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オタロード
堺筋
︵日本橋筋商店街︶

︵日本橋筋西通商店街︶

なんばパークス

2019年調査

↑地下鉄・近鉄
日本橋駅

なんさん通り
り
なんさん通
なんばＣＩＴＹ

日本橋地域の出店動向

南海なんば駅

店舗数は堅調だが、
堺筋の空洞化進む
大阪・日本橋の店舗出店情報サイト「NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE」と本紙がまとめた「日本橋地域の店舗
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
出店動向調査」
（2019年）
退店数を差し引いた店舗数は5店舗の純増となり2年連続で増加した。しかし、メインストリートの堺筋沿いに限れば
店舗数は減少するなど、
「商店街」としては徐々に空洞化が進んでいる側面も。

エリア別の動向では、難波中2丁目と日
本橋4丁目が増加、日本橋3丁目と5丁目が
減少となった。
難波中2丁目については、期中に新築ビ
ルの竣工がいくつかあり、それらへ入居し
た店舗が出店数の主な増加要因となった。
これに対し日本橋4丁目では、賑わいの中
心となっているオタロードや堺筋沿いでは
なく、それらから少し離れた場所や、これ
まで店舗としては利用されにくかった既存
の雑居ビルの上層階などが次々と 開拓 さ
れ、新たな店舗が出店することで全体の数
字を押し上げた。
（→2面へ続く）

地下鉄恵美須町駅

「飲食店」と「4丁目の開拓」が
店舗数増加のキーポイント

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

南海本
線・高野
線

2019年の1年間における、日本橋地域全
体での新規出店数は63店舗。これに対し退
店数は58店舗となり、差し引きでは5店舗
の純増となった。 2年連続の増加となる。
いくつかの不安要因はあるものの、依然
堅調な訪日外国人客
（インバウンド）需要に
対応した店舗の積極出店なども追い風とな
り、日本橋における出店数自体は高水準を
保っているが、堺筋沿いを中心に空き店舗
となっていた好立地の物件が相次いでホテ
ルなどへと姿を変えたこともあり、出店可
能な路面店舗は逆に減少。その結果、難
波中2丁目から日本橋3丁目、そして日本橋
4丁目の難波寄りにあたる部分までは空き
店舗の多くが解消し、既存店舗の退店が発
生してもそのほとんどで比較的早期に次の
出店が決まる状態となっている。
それゆえ、路面店舗に限れば当分の間は
入れ替わりこそ発生しても、店舗数自体の
増加は期待しにくい──つまり、既存店舗
からの退店数が新規出店の事実上の上限
であるという結論になろう。ちなみに2019
年も、路面店舗に限れば店舗数の増減はゼ
ロとなっている。

（調査詳細を2面に）

阪神高速1号環

状線

調査の概要

ここ数年の インバウンドバブル がホテルの進出という形でのみ現れ、商業的な賑わいにはなかなか結びつかない
日本橋5丁目と恵美須町駅周辺。堺筋沿いでは閉店した店舗の看板だけが未だに残った建物も少なくない
（2020年1月中旬、日本橋5丁目にて撮影）

■日本橋での出店・退店状況の推移
（2016〜2019年）

◇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
リアを調査範囲として設定する（上記地図参照。なお、
「日
本橋西1丁目」については調査は実施しているが、サンプル
数が僅少のため参考資料にとどめ、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
2019年1月1日〜2019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、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を有しないインショッ
プ形式の店舗 ②出店期間があらかじめ短期間に限定さ
れた店舗および会員制の店舗 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
化がない店舗 ⑤市営住宅1階部分の店舗
＊同一の店舗運営者でも、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での営業店舗が日本橋に移転した場
合は日本橋への新規「出店」、その逆は「退店」として扱う。
＊業種分類の「飲食」には持帰り用のみの食品販売を含む。

■各エリア別での出店・退店状況
（2019年）

■業種別の出店・退店状況
（2019年）
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増加分を帳消しにしたどころかさらに減少す
る結果となった。
日本橋全体で見た店舗の集積が徐々に難
波寄りへと移っていくことによる相対的な集
客力の低下のみならず、期中にいくつかの
開発案件が進行した
（右下図参照）結果、複
数の場所で店舗の立ち退きが発生したこと
も店舗数の減少に拍車をかけている。

（→1面から続き）
また、ここ数年で店舗の集積が進み注目
を集める「日本橋商店会」
（本紙35号にて詳
報）への新規出店が相次いだことも、出店
数の増加に寄与した。ただ、日本橋商店会
に関してはこの3年ほどの間に新規出店が急
増した結果、昨年末の時点で空き店舗はほ
ぼ無くなっており、これ以上の店舗数増加
は今後見込みにくい状況となっている。
なお、日本橋3丁目の減少は一時的な要
因によるものと思われ、逆に2020年は「髙
島屋東別館」の再オープン
（3面参照）
によっ
て店舗数の増加が見込まれる。
業種別の動向では、2019年は飲食店の
出店が突出して多く、出店数全体の3分の2
近くを占めた。例年、新規出店のうち半数
程度は飲食店となっているが、ここまで高
い割合となるのは異例のことである。

堺筋は今後「商店街」としての
維持が可能なのか？

堺筋

2019年も、全体的なデータだけを見れば
まずまず堅調な数字で着地したとはいうも
■日本橋5丁目の堺筋沿いでは、ホテルやマンションなど商業以外の開発計画ばかりが目立つ
のの、それでもメインストリートである堺筋
①関西地盤の不動産デベロッパー・サムティ
（本社・
においては、商店街が本来持っていたであ
大阪市淀川区）
がマンションを建設中。
ろう「魅力ある店舗が軒を連ねている」と
日本橋4
地上15階建、
2021年1月竣工予定。
交差点
いう状態の維持が年々困難になっているこ
とは否めない。
②大阪の中堅旅行代理店「ホワイトベアー・ファミ
もちろん、その状況を逆手に取って、そ
リー」
（WBF、本社・大阪市北区）がホテルを建設
中。地上 9 階建、客室数 103 室（総定員数 282 名）
れこそ近隣であればいわゆる「ウラなんば」
の規模で2021年2月末竣工予定。
と呼ばれるエリアがそうであるように、これ
①
WBFはここ数年で大阪市内中心部、特に難波を
からはメインストリートの賑わいよりも、そ
中心としたミナミエリアで多くのホテルをオープ
こから少し外れた路地裏や、怪しい雑居ビ
ンさせており、
この場所から堺筋を挟んだ反対側
ルの中など思わぬところに多種多様な店舗
「ホテルWBF アートステイなん
でも2017年5月に
ば」をオープンしている。
が見つかるという魅力をより強く打ち出して
いくというのも、ひとつの現実的な解決策
③関西地盤の不動産デベロッパー・エスリード
（本
なのかもしれないが──。

崖っぷちの日本橋5丁目は
開発業者の草刈り場に
一方、難波寄りの各エリアと対比して「一
人負け」の様相を呈しているのが日本橋5
丁目。前回調査（2018年）
ではわずかとは
いえ店舗数が4年ぶりの増加に転じ、その
際は本紙でも「復調の契機に？」と評して
はみたものの、今回はまた逆戻り。前年の
■新規出店・退店店舗の立地形態

■日本橋5丁目における出店・退店数の推移（2010〜2019年）

②

社・大阪市福島区）
がマンションを建設中。
地上14階建、
2020年11月竣工予定。

※路面店舗＝建物一棟を全て使用、
または道路に面したビル1階への出店

2019年も店舗数では若干の増加となったものの、街のにぎわいに直結する要素が高い路面
店舗に限れば、
ほぼ横ばい状態となっている。
出店

退店

増減

路面店舗

空中・地下

路面店舗

空中・地下

路面店舗

空中・地下

2016年

48

19

47

23

1

▲4

2017年

38

25

45

18

▲7

7

2018年

42

17

42

12

0

5

2019年

46

17

46

12

0

5

⑦

1-A出口

1-B出口

■新規出店者の組織形態
日本橋のみで店舗展開を行う企業（または個人事業主）が4分の3程度を占める。この割合は
例年ほぼ変わっていない。
チェーン店

B

51（76％）

5

11

2017年

47（75％）

4

12

2018年

45（76％）

4

10

2019年

47（75％）

2

14

④
⑤

みの営業に。そのATMコーナーも今月で閉鎖され
（近隣に移転済）、物件は売却されるものとみら
れる。かなりまとまった広さなので、
獲得に手を上
げるのはホテルか、
マンションか、それとも……
⑦NTT西日本 新日本橋ビル
（仮称）
既存ビルの建て替えによるもの。地上 15 階建の
規模で今春竣工予定だが、新ビルの用途はデー
タセンターとなるため、堺筋に面する1 階部分で

