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特集

ココロときめく、
大須のイマドキ。
名古屋の流行発信地、大須。
そんな大須周辺の
『イマドキ』を、ばらばら。
編集部が独自にリサーチ！SNSで話題の
お店や新規オープンのお店、夏の新メ
ニューなど、ときめく情報てんこ盛りで
お届けします◎
この夏は、ばらばら。
を持って大須を遊び
尽くそう！
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#ばらばらカメラ部
大須をおトクに楽しもう！
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ばらトク。

大須の『いま』をもっと知るカギ

ばらばら。
って？

編集長おーちゃん

「みんなでつくるフリーマガジン」を
コンセプトに、毎号さまざまなテー
マで、大須周辺の「ひと」
「みせ」
「まち」
の魅力をお伝え！編集部の直感でい
いと思ったものを、友人にオススメ
する感覚で作っています。
各種 SNSでも情報発信中！チェック
してみてね◎

ばらみちゃん

にゃー。

10年来の Androidユーザー
を卒業し、iPhone13Pro
に！カメラの性能に感動
し、編集長の写真を撮り
まくってます。
Twitter

Instagram

編集部
メンバー

まゆちゃん

めかぶに大ハマり中で毎
日食べてる。変わらずラ
ンジャタイが好き。最近
はゼンモンキーというト
リオも気になる。

公式サイト

情報・広告・クーポン募集中！
「こんなお店・人がいるよ！」な情報や、
「広告・クーポンを載せたい！」という方大募集。
クーポンは現在無料で配信中です！
各種 SNSよりお気軽にお問い合わせください。
発行日：2022年7月13日 発行元：フリーマガジンばらばら。編集部
460-0012 名古屋市中区千代田3丁目1-11紀志屋ビル3B 株式会社ニューキャスト
※掲載情報は発行時点のものです。最新情報は各店舗へお問い合わせください。
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ひゃっかちゃそう

百花茶莊
本場台湾産の仙草で作ったゼリーと沖縄産の
黒糖を使った「黒糖仙草ミルク」（550円）。解熱
作用もある生薬として台湾で親しまれている仙
草。つるんとした喉ごしをぜひお試しあれ！
公式サイト

Instagram

名古屋市中区大須3-8-20高栄ビル1F
営業時間の詳細は
公式サイトにてご確認ください。

ダブルトールカフェナゴヤ

doubletall cafe nagoya

季節のフルーツをこれでもかと盛った「アイスフ
ルーツティー」（＋トッピングアイス1090円）。氷
を減らしフローズンフルーツを使っているのもポイ
ント。冷房で冷えやすい方はホットもオススメ◎
Instagram

名古屋市中区大須4丁目2-21
12:00〜18:00
金土12:00〜20:00
定休日なし

ラッコカフェ

RACCO CAFE

7色のヘルシーな寒天ブロックが鮮やか
な「ブロックソーダ」
（660円）。ギャラリー
のコンセプトである「アートと健康」がど
ちらも楽しめる逸品。
※ギャラリーの営業状況により提供不可な場合が
あります。事前に Instagramでご確認ください。

Instagram

名古屋市中区大須3丁目1-35
HASE-BLDG3 2F ROOMCRIM内
11:00〜15:00 日11:00〜17:00
火土定休

五感で感じる！

個性ドリンク

ち
ゃ
ん

集めました。
み
看板犬み

ヤッ
ホー
ヤマコーヒー

yama coffee

コーヒー専門店が選び抜いた新鮮
な豆を使用した「パンダコーヒーフ
ロート」（780円）。パンダのマシュ
マロ（300円）を追加して可愛さ倍
増！※テイクアウト不可
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Instagram

名古屋市中区松原2-22-31
セザール松原101
9:00〜19:00
土日9:00〜18:00
月・第二第三火定休

☎052-887-2358
名古屋市中区大須2丁目27-30西大須ビル1F
12:00-21:00（L.O 20:30） 無休
Instagram/@cafe̲̲̲villa
地下鉄鶴舞線「大須観音駅」より徒歩5分

おしゃれ韓国風カフェで過ごす

白で統一されたシンプルな店内は、今流
行りの“韓国っぽ”な雰囲気を楽しめる。
こ
の時期イチオシの「Tomato sherbet」は、
まるでスープのような感覚で楽しめる、
“あまじょっぱ ”デザート。
他にもこの夏食
べたいフードやドリンクメニューがたく
さん。ぜひまったり癒し時間を過ごしに
足を運んでみてほしい。

