
プライベート美術館は、公募によって集まった奈良県
内の障害のある人のアート作品を、日常のなかで楽
しむプロジェクトで、今回で10回目を迎えます。
カフェやショップ、社寺などに展示されるさまざまな表現を、是非ま

！ いさだくみし楽おにもととき歩ち

プライベート
美術館

近鉄奈良駅周辺店舗、ほか県内各地

プライベート美術館の楽しみ方

プライベート美術館は作品を見るためだけのものではありません。
例えば、カフェでは珈琲を飲みながら、

雑貨屋さんでは、かわいらしい雑貨を選びながら、
作品を楽しむことができます。

普通の美術館では体験できない楽しみ方があります。

その１
お店全体を楽しもう！

37.5℃以上の発熱がある場合、咳や咽頭痛、
その他ご体調に異変を感じる時は、ご来場を控えてください。

ご来場の際にはマスクの着用等必要な感染予防対策をお願いします。

その３
マナーは守ろう！

静かに自分のなかで作品を心ゆくまで味わうのも素晴らしいことですが、
ぜひ、作品の魅力を周りの人と語り合ってみてください。
できれば語り合ったこと味わったことを感想カードに書いて、

作家やお店の方に思いを伝えてください。

その２
作品を前にして語り合おう！

プライベート美術館 事務局
（一般財団法人たんぽぽの家内）
〒630-8044  奈良市六条西3-25-4

Tel.  0742-43-7055 　Fax.  0742-49-5501 　E-mail. happyspot@popo.or.jp   

 お問合せ先

近鉄奈良駅周辺の情報は中面をご覧下さい。

奈 良 県 大 芸 術 祭
奈良県障害者大芸術祭

主催：奈良県障害者大芸術祭実行委員会
　　  奈良県大芸術祭実行委員会／奈良県

プライベート美術館  開催地マップ
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「私たちは「第20回全国障害者
芸術・文化祭みやざき大会」を応
援し、障害者の芸術文化活動を
盛り上げます。」

※新型コロナウイルスの感染拡大などの状況に応じて、店舗の営業時間や休み
などが、記載されている内容と異なる場合があります。予めご了承ください。

●混雑時に入場制限を設けます。
　一定数以上の方がご来場になった場合は、入場をお待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。

三宅町三宅町

参加店舗や社寺などの場所は、
QRコードを読み込むかアドレスからアクセスすると、
パソコンやスマートフォンでご覧いただくことができます。
http://ur0.work/1IVe



イギリス人にとってお茶とは、
ただの飲み物ではありませ
ん。「お茶をいかが？」で始まる
コミュニケーションが人と人と
の距離を縮めてくれたり、相
手を気遣う気持ちを伝えたり、
気分が沈んでいる人を元気付

ラブ。葉言の法魔は」？がかいを茶お「 ?appuC a evaH。りたけ
イトンティールームに是非お茶を飲みにいらして下さい。
☎0742-87-1358 ●奈良市東城戸町35番
地2F ●11:30～19:00（LO18:30） ●定休
日：月、 火、 定休日が祝日の場合は翌日休
●https://www.brightontearoom.com/
●出展作家：谷口誠良、森本健司

石井友里絵「しかく」

Brighton Tea Room（ブライトンティールーム）
カフェ

20

近鉄奈良駅から、やすらぎの
道を北へ徒歩で約10分の喫
茶店（法蓮仲町交差点すぐ）
ファラフェルピタサンドが人
気です。また店内ではレコード
も販売中です。略称プリトミ。

☎0742-42-6426
●奈良市法蓮町1249-1
　田中店舗中
●12:00～21:00(LO20:00)
　土：12:00～22:00(LO21:00)
●定休日：月、金曜日 祝日の場合は翌日休
●http://Instagram.com/kissa_ptmm
●出展作家：岡村雄介

