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街歩きにも便利★日本橋エリアマップの付いたフリーペーパー
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「アフター・コロナ」の日本橋、話題の新スポットにも注目
今年に入って深刻さを増した、新型コロ
ナウイルス（COVID-19）感染症の世界的流行
と、4月から約1ヶ月間発令された緊急事態
宣言によって、この春は日本橋でも多くの
店舗が営業自粛を余儀なくされることに。
その後、現在に至るもまだ事態の収束
には予断を許さない状況が続くが、春から
夏へと季節が移り変わる中で一定の制限付
きながら多くの店舗が営業を再開し、街も
徐々に日常を取り戻しつつある。
そんな中、当初の予定から延期にはなっ
たものの、無事にオープンへとこぎ着けた
2つの新施設の動きを追った。
＊
＊
＊
関西を中心に住宅分譲やホテル運営など
を手掛け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）
は、近年急
増する e スポーツユーザをターゲットにした
宿泊施設「e-ZONe 〜電脳空間〜」を7月3
日にオープンした。
「泊まれるeスポーツ施設」をコンセプトに
した当施設の規模は地下1階・地上8階建の
全9フロア、延床面積約769㎡。 1〜3階は、
最大72席のハイスペック PC ブースが並ぶ
ゲーミングフロアとなっており、実況配信用
の設備も完備。 4〜8階は宿泊フロアとし、
4〜6階はカプセル型のキャビンが並ぶフロ
ア
（男性専用）
、7階はハイスペック PC を備
え付けた個室フロア
（各室定員2〜4名）、8
階は女性専用のプレミアムキャビンとなって
いる。カプセルと個室を合わせた総ベッド
数は95ベッド。また、地下1階にはシャワー
ルームや自販機コーナー、コインランドリー
などの共用スペースを集約した。
新型コロナの影響で、日本橋エリアのみ
ならず全国的に宿泊需要が落ち込む中で逆
風からのスタートとなったが「短期的収益よ
りも、
まずはこの場所をeスポーツユーザの
コミュニティの場として育てたい」
（平田一馬

MAP C-2,C-3

支配人）
としており、e
スポーツを楽しみ宿泊
できる場の提供だけに
とどまらず、人気ゲー
ムの大会やオフ会、交
流会なども今後積極
的に開催していくとい
う。また、e スポーツに
限らず IT ベンチャーの
（右）
ハイスペックPC 付き個室
研修やイベント会場と （左）大きな「e-ZONe」の看板は道行く人の目も引く
しての利用など、街の特性やハイスペック
【e-ZONe 〜電脳空間〜】
PC が揃う設備を生かした潜在需要も開拓し 大阪市浪速区日本橋4-9-7
https://e-zone.site Twitter : @eZONe25082688
たいとしている。
＊
＊
＊
今年1月にホテル「シタディーンなんば大 LOVE（バナジュードットラブ）」、スペシャリティ
阪」
と企業ミュージアム「高島屋史料館」を コーヒーカフェを全国展開する
「タリーズ
核にした複合商業施設に生まれ変わった髙 コーヒー」など、常設10店舗と期間限定の
島屋東別館の1階には「コミュニティーフード 4店舗が出店する。
ホール 大阪・日本橋」が7月10日にオープン
また、施設内共有飲食スペースの壁面に
した。施設面積は約1,350㎡、座席数は264 は、昼は有名絵画、夜は月や宇宙をモチー
席。運営を行うのは紙谷太陽グループの豊 フにした大画面のプロジェクションマッピン
グを投影。併設のイベントスペースでは音
富商事（本社・吹田市）。
フードホールとは、大型商業施設などでよ 楽ライブや舞踏、マジック芸や手品などの
く見られる、複数の店舗が飲食スペースを 各種イベントも日替わりで開催するなど、食
共有して出店するいわゆる
「フードコート」の のまち・大阪ミナミならではの「食事」と
進化版。明確な定義はないが、ファミリー 「エンターテイメント」を融合した魅力あ
向けに均質化されがちなフードコートよりも ふれる憩いの空間を提供するとしている。
＊
＊
＊
個性的な飲食店が多く集まる場合が多く、
夏を迎えても新型コロナの収束見通しが
ここ数年の間に東京・大阪の都心部におけ
る商業施設でこの名称を冠したフロアを導 依然立たない状況下で「アフター・コロナ」、
あるいは「ウィズ・コロナ」を前提にした街の
入する事例も増えてきている。
偶然
集客ターゲットは地元のビジネス客を中 あり方がさまざまな形で模索される中、
心に、国内外からの観光客を含むあらゆる とはいえ今回紹介した両施設からはいずれ
というキーワードが期せず
世代に設定。大阪初出店となる京都・伏見 も「コミュニティ」
の日本酒バル「伏水（ふしみ）酒蔵小路」、本 して出てくることになった。
街に人を呼ぶ、そしてそこで一定の商売
施設のオープンに合わせ大国町から本店を
移転させた手打ちそば専門店「NEXT 黒豆 を成立させるために必要なコミュニティとは
蕎麦 hanako」、関西各地のイベント出店で 一体何なのか──今後も、これら施設の動
評価も高いバナナジュース専門店「8710. 向には引き続き注目していきたい。

ワンショットNEWS
日本橋発、新型コロナ対策の
お手軽な消毒ロボットが登場
日本橋に拠点を置くものづくりシェアスペー
ス「エスタ5」の入居メンバーが、手をかざすだ
けで容器に手を触れることなくアルコール消毒
液を噴霧するロボット
「アルコールシュッ太郎」
を共同開発した。新型コロナウイルスの感染
拡大防止に向けた活用が期待される。

消毒液の容器を装着したロボットの前で手を
かざすとセンサーが作動し、内部に組み込ま
れたモーターが容器のレバーを自動で動かす
仕組み。市販の安価な電子工作用部品のみを
使用し、はんだごてなど若干の工具があれば
3千円程度で容易に自作できる構造とした。
なお、消毒液に高濃度アルコールが含まれる
ことから、製作時には断線やショートの発生を
防ぐ配線をすることや、直射日光下ではセン
サーが誤作動する可能性があるため設置場所
を考慮するなど、いくつかの注意点がある。
製作マニュアルは、エスタ5の公式サイトで
実際の組み立て工程を撮影した動画とともに
公開されており、必要な部品もエスタ5入居メ
ンバーの一人が所属する日本橋の電子部品専
門店「シリコンハウス共立」
ですべて購入可能。
また、
同店で部品を購入すると店舗内に併設の
工作スペース
「ものづくり工作室」でスタッフの
アドバイスを受けながら、その場で組み立てに
チャレンジもできる。夏休みに親子で取り組む
工作の題材としても使えそうだ。
【エスタ5】 http://www.esta5.com
【シリコンハウス共立】
大阪市浪速区日本橋5-8-26 10:00〜19:00 無休
http://silicon.kyohritsu.com Twitter : @kyohritsu

【コミュニティーフードホール 大阪・日本橋】
大阪市浪速区日本橋3-5-25
10:00（タリーズコーヒーは8:00）〜22:00 無休
https://communityfoodhall.jp Twitter : @Com_foo710
【出店テナント一覧】
タリーズコーヒー（カフェ）／シュリンプバー オルタンシア（海
老バル）／大阪たこ焼き本舗 夢蛸（たこ焼き・オムそば・鉄板
焼き）／大山畜産 noodle（ラーメン）／市場直送海鮮問屋（海
鮮丼）／ NEXT 黒豆蕎麦 hanako（蕎麦・天ぷら）／中華料理 大
山畜産（中華料理）／大山畜産 pork（豚カツ・ハンバーグ）／
伏水酒蔵堂（日本酒直売）／伏水酒蔵小路（日本酒バル）
【以下は期間限定の催事出店】
GASTRO 29 ORGANIC（クラフトビール＆ハンバーガー）／8710.