■新規出店店舗の継続性
過去に出店した店舗の存続状況について経年調査を行うと、概ねオープン翌年で約4分の1、
そして3年後には約半分弱が撤退するというのが平均的な数値となっている。
2016年出店

2017年出店

2018年出店

2019年出店

（出店総数）

（67）

（63）

（59）

（63）

2016年退店

4

−

−

−

2017年退店

12

4

−

−

2018年退店

7

5

3

−

2019年退店

4

4

12

6

2019年末現在の残存率

60%

79%

74%

90%

⑤でんき会館ビル
昨年末までに全テナントが退去、現在はビル入口
も閉鎖された状態となっており、今後の動向が気
になるところ。
⑥三菱UFJ銀行 大阪恵美須支店跡
支店統廃合により昨年6月からはATMコーナーの

恵美須町駅

2016年

③
地下鉄堺筋線

独立店
チェーン店
（全体に占める割合）
A

※独立店＝日本橋のみで店舗展開を行うもの
（日本橋での複数店舗展開、
又は店舗網の過
半数が日本橋に立地するものも含む）
※チェーン店 A ＝大阪府以外を主な営業基盤
とし、複数店舗を展開す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

④この場所でもホテルを建設中。運営業者につい
ての情報は未確認だが、現地での掲示によると、
建築主は株式会社ダオン
（本社・北海道旭川市）
となっている。
地上10階建の規模で2020年10月竣工予定。

は、旧ビルにあったような店舗用スペースは残念
ながら設けられず、
ほとんどが「壁」
となる。

⑥
⑧
阪神高速道
路 1号環状
線
←えびす町
入口

⑧アパホテル＜なんば南 恵美須町駅＞
ユニークな帽子をかぶった社長さんの広告でも
おなじみの大手ホテルチェーン。
客室数256室（総定員数512名）の規模で、今年4
月下旬のオープンを予定。
（6面参照）
（本紙35号掲載の記事にその後の情報を加え修正）

なんばポンバシらーめん倶楽部の
スタンプができました
今年の合同イベントもまもなく発表……か！

スタンプ購入はこちら
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髙島屋東別館がリニューアル､ホテルと史料館を核に再生
日本橋3丁目の堺筋沿いに位置する、国
の有形文化財「髙島屋東別館」を所有する
百貨店大手の髙島屋（本社・大阪市中央区）
は、リノベーション工事を行っていた同施設
を1月20日にリニューアルオープンした。
高島屋東別館は地上7階・地下2階建で
延床面積は約4万㎡。名古屋を本拠とする
百貨店・松坂屋の大阪店として1937年に建
設、当時は「東洋一の百貨店建築」
とも称
され、地域のランドマークとなった。
1966年の松坂屋閉店
（店舗自体は天満橋
へ移転し、
2004年まで営業）
後に髙島屋が物
件を取得、現在まで主に同社グループ企業
のオフィスとして利用してきた。一般入場可
能な施設としては、髙島屋が創業以来の企
業活動の中で蓄積してきた美術品・百貨店
資料・創業家文書などを収蔵公開する「髙
島屋史料館」を開設
（1970年）
したほか、堺
筋に面した1階部分に飲食店や家具専門店・
結婚式場などの外部テナントも出店してい
たが、2016年末にはそれらが全て退去、全
面的なリノベーション工事に着手していた。
リニューアル後の同施設の核となるの
は、新たに入居したサービスレジデンス
（滞
在型ホテル）
「シタディーンなんば大阪」。
建物の南側半分をほぼ占める形で、面積は
約 17,000㎡。 313 室の客室のほか24 時間
営業のジム、ミーティングルーム、キッズ
ルーム、レジデンスラウンジなどを設ける。
シタディーンは世界32カ国・約180都市
で宿泊施設を保有し、計13ブランドを展開
するアスコット社
（シンガポール）
の日本法人
が運営。日本では東京（新宿に2か所）
と京

MAP C-2

髙島屋東別館と
「シタディーン」の外観。ちなみにシタディーンとはフランス語で「都市生活者」の意味

■シタディーン1階商業ゾーンの店舗一覧
店舗名

シタディーンの
客室イメージ
（写真提供：
アスコットジャパン）

都に次ぐ4施設目となる。当施設では「デ
パートメントホテル」をコンセプトに、昭和
初期の百貨店建築の面影を残すアールデコ
調の装飾を活かした施設とした。また、1階
の商業ゾーンには飲食店や雑貨店など5店
舗が出店する。
また、
史料館は建物北側に移設され、開館
50周年の節目に合わせ「未来に向けて成長
し続けるための戦略拠点としての企業史料
館」をコンセプトにリニューアル。企画展示
室では多彩なテーマで企画展を開催するほ

【シタディーンなんば大阪】 大阪市浪速区日本橋3-5-25
https://www.citadines.com/ja/japan/osaka/citadines-namba-osaka.html
【髙島屋史料館】10:00〜17:00（入館は閉館30分前まで） 休館日：火・水曜日、展示替期間、年末年始
https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan

店舗概要

numero ﬁve
（ヌメロファイブ）

モーニングからディナーまで楽しめ
るカジュアルイタリアンレストラン

祗園北川半兵衞

宇治の抹茶問屋「北川半兵衞商店」
の最高級茶葉を使用した和カフェ。
京都・祇園の本店に続く2号店

勘田亀吉製燻所

燻製惣菜と燻製スイーツの専門店。
ウラなんばを中心に大阪市内各地で
燻製バルを展開する「トリベーネ」が
手掛ける新業態。ミニバーも併設

VIVIDEEP maison
アーティストの宇野ビビディープ氏に
（ヴィヴィディープメゾン） よる、デザイン性に優れた暮らしの
道具とアート作品を取り扱う
ROCCA ＆ FRIENDS
大阪・高槻を拠点にカフェや雑貨店を
PAPIER OSAKA 展開する「ロッカ＆フレンズ」の新業
（ロッカ＆フレンズ
態。当地では紙雑貨の専門店として
パピエ オーサカ） 展開する

か、髙島屋の歴史と百貨店文化の魅力を気
軽に楽しく体感できる所蔵品の展示や、豊富
なデジタルコンテンツを閲覧できるアーカイ
ヴス展示室を設置するなど、日本の百貨店
文化の魅力や同社の役割を広く発信する。
面積は約1,500㎡（うち展示室は約500㎡）
。
そのほか、北側には同社グループ企業のオ
フィス機能や社員食堂などを集約したエリア
も設けている。
なお、現時点では北側の1階部分が空き
区画として残っているようだが、こちらには
今後フードホールの展開が計画されている
との情報もあり、続報が楽しみだ。

お笑い応援バー「舞台袖」は日本橋を半年で卒業、心斎橋で再出発
日本橋商店会内に「お笑い応援バー」と
して昨年6月にオープンした「舞台袖」は、
現在地での営業を1月26日で終了した。
同店はお笑い芸人の登竜門としても知ら
れる NSC
（吉本総合芸能学院）出身の店主
が作ったバーで、
芸人の飲み代を 投げ銭制
にするユニークな料金システムや、店内の
小さな舞台スペースを使って行われるお笑
いライブが人気となり連日盛況だったが、
老朽化した木造物件への入居だったことも
あり音漏れの問題が避けられず、また狭小
な店舗が密集する立地の中で近隣店舗との
折り合いを付けることも困難となり、営業

終了の判断に至ったという。
なお、2月中旬には心斎橋へ移転しての再
オープンがすでに決定しており、新店舗には
キャパ60席の本格的な舞台も設置される。
現店舗の名物となっていた、NGK（なんば
グランド花月）
の舞台マイクを模した、ドリン
クが底から自動でせり上がってくるギミック
の付いたカウンターも移設して引き続き使
用するとのこと。
結果的に日本橋から短期間で撤退するこ
とになってしまったのは残念だが、ピンチを
チャンスに転換しての新たな挑戦には今後
も注目だ。

本紙設置・配布スポット一覧
【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／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
（堺筋沿いとその周辺）
】フリースペー
【日本橋3丁目〜4丁目
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】創作工房 cafe アトリエ／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
【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。また品切れの節は何卒ご容赦ください。

