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増殖する「ポンバシなう」
日本橋エリアのツイッター最新事情
140 文字以内の短文を “ つぶやく ” ミ
ニブログ−−もはや、このような説明すら
必要ないほど一般にも浸透した感のある
「ツイッター」
（Twitter）
。その手軽さや
影響力から、地域活性化や観光振興など
に活用しようとする動きも全国的に広が
る中、本紙のホームグラウンドである大
阪・日本橋エリアの現状を探る。

PC専門店からメイドカフェまで
まずはなんさん通り以南、でんでんタウ
ン（日本橋電気街）・オタロード周辺の動
向から。このゾーンでは、現在約 50 店
舗がアカウントを開設している（4 面の表
参照）
。昨年秋の段階では PC 専門店を
中心とした数店舗のみにとどまっていた
が、今年に入ってからは急増。物販に限
らず、飲食店や話題のメイドカフェまで、
様々な業種・業態へと広がりを見せた。
現時点では新商品の入荷情報や、フォ
ロワー向けの特典サービスなど手堅い使
い方をしている店舗が多い中、積極的な
活用が目を引くのが、イヤホン・ヘッドホ
ン専門店「e ☆イヤホン」
（日本橋 5 丁目、
@e̲earphone）。
商品情報等を中心にツイートする店舗
の公式アカウントに加え、店員それぞれ
も個別にアカウントを持ち、時にはフォ
ロワーとの間で「軟式」的な会話も交え
ながら、顧客との密接なコミュニケーショ
ンづくりに効果を上げている。
「初めて来
店されたお客様からも、
『ツイッターを見
た』と声を掛けられ、会話のきっかけが
出来ることも多い」
（店長の西亮太氏）。
■ツイッター（Twitter）とは？
誰もが自由に「今、何をしているか？」を 140 字以
内で投稿し共有するインターネット上のサービス。
これらの投稿は “ ツイート” または “ つぶやき ” と呼
ばれる（※）
。
「○○している」や「○○にいる」こ

日本橋でも、店頭 POP やチラシなどで、自店の
ツイッターアカウントを積極的にアピールする
店舗が増えてきている

この 9 月からは新たに「USTREAM」を
利用し、ツイッターと連動した商品紹介
の番組も開始している。
ツイッターでの交流が、実店舗での新
たな展開を生んだケースも。卵かけご飯
の専門店「美味卯」
（日本橋 5 丁目、@
antsume）では、鳥取県米子市のイメー
ジキャラクター「ヨネギーズ」のグッズ
販売を 8 月から開始したが、そのきっ
かけはヨネギーズのメンバーである「ネ
ギ太」
（@negita̲yonago）が「関西地
区でグッズを扱ってくれるお店を募集」
とツイートしたことに対し「うちがやり
ましょう」と応じたこと。折しも同時期
に、ヨネギーズが人気キャラ「初音ミ
ク」をデフォルメした「はちゅねミク」
とのコラボを行って話題になったことも

とを「○○なう」と表現するなど、独自の表現方
法もある。
米国 Twitter 社が 2006 年にサービスを開始、日
本には 2008 年上陸。昨年頃から日本でも利用者
が急増し、芸能人や政治家・著名人等の利用表明
も相まって一気に浸透。現在の国内登録ユーザ数
は 1,000 万人を突破したとされる。利用は無料。
※記事本文（小見出し除く）
では原則として“ツイート”と表記

「美味卯」で販売中の
「ヨネギーズ」グッズ。
グッズの商品化自体も
ツイッターから実現

あり、売上も順調だという。
ちなみに同店自体も、今年 2 月の開店
以来、ツイッター上でその存在が口コミ的
に広がり「今では、お客様の半分以上が
ツイッターのユーザだと思います
（笑）」
（店
長の梅田梨江子氏）
。

