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11月9日（土）13:30開場/14:00開始
ゲスト：小野塚康之（野球実況家 ex.NHKアナウンサー）／祝谷真帆（ケンハモのお姉さん）
会場：ライブシアターなんば紅鶴（大阪市中央区千日前2-3-9 味園ビル2階）
料金：前売3,000円／当日3,500円（いずれも現地にて別途1オーダー要）

チケットの予約・購入は「パスマーケット」から
「魅惑の社会人野球」を検索してください
※夜の部の参加整理券もこちらからどうぞ

@miwakunosb
miwakunosb
kuji.ono.wakazishi@gmail.com

ファンがファン目線で、社会人野球の面白ポイントを
アンオフィシャルに掘り起こす“しゃべる同人誌”的
トークイベント、今年も大阪開催が決定！
今回は高校野球中継でもお馴染み、「野球実況家」
小野塚康之さんをゲストに迎え、今年の都市対抗野
球を実況された小野塚さんから見た社会人野球を
語っていただきます。日本製鉄広畑吹奏楽部の現役
団員でもある鍵盤ハーモニカ奏者・祝谷真帆さんに
よる応援歌生演奏コーナーもお見逃しなく！
イベント終了後は「夜の部」として、17時30分から
本町（船場センタービル）の居酒屋「やまのや市場」
にて2019年シーズン打ち上げ大会を開催します。

【バイオハザード5／バイオハザード6】（Nintendo Switch™ダウンロード版） 2019年10月31日発売 販売価格：各3,000円＋税

　最新作から歴代のヒット作まで、毎号さまざまな
テーマでゲームをご紹介するCAPCOM通信。
　さて、皆さんは「カプコン大人の名作シリーズ」
をご存知でしょうか？　“昔はどっぷりゲームで
遊んだけど、最近は腰を据えて遊んでいないな”と
いう大人たちのために、プレイシーンを選ばない
Nintendo Switchでカプコンの名作が続々と登場。
Twitterでも、オリジナルクオカードが当たるキャン
ペーンが行われ話題となっています。
　そんなシリーズにこの秋、新たなタイトルとして

『バイオハザード5』と『6』が仲間入り。アフリカを
舞台に主人公クリス・レッドフィールドと、仇敵アル
バート・ウェスカーの決着が描かれ、ドラマチックな
ストーリーが魅力の「5」。東欧・中国・北米、シリーズ
随一の壮大なスケールで世界規模のバイオテロを
描く、極上のホラーエンターテインメント「6」。
　どちらの作品も本格サバイバルホラーが楽しめ
るのはもちろん、画面分割による2P同時プレイや
発売当時には追加コンテンツとして別売りされてい
たエクストラゲームなども収録されているので、
プレイボリュームも満点。迫力あるゾンビが登場
するバイオハザードで、ハロウィンナイトを楽しみ
ましょう。 　　　　　　  （構成作家：安井信之介）

©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

　東京を中心にチェーン展開するスパゲティ
専門店「スパゲッティーのパンチョ」がい
よいよ関西へ進出。日本橋に、関西1号店
となる新店舗をオープンする。
　「パンチョ」は、株式会社B級グルメ研究所
（本社・東京都武蔵野市）が運営するナポリ
タンとミートソーススパゲティの専門店で、
池袋・新宿・秋葉原など18店舗（2019年9月
末現在、FC含む）を展開。メニューは上記
2種類に特化、いずれも昔ながらの食材と
調理方法にこだわった懐かしい味が人気だ
が、あわせて注目なのがそのボリューム。
通常料金で大盛（600g）まで対応可能なほ
か、総重量2.3kgの特別メニュー「ナポリ
タン星人」も用意されている。

　気になる日本橋での出店地はオタロード
の入口、ソフマップなんば店の向かい側と
いう絶好のロケーション。出店が発表され
た直後からSNSなどで話題にするユーザー
も多く見られ、人気を呼びそうだ。
　オープンは10月25日を予定。11月7日ま
での14日間は、オープン記念企画として来
店者全員に有効期間（12月15日まで）内な
ら何回来店してもトッピングが1品無料にな
る「特別トッピング定期券」のプレゼントも
予告されている。

MAP C-3

国内初の“eスポーツ特化型ホテル”
日本橋に来春開業へ
　近年、日本でもようやく市民権を得た感
のあるeスポーツだが、日本橋に国内初の“e
スポーツ特化型ホテル”となる「e-ZONe ～
電脳空間～」が来春開業する。運営を手掛
けるのは、関西を中心に住宅分譲やホテルな
どの事業を展開する不動産デベロッパー・
サンユー都市開発（本部：大阪市中央区）。
　e-ZONeは「泊まれるeスポーツ施設」を
コンセプトに、eスポーツを初めて体験したり
オフ会を開催したり、大会前の泊りがけの
合宿を実施したり、プレイヤーに至福の体験
を提供する施設として企画。個人利用だけ
でなく各種大会やイベントの開催も予定、
eスポーツを存分に楽しむことができ、ユー
ザー間のコミュニケーションの場となる施

施設外観イメージ

設として運営していくという。
　現在発表されている施設概要では、地下
1階から8階までの全9フロアで総ベッド数は
94。1～3階がゲーミングフロア、4～8階が
キャビン（宿泊）フロアとなり、地下1階には
シャワーフロアを常設。施設内には最大71
席のハイスペックPCブースを用意し、実況
配信用の設備も完備。7階にはハイスペック
PC設置の特別ルームフロアも設ける。
　開業は来年4月を予定。開業日には華やか
なオープニングイベントも開催予定だ。

特別ルームフロアのイメージ

アキバでも人気、「スパゲッティーの
パンチョ」の関西初出店は日本橋に

　日本橋3丁目南交差点の南東角から少し
東へ進んだ一角に、忍者衣装の体験と撮影
ができる写真スタジオ「伊賀者（いがもん）」が
オープンした。
　所要時間約60分の基本プラン（5,500円）
では、本格忍者・創作忍者・本振袖・内掛け
から衣装を選択、スタジオ内のセットを背景
に4カットを撮影。撮影画像はデータで提供
されるため、後のさまざまな活用も可能だ。
　その他、オプションとして撮影画像を日本
各地の風景と合成し、ミニ掛軸に仕上げる

忍者体験のできる写真スタジオ「伊賀者」がオープン
サービスも。掛軸が出来上がるまでの待ち
時間（約10～30分）にはスタジオ内の特設
ブースで本物の手裏剣投げなどを楽しめる
ほか、営業時間内であれば衣装を着たまま
の外出や周辺の散策もできる。
　8月のオープンから約3ヶ月、近隣を訪れる
外国人観光客を中心にSNSなどで情報が
広がり、徐々に人気を集めつつある。

MAP B-2

【忍者写真 伊賀者】
大阪市浪速区日本橋4-2-20 コア日本橋201
9:30～19:00　不定休　https://www.igamon.jp

今回の撮影モデルは、熟女好き芸人の「雲の美偉斗」くん。
彼の日々の活動はTwitterから @meet_kung_fu をフォローしてね

MAP C-3

●記事の見出し横や広告に記載のアルファベット＋数字の組
合せ（例：「A-1」「B-2」など）は、4・5面に掲載の「日本橋
エリアマップ」でのエリア分けを表します。店舗の場所を確
認する際にご利用下さい。
●記事中に記載の価格は、特記のある場合を除き、原則と
して消費税を含む金額となります。

（写真提供：サンユー都市開発）

【e-ZONe ～電脳空間～】（2020年4月開業予定）
大阪市浪速区日本橋4丁目9街区　※以下住所未定
https://www.sanyu-j-net.co.jp/lp/
Twitter : @ezone25082688

【スパゲッティーのパンチョ  大阪なんば店】
大阪市浪速区難波中2-4-3 11:00～23:00 不定休
https://naporitanpancho.com/
Twitter : @napopancho

人気のナポリタン。トッピングメニューも充実 （同店公式サイトより） オープン準備が進む店舗。大きな看板も道行く人々の目を引く
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【地下鉄日本橋駅～黒門市場周辺】 麺屋青空／不動産 エ
イーレッド（地下鉄日本橋駅⑤番出口上がってすぐの場所に
ラック設置）
【難波千日前～ウラなんば周辺】 カフェ＆ビア あるか→アるか
／麺屋丈六／スーパーホテルなんば・日本橋／鉄板野郎／ナ
ンバプラザホテル／ビジネスホテルニッセイ／猫柳ラテック
スギャラリー
【千日前・味園ビル内】 ファミコンバーDENDO／ライブシア
ターなんば白鯨／ライブシアターなんば紅鶴
【なんさん通り～オタロード周辺】 薬膳カレーの店 アーリ
オ・オーリオ／メイドカフェ e-maid／イオシスなんば店／
カルチャーバーW@VE／きゃんでーばにー／cafe&cookie 
KissShot／クラムカフェ／レンタルショーケースGET'S／ア
ミューズメントスポット コレクション／サウンド・パック本店／
清麺屋／創作工房cafeアトリエ／タケウチ難波中ビル（1階
入口階段付近にラック設置）／レコードショップナカ2号店／
FOREVER RECORDS／ミルキーアンジェ・エクロール
【日本橋3丁目～4丁目（堺筋沿いとその周辺）】 フリースペー
ス ウェブスタ！／おたクラブ大阪店／クイックガレージ日本
橋／ヒーロー玩具研究所／ホテルヒラリーズ／ポポンデッタ
／カフェ・ド・ポルテ／メシクウタン／ビューティーサロンRAN
／PCワンズ／正油ラーメン専門店 友愛亭
【日本橋商店会内】 パンダ専門店 大阪ぱんだ／タイディカ
フェ／Coffee553
【地下鉄恵美須町駅～日本橋5丁目周辺】 アジトオブスクラッ
プ 大阪ナゾビル／e☆イヤホン大阪日本橋本店／イオシス
日本橋4丁目店／オフィスバスターズなんば・日本橋店／カ
ンプリ日本橋店／キウイゲームズ／ゲーム探偵団／サウン
ド・パック堺筋店／シリコンハウス共立／たこ焼き居酒屋 た
こ丸／日本橋ものづくり拠点 エスタ5／ミニチュアショップ
Y&Y／めいどさんのいるリフレのお店
【今宮戎～大国町周辺】 あなぐま亭／ウィークリーグリーン

inなんば 
【道頓堀～宗右衛門町周辺】 ロフトプラスワン・ウエスト
【御蔵跡通り～日本橋東周辺】 ノムソンカリー
【南海難波駅西～元町周辺】 がれきっさ猫鯖／レザークラフ
ト フェニックス
【通天閣～新世界周辺】 通天閣（2階・瓦版コーナー）／新世
界まちなか案内所／ホテル中央セレーネ／ホテルみかど／
ホテル来山
【淀屋橋～本町周辺】 なんば経済新聞編集部
【堀江】 堀江アートスクール
【鶴橋】 彩りキッチン じゅんちゃん
【南巽】 Takoyaki in Space DELTAKO
【天満橋】 日本分析化学専門学校
【千林】 大阪工業大学工学部 ものづくりセンター 
【中津】 はちみつとフリーペーパーのお店 はっち 
【十三】 シアターセブン／ローソン 淀川三津屋南二丁目店 
【弁天町】 繁栄商店街 地域情報センター  
【京都・東山五条】 只本屋
【神戸・花隈】 ミルキーアンジェ神戸アネックス 　　