まったり癒し時間︒

Villa
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食べ歩きグルメとしては珍しいチヂミロールは、韓国人の店主が作る本場の味。
キムチとニラの2種類。もちもちの食感が癖になり、ついついリピートしたくな
る。カラフルで可愛いマーブルアイスクリームソーダもこの夏ピッタリの爽やか
ドリンク。お店の壁にはお花で囲まれたフォトスポットもあり、映え写真を撮っ
て楽しむこともできる。

☎052-269-0844
名古屋市中区大須3丁目20-13
11:00-19:00（水曜日12:00-18:00）
Instagram/@vijincosme
地下鉄鶴舞線・名城線「上前津駅」より徒歩5分
クーポン有り

人気商品から︑他では買えない商品も︒

自身も肌が弱いため、肌に優しいコスメを多
く取り扱っているというオーナー。また、ス
タッフ自ら使用して厳選したアイテムを仕入
れているため、人気商品はもちろん、他のお店
では見かけないラインナップが特徴。お客一
人一人に対する丁寧な接客が人気を呼び、小
学生から90代まで幅広い世代が来店すると
いう。

ときめく韓国コスメ探し

VIJIN COSME

韓国人店主が作る本場の味︒

食べ歩きできるチヂミ

ソウルナムジャ ROTOKO

☎090-4857-3254
名古屋市中区大須3-30-25合点承知ビル1F
11:00-19:00 火定休
Instagram/@rotoko̲korea
地下鉄鶴舞線「上前津駅」徒歩4分 クーポン有り

OLをしながら活動するインスタグラマーに

映え写真 のコツ 聞いてみました
P r o f il

e

Ins tag ram

なごやグルメっと旅（める＆ねね）さん

@aichi̲nagoya̲gourmet

20代女子2人組のグルメインフルエンサー。
OLとして働きながらInstagramやYouTubeにて愛知県内のグルメ情
報を発信し、同じように働く若い女子たちから支持を得ている。友達
との遊びやデート、ドライブの参考になるようなアカウントを目指し
日々活動中。大須にもよく足を運ぶという彼女たちに、映える写真の
コツを聞いてみた。

Yo ut ub e

point

01

フィルターアプリは使わずノーマルカメラで。

最近は撮影用のスマホアプリも多く、可愛いフィル
ターやオシャレな加工が施されるアプリを使用して
いる方も多いのでは？
でも食べ物を撮るなら、スマホ内蔵のノーマルカメラ
が一番クリアに映る。ちなみに2人はiPhone12 Proを
ご使用とのこと。

フィルターを使用せ
ず、ノーマルカメラ
ではっきりクリアな
印象に。

point

point

02 色味調整はシンプルに。

03 とにかくアップで。手元も可愛く！

食べ物をより魅力的に見せるには色味調整が必須。し
かしやりすぎはNG！こちらも特別なアプリは使わ
ず、標準カメラかインスタの加工機能で調整を行う。

Before

引きよりアップの写真の方が、食べ物
が美味しそうに見える。特に食べ歩き
系は、手に持ってアップで撮ると反応
率がいい。映る手のネイルやアクセサ
リーもオシャレにこだわることで、映
え度アップ！

After
point

04 映え写真はお店探しから！
映え写真を撮るお店探しは、InstagramやTikTokで行うこ
とが多いという2人。若い世代の利用率が高いSNSを使用
してお店探しをすることで、
今流行りのお店もチェック◎

シャドウを下げて影を薄く
明るさを少し上げて暗い印象から明るい印象へ

2人のInstagramや
YouTubeチャンネルには、
大須の情報もたくさん！
ぜひチェックしてみてね♪
Instagram

YouTube

コントラストを少し上げてはっきりとした印象へ
彩度を少し上げて鮮やかで温かい印象へ
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宗さん（大須杏仁）と
写り込んだりすのすけさん
美味しい中華料理が楽しめる牛百味
さんの目の前にある、大須一小さな
お 店 “大 須 杏 仁”。店 主 の 宗 さ ん と、
写真に写り込んでいたりすのすけさ
ん。（可愛くて思わず切り抜き）
飲んだ瞬間口の中にフワッと風味が
広がる、甘すぎずさっぱりスッキリ
な飲むロイヤルミルク杏仁は、この
夏にぜひおすすめしたい。

大須に集いしファッショニスタたちをスナップ！
この暑い夏もオシャレがしたい。
あなたのお気に入りの着こなしをチェックして♪

エスニックファッショ
ン・雑 貨 の お 店 “チ チ
カ カ” の 店 員 さ ん。カ
ラフルなトップスが
とっても目を引くコー
デ。店内には鮮やかな
刺繍や柄のアイテムが
たくさん！
この夏を華やかに彩っ
てくれるアイテムが手
に入りそう★

もえさん（チチカカ）

はやしさん（左）と
やまとさん（右）
「中 身 が 見 え る ク リ ア
バ ッ グ が ポ イ ン ト」と
お姉さん。
お揃いではないのにお
二人のコーデや髪型が
とってもマッチしてい
て good!