ハッシュタグによる情報交換も
日々生まれる無数のツイートの中か
ら、共通の話題を分類するために使われ
ているのが「ハッシュタグ」。日本橋に
関する話題の場合、
「#pombashi」をツ
イッター内で検索すると、そのハッシュ
タグが付いた情報を一覧表示させること
ができる。ストレートに自分の居場所を
示す「○○なう」的なツイートのやりと
りだけでなく、「○○を売っているお店
を探している」「○○の美味しい店はど
こか」といった質問があった場合でも、
ユーザ間の RT やリプライによって情報
が得られることも多く、ハッシュタグの
共有が口コミによる Q&A サイトとして
も機能しつつある。
→ 4 面に続く

ツイッターで
よく使われる
キーワード集
■タイムライン（Timeline、TL）
ツイッターのメインコンテンツ。自分がフォロー
したユーザのツイートが最新順に表示され、古い
ツイートは順次下に流れていく。
■フォロー（Follow）
自分のタイムライン上で他のユーザのツイートを
読みたい場合に、そのユーザを登録すること。一
般的な SNS、例えば mixi の「マイミク申請」な
どのように相手からの承認は不要で、気軽に行え
る。なお、相手が自分をフォローしていない場合、
自分のツイートは相手のタイムラインには表示さ
れない。
■リツイート（ReTweet、RT）
他のユーザによるツイートを自分が再投稿するこ
と。「○○さんがこんなことを言っていたよ」と
他人に伝えるようなイメージだが、この口コミ的
な仕組みが、ツイッターの面白さの一つでもある。
なお、RT の際に自分なりのコメントを付記する
場合は RT と区別して QT（QuoteTweet）と記
述しているユーザもいる。
■リプライ（Reply）
特定のユーザに向けた返信のこと。相手先のユー
ザ名の前に @ をつけて投稿するが、自分と相手
の両方をフォローしているユーザのタイムライン
には表示されるため、ダイレクトメッセージとは
異なりプライベート性は高くない。
■ダイレクトメッセージ（DM）
自分をフォローしているユーザに対して送ること
ができるメッセージ。リプライとは違い、送り主
と受け手のみしか見ることができないため、電子
メールと同じように使うことができる。
■ハッシュタグ
ツイートに付加する、半角英数字の「# ○○」と
いう記号。特定の話題やイベント開催時などにあ
らかじめこのハッシュタグを決めておくと、関連
する投稿の一括検索や、ユーザ同士での情報共有
が容易になる。なお、ハッシュタグは前後に半角
スペースを入れないと、検索結果に反映されない
場合があるので注意が必要。
■リスト
フォローしているユーザのうち、特定のユーザだけ
を抜き出して（＝リスト化）タイムラインに表示さ
せる機能。リストは例えば「友人」
「仕事関係」
「好
きなタレント」など、ユーザ側で自由かつ任意に
設定できる。作成したリストの公開も可能。
■軟式アカウント
本来は「お堅い」と思われがちな企業・団体等の
公式アカウントが、ツイッター上では冗談やくだ
けた表現なども交えつつ個人ユーザと積極的かつ
“ ゆるく ” 交流する様を指す。「硬式」（＝「公式」
との語呂合わせ）の対極にある、という意味。
代 表的な例として、冷凍食品の「カトキチ」
（ テー
ブルマーク株式会社、@katokichicoltd）、サンド
イッチチェーン「サブウェイ」
（@subwayjp）
、東
急ハンズ（@tokyuhands）
、
NHK（@NHK̲PR）
、
本文にも登場するネギ太（@negita̲yonago）な
どが知られる。
■ユーストリーム（USTREAM）
動画配信用サイト「USTREAM」のこと。配信中
に、ツイッターと連動して視聴者とリアルタイムに
チャットを行うこともできる。
「ユースト（UST）
」
と略されることも多い。
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商店街ぐるみでツイッターの
活用に奮闘する黒門市場
なんさん通りから北側、地下鉄日本橋
駅に向かうゾーンでは飲食店のアカウント
が比較的目立つが、注目は黒門市場での
取り組み。商店街振興組合で公式アカウ
ントを開設（@kuromonichiba）すると
共に、組合加盟店にも個別のアカウント
開設をサポート。それらをリスト化し「黒
門市場のつぶやき」として、商店街の公
式サイトと連動させている。

