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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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人気のスパイスカリー専門店「ヤドカリー」が難波に進出
大阪のスパイスカレー激戦区・谷町界隈
でコアな人気を誇る
「ヤドカリー」が、日本
橋エリアへの入口に当たる難波中2丁目・
南海なんば駅南口近くに3号店となる新店
舗を9月25日にオープンした。
難波店は、同地で20年以上営業を続ける
スポーツバー「スタジアムカフェ」内で昼
間のみ営業。スタジアムカフェは、コロナ
禍で落ち込む夜間の営業を補う新たな柱と
して昼間のランチ営業を模索していたが、
以前からオーナー同士で交流があった「ヤ
ドカリー」からの支援を受け、同店の3号

店として営業を始めることになった。
メニューは、国産黒毛和牛をじっくりとろ
とろになるまで煮込んだ「牛すじカリー」
と、
チキン・キーマの3種類（各850円）
。特製の
カレー味玉やチーズなど、トッピングによる
味のアレンジも可能だ。
オープンからまだ日は浅いが、早くも周
辺のカレーフリークから注目を集める店舗
として好調な滑り出しを見せている。
【ヤドカリー 難波店】 大阪市浪速区難波中2-6-17 河原町ビル3F（スタジアムカフェ内）
11:30〜15:00 月曜休 https://www.instagram.com/yadocurry.numba

MAP B-3

旅好きの店主がタイ・ベトナム・ラオスなど
で直接買い付けした雑貨やオリジナル
アクセサリーなどを販売する。
2階はレンタルも可能なフリー
スペースとし、ギャラリーや撮影
スタジオ、外国語教室など今後幅広
い用途での活用を計画。旅好きの人
たちのコミュニティスペースともなる
店舗を目指すという。
【PADA328 〜 journey cafe 〜】 大阪市浪速区日本橋4-17-3（日本橋商店会内）
11:00〜16:00（土曜19:00） 不定休 Twitter : @pada_theshop_jp

四天王寺のそば専門店「はやうち」、日本橋に新店舗
日本橋4丁目の、堺筋から一筋東側に入っ
た一角にそば専門店「蕎麦切り おぐら」が
9月16日にオープンした。
四天王寺で盛業中のそば専門店「はや
うち」による別ブランドでの2号店で、メイ
ンメニューは「かけ」
「ざる」
「おろし」の3種
類
（各700円／中盛）のみというシンプルさ
だが、いずれもそば本来の味がストレート
に味わえると好評で、近隣のビジネスパー

まんだらけ、
日本橋に新店舗
12年ぶりの再進出へ MAP B-3
漫画・アニメ関連の古書籍やフィギュア、そ
の他マニア向けの各種グッズを取り扱う専門店
大手「まんだらけ」が、日本橋への再進出とな
る新店舗の出店を発表。オープン前から早くも
話題を集めている。

日本橋商店会にタイ紅茶とロティの専門店が登場
日本橋商店会内に、関西では珍しいタイ
紅茶とロティ
（東南アジアを中心に広く食さ
れている揚げクレープ風デザート）の専門店
となるカフェ「PADA328」が10月14日に
オープンした。
紅茶は茶葉を現地から直輸入、さっぱり
としたストレートティーから甘みたっぷりの
練乳入りミルクティーまで、現地の屋台さ
ながらの味を楽しめる。ロティは注文ごと
に生地を伸ばして作り、紅茶と合わせてテ
イクアウトにも対応する。
また、カフェに併設の物販スペースでは、

MAP A-2

MAP C-3

出店予定地
（写真中央の白いビル）

まんだらけは2002年、日本橋3丁目に「なん
ば店」を出店。 1996年に出店した大阪店（現
「うめだ店」、大阪市北区堂山町）と共に大阪で
は都心部の2店舗体制で営業を続けてきたが、
2008年になんば店を「まんだらけグランドカオ
ス」と改め西心斎橋に移転、日本橋からは撤退
した。今回の新店舗は「グランドカオス」を再
移転する形での出店で、日本橋へは実に12年
ぶりとなる 里帰り 。出店地は日本橋4丁目交
差点の北西角、堺筋に面した「ジョーシン スー
パーでんでんランド」
（今年4月閉店）跡で、12
月12日のオープンを予定している。
近隣には「ジャングル」や「ヒーロー玩具研
究所」「アストロゾンビーズ」といった、マニア
向けフィギュアの目利きや海外からの直輸入な
ど独自の強みをもつ地場資本の店舗が複数立
地するが、まんだらけの再参入によって今後は
より一層激しい競争が展開されそうだ。
（12/12移転オープン予定）
【まんだらけグランドカオス】
大阪市浪速区日本橋4-12-6 12:00〜20:00 無休
https://www.mandarake.co.jp/

ソンを中心にリピーターが増えつつある。
なお、この場所には今春まで「和食ダイ
ニング小倉」が出店していたが、新店舗は
その名前を一部引き継ぎ、旧「小倉」の
店主もスタッフとして店頭に立っている。

●記事の見出し横および広告に記載されている、アル
ファベットと数字の組合せ
（例：
「A-1」
「B-2」など）
は、

4・5面に掲載の「日本橋エリアマップ」内でのエリア
分けを表しています。店舗の大まかな場所を把握する
際にご利用ください。
●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。

【蕎麦切り おぐら】
大阪市浪速区日本橋4-5-10
11:30〜19:00（麺が無くなり次第閉店） 日祝休
Twitter : @ogra_rest

点を目指しつつ、この災禍に打ち克たなければなり
ませんが、今作での注目は縦横無尽に躍動するア
クション。指示した方向へと飛び、特殊な 鉄蟲糸
最新作から歴代のヒット作まで、毎号さまざまな （てっちゅうし）でハンターを引き寄せる翔蟲（かけりむ
テーマでゲームをご紹介する CAPCOM 通信。

