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日本橋
マップ

䣞0 TAKE FREE

2011 winter
2011年1月18日発行 創刊1号
発行：有限会社デシリットル・ファクトリー
大阪市中央区日本橋1丁目25-18 新浪花ビル505
（〒542-0073）電話 06-6636-6419
印刷：株式会社京都新聞印刷
ⓒ Deci-litre Factory Inc. / NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE
本紙記事の無断転載を禁じます。

IRUDOOYLVLWRUFXVWRPHUDQGLQGHSHQGHQWPHUFKDQW

店舗数は2年ぶりの純増
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■日本橋での出店・退店状況の推移
（2008 年〜 2010 年）

日本橋地域の出店動向 2010年調査
大阪・日本橋の店舗出店情報サイト「NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE」がまとめた「日本橋地域
の店舗出店動向調査」
（2010 年）によると、調査対象エリア（浪速区日本橋 3 〜 5 丁目・難波中 2 丁目）
における、新規出店数から退店数を差し引いた店舗数は 2 年振りに純増へと転じた。景況に明るい兆し
が見えにくい昨今でこの結果は健闘とも言えようが、様々な角度からその結果を分析するといくつかの
課題も浮かび上がる。
（調査の詳細を 2 〜 3 面に）

2010 年における日本橋での新規出店
は 44 店、退 店は 41 店となり、若 干な
■日本橋での業種別出店・退店状況
（2010 年）

がら純増数ではプラスとなった。
調査を開始した 2005 年以降、毎年
回復基調にあった店舗数は前回調査時
（2009 年）に一旦純減へと転じているが、
その時の減少分（マイナス 3 店舗）を今
回でちょうど帳消しに出来た計算となる。
ただ、今回の純増は出店数の増加より
も退店数の減少によって生じた側面が
強く、特に街の「新陳代謝」に最も重要
な新規出店数がここ数年緩やかに減少
していることを考えると、日本橋への出
店ニーズ自体の減退、すなわち良くも悪
くも街が「縮小均衡」状態に陥っている
のではという懸念は生まれる。

飲食・サービス業への傾斜が進む
の解消）や賑わいを維持し続けることも

る物販店舗という構図がより一層明確

それはそれで難しい、といったところか。

「南北問題」の解決策は見えず
またエリア別に見ると、最寄駅が難波

共通の傾向だが、日本橋でもその流れは

や日本橋でなく、そこから一駅離れた地

年々顕著になっている。

下鉄恵美須町駅となる日本橋 5 丁目の

もちろんこれらの業種は、物販で陥り
がちな「単純な低価格競争」とは違う切

み店舗数が減少した。こちらも例年同様
の傾向となっている。
も一定の認識こそされているものの、現

デがある街に適した業種ではあるが、一

時点で有効な策は打ち出せておらず、5

店舗当たりの営業面積は物販より非物

丁目に出店する店舗からも（閉店や日本

販の方が概して狭小であること、そして

橋からの撤退には至らずとも）好条件の

特にサービス業では路面店舗でなくビ

立地を求めて店舗を難波方面に移転する

ルの上層階などでも成立する業態が多

事例が毎年数件ずつ現れるなど、その厳

いため（それも新規出店が活発な一因だ

しい現実を物語っている。

が）、非物販店舗の増加だけで街全体と

→２面に続く

調査範囲の位置
■ 難波中２丁目
■ 日本橋３丁目
■ 日本橋４丁目
■ 日本橋５丁目
（参考）
■ 日本橋西1丁目
地下鉄恵美須町駅

この「南北問題」
、地元商業者の間で

意味では日本橋のように、立地上のハン

南海本
線・高野
線

り口で差別化を図れる余地が多く、その

堺 筋︵ 日本 橋 筋 商 店 街 ︶

の「非物販」にシフトしているのは全国

至 日本橋駅

オ タロード

つての物販から飲食・サービス業など

◇調査対象範囲
来街者の流れや店舗の集積状況から、北限を「なんさん通
り」
、南限を「阪神高速道路１号環状線（高架）」とし、そ
の中に囲まれる「難波中 2 丁目」
「 日本橋３・４・５丁目」の
４エリアを調査範囲とする（右図参照。なお、
「 日本橋西 1
丁目」についても調査は実施しているが、あくまでも参考
資料として全体集計の数値には含めていない）
。なお、本
調査内で「日本橋」と表記する場合、特に注記なき限りこ
の範囲内を指す。
◇調査期間
2010 年１月 1 日〜 2010 年 12 月 31 日（１年間）
◇調査集計時の特記事項
＊以下の条件に該当する場合、出店・退店の集計対象とは
しない。 ①独立した出入口や店舗ファサードのない、イ
ンショップ形式の店舗 ②出店期間があらかじめ短期間
に限定された店舗や、会員制の店舗 ③違法性が高い商
品を主に取り扱う店舗 ④営業権譲渡などにより運営元
や店舗名称が変更となったものの、その実態に従前と大
幅な変化がない場合 ⑤市営住宅内の店舗
＊店舗の運営元が同一であっても、業態や店舗名称の大幅
な変更を伴うリニューアルが行われた場合は、同一地点
にて退店・出店がそれぞれ１店舗ずつ発生したと見なす。
＊調査範囲外の他地域にて営業していた店舗が日本橋に移
転した場合は、
日本橋への新規「出店」
、
またその逆は「退
店」とする。
＊業種分類の
「飲食」
には持帰り用のみの食品販売を含む。