日本橋エリアの店舗開店・閉店については
こちらのサイトでも最新情報をタイムリーに
お届けしています

NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE
日本橋ショップヘッドライン

http://nippon-bashi.biz
2005年10月の正式運用開始
から、今年で15年目を迎えま
した。皆様からの情報提供も
お待ちしております。

ソーシャルメディアもやってます
「舞台袖」の加藤進之介店長
（2月中旬移転オープン予定）
【Bar 舞台袖】
大阪市中央区西心斎橋2-14-16 D.T.2ビル3F
https://butaisode.com Twitter : @butaisode_katoh

Twitter

Facebook

Instagram

LINE@
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【日本橋マップ】

A

B

C
至 天神橋筋六丁目・淡路

観光・団体用バス乗降場

2020.01

PC PC関連（ソフト・パーツ等含む） H ホビー・フィギュア・模型等
E 一般家電

←道頓堀

C 飲食店（喫茶・軽食）

●

B 書籍・コミック・アニメ等

FF 飲食店（ファストフード）

JRA
ウインズ道頓堀

電材・部品・照明機器

G ゲームソフト等

M 飲食店（メイド・コスプレ系）

TC トレーディングカード

N 飲食店（ネットカフェ・マンガ喫茶）

DVD・CD・レコード等

A ゲームセンター・アミューズメント
イベントホール・劇場等

ドラッグストア

大阪王将
はなまるうどん
パチンコはりまや ● ２

P

・食品販売等
飲食店（その他）

なんばウォーク（地下街）

M その他 メイド・コスプレ系サービス（リフレ等）

DF 免税店

●

スギ薬局
セブンイレブン CV

（場外馬券売場）

オーディオ機器・楽器等
携帯電話

地下鉄堺筋線

日本橋エリアマップ

その他の業種
5

不動産 エイーレッド ●

H 宿泊施設（ホテル・旅館・ゲストハウス等） CV コンビニ

りそな銀行（ATM）

観光客向け案内所

C スターバックスコーヒー
新生銀行

●

なんば
H オリエンタルホテル
ローソン CV

Y!Mobile
G スーパーポテト
CV セブンイレブン

大阪焼トンセンター

● NMB４８ OFFICIAL

肉吸い 千とせ

なみー
●
アーリオ・オーリオ
●
ゲオモバイル
ジーストア大阪 H
ダイコクドラッグ
なんさん通り

リンガーハット
ツルハドラッグ
買取りまっくす

タイ料理 タイタイ

●

しゅうまい 一芳亭

●

TC
BIG MAGIC

ａｕショップ

なんばこめじるし︵高架下︶

Ｂｅｅ本舗（2F）TC
Rubic Records（3F）

バール
サケノマ

●

B 南海なんば
古書センター

FUN SPACE
DINER

日本橋UPｓ

● 業務スーパー

C

3

カラオケ喫茶 ポアロ

● 関西電力

難波変電所

ラーメン 清麺屋

なか卯 FF ●
PC ドスパラ（1〜4F）
Ｎ コミックバスター（6F） ダイコクドラッグ
レンタルショーケース 結屋 H
H 鉄道模型 亀屋（7F）
ピュアサウンド

●
●

B とらのあな なんば店A
Ａ Force
● デジハムサポート

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

●

● 大電社

●

いぬの赤ちゃん ●

パンダ専門店

C

●

mobax
千代田音響 ●

●●

妖怪ギターラ
● ラーメン 友愛亭

●

大阪ぱんだ

E

RECORD ONE
PCワンズ PC
マウスコンピューター PC
焼肉 こいろり

タイディカフェ
● C
●

C

とんぼ玉＆占い

メイド射的 ●

おひとりせき喫茶店

coro

シーシャアンドカフェ

シフル

ホテルWBF
H なんば日本橋

CV ファミリー
マート

Ｍ Poco☆Lv.1
はきはきタウン（御蔵跡履物問屋街）

髙島屋東別館
Ｍ
フロンティア

● 髙島屋史料館（3F）

ちゃり屋 ●
H シタディーン
なんば大阪
C 祇園北川半兵衛
numero five
勘田亀吉製燻所
● VIVIDEEP maison
● ROCCA ＆ FRIENDS
PAPIER OSAKA

浪速日本橋
郵便局
〒
日本橋小学校跡

日本橋
公園

H ホビーショップジャングル

ローソンストア１００ CV

キクエデンキ E 上等カレーBR

N&R
練天 ゆき蛸
ナカイ
アニプラカフェ工房 NT-BASE デンキ

上新電機本社 ●

H ハレ黒門
C P

カレー食堂 マッハ

ちょいめし
あさチャン

C

クラフトことね コミックス
C ＆コーヒー
ゾーン

南蛮亭
テラック
うなぎつり 大阪屋 Ａ

BY GRIZZLY
ベーカリー AWASOME BAKERY
●クライミングジム グラビティリサーチ

黒門
公園

インディペンデントシアター1st
CV セブンイレブン
H ホテルヒラリーズ

ノムソンカリー
ラーメン Ayam-ya

ANNA COLORS
COFFEE
自転車 P
C

ドッグホテル＆サロン マチ★アソビCAFE / ufotable Cafe
レクラ
●
●
アキバカート大阪 Ａ
ビストロ酒井
●
カレー メシクウタン（４F）
TC トレカマニア
マクドナルド（１・２F） FF
ダイセン電子工業
● 忍者写真 伊賀者（2F）
PC ショップインバース ● ポポンデッタ（３F） H
日本橋３南
●
K−BOOKS なんば壱番館 B
ローソン
H ガキレンジャー
●
●
信長書店 日本橋店 B
CV
H ヒーロー玩具研究所 自転車 P
H
●
●
● ビューティーサロンRAN
H コトブキヤ（１〜3F） 信長書店 日本橋店別館 B
hostel ViAGGIO
●
DF TOKIS
●
萌ぷら
Ａ
＠ほぉ〜むカフェ
（B1〜2F）
H AZONE（４F）
Ｍ
C ビラジオ
H ボークス
P
● 三星堂
台新 ●
大阪SR
ヒロイン特撮研究所（４F）
H レンタルショーケース GET S
POP iD Cafe season3
乾庄貴金属加工 ●
● 中野無線
正公無線商会（6F）
G ぱそまる（1・2F）
ファミリーマート CV
Ｍ マドリガル（3F）
H ガキレンジャー
H SFBC
●
麺かねき商店
Ｍ Re:Alive（5F）
Ｍ MelCafe
インディペンデントシアター2nd
餃子の王将
●
台湾まぜそば 薫
Ａ CUBE
（建設中）
FACTO OSAKA ● ●
タイトー
H DOLK（３F）
Ａ ステーション
たこやき グーニーズ

Coffee553

焼鳥

● 古着 LAX

黒門インフォメーション
センター

FF 東京
C サンドイッチマン
チカラめし

ナニワネジ 商業館
ナニワネジ 本店
ツクモ PC

とらのあな なんば店B B
H ヒーロー＆
ヒロインズ
なにわ海老丸本舗 ●
たこ焼き 得心 正電社
トヤマ電機
カフェ・ディ・エスプレッソ 珈琲館 C
金の ●
とりから TC ホビーステーション
ラーメン 男塾
＃７８
Ｊｏｓｈｉｎスーパーキッズランド H
キャラクター館
H ジーストア大阪ANNEX
OnlyOne Ａ

ハッチン。Made in HAND ●

● 中古ゴルフ用品 ゴルフマップ
●

●

ニヘーベ

ラーメン 一八

ヒーリンフィーリン N
CV ローソン P

カマロ
Ａ

TOY S星矢 H
サウンド・パック 五階百貨店 ●
日本橋4丁目店
万昌電機 E
●
メリーナイス

アジアンカフェ

業務スーパー
● レンタルスペース

ホテルアシアート H
ラーメン 天翔

K2 RECORDS（1･2F）
Ａ FREEDOMⅢ（１F） ハリケーン（3F）TC
TC トレカチャンス（2F） EISAN DUTY FREE DF
ホテル菊栄 H
PC ソフマップなんば店
FIRST H
SARASA HOTEL H
光ムセンたまらんど（１F）
C パンケーキ gram（2F）
C アタラキシアカフェ（3F）
H
ルイーズ・ベルナードの厨房
とれじゃらす
油そば 春日亭
牛カツのタケル
一味禅
● 毘沙門天
アストロゾンビーズ H ●

