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さぁ、橿原市をお散歩しよう。 T A K E  F R E E
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新ノ口駅

善福寺

鏡池

セブンイレブン

のぶながだいみょうじん

め い ど ひ きゃく せ き ひ

「冥土の飛脚」石碑

須賀神社信長大明神
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▲実は新口町は近松門左衛門の名作と
ゆかりのある地。

さっそく新ノ口駅のロータリーに石碑を発見！新ノ口駅をスタート
に のくち え き

START
!

須賀神社の南側に隣接して
「信長大明神」という祠が
ありました。信長といわれ
ると織田信長を連想しま
すが、祠の由来については
不詳。

新口集落の北方西寄りに東面し
て鎮座する。当社創建由緒等に
ついては資料が見当たらず創立
年代は不明。現在も環濠が残さ
れており、環濠集落の特色から
中世に形成されたものと予測さ
れています。
ご祭神は須佐男命。
　

かしはらてんナカガイ
クライミングジム橿原店

編集者もビックリ。田んぼ道を北側
に抜けて少し歩くと突然ボルダリン
グの看板が。気になったので突撃！
お話を伺うと誰でも気軽にボルダリ
ングを楽しむことができるそう。

橿原市西新堂町90-3

0744-35-2307

火～金曜日　13:00～22:00
土曜日　　　10:00～21:00
日・祝　　　10:00～20:00
月曜日（平日）

お散歩マップお散歩マップ

walking map

新ノ口駅の西側エリアを散策してみたことはありますか？

東側はツインゲートがあったり自動車学校があったりと橿原市にお住まいの方

には馴染み深い場所かと思います。

しかし、実は西側にも、新口環濠といった歴史ロマンあふれる場所や地元民に

愛されるお店、くすっと笑える珍スポットなどがございます。

今回はそんな知る人ぞ知る西側エリアをご紹介いたします。皆さんもカシュー

MAPを片手に散歩してお楽しみください。

す が じ ん じ ゃ

▲ボルダリング日本代表選手が練習に。



橿原市新口町267-1

0744-25-5650

＜月曜～金曜＞11:00～15:00（L.O 14:00）
　　　　　　　17:00～23:00（L.O 22:00）
＜土･日･祝日＞ 11:00～23:00（L.O 22:00）
第1木曜日

橿原市新口町266-12

0744-24-1314

9:00～18:00

火曜日

奈良県橿原市新口町267-1

24時間営業

こ の 　 　  や き 　 　 　 　 ぼ う  ほ ん て ん

きん げ つ どうお か し つ か さ

あら

「自分の子供や赤ちゃんに安心して食べさ
せられるものを作ること」をモットーに、
一つ一つの食材にこだわっているお好み
焼き屋さん。
イチオシメニューの『まん房焼』は、キャ
ベツ・ネギ・うどんを主材料とし、あぶらか
すと牛スジ肉を入れた新感覚のお好み焼
き。やわらかな生地と牛すじ、あぶらかす
のガツンとした旨味が最高！牛すじを何時
間も煮込んで作った自家製ソースも相まっ
て関西人が特に好む究極の一品。
『とん平焼』は、ふわふわとろとろの玉子
の中にシャキシャキキャベツとがっつりお
肉がマッチして美味しい。ボリューム満点
で昔から地元民に愛されている人気高い
一品です。

洗っていいとも!

お好み焼 まん房 本店

御菓子司  欣月堂
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▲とん平焼

▲大和むら山

▼恋飛脚

▲まん房焼

コインランドリーは 現
在も稼働中で奈良県の
珍百景としてとある雑
誌にも取り上げられた
とか。

「御菓子司 欣月堂」の名物『大和むら山』は、大和名物三十選に
入 選した一品 。北海 道小豆をつぶさずに炊きあげ、栗を入れ 、ふ
わっと焼き上げたブッセでサンドしたお菓子です。どことなくベビ
ーカステラの様な親しみやすい感じもあり、人気の一品です。
他にも季節によって変わるスイーツや和菓子など飽きさせない工
夫も感じられるお店です。是非お土産にお買い求め下さい。

2名様以上の来店に限り、

いずれかの「焼きそば」が1人前半額！
※1グループ1人前に限る。※他券・サービス券併用不可

僕も
珍百
景

巡り
の旅
で

紹介
しまし

たｗ

おぉ！これは...心の中でツッコミたくなるネーミング！

有効期限 6/10（木）～9/8（水） 奈良県YouTuber
旅ってこんなもんTV タカ

ほんのり
甘い恋の味

『カシューMAP

  を見た』で…

カシューchannel　かくたに



テイクアウト特集

奈良めしスタンプラリーを開催！

奈良県内各地の飲食店で、

店内飲食やテイクアウト商品を

購入し、スタンプをGETしよう！

最低5店舗をめぐると…

豪華景品に応募できます！

奈良の食を巡ろう!

×

GOAL!