LOVE（バナナジュース専門店）／バンダイナムコ（クレーンゲー
ム）／ハピネット（ガチャガチャ）

「コミュニティーフードホール 大阪・日本橋」が入居する
髙島屋東別館。建物の南半分にはホテル「シタディーン」が入居

丹波の黒豆を練りこんだ手打ちそばが売り物の「hanako」。
大国町から本店を移転させての出店

京都・伏見発の個性豊かな日本酒を取り揃えた「伏水酒蔵小路」。
セルフ形式でグラス1杯から楽しめる。販売コーナーも併設
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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
【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
【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、まもなく満15年を迎え
ます。皆様からの情報提供も
お待ちしております。

●記事の見出しや広告の横に記載されているアルファ
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。
●記事中の価格記載は、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。

もちもち食感の生タピオカ専門店「梨山堂」がオープン
日本橋3丁目の髙島屋東別館向かい側に、
生タピオカ専門店「梨山堂（リーシャンタン）」
がオープンした。東京・熊本に次ぐ3店舗目
の出店となる。
「生」にこだわり、タピオカ粉は台湾から
直送。直伝の手ごね製法で毎日店内製造、
大鍋で均一に火入れの後、仕上げに自家製
シロップを絡めて提供することで、できたて
もちもちの食感を味わえる。
ミルクティーに使用する茶葉も、店名の
由来である台湾の茶産地・梨山で厳選した

高級品を使用、お湯の温度や抽出時間など
を茶葉ごとに最もおいしくなるよう毎日調整
して仕込みを行っているという。
メニューはミルクベース（沖縄黒糖・京都
宇治抹茶・スペシャルマンゴー、626円〜）
と
ミルクティーベース
（アッサム・ジャスミン・
烏龍・ほうじ茶、594円〜）の合計7種類が揃
う。タピオカ増量や生クリームトッピング、
甘さ調節などのカスタマイズも可能だ。
【梨山堂 大阪日本橋店】 大阪市浪速区日本橋3-7-23 12:00〜22:00 無休 http://www.rishantan.com

PCコンフル、オタロード沿いに新店舗 日本橋エリア4店舗目
中古 PC 専門店「PC コンフル」
（株式会社
TCE、本社・兵庫県伊丹市）は、日本橋3丁
目のオタロード沿いに「PC コンフル 日本橋
店」を7月17日にオープンした。ノート PC
と携帯端末に特化した品揃えで、8月からは
店頭での買取業務も開始する。
日本橋エリアでは2011年の「オタロード
先っちょ店」出店による初進出を皮切りに、
当店で4店舗目の出店となる。特にオタロー

MAP B-2

ドには3店舗を集中させ、
競合店がひしめく
中でもその存在感を着実に高めている。
PC コンフルは当店含む日本橋エリア4店
舗のほか、伊丹、梅田、名古屋（大須）
、東
京（秋葉原）
で合計9店舗を展開している。
【PC コンフル 日本橋店】
大阪市浪速区日本橋3-8-22 11:00〜20:00 無休
http://www.tce.co.jp/pc-comfull
Twitter : @PCcomfull_BASHI

「ツクモ×MSI」のコンセプトストアが日本橋に登場
エムエスアイコンピュータージャパン
（MSI、
本社・東京都台東区）
は、
日本橋の PC 専門
店「ツクモなんば店」1階に「ツクモ×MSIコ
ンセプトストア」を6月10日にオープンした。
同店1階を MSI 製品のみで構成されたフ
ロアとし、ゲーミング用途に特化した MSI 製
ノート PC・デスクトップ PC・モニタなどに加
え、自作 PC ユーザーに人気のマザーボー
ドやビデオカードなども取り揃える。キー
ボードやマウスなどのゲーミングデバイスに
ついては、実際に触って試せるコーナーも

MAP B-2

MAP B-2

用意した。
また、MSI 公認サポート店としてノート PC
のカスタマイズサービスを提供。他店で購
入した MSI 製ノート PC についても、製品保
証を維持したままメモリやストレージを増設
するといった相談も受け付ける。
また、ツクモと MSI が共同開発したゲーミ
ングデスクトップ PC「G-GEAR Powered By
MSI」の店頭販売も今後予定している。
【ツクモ×MSIコンセプトストア】 大阪市浪速区日本橋3-7-3（ツクモなんば店内） 11:00〜20:00 無休 https://jp.msi.com

日本橋から梅田へ一直線、
「密」も避けられる？バス路線が誕生
大阪を拠点に高速バス・路線バスの運行
を手掛ける大阪バス（本社・東大阪市）は、
3月29日より大阪市内中心部で新たに路線
バスの運行を開始した。
バスは JR 大阪駅（桜橋口）と心斎橋大丸
前、黒門市場（ホテルWBFなんば黒門前）
、
OBP（ホテルニューオータニ大阪）
との間を
それぞれ直行で結び、心斎橋−大阪駅は1時
間に2〜3本程度、その他のバス停からは1時
間に1本程度運行。料金は大人210円で、並
行する地下鉄の運賃
（230円）
より少し安い。

ただ、コロナ禍で多くの人々が不要不急
の外出を自粛している最悪のタイミングでの
運行開始となったことに加え、1時間に1本
程度の中途半端な運転本数や PR 不足など
もあり、現在のところ利用は低調の模様。
本紙編集部員が乗車した際も、終点まで車
内に他の乗客は皆無という状況であった。
ただその分、車内はほぼ確実に
「密」
とな
らない快適な環境になると思われるので、
読者の皆様も日本橋から梅田へ移動する際
に一度利用してみるのはいかがだろうか。

黒門市場前で発車を待つバス。大阪駅への所要時間は約20分

【大阪バス】http://www.osakabus.jp
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ホテルストリート の堺筋、
インバウンドバブル崩壊の波紋

日本橋
（堺筋沿い）のホテル等営業状況
※点線囲みは休業中、
および閉鎖済み（7月15日時点）

インバウンド客数「1000分の1」の衝撃
新興ホテル群は総崩れ

地下鉄・近鉄 日本橋駅
⑤出口

2016年4月に運行開始、オープントップ型観光バスで運行され
当初は注目度も高かった「大阪ワンダーループ」も事実上廃止に

スーパーホテルなんば・日本橋
（136室）

ホテルWBF なんば黒門

●
●

（186室）

2017年5月にオープンした「ホテルWBFアートステイなんば」は
運営会社の経営破綻によりわずか3年で閉鎖に。ただ、関係者か
らは「コロナ以前から厳しい運営だった」
との見方も

