
■ コロナウイルス 感染予
防のため、マスクを着用
し、密集、密接、密閉を
避け、人との距離を取り
ましょう。

■各店舗や施設の営業状況
が 変 更 さ れ て い る 場 合
があります。

観 光 案 内 ・ 公 共 施 設

地域情報誌「yomi っこ」
の編集部。奈良の様々な
情報を発信しています！

Nara Kitamachi Simpou
奈良きたまち新報 2021年版
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近鉄奈良駅から奈良阪あたりまでの一帯が
「奈良きたまち」。歴史と暮らしが息づき、
個性あふれるお店が点在するエリアです。
主なお店＆スポットの情報と場所をまとめ
たこのマップを見ながら、まち歩き・まち
遊びを楽しんでみてくださいね。

きたまち
いいとこ

マップ

http://kita-con.com/ 　制作　きたまちコンセント

ver.2.0

●42  旧鍋屋交番きたまち案内所
　C-4

半田横町 37-2　☎ 0742-23-1928
「鍋屋の交番」こと奈良警察署旧鍋屋
連絡所を改修し、「駐在さん」と呼ば
れるボランティアが地域の活動や情報
を案内。	
■休 	水曜、12/27 〜 1/5	■時 10 時〜 16 時

●56  奈良市きたまち
  　転害門観光案内所  　D-3

手貝町 54-1　☎ 0742-24-1940
旧南都銀行手貝支店の建物を利用し、
周辺の観光案内や季節に合わせた展示
を行う。
■休 	木曜、年末年始	■時 10 時〜 16 時

●30  若草公民館  　C-2

川上町 575　☎ 0742-26-0130

多聞城学習の参考に、ぜひお立ち寄り
ください。

■休 	月曜・祝日、年末年始
■時 	9 時〜 17 時

●45  奈良県文化会館 　C-4

登大路町 6-2　☎ 0742-23-8921
休憩スペースとして自由にご利用いただ
ける交流サロンを設けています（11 時〜
15時）。飲み物の自動販売機や身体障害者
用及びオストメイト対応のお手洗いもあ
ります。
　■休 	月曜 ( 休日の場合、翌日以降の平日）	
	 及び 12/28 〜翌年 1/4	
　■時 9時〜 17 時 30 分（貸館営業）

●46  奈良県立美術館 　C-4

登大路町 10-6　☎ 0742-23-3968

古典から現代まで、多彩なアートを楽し
めます。（企画により内容は変わります。）
		 ■休 	月曜（祝日の場合は翌平日）、
　　　年末年始、展示替期間中
	 ■時 9時〜 17 時
	 　		入館は閉館の 30 分前まで

参加店舗
随時募集中！
⇨ info@kita-con.com

奈良きたまち通販サイトスタート！

奈良をおうちにおとりよせ

奈良発　本格アートクラフトフェア

奈良大和郡山　現代工芸フェア

ちんゆいそだてぐさ ■最新情報は
　HPをご覧ください。

みなづき　にゃらまち　ねこのまち
■最新情報は
　HPをご覧ください。

■最新情報は
　HPをご覧ください。奈良には氷を愛する神様が坐すという………。

ひむろしらゆき祭

●68 奈良市押上町 26
（今小路バス停前）

祇 園 社
八坂神社奉賛会

 D-4

花芝商店街
振興組合

東向北商店街
振興組合

手貝通り
商進会

ブラキタ編集部は、フリーペーパーやホーム
ページを作って、きたまちのお店の皆さんを
応援しているよ！



飲 食 店
●１  cafe ocho（佐保山テニスクラブ）★　欄外１

奈良阪町 2650	佐保山テニスクラブ内　☎ 0742-23-3117
テニスクラブ併設の、自然に囲まれたカフェ。チキンカレーや
薬膳べんとうを提供。おべんとう予約可。	 ■休 	不定休
■時 	9 時〜 18 時（おべんとうの予定はインスタ cafeocho.
sahoyama ご確認ください）