髙田千惠子
「冥夢百鬼夜行図」

Pleased To Meet Me
カフェ, レコード店

1
築約70年の格子のある町家
をリノベーションした工房。
革鞄と作家物雑貨を常設に
て展示販売。

☎090-5254-4570
●奈良市多門町26
●11:00～16:00
●定休日：不定休
　（ウェブサイトなどでご確認ください）
●https://k3factory.jimdo.com

池田泰規
「コゾウ」

K3 Factory＆Gallery
雑貨

2

☎お問い合わせは事務局へ
●奈良市登大路町6-2 
●11:00～15:00 
●定休日：月曜日
●出展作家：杉浦清美、本道明美、村尾明憲

奈良県文化会館 交流サロン
サロン

7
奈良きたまちの入口
らへ ん に あるハン
バーガー屋さん。まち
歩きを愉しまれたら、
ぜひゆっくりとお立ち
寄りくださいませ。当
店でお食事をすると、
体にハンバーグの薫りがつくそうです。店主は
マヒして全然わかりません。ぜひお試しあれ。
☎0742-31-3813 ●奈良市東向北町6 
●11:00～20:00(LO19:00)
●定休日：水・木曜日
●http://sakuraburger.com
●出展作家：石黒琢朗、中島由貴

さくらバーガー
レストラン

8

☎お問い合わせは事務局へ
●奈良市登大路町76
●7:30～20:00
●出展作家：井手上美子、岩崎椋斗、植栗謙一 
　　　　　  上嶋利幸、上東みゆき 他

奈良公園バスターミナル 展示室１
バスターミナル

9

きたまち多門町で、主にリネ
ン素材を使ったエプロンや
ストール、布小物を制作・販
売しています。

☎080-4027-4662
●奈良市多門町26
●11:00～16:00
●定休日：2/3、4、5、10、12、13のみ営業
●http:// sewingfu-ra.shop-pro.jp/
●出展作家：上野和子

中島由貴
「るんるんるん」

Fu-ra
雑貨

3

きたまち花芝の小さ
な本屋です。創業時と
変わらぬ店内は昭和
の趣き。一度のぞいて
みてください。

☎0742-22-5050 
●奈良市花芝町16
●9:30～19:00
●定休日：日曜日
●出展作家：池田佳代、曽祇一晃

岡山功介
「はる」

ベニヤ書店
書店

6
元乳酸菌飲料の研究開
発や製造をおこなって
いた工場建物の一部を
リノベーションした喫茶
スペースです。大正14
年築木造建築のどこと
なく懐かしい雰囲気を
楽しみながらゆっくりと
過ごしていただけます。
☎0742-22-2215 ●奈良市芝辻町543
●金：11:00～16:00/土・日・祝：9:00～18:00　
　(11:00～11:30換気のため休憩)
●https://www.kojoato.jp/
●出展作家：高梨勇樹、橋本哲也、横山輝幸

濱 美華
「ねこ」

工場跡事務室
カフェ

5

隠れ家的小さな居酒
屋一兆です！ 明るい
女将と大きなカウン
ターが隣あった見知
らぬ人同士を繋げる
アットホームな店で
す。たまに早じまいを
してしまうこともあるので21時以降に来られる
方はお電話頂けると有難いです。
☎0742-26-6141
●奈良市小西町1-7　西口ビル2F
●17:00～23:00(LO22:30)
●定休日：日、祝日
●出展作家：荒木亮佑、中村朱里

亀田真悠子
」んさっべえ「 

一兆13

手作りパンとおにぎり
の、野菜たっぷりの日
替わりランチと、シャ
リーゼのお店です。店
内はバリアフリーに
なっています。

☎080-3843-8080
●奈良市南市町2-3
●11:30～18:00
●定休日：水曜日
●出展作家：悦内章司、上地雅子、上山堯大
　堀之内章、遠藤 唯、軽本里美、福井隆子
　山本正信、長尾健志、酒井佐代美、植田美恵
　中溝 勇、名迫高明