シェルネルなんば by WBF
（カプセル：94室）
※今年1月閉鎖

ホテルWBF なんば日本橋

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪 難波・日本橋（140室）

（100室）
※休業中、8月再開予定

●

※休業中、
再開未定

●

●

★

日本橋 3交差点

ホテル建設中
（2020年12月完成予定）
※規模・運営業者等は未定

ビジネスホテル菊栄
（60室）※休業中、
再開未定

シタディーンなんば大阪
●
●

●

（314室）
※休業中、9月再開予定

サラサホテルなんば
恵美須町駅近く、日本橋エリアの最南端にオープンした、
「アパホテル〈なんば南 恵美須町駅〉」。全国チェーンの強みを
生かした各種プロモーションによって集客を図る

上新電機は、創業の地でもある日本橋で
営業していた免税店「スーパーでんでんラ
ンド」を4月末で閉店した。同社がチェーン
展開する通常の家電量販店でもその多くが
免税対応となってはいるが、2015年7月に
オープンした当店は免税店の旗艦店的位置
づけとして、1階に薬・化粧品売場、2階に化
粧品・美容家電売場、3階にデジタル・生活
家電売場、4階にブランド品売場を展開。多
言語対応の接客も行うなど、そのすべてを
インバウンド需要に特化した新業態店舗だっ
たが、新型コロナの影響で主要ターゲット
の外国人観光客が激減し、その回復も当面
見込めないことから営業継続を断念した。
同店だけでなく、
堺筋沿いに数店舗点在
していた他の免税店もそのほとんどが一時
休業や撤退を余儀なくされているほか、ド
ラッグストアでも地場最大手の「ダイコクド
ラッグ」が既存店舗のうち、日本橋や黒門
市場、宗右衛門町などでインバウンド向け
売上比率が高かった店舗を今春以降次々と
閉店するといった動きもある。
そのほか、日本橋にも停留所を設けてい
た外国人観光客向け市内周遊バス「大阪ワ
ンダーループ」も、3月中旬から運行を自粛
したまま再開に至らず事実上の廃止状態と
なっている。ただ、このバスについては以
前から利用率が低迷していたこともあり、
むしろこの「新型コロナショック」のどさく
さにまぎれてうまく撤退を決めたと見るのが
妥当かもしれないが……

（143室）
※休業中、
再開未定

ホテルヒラリーズ
（148室）

●

●

ホステル ビアッジオ
（ドミトリー：96室）
※今年2月閉鎖

●

東横イン 大阪なんば日本橋
（238室）

●

●
※

esports hotel
e-ZONe -電脳空間（カプセル87室＋個室3室）

Joshin スーパーでんでんランド
（4月末閉店）

日本橋クリスタルホテル
（63室）
※休業中、
再開未定

この場所でもホテル建設計画
があったが、事業主である
WBFグループの経営破綻で
事実上白紙となった

日本橋4
交差点

●

※

ホテルWBF
アートステイなんば

カプセルホテルヴァリエ

（100室） ※今年6月閉鎖

（カプセル：121室）

●

1-B出口
●

Qoo Hostel Osaka
（ドミトリー：92室）

●

ホテル建設中

地下鉄 恵美須町駅

上新電機の「スーパーでんでんランド」。日本橋での店舗網を
年々縮小する中、久々の新店舗だったがコロナには勝てなかった

⑩出口

堺筋

日本政府観光局
（JNTO）
が6月17日に発
表した2020年5月の訪日外国人
（インバウン
ド）
数は、前年同月比99.9% 減となる1,700
人にとどまった。新型コロナウイルスの世
界的な感染拡大が続く中、厳しい海外渡航
制限や査証の無効化など事実上の「鎖国」
状態が続くことで今春以降はほぼゼロに近 歴史的建造物を活用した富裕層向けホテルとして注目された
「シタディーン」
だが、
今年1月のオープンから3ヶ月足らずで
い数字が続いており、インバウンドの拡大 休業に追い込まれ、出鼻をくじかれる形となった
を成長のテコとしてきた企業には強烈な逆
風となっている。
その影響がいち早く顕在化したのが、近
年急増したホテルや簡易宿所（カプセルホテ
ルや、ドミトリー形式のゲストハウスなど）
と
いった宿泊施設。 4月の緊急事態宣言でそ
のほぼすべてが休業を余儀なくされたが、
日本橋1〜5丁目の堺筋沿いでは、営業を再
開できた施設は7月下旬現在でもまだ約半
数にとどまっており、中には再開を断念した マンションとして建設されていたはずの物件を、竣工直前にホテ
ルへと用途変更する荒業でオープンした「サラサホテル」だが、
ところも出ている。
今となってはそれが良かったのか、悪かったのか……
「東横イン」など強固な会員組織による集
客が可能な大手チェーン、あるいは地場資 下19施設目となる
「アパホテル〈なんば南
本でも「ホテルヒラリーズ」のように、当地 恵美須町駅〉」を6月5日にオープンした。
への進出から十年以上が経過し一定の固定 当初予定していた4月下旬のオープンが新
客を持つところは影響を最小限にとどめて営 型コロナの影響で延期となったものだが、
業を続けているものの、ここ数年の間にオー オープン直後から格安の宿泊プランを前面
プンした新興ホテル群への打撃は大きく、 に打ち出したこともあり、週末など日によっ
4月下旬にはその代表格で、大阪市内でも ては満室になるほどの盛況という。
また、日本橋3丁目交差点近くにあった元
多数のホテルを展開していた「ホテル WBF」
を運営する
「WBF ホテル＆リゾーツ」
（本社・ 「ソフマップザウルス」跡や地下鉄恵美須町
大阪市北区）
が経営破綻し大きな注目を集 駅前などでも新たなホテルの建設工事が進
めた。同社は現在、新たなスポンサー企業 む。いずれも現時点では規模や運営業者な
の支援を受けて営業を継続しながら再建に どの情報は未発表だが、今年後半までには
取り組んでいるが、再建途上で不採算施設 概要が判明するものとみられる。
の整理は避けられず、日本橋エリアでもす
でに2か所が閉鎖された
（うち1か所は経営 免税店・ドラッグストアなども
破綻直前の閉鎖）
。
撤退や一時休業が相次ぐ
ただ、今後の需要回復を見据えてあえて
この時期に攻めの姿勢で臨む企業も。大手
ホテルと同じく、インバウンドでまさに「我
ホテルチェーン
「アパホテル」
（本社・東京都 が世の春」を謳歌していた免税店やドラッグ
港区）
は、地下鉄恵美須町駅近くに大阪府 ストアにもその影響は及んでいる。

1-A出口

アパホテル

（2020年10月完成予定）
※規模・運営業者等は未定

●

〈なんば南 恵美須町駅〉
（256室）

阪神高速道
路 1号環状
線
←えびす町入
口
大阪逸の彩（ひので）ホテル
（354室）
※休業中、10月再開予定

●

恵美須
交差点

国道25号
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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

2020.07β

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

●

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

大阪王将
P

・食品販売等
飲食店（その他）

パチンコはりまや ● ２
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）

イベントホール・劇場等
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

ドラッグストア

←道頓堀

C 飲食店（喫茶・軽食）

B 書籍・コミック・アニメ等

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

観光客向け案内所

なんば
マルイ

C スターバックスコーヒー
新生銀行

●

↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1

病院

5

Y!Mobile
G スーパーポテト
CV セブンイレブン

● NMB４８ OFFICIAL

＜なんば駅東＞

普通の食堂いわま
● A-PRICE
肉吸い 千とせ

●

CV セブンイレブン

●

リンガーハット
ツルハドラッグ
買取りまっくす

なみー
●
アーリオ・オーリオ
●
ゲオモバイル
（ホテル建設中）
●
ジーストア大阪 H
なんさん通り

鳥貴族（B1F）
ローソン（１F）CV
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）
タイ料理 タイタイ