なんさん通り
通り
なんさん

なんばパークス

になった。商店街の主力店舗構成が、か

調査の概要

︵ 日本 橋 筋 西 通 商 店 街 ︶

しての営業店舗面積の増加（＝空き物件
南海難波駅

業種別に見ると、厳しいながらも堅調
な飲食・サービス業店舗と、減少を続け

阪神高速1号

環状 線
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（→ 1 面から続き） ■日本橋の各エリア別出店・退店状況（2010 年）

メイド・コスプレ系は堅調

この状態に歯止め
をかけ、早期に再

新業態も次々と登場

生への道筋を付け
る為にも、そろそ
ろ商店街として

日本橋の街を特徴付けるコンテンツ

となった周縁部でも数店舗の出店事例が

の在り方も含めた

のひとつとしてすっかり定着し、その

確認されており、それらを加えると実際

今後の方向性を何

集積が年々着実に進みつつあることは周

の店舗数はさらに増加することになる。

らかの形で考える

知の通り。競争の激しさから新規出店と

べき時期が来てい

淘汰が入り乱れながらも、店舗数自体は

のような、
「店舗」という枠に収まらな

るのではなかろう

2010 年も引き続き増加した。

い新たな業態も…

か。

また、
「メイドパーキング」（6 面参照）

なお、右表の集計数値だけではその伸
びが鈍化したようにも見
えるが、これらの店舗の特

■メイド・コスプレ系店舗の出店状況
出店

徴として、メインストリー
トから少し外れた裏通り
■新規出店店舗の立地形態

に立地するケースが多く、

路面店舗に限れば出店と退店はほぼ同数で、条件面で出店が容易な空中店舗の
増加が、店舗数の純増を後押しした形となっている。

そのため下記で取り上げ

出店

退店

た日本橋西１丁目をはじ
め、 本 調 査 範 囲 の 対 象 外

増減

路面店舗

空中・地下店舗

路面店舗

空中・地下店舗

路面店舗

空中・地下店舗

2008 年

40

15

34

17

6

▲2

2009 年

31

17

39

12

▲8

5

2010 年

31

15

32

11

▲1

4

※路面店舗＝建物一棟を全て使用、もしくは道路に面したビル 1 階部分への出店
※同じ物件内で 1 階部分から上層階へ移転した店舗が 2 例あったため、ここでの出店・退店の合計は前ページのデータ
より多くなっている。

退店

飲食

サービス

物販

飲食

サービス

物販

2008 年

9

4

0

6

1

1

2009 年

3

7

0

2

1

0

2010 年

5

5

1

5

4

0

※「メイドカフェ＆リフレ」などのように、１店舗で飲食・サービスの両方を提供す
るところもあるが、ここではオープン時の主業態でいずれか一つに分類している。

南進を続ける「オタロード」
新規出店は
「西1」エリアにも波及
従来からのメインストリートであった

■新規出店者の組織形態

堺筋と並んで、もう一つのメインスト

総数で見れば、日本橋のみで店舗展開を行う企業（あるいは個人事業主）が大
多数を占める。新規事業・創業の舞台としても一定の役割を果たしているととも
に、この層の出店需要は依然底堅い。
その反面、2008・2009 年に相次いだ、コンビニ・カフェ・ファストフード
等を主とする大手チェーン店の出店が 2010 年には激減。景気後退だけでなく、
それら企業の出店条件に見合う好条件の物件（特に堺筋沿い）が出尽くしたこと
も一因と思われる。

リートとしてその通称もすっかり定着し
た「オタロード」
。その範囲に明確な定
義はないものの、店舗の集積から見た事
実上の南端はこれまで日本橋 4 丁目の
「パソコン工房」や「Faith」
「メロンブッ
クス」周辺（右図の★地点）とされるこ
とが多く、そこから堺筋方面に流れる回