し）
によって、狩猟はさらなる進化を遂げています。

秋と言えば食欲の秋、読書の秋、そしてゲームの

思いのままに翔けあがれる、これまでとは違う

秋でもあります。大型イベントがあったりと、ゲー

ハンティングフィールド。未知の興奮や驚きをもた

ム業界にとっても盛り上がりを見せるシーズンです

らす、出会ったことのないモンスターたち。新たな

が、そんなゲームの秋に今年も嬉しいニュースが

狩りの始まりに期待して、世知辛い今を乗り切りま

舞い込んできました！ ファン待望の「モンスター

しょう。

（構成作家：安井信之介）

ハンター」シリーズの完全新作が2タイトル同時発
表です。
ハンティングアクションに新風を巻き起こす「モ
ンスターハンターライズ」が来年3月に発売予定。
そして「モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅
の翼〜」が来年夏に向けて鋭意開発中ですが、今
回は「モンスターハンターライズ」をご紹介します。
物語の舞台は、50年ぶりの災禍「百竜夜行」に
挑む「カムラの里」。主人公はハンターとしての頂

© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【モンスターハンターライズ】 2021年3月26日（金）発売予定 プラットフォーム：Nintendo Switch™
https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/
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黒門市場の「ワンコイン市」
11月の毎週土曜に開催 MAP C-1
コロナ禍による来街者激減で厳しい状況にあ
る黒門市場で、商店街内の約70店舗が参加す
る「秋のワンコイン市プレミアム」がスタートし
た。 11月28日までの毎週土曜日に開催する。

新鮮な魚を中心に各店舗自慢の逸品が100円
や500円のワンコインで購入できるこの企画は、
今年7・8月に次ぐ2回目の開催。今回は混雑緩
和と新型コロナウイルス感染拡大防止への配
慮もあり、一部店舗での整理券配布や午前・
午後に分けての販売など、開催に伴い発生す
る「密」を避ける取り組みも強化している。
また、ワンコイン商品に加えて1000円・5000
円のプレミアム商品も用意するほか、
「GO TO
IBUKURO キャンペーン」と題して、北海道の
商品を揃えたフェアも同時に開催する。
【黒門市場】 https://kuromon.com/jp/

銭湯「日本橋湯」跡の
ホテル建設計画は頓挫か？
日本橋4丁目の銭湯「日本橋湯」跡で今年に
入って浮上していたホテルの建設計画は、その
後動きがなく、事実上の凍結状態にあることが
明らかになった。
現地では今年初めに建物が解体され更地と
なった後、大手不動産デベロッパーの東京建物
（本社・東京都中央区）がホテルの建設計画を
発表。現地に掲示された計画概要では今年7月
着工、来年1月の竣工を予定していたが、コロ
ナ禍による市場環境の激変もあり未だ着工には
至らず、現在はコインパーキングにその姿を変
えている。
もっとも、計画地はいずれの地下鉄駅から徒
歩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、
今後市場環境が多少好転しようが、そもそもの
計画自体に無理があったという感もあるが……

なんさん通り周辺、ローカル飲食チェーンの新規出店相次ぐ

MAP A-2,B-2

こだわり、セルフサービス形式で天丼や天 していたこともあるが（2005年11月出店、
ぷら定食をリーズナブルに提供する。
2007年3月閉店）、今回の出店で日本橋エ
運営するのは株式会社 ALLWIN
（本社・兵 リアには13年振りの復活となる。
庫県宝塚市）
。同社は兵庫・大阪で「カレー
「ホリーズカフェ」を運営する株式会社ホ
ハウス CoCo 壱番屋」の FC 店舗を14店舗 リーズ
（本社・京都市南区）
は、1972年に京
運営しているが、昨年より新業態として自 都で創業した「からふねや珈琲店」を源流と
社ブランドによる天ぷら専門店の展開を始 する老舗カフェチェーン。2000年代以降は
め、1号店を兵庫県伊丹市に出店。当店は セルフサービスの低価格業態として開発し
3号店となり、11月には天神橋（大阪市北 たホリーズカフェへの業態転換を順次進め
（祖業の「からふねや珈琲店」部門は2006
区）
に4号店の出店も決定している。
また、同じくなんさん通りの南側、南海 年に他社へ売却し現在は無関係）、現在関
なんば駅南口近くでは「ホリーズカフェ」が 西一円に約90店舗を展開している。
また、寺田町・今里など大阪市内で4店舗
10月31日にオープンする。ホリーズカフェ
はかつて日本橋4丁目に短期間ながら出店 のラーメン専門店を展開する「わっしょい
グループ」も、日本橋での新店舗オープン
【天からてん 難波なんさん通り店】
計画を発表。詳細情報はまだ明らかになっ
大阪市浪速区難波中2-1-15 10:30〜22:30 無休
ていないが、すでに公開されている求人広
https://www.allwin2002.co.jp/ Twitter : @tenkara_namba
【ホリーズカフェ なんば店】
告では店舗名を「男のらーめん 難波わっ
大阪市浪速区難波中2-2-12 8:00〜22:00 無休
しょい」として11月のオープンを予告。出
https://hollys-corp.jp/
【わっしょいグループ】
店地は「
（南海）難波駅から徒歩5分、日本
https://wasshoi-group.com/ ※「難波わっしょい」の店舗情報は未発表
橋駅から徒歩10分」としており、今後の続
「天からてん」の看板メニュー・天からてん丼
（790円）
報が待たれる。