“なにわの台所”として
知られる黒門市場。
商店街ぐるみでの
ツイッター活用を模索

アカウント開設済の店舗は、現時点で
はまだ全体（約 170 店舗）の約一割程度
にとどまっているが、商店街を挙げての
積極的取り組みは大阪でも珍しい。なお、
黒門市場のハッシュタグは「#kuromon」。

「つぶやき」で街は変わるか
ツイッターの一般への浸透度が高まる
中、アカウントを開設する店舗も着実に
増えてはいる。しかし、マスメディアと
違って「口コミ」的要素が強いツールで
あることから、目に見える効果をなかな
か検証しづらく、多くの店舗では活用方
法をまだまだ試行錯誤中といったところ。
ツイートの内容も、店舗からの一方的
発信に終始するのみではユーザの支持を
得られにくく、かたやユーザとのコミュニ
ケーションを深めようとすると、結局は
「中
の人」
（＝担当者）の属人的スキルに依存
しがちになる、という課題も存在する。
ただ、かつてのような大型店の立地と
それによる集客が望めない状況下で「
（小
規模でも）個性ある店舗の集積」によって
地道に街の再生を図らねばならない−
−
−
という、現在の日本橋が抱える課題を考
えた時に、まさに「個」の力が十二分に
発揮できるツールであるツイッターとの親
和性は大きく、またそこから新たな街の
可能性も引き出せるのではないだろうか。
今後の展開にも、引き続き注目したい。

これでほぼ網羅？ 日本橋エリア関連のツイッターアカウント一覧
＊公式サイトや店頭にてアカウントを告知している店舗を中心に、現地調査やツイッター上での検索結果などを補足して本紙が作成。2010 年 9 月現在
＊多店舗展開するチェーン店においては、企業もしくはチェーン本部としてのアカウントがある場合でも、日本橋エリアの店舗で独自のアカウントがないものは省略
＊表中の「位置」は、本紙 2・3 面「日本橋エリアマップ」内における店舗の位置と連動しています

掲載できていない
店舗があったら
ごめんなさい

■でんでんタウン・オタロード周辺（なんさん通り以南〜地下鉄恵美須町駅方面）の店舗
店舗・企業等名称
めいどさんのいるリフレのお店
デジット
アニメイト 日本橋店
美味卯
蒼月書房
アテナ日本橋
レンタルショーケース Bockae
絵本カフェ holoholo
e ☆イヤホン
Faith 大阪店
FOREVER RECORDS
ゲーム探偵団
インディペンデントシアター
イオシス
じゃんぱら 大阪本店
じゃんぱら 日本橋 3 号店
迅丁堂 日本橋店
K2RECORDS
カンプリ 日本橋店
クライン文庫
パソコン工房 日本橋本店
シリコンハウス共立
メイ・セレクト
レコードショップ NAKA 2 号店
難波 ROCKETS
ねこすた
逸品館
FIRSTPOINT 日本橋店
サーカス
Reverse
ソフトバンク 難波なんさん通り
ソフマップ なんば店ザウルス 1
ソフマップ なんば店ザウルス 2
ソフマップ 日本橋 1 号店
ソフマップ 日本橋 2 号店
サウンドパック本店
TWOTOP 大阪日本橋店
うさぽわーる
ソフトバンク日本橋インフォプラザ
PCNET 大阪日本橋店
大阪弁
オーバルマルチメディア
修理 BOX
メディオ ! 日本橋
カフェドポルテ
カード王
ホワイトキャンバス 大阪なんば店
ピュアサウンド 日本橋 1 号店

アカウント名
@0666333999
@0666444555
@animatedenden
@antsume
@aotsukishobo
@ATHENA̲NPB
@Bockae
@cafe̲holo̲holo
@e̲earphone
@faith̲osaka
@forever̲records
@game̲tanteidan
@i̲theatre
@IOSYS̲CEO
@janpara̲OSAKA
@janpara̲pon3
@jinteidou
@k2records
@KANPURI̲NPB
@klein̲nikki
@KOUBOU̲HONTEN
@kyohritsu
@maiselect
@nakareco2
@namba̲ROCKETS
@nekosta
@osaka̲ippinkan
@pc9821
@pombashicircus
@reverse̲net
@sbsnansan
@sofmap̲nanba1
@sofmap̲nanba2
@sofmap̲nihon1
@sofmap̲nihon2
@soundpak
@twotop̲osaka
@usapoir
@sbnihonbashiinf
@PCNET̲OSAKA
@chiplin1003
@ovalmultimedia
@i̲box
@medio̲nb
@maidcafeporte
@cardoh̲namba
@w̲canvas̲osaka
@puresoundn1

