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今井町エリア特集

写真提供：tsuyoshiさん

今
井
蘇
武
橋
公
園

今
井
蘇
武
橋
公
園

中尊坊通り中尊坊通り

今井町
郵便局
今井町
郵便局

北尊坊通り北尊坊通り

中町筋中町筋

本町筋本町筋

御堂筋御堂筋

P

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。

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
■奈良グリーン倶楽部

‐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

岡寺周辺
エリア特集 (予定)

次回！

6月9日（木）発行予定
お楽しみに♪



タ
テ
の
カ
ギ

ヨ
コ
の
カ
ギ

うのまち珈琲店 奈良店

小林豆腐店(自販機) おにみみコーラ
端壮薬品工業株式会社

Hackberry
粋庵 幸多箱

おにみみコーラは、今井町の
伝統薬「おにみみ」を製造する
「端壮薬品工業」の薬剤師さん
が作るクラフトコーラ。
「おにみみ」という名前は
『鬼の耳が風（風邪）を切
る』という意味から名付けら
れました。春夏秋冬、季節に
合わせてスパイスの種類や
配合を変える体に優しい
クラフトコーラ。基本の炭酸
割りだけでなく、季節ごとの
アレンジレシピも楽しめます。

歩いていると自動販売機を発見！
なんとこちらの自動販売機では、お豆腐や厚揚げ・
蒟蒻などが売られています。夜遅くまで購入すること
ができるのも、ありがたいですね。

パンからはみでるくらい大きな具材が挟まったホット
ドックと、20種類以上のオリジナルレモネードが楽し
めるカフェ。定番の「ラッシュドッグ」のソーセージは
ジューシーで食べ応え満点！マッシュポテトやチーズ
との相性も抜群です。エスプレッソのレモネードや、
奈良県産はちみつを使用したレモネードなど、他とは
違うレモネードを味わえます。

築約150年の古民家をリノベーションしたカフェ。
店内には世界中から集められたこだわりの
アンティーク・ヴィンテージもののインテリアが
あちらこちらに置かれています。
新旧・和洋が融合する非日常空間の中で、
地元素材にこだわったスイーツなどが楽しめます。 落ち着いた雰囲気のお蕎麦屋さん。

「サービスランチ(天丼/小・もりそば)」

のお蕎麦は、出汁がしっかりと効いた
上品な味。蕎麦は細打ちで、のどごし
良くつるっといただけます。天丼には
サクサクぷりぷりの大きなエビ天が
2本乗っていてボリューム満点。

今井町の町割りは一見すると直角
の碁盤目状に作られているようです
が、ところどころで交差点が筋違い
に作られています。今井町は浄土真
宗本願寺派の稱念寺（称念寺）を中
心とした寺内町であり、一向宗に敵
対する勢力からの攻撃を防ぐため、
このような仕組みで作られたそうで
す。外部からの攻撃を防ぐ要塞都市
として一面が垣間見れますね。

岡山・奈良・東京で展開中の
ブックカフェ。爽やかな色合いの
クリームソーダやキュートなパフェ
が人気を博し、SNSでも話題になり
ました。古民家を改装した店内は
吹き抜けが開放的な落ち着いた
空間。書棚やカウンター席には約
1,500冊の本が並べられ、自由に
手にして読むことができます。

奈良中南和で唯一のハンドメイド
に特化したお店。古民家を改装し
た店内にはこだわりのアンティーク
什器が置かれ、全国から集まった
約80名のハンドメイド作家さんの
作品が並びます。
2月には、2階にアクセサリーパーツ
やボタン販売フロアも新設！

奈良県産無農薬野菜を中心に
使った料理が自慢のオーベル
ジュ。宿泊客以外でもランチや
ディナー ( 完 全予約制 ) の 利用
ができます。ランチの一番人気
は、旬野菜をふんだんに使った
「花籠」。
彩り豊かな小鉢をぎゅっと詰め
込んだ花籠ランチは、舌だけでなく目でも楽しめます。古民家を改装した
店内にはテーブル席と座敷席があり、お子さま連れからご年配の方まで
ゆっくりと過ごせます。