（順不同・ほぼアイウエオ順）
※配送状況などにより、設置のタイミングが若干前後する
　場合もございます。
※品切れの節はなにとぞご容赦ください。

本紙設置・配布スポット一覧 あの人気店からスピンオフ、なんさん横丁にチキン南蛮専門店
　なんさん通りから北へ少し入った、ウラな
んばの「なんさん横丁」に、チキン南蛮定食
だけの定食屋「なみ一 輝（なみいち・てる）」が
9月2日にオープンした。
　当店は、路地を挟んだ向かい側で長年営
業する「なみ一」の2号店。同店は昼が日
替わり定食、夜が本格的なそば専門店の二
毛作営業だが、「輝」では本店での昼の人気
商品であるチキン南蛮定食（690円）一本に
メニューを絞り込み、毎日提供する。
　チキン南蛮を選んだ理由は、本店で最も
人気があったことに加えて「チキン南蛮なら
口あたりが軽く、毎日食べても飽きない。
また、短時間に自分一人で多くのお客様に
対応するオペレーションの問題もチキン南
蛮ならクリアできた」と店長の増井輝彦さ
んは話す。週に何度も来店するお客さんの
ために、付け合わせのお惣菜や味噌汁の具
は日によって変えるといった工夫も。
　チキン南蛮は、鶏肉を揚げた後にくぐら
せる特製の三杯酢がポイント。夏は酢を多

め、冬は砂糖を多めと季節によって配合も
変えるこの三杯酢は、タルタルソースにも
隠し味として生かされている。もちろん、
本店と同様にタルタルソースはかけ放題、
名物の土鍋炊きごはんもおかわり自由だ。
　本店では毎週水曜日がチキン南蛮定食の
日で、その日は両店が同じ内容となるが、
お客さんの奪い合いはなくむしろ相乗効果
が出ているという。「本店が混んでいるから
今日はこっちだとか、会社の同僚と連れだっ

【なみ一 輝】大阪市中央区難波千日前6-12（なんさん横丁内）　11:00～14:30  日曜休

　フィギュア・玩具専門店「スーポジ」が、
今年7月以降唯一の営業店舗となっていた
日本橋オタロードの店舗を9月上旬で閉店し
ていたことが判明した。
　「スーポジ」は日本橋発祥のフィギュア・
玩具専門店として、2000年代前半までは日
本橋エリアで小型店舗を多数展開し（当時
の店舗名は「スーパーポジション」）、相応の
知名度を有していた。

　2005年、日本橋3丁目の堺筋沿いに大型
店舗「スーパーポジション G-ONE」（当時。
後のスーポジ日本橋店）をオープンしてから
は初期に展開した小型店舗の統廃合を進
め、最終的には日本橋での小売店舗を同店
に集約。その一方でオタロードには買取専
門店を出店、また店舗ブランドも略称とし
て定着していた「スーポジ」に改め、東京
や名古屋など関西以外での新規出店に乗り
出すなど拡大路線を取っていたが、それら
他地域の店舗は2018年までに全て撤退、以
後は日本橋のみでの営業に回帰していた。
　しかし今年6月末には、旗艦店であった日
本橋店を突然閉店。さらに公式サイトで「店
舗移転に伴い全店の営業を一時中止」する
との告知を行ったことで動向が注目されて

スーポジ、オタロードからも撤退　事実上の全店舗消滅か

MAP B-1

て来ているから、などと使い分けをされる
お客さんもいます。自分でも水曜は暇だと
思っていましたが、蓋を開けてみると一番
忙しいです」と話す。カウンター席のみの
本店とは違いテーブル席もあることから、
グループでの来店も増えているという。
　増井さんは「もっと多くの方にうちの定食
を食べに来て欲しい。仕事も遊びも、ちゃん
とごはんを食べないとやる気が出ませんか
ら、たくさん食べてください」と呼びかける。

鶏もも肉を1枚まるごと使ったチキン南蛮。ボリュームも満点！ 店長の増井輝彦さん。店名も店長の名前から一文字を取った

いた。その後もしばらくの間は、オタロー
ド店で在庫商品の販売を小規模に続けては
いたものの、その営業も終了したことで全
店舗が事実上消滅する形となった。
　なお、スーポジは日本橋店の閉店後に「ナ
イトギャラリートイズ by スーパーポジション」
という公式ツイッターアカウントを新たに開
設し、その中でオタロード店について「新
店舗準備の為」9月8日に閉店したと発表し
ているが、その後現在まで新店舗の具体的
な動きはない。また、公式サイトにも現在
はアクセスできない状態となっている。

　アニメ関連グッズやフィギュア・ボードゲー
ム・プラモデルなどホビー商品全般を取り扱
う専門店「駿河屋」（株式会社エーツー、
本社・静岡市駿河区）が、今年6月に経営破
綻した女性向け同人誌専門店「明輝堂」の
一部事業を継承することが明らかになった。
　駿河屋は現在日本橋エリアで3店舗を展
開するが、女性向け商材に特化した「日本橋
オタロード乙女館」のリニューアル計画を10
月に発表。その中で「駿河屋は、明輝堂が積

み上げてきた『多くの過去作品に触れること
ができる歴史』を引き継ぎ、女性向け同人誌
を応援します」というメッセージとともに、リ
ニューアル後の店舗名に「supported by 明
輝堂」を付加するとした。また、名古屋では
明輝堂の元店舗に居抜き出店する形で、新
店舗「名古屋乙女館 supported by 明輝堂」
を11月にオープンするとしている。
　なお、大阪では名古屋とは違い明輝堂の
店舗そのものは継承せず、駿河屋の既存店

女性向け同人誌専門店「明輝堂」が復活 駿河屋が継承へ MAP B-3

舗をリニューアルする形での展開となる。
　ちなみに、南海なんば駅南口近くにあった
明輝堂の元店舗（スペースなんば店）跡には
こちらも同人誌専門店の「メロンブックス」
が進出、日本橋での2号店となる新店舗を
10月5日にオープンさせている。

本紙のWEB通販サイト
「pontab web shop」が
オープンしました

http://store.shopping.yahoo.co.jp/pontab

「Yahoo！ショッピング」内に本紙直営の通販サイト
を開設しています。定期購読のお申込とバックナン
バー購入がWEBから簡単便利にできますのでぜひ
ご利用ください。各種クレジットカードや「Paypay」
の利用も可能、Tポイントも使えます＆貯まります。
ボールペンやクリアファイル、缶バッジにマステなど
ごく一部で話題の「ざつむちゃん」オリジナルステー
ショナリーグッズが買えるのもここだけ！

【スーポジ】
http://www.spspspsp.com/　※現在はアクセス不能
【ナイトギャラリートイズ by スーパーポジション】
Twitter : @nightgallerytoy

【駿河屋 日本橋オタロード乙女館】
大阪市浪速区日本橋4-15-18 中津川ビル
11:00～20:00　無休　https://www.suruga-ya.jp/　
Twitter : @surugayaotome

創刊号からのバックナンバー／設置店舗一覧／広告
料金表／定期購読方法／メディア掲載情報
などなどの情報はすべて、本紙の
公式サイトでも公開しています。
あわせてごらんください。

http://pontab.jp

スーポジの前身、「スーパーポジション」時代の店舗看板
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次号は2020年1月下旬発行
新年号の巻頭特集は毎年恒例となった「日本橋地
域の店舗出店動向調査」。2019年1年間の調査結
果を、業種別の詳細データとともに一挙掲載。
また、プレスリリース送付・広告掲載・設置店のご
協力なども引き続きお待ちしております。編集部へ
のすべてのお問合せは TEL.06-6636-6419 または
info@nippon-bashi.biz までお気軽にどうぞ！

ざつむちゃんへのお便りと差し入れはTwitterで @tachiaki まで

MAP B-3

　オタロードの南端で営業中の「創作空間
caféアトリエ」は、現在地での営業を12月29
日で終了することを発表した。
　同店は2017年10月にオープン。「美術部
みたいなカフェ」をコンセプトに、店内に常備
されたさまざまな画材を使い創作活動がで
きるスペースとして女性客を中心に人気を

集め、今年1月には中
崎町に2号店も出店。
営業は好調と見られて
いただけに周囲からは
驚きを持って受け止め
られたが、同店のオー

ナー店長である安田佳那子（きゃん）さんが
店舗の公式ツイッターアカウントで営業終了
の真相を明らかにすると、その内容が大き
な反響を呼ぶこととなった。
　彼女のツイートによると、オープンからわ
ずか1年足らずの昨年12月、大家から家賃
の大幅値上げを一方的に通告されたことが
事の発端だという。その際には不当な値上
げとして受諾しない旨を伝えたが、今年6月
になると再び「契約更新」を名目に契約外
の保証金を追加で差し入れることや清掃経
費の別途請求など、大家からの要求はさら
に不可解かつ強硬なものにエスカレート。
これらについても弁護士と相談の上で、法
的根拠がないとして拒否する姿勢を見せた
ところ、8月には大家の代理人より、それま
での要求を全て受け入れた上で入居を続け