新型コロナウイルスがもたらした「新し
い生活様式」による社会生活のさまざまな
制限が今なお続く中、全国各地で飲食店の
苦境が顕在化。もちろん日本橋もその例外
ではなく、今春以降多くの飲食店が閉店に
追い込まれているが、それらに起因する賃
料下落や好立地の空き物件発生をチャンス
と捉え、地元以外から新たな飲食店が進出
するケースが今秋以降増えつつある。
なんさん通り沿いで10月1日にオープンし
たのは、天ぷら専門店「天からてん」。
「海老
に絶対自信あ
り」をモットー
に食材と油に

ジャングルの新店舗はロボ・メカ系玩具特化の「空想的機械館」
日本橋を拠点にフィギュアやミリタリー
グッズの専門店を全国展開するジャングル
（有限会社ジャングル、
本社・大阪市浪速区
日本橋）は、日本橋では既存の本店に続く
2店舗目となるフィギュア専門店「ジャング
ル 空想的機械館メカストア」を10月3日に
オープンした。
新店舗は本店から堺筋を挟んだ向かい側
に位置し、超合金・ガンプラ・トランスフォー
マーをはじめとするロボット系アイテム、そ

MAP B-2

の他ロボットプラモデルやミニカーといっ
た商品群に特化。最新商品からお宝ヴィン
テージ商品までを幅広く取り揃え、「子供
の頃に空想していたロボット・メカに囲まれ
た夢のような世界」を具現化した店舗を目
指すとしている。
【ジャングル 空想的機械館メカストア】
大阪市浪速区日本橋3-7-5
12:00（土日祝11:00）〜20:00 無休
https://jungle-scs.co.jp/ Twitter : @Jungle_mecha

ホテルWBF、日本橋の既存施設を次々とリストラ対象に
日本橋3丁目交差点から御蔵跡通りを少
し東に入った一角で営業していたホテル「ホ
テル WBF なんば日本橋」は、8月31日で

【ホテル WBF グループ】 https://www.hotelwbf.com/

営業を終了していたことが判明した。入口 か不採算施設の整理を急ピッチで進め、再
に貼られた掲示では「臨時休業」となって 建開始後の5月には全国で3施設、8月から
いるが、公式サイトではすでに閉館したと 9月にかけても8施設を閉鎖している。
の発表がされている。
なお、日本橋エリアでは地下鉄恵美須町
同ホテルは2018年10月にオープン。大 駅近くの「ホテル WBF アートステイなんば」
阪の中堅旅行代理店「ホワイトベアー・ファ （2017年5月オープン）
が今年 5 月末に、ま
ミリー」
（本社・大阪市北区）
のホテル運営 た日本橋3丁目交差点近くのカプセルホテル
子会社「WBF ホテル＆リゾーツ」
（同）
が運 「シェルネルなんば by WBF」
（2016年4月
営していたが、新型コロナによるインバウン オープン）
も経営破綻直前の今年1月に営
ド（訪日外国人客）を中心とした宿泊需要 業を終了。いずれもオープンからわずか3
激減の影響を受け今年4月に経営破綻。そ 年程度での撤退となった。
の後は同業の「星野リゾート」が新たなス
そのほか、WBF は恵美須町駅近くで新
ポンサーとなり事業を継続しながら再建中 たなホテルの建設も計画していたが、こち
だが、需要低迷が長期化するとの判断から らも経営破綻により自然消滅している。
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上新電機、
日本橋の店舗網を大幅再編
11月からは2店舗の営業に

MAP B-3,C-5

家電量販店大手の上新電機（本社・大阪 再編前
再編後
市浪速区日本橋西）は、創業の地・日本橋
で展開する店舗をこの秋に全面再編する。
再編の直接的な理由は、旧耐震基準によ
り建設された既存店舗の改善措置が必要に
なったことによるものだが、時の経過とと
もに変化してきた日本橋の市場特性に合わ
せ、再編によって新たな店舗ブランディング
を構築するとしている。
まず、10月初旬から11月にかけて音楽ソ
フトとゲームの専門店「ディスクピア日本橋
店」、総合家電店「日本橋1ばん館」、PC 専
門店「J&P テクノランド」を閉店。旧ディス
クピア跡に上記既存3店舗の事業を集約し
スーパーキッズランドキャラクター館。
前身のガンプラ専門店「ガンダムズ」時代
た新店舗「
（仮称）新日本橋1ばん館」を建
から壁面に描かれた巨大ガンダムが街の
設するとともに、新店舗完成までの間は旧
ランドマークともなっていたが、いよいよ
見納めになりそうだ
テクノランド跡を「日本橋店」として新店舗
再編前後の店舗網比較図
とほぼ同様の内容で営業する。
店舗の再編概要（上新電機の発表資料より抜粋）
「
（仮称）新日本橋1ばん館」および「日本
店名
今後の展開
橋店」は、京都・神戸での上新電機の旗艦
ディスクピア日本橋店
10/25閉店 現 J&P テクノランドへ移転・統合
店「三宮1ばん館」「京都1ばん館」と並ぶ
日本橋1ばん館
11/3閉店 現 J&P テクノランドへ移転・統合
都市型店舗と位置づけ、総合家電の豊富な J&P テクノランド
11/1閉店（11/2〜11/6休業期間）
ラインナップに加え、高級オーディオ、音 ジョーシン日本橋店（現J&Pテクノランド） 11/7「ジョーシン日本橋店」としてオープン
楽・映像ソフト、ハイスペック自作パソコン スーパーキッズランド本店
（10/12〜11/27 耐震補強・改修工事。工事中は1階のみ休業）11/28オープン
など、顧客から長年支持されている商品を スーパーキッズランドキャラクター館 11/23閉店 スーパーキッズランド本店1階へ移転・統合
取り揃え、EC 事業との連携・リユースビジ
ネス活性化の拠点機能をも併せ持つ店舗と 全体の売上に占める割合こそ徐々に低下し 「スーパーでんでんランド」を閉店。さらに
して生まれ変わる。
ていったものの、日本橋から本社を移転す 今回の再編で、11月からの営業店舗は最
また、日本橋で2店舗を展開する玩具専 ることはなく、さらに お膝元 での店舗 盛期の約10分の1、わずか2店舗となる。
門店「スーパーキッズランド」はキャラク 展開においても相応の存在感を保ち続け、
また、かつて上新電機が総合家電店に次
ター館を11月下旬に閉店、本店へ集約す 1990年代の最盛期には日本橋・難波周辺で ぐ第二の柱として多店舗展開を試みた PC
る。そのほか、旧日本橋1ばん館跡では現 さまざまな業態の店舗を大小取り混ぜ20店 専門店「J&P」や音楽ソフト専門店「ディ
在の建物を解体後、事務所・立体駐車場と 舗近く展開していた。
スクピア」についても、近年は日本橋でそ
しかし、2000年代以降は関東から大阪市 れぞれ1店舗のみが存続している状態だっ
して利用するビルを新たに建設する。
上新電機は1948年に日本橋でパーツ販 内中心部へ進出したヨドバシカメラ・ビック たが、今回の再編で独立店舗としては完全
売店「上新電気商会」
として創業、その後の カメラといったカメラ系量販店との競合で劣 消滅する形となる。
法人化を経て1958年に現社名となり、1976 勢に立たされたことや郊外型店舗の強化も
【ジョーシン日本橋店】（11/7オープン予定）
年の日本橋本店（現・スーパーキッズラン あり、日本橋での店舗網を順次縮小。昨年
大阪市浪速区日本橋5-6-7
ド本店）出店を機に全国で大型店の出店を 末の時点では6店舗にまで減少していたが、 【スーパーキッズランド本店】※現在は時短営業中
大阪市浪速区日本橋4-12-4 10:00〜19:00 無休
本格化、家電量販店大手の一角へと成長し 今年に入って新型コロナの影響で需要回復
https://www.joshin.co.jp/
た。その過程で、日本橋の店舗群が会社 が見込めなくなったインバウンド向け免税店