●

●

しゅうまい 一芳亭

●

●
●
●
●

●

●

ａｕショップ
じゃんぱら PC

アテナ Ａ
日本橋
三豊麺
鳴門鯛焼本舗

●

TC
BIG MAGIC

● ●

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
オタロードアウトレット館

●

ニッポンレンタカー ●

C 台湾黒糖タピオカ A LITTLE

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
Ｂｅｅ本舗（1・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

● 関西電力

難波変電所

（ホテル建設中）●

なか卯 FF

シフル
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）

C タリーズコーヒー（1F）
● 髙島屋史料館（3F）

C コミュニティーフードホール
大阪・日本橋（1F）

一味禅
アストロゾンビーズ H

ちゃり屋 ●

H シタディーン
なんば大阪
（▼1階店舗ゾーン）

浪速日本橋
郵便局
〒

C 祇園北川半兵衛
numero five
勘田亀吉製燻所
● VIVIDEEP maison
● ROCCA ＆ FRIENDS
PAPIER OSAKA

●

カマロ
Ａ 生タピオカ 梨山堂 C
カレー食堂 マッハ

●
●

Ｍ
フロンティア

髙島屋東別館

ナニワネジ 商業館
ナニワネジ 本店
ツクモ なんば店 PC

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

B とらのあな なんば店A
Ａ Force

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

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
ANNA COLORS
COFFEE
自転車 P
C

ノムソンカリー
ドッグホテル＆サロン

ラーメン Ayam-ya
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
●
TC トレカマニア
マクドナルド（１・２F） FF
ダイセン電子工業
●
ポポンデッタ（３F） H
PC ショップインバース
日本橋３南
●
K−BOOKS なんば壱番館 B
ローソン
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
H ガキレンジャー
●
PCコンフル PC
信長書店 日本橋店 B
カレー メシクウタン
CV
H ヒーロー玩具研究所 自転車 P
mineoショップなんば（2F）
●
●
● 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
●
駿河屋 日本橋乙女館＆アウトレット（３F） H
DF TOKIS
バイク専用 P
レンタルショーケース 貸箱屋 H
●
H AZONE（４F）
Ｍ ＠ほぉ〜むカフェ（B1〜2F）
明輝堂（4F） B
C ビラジオ
H ボークス
P
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 ● 三星堂
パソコン工房（１F）PC
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）
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）Ｍ
＜第二牧ビル＞
ファミリーマート CV
Ｍ マドリガル（3F）
H ガキレンジャー
animate O.N.SQUARE（2・3F）
●
H SFBC
●
無限麻辣湯（1F）
＜アニメイトビル＞
Ｍ Re:Alive（5F）
インディペンデントシアター2nd
餃子の王将
カフェ＆クッキー
●
アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B
たこやき グーニーズ
台湾まぜそば 薫
Ａ CUBE
（建設中）
C
タイトー
H DOLK（３F）
ｋissshot（1F） メロンブックス B カードラボ（５F）TC ●
Ａ ステーション
e-ZONe
S.A.MUSIC（2F） 日本橋1号店（４F） アシストウィッグ ●
（ホテル建設中）
●
フロマージュ（3F） B
Ｍ
H
●
●
●
●
ラウンドハウス（3F） カードラボ（1F）TC
ナチュレメイド ゲオ G
● まちの自転車店 リコ
らしんばん（2F）B 麺屋ガテンZ
アルテリアベーカリー
●
●
● ● ●
WANTED PC
●
ポルックスシアター
●
三重電業社
オールブルー（1Ｆ） 山中車輌
H グルカ
セブンイレブン CV
B 兎月屋書店
H 宝島ハンター（1F）
駿河屋 G
H ガレージフィールド
E 旭電化
Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ）
Ｍ 戦国メイドカフェ＆バー もののぷ（2F） Ｍ アンダンテ
ネクサス
Ａ
メモリアルロー
ドきらめき
Ａ
H 日本橋
● 日本橋UPｓ
東横ＩＮＮ H
大阪なんば日本橋
クリスタルホテル
PCコンフル PC
上等カレー（1F）
Ａ メインストリート カフェ・ド・M
ポルテ
● 業務スーパー
バイク P
TC 買取ゴリラ
Ｍ プリンセスカフェ（２・３F）
DOURAKU
永和電機
おたクラブ ●
Ｍ めいどりーみん RECORDS（3Ｆ）
C サンマルクカフェ ● フリースペース
＜五階百貨店＞
C カラオケ喫茶 ポアロ
ウェブスタ！
（４Ｆ）
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
陶芸教室 ちー工房 ●
カレー マドラス
河口無線
スーパーポジション
びよんど
（4Ｆ）
H
C クラムカフェ
東京真空管商会
シマムセン
●
by ナイトギャラリー
KOMACHI
ふぁにーてぃあーず M
mobax
コミックスゾーン B
DISC J.J.
LIGHTHOUSE（２F）
HOTEL
H TOY S星矢 千代田音響 ●
● 24/7ワークアウト
岡本無線電機 ●
サウンド・パック ●
メゾン・ド・ルポ Ｍ ラーメン 清麺屋
H
E 大有電機
●●
NTT
コミュニケーションズ