日本橋地域全体
独立店
2008 年

堺筋沿いの路面店

チェーン店 A チェーン店 B

34

4

16

独立店

遊ルートが形成されていた。

チェーン店 A チェーン店 B

5

0

7

2009 年

32

6

10

7

2

4

2010 年

37

5

2

6

1

2

※独立店＝日本橋地域のみで店舗展開を行っているもの
（日本橋地域での複数店舗展開、または店舗の過半数が日本橋に立地しているものも含む）
※チェーン店 A ＝既に複数店舗を展開、又は大阪府以外を中心に店舗展開を行っている企業で、府下初出店となるもの
※チェーン店 B ＝複数店舗を展開する企業による出店で、府下にも既に出店済のもの

しかし、2009 年頃からその流れが少
しずつ変化。オタロードの中心部では出
店に適した物件が不足気味なこともあ
り、そのまま南下した沿道（矢印点線部
分）での出店が増加。
さらに、これまで目立った店舗の集積
がなかった周縁部の「日本橋西１丁目」
エリアでも、オタロードから1 ブロックで

■新規出店店舗の継続性
これまでに出店した店舗
も含め、新規出店店舗がそ
の後どれだけ存続できてい
るのかの経年調査を行った
ところ、以下のような結果
となった。
3 年間営業継続できた店
舗は約半分にとどまり、そ
の寿命は決して長くない。

2007年の 2008年の 2009年の 2010年の
出店
出店
出店
出店

到達できる範囲（右図の■色部分）を中
心に、2010 年の 1 年間で新規出店が

（出店総数）

（61）

（55）

（48）

（44）

数店舗見られた（但しまだサンプル数が

2007 年の退店

6

−

−

−

少ないため、1 面での出店・退店数の全

2008 年の退店

13

5

−

−

体集計には含めず参考数値としている）。

2009 年の退店

8

7

4

−

この「西 1 丁目」
、店舗の集積や賑わ

2010 年の退店

2

5

5

8

いという点では発展途上だが、難波から

2010年末現在の
残存率

52%

69%

81%

82%

でも徒歩圏内であることを考えれば今後
面白いエリアになるかも？

「オタロード」の南端は徐々に広がりつつある
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堺筋での新規出店は軟調
5丁目では大型量販店撤退跡の新展開も
堺 筋 に お い て は、2008 〜 2009 年