ひるねこ
カフェ

17
奈良市のコミュニティＦＭ
ラジオ局。商店街に面した
大きなガラス張りのスタジ
オから奈良の地域情報を届
けています。（78.4ＭＨｚ）

☎0742-24-8415
●奈良市餅飯殿町５ 奈良もちいどのビル
●10:00～19:00
●http://narafm.jp
●出展作家：十亀史子、南部嘉典、湯浅 勇

ならどっとＦＭ
ラジオ放送局

18

鑑る人、つくる人が、空間を
共有するということがアート
だと提案しています。絵本の
読める喫茶空間でゆっくりと
おくつろぎいただけます。

☎0742-23-0114
●奈良市上三条4
●10:00～18:00（LO17:00）
●定休日：月曜日
●出展作家：粕谷麻美、嶋崎和美、田野さち子、
　　　　　 豊國利加子、松野下知恵、山路将史

吉川真奈美/松田佑果
辻本 綾/竹花一真

「押し花1」

アートスペース上三条
カフェ・ギャラリー居酒屋

15

店主が畑を耕し、妻がパン
を焼くスペイン料理店です。

☎0742-22-2771 
●奈良市餅飯殿町27-1
●11：30～15：00（LO14：00）
　17：00～22：00(LO21：00)
●定休日：月・日曜日
●インスタグラム「huerto123」
●出展作家：沢井克之、森口敏夫

池田泰規
「カモメ」

huerto（ウエルト）
スペイン料理

16

近鉄奈良駅⑥出口前、
エレベーターで3階へ。
バリアフリーの広いフ
ロア。女性の一生に寄
り添うトータルビュー
ティーサロンです。

☎0742-24-1510
●奈良市高天町48 森田ビル3F
●9:00～18:00
●定休日：月曜日・第１火曜・第3日曜
●http://www.taiheiraku-faces.jp/
●出展作家：梶谷みち代、黒野大基、武田佳子
　　　　　  槌野千畝、味波晴巳

平井 智
「明るいカラフルリンゴ」

太平楽美容室
美容室

10
大正時代の町家で箱時
計の音を聞きながら
ほっこりした時間をお
過ごしください。ランチ

おすすめ、皮からすべて
手作りのおやきが逸品
です。手作りケーキと本場イタリアのエスプレッソ豆
の香り高い挽き立てコーヒーを是非ご賞味下さい。
☎0742-31-6209 ●奈良市小西町12-1
●11:30～16:30(LO16:00)
●定休日：日・月・火曜日（土曜日は要問合せ）
●出展作家：泉 竜太、いでちゃん、岡村雄介
　　　　　  桝谷正秀、山口裕樹

黒田康太「汽車」

（こいんどう）
カフェ 日本酒バー

11

フランス のワイナ
リー仕 込 み のオー
ナーソムリエが選ぶ
ワインは逸品。食事
も充実しています。夜
の奈良を堪能してく
ださい。

☎0742-25-2233 
●奈良市西寺林町19-1
●18:00～(LO24:00) 
●定休日：月曜日

小林弘典
「シーラカンス」

Ｓèｖｅ /セヴ
ワインバー

22
「まちをアートでいっ
ぱいに」が合い言葉。
おいしいごはんやお
やつをいただきなが
ら、気軽にアートを楽
しんでみませんか？

☎0742-93-9472
●奈良市下御門町28-1 2階
●12:00～ 閉店時間は店舗へご確認ください
●定休日：水・木曜日
●http://narasoraproject.wixsite.com/art-cafe-sankaku
●出展作家：荒井 陸、岡村雄介、十亀史子
　　　　  　中村真由美、山野将志、Yusuke