万昌電機 E

メイド射的 ●
＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

ちょいめし
あさチャン

417TEA C

Coffee553
アジアンカフェ

タイディカフェ
● C
●
パンダ専門店

C

大阪ぱんだ

ハッチン。

イタリア大衆食堂 堂島グラッチェ
● 中古ゴルフ用品 ゴルフマップ

焼鳥 南蛮亭

● 古着 LAX

BY GRIZZLY
ベーカリー AWASOME BAKERY

テラック
うなぎつり 大阪屋 Ａ

クラフトことね
C ＆コーヒー
とんぼ玉＆占い

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 ●

いぬの赤ちゃん ●

妖怪ギターラ
● ラーメン 友愛亭

Ａ きゃんでーばにー

●

E

C
ナカイ
デンキ

E

● ●

逸品館

●

上等カレーBR

ベトナム料理 123ZO
Ｊｏｓｈｉｎ
スーパーキッズランド 本店 H

Ｓｏｆ
ｔｂａｎｋ

日本橋商店会
nipponbashi.ne.jp

日本橋
五階百貨店
●

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

PC

●

●

●

とんかつ丼

こけし

いろしか H
CLAMPS H
鶏豚らーめん ジャンキー（１F）
Ｍ LECIAN（2F）
アサヒステレオセンター

●

CYMA（２F）

たこ焼き ねこ福
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

●

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

ツクモ なんば店
マルエス商会 ● PC

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

日本橋４
●

イオシス 4丁目店 PC
PC WRAP

H ホビーランド
ぽち

● 明電工業

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

▼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

coro

FF 東京
チカラめし

SARASA HOTEL H
光ムセンたまらんど（１F）
M Ring（2F）
C アタラキシアカフェ（3F）
ルイーズ・ベルナードの厨房
油そば 春日亭

● ●●●
●
ステーキ＆ハンバーグ タケル

紅茶屋

●

おひとりせき喫茶店

シーシャアンドカフェ

ヒーリンフィーリン N ホテルWBF
なんば日本橋
H

K2 RECORDS（1･2F）
Ａ FREEDOMⅢ（１F） ハリケーン（3F）TC
TC トレカチャンス（2F）
ホテル菊栄 H
PC ソフマップなんば店

キクエデンキ E

● 大電社

H ハレ黒門
C P

●

C.C.モバイル

●

ラーメン 一八

日本橋３

日本橋4丁目店

●

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

大阪厚生信用金庫
あいどるすてーじ Ｍ

CV ローソン P

メリーナイス

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

●

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪難波日本橋 H

PCコンフル
PC

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

黒門
公園

とんかつ

福来亭

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

CV ローソン

3

DRATEC ●

ニヘーベ

立ち寿司（１Ｆ） 黒門インフォメーション
センター
吉兆（2Ｆ）

●

●

なんばこめじるし︵高架下︶

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

●

スーパー
ジャップ

専門学校

P

業務スーパー
● レンタルスペース

● デジハムサポート

ファクトリー ●
ギア
らーめん鱗
● MINORITY

CV ファミリーマート
ファミリー
マート
CV

ラーメン 天地人
● 高津理容美容

CV ローソン

● 毘沙門天

カードラボ（Ｂ１F） TC
ゲーマーズ（１Ｆ） G

黒門市場
kuromon.com

ホテルアシアート H

H
とれじゃらす

＜馬場ビル＞

セブンイレブン CV
● 海野歯科

ラーメン 玉五郎
● テンポスバスターズ

●

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

H HOTEL S-PRESSO

黒門
H クリスタルホテル

P

宮本むなし FF

本店

タイムズ大阪難波

C ジャンプ

かき小屋ランドリー

●

●
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
● ●●

自転車専用 P

招福庵 ちゃたに

●

ワープロ専門 パールデンキ

なんばしよっと？

＜村上ビル＞

P （点線内、198台）

● 日邦レンタカー

E

麺屋
青空

大阪日本橋文楽劇場前

炭焼BAR

● 自転車てるてる

PC ドスパラ（1〜4F）
Ｎ コミックバスター（6F）レンタルショーケース 結屋 H
ピュアサウンド
H 鉄道模型 亀屋（7F）

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
●
●

小川商店
東横INN H

マツモトキヨシ

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

ホルモン

お好み焼

ラーメンドカ盛マッチョ

麺屋丈六 郷土料理 縁
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

＜スペース難波ビル＞

●

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

P

至 奈良

8
⑧

9
⑨

●

P

P 大阪シティ信用金庫

P

オタロード

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
●

なんばＣＩＴＹ南館

なんばカーニバルモール・ＪＲＡウインズ難波

2

なんばパークス

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
カラオケ ジャンカラ（５〜7F）
Ａ
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

●

猫柳ラテックスギャラリー ●
ぶんちゃっ♪

難波千日前
公園

ラーメン のスた

肉寿司

H
ニッセイ
ホテル

至 南巽

近鉄奈良線

大阪商工信用金庫
三井住友銀行（ATM）
Ｎ あの街ねっと

立ち寿司（１Ｆ）
鉄板野郎（2Ｆ）
大源味噌
【A】PIZZA

B FANFAN

H
アパホテル

松屋 FF

P

ポスターギャラリー

P

SHOP

地下鉄千日前線

キリン堂
●

ビアバル あるか→アるか

NGKなんばグランド花月
ＹＥＳシアター

7

10

●

ナンバプラザ H CV ファミリーマート

大阪焼トンセンター

たこ焼 わなか

とんかつ 松乃家（１F）
ミントレコード（２F）
大阪信用金庫
LIBERATOR（7F） H
くら寿司（4・5F）
● Ａ タイトーステーション
俺たちのカレー家
●
● ● ●

コメダ
珈琲店
C

虎目横丁

なんさん横丁

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

ラーメン 天道
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

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

●

●

レックスインなんば H

上島珈琲店 C

＜味園ビル・千日二番街（2F）
＞

交番

大阪王将
丸亀製麺

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）

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

●

三菱ＵＦＪ銀行（ATM）

GS ガソリンスタンド

P 駐車場

なんば
H オリエンタルホテル
ローソン CV

りそな銀行（ATM）
コクミンドラッグ（1F）
焼肉 安安（2Ｆ）

〒 郵便局

P
P

P

P

国立文楽劇場

近鉄日本橋駅
不動産 エイーレッド ●

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 宿泊施設（ホテル・旅館・ゲストハウス等） CV コンビニ

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）

●

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】
上新電機本社 ●

いぬの赤ちゃん ●

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
インスタントラーメン専門店 やかん亭

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）
19スタジオ（5Ｆ）
● 林商店

C

台湾ミルクティー DINGTEA

立ち寿司

● 交番

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

●

喫茶 憩 C

CV
セブンイレブン

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 とも

渋谷書林 B

市営日本橋西住宅

共立電子産業本社 ●
ひかりや食堂

まる栄
市営日本橋住宅
（３号館）

市営日本橋住宅
（２号館）

H トイベース（6F）

まいど

＜赤松ビル＞

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

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

●

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

PC J&Pテクノランド
トーカイ

JCKA
とつぜんステーキ
吉野家 FF

●

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）

●

大阪ナゾビル Ａ

レプマート（１F） H
スワンテクノロジー（2F）PC

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
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

●
●
（ホテル建設中）

美味卯

1-A出口
1A出口

1-B出口

＜南海電車高架下＞
● ANYTIME FITNESS

市営日本橋住宅
（1号館）

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

廣田
神社

● エビスギャラリー

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＞

H ビジュースイーツなごみ

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

こておちゃん
ちきちゃん

特別養護老人ホーム あいぜん

市営日本橋住宅
（４号館）

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

＜南海電車高架下＞

4

セブンイレブン CV

オルケスタ

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

●

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】
＞

●

デジット

ビストロ カリモチョ

P

← Zepp
なんばへ

●●

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

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

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

PC-WRAP（５F）PC

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

ハイファイ堂

ツクモ なんば店
マルエス商会 ● PC

●

▲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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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

●

C カフェオレリュクス
H アパホテル〈なんば南 恵美須町駅〉

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

マルマンシアター

A

国道25号
３

大阪王将

６

通

天

閣

本

通

商

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7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。

ORANGE H
HOTEL

浪速消防署
恵美須出張所 ●

● 浪速警察署

新世界市場

たこ焼 淡路屋

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 B-3

MAP C-3

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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なんさん通りで新規ホテル計画
2019年2月に閉店した、難波千日前・な
んさん通り沿いの元「ステップ」跡には、
ホテルが建設されることが明らかになった。
現地に掲示された建築計画概要による
と、建築主は東証一部上場の不動産コンサ
ルティング会社「ビーロット」
（本社・東京都
港区）で、建物は地上12階＋地下1階建、
延床面積約4,016㎡の規模。今年9月に着

来年11月開業へ

MAP B-1

工、営業開始は来年11月を予定している。
なお、ホテルの名称については「
（仮称）
難波千日前ホテル」とのみ記載されてお
り、運営業者などの情報は現時点では明ら
かにされていない。
【難波千日前ホテル（仮称）】
大阪市中央区難波千日前7-9