その閉店を惜しむ声も多かったディスクピア日本橋店。
建物は今後解体され、上新電機の日本橋での新たな旗艦店
「
（仮称）
新日本橋1ばん館」
として生まれ変わる

日本橋1ばん館。上新電機のみならず日本橋全体でも事実上「最
後まで残った家電量販店」だったが、堺筋から一筋奥に入った立
地条件の不利もあり、店舗としての役割は終える
MAP C-5

大型店が次々消滅する恵美須町駅周辺で、孤軍奮闘していた
J&Pテクノランド。
「J&P」のブランドは再編で消えるが、店舗自体
は「ジョーシン日本橋店」
として当分の間存続する

パソコン工房、日本橋に
アウトレットの新店舗 MAP B-3
PC 専門店「パソコン工房」を全国展開する
ユニットコム（本社・大阪市浪速区日本橋）は、
アウトレット商品の販売に特化した新店舗「パソ
コン工房 なんばアウトレット2号店」を8月22日
にオープンした。日本橋エリアでは4店舗目の
出店となる。
新店舗では、自社ブランドの「iiyamaPC」か
らゲーミング PC「LEVEL ∞」の良品アウトレッ
トを割安な価格で提供するほか、手頃な価格で
ゲーミング環境を入手できる「ゲーミング中古
PC」も多数取り揃える。その他、Microsoft 中
古用正規 OS を搭載した Windows 中古 PC や中
古パーツなども用意する。
また、併設の買取センターでは PC 関連の中
古品からアミューズメントアイテムまで、商品の
買取を幅広く受け付ける。
ユニットコムは、日本橋で近年アウトレット業
態の展開を強化しており、既存の「なんばオタ
ロードアウトレット館」「アウトレット別館」に次
いで3店舗目のアウトレット店となる。

【パソコン工房 なんばアウトレット2号店】
大阪市浪速区日本橋4-14-1
11:00〜20:00 無休
https://www.pc-koubou.jp/
Twitter : @PK_nanbaoutlet2

東横イン、日本橋のホテルを
MAP B-3
無期限の休業に
大手ビジネスホテルチェーンの東横イン（本
社・東京都大田区）は、日本橋4丁目で営業す
る「東横 INN 大阪なんば日本橋」を9月15日か
ら無期限の休業としている。
コロナ禍による宿泊需要の激減で近隣でも多
くのホテルが一時休業や閉鎖に追い込まれる中、
「GOTO キャンペーン」など政府の各種施策に
より需要回復の兆しが見え始めたこの時期から
の休業は意外だが、東京や大阪など自社系列の
ホテルを多数擁するエリアにおいては一部施設
を 間引き することで、残る施設の稼働率を
上げる狙いとみられる。
近隣では同様に新世界の「−大阪通天閣前」
も同様に休業となっており、利用者には日本橋
文楽劇場前や難波・心斎橋・天王寺などで営業
継続中の系列ホテルを案内している。
【東横INN 大阪なんば日本橋】 ※現在は休業中
大阪市浪速区日本橋4-11-4
https://www.toyoko-inn.com/
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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

2020.10

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

ドラッグストア

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
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
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

●

病院
↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1

ローソン CV

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

Y!Mobile
G スーパーポテト
CV セブンイレブン

＜なんば駅東＞

肉吸い 千とせ

金券ショップ アクセスチケット ●

● ● ● ●● ● ●

namco

（1〜３F）Ａ
●●
カラオケ レインボー Ａ
（４〜５F）

＜難波バレビル＞

CV セブンイレブン（1F）
Ｍ めいどりーみん（３F）
Ａ カラオケ ジャンカラ（５〜7F）
PC じゃんぱら（1F）
TC カードキングダム（３F）

●

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
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／
ヤドカリー（３F）
タイ料理 タイタイ