創作空間caféアトリエ、突然の営業終了へ　早期再開も模索
るか退去するかの選択を迫られ、ついには
要求に応じない場合は営業を不可能にする
ための“実力行使”も辞さないとの恫喝まで
受けるに至り、理不尽とは感じつつも顧客
やスタッフの安全を最優先に考え、退店に
踏み切るという苦渋の判断に追い込まれた。
　きゃんさんは「夢だったカフェを開業して
たった2年で、交渉の余地のない一方的な
要求により辞めざるを得ないのが悔しくてダ
メージが大きい」とその心情を吐露してツ
イートを締めくくっているが、本紙の取材に
対しては「早期の営業再開に向け、すでに
新たな物件探しなどを始めている」とコメン
トしており、詳細が決定次第できるだけ早
く発表したいとしている。
　なお、中崎町店についてはこの件の影響
はなく、来年以降も営業を継続する。　

　今年6月に日本橋へ出店し、関西初進出
を果たした東京・秋葉原の老舗メイドカフェ
「＠ (あっと)ほぉ～むカフェ」が、今年末にも
日本橋での2号店をオープンする。
　現在の店舗（大阪本店）は堺筋に面したビ
ルの1階と地下1階の2フロアで展開してい
るが、2号店は同じビルの2階に出店。同一
ビル内に複数店舗を持つ秋葉原の店舗と同
様の形態を取るものとみられる。
　「＠ほぉ～むカフェ」は2004年創業、現在
は東証ジャスダック上場の音楽番組制作会社
「スペースシャワーネットワーク」（本社・東京

都港区）の子会社が運営。旗艦店となる秋
葉原本店はビル5フロアを使った大型店舗で
年間来店客数は約50万人、秋葉原を代表す
るメイドカフェのひとつとして知名度も高い。
日本橋へ出店した際も、オープン直後から
話題を集め早々に人気店としての地位を確
立したが、進出からわずか半年で事業拡大
へ舵を切ることとなった。

＠ほぉ～むカフェが日本橋での事業拡大、2号店を出店へ MAP C-3

【＠ほぉ～むカフェ 大阪本店】　※大阪2号店は大阪本店と同じビルの2Fに12月オープン予定
大阪市浪速区日本橋4-9-13 SEMビル1F・B1F　https://www.cafe-athome.com　Twitter : @athome_cafe　

Facebook Instagram

ソーシャルメディアも
ちょこちょこやってます
タイムリーな街ネタから、街の将来には
あまり関係のない編集部内での雑談、
路地裏で見かけた野良ニャーさんの
写真まで縦横無尽に展開中。

Twitter

LINE@

　昨年閉店となった、日本橋3丁目の元「ソ
フマップなんば店ザウルス2」跡ビルで解体
工事が始まった。解体完了は来年5月中旬
を予定している。
　ソフマップは1990年代の最盛期、難波・
日本橋エリアだけで店舗網を10店舗にまで
拡大したこともあったが、2000年代に入る
と競争激化による業績不振から徐々に業容
を縮小。2010年にビックカメラ傘下となった
後は、かつての一大拠点であった地下鉄恵
美須町駅周辺からまず店舗の整理を進め、
2017年には完全撤退。最終的には最も難
波寄りとなる、オタロード沿いの「なんば店
ザウルス1」「－ザウルス2」の2店舗のみを
残す形としていたが、昨年10月にはさらな
る効率化のためザウルス1へ売場を集約（同
時に「なんば店」へ改称）、ザウルス2は空き
ビルとなっていた。

　解体後の開発計画などはまだ明らかにさ
れていないものの、工事発注者は大手不動
産デベロッパーの大和ハウス工業であるこ
とが現地での掲示によって判明しており、
今後は同社主導で開発が進む公算が高い。

オタロードのソフマップ「ザウルス2」跡は解体・再開発へ

　再開発後のビルは果たして商業施設とな
るのか、それともインバウンドの旺盛な需
要を背景にしたホテルへの転換か、あるい
は両者の合わせ技か……　今後の動向にも
注目だ。

【創作空間caféアトリエ】
大阪市浪速区日本橋西1-5-5　ミズホビル5F
13:00（土日祝11:00）～21:00　火・水曜休
https://so-saku.com/　Twitter : @cafeatelier2017

現在営業中の「＠ほぉ～むカフェ」大阪本店。
週末には入店待ちの行列も珍しくない

まもなくこの風景と「ソフマップ」の旧ロゴ看板も見納め 外からでは少しわかりにくい、旧「ザウルス1」と「2」の位置関係

ソフマップ
　　　なんば店
　　　（旧ザウルス1）

ソフマップ
ザウルス2 跡
ソフマップ
ザウルス2 跡

さらさホテル●

なか卯●

地下鉄日本橋駅↑

ダイコク●
ドラッグ　

日本橋3
交差点

髙
島
屋
東
別
館（
改
装
中
）

堺 

筋

なんさん通り

オ
タ
ロ
ー
ド

←南海なんば駅

●とれじゃらす

　●
ドスパラ

三豊麺●

●イエローサブマリン

●大乗坊
一味禅●
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高
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下
）

髙島屋東別館
（改装中）

日本橋小学校跡

日本橋
公園

NTT
コミュニケーションズ

地下鉄 日本橋駅
近鉄日本橋駅近鉄日本橋駅 近鉄奈良線

地下鉄千日前線

至 奈良

至 南巽

千
日
前
道
具
屋
筋
商
店
街

↑
戎
橋
筋
商
店
街

↑
千
日
前
商
店
街

難波千日前
公園

オ
タ
ロ
ー
ド

堺
筋（
日
本
橋
筋
商
店
街
／
で
ん
で
ん
タ
ウ
ン
）

なんさん通り はきはきタウン（御蔵跡履物問屋街）

地
下
鉄
堺
筋
線

至 天神橋筋六丁目・淡路

←道頓堀

黒門
公園

日本橋４

日本橋３南

日本橋３

黒門市場
kuromon.com

な
ん
さ
ん
横
丁

な
ん
ば
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
南
館

な
ん
ば
パ
ー
ク
ス

な
ん
ば
カ
ー
ニ
バ
ル
モ
ー
ル
・
Ｊ
Ｒ
Ａ
ウ
イ
ン
ズ
難
波

南
海
電
鉄
な
ん
ば
駅

髙
島
屋
大
阪
店
・
な
ん
ば
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
本
館

地下鉄 日本橋駅なんばウォーク（地下街）
←地下鉄・近鉄・阪神なんば駅へ

日本橋商店会
nipponbashi.ne.jp

CVローソン（１F）

タイ料理 タイタイ

しゅうまい 一芳亭
レコードショップナカ

スタジアムカフェ（３F）

鳥貴族（B1F）
● ●

大正浪漫酒房 月読

● ●

M

とんかつ なにわ（１F）

ＡSEGA
AVION

牛カツ 冨田（2F）
ラーメン 伊吹商店（1F）

●
おとぐら

ジャンプC

ファクトリー
ギア

●日邦レンタカー

●日本橋幼稚園
●JHC

バール
サケノマ

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば

●関西電力
難波変電所

●大電社 ●上新電機本社

●
●

日栄無線（１F）
オントップ（２F）
イオシス 4丁目店

●わかこうかいクリニック

●前田クリニック（２F）

●明電工業

●24/7ワークアウト

日本橋
クリスタルホテル

サウンド・パック
アナログ店 マルツ

プロケーブル

小池 第1営業所

永和信用金庫

DISC J.J.

インディペンデント
シアター２ｎｄ

小池 家電営業所 ●●

●

岡本無線電機

Goodモバイル

シマムセン
河口無線
サンマルクカフェC

ホビーランド
ぽち

H

ボークス
大阪SR

H

宝島ハンター（1F）H

上等カレー（1F）

餃子の王将

● ● ● ● ●

●

アンダンテＭ

●

● ●

カレー マドラス

大有電機

とんかつ丼
こけし

アサヒステレオセンター グリーンマックス・ザ・ストアー（2F）H

トイズゼロHデジット
ハイファイ堂

●ウエダ無線

千石電商（１F）

CYMA（２F）

●
愛染橋
保育園

CV
ローソン

P

カレー メシクウタン（４F）

ビラジオ
ビューティーサロンRAN
C

H
TOKIS

●中野無線
SFBC

● ●●

正公無線商会（6F）

東京
真空管商会

WANTED

MelCafeＭ

ヒロイン特撮研究所（４F）

●

DOLK（３F）H

Ｊｏｓｈｉｎスーパーキッズランド
キャラクター館

H

ポポンデッタ（３F）H

●台新
●乾庄貴金属加工

●
マクドナルド（１・２F）FF

K－BOOKS なんば壱番館 B
B信長書店 日本橋店
B信長書店 日本橋店別館

●三星堂

ジーストア大阪ANNEXH

ガキレンジャーH
コトブキヤ（１～3F）H
AZONE（４F）H

ホビーステーション

ゲーマーズ（１Ｆ）G
とらのあななんば店AB

●

●

TC

パソコン工房アウトレット別館（1F）

レンタルショーケース GET’SH
ぱそまる（1・2F）

イエロー
サブマリンTC

とれじゃらす

●毘沙門天

●デジハムサポート

駿河屋（２・３F）
スーパーポテトレトロ館（1F）G

スワロウテイル（４F）

●
●

カードラボ（Ｂ１F）TC

フルコンプ（４F）TC

正電社

●

カレー食堂 マッハ

●

●

カフェ・ディ・エスプレッソ 珈琲館 C
トヤマ電機

ナニワネジ 本店
ナニワネジ 商業館

CVローソンストア１００

とらのあな なんば店B

セブンイレブンCV

ホテルヒラリーズH

ANNA COLORS
COFFEE
C

ホビーショップジャングルH

浪速日本橋
郵便局
〒

●ちゃり屋
フロンティア
Ｍ

アストロゾンビーズ H

K2 RECORDS（1･2F）
ピュアサウンド

ホテル菊栄 H

SARASA HOTEL H

なか卯

大阪大勝軒

イエロー
サブマリン

TC●
さかいや（２F）

じゃんぱら

TC

●

●サウンド・パック 本店（１・２F）

ワイルドワン（３F）

ICONOCLASM（3F）H

プレイズ TC

キャロル（１F）C

●

わんだーらんど（１F）
TCアメニティードリーム（３F）

●●

コレクション（１F）

FOREVER RECORDS（５F）

パソコン工房
オタロードアウトレット館

カラクシュ

なにわ海老丸本舗

BESTDO!