名古屋のトレカ専門店「193」が日本橋に進出

MAP B-2

名古屋を地盤とするトレーディングカード ノベーションされるものとみられる。
「193」は、株式会社一休さん（本社・名
専門店「193」が、日本橋にまもなく新店舗
をオープンすることが明らかになった。
古屋市中村区）
が運営。現在、名古屋市内
オープンに先立って開設された店舗のツ に2店舗・静岡県浜松市に1店舗の合計3店
イッターアカウントで公開された情報によれ 舗を展開しており、日本橋店は4店舗目。
ば、出店地は日本橋4丁目のオタロードと また、関西へも初の進出となる。
堺筋に挟まれた一角。現在は個人の居宅と
して使用されていた3階建てのビルが建っ 【トレーディングカードショップ193 日本橋店】
（8月オープン予定）
ているが、最近になって内部の大幅な改装
大阪市浪速区日本橋4-15-25
https://193tcg.com Twitter : @osaka_193TCG
工事が行われており、テナントビルとしてリ

秋葉原の「ミアグループ」、日本橋から撤退
東京・秋葉原を拠点にメイド・コスプレ系
ビジネスを展開するミアグループ
（株式会
社ナーズアンドギークス、
本社・東京都千代
田区）
は、
オタロード沿いで営業していた写真
撮影スタジオ「ミアフォト & アイドル大阪店」
を3月22日で閉店した。
秋葉原におけるメイドカフェの草分け的存
在のひとつである「ミアカフェ」を核とす
るミアグループは2012年4月、メイドカフェ
＆リフレ業態の店舗「ミアカフェ・ミアリラ
クゼーション大阪店」をオープンさせて大

阪に進出。秋葉原の有名店による日本橋
での本格的な新規参入として、当初は大き
な話題を集めた。
しかし、メイドカフェ部門は地元競合店の
牙城を突き崩せず早々と撤退。その後はリ
フレや撮影スタジオなど非飲食部門を主に
した業態転換と店舗移転を経て現在に至っ
ていたが、約8年での撤退となった。
（大阪店は閉店済み）
【ミアグループ】
http://www.mia-cafe.com

上海新天地ビルが解体 まもなく再開発へ
今春までにすべての店舗が営業を終了し 上場の不動産デベロッパー・日本商業開発
空きビルとなった、日本橋3丁目交差点北 （本社・大阪市中央区）で、今後は同社主
西角の商業ビル「上海新天地」で建物の 導で再開発が進むものとみられる。
解体工事が始まった。工事完了は今年12
なお、施設内で閉鎖直前まで営業して
月中旬を予定している。
いた中国食材専門店は近隣へ移転、
「新天
現在ビルを現在所有するのは東証一部 地」の名前を引き継いで営業を続けている。

恵美須町駅前・三菱 UFJ 銀行支店跡 次は何が建つ？
今年1月に営業を終了
（ATMのみ存続）
し
た、日本橋5丁目・堺筋アーケード西側の
三菱 UFJ 銀行大阪恵美須支店跡が解体さ
れ、現在はほぼ更地の状態になった。ちな

みにこの物件は現在、関西を地盤とする某
マンションデベロッパーが取得しているとの
情報もあり、マンションが建設される公算
が大きいが、さてどうなるか？

メイドカフェの先駆者「メルカフェ」が15年の歴史に幕
日本橋で長年営業を続けてきたメイドカ
フェ
「メルカフェ」が3月29日に営業を終了、
多くのファンが別れを惜しんだ。
同店は2005年に日本橋でオープン。
メイ
ドカフェブームの黎明期から現在まで生き
残ってきた数少ない店舗のひとつで、同時
期にオープンし現在も盛業中の「CCo ちゃ」
「e-maid」
とともに日本橋での メイドカフェ
第一世代 として相応の知名度を有していた。
その後、2015年からは日本橋でフィギュア

専門店「ジャングル」や小劇場「インディペン
デントシアター」などを展開する有限会社
ジャングル
（本社・大阪市浪速区）の傘下とな
り、同社の一部門として運営されてきた。
閉店の理由は「各般の事情をかんがみ
た結果」
（公式サイトより）
と発表しているの
みで詳細は明らかでないが、日本橋に数多
くあるメイドカフェの中でも優良店として経
営は堅調と思われていただけに、意外な幕
切れとなった。

牛カツのタケル、コロナ禍で営業再開を断念
日本橋3丁目の堺筋とオタロードに挟ま
れた一角で営業していた「牛カツのタケル
日本橋店」は、4月末で閉店していたこと
が判明した。
同店は、関西と首都圏でチェーン展開し、
オタロードにも出店して人気を集める「1ポ
ンドのステーキ・ハンバーグ タケル」
（株式
会社kookoo&co、本社・大阪市東淀川区）
が、新業態の牛カツ専門店として2016年3
月にオープン。翌年には天満に2号店を出
店したがこちらは短期間で撤退（「タケル」
の通常店舗へと業態変更）
、その後は日本
橋店のみの営業となっていた。
当初目論んでいたであろう多店舗化こそ

老舗喫茶店「竹」が閉店

頓挫したものの、日本橋では近隣を訪れる
外国人観光客からも人気を集め、行列の絶
えない繁盛店となっていたが、今年に入っ
て新型コロナの影響で来店客が激減。 4月
初めから臨時休業とし終息後の営業再開を
目指していたが、再開を断念しそのまま閉
店となった。
ただ、閉店後も公式サイトは閉鎖されず
メニュー情報などもそのまま残っているこ
とから、いずれ時期を見てこの業態を別の
形で復活させるという可能性も……
（店舗は閉店済み）
【牛カツのタケル】
https://gyukatsu-takeru.jp/

名物ママの逝去で

日本橋3丁目の堺筋とオタロードに挟まれ
同店は日本橋で長年営業を続けてきた喫
た一角で営業していた「喫茶 竹」が、今 茶店で、コーヒーの他に手作りのカレーラ
年6月頃に閉店していたことが判明した。店 イスも人気だった。また、昔ながらの「純
頭には店主による、母親の永眠に伴い閉店 喫茶」の面影を残す店内にも見どころが多
することになった旨の挨拶と御礼を記した く、その閉店はツイッターでも多くの反響
張り紙が掲示されている。
を呼んでいる。

銭湯「日本橋湯」跡でもホテル建設計画、だが……
2015年6月に営業を終了した、日本橋4
丁目の銭湯「日本橋湯」跡では今年に入っ
て建物の解体工事が始まっていたが、最近
になって工事も完了し、跡地にはホテルが
建設されることが明らかになった。
現地に掲示された建築計画概要による
と、建築主は大手不動産デベロッパーの東
京建物
（本社・東京都中央区）
で、ホテルの
営業予定者は未定。建物は地上14階建（高
さ約42m）
、敷地面積約534㎡、延床面積約
3,151㎡（容積率対象）の規模で、客室数と
宿泊定員は72室375名。今年7月に着工、
2021年1月の竣工を予定している。

MAP C-3

ただ、計画地は最寄の地下鉄駅から徒歩
で10分程度を要する中途半端な場所で、か
つ大通りにも面さない住宅地の中にあるこ
とから、ホテル建設に適した立地とは言い
難いという評価も。
また、今年に入ってのコロナ渦と イン
バウンドバブル の崩壊で宿泊需要そのも
のが大きく冷え込むといった想定外の事態
が生じていることもあり、今後何らかの計
画変更が行われる可能性もある。
【浪速区日本橋4丁目計画（仮称）】
大阪市浪速区日本橋4-1-9
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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

