
アンケートにこたえてプレゼントをＧＥＴ！
                                           「かしはら逸品」発売を記念して、

を抽選で２０名様にプレゼント！ 
平成３０年２月１日（木）から３月１５日（木）の間にチラシに載っている新商品を各店舗で注文・購入したらもらえるアンケートハガキにてご応募ください。
アンケートハガキは各店舗でお配りいたします。キャンペーン期間中でも各店舗のアンケートハガキが無くなり次第キャンペーンは終了となります。

ローカーボ(低糖質)スイーツギフト

バターやアーモンドを使いながら糖質は普段の焼菓
子よりも低くした商品です。糖質を気にされている方
にも楽しんで頂けるよう数種類をギフトにしました。

プティ・アルシェ

～橿原×畿央スイーツシリーズ～

古代のぬくもり 「ホッ、とパイ」

大和三山恋物のワッフルに続き、第２弾の古代シリーズ。
パイをあけて古代の世界をのぞいてみませんか！
古代にも使用されていたという牛乳をベースにミソ
味の食べるスープです。

カフェレスト陽炎 

野菜たっぷり大和三山ランチ

大和三山の景観をイメージし、四季の野菜をふん
だんに使用しました。季節により変化する野菜の香
りと食感をお楽しみください。

伝統食カフェ～楽膳～

ちょこっと・菓子・ジンジャー

刻んだしょうがと胡桃の入ったしっとりマフィンと、サ
クサクの鹿のクッキーがのったフワフワチョコマフィ
ンの２種類が入っています。

MAMAN洋菓子店　橿原店

かしはら減塩弁当

塩分が1食分で約2gの減塩弁当。大和三山や橿原神
宮の冬椿をイメージしたおかずや地元の野菜を色ど
り良く盛り付けました。

おうちごはん ときのは 

か・・・母さんが作る
し・・・塩分1食あたり2g
は・・・華やかな弁当
ら・・・ランチにどうぞ

か・・・母さんが作る
し・・・塩分1食あたり2g
は・・・華やかな弁当
ら・・・ランチにどうぞ

※SNSなどで減塩弁当を紹介していただいた方や見て御来店下
さった方に次回ドリンク無料サービス。

※キャンペーン期間中おみくじを実施。大吉がでたら素敵なプレゼントを進呈します。※単品でも販売致します。

ハルメクトキメク柚子ハンバーグ

飛鳥柚子を使った柚子醤油ソースとグリーンソース
で食べるハンバーグ。春野菜とハニーマスタードポ
テトサラダを添えた、”インスタ映え”な逸品！
＜販売期間＞2/1～5/31

奈良の里山料理 ほうらんや

～インスタ映え＃春野菜＃ハンバーグ～
セット（健康御飯、具沢山味噌汁、自家製漬物付）

橿原ジンジャーシフォン

しょうががアクセントのシフォンケーキ。
赤ワインコンポート添えです。

as WINE DINING 

かしじんチョコサラミ

ナッツやマシュマロの入ったチョコのサラミ。
しょうが入りとクリームチーズ入りの２種をお楽しみ
ください。

as WINE DINING 

※ランチご注文の場合ドリンク付 ¥400（税込）　夜は単品のみ販売 ¥594（税込）

※ランチご注文の場合ドリンク付 ¥400（税込）　夜は単品のみ販売 ¥594（税込）

畿央大学生と事業所が橿原市（古代大和飛鳥の
歴史）を想い起させる「ふるさと名物」を創出する
ことを目的に新商品・メニューを共同開発しました。

¥1,350（税込） ¥400

¥650 ¥550

¥1,404 ¥1,300 ¥650
ドリンク付

¥850
要予約

要予約

（税込）
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込） （税込）

（1セット2個入）

セット（古代米、味噌汁、自家製漬物、有機コーヒー付）

ランチタイム

８つの新商品８つの新商品８つの新商品８つの新商品でき上がったでき上がったでき上がったでき上がった
2月1日
販売開始

木
よ
り

産学官 連携事業

「かしはら逸品創出
プロジェクト」
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畿央大学・橿原市・橿原商工会議所 産学官連携事業畿央大学・橿原市・橿原商工会議所 産学官連携事業「かしはら逸品創出プロジェクト」「かしはら逸品創出プロジェクト」

応募方法 アンケートハガキを橿原商工会議所に郵送して下さい。ご応募はお1人様1枚に限らせて頂きます。

抽選発表 ご応募いただいた方の中から厳正な抽選を行い当選者を決定します。当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。［平成30年３月下旬発送予定］