イオシス なんば店

ドラゴン★スター TC

メロンブックス日本橋1号店（４F）

カフェ・ド・
ポルテ

M

B らしんばん（３F）B

●

アニメイト（1・２F）

アシストウィッグ

S.A.MUSIC

●業務スーパー

日本橋UPｓ

●まちの自転車店 リコ

ネクサス Ａ

テラック

ファミリーマート CV

ガレージフィールドH
メモリアルロードきらめきＡ
メインストリートＡ

パルランテＭ

サウンド・パック
日本橋4丁目店

●五階百貨店

ポルックスシアター

TOY’S星矢 H

M

Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ）
オールブルー（1Ｆ）

ゲオG

駿河屋 G
●山中車輌

mobax

モバイルステーション

●
●
●

千代田音響

妖怪ギターラ

RECORD ONE
PCワンズ

マウスコンピューター

Ｊｏｓｈｉｎ
スーパーキッズランド 本店

Ｊｏｓｈｉｎ
スーパーでんでんランド

H
Ｓｏｆｔｂａｎｋ

●マルエス商会●

日本橋
五階百貨店

万昌電機

旭電化

ナニハ電気商会
キクエデンキ
互光電機商会

メリーナイス

FF 東京
チカラめし

FF サンドイッチマンC

●

ファミリー
マートCV

相鉄グランドフレッサ大阪なんばH

御宿 野乃H

三菱UFJ銀行
（駅構内ATM）

三井住友銀行（ATM）

●サテライト大阪（競輪・オートレース場外車券売場）

大阪商工信用金庫

大阪厚生信用金庫

黒門屋
らーめん

マツモト
キヨシ

コクミン
ドラッグ

あの街ねっと

お好み焼
花の木 たこ焼

わなか

ラーメン 天地人

シンズキッチン（1F）

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

立ち寿司（１Ｆ）
とんかつ 吉兆（2Ｆ）

P

●テンポスバスターズ
●自転車てるてる

●高津理容美容
専門学校

P
ヒーリンフィーリンN

ローソンCV

ファミリー
マート
CV

Poco☆Lv.1Ｍ

●

レンタルスペース
ニヘーベ

りそな銀行（ATM）

UCCカフェプラザ C

日本橋ビアホール

大源味噌

●不動産 エイーレッド

コクミンドラッグ（1F）

●パチンコはりまや

スギ薬局
セブンイレブン CV

大阪王将
はなまるうどん

ローソン
スーパーホテルなんば・日本橋

CV
H

ホテルWBF なんば黒門 H

福来亭

宮本むなし
LAOX

ローソンCVドトール C

ラーメン ドカ盛マッチョ

ワープロ専門 パールデンキ

●

●
ドスパラ（1～4F）

ソフマップなんば店

B

●●

ａｕショップ

アキュアーズ（３F）

結屋（１F）
カードBOX（2F）

Ａ

アテナ
日本橋

Ａ

ポポラマーマ
プレイズ TC

● ● ●● ●

とんかつがんこ
●100円ショップ ダイソー

メディアカフェポパイＮ
じゃんぱら（1F）

● ●●買取りまっくす

スイスホテル
南海大阪

H

大阪難波郵便局
〒

新生銀行

三菱ＵＦＪ銀行

NGKなんばグランド花月
ＹＥＳシアター

ローソン CV

たこ焼 わなか
丸亀製麺

逸品館 ●●●●●●

PC WRAP
ビデオ近畿（３F）

なんば
オリエンタルホテルH

大阪王将

タイトーステーション

● ● ●● ●

Ａ

松屋 FF

スーパーポテトG

●

●無印良品（B2～2F）
●なんばロフト（３～４F）

TOWER RECORDS （5～６F）

●

●

スターバックスコーヒーC

よしもと漫才劇場（５F）

ＮＭＢ４８劇場（B1F）

● ●
●

●

ミントレコード（２F）

●A-PRICE

肉吸い 千とせ
ラーメン のスた

●
交番

大阪焼トンセンター

P

ニッセイ
ホテル

H
アパホテル
＜なんば駅東＞

H

ナンバプラザ H

ポスターギャラリー
FANFANB

なんば白鯨 なんば紅鶴
深夜喫茶銭ゲバ

＜味園ビル・千日二番街（2F）＞

●

●猫柳ラテックスギャラリー

大阪シティ信用金庫

FF

TAKE OFF

吉野家
FF

●

●

●

●

●

観光・団体用バス乗降場

国立文楽劇場

G

H

鉄道模型 亀屋（7F）H

●いぬの赤ちゃん

セブンイレブンCV

●

なんば
マルイ

R/H/B

Ａ

P

LECIAN（2F）Ｍ
鶏豚らーめん ジャンキー（１F）

P

●

●

OnlyOne Ａ

めいどりーみんＭ

クラムカフェ

FREEDOMⅢ（１F）Ａ

P

ぶんちゃっ♪
●

●
●

麺屋丈六

けむり屋アーリオ・オーリオ
●

なみー

PCコンフル

バイク専用

立ち寿司（１Ｆ）
鉄板野郎（2Ｆ）

●NMB４８ OFFICIAL SHOP

ヒーロー玩具研究所

＜難波バレビル＞

namco（1～３F）
カラオケ レインボー

（４～５F）

Ａ
Ａ ●●

カフェベローチェC

＜スペース難波ビル＞

＜村上ビル＞

カードラボ（２F）TC

クイックガレージ日本橋（２F）●
ワールドモバイル（１F）

●

ドッグホテル＆サロン
レクラ

あいどるすてーじＭ

●大阪府立上方演芸資料館 ワッハ上方（7F）

●ドン・キホーテ（1～３F）

トレカマニア
ショップインバース

TC

練天 ゆき蛸

●海野歯科

カルチャーバーW@VE（１F）

ファミコンバーDENDO

銀商

めいどりーみん（３F）Ｍ

●

MINORITY●

郷土料理 縁

e☆イヤホン

ジーストア大阪 H

●

一味禅

光ムセンたまらんど（１F）
パンケーキ gram（2F）
アタラキシアカフェ（3F）

●

きゃんでーばにーＡ

タイトー
ステーションＡ

萌ぷらＡ

P タイムズ大阪難波
（点線内、198台）

ラウンドハウス（3F）

ホルモン
小川商店

Ｍ

●

ROYAL PARTY（3F）M

●

●

●

●

CCoちゃM

ラーメン 魂心家
スパゲッティーのパンチョ

おひとりせき喫茶店
coro

●

P自転車専用

●ニッポンレンタカー

●DRATEC

●

カマロ
Ａ

ナチュレメイド
Ｍ

●

森川
医療ビル

FIRST H

レンタルショーケース 結屋 H

H

●

でらなんなん（4F）●

大阪カオマンガイカフェ

セブンイレブン（1F）CV

TCトレカパーク

CUBEＡ

フリースペース
ウェブスタ！（４Ｆ）

萌ぷらＡ

太陽と月（２Ｆ）

三重電業社

B カードラボ（５F）TC

BIG MAGIC
TC

ショップインバース

メゾン・ド・ルポ Ｍ

ファミリーマートCV

C

コメダ
珈琲店

上等カレーBR

＜アニメイトビル＞

B

＜平田ビル＞

●
JRA
ウインズ道頓堀
（場外馬券売場）

とんかつ 松乃家（１F）

天ぷら
日進堂

無線とパソコンのモリ（1F）

ラーメン 一八

●

● ●

ルイーズ・ベルナードの厨房

牛カツのタケル

●

油そば 春日亭

黒門インフォメーション
センター

兎月屋書店B
南海なんば
古書センター

B

●

麺乃国＋味噌物語
CV

P

●

●

炭焼BAR
ちゃたに招福庵

ステーキ＆ハンバーグ タケル

たこ焼き 得心

カラオケ ジャンカラ（５～7F）Ａ

カードキングダム（３F）TC

TC

買取ゴリラTC

●ラーメン 友愛亭

虎目横丁

●

●
●

●

パソコン工房（１F）
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）

セブンイレブン CV

ForceＡ

CLAMPS H
HOBBYTOPIA H

ビアバル あるか→アるか

肉寿司

焼肉 こいろり

ベトナム料理 ウジャ

コミックバスター（6F）Ｎ

●

●

ナンバコワーキング

Re:Alive（5F）Ｍ
マドリガル（3F）Ｍ

フロマージュ（3F）B

ポンバシ
ライスドッグ

＃７８

おおきにコーヒー

難波肉劇場

●

●

●

業務スーパー

Ｎ

三豊麺
鳴門鯛焼本舗

つけ鴨うどん 鴨錦

東横ＩＮＮ
大阪なんば日本橋

H

ノムソンカリー

うなぎつり 大阪屋 Ａ

Y!Mobile

普通の食堂いわま

ファミリーマート CV

とれじゃらす（1・２F）TC

●

おたクラブ

シーシャアンドカフェ 
シフル

C

ローソンCV

C
C

松屋食堂

milky ange éclore（3F）

カプセルホテル
シェルネルなんばH

ラーメン 玉五郎

ラーメン 天道

セブンイレブンCV

ミアリフレ＆フォトＭ

●台湾まぜそば 薫

●

●

＜南海電車高架下【EKIKAN】＞

●中古ゴルフ用品 ゴルフマップ
●古着 LAX BY GRIZZLY

●クライミングジム グラビティリサーチ

イタリア大衆食堂 堂島グラッチェ

ベーカリー AWASOME BAKERY

ラーメン 男塾

● ●

ダイコクドラッグ
麺屋
青空

DEGLABアイスクリーム研究所
タピオカチーズティー タピチ

プリンセスカフェ（２・３F）Ｍ

＠ほぉ～むカフェ（B1～2F）Ｍ

グルカH

ガキレンジャーH
麻辣湯 無限

C

KissshotC

カラオケ喫茶 ポアロC

IDOLmeets（５F）M
執事カフェ シスメアパルス（7F）M

mine（2F）M
クラインパラスト（3F）M

焼鳥 南蛮亭（1F）

【A】PIZZA

たこ焼き てこや

C

セブンイレブンCV

●

CV ファミリーマート

ファミリー
マート

かき小屋ランドリー

●

ドラゴン★スター（6F）TC

animate O.N.SQUARE（2・3F）

ナカイ
デンキ

Rubic Records（3F）

105

２ 6 7

89

アキバカート大阪Ａ

●

LIGHTHOUSE（２F）

ドコモショップなんば南店（1F）

ラーメン 清麺屋

ラーメン Ayam-ya

●

hostel ViAGGIO
H

e-maid

NERAREL HOSTEL（3F）H

LIBERATOR（7F）H

●

ダイコクドラッグ

H

ヒーロー＆
ヒロインズ

H

Ｍ

ダイセン電子工業

肉そば 蕎麦とラー油で幸なった。

ALANN（３F）TC