●６  あじあの薬膳おばんざい藍布（らんぷ）　B-3 

美味しく食べて、元気 &キレイを目指す、アジア薬
膳店です。週替りの養生ランチは 14 時 L.O。テイク
アウト有。（最新の情報はお問合せ下さい。☎ 0742-
27-1027）■休 	月曜〜水曜　■時 11	時 30	分〜 16 時

●8  Cozy Cafe B-3 法蓮町 1070-2	中嶋ビル 1F　☎ 0742-26-8132		

青いテントが目印のかわいいカフェです。旬のお野菜をたっぷり
使った＂おうちごはん ”と素朴なスイーツをお楽しみ下さい。
■休 	水曜・日曜　■時 	11 時 30 分〜 17 時（4月〜 9月	18 時）

●11  カレー処　琥珀荘 ★　B-4 
インド式をベースに東南アジアや和の要素を取り入
れたスパイスカレーでおます。

		■休 	月曜	■時 	11 時〜 15 時

●13 カフェバルドー　B-4 

カフェというより昭和レトロな喫茶店。なつかしい
味の「きたまちナポリタン」　と当店限定の「お醤油
をかけて食べるアイスクリーム」が人気です。
　■休 	月曜・水曜・木曜　■時 	11 時〜 18 時 30 分

●15  cafe CROCO　B-4 
カウンター席メインの小さな喫茶店です。
■休 	月曜　	■時 	8 時〜 18 時（インスタグラムで告知）

●16 U's kitchen　B-4 

パスタ専門店　おかげさまで 15 周年♪ U's	kitchen
菓子工房 "ゆずきち "もよろしくお願いします。
　■休 	日曜　営業時間はWebサイトをご覧下さい

●18  toi 印食店★　B-4 花芝町 30-3　☎ 0742-87-7014
多様なインド料理を軸に奈良の気候、食材に寄り添う自由なイ
ンド式 spice 定食を提供する小さなお店

■休 	日曜　■時 	月曜〜木曜	11 時 30 分〜 14 時 30 分
金曜・土曜	11 時 30 分〜 14 時 30 分 /17 時 30 分〜 20 時 30 分

●19  きたまち ce magasin（ス  マガザン）　B-5  
食事とワインを楽しんで頂けるカジュアルな食堂です。
　■休 	月曜			■時 	ランチ 11 時 30 分〜 16 時		
　　　ディナー 17 時〜 22 時入店まで		カフェ終日

●21  アンヌ・マリーカフェ 　B-5 

英国風で居心地良いカフェです。人気の	スコーンを
どうぞ　　　　　　　　　　　　　　　　				■休 	月曜
■時 	平日 8時 30 分〜 18 時		土曜・日曜・祝日 9時〜 18 時

●24 SAKURABURGER（さくらバーガー）B-5  
本格ハンバーガー専門店・自家製無添加ベーコン
■休 	水曜・木曜	■時 11 時〜 19 時 (LO)20 時	close

●78 koharu cafe（コハルカフェ）  C-3東包永町 61		☎ 0742-26-1710

古民家をリノベーションしたカフェです。野菜を中心としたプ
レートランチ（飲み物付き 1,100 円）とチーズケーキが人気です。

■休 	木曜・金曜　■時 	11 時〜 16 時

●33  火と実 coffee　C-3 
三軒長屋の一軒で美味しい珈琲とチーズケーキにブラン
チをご用意。■休	月曜・木曜	　■時	11時〜 18時（LO17時）
週末 8時からモーニング	インスタグラムでご確認を▶

●35  菩薩咖喱 　C-3 
“ ダルバート ” を中心に、ネパールテイストの創作
スパイス料理を提供しています。

		■休 	水曜・木曜	■時 	11 時〜 15 時（LO14 時）

●39  NORR coffee roasters　C-4

	 北半田中町 16-2　☎ 080-3030-9911
現状日曜日のみの営業中。自家焙煎珈琲豆の販売、その豆を使
用したコーヒードリンクの提供。店内・テイクアウト可。