ぶんちゃん
今号の「今っぽ韓国タイ
ム」にモデルとして参加
し て く れ た め ー ち ゃ ん。
コロンビアご出身のお母
様と大須でお買い物♪
ブルーで統一された全身
コーデがとってもよくお
似合いです◎

めーちゃんと
めーちゃんママ

美容院帰りのお姉さ
ん。顔 ま わ り の 後 れ
毛を作ってルンルン
だそう♪
シンプルだけど涼し
げなゆるっとオシャ
レコーデ。

食
さんぽぱん大須

極厚たまごバーガー

¥600

名古屋市中区大須3丁目42-6
11:00〜
Instagram/@sanpopan.oosu

大須徳川庵

名古屋城抹茶金時

¥1200

べ歩き

大須の隠れスポット文殊小路にあるこちらのお
店。バターで焼き上げたバンズのカリじゅわ〜な食
感と、厚さ3センチもの極厚卵のふわふわ感のマッ
チングが絶品！化学調味料不使用なところもこだわ
りポイント◎他にもクリームソーダの揚げサンドや
42センチのメガサンドなど、個性豊かなメニューが
たくさん！あなたのお気に入りを見つけてね。

愛知各地の特産品を使用したかき
氷の企画「あいちスノーブーケ」のた
めに考案された特別メニュー。西尾の抹茶を使用し
たシロップに、特製粒あんをトッピング。中には今
夏新商品のひんやり冷たいもっちり水餅が。明治
40年創業の「元祖鯱もなか本店」の鯱サブレをしゃ
ちほこに見立て、名古屋城をイメージしている。
名古屋市中区大須3丁目23-26
12:00〜20:00 土日祝11:00〜20:00
水定休
Instagram/@osu̲tokugawaan

ど

あなたは

っ

りんご飴専門店 ar.アール
りんご飴 ¥600
季節ごとに厳選した旬のりんごで作ったりん
ご飴。最大限に薄くコーティングした飴のパリ
パリ感とシャキッとジューシーなりんごの組み
合わせに、クセになる人続出！お味は定番のプ
レーン以外にも、シナモンシュガーやフランボ
ワーズなどたくさんで迷うのも楽しい！

VS
TRUNK COFFEE
& CRAFT BEER
クラフトビール ¥750~

はしご

常時入れ替わる8種類のクラフトビールを午前
中から楽しめるお店。クラフトビールに詳しく
なくても大丈夫！好みのテイストを伝えると、
気さくなスタッフがオススメを教えてくれる◎
現在毎週木曜日に「フード持ち込みDAY」を開催
中。他のお店でテイクアウトしたフードを店内
で楽しめる、ありそうでない企画！オススメ！
名古屋市中区上前津1丁目3-14
11:00〜23:00
Instagram/@trunkcoﬀeeandcraftbeer

ち
?

名古屋市中区大須3丁目
22-30KGビル
11:00〜19:00 水定休
Instagram/@ar.̲oosu

派

大須 だもんで

大須ハイボール

¥400

酒

お安く飲むならコレ！キリンのウイスキーを使用
した大須ハイボール。たくさん飲みたいあなたは90
分1500円の飲み放題がお得！エビ串カツ（280円）
は、頭と脚を残しカリッと食感と香ばしさを感じら
れる逸品。自分で焼いて楽しめるタコパースタイル
など、一人でもみんなでも楽しめるお店。イチオシ
のキューバサンドはテイクアウトも OK。
名古屋市中区大須3丁目42-26
18:00〜25:00
土日14:00〜17:00 18:00〜25:00
Instagram/@ousu̲damonde

水定休

愛彩

晩酌セット

¥1000

千円ポッキリでドリンクとおばんざい二品が楽
しめる、呑んべえに嬉しいセット。トークと料理
のセンスが光る明るい女将と常連さんの会話で、
店内は和やかな雰囲気。入りにくいかもしれない
が、一見さんでも温かく迎え入れてくれるお店。
ツウなあなたも、初心者のあなたも気にいるはず。
600円でボリューム満点のランチもオススメ！