まったりプリン
マゼニボジャンキー

紅茶屋 417TEA

ミアリフレ＆フォト Ｍ

日進堂

●

Ａ きゃんでーばにー

イタリア大衆食堂 堂島グラッチェ

天ぷら

日本橋３

C.C.モバイル

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

P
黒門市場
kuromon.com

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

大阪厚生信用金庫

●

メゾン・ド・ルポ Ｍ

黒門
H クリスタルホテル
セブンイレブン CV
● 海野歯科

あいどるすてーじ Ｍ

●
萌ぷら Ａ
Ｍ
とれじゃらす（1・２F）TC
ナチュレメイド ゲオ G
フロマージュ（3F） B
アルテリアベーカリー
●
ポルックスシアター
●
H nid難波
オールブルー（1Ｆ） 山中車輌
セブンイレブン CV
駿河屋 G
H ガレージフィールド
Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ）
ネクサス Ａ
Ａ メモリアルロードきらめき
東横ＩＮＮ H
大阪なんば日本橋
PCコンフル PC
Ａ メインストリート カフェ・ド・M
ポルテ
バイク P
TC 買取ゴリラ
DOURAKU
おたクラブ ●
Ｍ めいどりーみん RECORDS（3Ｆ）
モバイルステーション
Ｍ パルランテ くるくるチェリィ M
びよんど（4Ｆ）
C クラムカフェ
ザリガニ Ａ

B 兎月屋書店
●

とんかつ 吉兆（2Ｆ）

福来亭

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪難波日本橋 H

●●●
●
ステーキ＆ハンバーグ タケル

パソコン工房アウトレット別館（1F）PC おおきにコーヒー C
PCコンフル PC
mineoショップなんば（2F）
駿河屋 日本橋乙女館＆アウトレット（３F） H
バイク専用 P
明輝堂（4F） B
パソコン工房（１F）PC
●
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）Ｍ
animate O.N.SQUARE（2・3F）
麻辣湯 無限
＜アニメイトビル＞
アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B ●
S.A.MUSIC
メロンブックス 日本橋1号店（４F）B カードラボ（５F）TC
C Kissshot
アシストウィッグ ●
ラウンドハウス（3F）
カードラボ（1F）TC
● まちの自転車店 リコ
らしんばん（2F）B 麺屋ガテンZ

招福庵 ちゃたに

CV ファミリーマート

立ち寿司（１Ｆ）
●
●

CV ローソン

イエロー
TC サブマリン ●

ファミリーマート CV
カラクシュ
BESTDO! PC
ドラゴン★スター TC
結屋（１F）Ａ
カードBOX（2F）TC ●
アキュアーズ（３F）Ｍ
イオシス なんば店 PC

麺屋
青空

大阪日本橋文楽劇場前

炭焼BAR

スーパー
ジャップ

専門学校

P

ナカイ
デンキ

B E

日本橋商店会
nipponbashi.ne.jp

日本橋
五階百貨店

ベトナム料理 123ZO
Ｊｏｓｈｉｎ
スーパーキッズランド 本店 H

ｔｂａｎｋ
Ｊｏｓｈｉｎ Ｓｏｆ
スーパーでんでんランド DF
ツクモ
（2月中旬オープン予定）●

マルエス商会 ●

●

●

東京
真空管商会

●

H グルカ
H 日本橋
クリスタルホテル

C サンマルクカフェ
河口無線
シマムセン
DISC J.J.
● 24/7ワークアウト
H ホビーランド ●
ぽち
● 明電工業
Goodモバイル

WANTED PC

上等カレー（1F）
Ｍ プリンセスカフェ（２・３F）
ウェブスタ！
（４Ｆ）
H スーパーポジション

カレー マドラス

by ナイトギャラリー

ステイサクラ
日本橋
H

LIGHTHOUSE（２F）
岡本無線電機 ●
●

とんかつ丼

こけし

いろしか H
CLAMPS H

和食ダイニング 小倉

E 大有電機

BAR WASAVI
CYMA（２F）

たこ焼き ねこ福

鶏豚らーめん ジャンキー（１F）

Ｍ LECIAN（2F）
インディペンデント アサヒステレオセンター
シアター２ｎｄ

三重電業社
E 旭電化
Ｍ アンダンテ
永和電機

● フリースペース

永和信用金庫
ワールドモバイル（１F）
●
● 前田クリニック（２F）
小池 第1営業所
● わかこうかいクリニック
●

● ● ●

H 宝島ハンター（1F）
Ｍ 戦国メイドカフェ＆バー もののぷ（2F）

●

●
焼肉定食専門

ヤキセン！

e-ZONe 〜電脳空間〜（建設中）

●

● ● ●

●

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

CV ローソン

＜村上ビル＞

カードラボ（Ｂ１F） TC
ゲーマーズ（１Ｆ） G

NTT
コミュニケーションズ

ニッポンレンタカー ●

コラボカフェ本舗（2F）Ｍ
グラフアートショップ（3F）●
すぱいらる（4F）TC

●

マツモトキヨシ

●

コレクション（１F）Ａ
＜平田ビル＞
mine（2F） M スーパーポテトレトロ館（1F） G
駿河屋（２・３F） H
クラインパラスト（3F） M
スワロウテイル（４F）●
FOREVER RECORDS（５F）
フルコンプ（４F） TC

● MINORITY

かき小屋ランドリー

至 奈良

P
小川商店
東横INN H

ホルモン

●

ファミリー
マート
CV

ラーメン 天地人
● 高津理容美容

ワープロ専門 パールデンキ

なんばしよっと？

至 南巽

近鉄奈良線
8
⑧

9
⑨

ラーメン 玉五郎
● テンポスバスターズ

LAOX DF
宮本むなし FF

●

＜馬場ビル＞

ファクトリー ●
ギア
らーめん鱗

DRATEC ●

●

本店

H HOTEL S-PRESSO

C 台湾黒糖タピオカ A LITTLE

アテナ Ａ
日本橋
三豊麺
鳴門鯛焼本舗

ウォーハンマー
ストアなんば（1F） H イエロー
さかいや（２F）TC サブマリン
TC
●
●

オタロードアウトレット館

自転車専用 P

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

●

じゃんぱら PC

タイムズ大阪難波
P （点線内、198台）

● 日邦レンタカー

●

●
き田たけうどんサウンド・パック （１・２F）
ワイルドワン（３F）
大阪カオマンガイカフェ
ALANN（３F） TC
CCoちゃ M
スパゲッティーのパンチョ
でらなんなん（4F）●
ラーメン 魂心家
IDOLmeets（５F） M
執事カフェ シスメアパルス（7F） M
難波肉劇場
プレイズ TC
トレカパーク TC
● ●●

レコードショップナカ
大正浪漫酒房 月読
とんかつ なにわ（１F）
カードラボ（２F） TC

C ジャンプ

●

●

●

麺屋丈六
なみー 輝 福田屋 C
珈琲店
けむり屋
TAKE OFF
●
ドトール C
麺乃国＋味噌物語

●

カルチャーバーW@VE（１F） キャロル（１F） C
PC パソコン工房 ICONOCLASM（3F） H

●

E

地下鉄千日前線

● 自転車てるてる

ラーメンドカ盛マッチョ

郷土料理 縁

オタロード

なんばＣＩＴＹ南館

なんばカーニバルモール・ＪＲＡウインズ難波

なんばパークス

コワーキングスペース

ビズコンフォート難波（2F）●
スタジアムカフェ（３F）

●

P

7

お好み焼
マツモト
たこ焼
黒門屋
花の木 わなか
P らーめん キヨシ
シンズキッチン（1F）オーエスドラッグ
●
太陽と月（２Ｆ）

P

P 大阪シティ信用金庫

P

＜スペース難波ビル＞
● ●

●

猫柳ラテックスギャラリー ●
ぶんちゃっ♪
●

CV セブンイレブン

●

肉寿司

H
ニッセイ
ホテル

難波千日前
公園

ラーメン のスた

おとぐら
● B メロンブックス ●
＜AKICHI＞
SEGA Ａ
日本橋2号店
AVION 高級食パン 嵜本
＆jam C ラーメン 伊吹商店（1F）
DEGLABアイスクリーム研究所 C
牛カツ 冨田（2F）
タピオカチーズティー タピチ C ROYAL PARTY（3F）M
カワウソカフェ ルートル（2F）
● milky ange éclore（3F）
森川
メイドカフェ
e-maid
e-maid
医療ビル
●
M
●