体の純減が止まらないという厳しい状況

2005 年に経営破綻した家電量販店

頃にはコンビニ・カフェ・ファストフー

ではあるが、量販店撤退後の大型物件で 「ニノミヤ」の電子パーツ部門がスピン

ド等を主とした大手チェーンの出店が相

地元企業による新たな店舗展開が始まる

アウトする形で設立された「パーツラン

次いだが、出店に適した好物件の出尽く

など、明るい兆しも見られる。

ド」も、2010 年 12 月に既存の 2 店舗

◇

しや景気低迷の影響もあり、2010 年に

を移転・統合する形で、旧「OA システ

は新規出店がほとんど見られなくなっ

電子パーツ専門店を運営する共立電

ムプラザ ぱそこん市場」跡（日本橋 4

た。その他の出店も全体的には目立った

子産業は 2010 年 7 月、同年春に閉店

丁目交差点南東角、住所は日本橋 5 丁

動きがなく、軟調に推移したといえる。

した上新電機の「Joshin スーパーキッ

目）に新店舗をオープンした。この物

そのような中、堺筋であえて気になる

ズランド日本橋店」跡（日本橋 5 丁目） 件は 2005 年に元の「−ぱそこん市場」

動きを挙げるならば、日本橋 5 丁目界隈。 に新店舗をオープンした。
1・2 面で取り上げたように、店舗数自

上新電機は、日本橋で 3 店舗展開し

が閉店した後、リサイクルショップや中
古ビデオ販売店が一時的に利用したこと

▲シリコンハウス（ものづくり創造館）
（MAP：C-4）

ていた玩具専門店を昨春 2 店舗に再編。 はあったものの、常設店舗の出店は久々
その結果、3 店舗のうち最も南に位置し
ていた「スーパーキッズランド日本橋店」

となる。
どちらも、これまで店舗の大型化とは

が閉鎖される形となったが、共立電子が

無縁のように思われていた業種である点

後継テナントとして入居。既存店 3 店

は興味深く、さらにこれらの出店も相

舗のうち「シリコンハウス」と「テクノ

まって、堺筋の東側では自然発生的に電

ベース」の 2 店舗を統合して新「シリ

子パーツ専門店の集積が進みつつあり、

コンハウス」とした。またビル全体には

今後の展開も注目される。

「共立本店 ものづくり創造館」の愛称も
大型の物件ほど、一度空き店舗になるとその解消は困難に

冠している。

▲「パーツランド」
（MAP：C-4）

整備が進むバイク専用駐車場
「駐車難民」問題解決の一歩となるか
店舗の出店・退店の他に目立った点と

本橋 4 丁目の「タイムパーキング」
（駐

掲載して積極的に PR するほか、ユーザ

しては、2010 年後半に相次いで開設さ

車台数 30 台）
。最近まで
「パラソル通り」 が投稿した情報を共有する形でのバイク

れたバイク専用駐車場が挙げられる。

という時間貸のフリーマーケット会場と

駐車場検索サイトなどでも情報が提供さ

2006 年の道路交通法改正以降、駐車

なっていたが、利用率の低迷から用途転

れている。

規制の取締が強化されながら、その受け

換。こちらも料金は 30 分ごとに 100

皿としての駐車場整備が進まなかったこ

円（夜間は 60 分ごと 100 円、当日上

とで、都心部では「バイク駐車難民」が

限 800 円）となっている。

発生し社会問題に。日本橋でも同様の状

バイク専用駐車場の展開には大手業者

況が顕在化していたが、問題解決への動

も積極的で、日本橋 5 丁目には自動車

きとなるか。

用時間貸駐車場の最大手「タイムズ」が、
◇

先陣を切って昨年 9 月にオープンし

▲ AP パーク日本橋Ⅰ（MAP：B-3）
オタロードにも近く、立地の良さから利用率も高い。
バーロックは 1 台ごとに設けられている。

バイク専用駐車場として「バイクタイ
ムズ OJK 日東住宅」（駐車台数 64 台）

たのは、オタロードに隣接する「AP パー

を 11 月にオープンさせた。こちらは

ク日本橋Ⅰ」（駐車台数 15 台）
。料金は

他の駐車場とは違い、駐車料金は 1 回

30 分ごとに 100 円（当日上限 800 円）
。 300 円均一（24 時間まで）とシンプル
敷地内は中央部が自動車用の駐車スペー

な料金体系。昼間時 90 分以上の駐車で

スとなっており、集金機も共用。土地が

割安となる計算だ。

不整形であることから端の部分にどうし

この他、従来の自動車用駐車場の中に

ても発生するデッドスペースを、バイク

も、条件付きながらバイクの駐車を受け

用に上手く活用した形といえる。

入れるところがいくつか現れており、大

次いで 11 月にオープンしたのが、日

阪市役所でもその情報をホームページに

▲タイムパーキング（MAP：B-3）
夜間の駐車が割安。通路がやや狭小なため、車種によって
は満車時の出庫に若干の注意が必要か。

▲バイクタイムズ OJK 日東住宅（MAP：C-5）
駐車台数は最多。通路も広く取られ、駐車しやすい。
シンプルな料金で潜在需要の発掘を狙う。

大阪市計画調整局（下記リンク内「駐車場マップ」に市内のバイク駐車場案内あり）
http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/
バイクを停めたい。〜バイク駐輪場検索サイト〜
http://bikepark.in/
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「味マップ」
の新版がお目見え
「音々ちゃん」グッズ販売も好発進 名物
日本橋の食事処をコメント付きで網羅

