨店内

お食事処

和食

ご飲食代　➡　１０％ＯＦＦ

※割引上限額10,000円

※2,200円（税込）以上ご飲食の場合

※他の割引サービスとの併用不可

居酒屋

中華 ご飲食代　➡　１０％ＯＦＦ

※割引上限額10,000円

※2,200円（税込）以上ご飲食の場合

※他の割引サービスとの併用不可

麺類

合計金額の１０％OFF

ご飲食代　➡　１０％ＯＦＦ

※割引上限額10,000円

※2,200円（税込）以上ご飲食の場合

※他の割引サービスとの併用不可

道の駅

軽飲食コーナーご利用時の

合計飲食代金１０％OFF

※テイクアウト含む

レンタサイクル
１台につき２００円OFF

※短時間利用は対象外

https://k170028.gorp.jp/
https://k170000.gorp.jp/
https://unagi-edogawa.com/
https://unagi-edogawa.com/
https://unagi-edogawa.com/
https://unagi-edogawa.com/
https://unagi-edogawa.com/
https://r.gnavi.co.jp/k170032/
https://k068300.gorp.jp/
https://k170010.gorp.jp/
https://k170058.gorp.jp/
https://k170058.gorp.jp/
https://k170031.gorp.jp/
https://kintetsu-rs.com/brand/brand_categ/brandca__gotochi/
https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/restaurant/
https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/restaurant/
https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/restaurant/
https://www.d-kintetsu.co.jp/store/uehonmachi/
https://www.yufura.jp/
https://www.d-kintetsu.co.jp/hoop/
https://k170008.gorp.jp/
https://k170009.gorp.jp/
https://k170006.gorp.jp/
https://unagi-edogawa.com/
https://k170023.gorp.jp/
https://k170022.gorp.jp/
https://k170033.gorp.jp/
https://r.gnavi.co.jp/cc829abz0000/
https://k170014.gorp.jp/
https://k170040.gorp.jp/
https://k170049.gorp.jp/
https://yamato-brewery.com/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290101/29011812/
https://tabelog.com/nara/A2901/A290101/29011812/
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/sanjyoubou/index.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/tsukushi/index.html
https://www.jalan.net/gourmet/grm_foomoojH000205070/
https://tabelog.com/nara/A2903/A290302/29001563/
https://kintetsu-rs.com/brand/brand_categ/brandca__gotochi/
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/udaji-oouda/index.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/karako-kagi/index.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/cycle/nara-center.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/cycle/nara-center.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/cycle/saidaiji-center.html
https://www.narakotsu.co.jp/kanren/cycle/saidaiji-center.html
https://k721303.gorp.jp/
https://k170066.gorp.jp/
https://unagi-edogawa.com/
https://k170057.gorp.jp/
https://k170034.gorp.jp/
https://kintetsu-rs.com/brand/brand_categ/brandca__gotochi/