位置
B-2
C-3
B-3
B-5
B-3
B-2
B-5
A-2
B-5
B-3
B-2
B-5
C-3 他
B-4 他
B-2
B-4
B-3
B-2
C-5
B-3
B-3
C-4
B-3
A-2
A-3
B-2
B-4
B-3
B-2
B-3
B-2
B-2
B-2
C-5
B-5
B-2
B-3
B-3
B-3
B-2 他
B-2
C-5
B-2
B-3
B-3
B-2
B-3
B-2

概要
日本橋におけるメイドリフレの草分け。別業態の「メイ・セレクト」でメイドの独立支援も
ロボット・メカトロ関連に強い電子パーツ専門店。ジャンク品も豊富
コミックからキャラクターグッズ、CD・DVD などアニメ関連商品を幅広く取り揃える
ツイッターの口コミから話題が広がった、卵かけご飯の専門店。夜は居酒屋メニューも
音楽・アート・デザインなどサブカルチャー系に強い古書店。カフェも併設
オタロード北端のゲームセンター。各種大会等の開催にも積極的
地下鉄恵美須町駅近くのレンタルショーケースショップ。店内には模型製作用の貸しスペースもあり
子供も大人もゆったり出来る絵本カフェ。完全禁煙、お菓子は全て手作り
イヤホン・ヘッドホン専門店。部門別および店員ごとの個別アカウントも充実
ユニットコムグループの PC 専門店。特価品情報や商品入荷情報など
オタロード近くの中古レコード店。日本のニューウェイヴやアンダーグラウンドにも強い
日本橋では貴重な、レトロ TV ゲーム＆関連商品の専門店
日本橋に「1st」
「2nd」の 2 つの劇場を展開。公演情報やプロデューサーの近況報告など
日本橋発祥の中古 PC・中古携帯専門店。社長が自ら情報発信。通販部門は別アカウント有
ノート PC・携帯電話・デジタル家電などの買取＆販売専門店。未使用アウトレット品も充実
中古 PC 専門店。PC 本体の他、ちょっとレアや訳アリなパーツ・周辺機器も
中古 PC 専門店。ジャンク品やユニークな周辺機器等も豊富
音楽 CD・DVD レンタル専門店。返却は郵便や宅配便も可。レンタル在庫 10 万枚は関西屈指の規模
恵美須町駅近くのコピー・印刷ショップ。同人誌等の作成にも対応
和本・モダン古書・サブカルチャー系など幅広く取り扱う古書店。最新のオークション情報も発信
ユニットコムグループの PC 専門店。新製品や特価品の入荷状況を中心にツイート
日本橋における電子パーツ専門店の老舗。新製品情報なども充実
フリーランスのメイドさんを対象にした時間貸しリフレスペース
なんさん通り裏の中古レコード店。ジャズ、ワールドミュージックから歌謡曲まで幅広く品揃え
南海難波駅南、高架下の老舗ライブハウス・クラブ。今春持ち上がった閉鎖危機も乗り越え元気に営業中
猫耳のコスプレをしたメイドさんによる足踏みリフレ専門店
ハイエンドオーディオ・ホームシアターの専門店
中古 PC 専門店。NEC 製品の充実ぶりをアカウント名でもアピール
オタロードのカジュアルな服屋さん。オタク関連のパロディデザインものにも力を入れている
日本橋商店会の一角に店を構えるジャンク PC・パーツ専門店。修理にも対応
なんさん通り沿いのソフトバンク携帯電話専門店
オタロードに面したソフマップの日本橋エリア旗艦店。PC ハードを中心に MIDI など音楽関係も充実
オタロードに面したソフマップの日本橋エリア旗艦店。ゲーム関連商品を中心に品揃え
地下鉄恵美須町駅近く。中古 PC と周辺機器が中心
地下鉄恵美須町駅近く。TV ゲーム・PC ゲームを新品から中古まで幅広く取り扱う
日本橋エリアで 3 店舗を展開する中古 CD・レコード・DVD 等専門店。新入荷情報などを随時発信
ユニットコムグループの PC 専門店。特価情報や新商品情報をスタッフがリアルタイムにツイート
メイド服のディーラーがお相手するアミューズメントカジノ
堺筋沿いのソフトバンク携帯電話専門店
日本橋エリア 3 店舗の情報をまとめて発信。中古 PC から各種パーツ、面白グッズまで
モナカ生地の中に焼きそばやチャーハンなどを挟んだおやつのお店。コスプレ店員の登場も
USB 関連のおもしろ周辺機器・サプライ品の専門店
持込対応も可能な PC 修理専門店。iPhone の修理にも対応
PC ゲーム専門店。店頭で行われるイベント情報や、新作予約状況・お勧め情報等を発信
堺筋から西に一筋入った路地裏のメイドカフェ。可愛いメイドたちがご主人様・お嬢様をお出迎え
ドリンク＆お菓子を食べながらくつろげるトレカ＆グッズ店。36 席のデュエルスペースも
オタロードの南端。コミック・同人ソフト・同人誌・同人音楽・美少女ゲームなどを品揃え
中古 CD･DVD 販売。今ではレアとなった VHS も取り扱う