鳥貴族（B1F）
ローソン（１F）CV

B FANFAN

＜なんば駅東＞

パンケーキ ANNON

普通の食堂いわま
● A-PRICE

とんかつ 松乃家（１F）

●

レックスインなんば H
国立文楽劇場

近鉄日本橋駅
10
ダイコクドラッグ
大阪商工信用金庫
三井住友銀行（ATM） ダイコクドラッグ
Ｎ あの街ねっと
コクミン
ドラッグ

立ち寿司（１Ｆ）
鉄板野郎（2Ｆ）
大源味噌
【A】PIZZA

ポスターギャラリー

P

SHOP

namco（1〜３F）Ａ
● ●
●
● ● ● ●● ● ●
銀商
カラオケ レインボー Ａ
（４〜５F）
ドコモショップなんば南店（1F）
＜難波バレビル＞
ドラゴン★スター（6F）TC
NERAREL HOSTEL（3F） H
CV セブンイレブン（1F）
PC G-TUNE
大阪大勝軒
とんかつがんこ
Ｍ めいどりーみん（３F）
100円ショップ ダイソー ●
カフェベローチェ C
Ａ カラオケ ジャンカラ（５〜7F）
メディアカフェポパイ Ｎ
わんだーらんど（１F）B
PC じゃんぱら（1F）
アメニティードリーム（３F）TC
プレイズ TC
FF
● TC カードキングダム（３F）
ポポラマーマ
PC ショップインバース
吉野家

2

P

P
P

P

P

キリン堂

ビアバル あるか→アるか

H
アパホテル

松屋 FF

●

ナンバプラザ H CV ファミリーマート

●

ミントレコード（２F）
Ａ タイトーステーション LIBERATOR（7F） H
大衆酒場だいやめ（1F）
黒べこ屋（2F）
俺たちのカレー家
● ● ● ● ●

コメダ
珈琲店
C

ファミコンバーDENDO
深夜喫茶銭ゲバ
なんば白鯨
なんば紅鶴

なんさん横丁

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

千日前道具屋筋商店街

髙島屋大阪店・なんばＣＩＴＹ本館

南海電鉄なんば駅

焼肉 富士晃

ローソン CV
スーパーホテルなんば・日本橋 H
ホテルWBF なんば黒門 H

＜味園ビル・千日二番街（2F）
＞

虎目横丁

交番

大阪王将
丸亀製麺
たこ焼 わなか
NGKなんばグランド花月
ＹＥＳシアター

ＮＭＢ４８劇場（B1F）
ドン・キホーテ（1〜３F）●
よしもと漫才劇場（５F）
●
大阪府立上方演芸資料館 ワッハ上方（7F）●
● 無印良品（B2〜2F）
●
なんばロフト（３〜４F）
●
TOWER RECORDS（5〜６F）
●

UCCカフェプラザ C
ラーメン 天道

●

三菱ＵＦＪ銀行

●

●

なんば
マルイ

↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1

GS ガソリンスタンド

P 駐車場

病院

コクミンドラッグ（1F）
焼肉 安安（2Ｆ）

〒 郵便局

銀行

R/H/B

H 御宿 野乃
CV セブンイレブン
ファミリー
6 CV マート

地下鉄 日本橋駅

←地下鉄・近鉄・阪神なんば駅へ

※ 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。

H 相鉄グランドフレッサ大阪なんば

● サテライト大阪（競輪・オートレース場外車券売場）

つけ鴨うどん 鴨錦

●●

PC 無線とパソコンのモリ（1F）
H グリーンマックス・ザ・ストアー（2F） 愛染橋
● 保育園
●

●

千石電商（１F）
PC クイックガレージ日本橋（２F）
● ウエダ無線
肉そば 蕎麦とラー油で幸なった。

ハイファイ堂

プロケーブル E 小池 家電営業所

●●

デジット

トイズゼロ H

C ハッピーボールズ
▼ここから南は右ページをご参照ください
▼ここから南は右ページをご参照ください

▼右ページへ
●

松屋食堂

● ●

逸品館

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

日本橋４
●

イオシス 4丁目店 PC
PC WRAP

PC

●

右ページへ▼
e☆イヤホン

M Ring

サウンド・パック

アナログ店
神戸牛＆肉そば あかぎ屋（1Ｆ）

マルツ

H
ホステル
ハングアウト

【日本橋マップ】

日本橋
五階百貨店

アニプラカフェ工房 NT-BASE デンキ
● 大電社

●

上新電機本社 ●

いぬの赤ちゃん ●

メイド射的 ●

E

●

●

● ●

逸品館

松屋食堂

餃子の王将（１・２F）
ウイリーピート大阪（４F） H
逸品館（６F）

ピザ＆カフェ ブルックリンロースティングカンパニー
● 家具 クラッシュゲート

●

たこ焼き居酒屋 たこ丸

ポミエ

デジット

トイズゼロ H
左ページへ▲

日本橋４
●

●

M Ring

サウンド・パック

e☆イヤホン

アナログ店
神戸牛＆肉そば あかぎ屋（1Ｆ）

H
ホステル
ハングアウト

マルツ

コクリアミニ（２Ｆ）
コクリア（３Ｆ）
● 林商店

C

台湾ミルクティー DINGTEA

立ち寿司
● 交番

ビストロ カリモチョ
ミントレコード2
日本橋総合案内所
買取りまっくす
サウンド・パック 堺筋店
ラーメン 喜六

立ち飲み 小林米穀店

炭火焼レストラン チャコールグリルパーラー

インテリアマルキン ●
山中阿弥陀堂 ●
じゃんぱら PC
● スターブックス

SweetTease M

お好み焼 華

●

あいぜんえびす整骨院●

東亜無線電機
買取本舗ドットコム
越後屋書店
ジャンプ
ラーメン 三豊麺
昭栄電業社 E
塚口勇商店
セガミ薬局 中華料理 玉華園
油そば きりん寺

鉄板焼 智

渋谷書林 B

市営日本橋西住宅

まる栄
市営日本橋住宅
（３号館）

H ビジュースイーツなごみ

市営日本橋住宅
（２号館）

赤松金物（１F）● ●
ふぁすとばっく3points（3F） PC
ダイコクドラッグ
カンプリ ●

南海本線・空港線・高野線

バーガープロダクツ

LODGING & KIN OSAKA H
＜南海電車高架下＞

＜赤松ビル＞

すき家 FF
E 三光電機
キッチンオリジン
ローソンストア１００ CV

居酒屋 ちとも

H BON HOSTEL

立ち飲み 井上竹商店

HOTEL S-PRESSO
EBISU
H

レプマート（１F） H
スワンテクノロジー（2F）PC

●

●
●

めいどさんのいるリフレのお店 Ｍ

ウルトラマーケット（1F）

H ウルトラホステル（２F）

大阪無線 ●

● ハロー
！プロジェクト オフィシャルショップ

G ゲーム探偵団
＜山田ビル＞

ドラッグスギ（１F）
キウイゲームズ（２F）Ａ
ミニチュアショップY&Y（4F）Ａ
画廊 モモモグラ（4F）●
オーバルマルチメディア
PC レアモノショップ
● フジコーキ