農家のオーベルジュ こもれび

応募方法
景品の詳細は
こちらをチェック！

募方法
景品の詳細は
こちらをチェック！
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橿原市今井町1-3-3

0744-29-0080

11:00～21:00 (L.O.20:30)
火曜日のみ ～18:00 (L.O.17:30)

なし

あり（6台）

橿原市今井町1-4-35

0744-29-3807

11:30～13:30
17:30～22:00
※売り切れ次第終了

月曜日

なし

橿原市今井町4-10-6

0744-48-0458

11:00～15:00 (L.O.14:00)
18:00～21:00 (完全予約制)

月曜日（祝日の場合 火曜休み）

なし

橿原市今井町4丁目-3-22

0744-24-1011

10:00～18:00

火曜日（祝日の場合は営業）

なし

橿原市今井町4-3-6

0744-41-6645

11:00～18:00（L.O17:00）

不定休

なし

橿原市今井町4丁目-5-12

13:00～17:00

月・水・木・日曜日

＜自販機＞
月曜日 13:00

土曜日 24:00

～

なし

橿原市今井町4-5-10

9:00～17:00

なし

なし

今井町の十字路

小泉奈那さんおすすめ

至 イオンモール橿原

至 イオンモール橿原

至 橿原神宮 

至 橿原神宮 

御堂筋御堂筋
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おにみみコーラ(春)

※かけそばも選べます

◀

いちごと生クリームが
あいまってめっちゃ美味しい～

いえぃい！

YouTube

今井町エリア特集
今井町は天文年間に建てられた「称念寺」が始まりとされ、一向宗の拠点と
なったのち寺内町として発展しました。現在も江戸時代の姿と風情を残す
今井町は、世界的にも貴重な財産として「重要伝統的建造物群保存地区」の
選定を受けています。東西約600m、南北約310mの地区内には約500棟の
伝統的建造物があり、まるでタイムスリップしたかのような情緒漂う町並みは
映画やCM、NHK大河ドラマのロケでも活用されています。

web

カシュー
公式アンバサダー

小泉奈那

カシュー
公式アンバサダー

小泉奈那

大発見！奈良県で唯一の豆腐の自販機!?

奈良県YouTuber

ナラコミのタカ
奈良県YouTuber

ナラコミのタカ

橿原観光大使

おっくん
橿原観光大使

おっくん

雑学

web

1 今井町エリア特集で紹介されているお蕎麦屋さん。
2 ダイジェスト古事記で紹介されている神世七代のラストの男神は？
4 松本ルナさんオススメの「LUSHLIFE」で提供される飲み物。
5 カシューは、〇〇〇〇市の魅力を発信するメディア。

1 今井町の交差点は、ところどころどうなっている？
2 小泉那奈さんオススメのデザートは「〇〇〇のミルキッシュパルフェ」
3 「麺屋やまひで」をオススメしている飛鳥FC主務の〇〇〇さん。
6 「Relaxation sara」では、大和当帰を使った〇〇〇〇〇のメニューが
ある。
7 「うのまち珈琲店」の名物、淡い色合いの飲み物「〇〇〇〇ソーダ」。
8 「幸多箱」は奈良中南和唯一の〇〇〇〇〇〇に特化したお店です。

ウ

橿原市にまつわる
クロスワードパズル
を完成させて、豪
華プレゼントをGET
しよう！

橿原市にまつわる
クロスワードパズル
を完成させて、豪
華プレゼントをGET
しよう！
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幸多箱提供
300円オフクーポン
　　　　・・・3名様