藝育カフェ Sankaku
ギャラリーカフェ

23

器と郷土玩具の店。奈良にち
なんだものや、日本各地の手
仕事のものがいろいろありま
す。手と心に響く手仕事をあ
なたの身近に。

☎0742-27-3560
●奈良市下御門町3-1
●12:00～18:00
●定休日：月曜日
●http：//www.vimala.co.jp/yuga/
●出展作家：賀来純子、菰池直哉

瑜伽（ユガ）
器と郷土玩具

25

発酵と燻製の盆地料
理を提供しています。
素材にこだわり、季節
のおいしいお野菜を
生かした個性あるお
料理をお楽しみいた
だけます。

☎0742-93-3988
●奈良市橋本町32 もちいどの林ビル 2F
●12:00～21:00
●定休日：火、不定休

澤井 玲衣子
「はな」

パインストア
レストラン

14

カウンターだけの小
さなお店で、山形の地
酒と全国の日本酒を
いろいろお楽しみい
ただけます。年中燗酒
もできます。めずらし
いベルギービールも
ご用意しています。
そしてワンニャン大好きです。
●奈良市小西町1-7 西口ビル2F
●18:00～22:00(LO22:00)
●定休日：不定休
●インスタグラム「nihonshutomarumaru」
●出展作家：仲川 葵、前田泰章

上村美穂子
「はあと」

日本酒と◯◯。12

奈良蚊帳の伝統を今に
伝えて…。蚊帳織りの
伝統技術をいかし、そ
の優しさや素材の温も
りを伝える商品で新し
い和のライフスタイル
を提案します。天理の自
社工場で一貫生産している、吸水性・通気性・速乾
性に優れたカラフルなおふきんや、丈夫で優しい手
触りのふすま地ブックカバーを販売しています。
☎0742-22-8851 ●奈良市光明院町5 
●10:00～19:00 ●定休日：なし 
●http://naramachi.nawrap.com 
●出展作家：上阪美幸、丸山婦美子

森川大樹「ぼくの好きな花」

蚊帳の夢 ならっぷ®
雑貨

21
奈良町の中の歴史ある美容
室です。

☎0742-26-4892
●奈良市東城戸町45
●9:00～18:00
●定休日：金・土曜日休業
　（場合により日曜日休業） 
●出展作家：西浦江梨子、山野将志

福井育代
「ゆきだるまの親子」

アベ美容室 ACT.2
美容室

19

山口みづほ
「アラベスクの空Ⅰ」

39

ならまち工房Ⅲの中
腹の中庭横のお店で
す。虹にあふれた店内
で結びの技法でアク
セサリーやサンキャッ
チャーなどをつくって
います。

☎080-3787-3114
●奈良市公納堂町12ならまち工房Ⅲ‒6号室
●11:00～17:30
●定休日：月曜日（土日要確認）
●インスタグラム「medete_yayaco8ya_」
●出展作家：塩谷龍平、前田考美

「ネモフィラ」

メデテ－ヤヤコ∞ヤ－
雑貨

38 48

帽子とぬいぐるみの販売と、
オーダー作成をしています。

☎090-1968-9031
●奈良市公納堂町12ならまち工房Ⅲ
●11:30～17:00
●定休日：月･火曜日
●http://www.cosmic.cc
●出展作家：南部嘉典

KACORINA
雑貨

創業元暦元年より二
十四代、あらゆる慢性
病のご相談にお応え
します。和漢胃腸薬陀
羅尼助丸やオリジナル
ハーブも人気です。

☎0742-22-6611 
●奈良市中新屋町3 
●9:00～19:00
●定休日：月曜日
●http://www.kikuoka.com
●出展作家：尾崎文美、小林弘典

森本健司
「ヒポヒポがのったぞう」

菊岡漢方薬局
漢方薬専門店

34

いもの形をしたまんじゅう
を串に刺して、一本一本手
焼きしています。２階で喫茶
も営業しております。ぜひご
利用ください。

☎0742-22-6483
●奈良市中新屋町29
●9:00～18:00 
●定休日：喫茶のみ木曜日定休
●http://www.kasuga-an.co.jp
●出展作家：北村雷太、内藤明日香