START

エリアに関わらず、
5店舗以上のスタンプをGETし、

5店舗周遊賞に応募せよ。

エリアに関わらず、
5店舗以上のスタンプをGETし、

5店舗周遊賞に応募せよ。

What’s

奈良県内で、新しくテイクアウトを始められた飲食店や、

従来よりテイクアウトをされていた飲食店を紹介するサイトです。

地域ごとやジャンルを絞って検索することが出来るので、とっても

便利でコロナ禍に欠かせないツールです。

各SNSでも最新情報を更新していますので、要チェック！

掲載店舗様も募集しております。
詳しくはホームページをご確認ください。

▲奈良めしスタンプラリー詳細ページ

▲奈良テイクアウト公式ホームページ
https://nara-takeout.com/

特別企画
【参加方法】
店内利用・テイクアウト利用に関わらず、店舗商品の飲食・購入により、
金額に関わらずスタンプ1つを押印。
※デリバリーは対象外。
応募する景品の条件に応じてスタンプを集め、郵送orWebで応募。

5店舗周遊mission

スタンプラリー参加店舗もここから確認できるよ

やったね
！

上記のスタンプラリー台紙を写真撮影し

画像添付の上、以下メールアドレスまで

お送りください。

題名に「奈良テイクアウト景品応募」、

本文に、お名前/住所/5店舗周遊賞/応募

する景品名をご記載ください。

宛先

info@nara-takeout.com

応募方法

nara meshi stamp-larry奈良めしスタンプラリー 開催期間
～2021.
7.31(土)

奈良
テイ
クア
ウト
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詳しい参加方法や、景

品の内容、台紙のダウ

ンロードなどなど…

詳細ページをご確認く

ださい。

https://nara-takeout.com/stamp-rally/

奈良県橿原市大久保町105-2

0744-22-2233

11:30～13:30

日曜日、月曜日

TAKE OUT

今回は『奈良テイクアウト』さんとコラボして、橿原市内でテイクアウトできる飲食店をピックアップ！
スタンプラリー企画もありますので、ぜひご参加ください♪

カシューで「奈良めしスタンプラリー」に参加！

5店舗周遊賞に応募できます。



伝統食カフェ～楽膳～ 洋風家庭料理　ニュールーシー

橿原市北八木町1-6-23

0744-33-9500

17:00～24:00

火曜日

橿原市新賀町208-1

0744-25-4141

ランチ　 11:30～14:30（L.O. 14:00）
ディナー 18:00～22:00（L.O. 21:00）

月曜日、第3火曜日

【ランチ】　ランチドリンク1杯無料
【ディナー】お好きなメニューに生うにトッピング

橿原市葛本町710-1

0744-29-1388

昼の部 11:00～15:00
夜の部 17:00～22:00
水曜日

橿原市内膳町5-1-26

0744-22-6360

lunch  11:00～14:00
dinner　17:00～22:00
※状況により変更可能性あり

月曜日、火曜日

橿原市大久保町105-2

0744-22-2233

11:30～13:30

日曜日、月曜日

でんとうしょく ようふうかていりょうりらくぜん

地場の素材をテーマにしたイタリア料理とワ

インを満喫できます。「大和牛」「ヤマトポ

ーク」に契約農家から届けられる新鮮な季節

の野菜などを用意。ごだわりの備長炭でじっ

くりと焼き上げることで、それぞれの個性や

魅力をグッと際立たせています。渡り蟹をま

るごと一杯使用した名物のクリ―ムパスタも

人気の一品。

大和では黒毛和牛A5ランクの希少部位も豊富に
ご用意！リーズナブルにお召し上がり頂けるよ
うなセットメニューもご用意しております。
また、誕生日などのお祝いの際には、サプライ
ズに最適な肉ケーキはいかがでしょうか？
祝の焼き印が入ったステーキはボリュームもあ
りインパクト大！
普段使いも記念日使いにも焼肉大和をどうぞ。

「食からの健康」をコンセプトに整体師が
プロデュースするお店。
保育園や老人ホームの食事を長年手がけて
きた調理師おかんが手間ひまかけて作った
素朴なごはん。
「自分達が毎日食べて健康でいる！」をモ
ットーに奈良県産の食材や新鮮な野菜を使
用し、「健康」「美容」を意識したお弁当
を、一つ一つ丁寧に作っております。

お店の味をご家庭に持って帰って頂ける様

に工夫しております。辛つけ麺にされる場

合は+50円になります。中華そば、餃子も

テイクアウト承っております。自慢の麺と

スープをご家庭で味わった後は是非ともご

来店お待ちしております。

炙り鶏丼:お持ち帰り限定メニューになり

ます。

創業 5 2年洋食でずっと変わらず手作り

にこだわってきた当店の味をおうちでい

かがですか？

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし

びんちょうたん

備長炭イタリアン創
そう やきにくやまと

焼肉大和

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし

参加店舗
スタンプラリー
奈良めし 麺屋しりとり橿原店

めんや かしはらてん

店舗様注目
2021年秋号にて、テイクアウト特集を実施予定。

掲載を検討中の店舗様は、
お気軽にお問い合わせください。

今後もさまざまな特集を行っていきます。
詳しくはカシューのSNSでご報告いたしますので、
フォローをどしどしお待ちしております。
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有効期限 6/10（木）～9/8（水）