ウォーハンマー 　
ストアなんば（1F）H

たこやき グーニーズ
●

カードラボ（1F）TC
らしんばん（2F）B

まったりプリン
マゼニボジャンキー

なんばしよっと？

●
焼肉 安安（2Ｆ）

メイドカフェe-maid

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪難波日本橋 Hゲオモバイル

●

焼肉 富士晃

永和電機

マチ★アソビCAFE / ufotable Cafe

麺屋ガテンZ

●

パンケーキ ANNON

ツクモ

EISAN DUTY FREE

ダイコクドラッグ

創作空間caféアトリエ（5F）C

●

＜馬場ビル＞

mineoショップなんば（2F）

●

ハリケーン（3F）TC
●

トレカチャンス（2F）TC

C

高級食パン 嵜本
＆jam C

C

G-TUNE

FUN SPACE
DINER

●

コラボカフェ本舗（2F）Ｍ

すぱいらる（4F）

●

ハッピーボールズ

HOTEL S-PRESSOH

nid難波H

ステイサクラ
日本橋
H

ホステル
ハングアウト

H

ゲー探BAR305

ホテルアシアートH

●

ビストロ酒井

レックスインなんば H

黒門
クリスタルホテルH

H

CVセブンイレブン

東横INN
大阪日本橋文楽劇場前

福田屋
珈琲店

C

リンガーハット

大衆酒場だいやめ（1F）
黒べこ屋（2F）

俺たちのカレー家

スーパー
ジャップ

アルテリアベーカリー

くるくるチェリィ
びよんど（4Ｆ）

DOURAKU
RECORDS（3Ｆ）

き田たけうどん

M

PCコンフル

●グラフアートショップ（3F）

ホテルWBF
なんば日本橋H

マツモトキヨシ

オーエスドラッグ

ハレ黒門H

P

ダイコクドラッグ

●
ツルハドラッグ

●

Ｂｅｅ本舗（2F）TC

●FACTO OSAKA

ザリガニＡ

神戸牛＆肉そば あかぎ屋（1Ｆ）

インディペンデントシアター1st

TC

ラーメン 天翔

戦国メイドカフェ＆バー もののぷ（2F）Ｍ

H

駿河屋 日本橋乙女館＆アウトレット（３F）H

らーめん鱗

●アニプラカフェ工房
NT-BASE

カワウソカフェ ルートル（2F）

C

＜AKICHI＞

●
コワーキングスペース
ビズコンフォート難波（2F）

●

C.C.モバイル

● ●
和食ダイニング 小倉

焼肉定食専門
ヤキセン！

E

E
E
E

E

なみー 輝

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC
PC

PC

E

E

E

POP iD Cafe season3

DF

DF

DF

DF

キリン堂

●

e-ZONe ～電脳空間～
（建設中）

PC

PC

PC

P自転車

P自転車

Pバイク

メロンブックス
日本橋2号店

B

台湾黒糖タピオカ A LITTLEC

E

PC

BAR舞台袖

アジアンカフェ  
ハッチン。

パンダ専門店
大阪ぱんだ

tidy cafe

C

C

●
E

●

C紅茶屋 417TEA

ちょいめし
あさチャン

C
クラフトことね
＆コーヒー

とんぼ玉＆占い
N&R

CCoffee553

B
コミックス
ゾーン E

ナカイ
デンキ

Made in HAND●

●

忍者写真 伊賀者（2F）●

P
P

PP

P

P

P
P

P P

日本橋エリアマップ　　　  2019.10

●

PC関連（ソフト・パーツ等含む）
一般家電

オーディオ機器・楽器等

飲食店（喫茶・軽食）
書籍・コミック・アニメ等

携帯電話
DVD・CD・レコード等

ホビー・フィギュア・模型等

トレーディングカード

ドラッグストア

飲食店（メイド・コスプレ系）
飲食店（ネットカフェ・マンガ喫茶）

その他の業種

H
BE

免税店DF

M

その他 メイド・コスプレ系サービス（リフレ等）M

C
飲食店（ファストフード）

N
飲食店（その他）・食品販売等

TC
ゲームセンター・アミューズメントA

電材・部品・照明機器

宿泊施設（ホテル・旅館・ゲストハウス等）H 郵便局〒
駐車場P ガソリンスタンドGS

FF
ゲームソフト等G

イベントホール・劇場等

銀行
病院

※ 上記業種分類は、店舗の主な取扱商品による大まかな目安です。他にも様々な商品を取り扱っている場合もございます。

観光客向け案内所
コンビニCV

PC
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廣田
神社

広田
保育所

今宮戎
神社

南
海
本
線・空
港
線・高
野
線

日
東
公
園

地
下
鉄
恵
美
須
町
駅

市営日本橋西住宅

通天閣本通商店街 tsutenkaku-hondori.com

日本橋中学校
浪速小学校

愛
染
橋
病
院

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
い
ぜ
ん

市営日本橋住宅
（３号館）

市営日本橋住宅
（1号館）

市営日本橋住宅
（２号館）

市営日本橋住宅
（５号館）

市営日本橋住宅
（４号館）

市営日東住宅
（３号館） 市営日東住宅

（1号館）

国道25号今宮戎駅前 戎神社前 恵美須

日本橋４

阪神高速道路 1号環状線至 なんば

えびす町入口

至 堺・和歌山・高野山
至 関西国際空港

至 住吉・あびこ道

新
世
界
市
場

通天閣
tsutenkaku.co.jp

新世界
shinsekai.ne.jp

（
高
架
下
）

NTT日本橋ビル
（北館）

阪
堺
電
車　恵

美
須
町
駅

南
海
電
鉄
今
宮
戎
駅

地
下
鉄
恵
美
須
町
駅

●大電社 ●上新電機本社

●共立電子産業本社

大阪信用金庫
ファミリー
マート

CVなか卯

りそな銀行ATM（1F）

サイゼリヤ（2F）

大阪王将

●

スーパー
玉出

ローソンCV

ローソンCV

●浪速警察署

●カンプリ
ダイコクドラッグ

●フジコーキ

●ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ

日本観光公社

●（アパホテル建設中）

●伊豆美

●オフィスバスターズ

●
浪速消防署

恵美須出張所

J&Pテクノランド

オーバルマルチメディア
レアモノショップ

とつぜんステーキ

トーカイ

●

エフビH

●大阪無線

CoCo壱番屋

丹波屋本舗

●

つるまるうどん

昭栄電業社

じゃんぱら

PCコンフル

東亜無線電機

塚口勇商店

サウンド・パック 堺筋店

買取りまっくす
買取本舗ドットコム

スターブックス

越後屋書店
ジャンプ

買取本舗ドットコム

買取りまっくす

●インテリアマルキン

●富田畳店
●木林正雄商店

●
●

日栄無線（１F）
オントップ（２F）

●山中阿弥陀堂

ラーメン 喜六

中華料理 玉華園

ラーメン 三豊麺

油そば きりん寺
セガミ薬局

SweetTease M

イオシス 4丁目店

●林商店

立ち寿司
ビストロ カリモチョ

Joshinディスクピア
テレビゲーム館G

Joshinディスクピア
音楽映像館

サウンド・パック
アナログ店 マルツ

Joshin
日本橋1ばん館

●交番

プロケーブル 小池 家電営業所 ●● トイズゼロHデジット
ハイファイ堂

●マルエス商会●

日本橋
五階百貨店

バスアンドタグ

ゲーム探偵団G
●

●

ピュアサウンド（１・２F）
Bar Guild（４・6F）

カルビ丼 えびす亭

●赤松金物（１F）
ふぁすとばっく3points（3F）

まいど

三光電機 すき家
キッチンオリジン

立ち飲み 井上竹商店
リアル脱出ゲーム
大阪ナゾビル

CVローソンストア１００

三菱UFJ銀行ATM

吉野家スワンテクノロジー（2F）

FF

FF

●

逸品館 ●●●●●●

餃子の王将（１・２F）
ウイリーピート大阪（４F）

ポミエ

定食の店 やまぐちPC-WRAP（５F）
ビデオ近畿（３F）

立ち飲み 小林米穀店

こておちゃん
ちきちゃん

お好み焼 華
鉄板焼 智

喫茶 憩 C

中華 太平
唐揚兄弟

●いぬの赤ちゃん

FF 松屋 FF

居酒屋 ちとも

1A出口1-A出口

1-B出口

FF

ＯKO 
NATURAL 
SWEETS

C

＜赤松ビル＞

＜KSビル＞

いさみ
蒲鉾うどん・ほうとう 甲州麺

中華料理 福星楼

●

美味卯
キウイゲームズ（２F）

ミニチュアショップY&Y（4F）

●COSBASEⅢ（６Ｆ）
●COSBASEⅡ（７Ｆ）

練天 ゆき蛸

マルマンシアター

ミントレコード2

e☆イヤホン

H
逸品館（６F）

●

●

シリコンハウス共立 ものづくり創造館

●

●田寺整骨院

セブンイレブンCV

居酒屋 
まるき

セブンイレブン CV

セブンイレブン（1F）CV
●
●
●

ドラッグスギ（１F）

●アートギャラリー モモモグラ（4F）

セブンイレブン
CV

← Zepp
　 なんばへ

Cafe DOLL（3F）M
アニソンカフェ アルカディア（2F）M

Ｍｏｎｋｅｙ＆Ｂｕｌｌｅｔｓ

●

コクリアミニ（２Ｆ）
コクリア（３Ｆ）

猫カフェ 猫音

＜南海電車高架下【EKIKAN】＞
●自転車 サイクルヒーロー

●

JCKA

炭火焼レストラン チャコールグリルパーラー オルケスタ

●

＜南海電車高架下【EKIKAN】＞

タリーズコーヒー

ひかりや食堂

Ａ

Ａ
Ａ

C

＜エスタビル＞

Ａ KINAKO GAMES

●フィットネススタジオ Pitness

ドネルケバブ チャオ

日本橋総合案内所

ホテルWBF 
アートステイなんば
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　複写・加工・再利用・再配布・販売等の行為に供することは出来ません。
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浪速区日本橋4-5-10　TEL･FAX.06-4393-8690