さつま焼 春日庵
和菓子

31

主にポリマークレイ 
という粘土を使った、
レトロでカラフルなピ
アス、イヤリングを製
作販売しております。

●奈良市公納堂町12ならまち工房Ⅲ 
●11:00～18:00(15:00までの日もあります)
●定休日：不定休
●インスタグラム「kodamano_teshigoto」
●出展作家：瀧川真幸、中村朱里

ココル1804
「はなび」

kodamano teshigoto
雑貨

42
店内にてケー
キを手作りし
ています。ひと
やすみ、テイク
アウトもどう
ぞ。作品をごら
んになるだけでも、お気軽にお入りください。

☎0742-24-7167
●奈良市公納堂町24
●12:00～18:00(LO17:00)
●定休日：月・木曜日
●http://yaplog.jp/nokonoko211/ 
●インスタグラム「nokonokocafe」
●出展作家：岡本智司、Yusuke

川越惠子「ドングリ」

のこのこ
カフェ

44
手描きや型絵染めのきれで
作った素敵な物がたくさん。
手づくりなので世界に一つの
物を探しに来てくださいね。

☎0742-26-3123 
●奈良市公納堂町11
●11:00～18:00
●定休日：月曜日 
●http://www.naramachi-kuwae.com
●出展作家：加古義弘

アトリエ桑江
雑貨

奈良町の保全・再生と活性
化を求めて開設した伝統的
町屋で、みなさんに展示・演
奏などで使っていただいて
います。伝統的町屋なので、
箱階段や古い井戸などもあ
ります。

☎0742-26-3476
●奈良市中新屋町2-1
●10:00～16:30
●http://www4.kcn.ne.jp/̃nmc/
●出展作家：荒木亮佑

岩ノ上政弘
「木舟の夕暮」

奈良町物語館
展示・演奏など

35

デザインで選ぶ日用
雑貨店。うつわやス
テーショナリーなど毎
日使える素敵なもの
がいっぱい。阿修羅
わっぺんもあります。

☎0742-25-3123 
●奈良市鶴福院町25
●11:00～19:00 
●定休日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日） 
●http://www.acartlifestyle.com/ 
●出展作家：青木 優、富丸風香、西ノ園有紀

田井克典
「故郷」

ACART LIFESTYLE （アカートライフスタイル）
雑貨

36

手織り手染め布の服、
ショール。ジャワ更紗
やタイの絣織りの布。
天然石やトンボ玉の
アクセサリー、自然素
材のボタンなどをお
取り扱いしています。

☎0742-27-2763
●奈良市中新屋町8 2F
●11:00～18:00(早く閉まることがあります)
●定休日：水曜日
●出展作家：本田律子、前中博志

満布
服・布

32

吉岡敏行
「コズミック・レコード」

4140

井澤玉穂
「太陽」

谷口真菜美
「キジトラ白」

カレー屋は休業中につき、店
舗の隣(前回と同じ場所)で展
示しています。

☎0742-23-0226
●奈良市下御門町6
●12:00～17:00 
●定休日：木曜日
●出展作家：狩野綾斗、国本貞子、菰池一馬
　　　　　  佐藤孝次、山崎直倫、米田忠史 他