誕生初年度の売上は 8,000 万円
「日本橋界隈の活性化」を目的とした

もとに「各店舗は売上げに応じたロイ

MAP C-3,C-4

共立電子産業（大阪市浪速区）は、
「日

「日本橋プロジェクト」の公式キャラク

ヤリティを支払う仕組みとなっており、

本橋でんでんタウン味マップ」の 2011

ターとして 2009 年に誕生した「音々

平成 21 年には全体で約 8,000 万円の

年版を発行した。12,000 部を印刷し、

ちゃん」。

売上げがあった」とし、情報発信の工夫と

昨年末から同社店舗などで一般配布を開

「涼宮ハルヒ」シリーズや「灼眼のシャ

して「通常の新聞や雑誌だけでなく、
音々

始している。

ナ」などのイラストでも有名なイラス

ちゃんの支持層を意識して、インター

「味マップ」は、同社が日本橋周辺の

トレーター・いとうのいぢ氏がデザイ

ネット専門ニュースサイトへも積極的に

飲食店を独自に取材しイラストマップ

ンしたことで話題を集め、最近では新

情報を提供した」ことや「イラスト投稿

に仕上げたもので、その歴史は 1970

たに妹の「光ちゃん」も登場するなど

サイトと協働して、二次創作のコンテスト

年代にまで遡る。
「当時は現在と違って、

人気は上々のようだが、誕生初年度の

を行い、より身近に音々ちゃんを感じて

日本橋に飲食店がまだ少なく、来店され

関連グッズ販売額は約 8,000 万円に達

もらった」ことを成功の理由と分析して

たお客様から『どこでごはんを食べれば

したことが判明した。

いる。

いいのか』と社員がよく質問されていた」

味マップは共立電子の直営店（シリコンハウス・デジット）の
ほか、永和信用金庫本店・日本橋総合案内所でも配布中。数
に限りがあるのでお早めに

みのあるイラストが好評を博している。

この数字は、静岡県のシンクタンク

（同社代表取締役会長・蘇建源氏）こと

「静岡総合研究機構」が昨年 12 月に発表

が発行のきっかけで、
「最初は、皆でおす

なお、昨年秋からは新たな展開とし

した調査レポート「萌えキャラでまちは

すめの店をまとめて手書きの地図にし

て、ユーザとのコミュニケーション強

燃えるか」の中で明らかになったもの。

たものをコピーして配っただけ」
（同氏） 化を目的にツイッターのアカウントを

レポートでは、いわゆる「萌えキャラ」を

のものが、改訂を重ねる中で日本橋名

開 設 し て い る（@ajimap）。 今 後 は 情

活用した地域活性化の成功事例として、

物として多くの来街者に浸透。1990 年

報収集面でも積極的に活用したいとし

秋田県羽後町
（イラストレーター・西又

代後半からはフルカラー化と毎年末の

ており、日本橋の飲食店に関する新店

葵氏の美少女イラストをパッケージに

発行が定着し、今回の発行で第 22 版と

情報やおすすめコメントで、味マップ

なった。

への転載が可能なものについてはハッ

地元店舗の販促にも積
極的に協力（写真は本
文と関係ありません）

印刷した地元産米）や埼玉県鷺宮町（現・
久喜市。アニメ「らき☆すた」の聖地）

などと並んで日本橋を紹介。
「音々ちゃん」 財団法人静岡総合研究機構（レポートの全文掲載あり）
について「日本橋プロジェクト」の統括
会社・日本橋まちづくり振興への取材を

http://www.sri.or.jp/
日本橋プロジェクト
http://nippombashi.jp/project/

イラストは昨年に引き続き、国立文
楽劇場のポスターやパンフレット等で
もおなじみのイラストレーター・中西
らつ子氏が担当。ほんわかとした親し

シュタグ「#ajimap」を付けてツイー
トしてほしいと提案している。
でんでんタウン味マップ
http://ajimap.kyohritsu.com/

阪堺線、全線200円の均一運賃に ついに登場した「メイド駐車場」
遠距離区間を大幅値下げ

MAP B-6

吉公園、4.6 キロ）の 2 路線を運営。大阪

MAP C-3

メイドカフェに始まり、リフレ、美容室、 車すれば交通渋

に残る唯一の チンチン電車 として長

キャバクラ、ゲームセンター…等々、さ

滞も減少し、社

年地元住民の足となっていたが、ここ数

まざまな「メイド○○」を謳うビジネスが

会の役にも立ち

年は乗客の減少から慢性的な赤字が続

次々と登場する日本橋であるが、今度は

ます」とその意

いていた。そのため昨年には、年間 2 億

メイドさんが案内する駐車場、その名も

義もアピール。

円近い赤字となっている堺市内区間の

阪堺電気軌道（大阪市住吉区）は、大

停めればご主人様もリア充…？

「メイドパーキング」が登場した。

遊休地を活用

廃止方針を表明したが、これを受けて堺

「メイドパーキング・もえりあ。
」の名

したコインパー

市が路線維持に向けた財政支援を決定。

称で昨年 12 月より営業を開始したこの

キング等との競

その支援を原資として、今回の値下げが

ユニークな駐車場は、関西一円で駐車場

争激化で、日本

実現した。

の運営管理を手がけるパーククイーン開

橋でも従来型の

阪・堺の両市で運行する路面電車の運賃

地味ながらも新世界や通天閣、そして

発（堺市堺区）が、既存の立体駐車場を

立体駐車場は厳

を、1 月 15 日から全線 200 円均一に改

日本橋へのアクセス路線としてその役

リニューアルしてオープンさせたもの。

しい経営を強い

定した。これまで 200 円と 290 円の 2

割をしっかりと担ってきた阪堺線。これ

同社発表のプレスリリースによれば、 られているようだが、まさに日本橋な

区に分かれていた運賃が一本化され、日

までは昼間時間帯の減便など、縮小均衡

「きまぐれ窓吹き（原文ママ）サービス」 らではの「メイド」による高付加価値

本橋への最寄駅・恵美須町駅からの場合、 型の経費節減策で危機を乗り切ってき

や「 コスプレ DAY」 などの 企 画を用意

堺市内各駅への運賃が 290 円から 200

た感が強いが、今回は積極策に転じて乗

し、
「お客様に楽しんでいただけるだけで

円へ値下げされることになった。

客増を狙う。

なく、礼儀もしっかりとした『また来たく

同社は「阪堺線」
（恵美須町−浜寺駅前、 阪堺電気軌道（阪堺電車）
14.1 キロ）と「上町線」
（天王寺駅前−住
http://www.hankai.co.jp/

なる駐車場』を目指す」という。同時に
「日本橋のドライバーがメイド見たさに駐

戦略は果たして奏功するか。
メイドパーキング・もえりあ。日誌
http://meidomoeria.blog22.fc2.com/
パーククイーン開発
http://www.parkqueen.com/
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ついに「日本一の銀行」が消える？
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ぽんタブ［日本橋タブロイド］