日曜日のみ営業　■時 	13 時〜 17 時

●40  かやく飯とお酒  かやく C-4北半田中町 26　☎ 0742-26-6870
昼は羽釜で炊き上げた「かやく飯」を御膳形式で、夜は会席コー
スをお酒と共にお楽しみいただけます。
■休 	日曜・祝日（臨時営業あり）その他不定休あり　■時 	11 時 30
時〜 13 時 30 分（ただし御飯無くなり次第営業終了）、17 時 30
時〜 20 時（前営業日 14 時までにご予約ください）

●41  ラ・リベルテ cake ＆ bread cafe　C-4 
ピンクの扉が目印のフランス菓子の小さなお店。美
味しい紅茶やハーブティーもございます。

■休 	不定休　■時 	11 時〜 17 時 30 分

●48  お食事処たちばな D-1 奈良阪町 2340　☎ 0742-23-6526

奈良豆比古神社近く、古民家のお食事処です。	日本唐揚協会	第
２回唐揚弁当グランプリ最高金賞受賞。第 9回からあげグラン
プリ金賞受賞。

■休 	毎週火曜		第 1、第 2火曜・水曜　■時 	11 時〜 15 時

●50  植村牧場・カフェレストランいちづ 　D-1

	 般若寺町 168	　☎ 0742-23-2125（植村牧場）
	 ☎	0742-26-7776（カフェレストランいちづ）
太陽をいっぱい浴び、しっかり運動した乳牛から搾られた新鮮
な牛乳や乳製品を販売しています。

■休 	売店 12 月初旬〜翌年３月中旬まで休業、
カフェレストランいちづ	水曜

	■時 	売店 10 時〜 17 時、カフェレストランいちづ 10 時〜 17 時

●51  轉害坊 (TENGAIBOU） 　D-2 
手焙煎コーヒー＆ロースイーツ
珈琲教室＆ロースイーツクリエーター講座

	■休■時 	ＨＰ・ＦＢでご確認ください。

●59  TEGAIMON CAFE　D-3 
国宝　東大寺転害門の前の古民家のフレッシュ
ジュース屋です。■休 	水曜・木曜	　■時 	10 時〜 17 時

●62  ごはん芽や（Mayya）　D-3  
季節の野菜と魚や肉を使った週替わり定食の店です。
臨休や人数制限あり。ブログでご確認ください

●64  ミジンコブンコ　D-3  
のんびり読書、ときどきカレー

■休 	日曜・月曜	5 日、15 日、25 日
■時 	11 時 30 分〜 17 時 30 分

●65  カフェ シャローム D-3 今小路町 49　☎ 080-6166-9372
英国風のかわいいお店です。こだわりのコーヒーや紅茶で、ゆっ
くりとくつろいでください。軽食もご用意しています。

営業日		水曜・木曜・金曜　■時 	10 時〜 17 時

●66  工場跡事務室　D-3 

元乳酸菌飲料工場であった建物（登録文化財）をリノ
ベーションしたカフェ。昭和の雰囲気を楽しんでいた
だけます。　　　　　　　　■休 	月〜木（祝日は営業）
■時 	金曜 11 時〜 18 時　土曜・日曜・祝日	8 時 30 分〜 18 時

●71  そば処　喜多原　D-4 水門町 50　☎ 0742-22-0448
東大寺西側近く、そば粉 10 対つなぎ 1の香り高いお蕎麦とサク
サク天ぷらでお待ちしています。