楽（らく）24

福田彰裕
「生命の誕生」

お花の贈りもの。花
束、アレンジ、鉢もの、
リース・・・。1本から
お求めいただけます。
様々な形容詞を持つ
植物の魅力をご紹介
しています。

☎0742-24-7778 
●奈良市脇戸町12-1界内 
●11:00～17:00
●定休日：不定休（要ご連絡） 
●インスタグラム「hanaroji」

上山祐司
「花畑」

ハナロジ
花屋

和菓子

26

元興寺近くの和菓子
店。季節の上生菓子を
2Ｆで召し上がって頂
くこともできます。

☎0742-22-8899 
●奈良市中院町22-3  
●9:00～18:00
●定休日：水曜日 
●http://www.kasiya.jp

吉井卓也
「興福寺」

樫舎29

後藤夏代
「つくし野会」

カフェ
27

築190年の町家の中庭に面
したお座敷で、茶粥と甘味を
ごゆるりと。

☎0742-24-9081 
●奈良市西新屋町43
　奈良オリエント館内 
●11:00～15:00（LO14:30）
●定休日：月曜日（祝日の場合は営業）
●http://www.creerks.com
●出展作家：伊東朋栄、奥西弘明、菰池絹枝
　　　　　  西谷光世、惠 佳子

西川美幸
「じっと見つめる」

茶房 暖暖
カフェ・レストラン・ギャラリー

28

カナカナの二号店。カ
ナカナとはまた違った
お 食 事と植 嶋 マス
ター焙煎の美味しい
コーヒーを召し上がっ
ていただけます。ロシ
アなどから集めてき
た雑貨も販売してい
ます。
☎0742-87-1310 
●奈良市西新屋町40-1 
●12:30～18:00（LO17:30）
●定休日：月・火曜日
●http://kanakana.info/about-bolik

ボリクコーヒー
カフェ

橋本唯以
「キャラクター大集合」

30

辻田武志
「アンパンマン」

植田隆介
「vegetablesⅠ」

場所は、ならまちの元
興寺の近く。日々を豊
かにする作家モノの
器や和雑貨が並ぶ。
お近くにお越しの際
は、是非お立ち寄りく
ださいませ。

☎0742-93-6105
●奈良市中新屋町8
●10：00～18：00
●定休日：水曜日

足髙菜緒
「パステル画（虹）」

みどりや
雑貨

33

奈良町の中で喫茶、ランチメ
ニューや猫の和雑貨を販売。
手作り品も扱っています。

☎0742-26-2526
●奈良市中新屋町19
●10:00～17:00
●定休日：水・木曜日
●出展作家：北口拓巳、西浦江梨子

喫茶工房 まほろば
カフェ

高畑真佐子のオリジ
ナルのガラス作品と
オーナーの、知人の、
若手の、作家の、手作
りの一点ものを扱う
お店。奈良の紙物、
ちょこっとアンティー
ク雑貨もあります。

☎0742-93-3809
●奈良市鵲町12-1 
●10:00～17:00
●定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
●出展作家：宇野ユキ

小山佳尉
「people」

とんぼ玉工房空歩 元興寺前
クラフトギャラリー

37

宮本卓弥
「ゴッホの種まく人」

43

45

「ふくろう」

46

店内で織ってます。たくさん
の色を使いながらひとつし
かない織り物です。おしゃ
べりがてら、お立ち寄りくだ
さい。

☎090-4496-9742
●奈良市公納堂町12ならまち工房Ⅲ
●11:00～17:00
●定休日：月曜日、不定休
●https://ja-jp.facebook.com/hanatebamiteri/
●出展作家：いでちゃん

ハナテバミテリ～ hopicco
手織り雑貨

大浦万裕子
「花」

47

マツエク、フェイシャル、ヘ
ナなどの美容サロンをしな
がら、ドライフラワーの販
売、ウエディングブーケや
ギフトのオーダーもお受け
しておりますので、是非1度
お立ち寄り下さい。なお施
術中は鍵を閉めておりますので、ドライフラワーでご来店
のお客さまはお電話でご確認をお願いいたします。
☎080-4970-1187
●奈良市公納堂町12ならまち工房Ⅲ‒7号室
●10:00～19:00
●定休日：月曜日、不定休
●出展作家：中島幸佑

pres de st.cure（プレ ド セント.キュア）
マツエク/ドライフラワー

岡田悠里「里帰り」

戌亥 司
「いろんな魚」

49

築百年ほどの古民家
を改装した店内で、美
味しいごはんやお菓
子をお召し上がり下
さいませ。奈良町の散
策のご休憩にどうぞ。

☎0742-22-3214
●奈良市公納堂町13 
●平日:11:30～16:00(LO15:30)
　土日祝:11:30～19:00(LO18:30)
●定休日：月曜日
●http://kanakana.info/