●

●

しゅうまい 一芳亭

●

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
天からてん なんさん通り

P

●
●

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

●

自転車専用 P

＜馬場ビル＞

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）●

coro

CV ファミリー
マート

Ｍ Cafe POCO
はきはきタウン（御蔵跡履物問屋街）
台湾唐揚＆フルーツ 萬隆

FF 東京
チカラめし

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）

H シタディーン
なんば大阪
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

ナニワネジ 商業館
ナニワネジ 本店
ツクモ なんば店 PC
ローソンストア１００ CV
ジャングル空想的機械館 H
とらのあな なんば店B B

キャラクター館（11/23閉店予定）

ちゃり屋 ●

（▼1階店舗ゾーン）

カマロ
Ａ

TC トレコロ
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
Ｊｏｓｈｉｎスーパーキッズランド H
ラーメン 男塾
＃７８

Ｍ
フロンティア

髙島屋東別館

カレー食堂 マッハ

B とらのあな なんば店A
Ａ Force

シフル

日本橋小学校跡

日本橋
公園

H ジャングル本店

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

マチ★アソビCAFE / ufotable Cafe

レクラ
OnlyOne Ａ
H ジーストア大阪ANNEX
●
●
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）
●
Tシャツ専門店 Guf ●
●
● ビューティーサロンRAN
H コトブキヤ（１〜3F）
●
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
●
とれじゃらす乙女館 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
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）
たこ焼き グーニーズ
＜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
●
C kissshot（1F） アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B ●
台湾まぜそば 薫
H
Ａ CUBE
（建設中）
タイトー
H DOLK（３F）
スーパーポジション
Ａ ステーション
S.A.MUSIC（2F） メロンブックス B カードラボ（５F）TC
by ナイトギャラリー
e-ZONe
ラウンドハウス（3F） 日本橋1号店（４F） アシストウィッグ ●
●
PC パソコン工房
Ｍ
H
●
●
●
P
カードラボ（1F）TC
なんばアウトレット
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
2号店
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
上等カレー（1F）
PCコンフル PC
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
びよんど
（4Ｆ）
C クラムカフェ
C.C.モバイル
東京真空管商会
シマムセン
●
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
TOY S星矢 H
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

カードBOX（2F）TC ●
アキュアーズ（３F）Ｍ
イオシス なんば店 PC

メイド射的 Ｍ
＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

万昌電機 E

● 中古ゴルフ用品 ゴルフマップ

焼鳥 南蛮亭

Coffee553

● 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

上新電機本社 ●

いぬの赤ちゃん ●

ハッチン。
PADA328 C

ちょいめし
あさチャン

タイディカフェ
● C
●
パンダ専門店

C

大阪ぱんだ

みかんかっぱショールーム●
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
アニプラカフェ工房
NT-BASE C

妖怪ギターラ
● ラーメン 友愛亭

417TEA C

アジアンカフェ

イタリア大衆食堂 堂島グラッチェ

ナカイ
デンキ
●

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
まんだらけグランドカオス H
（12/12オープン予定）
日本橋
ツクモ なんば店
五階百貨店
●
マルエス商会 ● PC

日本橋商店会
nipponbashi.ne.jp

● ● ●

●

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

CYMA（２F）

たこ焼き ねこ福

Ｍ LECIAN（2F）

つけ鴨うどん 鴨錦

アサヒステレオセンター
●●

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
蕎麦切りおぐら

●

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

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

タピオカ

ムーンライト

ホテル菊栄 H
モバイル一番
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
台湾唐揚＆生タピオカ 士林
一味禅
アストロゾンビーズ H ●

●
●

Ａ きゃんでーばにー

●

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

Ａ 遊日屋（１F）
TC トレカチャンス（2F）

タケル

紅茶屋

● 大電社

H ハレ黒門
C P

PC ソフマップなんば店

キクエデンキ E

●

なか卯 FF

K2 RECORDS（1･2F）
ハリケーン（3F）TC

●

日本橋4丁目店

●

ラーメン 一八

日本橋３

メリーナイス

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

大阪厚生信用金庫
あいどるすてーじ Ｍ

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

CV ローソン

3

DRATEC ●

●

福来亭

●

なんばこめじるし︵高架下︶

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

ニヘーベ
黒門
公園

とんかつ

CV ローソン P

ステーキ＆ハンバーグ

ファミリーマート CV
カラクシュ
BESTDO! PC
ドラゴン★スター TC

ファクトリー ●
ギア
らーめん鱗

●

立ち寿司（１Ｆ） 黒門インフォメーション
センター
吉兆（2Ｆ）

●

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪難波日本橋 H

● デジハムサポート

H HOTEL S-PRESSO

業務スーパー
● レンタルスペース

スーパー
ジャップ

専門学校

P

CV ローソン

PC PCコンフル ● ● ● ●
●

＜平田ビル＞

CV ファミリーマート

ホテルアシアート H

● 毘沙門天

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

黒門市場
kuromon.com

宮本むなし FF

H
とれじゃらす

カードラボ（Ｂ１F） TC
ゲーマーズ（１Ｆ） G

● MINORITY

かき小屋ランドリー

＜村上ビル＞

タイムズ大阪難波
P （点線内、198台）

● 日邦レンタカー

なんばしよっと？

●

●
き田たけうどん サウンド・パック 本店（１・２F）
ワイルドワン（３F）
スタジオアラモード ●
ALANN（３F） TC
CCoちゃ M
大阪カオマンガイ
スパゲッティーのパンチョ
カフェ
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
● ● ●