＜お昼営業＞　土日祝日の昼飲み強化中！
水･金 11時半～14時／土･日･祝 11時半～15時
＜夜営業＞　忘年会ご予約承り中！
水･木除く全日……17時半～22時半 （LO.22時）
※座敷・掘りごたつ席有り（20名様迄）

@Ogra_rest

www.ogra.rest

ogra2019

bimi.nagomi.tanoshimi

全席禁煙

MAP C-3MAP B-3

MAP C-3

昭和の時代のおもちゃ、お売りください。査定のみでもお気軽に

浪速区日本橋4-9-21（日本橋3丁目南交差点南東角）
 営業時間：12時～19時 水曜定休

MAP C-3

タイディカフェ 浪速区日本橋4-13-3（日本橋商店会内）@tidy_cafe
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●「芸人タクシー」の第1号採用は本紙広告から
――まず、このプロジェクトがスタートした経緯から教えてください。
田中　企画自体は1年ほど前から考えていました。弊社も含め、タクシ
ー業界では「隔日勤務」と言われるやや特殊な勤務形態が主流となっ
ていますが（下段囲み参照）、この形だと一日の勤務時間が長い分、月
に12回程度の勤務でいいんです。また、通常の働き方だと、たとえば
勤務シフトに穴を開けたら他のスタッフに迷惑も掛かるでしょうが、タク
シーだと単純に車両が一台稼働しないだけで、会社側にとってもそれ
以上の影響はありません。だから、例えば突発的に出番が入ったとか、
先輩芸人から急に飲みに誘われたとかでも「いってらっしゃい」と快く
送り出してあげられる。そういうある程度自由な働き方を提供すること
で、若い皆さんがそれぞれの夢を目指すお手伝いができればいいなと。
――山本さんが、その第1号採用となるわけですね。
田中　山本君は今年3月の入社となります。彼がぽんタブさんに載せて
いた求職広告（2018年夏号掲載）を見て、こちらからオファーしました。
――うちの広告がお役に立てたようで、大変光栄です（笑）。
山本　お話をいただいた時には僕でいいのかと思いましたが、これも
何かの縁だと思い、お世話にな
ることにしました。今までは派遣
会社のバイトを掛け持ちしながら
やっていましたが、収入的にも不
安定ですし、何より年齢的に親
からも、ずっと芸人を続けてどう
するつもりだ、就職はしないのか
と言われていて自分の中で決断
を迫られていましたので、本当
にちょうどいいタイミングでした。
もしこの話がなければ、芸人も
やめて帰郷していたでしょうから。
――入社から半年経った今、芸
人活動と仕事の両立はできてい
ますか？
山本　僕の場合、電車通勤なの
で7時半出社で8時に出庫、翌日
2時頃まで乗って後片付けと仮眠
の後に始発電車で帰り、一度寝
て夕方にライブというパターンが
多いです。これなら翌日の仕事にも影響せず無理なく続けられます。
――芸人としての活動は、週に何回ぐらいされているんですか。
山本　劇場以外にオーディションへの参加などもありますが、平均的に
週2回のペースです。これ以上になるとちょっとしんどいですね。入社
直後はそのあたりの加減がわからず、出番を入れ過ぎて翌日の勤務に
響くこともありまして、今のペースに落ち着きました。周りには普通の
会社勤めをしながら芸人をされている方もいますが、出番を月2～3回
程度にしている方が多いです。そうしないと両立は現実的には難しい
んだと思いますし、その意味では恵まれています。

●未経験からでも大丈夫です
――ところで現在、業種を問わず人手不足とよく言われていますが、日
本タクシーさんでも乗務員の採用には苦労されているんですか。
田中　弊社だけではないでしょうが、厳しいですね。今、全国のタクシー
乗務員の平均年齢は60歳なんです。それくらい若い人が来ない。
山本　僕も、乗務中にお客様から「兄ちゃん若いなあ」といわれること
が多いですし、「36歳です」と言うとさらに驚かれます。やはり、タクシー

は年配のおっちゃんが運転するものと思っている方が多いです。
――実際、若い人の採用は相当難しいんですか？
田中　東京では、毎年100名以上の新卒採用をする大手のタクシー会
社もありますが、大阪では新卒採用をする会社自体がまだ少数派です。
弊社でも今年は新卒で5名を採用していますが、まだまだです。
――旧来のイメージを払拭できていない部分も大きいんでしょうか。
田中　今の40代から上の世代にとってはそうでしょう。でも、それ以下の
世代は逆にそういうイメージすら持っていないから、むしろゼロベース
で話ができる。採用の過程で、仕事の内容だけでなく今後の業界のあ
り方、やりがい、存在価値などをきちんと説明していくことで、新しい
働き方を求めている人に対して響いている手応えはあります。
――タクシー乗務員になるための条件や資格は何でしょうか。
田中　まず、タクシーの運転に必要な「二種免許」を取得する条件と
して、普通自動車免許の取得から3年経過していることが必要です。
――あとはやはり、車の運転が好きなことですか？
田中　特に好きでなくても「嫌いじゃない」程度で問題ないですよ。
その上で、お客様にきちんと接客ができる人。そして当然のことですが、
お客様を危険な目に遭わせるわけにはいかないので、交通ルールを守
れる人ですね。タクシーって、出庫してしまえば監視もされないし、サ
ボっていてもわからないという意味では自由なんです。でも、売上が
上がらないと給料も出ないので、自己管理ができて、真面目に走って
お客さんがいそうなところを考え、見つけていくなど効率の良い方法
を自分で学習できるタイプの人が伸びると思います。その結果として、
深夜に長距離一発を狙う人もいれば、逆に短距離をコツコツ積み重ね
る人もいたり、乗務のスタイルにもそれぞれの個性が出ますね。
――自分なりに考えたことが活かせる仕事ですね。
田中　その意味では、多様性を受け入れる世界でもあるかなと。最低限
のルールはありますが、それは一般の社会人ならほとんどクリアできる
内容なので。もちろん、そういった教育は入社後に時間を掛けて丁寧
にやっていきますので安心してください。
――同業他社も多数ある中で、日本タクシーのアピールポイントは？
田中　先ほどの話にも少し出てきましたが、教育・研修制度が充実して
いるところと、働く人にとってはノルマがないところでしょうか。休みが
取りやすいところも含め、できるだけ働きやすい制度と環境を整えて
います。昔はうちでも「ガンガン走ってバリバリ稼ぐ」タイプの乗務員が
多く、長時間勤務を容認していた時代もありましたが、今はそういう時代
ではないし、労務管理がずさんだと事故が起こった時に会社の責任も
厳しく問われる。そうなると、僕らが長年積み上げてきたものもすべて
パーになってしまう。今の時代、知名度の高い企業やブランドであっても
合併や統合といった再編の波に飲まれて消滅したり、名前が何度も変
わったりするようなことがあらゆる業界で起こっていますが、弊社は独
立独歩の経営で、大阪の街で70年近く「日タク」のブランドと信用を
ベースにして営業してきましたから、そこは最も大切にしています。
――入社後、実際の乗務までにどれくらいの期間が必要ですか？
田中　まず教習所で二種免許の取得と、タク
シー乗務員に必要な「地理試験」に合格する
必要がありますので、最短で7週間弱です。
山本　僕は3月の入社で、4月の中旬から乗
務に入ることができました。
田中　山本君は、二種も地理も一発合格だっ
たからね。ちなみに地理試験の合格率は5割
前後で、今年の新卒5人は全員落ちて再試験
でした（苦笑）。彼は大阪に長く住んでいて、
土地勘があったからとはいえ、優秀ですよ。

――未経験から始めても大丈夫なんでしょうか。シビアな話になります
が、ちゃんと食べていけますか。
山本　入社後半年は最低給与保証がありましたが、9月から本採用で
固定給プラス歩合制になりました。今後は売上に応じて給料が決まる
わけで、まだ少し不安です。同じエリアを回っていても、日によってお
客さんが全然付かない日もあったりしますし、そういう時は行ったこと
のないエリアを開拓してみたりと試行錯誤中です。
――どういうお客さんに当たるか、運任せの部分もありますからね。
山本　実際、長距離客に当たる可能性が高い北新地の乗り場で深夜に
1時間以上順番待ちをして、やっと回ってきたお客様が1メーター（初乗
り料金のみ）の行き先だったりすると泣きたくなりますが、こればかりは
仕方がない。回してみないとわからない、タクシーガチャです（笑）。
――深夜になると、酔客の相手とかで苦労したりもするのでは？
山本　確かに、言い方がきつい方やお酒を飲まれている方とかは……
正直言って「しんどいお客」から逃げられない時はどうしても出てきま
すが、それも仕事のひとつですから割り切っています。