カナカナ
カフェ

皮フ科
アレルギー科
形成外科

☎0742-26-4112
●奈良市杉ヶ町12-4
●月火木金土 9:00～12:00
　月火木金　 17:30～20:00
●定休日：水、土曜日の午後、日曜祝日
●出展作家：生島一磨、上野和子、黒野大基

中谷皮フ科
医院

自家製天然酵母と国
産小麦でつくったパン
のお店です。少し酸味
があり、固めのパンが
好きな人は好き。キラ
イな人はキライ。

☎0742-24-4560
●奈良市高畑町1076-1 春藤第2ハイツ1F
●10：00～18：30
●定休日：火・水曜日

ノモケマナ
パン

滝井優太
「Pansy」

51

トトロに出てきそうな
細い階段を、ゆっくり
上がってみてくださ
い。素晴らしい作品が
待っています！

☎0742-26-8834
●奈良市紀寺町954
●平日11:00～17:00(LO、2F作品展16:00) 
　土日祝11:00～18:00(LO、2F作品展17:00) 
●定休日：水曜日（祝の場合営業）
●http://yotubanote.exblog.jp
●出展作家：今西 芽、齋藤 穣、白子健一

よつばカフェ
カフェ

50
和紙とヒノキにかこま
れた空間で、自家栽培
の野菜と米をつかった
からだにやさしいお昼
ごはんやひきたてのハ
ンドドリップコーヒーを
お出ししています。

展示されている作品のキャプションには
感想などをお送り頂くためのメールアドレス
をQRコードで表記しております。
ぜひ、皆さまのご感想をお聞かせください。
下のQRコードからもお送りいただけます。

☎0742-23-6487
●奈良市船橋町22-2
●11:30～16:30
●定休日：日、月曜日
●https://www.facebook.com/cafe.koyomi/
●出展作家：佐藤友香、横原皇大

カフェこよみ
カフェ

※左のマップ外となります。

やすらぎの道沿い、創
業80年以上になりま
す昔ながらのおもちや
屋です｡ドイツなどヨー
ロッパの木のおもちゃ
やボードゲーム､ジグ
ソーパズルも豊富に取
り揃えております。

☎0742-23-2030
●奈良市西木辻町211
●11:00～19:00 ● 定休日：水曜日
●インスタグラム「yoshida_toys」
●出展作家：荒井 陸、上村美優、川端友理子
　　　　　  黒野大基、得田育宏、味波晴巳

よしだTOY'S
おもちゃ屋

店内にぎっしり並ぶ紙文具
は常に新商品を追加し多種
多様な充実セレクト。宝探し
気分で選んで頂ける楽しい
空間です。

☎0742-22-0806
●奈良市井上町5-1 
●9:30～17:30
●定休日：木曜日
●https://www.enfleur.jp/
●出展作家：北川憲一、黒野大基、堀 真由美

ｅｎ ｆｌｅｕｒ（アンフルール）
紙ステーショナリー

おひとりでもゆっくり
ほっこりしていただけ
る喫茶店を、ならきた
まちの長屋で営んで
います。一杯ずつ心を
込めてお淹れする珈
琲をどうぞ。

●奈良市西笹鉾町2
●11:00～18:00（LO17:00）
　土、日曜日8:00～18:00（LO17:00） 
●定休日：月、木、不定休。
　インスタグラムでご確認ください。
●インスタグラム「hitomicoffee」