セブンイレブン CV
● 海野歯科

ファミリー
マート
CV

ラーメン 天地人
● 高津理容美容

PC ドスパラ（1〜4F）
Ｎ コミックバスター（6F）
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
●
●

黒門
H クリスタルホテル

P

ラーメン 玉五郎
● テンポスバスターズ

ワープロ専門 パールデンキ

E

麺屋
青空

大阪日本橋文楽劇場前

● 自転車てるてる

ラーメンドカ盛マッチョ

麺屋丈六 瓦そば 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

●

●

● ●

ドラゴン★スター（6F）TC
PC G-TUNE
大阪大勝軒
カフェベローチェ C
わんだーらんど（１F）B
アメニティードリーム（３F）TC
PC ショップインバース

●

小川商店
東横INN H

マツモトキヨシ

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

P

ホルモン

●

●

P

P 大阪シティ信用金庫

P

オタロード

プレイズ TC
C ホリーズカフェ

FF
吉野家

リンガーハット
ツルハドラッグ
買取りまっくす

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

ドコモショップなんば南店（1F）
NERAREL HOSTEL（3F） H
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

●

CV セブンイレブン

●

●

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 奈良

8
⑧

9
⑨

お好み焼 たこ焼

立ち寿司（１Ｆ）
鉄板野郎（2Ｆ）
大源味噌
【A】PIZZA

B FANFAN

普通の食堂いわま
● A-PRICE

松屋 FF

P

至 南巽

近鉄奈良線

キリン堂
●

ポスターギャラリー

P

SHOP

H
アパホテル

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

● NMB４８ OFFICIAL

地下鉄千日前線

近鉄日本橋駅
10
大阪商工信用金庫
三井住友銀行（ATM）
Ｎ あの街ねっと

●

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

炭焼BAR

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

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

なんさん横丁

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

●

●

レックスインなんば H
国立文楽劇場

上島珈琲店 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

虎目横丁

交番

P
P

P

P

招福庵 ちゃたに

GS ガソリンスタンド

P 駐車場

＜味園ビル・千日二番街（2F）
＞

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）

りそな銀行（ATM）
コクミンドラッグ（1F）
焼肉 安安（2Ｆ）

〒 郵便局

なんば
H オリエンタルホテル

●

三菱ＵＦＪ銀行（ATM）

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）

●

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】
● 大電社

●

上新電機本社 ●

いぬの赤ちゃん ●

アニプラカフェ工房
NT-BASE C

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
インド料理 シンズキッチンミニ
ラーメン 喜六

立ち飲み 小林米穀店

●自転車 サイクルヒーロー
炭火焼レストラン チャコールグリルパーラー

4

セブンイレブン CV

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 家路
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 ●

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）
● 撮影スタジオ プラススタジオ（4F）

５

＜エスタビル＞

● 日本橋ものづくり拠点

E ジョーシン日本橋店

居酒屋

まるき

エスタ5（5F）

トーカイ

（11/7オープン予定）

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

● ハロー
！プロジェクト オフィシャルショップ

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＞

ジョーシン
日本橋1ばん館
E

オルケスタ

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

●

（11/3閉店予定）

上新電機 新店舗建設予定
（旧ディスクピア跡）

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

＜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

デンキ
●

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

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10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 C-3

モノクロ面は1枠9,900円から
このカラー面は1枠16,500円です
お問い合わせは本紙編集部
E-mail:info@nippon-bashi.biz
FAX:06-6636-6419まで

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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【連載まんが＆コラム】

マスクウーマンの

注は全部 FAX だったので紙に対する耐性があ

策しています。そうです、実はシェアハウスに

パンドラ
女子

ることと、経理作業もあるので簿記2級の知

住んでいます。 ……つか今の私、社会的信

識が評価されてアサインされたようです。

用ゼロなのに無事引っ越しできるのか？

が一人で
生きていくと
決めた日

【Vol.24

再び OL になった日】

やっほー、みんな息してる？

マスクウー

マンです！

ほぼ毎日、会社帰りにコワーキングスペー

東京でやりたい事をやり尽くすためでもある

スに行って、交流が醍醐味なのに誰ともあま
り会話せずに勉強していた約2年は無駄では

し、自分に対してプレッシャーをかけたかった
し、あと今のシェアハウスにうんざりしたから

なかったということですね。そう、「必死女子

です（笑）。需要あるかは分からないけど、

哀 DAY」の時からこの連載をずっと読んでい

シェアハウス暮らしの思い出とかはまた何かの

る人ならお気づきだったと思いますが、簿記2

機会にお話しできたら。

級取るのにそれだけ時間もお金も費やしてい

無事引っ越しできるかは分からないし、派

相変わらず、私は東京で息をしています。

たんですよ（苦笑）
。
私は事務の仕事は誰でもできる以上、事務

いし、コロナ禍だし分からないづくしで何だか

上京する理由となった案件が終わり、故郷

職のキャリアは評価されないと思っていたし、

パンドラの箱の中のようではあるけれど。箱

の姫路に帰ることも考えましたが、私は再び
OL という道を選びました。

実際今まで評価されることはなかったんだけ

の中にある希望を絶対消さないように頑張ら

ど、まさかこんな形で生かせるとは思わなかっ

遣社員が故にいつクビを切られるか分からな

「新しい働き方ってそれかい！ いや、お前1

たです。独立開業してから簿記の知識には助

なきゃと思う今日この頃。
with コロナの現況で慣れちゃった感はあり

年半前までふっつーに OLしてたやんけ！ 戻

けられたけど、これでやっとペイできるなあと

ますが、風邪やインフルエンザのウイルスが

るの早っ！」というツッコミが聞こえそうです

思っています。

猛威をふるう時期が始まろうとしています。

が、それは竹輪の耳で聞き流します。

あ、フリーランスの方は廃業していません。 まだまだ油断はできません。皆さま、どうか
平日昼間は OL、夜と週末はフリーランスの二 ご自愛くださいませ。
足のわらじを履きます。今は職業を聞かれた