理かなと。そうしたら東京での案件を見つけてし

パンドラ
女子

まって。

が一人で
生きていくと
決めた日

【Vol.23 東京で無職になった日】
やっほー、みんな息してる？ マスクウーマン

ていました。
あ、でも約1ヶ月ぐらいは田町で OLしてました

年齢的なことを考えると、これが東京に上京す
る最後のチャンスかもしれない。この話は決まる

上記の理由で収入はほぼなかったけど、あらゆ

とは思えないけど、もし決まったらその時考えよ

る給付金のおかげで実家に頼ることも帰ることも

うと思って手を上げました。……ビックリするぐら

なく、何とか東京で息ができています。

いあれよあれよと決まっちゃいましたけどね。
それが2月初旬の話で、話が決まった日に東京

7月になってやっと案件が動いたものの、当初
の予定から短い期間になったので日々働きつつ、

で済む物件の内覧予約を入れて、内覧日に契約

案件終了後も東京で暮らすために仕事を取りに

を結んで。そこからは部屋が狭いということもあ

動いているところです。

です！ なんと私は現在、
東京で息をしています。 り、大阪の荷物をすべて持って行けなかったの

そう言えば、いわゆる自粛期間はみんなキツ

で、ほとんどはゴミとして処分したり、秋服とかス

かったと思うのですが、個人的に一番痛かったの

キー板とか欅坂46の CD とか捨てられないけど今

は東京で物見遊山したくとも、無職だから気軽に

「えっ？ マスクさん、どういうこと！
？」
って声が聞こえた気がするので、かーるく前号の
私をおさらいしておきますね。
昨年思い切って独立開業したのに、病気と怪

すぐ東京で必要ないものは実家に送ったりと、振

お金が使えなかったことですね。外出自粛はもち

り返ればとにかく記憶がない約1ヶ月半。若い時

ろんのこと、そもそもお店や施設もやっていませ

に母に「引っ越しと転職は同時にしたらあかん」

んからね。遊びも含めて大阪にはない経験がし

掲載面

サイズ
（mm）

料金

たくて上京したのに……。ネット動画だけでは腹

1面 記事下
（フルカラー）

縦45×横246

66,000

我の連続で泣かず飛ばずで、藁にもすがる思い

で、案件の開始に合わせて3月中旬に上京した

は満たせないので、東京で遊ぶ用に置いていた

のですが……。そうです、新型コロナウイルス

お金は生活費へと溶けていきました（遠い目）
。

塩10kg などを買い、指定された場所に設置した

の野郎です。

と言っていたら、その後すぐ運命が大きく動く

時を戻そう。話が決まった2月初旬の時点では

まだまだ予断を許さない状況だけれども、色々

渡航歴がない人の感染が確認されてはいたけど、 と模索しつつ、やりたいことをやり尽くすまでは

ことがありまして。某業界団体からのメルマガを

その時点でまさかこんなことになると思っていま

あともうちょっと東京で息をしようと思っている今

チェックしていたら、東京だけど気になる案件を見

せんでした。そしてどんどんと状況が変化してい

日この頃。

つけてしまったんです。いつもだったら「あー、

く中、止めるという選択肢を取っても良かったん

また東京だ。無理だな」と諦めていたのですが、 だろうけど、あらゆる賽を投げちゃったし「もう
この時ばかりは「これはもしかして大チャンスで

行くしかないな」と腹をくくりました。幸か不幸

はないのか？」ってビビッと来たんです。

か命以外失うものはないし、いざという時は「秘

実は元々、若い時から「飯田橋に住んでみた
い」って思いがあったんですね。要するに漠然と
東京への憧れはありました。

皆さま、どうかご自愛くださいませ。また大阪
でお目にかかれる日を楽しみにしています。

儀！実家に頼る！スネをかじる！」を使えばええか
なと
（笑）
。
とは言え、3月からスタートするはずだった案件

昨年末に仕事の関係で東京出張に行く機会が

が延期、再延期、再々延期を繰り返してゴール

あり、その時についでに色々回ったのですが、

が遠ざかっていく様子はキツかったです。4月5月

やっぱり東京って最先端なんだなって思い知らさ

はあらゆるバイトを探しても見つからない、見つ

れたんですよね。だから何となく、たとえ数ヶ月

けて応募しても落とされると中々厳しく……。

でも一度上京すべきだなって思ったんです。で

どうして、働きたいと思った時に働けないので
約4ヶ月間、クソニートを通り越して

もいきなり仕事も決まってないまま行くのはリス

しょうか？

キーだし、お金も労力もかかるからしばらくは無

ネトフリと YouTube ばっか見てる無職の女と化し

結局、引っ越しのバタバタでスキーに行けなかったマスクさんの
インスタは …… https://www.instagram.com/fukumenjoshi

トがあるじゃないか。

ジンやキャベツを上の方に盛る。

調べると、300ポイントほど保有していた。活
路！

十五食目
文・たなしゅう（@konshumotanashu）
さし絵・みしお子（@mishioco）

色味だいじ。手間と暇はあるからかけるのだ。

生存の可能性。店内をぐるり。パ、パス

バイトが終わり日付が変わる。給料日。今月

タが無難か。いや、味はどうつける？そして明日

も耐えた。皆で飯食いに行くかとお好み焼き屋

の弁当が詰む。

へ。四食目の焼きそばは段違いに旨かった。

レトルトカレーか。そもそも弁当にできるのか。
やはり詰む。缶詰は量が少ないなぁ。
三食、三食と呟きながら店内をぐるぐる歩いて
いると、向こうから「三食だよ」と焼きそばが現
れた。なるほど。お前……三食やん。粉末ソー

ここに来れば何とかなる。
コロナ自粛で金欠病。そもそも慢性的な病。
もっともっと病が深刻だった若手時代からお世

皆様のおかげを持ちまして、本紙は2011年1月
の創刊からまもなく満10周年を迎えます。創刊
時はわずか13カ所だった設置スポットも、現在
では日本橋・難波・新世界エリアを中心とした約
100カ所にまで広がりました。
街の中での「しがらみ」や「大人の事情」などと
は一線を画しつつ、特定の組織・業種の動向に
発行基盤を左右され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、
皆様に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
広告掲載可能なスペースと掲載料金は下記料
金表の通りとなっております。

と言われた意味がようやく分かりました。

で風水を診てもらった私。そして言われた通りに
のですが……。特にこれと言ったことはなし。

広告掲載などのご案内

よ。ある意味、港区女子でしたねえ（笑）。

スまでついてるやん。
となると、
やはり掴むのはカット野菜一袋。栄養。
消費税がなければもうひとついけるのになぁ。な

話になっているこの場所へ、来ると思い出す三食

にかないか店内をまたぐるぐる。100円でないモ

がある。

ノも売っているぞと、39円のモヤシを一袋。

嗚呼。腹が減った。今夜の晩飯と、明日の朝

帰るや否や、モヤシ焼きそばと白ご飯。モヤ

御飯にバイト中の弁当で二食、合計三食を用意

シの食感と粉末ソースの香り。次の日。朝御飯

しなくてはならない。

はカット野菜塩焼きそば。朝だからとあっさり目。

縦45×横60

2･3･6･7面
記事下
（モノクロ）

5面 地図下
（フルカラー）
8面 記事下
（フルカラー）

縦92×横60
縦45×横122

9,900
17,600

縦92×横122

33,000

縦45×横60

16,500

縦92×横60

29,700

縦92×横122

55,000

縦92×横60

24,200

縦92×横122

44,000

媒体の性質上、即効性はない（＝広告を見てす
ぐ購入とはなりにくい）
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
と思
時に「そういえばこれ、pontabでも見たな」
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不要で
す。また、場所は日本橋周辺に限らず、本紙を
面白が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
かに予め折り畳んで納品いたしますので、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、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。
【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）
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