名古屋市中区大須2丁目18-15
11:30〜21:00
月定休 火ランチのみ休

＃ばらばらカメラ部
＃ばらばら
カメラ部
喫茶文化が盛んな名古屋。今号ではそんな名古屋の「カフェ・喫茶写真」を
Twitter・Instagramにて募集しました。その中から素敵な写真をピックアップしました♪
※デザインの関係で一部画像を切り抜いて使用しております。ご了承ください。

んにて︶

@Hirokazu1979912さん
（佛蘭西館さんにて）

@enEGpEWcRBTYzen

さん
（珈琲と鳩時計の店 ロンドベルさんにて）

@nyancoro_worksさん

︵喫茶ツヅキさ

@5DmvYOFEGmA
さん
V6aT

（喫茶スモリバさんにて）

acさeん
@laugh_at_sp て ︶
んに

@koumefuyunoさん

︵チ｜ロバさ

feeさんにて）

maiさん（yama cof

@Hothand_turu

@sylph_fenrirさん（喫茶ツヅキさん

にて）

（funnys cafeさんにて）

たくさんのご参加ありがとうございました。次回もお楽しみに！
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大須をおトクに楽しもう！

LLIN
INEE
ン
ク
ポン
ーポ
クー
期間

公式LINE

ばらトク。

2022年 7月13日

店舗MAP

水

2022年 9月11日

日

※本クーポンは、
ばらばら。
LINE公式アカウントを友達登いただくことで使用可能です。
左記のQRコードもしくはID検索
【ID：753acqud】
にて友達追加ください。
※サービス内容、
店舗情報などの詳細は変更する場合がござます。
各店舗にご確認ください。

※LINE画面下部より3ジャンルに分かれたメニューをタップいただくことで、
クーポンを表示できます。
※各店舗の場所は左記QRよりご確認いただけます。

グルメ
1

2

大須徳川庵

ご注文の方

1

100 円引き
5

60 分無料体験
(9000 円相当 )

3

触れ合いをご利用の方

トカゲの餌やりサービス
1

60 分コース以上をご利用の方

ホットアイマスク + ゆたんぽ枕
+ ヘッドマッサージ10分サービス

大須杏仁

1日50杯限定の
飲むロイヤルミルク杏仁

スコーンハーフサイズ
プレゼント

10%割引

大須モンスター OOZZOO

CUORE PLUS( クオーレプラス )

5

Blue Pekoe

1500円以上ご注文の方

うさぎとCafe

6

リア パーソナルジム

4

2

うさぎのおやつプレゼント

お出かけ

大須 だもんで

一品50円引き

RACCO CAFE

11

3

ソウルナムジャ ROTOKO

お飲み物一杯無料
6

体験

各種半額

4

アロマトリートメントきとりんち

candle shop kinari

初回ご来店の方

ワークショップ体験
500 円割引

全メニュー 30％オフ
3

2

Board Game's

スタジオスピーク

ドリンク 1 杯サービス

写真缶バッチ
3 個セット 1,650 円
( 通常 1,980 円 )

VIJIN COSME

マスクパック

1枚プレゼント

舗
新店

7/2ン5
!!
プ
オー

大須支店窓口限定

開店記念定期預金

0.12 ％

キャンペーン期間：2022年７月25日（月）〜９月30日（金）

特別金利
対象商品
ご利用
いただける方

ご注意
いただきたい
事項

スーパー定期
1年もの

年

（税引後 年0.095%）

スーパー定期1年もの
（自動継続扱い） 20万円以上1,000万円未満

大須支店に口座をお持ちの方で、
キャンペーン期間中に大須支店の窓口にて新たにお預け入れいただいたく個人のお客様
※大須支店以外の店舗でお預け入れいただく場合は特別金利が適用されません。
※満期日前にご解約される場合は特別金利が適用されません。
当行所定の期限前解約利率を適用します。
※特別金利は初回満期日までの1回限りです。
満期後は店頭表示金利のスーパー定期（1年）
に自動継続します。
※他の金利優遇制度、
キャンペーン等との併用はできません。
※ATM、
インターネットバンキングでのお預け入れは対象外とさせていただきます。
※今後の金利情勢等により、取扱期間中でも内容を変更したり、取り扱いを
7/25（月）
中止させていただく場合があります。
▼

キャンペーン期間中に開店記念定期預金をお預け入れいただくと

9/30（金）

もれなく粗品プレゼント！

※数に限りがございます。

※店頭に説明書・追加規定をご用意しています。詳しくは窓口または下記までお問い合わせください。

大須支店

TEL:052-241-6126

住所:名古屋市中区大須三丁目38番45号

2022年7月13日現在