三菱東京UFJ銀行、
ATMを残し事実上の撤退
三菱東京 UFJ 銀行は、地下鉄日本橋
駅近くの日本一支店（中央区日本橋一

地下鉄・近鉄日本橋駅が位置）付近には、
その名前にあやかるべく意図的に名付

丁目）を、1 月 17 日から近隣の難波駅前

けたものも含め、様々な「日本一○○」
支店（中央区難波千日前）内に移転した。 を発見できる。なお、金融機関では過去
同支店の「店舗内店舗」として日本一支 に住友銀行（現・三井住友銀行）の日本一
店の窓口機能が併設されるため、支店

支店も存在したが、支店統廃合の結果

名や口座番号の変更は発生せず、また

こちらも現在は ATM が残るのみ。

旧店舗跡にも ATM だけは残すなど、顧

ちなみに、三菱東京 UFJ 銀行のお客

客の利便性確保にも一定の配慮がされ

様相談室へ問い合わせたところ「支店

てはいる。ただそれとは別に、この「日

名の件も含め、現時点で確定している

本一支店」という何となく景気の良さ

事項はない」と紋切り型の回答が返っ

そう（？）な名前が今後どうなるかは

てきたが、これまでの事例を見る限り、

ちょっと気になるところ。

店舗内店舗となった支店が最終的に完

天神橋筋六丁目や谷町九丁目が「天

全統合されたケースも少なからずある

六」「谷九」と略されるように、この日

ことから、「日本一」の先行きはやはり

本橋一丁目も地元では
「日本一」の略称

不透明。有人店舗の統廃合自体はどこ

が一般的で、堺筋と千日前通が交差す

の銀行でも行っていることで時代の流

る「日本橋 1 丁目交差点」
（道路の下には

れとはいえ、もし支店名まで統合の対
象となれば、その時まさに「日本一の
銀行」が完全消滅することとなる。
もちろん、現在のメガバンクに「景気
の良さそうな名前」というだけのアホら
しい理由で支店名を残すような酔狂さ
や遊び心など、望むべくもないという
ことは重々承知しているのだが──。

こんな通帳も見られなくなる？

編集部からのお知らせ
昨年 10 月に創刊準備号を発行した本紙ですが、皆様のおかげを持ちまして各方面からご好
評をいただき、日本橋エリアでの認知度も日々高まっております。そしてこのたび、無事に
季刊紙（1・4・7・10 月の各中旬発行）として本創刊号を発行する運びとなりました。
まだまだ緒についたばかりの小さな媒体ではございますが、この場をお借りして皆様にいく
つかのご提案をさせていただきます。
■「pontab」創刊準備号 流通状況等のご報告
◇タブロイド判（フルカラー 4 ページ）にて 10,000
部を発行。10 月下旬以降、現在迄に約 7,500 部が
流通しております。
◇配布スポットは日本橋・難波エリアを中心に約 50
箇所へと拡大、現在も着実に増加を続けています。
◇その他、twitter 関連を主としたいくつかのイベン
ト会場でも配布を行いました。
■「pontab」配布・設置協力のお願い
タブロイド判ゆえに場所を取るように思われがちですが、折り畳むとＡ 5 判より若干小さめ
のコンパクトサイズになりますので（ご指定により、二つ折り・四つ折りのいずれかにあらか
じめ折り畳んだものをお持ちします）、レジ横等少しのスペースでも設置が可能です。興味を
お持ちの方は下記連絡先までご一報ください（大阪市内でしたら「中の人」が直接お伺いす
るかもしれません）
。もちろん、配布・設置に関しまして一切の費用は発生致しません。
■「pontab」広告掲載のご案内
掲載面