■休 	火曜・第２水曜　■時 	11 時〜 16 時（売り切れ次第終了）

　 物 販 （ 食 品 ・ 雑 貨 な ど ）

●３  樹花（いつか）　A-3 

花束・アレンジメント・観葉植物・花壇管理・庭木の
剪定など植物のことならなんでもご相談下さい。

	■休 	水曜（臨休あり）　■時 10 時〜 19 時

●５  Somi sweets&coffee　B-3  
有機素材や旬のものを使った vegan 菓子工房です。	

		■休 	月曜〜金曜	■時 	13 時〜 18 時

●７  foo stitch（フゥー ステッチ）　B-3 		

国内外のめずらしい布、ボタン、リボンやワッペン	
などの個性豊かな手芸材料が揃います。

	■休 	日曜・月曜・火曜　■時 	11 時〜 17 時

●9  ゆりゆり Books 　B-3	 北袋町 32-6　☎ 080-6184-0950

新刊 * 中古絵本店です。お子さまから大人まで楽しめる絵本を扱っ
ています。	 ■休水曜、木曜、第 2土曜　	■時	12 時〜 17 時 30 分

●10  うつわ屋　HAKUGINHI（白銀比）　B-3 
やちむんと琉球ガラスを中心に手作りの器をセレクト。
■休 		不定休（インスタで告知）	■時 	13時30分〜18時30分

●14  ワインの王子様 　B-4  
ワインとベルギービールの専門店
あなたの疑問に専門スタッフがお応えします。

	■休 	木曜　■時 11 時〜 21 時

●20   PHOTO GARDEN 　B-5 
カメラや写真に関する雑貨販売と写真教室してます

■休 	水曜　■時 	10 時〜 18 時

●22  タケルのタ★　B-5 
鹿児島県産の鶏肉にこだわったお弁当と惣菜の店です。

		■休 	日曜　■時 	９時 30 分〜 19 時

●23  御菓子司 本家菊屋 奈良店　B-5  
創業四百有余年。奈良で一番古い菓子店です。

■休 	元日のみ　■時 	9 時〜 17 時

●25  活版工房 丹　B-5  
正倉院文様などの活版印刷のグッズや紙製品が豊富！

		■休 	無休・年末年始を除く　■時 	10 時〜 18 時

●27  アジアン・マーブル　C-2 多門町 1　☎ 080-1452-2651

アジアのかごと雑貨あれこれ。イベントなどへの出店・商品情
報はフェイスブック、またはインスタグラムにて
フェイスブック https://www.facebook.com/asianmable　
インスタグラム https://www.instagram.com/asianmable_sayako/

　■休不定期	（イベントの時のみオープン）

●31  Fu-ra　C-3 
心地よく楽しい日常を願って作るエプロンと日常着
のお店。　　	■休 	日曜・月曜・火曜・第１・3・5土曜			

■時 	11 時〜 16 時

●32  器人器人（きときと）　C-3  	

気軽に使えてワクワクする器や雑貨を取り揃えてい
ます。のんびり寛ぎながらお気に入りをみつけにお
越し下さい♪										■休 	木曜　■時 	11 時〜 18 時

