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株式会社NaraDeWa 奈良県YouTuber

ナラコミ(旧:旅ってこんなもんTV)

シカクリエーション

企 画 ・ 制 作 ・ 発 行

協賛企業募集中！

公式ホームページ twitter Instagram

公式アカウント ■連携サービス

SNSと一緒に使えば楽しさ倍増！
橿原市を思いっきり楽しみたい方は

フォローもよろしくね WEBやYo u T u b eでも楽しめます！

株式会社NaraDeWa　 info@nara-dewa.com

奈良県橿原市を本社とし、メディア運営/経営・IT
コンサルティング等を事業とする。
「日本の奈良を世界のNARAへ」をビジョンに、奈
良県の魅力を創る・伝える活動を行っている。

代表 奥村の地元は橿原市土橋町であり、生まれも
育ちも橿原市。
現在は、橿原市公認の橿原市観光PR大使もつとめ
る。

奈良の口コミ『ナラコミ』

奈良県橿原市出身の二人が、少し入りにくい
奈良県のお店や穴場のスポットなどを紹介す
るチャンネル。良かったらご視聴下さい！
チャンネル登録も待っています！
ではでは。

奈良の映像クリエイター｜グラフィックデザイナー

▼Video production -映像制作-

主に広告動画・プロモーション動画を手掛ける。テロッ

プデザインに特化した映像制作が得意。

▼graphic design -グラフィックデザイン制作-

チラシ｜ポスター｜名刺｜ロゴ制作等 主に印刷物のデザ

インを手掛ける。

 お問い合わせ
広告掲載やその他紙面に関するお問い合わせは以下のメール
アドレスまでお願いいたします。橿原市に配布するカシューMAPに広告を載せたい企業様は

ホームページをご覧いただくか、右記お問い合わせよりご連絡
をお願いいたします。

今井町
エリア特集 (予定)

次回！

3月1 0日（木）発行予定
お楽しみに♪

常設設置場所
■あげもん屋心
■焼肉大和
■奈良あかみ
■鶏唐なごみ
■ハンドメイド雑貨店 幸多箱
■からあげ金と銀 橿原真菅店
■栄温泉

‐東京都‐
■ふるさと回帰支援センター

詳しい位置情報は
こちらをチェック!

‐橿原市‐
■橿原市役所本庁舎 北館
■かしはらナビプラザ
■ミグランス 観光振興支援室
■ミグランス 10F 展望フロア
■橿原オークホテル
■NPO法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ
■串焼きゝ 神
■美容室VOLK
■アップル美容室 真菅店

カシューMAPを置いていただける店舗様・場所を募集中！
ご興味ありましたら、お気軽にご連絡ください。

常設設置場所map

カシュー
コミュニティ
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藤原宮跡藤原宮跡

畝尾都多本神社

藤原宮跡資料室藤原京朱雀大路跡

橿原市藤原京資料室

藤原宮跡
コスモス花園

photo by カシュー写真部

史跡公園にもなっており、
グラウンドで身体を動かすことが出来ます！ 天皇の住まいである内裏や、天皇が儀式や

政治を行った大極殿跡が残る。

グラウンド
大極殿跡 絶景スポット

藤原宮跡周辺
エリア特集

周辺カフェ情報は次のページへ

walking mapwalking map

藤原京（ふじわらきょう）は、今から約1300年前に中国の都城

を参考にして造営された日本で初めての本格的な都です。北は

近鉄橿原線新ノ口駅、南が近鉄橿原神宮前駅から100mほど南

の地点、東は桜井市内、西は畝傍山の西側と非常に広く、7種類

300万本のコスモスが咲く秋ゾーン、約25,000平方メートル

一面の菜の花が咲く春ゾーン、約7,000平方メートルにキバナ

コスモスが植栽されている夏ゾーンがあります。

JAならけん橿原東部経済センター2階にある資
料室。
誰でも自由に出入りでき、藤原京の1000分の1
模型や出土品、当時の藤原京の様子を再現し
た映像コーナーなどがあります。

誰でも自由に出入りできるこちらの施設
は、藤原宮を中心とした飛鳥・藤原地域
での発掘によって出土した遺物が展示さ
れています。完成した都を模型として見
ることも出来ます！

藤原京の南正門跡で平城京・平安京の朱雀門に当た
る門という事が最近の調査結果でわかりました。

天香久山の西側に位置する畝尾都多本神社は、全国的にも珍しい空井戸がご神体の
神社。ひっそりと鎮座されているので、通り過ぎないようにご注意！
周りの木々により、境内は神秘的な空間になっています！