■なんさん通り以北〜地下鉄日本橋駅方面・黒門市場周辺の店舗
店舗・企業等名称
黒門市場商店街振興組合
BAR 薔薇
道頓堀あかい
深夜喫茶銭ゲバ
猫柳
ライブシアターなんば白鯨
R/H/B
天ぷら 日進堂
シンズキッチン
トレカ .com なんば店
夢ごこち

アカウント名
@kuromonichiba
@barbaranbarbara
@doutonbori̲akai
@kissazenigeba
@nakamanxxx
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概要
黒門市場商店街の公式アカウント ※商店街内店舗のリストは @kuromonichiba/kuromon
テクミ＆バーバラの姉妹で経営する、黒門市場近くの「昼から呑める喫茶店」
地下鉄日本橋駅北、道頓堀の東端にある居酒屋。季節の素材を和テイストと個室で
味園ビル 2 階。店主曰く「アングラ・サブカル・ヲタな中二バー」
ロンドン・フェティッシュ系「ラテックス・ファッション」の専門店。気分はレディー・ガガ？
味園ビル 2 階のサブカル系イベントスペース。お笑いをはじめ様々なイベントを随時開催
日本橋駅北の BAR 兼イベントスペース。ジャンルを問わず「音」にまつわるイベントをほぼ毎日開催
穴子天が名物の天ぷら専門店。二代目若大将によるツイートの「軟式」ぶりは商店街でも群を抜く
本場シェフによるインド料理専門店。ツイートは日本人女性スタッフが担当
なんさん通りのトレーディングカード買取・販売専門店
なんさん通りの耳かき＆マッサージ専門店

■日本橋エリアに関する主な情報サイトのアカウント
サイト名称
せなか＠オタロード Blog
おまけ的ポンバシ
日本橋経済新聞
日本橋ショップヘッドライン

アカウント名
@senaka3
@omk̲hatena
@robomedia
@dendentown
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概要
ブログでは日本橋の各店舗における美少女コミック・ゲームの最新情報が主だが、ツイッターでは街ネタにも注力
「日本橋総合案内所」案内人・はてな氏による街ネタ情報。音々ちゃんでおなじみ「日本橋プロジェクト」関連情報も
編集長・曽崎重之氏のアカウント。日本橋情報以外に、ロボットや演歌関連の情報も充実
店舗の開店閉店情報を主なコンテンツにしつつ、
「中の人」2 名体制で編集部内の雑事なども随時ツイート
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