使用可能色 寸法（単位：ミリ） 広告料金

1 面（表紙） フルカラー

縦 48 ×横 246
縦 45 ×横 60

2･3･
6･7 面

日本橋のちょっと気になる自販機
こんなものまで24時間買えます

MAP B-4,C-4

堺筋を歩いていると、日本橋 5 丁目

プリンタ用のカートリッジが出てくる

（堺筋西側）のビデオ販売店「道楽」の

仕組み。「互換インク」ではあるが、エ

店頭にて、一風変わった自動販売機を

プソン・キャノン両社の主力製品に対

発見。その中身はなんと「激安インク」。 応した数種類を取り揃えており、価格は
もちろん缶

概ね純正品の半額程度。夜中に突然イ

の中にインク

ンクが切れたりしても、これで大丈夫？

が入っている

また、同店から堺筋を反対側に渡っ

……わけでは

た
「 シ リ コ ン ハ ウ ス 」で も、壁 際 に「 ガ

な く、お 金 を

ジェットベンダー」なる怪しげな自販機

投入するとイ

が。こちらの中身は電子部品とガジェッ

ンクジェット

トグッズ（ちなみに取材時は iPhone4
のケースが入っていた）で、利用
者からのリクエストも参考に商品

激安インク自販機。商品の大
きさから考えて、おそらくタ
スポの導入でお役ご免となっ
た、たばこ自販機の転用では
ないだろうか

モノクロ

5面
フルカラー
（地図右下）

8面

フルカラー

45,000
9,000

縦 92 ×横 60
縦 45 ×横 122

16,000

縦 92 ×横 122

30,000

縦 45 ×横 60

15,000

縦 92 ×横 60

27,000

縦 92 ×横 122

50,000

縦 30 ×横 60

9,000

縦 94 ×横 60

25,000

縦 94 ×横 122

45,000

※広告枠についてはこの他にも各種ご相談に応じま
す。複数枠の確保による大型広告、全面広告等の
展開も可能です。また、年間（４号分）契約等に
より一定の割引もございます。
※掲載面及び場所の指定は可能な限り承りますが、
お申し込みの時期等によりご希望に添えない場合
もございますので何卒ご了承下さい。
※ 広 告 原 稿 は、JPEG・EPS 形 式 の 画 像 デ ー タ
（350dpi 以上／ CMYK カラー）または Adobe
Illustrator 形式のデータ（バージョンは CS2 ま
たはそれ以下、文字はアウトラインを掛けて下さ
い）による完全データ入稿にてお願い致します。
※広告原稿のデータ制作が必要な場合は実費にて承
ります。なお、簡素なレイアウトで、ロゴや写真
など素材一式をご提供いただける場合は、無料で
制作させていただきます。

■広告出稿・配布協力をいただける皆様への「おまけ」的特典につきまして
広告出稿、または配布・設置協力をいただきました企業・店舗等の皆様でご希望の方には、
本紙運営のウェブサイト「NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE」
（http://shop.nipponbashi.biz）のトップページより、無料でもれなくリンクを張らせていただきます。
※テキストリンクとなります。皆様へのリンクのうち、1 〜 2 個をランダムに表示させる
ため、表示頻度は随時変化します。
■定期購読ご希望の方へ
500 円分の切手を同封の上、編集部までご連絡ください。最新号もしくは次回発行分から 1
年間
（4 回）
分を、
発行毎に郵送いたします（ヤマト運輸「メール便」での送付となる場合も
あります）
。

【資料請求・その他各種お問い合わせ】

は随時入れ替えている模様。目指

有限会社デシリットル・ファクトリー

すのは「夜中の作業中に急にハン

pontab ／ NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE 編集部

ダが切れた、とか、早朝出勤前に

〒 542-0073 大阪市中央区日本橋 1-25-18 新浪花ビル 505

部品調達しなくちゃ、とか。そん
な需要にお応えする自販機」
（同
店の公式ブログより）だという。

TEL / FAX 06-6636-6419
E-mail : info@nippon-bashi.biz
Twitter : @dendentown
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なんさん通り〜日本橋3〜日本橋駅

ラーメンMAP

パチンコはりまや・

地下鉄・近鉄 日本橋駅

←難波へ
日本橋の入口にあたるこの界隈、従来から飲食店自体は比較的多く立地していたが
2009〜2010年にかけてラーメン専門店が相次いでオープン、
一気に激戦区と化した。
さらに特筆すべきは、その過程で新規参入組も含めて店舗の撤退がほぼ皆無で
競争しつつも共存できていること。万人受けする「国民食」的存在となったがゆえに、
★
その嗜好が限りなく細分化されていく−−−これもまた、ラーメンの奥深さか。

阿吽亭

尾道らーめん

名物「トマトラーメン」や「豆乳ラーメン」が女性を中
心に人気。
夜は居酒屋メニューが充実。
ツイッターの
アカウントもあり
（@aunteiyousuke）
。
http://www.auntei.net/

★黒門屋
らーめん

ローソン・
2009年
オープン

らーめん天地人

黒門市場のランドマークとしておなじみの老舗店。
残ったスープに
「替え玉」
の他、
「焼き玉」
（軽く炙った
麺）
や、
「替えめし」
（ごはん）
などユニークな追加も。
http://kuromonya.com/

ラーメンは替え玉無料、
つけ麺は大盛まで同一価格
なのでがっつりと食べよう。
豚丼も隠れた人気。
府下
にチェーン展開する
「ふくちぁんラーメン」
の系列店。
http://www.fukuchan.co.jp/