●38  ハニホ堂 　C-3	
自作のポストカード、おみくじ＆マッチくじ＆くじ
引きと、古本古雑貨の一坪空間です。

■休 	不定休（HPでお知らせ）　■時 	11 時〜 16 時

●43  MADOCA（まどか） 　C-4 鍋屋町 11　☎ 090-6664-3094

委託販売のお店です。服、小物等ガールからミセスまでデザイン、
サイズも色々ありますので宝探し気分でどうぞ♪

■休 	水曜・木曜　■時 12 時〜 18 時

●44  株式会社新踏社／しかのせ 　C-4   
奈良うまれの蚊帳生地で作った鹿柄エコバッグな
ど、ぜひ見に来てください。

■休日・祝日・土曜のみ不定休
		 ■時 	8 時 30 分〜 17 時（土曜〜 15 時）

●53  craftshop  おりがみ D-2	 手貝町 28　☎ 0742-81-7262

手織りやフェルト小物、陶器、紙すき和紙等ひとつひとつ手作
りの商品をそろえています。来店のたびに新しい発見があるか
も。FB・インスタやってます。

		■休 	土曜・日曜・祝日　■時 	10 時〜 16 時

●57  きたまち豆腐  　D-3 東包永町 75　☎ 0742-27-2711

転害門そばの手づくり豆腐屋。国産大豆を使った、豆の薫りあ
ふれる豆腐や揚げのほか、豆乳おからドーナツも人気です。

	 ■休水曜　■時 	9 時 30 分〜 19 時

●58  御菓子司 萬林堂（まんりんどう） 　D-3 
東包永町 9　☎ 0742-22-6889

ひとつひとつ真心を込めて手作りしております。お立ち寄り、
お待ちしております。
	 ■休月曜　■時 	9 時〜 18 時 30 分頃

●60  ギャラリー花 matsuri
 　花の器・食の器　ひろし　D-3 
花の器・食の器　ひろしのギャラリー兼工房です。陶
芸体験もご利用いただけます。☎ 090-8380-7296	 		■休 	不定休

●63  マールイ・ミール D-3 東笹鉾町 34　☎ 0742-87-1514

マトリョーシカをはじめとしたロシアの民芸品、ソビエト時代
のレトロかわいい雑貨や絵本を並べています。

■休■時 	電話やメールでお問い合わせください。

●67  アトリエ リジッタ 　D-3 
動物図鑑をテーマに刺繍作品を制作している動物雑
貨のお店です。

		■休 	日曜・月曜＋不定休　■時 	12 時〜 17 時

宿 泊 　

●２  ホテルリガーレ春日野 ★　A-3 

	レストラン「ソレイユ」では、季節の旬を織り交ぜ
た和食・洋食を料理長自慢の創作料理でおもてなし。
駐車場 150 台　無料　
■休 	火曜日（祝日の場合、翌日に振替あり）、年末年始、9/14）
■時 	11 時 30 分〜 14 時（LO13 時 30 分）

●４  GUEST HOUSE OKU　A-4 
小道入った一番奥にほっとする奈良のおうちがあり
ます。
■休不定休　チェックイン 16 時〜 21 時。チェックアウト 10 時半

●34  and smiles hostel　C-3  
女性専用のお宿でほっこり奈良を満喫してくださいね。
☎ 0742-87-1655

●52  小さなホテル　奈良倶楽部 　D-2 

地元野菜たっぷりの朝食。隠れ家のような居心地の
良さと静けさに包まれる贅沢。とっておきの「なら
時間」をお愉しみください。　　　　　			■休 	不定休

●69  ホテルニューわかさ 和鹿彩別邸   　D-4 

奈良公園・東大寺まで徒歩５分の好立地。当館自慢の
光明石人工温泉の展望貸切ひのき風呂は、夕日が抜群。
イベント盛り沢山、料理自慢の宿。詳しくはインスタ
グラムをチェック→

美 容 ・ 健 康

●28  寧楽のタイ古式マッサージ 慕古  C-2	
女性専用。タイ古式・チネイザン・シンギングボウル。

■休 	不定休　■時 	11 時〜 20 時

●54  ERAWAN PHUM（エラワン プーム） 　D-2  
女性専用サロンです。タイ古式マッサージ、チネイ
ザン、リフレク等。☎ 090-2190-6245

■休 	不定休	（ブログにて案内）■時 	10 時〜 20 時（最終受付）

 サービス・文化・趣味・体験・福祉など

●12  もりわきファッションスクール★ 　B-4 
あこがれのファッションが作れる洋裁とニードルパ
ンチミシン手芸の教室。生徒さん募集中。随時見学、
体験レッスンOK。

●17  ステンドグラス工房 アトリエもりなか  B-4  
近鉄奈良駅に近いステンドグラスの教室です。
■休 	日曜・月曜・祝日、29 日〜月末	■時 	10 時〜 16 時