締　　切 平成３０年３月２０日（火）消印有効

「かしはら
逸品」

発売記念
キャンペーン

平成３０年２
月１日（木）

平成３０年３
月１５日（木）

〜

ギフト券ギフト券
3,000円分3,000円分

畿央大学と橿原のお店がコラボして畿央大学と橿原のお店がコラボして畿央大学と橿原のお店がコラボして畿央大学と橿原のお店がコラボして



as WINE DINING
（アース ワイン ダイニング）

昼はカフェ、夜はワインバーという２つの顔を持っ
たダイニングバーです。

伝統食カフェ～楽膳～

カフェレスト陽炎（かぎろひ）
サイフォン式のコーヒーを一杯一杯丁寧に淹れて
提供しています。春は桜の花びらが舞い込み、夏
は木陰で涼しく、秋は読書に最適、冬は暖炉を灯
す、一年を通しゆっくりとしていただくログハウス
の喫茶店です。

奈良の里山料理 ほうらんや
「ほうらんや」は地産地消をコンセプトに厳選した食材をこだ
わりを持ってご提供しております。ハンバーグには「大和牛」
と「大和ポーク」の黄金比率の合い挽き肉を使用。米、味噌、
卵、酒まで奈良県産を使用しています。ランチタイムには名物
のハンバーグを求め、たくさんのお客様が来店されます。

整体師がプロデュースするおうちカフェ。保育園や老人
ホームの食事を長年手掛けてきたおかんが手間暇かけ
て作った素朴な味。奈良産地場の食材や新鮮な野菜を
使用しできる限り添加物を使用せず身体に優しい、愛
情たっぷり「おかんご飯」をぜひお召し上がりください。

世界各国から取り寄せた厳選素材を使用した
本格派のフランス菓子店です。
徹底的に素材にこだわり、本物の洋菓子をお客
様の手元に届けられるよう日々励んでおります。

毎日食べてもあきない家庭料理を地元の採れたて野菜をたっぷ
り使って、主婦２人が手作りしています。１階の大きなテーブル
はシニア世代の方々がおしゃべりを楽しんでいます。２階の和室
は子連れママたちがゆっくりくつろいでいます。お1人でも気軽
に来ていただける、憩いの空間を目指して元気にお迎えします。

1986年創業のMAMAN洋菓子店。桜井市に本店があり、当時
から変わらない素材へのこだわりや、製法を守りつつ、その
時々のニーズに合った新たな商品の開発も積極的に行なって
います。また、地元の食材を使用した洋菓子の製作にも力を
入れており、心を込めて作り、皆様に笑顔を届けます。

プティ・アルシェ 

おうちごはん ときのは 

MAMAN洋菓子店 橿原店
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畿央大学では「健康」と「教育」をテーマに、理学
療法士、看護師、管理栄養士、建築士、学校の先
生、保育士など明日を支えるスペシャリストを育
てます。

畿央大学の紹介

新商品についてのお問い合わせ

このプロジェクトに参加した畿央大学生たちが開発している様子は畿央大学HPブログに
掲載しています。

畿央大学HPブログ「かしはら逸品創出プロジェクト」紹介

所在地：北葛城郡広陵町馬見中４丁目2-2
電話番号：0745-54-1601
最寄り駅：五位堂駅から徒歩約19分
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☞新商品販売各店舗へお電話ください（定休日を除く。）
産学官連携事業 
     「かしはら逸品創出プロジェクト」に関するお問合わせ
☞橿原商工会議所へ TEL.0744-28-4400     FAX.0744-28-4430

橿原市久米町652-2
http://kashihara-cci.or.jp/

℡0744-24-5479

℡0744-22-2233

℡0744-27-2585

℡0744-20-0701 ℡0744-25-5007

℡0744-22-0081

℡0744-25-8048

畿央大学 逸品創出プロジェクト 検索

所在地／橿原市久米町708
            コレツィーネ1F-Ｂ
営業時間／11:00～15:00、
                  18:00～24:00
定休日／月曜日
    （祝日の場合、翌日が休み）
駐車場／有（共用駐車場15台）
https://www.facebook.
      com/asWINEDINING/

所在地／橿原市豊田町299-12
営業時間／11:00～17:00
定休日／日曜日
駐車場／有（5～6台）
https://tokinoha.net/

所在地／橿原市古川町316
営業時間／9：00～19：00
定休日／木曜日
駐車場／有（15台）
https://www.facebook.
              com/Kagiroicafe/

所在地／橿原市兵部町6-10
営業時間／10:00～20:00
定休日／日曜日
駐車場／有（2台）
https://petit-archer.com/

所在地／橿原市小房町11番5号
                かしはら万葉ホール5F
営業時間／ランチ11：00～14：00／
カフェタイム14:00～17:00／
ディナータイム17:00～21:00
（ディナーは火～木は完全予約制）
駐車場／有（123台） 
※かしはら万葉ホールの駐車場
定休日／月曜日
http://www.houranya.jp/

所在地／橿原市大久保町105-2
営業時間／8：00～17：00
定休日／第1・第3日曜日・
              毎週月曜日
駐車場／有（10台）
https://ja-jp.facebook.
                    com/lakuzen

所在地／橿原市内膳町5-18-1
　　　　　　　　  コナミ1F
営業時間／10:00～20:00
定休日／火曜日
駐車場／有
（コナミスポーツクラブ大和八木共同立体駐車場）
http://www.maman1986.com/