らーめんダイニング
阿吽亭

煮干しらーめん

二代目玉五郎

筋

とろっとろの特濃スープは、食べると意外にあっさ
り。
ツイッターのアカウント（@kazuya̲osaka）
で
はフォロワー向けのお得なサービスも。

堺

天地人らーめん
2009年
オープン

らーめん一八

これでもか！とばかりに煮干しをふんだんに使った
スープの香りが食欲をそそる。味の印象がガラリと
変わる、
トッピングの
「ゆず＋三つ葉」
もおすすめ。

一八特製らーめん

らーめん
★天地人

つけめん ※写真は3玉入り
2009年
オープン

福来食堂
ラーメンにも力を入れている中華食堂。
「大阪王将」
のフランチャイズ店を府下で多数展開する「浪速
フード」
が、
自社開発の独自業態として運営。
http://www.naniwaf.co.jp/furai/

2010/３月
オープン

麺鮮醤油房 周月

★らーめん
一八

油そば ※生玉子はオプション
2010/７月
オープン

ドカ盛 マッチョ

そのボリュームで泣く子も黙る「二郎インスパイア」
系のお店。
食べる前に体調を整えて
「マシマシ」
に挑
め！ 東大阪
（近大前）
の本店に次ぐ2号店。

2010/12月
オープン

丈（maru JOE）
中華そば ○
天保山で評判のお店が昨年末に移転。
オープン直後
のためか、
中華そばは
「東大阪高井田風」
一種類のみ
だったが、
「和歌山風」
も準備中とのことで今後がま
すます楽しみ。

福来食堂★

麺鮮醤油房
周月★

上海新天地・

丈
★中華そば○
●
（maru JOE）
（maru
JOE）

・タイトーステーション

カメラのナニワ・

うどん大王・

・ローソン

ドトール・

・セブンイレブン

日本橋3
交差点

なんさん通り
★鶴橋ラーメン食堂
鶴心
★大阪大勝軒

・ポポラマーマ

ラーメンむさし★

・ドスパラ

オタロード

なんばＣＩＴＹ南館

︵南海なんば駅南改札口︶

・Joshin

★麺 s room
神虎

・SEGA AVION

・大阪厚生信用金庫

★自家製太麺
ドカ盛 マッチョ

中華そば
（東大阪高井田風）

街
商店 ︶
屋筋
道具 ーケード
︵ア

波へ
↑難

ラーメン
（野菜マシ）

・ドコモショップ

★
煮干しらーめん
二代目玉五郎

大阪市信用金庫・

四国・松山の名店「周平」からの暖簾分け。スープは
濃い目の醤 油ベース。つけそば（つけ麺）は、麺が
500gまで同価格！関西ではまだ珍しい
「油そば」
も
ラインナップ。

特製福来ラーメン

ＷＩＬＬＣＯＭ・

尾道らーめん
月光仮面

尾道らーめん

黒門屋らーめん

・セブンイレブン

★

あっさりと食べられる醤油ベースのスープ。
「麺類全
品100円引き」など随時色々な割引が発生するの
で、
いつ行ってもお得に食べられる。

秘 とんこつらーめん
○

千日前通

・大阪商工信用金庫

月光仮面

トマトラーメン

自家製太麺

シルクドラッグ・

黒 門 市 場 商 店 街︵ ア ー ケ ー ド ︶

らーめんダイニング

・ファミリーマート

・ソフマップ
ザウルス 2

なか卯・

鶴橋らーめん食堂

鶴心

御蔵跡通り→
（はきはきタウン）

・髙島屋東別館
なんば店

キムチとチャーシューの旨味が絶妙な「鶴橋ラーメ
ン」が一番人気。石焼ビビンバなど、ごはんものも
ボリューム満点。
2階では鍋宴会もOK。
http://www.hatsukame.co.jp/
鶴橋らーめん

麺's room 神虎

ラーメンむさし

基本に忠実、本格派博多とんこつの「神虎」。コクと
香ばしさが引き立つ
「黒虎」
、
そして激辛の
「赤虎」
。
さ
て、
あなたはどれを選ぶ？
http://www.kamitora.net/

時間帯制限なしの定食メニューとトッピングが充
実、
キムチも無料で食べ放題。
上新・ヤマダ・ビックな
ど周辺量販店のポイントカード提示で、
次回利用可
能な100円割引券がサービスされる。

神虎らーめん

なんば店

2009年
オープン

大阪大勝軒

2009年
オープン

日本橋店

つけ麺の元祖、
東京・東池袋
「大勝軒」
からの暖簾分
け。
「中盛」
以上はかなりのボリュームなので、
くれぐ
れも自らの胃袋を過信せぬよう。

しょうゆとんこつラーメン

つけ麺
（並盛）
※データは2010年12月現在のものです。

次号は2011年4月中旬発行

季刊
（1・4・7・10月の各中旬）
発行。
情報提供・広告・設置（配布）
協力店舗など全てのお問合せはこちらまで

FAX

06-6636-6419

E-mail

info@nippon-bashi.biz

Twitter

@dendentown