●「芸人タクシー」プロジェクトのこれから
――ところで「芸人タクシー」の今後の展開などは？
田中　山本君に続いてこの10月には2人目の採用が決定しましたが、
まずは10名の採用が目標です。今はまだ、弊社の基本カラーである
えんじ色の通常車両に乗務する形ですが、ある程度の人数が揃った段
階で芸人タクシー専用のラッピング車両を用意する予定ですので、そう
なると一般へのアピールも違ってくると思います。他にも、例えば後部
座席にモニターを付けて彼らをPRする場に使えないかとか、いろいろ
アイデアは持っています。タクシーって決して安い乗り物ではない割に、
どこの会社でも料金はほぼ同じですよね。でも、現実には会社や乗務
員によってサービス内容には大きな格差があります。もちろん業界全
体でそれは改善しようと日々頑張っていますが、その先にはやはりお客
様から選ばれるタクシーになることが必要になる。万人受けするかどう
かは別にして、こういう形でお客様に選んでいただくスタイルもアリで
は？　という、これはタクシー会社としてのひとつの提案でもあります。
――山本さんの、今後の芸人としての目標は？
山本　やっぱりいいネタを作って、R-1（ぐらんぷり）でも結果を残して
売れていくのが理想ですが……
――ちなみに、R-1では過去に何回戦まで進んだことがあるんですか。
山本　に、2回戦です……（小声で）
田中　テレビに出れるのは何回戦からなの？
山本　テレビ中継は決勝戦だけですが、準々決勝ぐらいまで進むと、や
はりテレビで見るクラスの芸人さんがほとんどになります。吉本や松竹
以外の小さな事務所の所属だと、なかなかそこまで進むのは難しいで
すが、なんとかその状況をひっくり返したい。最近はオーディションな
どでも「タクシーに乗りながら芸人をやっている」と言うと興味を持っ
てもらえる機会がかなり増えましたし、日々の経験をネタ作りやエピソ
ードトークにも活かせてきています。
田中　仕事での経験を舞台にフィードバックさせるだけでなく、逆に、
タクシーをひとつのメディアだと考えてみてもいいんじゃないかな。た
とえば今、1回の勤務で何回ぐらいお客さんを乗せてる？
山本　1勤務だと、だいたい25回前後です。
田中　その回数×12日×12ヶ月乗れば、1年で何千人もの人にアプロー
チができる。たとえば車中でのちょっとした会話の中で、実は芸人とし
て舞台にも立っているとかのやり取りがあれば、話が弾むことだってあ
るだろうし、中にはライブを見に来てくれる人が現れるかもしれない。
そうやってファンを増やしていく場にもできるんじゃないかな。
――最後に、この「芸人タクシー」プロジェクトですが、実は芸人じゃ
なくても応募可能だとか。
田中　もちろんです。山本君の場合はまさに芸人そのものでしたが、
自分なりのやりたいことがあればジャンルは問いません。「芸人」とい
う言葉を狭い意味に取らず「一芸に秀でた人」だと考えてください。
例えばそれがミュージシャンであっても、スポーツ選手でもユーチュー
バーでもいい。さらに、会社としてはできるだけ長く勤務してほしいけ
れど、将来それ一本で食べていけるようになれば遠慮なくタクシーを
卒業してもらえばいい。その上で「昔、タクシーに乗ってまして」と
言ってくれるような人を送り出すところまでが長期的な目標です。
――大きな目標が一気に出ましたね。
田中　まあ、実際はそこまで肩ひじ張らずに、もう少しゆるく考えても
いいかもしれないんですが。最近「働き方改革」や「ワークライフバ
ランス」といった言葉がよく使われていますが、若い人の中にも昔の
ようにガツガツ働きたくない、収入もそこそこでいいと思っている人は
いるでしょう。そういう人で、今はやりたいことがわからなくても、いろ
んな人の話を聞き、社会勉強しながらタクシーに乗ることだって悪くな
い。ノルマがあるわけじゃないし、ガミガミ言われるわけでもないし、
みんなのびのびやってます。芸人さんがこんな感じで働いてるのなら
僕たちも……と、考えて来てくれるのもいいなと思っています。

（インタビュー＆文／本紙編集長・楠瀬航）

ぽんタブ的会社訪問の巻

「芸人タクシー」の仕掛け人
田中大地・日本タクシー取締役

Supported by 

山本さんの「芸人タクシー」カレンダー（2019年9月の一例、下段は芸人活動） 山本さんの基本乗務スケジュール

■募集要項
職種 タクシー乗務員（雇用形態：正社員）    
資格・免許等 普通自動車免許（AT限定可）取得後3年以上経過、または二種免許保持者
賃金 研修中は入社日より1万円の保証日給を支給。研修後は固定給：167,760円+歩合
 ※平均月収30万円以上、入社後半年間は月収24万円保証  
その他手当 賞与年2回、無事故手当、皆勤手当  
加入保険等 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災（各種社会保険すべて加入）   
就業時間 隔日勤務（基本パターン）7：15～1：45　※うち休憩4時間含む   
 日勤勤務（基本パターン）7：00～17：00　※うち休憩2時間含む
休日 シフト制（隔日勤務）：公休+明休で年間221日
その他 二種免許取得費用は当社全額負担（養成期間も保証日給の支給あり）
 入社準備金10万円支給／マイカー通勤可能／無事故表彰制度（家族同伴で旅行）
 永年勤続表彰（5年以上勤務）・善行表彰制度／住宅斡旋制度／退職金制度

★芸能活動・練習・試合等、あなたのスケジュールに合わせて柔軟なシフト変更可

■日本タクシー株式会社　企業情報　
本社所在地 大阪市旭区赤川1丁目10番21号
 （JRおおさか東線「城北公園通」駅から徒歩3分）
営業所 大阪本社・寝屋川・吹田・北摂（高槻）・堺
代表者 代表取締役会長 坂本克己／代表取締役社長 坂本栄二
設立 1950年
資本金 8,800万円
従業員数 約900名 
売上高 61億円（2017年実績）
 日タクホールディングスグループ合計 200億円（同）

https://nippontaxi-grp.co.jp/taxi/

※お電話の際は「pontabを見た」とお伝えください
06-6928-3325応募・お問い合わせは

（採用担当 : 田中まで）

1　乗務 2　明休 3　乗務 4　明休 5　公休 6　乗務 7　明休

オーディション ライブ

8　公休 9　乗務 10　明休 11　乗務 12　明休 13　乗務 14　明休

打ち合わせ

15　公休 16　公休 17　乗務 18　明休 19　乗務 20　明休 21　乗務

ライブ ライブ ライブ

22　明休 23　乗務 24　明休 25　公休 26　乗務 27　明休 28　公休

オーディション ライブ ライブ ライブ

29　乗務 30　明休 ※明休……隔日勤務の場合、勤務明けとなる翌日は次の乗務に
　　　　　備えての休養のため、必ず休日となります。
※1回の乗務の中で、合計4時間以上の休憩を義務付けています。

ユウシテッセン山本
本名・山本純。1983年生まれ、滋賀県出身。
道頓堀ZAZA・日本橋UPSなどを拠点に活動
する、音響コント中心のピン芸人。お笑い以外
では、声を活かしたナレーションの仕事も手掛
けている。デリートエンターテイメント所属。

7：30 出社（電車通勤のため少し遅めに設定）。点呼と出庫準備　

8：00 出庫。午前中は都島周辺の住宅街を小まめに巡回し、高齢
者による買物や通院などの利用を手堅く積み上げていく。
※30分程度の小休憩を1～2回入れる

13:30 混雑を避けて、少し遅めの昼食休憩（約60分）。

14:30 北浜や本町など、都心のビジネス街を中心に巡回。
※30分程度の小休憩を1回入れる

19:00 夕食休憩（約60分）。少し仮眠も取ってリフレッシュ。

20：00 梅田周辺の繁華街へ移動。深夜に近づくと遠距離利用の
お客様も増える。残業でお疲れの方、接待や宴会の帰りで
上機嫌の方、そして終電を逃した方も……。ここでしっかり
売り上げを作る！　※30分程度の小休憩を1～2回入れる

翌2:30頃 入庫。点呼・入金処理・日報作成・洗車・車内清掃などの作業

翌3:00頃 業務終了　※始発電車の時間まで仮眠、5時頃退社

7:30～翌3:00 7:30～翌3:00 7:30～翌3:00

7:30～翌3:00 7:30～翌3:00 7:30～翌3:00

7:30～翌3:00 7:30～翌3:00 7:30～翌

3:00 7:30～翌3:00 7:30～翌3:00

7:30～翌3:00

ユウシテッセン山本　第6回単独ライブのお知らせ

「焦るとロクなことがねえ」
12月2日（月） 19:10開場／19:30開演　前売1,300円／当日1,500円   【ゲスト】オーパスツー・オイランバンク
会場：道頓堀 ZAZA pockets（大阪市中央区道頓堀1-7-21 中座くいだおれビル地下1階）

ライブに関する最新情報＆お問い合わせは、ユウシテッセン山本のTwitter @yama0120skm まで

自分の夢と、仕事との両立。「芸人タクシー」始めました！
「芸人」とは「一芸に秀でた人」。大阪で創業69年、“ポケットティッシュが付いてくるタクシー”として親しまれてきた
日本タクシーが今年からスタートした「芸人タクシー」プロジェクトとは？
第1号採用のお笑い芸人・ユウシテッセン山本こと山本純さんと、同社取締役・採用担当の田中大地氏がその内側を語った。
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　2019年秋。
　現在の僕は東京にいる。気がつけば大阪を出
て3年経っていた。早いものである。

　その間に、日本橋の街並みも変わったようだっ
た。本紙の担当編集者にここで記事にするお店
を相談する際も、「あそこどうですか？」と提案
すると「そこ潰れたよ」「そこもなくなったの」
という返答を立て続けに貰った。
　そうか。住んでいる頃は街の変化に中々気が