コロナのせいで4ヶ月も何もできなかったの
が悔しくて、もうちょっと東京で暮らしたいと
思ったものの9月以降の案件がない。自分を

ら派遣社員って答えますけど…… でも、早

東京で生かし続けるにはどうすればよいかを

く再びフリーランス一本で食べられるようにな

考えた時に、安定した収入を得る手段として

りたいです。

派遣社員という選択をしました。

「人生には四つの坂がある。上り坂、下り坂、

「事務なんて誰でもできる仕事だし、派遣切
りも横行しているし、厳しいかもしれない。 9

櫻坂、まさか」というありきたりな表現しかで
きませんが、1年前の私はまさか自分が東京

月までに決まらんかったらもう姫路に引き上げ

で暮らしているなんて想像できなかったし、

よう」という覚悟の元、求人に応募しまくりま

半年前の私は案件終了後に東京に残って派遣

した。そして無事派遣先が決まり、9月から派

OL をやっているなんて思っていなかったでしょ

遣社員として一般事務の仕事をしています。

う。半年後、1年後もどうなるか分からないけ

守秘義務があり詳しくは話せませんが、今

ど、東京で息をしていると信じています。

回はとにかく大量の書類を扱う仕事。大阪で

そして、現在住んでいる郊外のシェアハウ

営業事務をしていた時に伝票類は全部紙＆受

スから都心のワンルームへ引っ越そうとも画

実家から洗濯機と電子レンジを持ってくるついでにスキー板も
持ってこようかどうか悩んでいるマスクさんのインスタはこちら
https://www.instagram.com/fukumenjoshi/

十六食目
文・たなしゅう
（@konshumotanashu）
さし絵・みしお子
（@mishioco）
ざつむちゃんへのお便りは Twitter で @tachiaki まで

深夜の日本橋を、通天閣のほうにふらふら
と歩いていた。

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。定期購読のお申し込
みやバックナンバー購入も、オンライン上で
簡単便利にできます。ぜひご利用ください。
各種クレジットカードや、
電子マネー「Paypay」の
利用も可能です。一部で
話題のざつむちゃんグッズ
が買えるのもここだけ！

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

難波でのバイト終わり、腹ペコ。
なにか食べたい。困った。お金は大してな

もなく大盛でもない。アタマの大盛はお肉の
大盛。並のご飯量でお肉多め。
さらに贅沢をしたい。トッピングの王様生
卵。生卵をトッピングして美味しくならない食

いけれど贅沢はしたいという、人間らしい悩

べ物などあるのだろうか。さらにさらに豚汁

みも抱えている。

もつけてください。豚汁って味噌汁なのに具

贅沢をしたい。そもそも贅沢とはなにか？

だくさんで、わざと頼まないと中々食べる場

僕は、普段の生活に少し色をつける事だと思

面もない。そう。汁物なのに、飲むというよ

う。外食とは少しの贅沢。今日はその少しの

り ｢食べる｣ なのも贅沢なところだと思う。

贅沢をさらに贅沢にしたい。
なんてことないチェーンの牛丼屋の前を通

注文してすぐに目の前に現れる贅沢なセッ
ト。これぞ忘れがちな贅沢。

る。庶民の味方でお馴染みだ。そうだ。やっ

おお。お肉が多い。普段より多めに頬張れ

たことのない贅沢があるやんかと入店する。

る。肉の旨味が普段より多い。旨い。玉子で

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

牛丼屋もメニューが色々と増えたけれど、

味変。まろやかで最強。いつでも簡単に贅沢

満たすのとは違う、大人な贅沢な食事ができ

それでもやはりここは、牛丼屋で牛丼を食べ

な気持ちにさせてくれる。豚汁ズズズ。たま

たように思う。

る贅沢をしたい。その上でこれだ。

らん。豚のコク。暖まる。野菜も摂取。身体

これ。これをしたかった。アタマの大盛。
米ではなくお肉でお腹を満たす贅沢を。並で

も喜んでいる。
お腹が満たされた。店を出る。大盛にして

通天閣を見上げる。通天閣を毎日観て過ご
した日々は贅沢なのかなぁと、爪楊枝でシィ
シィしながら帰路に着く。
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【編集部からのお知らせ】

【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

本紙設置＆配布
スポット一覧

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／スタジアムカフェ／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／ヤドカ
リー難波店【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／ PADA328【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、品切れの節はなにとぞご容赦ください。

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月の創刊からまもなく10周年を迎えます。
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 ※右記の各ソーシャルメディア上からのお問い合わせも承ります。

■紙面広告掲載料金表（2020年10月現在、消費税込）
掲載面

1面 記事下

使用可能色

サイズ
（単位：mm）

フルカラー

縦45×横246（縦は60mmまで拡大可）
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

フルカラー

8面 記事下

フルカラー

料金

66,000
9,900

縦92×横60 ／ 縦45×横122

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

※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、一面全面広告の展開も可能です。
※年間通し出稿（4回分を一括前納）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完全データ入稿にてお願いいたします。
Adobe Illustrator・PDF・JPEG 画像のいずれかの形式でカラーモード
は CMYK、画像解像度は300dpi 以上、データ内の文字はアウトライン
処理をお願いいたします。
また、その際に黒色となる部分については CMYK の掛け合わせで色を
作成せず K のみ100% で、黒色ベタが広くなる部分は同99.9％で作成
してください（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、費用は別途実費にて申し
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。