登れそうな感じの場所を発見！上から眺める藤原京の飾らない景色…好きです。
ぜひ皆さんも行って眺めてみてください。

大和三山を一望できるスポット。心も体も
リフレッシュ！甘樫丘、二上山、葛城山も
見ることができます。

360度見渡した動画も
ご覧ください！

耳成山

畝傍山

香久山タカポイント

だいごくでんあと ぜっけい

うねおつたもとじんじゃ

ふじわらきゅうせきしりょうしつふじわらきょうすざくおおじあと

かしはらしふじわらきょうしりょうしつ

ふじわらきゅうせき

はなえん

この上

登れるんだ?!

トップトレーサー・レンジトップトレーサー・レンジ

完全個室完全個室

奈良グリーン倶楽部

ホームページ

中古クラブ
全品試打OK!
中古クラブ
全品試打OK!

〒���-���� 奈良県吉野郡大淀町芦原���番地
℡����-��-����  営業時間 �:��～��:��（年中無休）

大型駐車場完備！好立地！大型駐車場完備！好立地！

令和最新の
ゴルフ練習場ゴルフ練習場

全��打席に完備
橿原神宮前から
車で約15分

ゴルフショップチェーン併設ゴルフショップチェーン併設
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石田 康浩
選手

石田 康浩
選手

今号では…
「ポルべニル飛鳥」石田選手が
おすすめするお店をご紹介！

橿原市新賀町254-6 永和ビル1F北号

0744-41-9051

17:00～25:00

不定休

なし(近隣にコインパーキング有)

ふら～っと食堂 十色鏡
しょくどう といろきょう

ポルべニル飛鳥
橿原市からJリーグを目指す
サッカークラブ

あすか

のおすすめ
recommended gourmet

きっさ

橿原市醍醐町365-27

0744-22-9133

7:00～21:00 ※水曜日のみ19:00まで

無休

あり

喫茶ビーナス
ふぉーし ー ず ん

橿原市高殿町567-4

0744-25-8248

9:00～18:00（L.O.17:00）

月曜日、火曜日

あり

�′season

地元素材を使ったメニューや体に優しい料理が特
徴の『�'season』。スイーツコンシェルジュの資格
をもつオーナーが作るスイーツも人気のカフェで、
店内は明るく居心地の良い空間になっています。
モーニングは、ハチミツたっぷり、ふわふわ食感の
「フレンチトースト」や、こだわりの卵を使った「フォカッチャのタマゴサンド」など�種類
のメニューから選ぶことができます。
選べるモーニングで、ぜひその日の気分に合わせた朝食をお楽しみください。

ファンシーカラーの目立つ外観が気になり、やってきた
のは『喫茶ビーナス』。内観もレトロかわいい雰囲気で
どこか懐かしさを感じます。
モーニングサービスではシングル、ダブル、スペシャル
の�段階のボリュームが選べるので、お腹の減り具合に
合わせて選べるのが嬉しいですね。
今回は「スペシャル（チーズトースト、サラダ、ハムエッグ）」をチョイス。糸ひくチーズが乗った
トーストは食欲をかなりそそられます。

オススメメニューは、

煮込みハンバーグ定食！

ハンバーグに味がよく染み
ていて、

とても美味しいです。

店主さんもとても明るくて

話しやすく、誰もが楽しく

お食事できるお店になって
います！

オススメメニューは、

煮込みハンバーグ定食！

ハンバーグに味がよく染み
ていて、

とても美味しいです。

店主さんもとても明るくて

話しやすく、誰もが楽しく

お食事できるお店になって
います！

歩き疲れたら
ちょっと一息…

▲フォカッチャのタマゴサンド

▲フレンチトースト
▲モーニングサービス スペシャル

2021年にオープンした
お店特集

サンドイッチ専門店　チャーリー･チャップリン
橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F

0744-24-6278

10:00～18:00

不定休

あり(1320台)

せんもんてん

9月5日にOPENしました！サンドイッチ専門店

チャーリー・チャップリンです！

彩り豊かで身体に優しい『五重奏サンドイッチ』

を販売しております！

チャーリー・チャップリンの名に負けないよう、

サンドイッチでたくさんの方を笑顔にできるよう

頑張りますので、是非一度お立ち寄りください😊

橿原市内膳町5-1-24

11:00～売り切れまで

月曜日(その他不定休あり)