たこ焼き居酒屋 縁

●

C カフェジャム

DF 日本観光公社
三菱UFJ銀行ATM

セブンイレブン
CV

●

田寺整骨院 ●
M アニソンカフェ アルカディア（2F）
M Cafe DOLL（3F）
● 日本橋ものづくり拠点 エスタ5（5F）

５

＜エスタビル＞

居酒屋

まるき

Ｍｏｎｋｅｙ＆Ｂｕｌ
ｌｅｔｓ
トーカイ

PC J&Pテクノランド

大阪ナゾビル Ａ

JCKA
とつぜんステーキ
吉野家 FF

●

猫カフェ 猫音

丹波屋本舗

CoCo壱番屋

リアル脱出ゲーム

ホテルアマテラス縁 H
COSBASEⅢ（６Ｆ）●
COSBASEⅡ（７Ｆ）●

広田
保育所

●

自転車・バイク P

ドネルケバブ チャオ

地下鉄恵美須町駅

●

H トイベース（6F）
まいど
美味卯

1-A出口
1A出口

1-B出口

＜南海電車高架下＞
● ANYTIME FITNESS

廣田
神社

H エフビ
● 伊豆美

QOO恵美須町 H
バスアンドタグ PC
ミルクカフェ（1F） M ●
ジオラマ103（2F） H
カルビ丼 えびす亭

Funtoco Backpackers Namba H

市営日本橋住宅
（1号館）

NTT新日本橋ビル
（建設中）

買取りまっくす
カプセルホテルVALIE H

ピュアサウンド（１・２F）
Bar Guild（４・6F）

市営日東住宅
（1号館）

唐揚兄弟
中華 太平

FF つるまるうどん

自転車 P

＜KSビル＞

共立電子産業本社 ●
ひかりや食堂

市営日東住宅
（３号館）

● オフィスバスターズ

NTT日本橋ビル
愛染橋病院

喫茶 憩 C

CV
セブンイレブン

特別養護老人ホーム あいぜん

こておちゃん
ちきちゃん

●

●

H ホテルWBF
アートステイなんば

ホテルWBF（建設中）●

市営日本橋住宅
（４号館）

4

セブンイレブン CV

オルケスタ

C タリーズコーヒー
●ダイビング用品 オーシャンステージ
● スノーボード・スケートボード LEAD OSAKA

Joshin
日本橋1ばん館
E

シリコンハウス共立 ものづくり創造館

市営日本橋住宅
（５号館）

日本橋中学校
浪速小学校

●自転車 サイクルヒーロー

Joshinディスクピア
音楽映像館

Joshinディスクピア
G テレビゲーム館

インド料理 シンズキッチンミニ

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

●

●●

C ハッピーボールズ

イオシス 4丁目店 PC
定食の店 やまぐち
木林正雄商店 ●
富田畳店 ●
辛口肉ソバ ひるドラ
Ａ KINAKO GAMES
PCコンフル PC

インスタントラーメン専門店 やかん亭

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

← Zepp
なんばへ

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

プロケーブル E 小池 家電営業所

●

日東公園

︵高架下︶ 自転車・バイク

● スポーツ用品・革製品 ハタケヤマ

P

●

● ● ●

PC-WRAP（５F）PC

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

ハイファイ堂

マルエス商会 ●

●

▲ここから北は左ページをご参照ください
▲ここから北は左ページをご参照ください

▲左ページへ
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ツクモ
（2月中旬オープン予定）●

アパホテル〈なんば南 恵美須町駅〉
●（建設中、4月下旬オープン予定）

阪神高速道路 1号環状線

至 なんば

えびす町入口

南海電鉄 今宮戎駅

今宮戎
神社
シアテル大阪えびす H
CV セブンイレブン

東方ホテル H

今宮戎駅前

セブンイレブン（1F）CV
りそな銀行ATM（1F）
スーパー
サイゼリヤ（2F）
玉出
CV ローソン
H OSAKA HINODE HOTEL
●
うどん・ほうとう 甲州麺
中華料理 福星楼

PCドム PC

いさみ
蒲鉾

5

戎神社前
大阪信用金庫

なか卯 FF

どろそば将

松屋 FF

国道25号
３

大阪王将

天

閣

本

通

商

マルマンシアター

A

店

街

tsu
H
ten
ka
ku
-ho
大阪
nd
ori
えびすホテル
.co
m
レトロゲーセン ザリガニ Ａ

至 堺・和歌山・高野山
至 関西国際空港
※店舗情報は2020年1月中旬現在の情報をもとに制作しております。
その後の改廃などについてはご容赦下さい。
※地図内の情報に関しては万全を期して制作しておりますが、
掲載した情報
の誤植・誤記等によって引き起こされた損害については、直接的・間接的
を問わず一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※本地図は法人・個人などを問わず、
本紙編集部の許諾を得たものを除き、
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。

６

通

新世界市場

たこ焼 淡路屋

ORANGE H
HOTEL

浪速消防署
恵美須出張所 ●

● 浪速警察署

阪堺電車
恵美須町駅

C
CV
ファミリー
ＯKO
マート
NATURAL
SWEETS

２

恵美須
4

MEISENホテル H

CV ローソン
なにわ新風

●
●
●

新世界
shinsekai.ne.jp

通天閣

ホテル金魚 H

P

tsutenkaku.co.jp

あなぐま亭
● フィットネススタジオ Pitness

至 住吉・あびこ道

新世界まちなか案内所

B

C

MAP A-2

MAP C-3

www.ogra.rest
ogra2019
bimi.nagomi.tanoshimi
@Ogra̲rest
全席禁煙

ࣈފ

＜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＞ 歓送迎会ご予約承り中！
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）

浪速区日本橋4-5-10

MAP C-3

TEL･FAX.06-4393-8690

昭和の時代のおもちゃ、
押し入れの中に眠っていませんか？ まずはお電話ください！
！

大阪市浪速区日本橋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

出張買取OK！ 直接持込も大歓迎！
MAP C-3
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日本橋4丁目にツクモの新店舗
既存店の拡大移転か

MAP B-3

東京・秋葉原を拠点に PC 専門店を全国
展開する「TSUKUMO
（ツクモ）
」が、日本
橋エリアで新店舗をまもなくオープンする
ことが明らかになった。
すでに判明している情報によれば、出店
場所は日本橋4丁目交差点北西角の「岡田
ビル」。同ビルは地上4階・地下1階建で、
1階部分にあったコンビニが2017年6月に閉
店してから現在までの約2年半空きビル状
態が続いているが、今回の新店舗が建物の 新店舗の進出予定地。すでに1階部分は現店舗同様、外壁と
シャッターが黒く塗られている（写真中央のビル、1月中旬撮影）
どこまでを利用するかなどの詳細はまだ明
らかにされていない。
オープンは2月中旬を予定。なお、求人
サイトなどで新店舗の名称を「なんば店」
と
称していることから、日本橋での2号店とし
てではなく、
既存のなんば店
（日本橋3丁目）
を移転する形での出店となる公算が大きい。
ツクモは「株式会社九十九電機」として
1947年に東京・秋葉原で創業。ピーク時の
2000年には約374億円の売上高を計上した
日本橋3丁目の堺筋沿いにある現在のなんば店。
が、2008年に民事再生法適用を申請し経 小規模ながら専門特化の品揃えで固定客を掴んでいる
営破綻。現在は再建スポンサーとなった家
【ツクモなんば店】
（現在の店舗）
電量販大手・ヤマダ電機の子会社「株式会
大阪市浪速区日本橋3-7-3
https://tsukumo.co.jp Twitter : @tsukumo_namba
社 Project White」
（本社・群馬県高崎市）
が
※新店舗予定地は 浪速区日本橋4-12-7
事業を譲受して運営している。
日本橋では旧社時代に出店していた店舗 を再出店、8年ぶりの復活を果たしていた。
を上記の再建途上で2009年に閉店、関西
日本橋エリア全体でも、かつて軒を連ね
地区からも全面撤退していたが、2017年9 て競い合っていた PC 専門店が年々減少す
月に BTO とゲーミング PC に特化した店舗 る中、久々の明るい話題となりそうだ。

女性向け同人誌専門店「明輝堂」が
駿河屋傘下で復活、オタロードに新店舗
経営破綻した女性向け同人誌専門店「明
輝堂」が復活、オタロードに新店舗を昨年
11月30日にオープンした。
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
扱う専門店大手の「駿河屋」
（株式会社エー
ツー、本社・静岡市駿河区）
が事業を引き継
いだもので、日本橋では駿河屋が従来より
展開していた女性向け商材専門店「日本橋
オタロード乙女館」を1フロアから2フロアに
拡張の上、新たなフロアを全て明輝堂から
引き継いだ同人誌売場に充て、ほぼ独立し
た店舗のように扱っている。また店舗名の後
ろには「supported by 明輝堂」を付加し､
その後継であることをアピールしている。

MAP B-3

明輝堂は広島に通販拠点を置き、大阪・
名古屋・東京で実店舗を展開していたが、
同業他社との競争激化から近年は売上が低
迷。不採算店の閉鎖など業容を縮小しなが
ら立て直しを図るも支えきれず、昨年6月に
全店舗を閉店し自己破産申請に至った。そ
の後、駿河屋が一部在庫も含めた事業の引
き受けを発表したことで、短期間での復活
が実現した。
なお、駿河屋は当店のほか、名古屋・東
京でも「supported by 明輝堂」の名称を付
けた店舗をオープンさせている。
【駿河屋日本橋オタロード乙女館 supported by 明輝堂】
大阪市浪速区日本橋4-15-18 中津川ビル3・4Ｆ
https://www.suruga-ya.jp Twitter : @surugayaotome