＜景品詳細＞
美容室 VOLK提供
高級ドライヤー
　　　　・・・1名様
シャンプー
　　　　・・・6名様

LUSH LIFE 
COFFEE&DOG

橿原市今井町3-11-22 1F

11:00～17:00

火曜日

あり

0744-33-9505

松本ルナさんおすすめ

サッパリ飲めて
めっちゃ美味しい～

大人の味！ カシュー
公式アンバサダー

松本ルナ

カシュー
公式アンバサダー

松本ルナ

YouTube



飛鳥FC
池田主務
飛鳥FC
池田主務

今号では…
「飛鳥FC」池田主務が
おすすめするお店をご紹介！

橿原市葛本258-5 大和路ビル西2号

0744-47-4811

11:00～14:30、17:00～22:30

なし

テナント共同駐車場20台有

飛鳥FC
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

まぜそばがとても美味し
くて

量も多くておすすめです
！

太麺にミンチがよく絡み

ピリ辛がやみつきになり
ます！

最後に追い飯そして調味
料で

味変でき楽しめる一品で
す！

まぜそばのトッピングもで
き

メニューが豊富です！

まぜそばがとても美味し
くて

量も多くておすすめです
！

太麺にミンチがよく絡み

ピリ辛がやみつきになり
ます！

最後に追い飯そして調味
料で

味変でき楽しめる一品で
す！

まぜそばのトッピングもで
き

メニューが豊富です！

橿原市土橋町201-3

0744-29-6480

8:00～なくなり次第終了

不定休

あり

パネトリーが、メゾン・ド・パネトリーとして
全く新しいパン屋に生まれ変わりました。
材料と製法にこだわり、最高においしいパンを
提供できるように頑張っています。
また、パンに使うフィリングや惣菜類も出来る
限り手作りしています。
シャビ―なイートインスペースがありますので
出来立てパンをその場で食べて頂けます。

橿原市八木町2丁目7-9

0744-22-2174

10:00～18:00 (なくなり次第終了)

日曜日・祝日

あり

お米屋さんがお米にこだわったおにぎり
を販売。
大きく、お米の味をしっかり楽しめて、
具材にもこだわった食べ応えのあるおに
ぎりです。ちょっとした軽食にもおすす
めです。

橿原市久米町618

0744-28-6776

17:00～24:00(L.O.23:00)

水曜日・第3火曜日

なし

奈良県の地鶏である大和肉鶏を使用した焼き鳥

を、落ち着いた空間で味わっていただけます。

鶏白湯鍋や、新鮮朝びきの鶏刺身などの単品

メニューも充実。ワインセラー・日本酒セラー

も完備しており、焼鳥歴30年の店主の作る鶏料理

を、お酒とともにお楽しみいただけます。

営業時間.12:00～20:00tel.0744-38-9115
テイクアウト・デリバリー専門の新店舗、近日オープン予定！

VOLKでは、「髪とお肌に本当に良いもの

で奈良の女性をキレイにする！」をコンセ

プトに、全てのお客様に電解水を使用し、

パーマやカラー後の薬剤の残留や臭いを除

去し、安心安全の施術を心がけています。

オススメは「1.酸性縮毛矯正」「2.大人気

ツヤ髪トリートメント」「3.メンズカット

&パーマも人気！」

お話好きな人懐っこいスタッフがお待ちし

てます♪

橿原市中曽司町107-15

0744-22-8887

9:00～18:00

月曜日・第2,第3火曜日

あり(9台)

beauty salon

橿原市醍醐町341-1

0744-25-7783

9:00～19:00

月曜日

あり

マニスオブヘアー醍醐店では髪質

改善から髪質維持を目指しお客様

に豊かになって頂くために、丁寧

なカウンセリングで相談しやすい

スタイリストがそろっています。

お悩みに合わせた髪質改善メニュ

ーも豊富。縮毛矯正、メンズも◎

是非一度、お越しください。スタ

ッフ一同お待ちしております。

詳しくは
webページも
チェック！

詳しくは
webページも
チェック！

橿原市曽我町1053-2 丸美ビル1階

0744-23-1985

平日・土曜 9:00～18:30
金曜 9:00～19:30
日曜 9:00～18:00

月曜日・第2,3火曜日

あり(5台)

ファミリー層に大人気サロン！コロナ

対策優良サロン認定！地域密着型サロ

ンとして、学生、主婦、ご年配の方ま

で幅広い層の客層で、技術レベルの高

い、癒し系サロンとしてお客様に支持

されています。またヘアケアの専門知

識も豊富でダメージケアに特化した商

材を取り入れた技術と接客を提供致し

ます。

詳しくは
webページも
チェック！

マニスオブヘアーに初めてご来店の方
カット＋カラー＋髪質改善トリートメント

17600円→8800円 有効期限
 3/10（木）～6/8（水）

『カシューMAP

  を見た』で…

休館日
橿原市今井町３丁目８番８号

●ご希望であれば、事前に施設見学も対応させていただいております。
●施設ご使用の方には、今井まちなみ広場駐車場の無料駐車券のお渡しが可能となります。
●橿原市ホームページに申請書や詳しい概要は掲載しておりますのでご確認ください。