なし

韓国で人気のクロッフルのお店です。

「クロッフル」とはクロワッサン生地で焼き

上げたワッフルで、韓国で話題の新しいスイ

ーツです。

店内では焼き立てのクロッフルをご用意して

います。テイクアウトのクロッフルもござい

ます。

店内でもお家でもお楽しみください💕

※営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。※営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

SUNNY&TONNY
さ に ー あ ん ど と に ー

ブルーシール奈良橿原店
橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F

0744-24-6277

11:00～21:00

なし

あり(1320台)

沖縄でお馴染みのブルーシールが奈良で

もお楽しみいただけます！

当店ではアイス以外にクレープなども販

売しております。

皆様のご来店を心よりお待ちしておりま

す！

KOREAN DINING ネオソウル
橿原市土橋町169-1

0744-41-9174

17:00～24:00

木曜日

あり(10台) ※2F店舗と共有

ちょっぴり新しい創作韓国料理店☆お値段も大変
リーズナブル◎
真菅駅 徒歩8分！最強コスパの創作韓国料理店♪
名物料理はタッカンマリ！(2日前までに要予約)
その他にも王道サムギョプサルや当店オリジナル
鉄板チーズキンパなど、韓国堪能いただけるメニ
ューを取り揃えております！
大人気チャミスルやジョウンデーもありドリンク
も数多くご用意しております♪

こ り あ んならかしはらてん だ い に んぐ
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ご愛読ありがとうございます

橿原市地域密着媒体
魅力的なコンテンツで、目にとまる・手元に置いておく媒体
自社で1軒ずつポスティングを実施。
新聞を取っていないご家庭にもリーチ。
自社運営のSNSで宣伝投稿も実施。

3ヶ月に1回「カシューMAP」の配布をお願いします。
情報誌配布日以外の週に、チラシのみ配っていただく場合もあります。

配布するカシューMAPはご自宅までお届けしますので、

出社の必要はありません。1日だけでもOK！

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

配布スタッフ大募集！

橿原市内

3、6、9、12月の
第2木曜日

フリーペーパーとWEB媒体の融合
広告の特徴

◎基本プラン ◎オプション

広告掲載ご検討中の方へ

さらにオプションで
動画制作プランも
ございます。

++
掲載掲載

橿原市内10,000部
配布/店舗設置

株式会社NaraDeWa カシューMAP編集室

info@nara-dewa.comお問い合わせ先

◎カシューMAP配布開始日

◎配布エリア

からあげ 金と銀 橿原真菅店
橿原市中曽司町137-3

0744-55-5039

11:00～20:00

不定休

なし

きん 　  ぎん  か し は ら ま す が て ん

スポンサー様
募集中

お弁当始めました。すべての唐揚 げ

に１８０円プラスでお弁当になり ま

す。

また秋冬限定でヤンニョムチキン 販

売しています。体を温め免疫力 U P ！

激 辛 も 対 応 で き ま す 。

唐揚げ1個増量
有効期限 12/9（木）～3/9（水）

『カシューMAP

  を見た』で…

※他券・サービス券併用不可

※営業時間・定休日が記載と異 なる場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

※500部～OK　※エリア相談OK
例「白橿町エリアで500部配布したい」
　「山之坊町エリア1000部配布したい」

気軽に

お問い合
わせくだ

さい♪

kashu sponsor 橿原市の飲食店様に限り、特別価格にて掲載ご案内中。
気になった飲食店様は下記連絡先までお問い合わせください。

お 知らせ

お知らせ

カシュー編集室が、「参考になった！」と思った情報には…

みなさまからの
情 報 提 供を
お 待ちしております。

▲情報提供フォーム

カシューの制作に
関わってみたい！

制作の裏側を
知りたい！

橿原市の情報
交 換がしたい！

匿名参加O K !