付かなかったりするけれど、街は日々変わってい
るんだな。
　僕が住んでいたのは2007年から2016年。変化
でいうと、有名ドーナツ屋が潰れた時が一番ショッ
クだった。人もよく入っていたイメージだったけ
れど、店頭で6個500円などとセールを連発して
たから、中々難しい所もあったのだろう。
　超大手ハンバーガー屋が潰れて、別のハンバー
ガー屋が居抜きみたいに入ったのも覚えている。
ある意味、キングからキング。
　オタロードにあったタコライスと唐揚げのお店
も、とても美味しかったのになくなったらしい。
大阪に戻ったらまた食べたかったのにな。
　食べ物屋さん以外にも、メイドカフェも減った
と聞いた。特別通っていたわけでもないのに寂し
く感じる。メイドさん達、今は何処でお給仕をさ
れているのだろうか。
　「あ！　あそこはまだあります？」
　「駅の横の？　健在ですわ」良かった。書ける

店がようやく見つかった。僕は牛すじ煮込みカレー
（関西限定）というのがとてつもなく好きで、よ
く食べていた。
　東京では、牛すじカレーと言うものをあまり見
かけない。トロトロの牛スジが入っているカレー。
お肉の旨味がたっぷり溶け込んでいる。ご飯はい
つも500gにしていた。半熟卵はマスト。サラダ
をつけるか悩んでは見るけれど、1度も付けたこ
とはない。
　サラサラなカレールーに中盤ぐらいでソースを
垂らす。味を変える楽しさ。
　きっと、10年住んでいた街の風景と今の街の
風景は違うんだろうけれど。
　懐かしい大阪の味たち、どうかそのままで居て
くれないか。身勝手に東京から思う。

文・たなしゅう（@konshumotanashu）

十四食目

たなしゅう●大阪出身・東京在住。トゥインクル・コーポレーション所属のピン芸人。CHARA DE（移転先探し中）とHANA RE
（恵比寿）の運営も。今回は原稿を早めに仕上げて八戸のイベントに参加してきました。コラム内に登場するお店は本紙の地図
エリア内に実在するので、ぜひ探してみよう。ライブ予定や連載の感想などはTwitterで @konshumotanashu まで。
LINEブログはこちら→https://lineblog.me/konshumotanashu

海松ちよ子●大阪日本橋に棲息する現役メイド。まだまだ六つ子愛。謎のオリジナルキャラ「しゅ」が、本紙にも時々登場。
　　　　　　今回紹介したお店→「e-maid」 @emaidoffi  cial（地図A-2） コラムの感想は@Milulunianまで。

マスクウーマンの

パンドラ
女子 が一人で生きていくと

決めた日

【Vol.21　大人の階段を上った日】

　大家好！　皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
マスクウーマンです。
　北京語ではありますが、せっかく中国語を勉強
しているから中国語圏に遊びに行こうかと思って
いた矢先、香港で「覆面禁止法」が制定されて
残念だなあと思っている今日この頃。
　さて、前号をお読みになった方は気になってい
るであろうダイエットですが、どうなったかと言う
と……。全然痩せていません。
　あのですね、8月末にお酒の資格の試験があっ
たんですけど不合格だったんです。あ、でも9月
末の再試験で合格できました！　だから9月末ま
でずっと酒浸りの日々を過ごしていて、ダイエッ
トを始めたばっかりといったところです。
　お酒を飲んで単に太っただけでなく、自分の健
康状態も最近は気になっていまして。試験直前
の3日間にいたっては、自宅に引きこもりテイス
ティング対策で酒を飲むか、酔ってしまって寝る
か、試験勉強するかというヤバい人になっていま
した。お酒が大好きとは言え、さすがにあの3日
間は苦痛でした。内臓が悲鳴を上げているのが
自分でも分かってたぐらい……。
　そんな生活をしていたと話すと、占い師にも常

駐先のお偉いさんにも「マスクさん、健康診断行
ってる？　つか行きなさい！」と心配され。そし
て、ちょっと前に日本酒仲間が何の前兆もなく心
筋梗塞で急に亡くなったこともあり。ウエストゴ
ムのスカートにねじ込む私という重たいボディを
診てもらいに人間ドックに行ってきました。
　OL時代の健康診断にプラスαしたような内容
だったのですが、今回何がドキドキしたかと言う
と、人生で初めて受けるバリウム検査でした。か
ねてより、やれバリウムがまずいだとか、げっぷ
を我慢するアトラクションなどと言っている日本
人が多いことは存じ上げていたのでビビっていま
した。でも検査そのものは全然苦にならず。む
しろしんどかったのは下剤を飲んだ後でしたね。
このへんは皆さんのご想像におまかせします。
　個人的には、バリウム検査よりも肺活量検査
の方がつらかったです。「え、空気を吸って吐く
だけでしょ？」とお思いでしょうが、違うんです。
検査員のお姉さんのクセが強い！
　普通に元気よく「これをくわえて！　口から吸
って！　ロウソクを消すように吐いて！」と言って
るだけなんですけど、もう色々とおかしくて。す
みません、語彙力がなくて。とにかく検査員の
お姉さんが何かを言う度に笑ってしまい、ちゃん
と計測できなくて3回ぐらいやり直しさせられま
した。やりすぎも良くないと言うことで、結果は
1800mlで記録されました。身長と年齢の割には
めっちゃ少ない方らしいです。
　余談ですが、バイト先の店長に肺活量検査員
のお姉さんがヤバかった話をしたら、店長もまっ
たく同じ経験をしたらしいです。あ、医療機関が
同じだったというオチはありません。
　今回の人間ドックを通して、大人になることっ
て大変なことなんだなあと思ったのでした。
　そそそ、お医者さんの問診によると「あと3kgは
落としましょうね」とのこと。分かっていたけど、
専門家から指摘されるとショックだなあ……。
　次号発行までにどんだけ減量できているか。　　
新春スペシャル・マスク！
　ご期待ください（渡哲也風に）。

広告掲載などの
お願いとご案内

皆様のおかげを持ちまして、本紙は2011年1月の創刊から足掛け9年目に突入しました。
創刊時はわずか13カ所だった設置スポットも現在では大きく増加。日本橋・難波・新世界
エリアを中心に、約100カ所近くの場所で手に取ってごらんいただけるようになりました。
街の中にありがちな「しがらみ」や「大人の事情」（苦笑）などとは一線を画しつつ、特定の
組織や業種に過度な依存や肩入れをしない「インディペンデント」な立ち位置を維持し
ながら発行を継続するために、皆様にいくつかのご提案とお願いをさせていただきます。

■広告出稿は1枠9,900円から。「物々交換」での支払も可能！
広告掲載可能なスペースと掲載料金につきましては右表をごらんください。
媒体の性質上、即効性はない（＝広告を見てすぐに買う、ということにはなりにくい）とは思いますが、紙面で商品や会社名を目にして、こんな媒体に協賛
する酔狂な……いや、面白い会社だと認知してもらうことはできると考えます。そして、その読者が将来、欲しい商品やサービスを探す必要が生まれた時に
「そういえばこれ、pontabでも見たな」と思い出してくれるといった、“ジワジワくる”効果を期待していただければと思います。 
なお、広告料金はお客様の企業・店舗の商品、飲食チケット、各種サービス類などでのお支払い＝すなわち「物々交換」も内容によっては可能です（読者
プレゼントとしてのご提供でも可能です）。もちろんどんなものでもOKというわけには参りませんが、できるだけご希望に添えるような形で前向きに対応い
たしますので、お気軽にご相談ください。
■配布・設置協力のお願い
配布・設置に関しまして費用のご負担は一切おかけいたしません。また、設置場所は日本橋や大阪市内に限らず、本紙を面白いと思っていただける方がおら
れる場所であれば地域は問いません。二つ折・四つ折のいずれかに予め折り畳んだ形で納品しますので、レジ横など少しのスペースでも設置が可能です。
■年間定期購読も承ります
なかなか日本橋まで足を運べない方のための定期購読サービスもご用意しています。料金は1年間（4号分）で900円（送料込）となります。
「Yahoo！ショッピング」内に本紙の公式通販ページを開設しておりますので（2面参照）、オンラインから簡単に申し込みができます。ぜひご利用ください。
■設置店舗リクエスト・広告出稿などすべてのお問い合わせは……
〒542-0073　大阪市中央区日本橋1-25-18 新浪花ビル505　有限会社デシリットル・ファクトリー　フリーペーパー「pontab」編集部
TEL+FAX：06-6636-6419　E-mail : info@nippon-bashi.biz

掲載面 使用可能色 サイズ（単位：mm） 料金

1面　記事下 フルカラー 縦45×横246
※縦60mmまで拡大可 66,000

2･3･6･7面
記事下

モノクロ

縦45×横60 9,900

縦92×横60
縦45×横122

17,600

縦92×横122 33,000

5面　地図下
※地図内エリアの
　店舗様限定です

フルカラー

縦45×横60 16,500

縦92×横60 29,700

縦92×横122 55,000

8面　記事下 フルカラー
縦92×横60 24,200

縦92×横122 44,000

【紙面広告掲載料金について】  　   　（2019年10月現在、消費税込）

※掲載に当たっては本紙所定の基準による広告審査がございます……が、公序良俗に触れ
ない限りはだいたいOKになりますのでご安心ください。

※広告枠のサイズは標準的な一例です。この他にもご相談に応じます。
　複数枠確保による大型広告や全面広告（6～8面が対象）、記事広告等の展開も可能です。
※年間通し出稿（4回分を一括支払）の場合は割引もございます。
※掲載ページおよび場所の指定は可能ですが、お申込時期などにより先約がある場合はご
希望に添えない場合もございます。

※広告版下につきましてはAdobe Illustrator・PDF・JPEG画像のいずれかによる完全デー
タ、カラーモードはCMYK、画像解像度は300dpi以上、文字にはアウトライン処理をお
願いいたします。その際、黒部分についてはCMYKの掛け合わせではなくKのみ100%
で、大きな黒ベタ部分は同99.9％で作成して下さい（新聞印刷の仕様上の問題です）。

※広告版下のデータを当社にて制作の場合、別途実費を申し受けます。なお、簡素なレイ
アウトでロゴ・写真など素材一式ご提供の場合は、無料で制作させていただきます。

太り過ぎてマスクが入らないので、代わりに猫の画像で
ごまかすマスクさんのインスタはこちら
https://www.instagram.com/fukumenjoshi/

さし絵・みしお子（@mishioco）
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