●記事の見出し横や広告など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、本紙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。店舗の大まかな場所を確認する際にご利用下さい。
●記事中に商品価格などの記載がある場合、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。

小劇場「インディペンデントシアター2nd」
今秋に新築移転へ
日本橋4丁目の小劇場「インディペンデン
トシアター2nd
（セカンド）
」が、
今年秋に予
定されている移転計画の概要を発表した。
移転先は現在の場所から少し北上、堺筋
から一筋東に入った場所にある運送会社の
倉庫跡で、既存の建物を解体し劇場を新築
する形での移転となる。
同劇場は、
日本橋を拠点にホビーショップ
「ジャングル」やメイドカフェ
「メルカフェ」な
どを展開する有限会社ジャングル
（本社・大
阪市浪速区）
が運営。2000年にオープンし、
昨年新築移転したもう一つの劇場「インディ

（ファースト）」ととも
ペンデントシアター1st
に、若手演劇人を中心とした密度の濃い熱
のこもった小屋として支持されている。
なお、当初発表では現在地での営業を8
月末で終了し、10月に新劇場をオープンす
るとしていたが、その後諸般の事情で工期
が遅れているとの発表もあり、まだ流動的
な部分が若干残っている模様。
【インディペンデントシアター2nd】
大阪市浪速区日本橋4-7-22
※10月より 浪速区日本橋4-9-5 に移転予定
http://itheatre.jp Twitter : @i_theatre

オタロードに唐揚げ専門店
「金のとりから」がオープン
日本橋3丁目・オタロード沿いにテイクア
ウトの唐揚げ専門店「金のとりから」が昨年
12月21日にオープンした。
「金の−」は、鶏肉卸のシマナカ
（本社・
大阪府寝屋川市）
による唐揚げ専門店
チェーン。大阪市内で千日前と戎橋に
直営店を持つほか、FC 店舗を全国
各地で展開している。日本橋店は
以前にこの場所で「ポンバシライス
ドッグ」を運営していた店主が FC に
加盟する形でのオープンとなった。
基本メニューの「金のとりから」は280
円（シングルサイズ）、そのほかフライドポ
テトとのセット商品なども提供しており、手
頃なサイズと価格で食べ歩きや軽くつまむ
にはぴったり。また店頭には20種類以上の
ソースが設置され、自分好みの味付けをす
ることもできる。

MAP B-2

現在はオープン直後で基本メニュー
のみの販売だが、店主によると前店舗での
人気商品だったライスドッグと組み合わせた
オリジナルメニューも開発中とのことで、
これまでのライスドッグファンにも朗報だ。
【金のとりから 日本橋店】
大阪市浪速区日本橋3-8-13
http://www.kinnotorikara.jp

アパホテル、恵美須町駅前の
新ホテルは4月下旬のオープンに
大手ホテルチェーンの「アパホテル」
（本
社・東京都港区）
は、日本橋で建設を進めて
いたホテル「アパホテル〈なんば南 恵美須
町駅〉」を4月下旬にオープンする。
同ホテルは地下鉄恵美須町駅から徒歩1
分、堺筋沿いの「Joshin Ｊ＆Ｐテクノランド」
南隣に立地。地上13階建、客室数256室
（総定員数512名）の規模となる。
（4月下旬オープン予定）
【アパホテル なんば南 恵美須町駅〉】
大阪市浪速区日本橋5-6-15
https://www.apahotel.com

MAP C-3

ホテルの完成イメージ（アパホテル公式サイトより）

MAP C-5
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【連載コラム／編集部からのお知らせ】

マスクウーマンの

「私が今から言うことを『絶対します』と誓って
もらっていいですか？」
私は言葉の意味を深く考えることなく「やりま
す！ 絶対やります！」と返事しました。
が一人で
するとお姉さんは私にメモを取るよう促し
「じゃ
生きていくと
決めた日
あまず、緑色の紙に緑色のインクのペンで
『卯』
という字を300個書いてください」と言いました。
【Vol.22 塩10kg を買った日】
「えっ、300個！」とビックリする私に「はい、300
大家好！新年快ḷ！
個です。 1個でも数を間違えたらアウトです」と
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。確定申告 冷静に答えるお姉さん。やることはそれだけでな
に向けて1年分の経理処理に追われているマスク く……。
ウーマンです。
昨年は独立開業してガンガン仕事を取りにいこ 「塩を10kg 用意してください」
うとしたにも関わらず、病気と怪我のループで新 「10kg！」
規で仕事を取りにいけなかった一年でした。
「赤いロウソクを70本用意してください」
「今年こそは飛躍の年！翔んでマスク！からの秒 「70本！」
速で稼ぐ！
！」
と思い、あらゆる場所の十日戎に行き 「同じような観葉植物を三つ用意してください」
まくった私。もちろん今宮戎にも行きました！
「あ、これは三つだけでいいんだ……」
神社の近くで風水を見てくれるという屋台を発 「それと、
これらを置く日は全部同じ日にやってく
見。興味はあったものの、手持ちのお金がなく ださいね。日もこちらで指定させていただきます」
て諦めていたのですが、風水師のお姉さんと話 「ファッ！
？」
していると「仕事でがんがん稼げる風水を教える 「そうですね、1/13に全部やってください」
こともできますよ」と言われ、これはお金借りて 「は、はい……」
でも絶対この人に見てもらわないといけないと思 「では、それぞれのアイテムを置く場所を指定し
うようになりました。とは言え ATM の手数料が惜 ていきます」
しかったので、日を改めてお姉さんの元へ。
この他にもいろいろ細かいことを指定されたの
風水とは言え、最初に私の状況について占っ
てもらったのですが、なかなかひどかったようで ですが、そこは省略。とにかく藁にもすがる思い
す。そこでお姉さんは何か察知したのか、私に でお姉さんを信じました。そうです、言われた通
りに全部やりましたよ！
こう言いました。

パンドラ
女子

広告掲載などの
お願いとご案内

お姉さん曰く超強力な風水だそうですが、
やっ
てみて今のところ劇的なビフォー・アフターはあり
ません。
でもなんとなくですが、
じわりじわりと効果
は出つつある気がします。
（マスクウーマン調べ）
ちなみに毎年恒例の手相占い師・ドクターシン
さんには「あんたこれ以上収入は増えないけど、
男の収入を増やす能力はあるんだよ。近くにあ
んたを見つめている年収1000万以上の人がいる
から頑張りな」と言われました。お、おう。
あ、せやった、前々号から続いているダイエッ
トの話しないと。
ちゃんと減量できています。実は年末から食事
制限や家でもできる運動を始めたのですが、お
陰様でお正月太りすることなく約1ヶ月で3kg 減に
成功。なので、人間ドックでお医者さんに言われ
た目安はクリアできました！
でもまだまだ BMI の数値としては良くないので
ダイエットは続けようと思う今日この頃。

今年は暖冬でまだスキーに行けていないマスクさんのインスタは
https://www.instagram.com/fukumenjoshi/

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10年目に突入しました。
創刊時はわずか13カ所でスタートした設置スポットも大きく増加。現在では、日本橋・難波・新世界
エリアを中心に、100カ所近くの場所で手に取って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下記料金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
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・設置に関して費用のご負担は一切おかけいたしません。また、場所は日本橋周辺に限らず、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の納品となりますので、レジ横などの小さなスペースでも設置可能です。
■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・消費税込）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、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
■紙面広告掲載料金表（2020年1月現在、消費税込）
掲載面

1面 記事下

使用可能色
フルカラー

サイズ（単位：mm）
縦45×横60

2･3･6･7面 記事下

モノクロ

5面 地図下
※地図内エリアの
店舗様限定です

8面 記事下

フルカラー

フルカラー

料金

縦45×横246
（縦は60mmまで拡大可） 66,000
縦92×横60 ／ 縦45×横122

9,900

※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。

17,600 ※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

縦92×横122

33,000

縦45×横60

16,500 ※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、
29,700
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

縦92×横60
縦92×横122

55,000

縦92×横60

24,200

縦92×横122

44,000

本紙のWEB通販サイト
「pontab web shop」が
オープンしました
「Yahoo！ショッピング」内に、本紙直営の通
販サイトを開設しております。
定期購読申込やバックナンバーの購入が、
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およ
び「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、
マスキングテ
T シャツ
ープに缶バッジ、
など、本紙連載でもおな
じみ「ざつむちゃん」の
オリジナルグッズが買え
るのはここだけ！