QRコードから
ご参加ください

カシューコミュニティ
参加者募集中！
「カシューコミュニティ」とは、みんなでともに作っていく
L I N E オープンチャットのグループです。

3000円分
1名様 20名様

500円分
毎月プレゼント
Amazonギフト券

情報提供フォームを開設しました！

PN tsuyoshiさん

橿原のランドマーク市役所展望台からの景色

#カシュー写真投稿コーナー#カシュー写真投稿コーナー 皆さまが撮影された
お気に入りの一枚を
募集します！

選ばれた写真は次回号に
掲載させていただきます。

橿原市内のお気に入りの写真を添付し、題名に
「カシュー写真投稿コーナー」、本文にペンネーム、
一言コメントをご記載の上、以下メールアドレス
までお送りください。

応募方法

「#カシュー写真投稿コーナー」というハッシュタグ
ペンネーム・一言コメントをつけて、橿原市内の
お気に入りの写真を投稿してください。

宛先
in fo@na ra -dewa . com

Mail

橿
原
の
絶
景

〒６３４－００２４  奈良県橿原市南山町６２４（香久山公園内）
TEL  ０７４４（２４）７２４６　FAX  ０７４４（２４）９１２８

橿原市昆虫館
かしはらしこんちゅうかん

午前の部　 ９：３０～１２：３０
午後の部　13：３０～16：３０

（入館受付は１１：３０まで）
（入館受付は15：３０まで）

開館時間

＊午後１２時３０分～１時３０分の間、消毒及び換気作業を実施するため入館はできません。
＊各部とも見学時間は最大１時間となります。１時間以内の退館にご協力ください。

＊ゴールデンウィーク期間中・夏休み期間中は休まず開館しています。

毎週月曜日（祝日の場合翌日休館）
年末年始（１２月２８日～翌年１月２日）

休 館日

入 館 料

アクセス

大人  520円　学生  410円　小人  100円
＊学生：高校生・大学生　＊小人：４歳以上中学生まで
＊別途団体料金あり
＊障がい者手帳等を持っている人（及び介護者１名）は個人料金の半額となります。

〔電車をご利用の場合〕
近鉄大阪線「大福」駅より徒歩４０分

〔バスをご利用の場合〕
橿原市コミュニティバス・近鉄「大和八木」駅より「昆虫館行」約３０分

〔お車をご利用の場合〕
〔大阪方面〕名阪国道「郡山IC」より京奈和道経由で１時間
　　　　　 南阪奈道路「終点」より高田バイパス経由で２０分
〔名古屋方面〕名阪国道「針IC」より国道３６９号経由で１時間

～橿原市昆虫館で昆虫と触れ合おう!～
見て、聞いて、触って、感じる

また、企画展として「虫をわける」と題し、昆虫の分類をテーマとして昆虫の体の形や色、大きさ、生息地域、季節などあらゆる分類を標本や
解説パネルなどを用いて紹介する企画展を令和３年１２月２６日（日）まで開催しております。
昆虫やいろいろな生き物たちが皆様のご来館をお待ちしております。是非、橿原市昆虫館にお越し下さい。

また、企画展として「虫をわける」と題し、昆虫の分類をテーマとして昆虫の体の形や色、大きさ、生息地域、季節などあらゆる分類を標本や
解説パネルなどを用いて紹介する企画展を令和３年１２月２６日（日）まで開催しております。
昆虫やいろいろな生き物たちが皆様のご来館をお待ちしております。是非、橿原市昆虫館にお越し下さい。

奈良県内で唯一の自然史系博物館である橿原市昆虫館では、昆虫や自然、生物の多様性について楽しみながら学ぶことができます。
標本展示室１は、生き物タイムトンネルをくぐり古生代から現代に至る生命誕生や進化の歴史を紹介しています。標本展示室２では、生き物の
進化や多様性について実感でき、“昆虫の不思議”について、解説しています。生態展示室では、へラクレスオオカブトやニジイロクワガタなど
の外国産の昆虫やゲンゴロウ・タガメなどの水生昆虫が観察できます。そして、放蝶温室では、オオゴマダラやシロオビアゲハなど１０種類
約８００匹のチョウが飛び交い、熱帯・亜熱帯性の植物や華麗な花が咲き、南国ムードを漂わせています。

奈良県内で唯一の自然史系博物館である橿原市昆虫館では、昆虫や自然、生物の多様性について楽しみながら学ぶことができます。
標本展示室１は、生き物タイムトンネルをくぐり古生代から現代に至る生命誕生や進化の歴史を紹介しています。標本展示室２では、生き物の
進化や多様性について実感でき、“昆虫の不思議”について、解説しています。生態展示室では、へラクレスオオカブトやニジイロクワガタなど
の外国産の昆虫やゲンゴロウ・タガメなどの水生昆虫が観察できます。そして、放蝶温室では、オオゴマダラやシロオビアゲハなど１０種類
約８００匹のチョウが飛び交い、熱帯・亜熱帯性の植物や華麗な花が咲き、南国ムードを漂わせています。
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