●26  まほろし★ 　C-2 
どこでもない	だれの家でもない	いろんなものになれ
る	そんな場所	event ＆ space

●29  宇宙椅子 cosmic re-chair & 日＋月＋星  	C-2   

椅子張替工房＆不定期ギャラリー。要事前予約。
			■休 	イベント開催時のみオープン。その他は要事前予約

●36  踏花舎 ・NPO 法人 文化創造アルカ　C-3  
奈良の近現代の歴史を編集・発信する講座などを開
催。入江泰𠮷旧居コーディネートも。会員募集中！

●37  花 nosode 　C-3 
アンティーク着物が大好きな主宰が教える少人数制
の着付け教室♡︎	お洒落なコーディネートや髪飾りも
学べます。			■休日曜・祝日　■時 	10 時〜 18 時

●47  （株）ノザワ電気商会 　D-1

	 奈良阪町 2373　☎ 0742-23-6196
ご家庭のお困り事、何でもご相談ください !!

■休土曜・日曜・祝祭日　■時 	9 時〜 19 時

●49  武田俊男商店 　D-1奈良阪町 2476-2	　☎ 0742-22-4853

日本でもめずらしい、鹿せんべいを製造しています。

●55 SKETCH HOUSE アトリエ ぶらりすけっち 　D-3

	 手貝町 15　☎ 0742-81-3781
ご一緒に楽しいスケッチ！　室内・室外教室開講中！〈入会随時〉

■休 	不定休　■時 	11 時〜 17 時

●61  ギャラリー尚古会（しょうこかい）　D-3 
古いものと新しいものが出会う場所。

	■休 		■時 	HP でご確認ください	

●70  ギャラリー五風舎 　D-4  
大仏殿西方の戒壇院を南に下ったところ、依水園と
の中間、「入江泰𠮷旧居」隣の古民家ギャラリー。

●72  猫舟美術館 　D-4  
コロナで休館中。予約制で開ける時あり、HPで確認。

●73  社会福祉法人東大寺福祉事業団 奈良親子レスパイトハウス 
	 　E-3
難病や重い障害を持つ子どもを在宅でケアされてい
るご家族を支援する活動です。																							■休 	不定休

き た ま ち 周 辺

●74  鍼灸とりゐ　欄外３ 
鍼・灸・こども鍼・美顔鍼・耳ツボ痩身・スポーツ鍼灸　		

	■休 	不定休　■時 	9 時〜 20 時

●75  万喜彫金工房 metal working studio 欄外２	  
アクセサリーの販売や、指輪の体験教室も有ります。

■休月曜・火曜・不定休　■時 	10 時〜 18 時

●76  奈良の雑貨とカフェ BAR ことのまあかり欄外２ 
奈良のこと、古代のことを楽しめる雑貨とカフェ
BAR「ことのまあかり」。■休	火曜（臨休あり）■時土曜・
日曜	11 時〜 19 時 30 分　水曜〜金曜	14 時〜 19 時 30 分

●77  銀雪の里★　欄外 4  
どこか懐かしい香りのする古民家で器とお菓子を販
売する陶芸工房です。絵付け体験も。

■休 	月曜、火曜、水曜、木曜	■時 11 時〜 17 時

●1 	A-1 　数字は地図と対応しています。■休 	定休日　■時営業時間　★	新規参加店
コロナウィルス対策に十分注意してお越しください。
※店舗情報は 2021 年 3月現在です。変更されている場合があります。	
※マップ内の名称はスペースの都合で省略している場合があります。

奈良きたまちのお店　2021 年版

奈良きたまち新報 12 号　  2021 年 3 月発行

きたまちいいとこマップ　
制　作	 きたまちコンセント
事務局	 奈良市西笹鉾町 40	NPO 法人文化創造アルカ内
メール	 info@kita-con.com
「奈良きたまち新報」は、奈良きたまちの良さを共有し、地元からその
魅力を楽しみながら発信していきたいという思いでスタートしました。
ご参加を希望されるお店・施設は、メールでお問い合わせください。

印刷：新踏社（鍋屋町）　協賛：旧鍋屋交番と奈良きたまちの会