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

最新機器を導入しても、
アウトプットのクオリティが全く向上
しないざつむちゃんへのお便りはTwitterで @tachiaki まで

望に添えない場合もございます。

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。

2005年の創業から15年目に突入した当社ですが、
当然ながら本紙の発行
だけでは食べていけないので、
様々なお仕事をさせていただいております。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
弊社でお請けできない場合でも、
御社にとって最適な発注先を選ぶ為のお手伝いは出来るかもしれません。
例えば最近では、
こんなことをやっています。
●YoutubeLive・ニコ生など各種ネット配信代行（出張は関西一円可能）
●メディア向けプレスリリースの作成・広報業務支援
●チラシ・パンフレット・フリーペーパー等各種印刷物の制作（取材・原稿執筆・編集）
●WEBサイトの企画・制作（納品後の管理運営もお任せ下さい）
●「まちづくり」全般に関する調査・企画（商店街活性化・商業施設リニューアル等）
●道路運送法に基づく乗合自動車の運行に関する調査・企画
●ネット通販サイトの管理運営・販売代行・出荷等後方業務支援
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阪堺恵美須町駅、新駅舎は規模を大幅縮小 再開発の布石か？

最新作から歴代のヒット作まで、
毎号さまざ
まなゲーム情報をお届けする CAPCOM 通信。
e スポーツが盛り上がり、ゲーム熱が加速する
2020年、子年だけにいきなり熱チューできそ
うなタイトルが登場です。
今年最初の注目作は、2月27日発売予定の
「ロックマン ゼロ＆ゼクス ダブルヒーローコレ

阪堺電車恵美須町駅。最盛期には平野線（現在は廃止）
も含め数分間隔で電車が発着していた。
3面2線の櫛型ホームを擁する堂々たる構内も、現在使われているのは手前側のみで事実上1面1線となっている

■阪堺電車の運行形態（概要）

大和川

浜寺駅前

あびこ道

阪堺線
恵美須町〜あびこ道
（昼間時 毎時2.5本） ←大阪市

堺市→

【阪堺電気軌道】 https://www.hankai.co.jp

クション」。「ロックマン X」シリーズから数百
年後、伝説のレプリロイド「ゼロ」が活躍する
「ロックマン ゼロ」シリーズと、さらにその数
百年後、ライブメタルとの出会いをきっかけ
に少年／少女の壮大な物語が描かれる「ロッ
クマン ゼクス」シリーズの全6作品が収録さ
れ、最新ハードでプレイすることができます。
クリアタイムを競える新ゲームモード「Z
チェイサー」をはじめ、これまでに公開された
珠玉のアートやBGMを収録した
「ギャラリー」、
「ミュージックプレイヤー」など、新要素も搭
載して過去に遊んだファンの方も楽しめるこ
と間違いなし！
ロックマンの遺伝子を受け継ぐ歯応えのあ
る難易度と、重厚なストーリーを是非ご堪能
ください。
（構成作家：安井信之介）

最終電車も22時台に繰り上げるなどその存
在感は年々薄くなっている。また、恵美須
町駅の利用者数も現在は1日あたり数百人
程度にまで減少しているという。

3月に再オープンへ

求に端を発した 残念な事情 によって不本
意な撤退を余儀なくされることに。その後
は営業再開に向け、移転先の確保とクラウド
ファンディングによる資金調達に取り組み、
早期の再出店が実現した。
移転先は地下鉄本町駅から徒歩5分、せ
んば心斎橋筋商店街のアーケードに面した
ビルの1フロアを使用、面積も旧店舗の倍
近くに拡大する。座席数も増加し、これま
で満席になることが多かった週末にも余裕を
持って対応できるようになるほか、ミニギャ

ラリー、画材メーカーなどによる PR スペー
スの設置なども計画しているという。
新店舗での営業は3
月1日からを予定。ま
た、2月23・24日には
メニューを限定しての
プレオープンも行う。
© CAPCOM CO., LTD. 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

（3/1オープン予定）
【創作空間 café アトリエ 本町本店】
大阪市中央区南久宝寺町3-4-15 加藤ビル南館3階
https://so-saku.com/ Twitter : @cafeatelier2017

共立電子の「日本橋味マップ」今年も最新版を配布中
日本橋で電子部品専門店を展開し、今年
創業50周年を迎えた共立電子産業
（本社・
大阪市浪速区）
は、地元の飲食店情報を完
全網羅した「日本橋味マップ」の 2020 年
版を発行した。昨年末より同社直営店舗の
「シリコンハウス」「デジット」をはじめ、
近隣の飲食店や永和信用金庫本店、日本
橋総合案内所などで無料配布するほか、公
式サイトでも PDF で内容を公開している。
味マップは、同社スタッフらが周辺の飲食

住吉

線は近年の利用低迷から2014年には昼間
時の運転をそれまでの1時間あたり5本（12
分間隔）
から間引きして3本に。さらに2018
年7月には2.5本（24分間隔）
にまで減便し、

上町線

新今宮駅前

恵美須町
移転後の恵美須町駅。簡素だがバリアフリー対応に（1月下旬撮影）

創作空間caféアトリエ、本町へ移転
日本橋での営業を昨年末で終了したお絵
かきカフェ「創作空間 café アトリエ」が、
新店舗のオープン計画を明らかにした。
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、昨年には中崎町
（大阪市北区）
に2
号店を出店するなど営業は順調だったが、
本紙前号にて詳報のように、
日本橋の創業
1号店では大家からの理不尽な家賃増額要

天王寺駅前〜あびこ道〜浜寺駅前
（昼間時 毎時10本、
あびこ道〜浜寺間は毎時5本）

天王寺駅前

大阪府下唯一の路面電車を運営する阪
堺電気軌道
（阪堺電車、
本社・大阪市住吉区）
は、2月1日より恵美須町駅の新駅舎を供用
開始する。新駅舎は現駅舎から約100m 南
側に移設され、ホームもこれまでの3面2線
から1面1線の簡素な構造となる。
同社によると、一昨年の台風21号により
被災した駅施設の復旧に合わせ、バリアフ
リー化による利便性向上を目的とするもの
という。また、同時に恵美須町駅から各駅
への営業キロ程も変更となり、一部区間で
は定期運賃が値下げされる。
なお、線路とホームを後退させたことで
現駅舎の跡地を中心にまとまった遊休地が
生まれることから、駅周辺で今後本格的な
再開発が進む公算も大きい。阪堺電車の
親会社である南海電鉄は、2018年2月に発
表した中期経営計画で「なんばのまちづく
り」を基本方針に掲げ、その中で恵美須町
駅の活用についても検討しており、いずれ
何らかの動きを見せると思われる。
阪堺電車は大阪市内で上町線・阪堺線の
2路線を運営するが、上町線は天王寺・あ
べのエリアの再開発が沿線の集客力アップ
に寄与するなどで利用が堅調な反面、阪堺

MAP B-6

店情報を丁寧に集めイラストマップに仕上げ
たもので、創業直後から顧客向けサービス
の一環として提供。当初は手書きメモの白
黒コピーから始まったが、改訂を重ねるごと
に内容が充実し、日本橋名物として多くの
来街者に浸透した。現在ではフルカラー化
と年1回の定期発行が定着し、今年で31回
目の発行となっている。
【日本橋味マップ】 http://ajimap.kyohritsu.com/

【ロックマン ゼロ＆ゼクス ダブルヒーローコレクション】
対応ハード PlayStation®4、Nintendo Switch、
Xbox One、PC（STEAM）
発売日：2020年2月27日
販売価格 ダウンロード版 3,627円 + 税〜
パッケージ版 3,990 円 + 税
公式サイト http://www.capcom.co.jp/rzzxc/

MAP C-3,C-4

次号は2020年4月下旬発行
プレスリリース送付・広告掲載・設置店ご協力な
ど全てのお問合せは FAX.06-6636-6419 または
info@nippon-bashi.biz までお気軽にどうぞ。
また、創刊号からのバックナンバー
（PDF）
／設置
店舗一覧／広告料金表／定期購読のご案内／
メディア掲載情報……などの情報
はすべて、本紙の公式サイトでも
公開しておりますので、あわせて
ごらんくださいませ。

http://pontab.jp