南畑智幸
「やおよろず」

火と実 coffee
カフェ

4

花見京三 「港神戸」

谷崎 誠
「公園」

小川修平
「孔雀」

東大寺
総合文化
センター

近鉄奈良駅周辺
エリアガイド

スイーツ・パンカフェレストラン ショップ その他
2021 .1.30（土）⇒2 .14（日）

※開催時間、休みは開催店舗等に準じます近鉄奈良駅周辺店舗、ほか県内各地
プライベート美術館

奈良公園
バスターミナル

松本雄介
「あしゅらさま」

」んどい～よ「 子加利國豊

萩原徳之
「無題」

小西加津子
「犬」

辻尾真奈美
「見上げると」

※左のマップ外となります。



社寺

☎0742-33-5765
●奈良市法華寺北町897
●9：00～16：30
●要拝観料（障害者無料  本人のみ）
　段差あり

海龍王寺 2/1午後は行事の為、
作品を見ることができません

1/31の終日と、2/2の一部の時間は
作品を見ることができません

展示期間は
1/30と2/3～2/14迄

☎0742-33-2261
●奈良市法華寺町 882
●8:30～16:00（最終受付）拝観16:30まで
●要拝観料（障害者割引有り  本人のみ）
　段差あり

法華寺
☎0744-43-0005
●桜井市下692
●9：00～16：30
●要拝観料（障害者割引有り  本人のみ）
　段差あり

聖林寺

☎0743-78-3071
●生駒市上町4442
●9：00～16：00
●無料
　段差あり

長弓寺円生院
☎0744-49-0001
●桜井市多武峰319
●8：30～17：00
●要拝観料（障害者割引有り  介助者1名まで割引）
　段差あり

談山神社

☎0742-45-4630
●奈良市菅原町508
●9：00～16：00 （最終受付）拝観16:30まで
●要拝観料（障害者割引有り  介助者1名まで割引）
　段差あり

喜光寺

近鉄奈良駅周辺エリア以外の開催店舗

カフェ・イベントスペース 

saTomaiさとまい
☎090-9097-7010
●北葛城郡河合町佐味田485-2
　（有）カスガインテリア内 １F
●金：12:30～15:00(LO14:30)
　土、日：10:30～15:00(LO14:30)
　テイクアウトあり
●定休日：月～木曜日

コミュニティスペース

持続可能な地域作り支援施設
おおいわ結の里
☎問い合わせは事務局へ
●吉野郡大淀町大岩688
●金～日：9:00～15:00
●定休日：月～木曜日
◎駐車場あり

ホテル 

湯盛温泉ホテル杉の湯
☎0746-52-0006
●吉野郡川上村迫695
●定休日：無休

カフェ 

Good Job coffee
☎0745-44-8229
●香芝市下田西2-8-1 
●11：00～17：00
●定休日：日曜日・祝日

道の駅
吉野路大塔
☎0747-35-0311
●五條市大塔町阪本225-6
●9：00～17：15
●定休日：水曜日

宇陀路大宇陀
☎0745-83-0051
●宇陀市大宇陀拾生714-1
●7：00～17：45
●定休日：期間中無休

レスティ唐古・鍵 3 階展望室
☎0744-33-9170
●磯城郡田原本町大字唐古70-1
●9：00～18：00
●定休日：無休

今年度のお見合い展示の様子 前回の展示風景

いまとさiamoTas / 人呼田松 」ぱっは「 .A
湯の杉ルテホ泉温盛湯 / 哉和持有 」ごんりとんかみ「 .B
鍵・古唐ィテスレ 駅の道 / 宏仁崎山 」郎治炭 刃の滅鬼「 .C

寺王龍海 / 花帆 森 」ちたまかなとんゃちのほ「 .D
寺光喜 / 咲美田前 」るき生「 .E

寺華法 / 一恵浦松 」歩散へ辺海「 .F
社神山談 / 香絢田岡 」子し刺「 .G

前回の展示風景