ソーシャルメディアなど
ちょこちょこやってます
タイムリーな街の話題から、街の将来には多
分関係ない編集部内での雑談や小ネタ、
さら
には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しています。よろしけれ
ば、ぜひフォローや「いいね！」、お友達追加な
どをポチッと押してくださいね。

Twitter

Facebook

Instagram

LINE@

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
開始から紆余曲折を経

ながらも、今年で16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。

次号は2021年1月下旬発行
気がついたら次号で本紙も創刊から10周年
を迎える……のですが、こういうご時世ゆ
えあまり素直に祝えないのが残念なところ。
ともあれ、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」。
2020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。年間を通してほ
ぼ新型コロナの影響が避けられなかった中、
さてその結果は……？
バックナンバーも、PDF
にて創刊号からすべて
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。

https://pontab.jp

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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日本橋
遺跡
発掘の旅

リターンズ

日々さまざまな店舗が生まれ、そして消えて
いく日本橋の街ではあるが、店舗の実体がな
「来た、見た、買うたの喜多商店」のフレーズが印象
的だったテレビ・ラジオ CM、40代以上の関西人なら
記憶に残っているかも。店舗は2013年に閉店し、跡
地はかつての看板を残したまま免税店となったが、
その免税店も今は新型コロナの影響で休業中。

1990年代、日本橋から生まれたベンチャー企業とし
て注目され株式上場も果たした「日本 LSI カード」社
だが、その後経営が迷走しあっけなく倒産。当時の
本社ビルには現在は別の会社が入居しているが、看
板だけは色褪せながらも今なおその姿をとどめる。

「メディア専門店」という表現が時代を感じさせる
「たにがわでんき」
。フロッピーディスク、VHS、カ
セットテープ、CD-R、MO、MD などの各種メディア
を激安で販売していた。現在、跡地には商店街の公
式案内所「日本橋総合案内所」が入居している。

日本橋で 家電量販店四天王 の筆頭格として君臨
していた上新電機も、この秋からは当地での営業店
舗を大幅に削減し、PC 専門店「J&P」のブランドも
、現在同人誌専門店「と
消滅するが
（本紙3面に詳報）
らのあな」が入居するビルをよく見ると……往時の
盛況をしのばせる「J&P コスモランド」の文字を確
認することができる。

上新電機に次いで、日本橋での家電量販店四天王の
一角を占めていた「ニノミヤ」の経営破綻（2005年）
からすでに十数年。店舗跡地もさまざまにその姿を
変え、当時の痕跡も日本橋からはほぼ消滅しつつあ
るが、堺筋沿いで1か所だけ未だ跡地利用が定まら
ない物件があり、それゆえにアーケード内の吊り下
げ看板がそのまま残っている。

こちらも、日本橋での家電量販店四天王のひとつ
だった「中川無線電機（中川ムセン）」。2000年代に
小売業から撤退し、会社の実態は投資ファンドに
なったようだが、現在の動向は明らかでない。
※ちなみに、四天王の残る1社は「マツヤデンキ」。
2003年に経営破綻、現在はヤマダ電機の傘下で再建
したが、日本橋からは撤退している。

今はもう懐かしい「PHS」を利用したデータ通信サー
ビス。DDI ポケット（当時）が展開していた、その名
（これで「エッジ」と読む）。
も「H"」
今の若者にこんなことを言っても信じてもらえな
いかもしれないが、
「全国で使える64kbps データ通
信」でホームページを見たり、メールをしていた時
代があったんです！

かつて日本橋で複数の店舗を展開し、カーオーディ
オ専門店として知名度も高かった「アシベ電機」。撤
退跡で看板が撤去されるでもなく、裏返しにされた
まま十年以上放置されているのが少し物悲しい……

名古屋の電気街・大須を拠点に、最盛期には全国各
地に店舗展開していた PC 専門店「OA システムプラ
ザ」。2000年代に全店舗が消滅したが、日本橋には
まだ大きな看板だけが残る。

とあるビルの屋上で、褪色しつつもかろうじうてそ
の存在が確認できる、NEC の旧ロゴマーク（1992年
まで使用）
。なお、ロゴ下の「C&C」は、NEC が当時提
唱していた「Computer ＆ Communication」の略語。

現在はソフトバンクの低価格サブブランド「ワイモ
（イー
バイル」の一部となった、携帯電話の「Emobile
モバイル）
」。後になってロゴを消そうとした形跡も
あるが、結局中途半端なまま諦めた状態に。

こちらも地場資本の家電・オーディオ専門店で、最盛
。
期には日本橋で3店舗を展開していた「柳屋電機」
2003年に最後の店舗を閉店し、跡地には袖看板を残
したまま現在は「PC ワンズ」が出店している。

世間が Windows7から10に移行し
ようとも、このビルの袖看板はい
つまで経っても「Windows3.1」。
おそらく、バージョンアップするこ
とは今後もないでしょう……こう
なったら、貴重な文化遺産として
永久保存していただきたい（笑）。

くなってもさまざまな大人の事情で看板だけ
がそのまま残り、長い年月を経て「遺跡」のよ
うになっていく物件が街の中には多数存在す
る。今回はそんな遺跡の数々をまとめて発掘。

地場資本の家電店として、最盛期には日本橋で5店
舗を展開していた「丸丹無線」。2013年に最後の店
舗を閉店しているが、かつての電気街としての賑わ
いを彷彿とさせるレトロ看板は健在。

2007年まで営業していた地元の家電販売店「浪漫電
化つたや」。現在はビル全体が謎解きゲームの常設
施設「大阪ナゾビル」となっているが、屋上には今も
当時の大きな看板が。亀のマークもカワイイ。