明日の深夜にはバイト代が入るのだけど。今。 野菜の旨味が贅沢に思える。そして、お弁当は
手持ちがない。小銭にすらない。自炊か断食か。 モヤシカット野菜そば飯にした。見様見真似なそ
いや、米はある。調味料は塩胡椒しかないが。

ば飯。半分ずつ残して置いたモヤシとカット野菜

ここは100円で何でも買える。お手製具なし塩

を炒めて、麺を加えて細かく刻む。そこにご飯を

おにぎりを、バイトの休憩室で頬張る毎日は肩身

叩き込む。バイト先で自分で食べるそば飯なの

@konshumotanashu まで。
note はじめました → https://note.com/tanashu1013

が狭すぎる。そうだ。僕には金はなくてもポイン

に、少しでも美味しく見えるようカット野菜のニン

LINEブログ → https://lineblog.me/konshumotanashu

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。ライブ予定や連載の感想などは Twitter で

「海松ちよ子のmade in 日本橋」
は
作者都合により休載いたします

2005年の創業から16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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紅しょうが天の聖地、黒門市場の天ぷら
「日進堂」が惜別の閉店
黒門市場商店街で長年営業を続け、大阪 少は他の商店街でも多かれ少なかれあった
名物・紅しょうが天の聖地としても知られた こととはいえ、特に黒門市場はそれまでの
天ぷら店「日進堂」が7月25日に閉店、多く 外国人観光客依存が災いし、ダメージは大
きかった。もちろん、日進堂はその堅実な
の人々がその味に別れを惜しんだ。
日進堂は1970年に現在の場所で創業、 商売ゆえ他店ほどの極端な売上の落ち込み
現在は二代目店主の赤松功一さんが天ぷら はなかったというが、商店街全体の人通り
を揚げ、 看板娘 こと功一さんの母親が接
客を担当する形で切り盛り。功一さんは先
代にあたる父親が十数年前に急逝した際、
常連客や取引先からの後押しもあり、シス
テムエンジニアとしての会社勤めから転身
天ぷらは揚げたてで美味しいのはもちろん、
「冷めても美味しい」
と多くのファンに愛されてきた
する形で跡を継いだという。
新鮮な穴子を一本丸ごと使った「大あなご
天」
と、高知産の厳選した紅しょうがをスラ
イスした「紅しょうが天」を看板商品に、屋台
風の店先には約20種類の天ぷらが並ぶ。特
に紅しょうが天は大阪ならではの味として、
往年の喜劇役者・藤山寛美さんが舞台の上
で食べて「日本一や！」
と賞賛した伝説も持
つ。また、最近ではテレビ番組「秘密のケ
ンミン SHOW」など多くのメディアに取り上
4月1日には限定商品で「にっしんどうなつ」を売り出そうとする
おちゃめな一面も
（注：もちろんエイプリルフールのネタです）
げられたことで、遠方から買い求める観光
残念ながらもう食べられないが、これが噂の紅しょうが天だ！
客も多数見られた。
ここ数年、黒門市場では外国人観光客を が激減したことで将来的な展望を描きにく 続々と来店。最終営業日にはすべての天ぷ
主なターゲットに「ぼったくり」的商売へ傾倒 くなったことや、母親の年齢的な事情もあり らが早々と売り切れ有終の美を飾った。
する店舗が多数を占め、地元住民の 黒門 「コロナだけが原因ではないが、今後のこ
それにしても、黒門市場がこれまでの イ
離れ も表面化していたが、その風潮にも とも考えた結果、一旦今の商売に区切りを ンバウンド一本足打法 的商売を見直し、
（功一さん）
という。
流されることなく天ぷら1個100円からの庶 付けることにした」
地元の顧客に支持される商店街となるべく
閉店が発表された7月中旬からはツイッ 今後の姿を模索しはじめた時期に、その手
民的価格を堅持、根強い支持を得ていた。
ところが、新型コロナの影響で今春以降 ターでも閉店を惜しむ投稿が多数見られ、 本となるべき店舗が姿を消すのは返す返す
黒門市場への来訪客が激減。来訪客の減 また多くのファンが天ぷらの「食べ納め」
に も残念と言うしかないのだが……

フィギュア専門店「スーパーポジション」
が再出発、
日本橋に新店舗
日本橋4丁目の堺筋から少し東側に入っ
た一角に、フィギュア専門店「スーパーポ
ジション by ナイトギャラリー」が2月1日に
オープンしてから約半年が経った。
「スーパーポジション」は1990年代後半
から2000年代前半にかけて日本橋で小規模
な店舗を多数展開し、当地を代表するフィ
ギュア専門店のひとつとして高い知名度を
有した。 2005年に大型店舗「スーパーポジ
ション G-ONE」（当時の名称、後のスーポ
ジ日本橋店）をオープンしてからは既存店
舗の整理統合を進め、最終的には日本橋で
の小売店舗を同店に集約（オタロードの店
舗は買取専門店に転換）。その一方で店舗
ブランドを略称として定着していた「スー
ポジ」に改め、東京・名古屋など関西以外
での新規出店も進めるなど拡大路線に舵を
切ったが、近年は同業者との競合激化から
売上が伸び悩み、2018年までに遠隔地の店

MAP C-3

オープン直後から深刻化した新型コロナ
舗を全て撤退。その後は日本橋のみで業容
を縮小しながら立て直しを図っていたが支え の影響で立ち上がりこそ苦戦したが（その
グッズだった
きれず、昨年9月には全店舗を閉店し事業 窮地を救ったのが「鬼滅の刃」
とか）
、最近になってよう
を停止していた。
やく経営は軌道に乗って
今回の新店舗は、
「スー
きたといい、
「日本橋には
パーポジション」の創業者・
競合の同業者も多いです
森田文章氏が今年初めに
し、その中でうちは最も
新会社を設立、かつての
新しく小さなお店ですが、
店舗ブランドを継承し新た
小さいからこそやれること
に営業を始めたもので、旧
はまだまだあると思ってい
店舗との違いを明確にす
ます」と森田氏は気持ち
るため店舗名には運営会
を新たにしている。
社名の「ナイトギャラリー」
を付加。ちなみにこの社名
【スーパーポジション
は、森田氏が大阪を拠点
by ナイトギャラリー】
に1980 年代より展開して
大阪市浪速区日本橋4-7-26
いるインディーズ音楽レー
11:00〜20:00 無休
https://www.supoji.com
ベル「ナイトギャラリーレ
Twitter : @superpositionre
コード」に由来する。
創業間もない頃の懐かしいロゴも復活した
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※推しごと全消滅で
規則正しい食生活のため

勢いで50個も作ってしまったトートバッグを売りさばきたい
ざつむちゃんへのお便りは Twitter で @tachiaki まで

次号は2020年10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 FAX06-6636-6419 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
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
ソーシャルメディアもやってます

Twitter

Facebook

Instagram

LINE@