午前のコマ
（９：００～１２：００）

午後のコマ
（１２：００～１７：００）

９１０円

1,520円

問い合わせ先：TEL 0744-29-7815問い合わせ先：TEL 0744-29-7815

年末年始（１２月２９日～１月３日）
所在地

重要文化財「称念寺」の向かいに位置している「今井まちづくりセンター」は
平成９年度に民家を改修して町家再生モデル住宅として住環境に配慮した
平屋建ての建物です。
レンタルスペースは集会室（フローリング26㎡）と和室（6畳）があります。

重要文化財「称念寺」の向かいに位置している「今井まちづくりセンター」は
平成９年度に民家を改修して町家再生モデル住宅として住環境に配慮した
平屋建ての建物です。
レンタルスペースは集会室（フローリング26㎡）と和室（6畳）があります。

集会室には会議などで使用可能な長机と
パイプ椅子、空調設備が設置されています
ので、ご自由にお使いいただけます。
また、和室の障子を開けると縁側や中庭が
あり、こちらもご使用可能です。

集会室には会議などで使用可能な長机と
パイプ椅子、空調設備が設置されています
ので、ご自由にお使いいただけます。
また、和室の障子を開けると縁側や中庭が
あり、こちらもご使用可能です。

今井町で貸館施設をお探しでしたら、今井町並保存整備事務所に一度お問い合わせください。今井町で貸館施設をお探しでしたら、今井町並保存整備事務所に一度お問い合わせください。

市政
情報

ご使用可能時間



橿原市中曽司町137-3

0744-55-5039

11:00～20:00

不定休

なし

にんにく・しょうがは一切使っておりませ
ん。しょうゆベースの秘伝のたれで、あっ
さり上品な味付けです。また、コロッケが
リニューアル致しました！値段そのまま
100円で、重量70グラムから100グラムに
牛肉も増量！
惣菜メニューも充実しています！

唐揚げ1個増量
有効期限 3/10（木）～6/8（水）

『カシューMAP

  を見た』で…

※他券・サービス券併用不可

橿原市石川町333-3
アネックスうねび201

9:30～15:00

日・水曜日

3台完備

近鉄橿原神宮前駅より徒歩8分
閑静な住宅街にあるプライベート温活サロン 
Re laxat ion sa raです。

奈良県では珍しい大和当帰を使ったよもぎ蒸
し奈良県初ホットかっさボディリンパケア、
ホットかっさフェイシャルとメニューを揃え
て、冷えた身体を温める事だけに特化した温
活サロンです。

“コロナ禍だからこそ身体を温め免疫力を高
めて健康的な生活を送って頂きたい”そのお
手伝いをさせて頂いております。よもぎ蒸し
のみのご予約も可能です。是非 体験しにいら
してくださいませ。

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。

詳しくは
webページも
チェック！

詳しくは
webページも
チェック！

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！
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！
制作の裏側を
知りたい！

橿原市の情報
交換がしたい！
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

あそこの
お店がおすすめです

近々オープン
されるそうです

このスポットが
穴場です

橿原市にまつわる
あらゆる情報をお待ちしております

▶

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

D
IG

EST
KO

JIKI

配布スタッフ
大募集！

配布スタッフ
大募集！

3 6 9 1

醍醐町エリアで
500部配布したい500

OK
葛本町エリアで
2000部配布したい

株式会社NaraDeWa（カシューMAP編集室） info@nara-dewa.com

◎基本プラン ◎オプション

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

1万円～掲載可能1万円～掲載可能1万円～掲載可能1万円～掲載可能1万円～掲載可能1万円～掲載可能

奈良県メディア×橿原観光大使×奈良県YouTuber×奈良県デザイナーが
協力し制作する地域密着型の情報発信媒体です。

カシューとは？カシューとは？

フリーペーパーとWEB媒体の融合

ご愛読ありがとうございます

参
加
待
っ
て
る
ニ
ャ
！