デザート1品サービス
有効期限 6/10（木）～9/8（水）

『カシューMAP

  を見た』で…
『カシューMAP

  を見た』で…

※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。

※店内飲食に限る　※他券・サービス券併用不可※店内飲食に限る　※他券・サービス券併用不可



conayuki

strawberry kitchen ���

橿原市中曽司町319-13

0744-33-9480
（お電話ではご予約の受付は出来ません）

11:00～16:00（L.O. 15:30）

木曜日

コ ナ ユ キ

ス ト ロ ベ リ ー キ ッ チ ン と ろ ー り

な ら

しょくどう

橿原市の

気になる新店舗気になる新店舗

サンドイッチ食堂Tororii

奈良あかみ
橿原市内膳町4-4-3ワイテイビル2F

0744-47-2987

18:00～25:00（L.O. 24:00）

水曜日

原価率77.7%のヒレタワー約600gは黒毛和牛
A5ランクのものでは、破格の税込み9,777円！
その他にも和牛の赤身部位や、超希少な国産生
ラム肉なども豊富にご用意。
また、ユッケも多種取り揃えており、おすすめ
はチーズユッケ、青唐辛子ユッケです。
色々お召し上がり頂きお好みのメニューを見つ
けてください。

サンドイッチのラインナップは日替わりで10

種類前後。一番人気の『LOVE♡たまごサン

ド』や『ミックスサンド』といったお惣菜系

サンドイッチから『プレミアムあんバターサ

ンド』などの甘いサンドイッチまで揃ってい

て、朝ごはんや昼ごはん、小腹がすいたとき

のおやつなど様々な使い方で楽しめます。

橿原市久米町568 オーバン神宮前103

11:00～20:00

水曜日

いちごが年中食べれるお店です。いちごサンド

やフレンチトーストの食パンは、奈良県初上陸

の純正食パン専門店のハレパン橿原店さんの食

パンを使用してます。ほかにもいちごあめやド

リンクも種類がたくさんあります。

5月25日から期間限定商品も販売します。

橿原市新賀町273-1

0744-32-1077

平日 　7:00～売切次第終了
土日祝 8:00～売切次第終了
水曜日、第2,第4日曜日/月曜日

コナユキは奈良県産フルーツをふんだん

に使用したスイーツとスリランカ直送紅

茶を美しく優雅な時間の中で楽しんでい

ただく為のスペースです。

new open!new open!

みなさんは、もう行きましたか？

コロナ禍で厳しい状況だけど、橿原市にも新しい店舗がオープンしています！
お洒落なお店や、テイクアウトで楽しめるお店もあるので、是非みなさんも足を運んでみてね！

みなさんは、もう行きましたか？

コロナ禍で厳しい状況だけど、橿原市にも新しい店舗がオープンしています！
お洒落なお店や、テイクアウトで楽しめるお店もあるので、是非みなさんも足を運んでみてね！
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デザート1品サービス
有効期限 6/10（木）～9/8（水）

『カシューMAP

  を見た』で…

…

※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。

※他券・サービス券併用不可



カシュー写真投稿コーナ
ー

畝傍山をドンっと眺めることができ、
インパクト大！
自然に囲まれていて、癒される～。

新沢千塚古墳公園のとある
展望デッキから見える畝傍山

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

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。

「#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。

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。

宛先
in fo@na ra -dewa . com
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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

Mail

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



カシューMAPは、そんなわたしたちの地元「橿原市」を"お散歩"するための地図です。

お散歩しながら、ちょっと普段は見過ごしていた路地に入ったり、ちょっと目線を変えてみたり。

そうすると、違った「橿原市」の魅力が見えてくるかもしれません。

素敵な風景、謎の建物、つい入ってみたくなるお店、そして、おいしいごはん屋さん。

株式会社NaraDeWa
奈良県YouTuber

旅ってこんなもんTV

シカクリエーション

企 画 ・ 制 作 ・ 発 行

What’s?

ーわたしたちの地元「橿原市」。

奈良県第2位の人口を抱えている一方で、昼間は大阪へ通勤している人が多い街。

さぁ、マップを片手にお散歩してみませんか？

協賛企業募集中！

公式ホームページ twitter Instagram

公式アカウント

とは？

■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 記事や動画でも楽しめます！

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。

奈良県橿原市出身の二人が奈良県の観光地や
グルメを中心に紹介するチャンネル『旅って
こんなもんTV』

笑いあり、涙あり?!そんな旅をお届け致しま
す。
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。

ご依頼・ご相談は、shikacreation@gmail.com まで

 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。

イオンモール橿原
周辺特集

次回！

9月9日（木）発行予定
お楽しみに♪
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