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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

ぽんタブ［日本橋タブロイド］
for all visitors, customers, and independent merchants
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テーブルゲーム専門店の先駆者
日本橋の「キウイゲームズ」が10周年
地下鉄恵美須町駅近くのテーブルゲーム
専門店「キウイゲームズ」が、この9月で
オープンから10周年を迎えた。
大阪初のテーブルゲーム専門店として
2011年9月にオープンした同店は、販売ス
ペースと有料・会員制のプレイスペースで
構成。 5年目の時点で8千人まで増えてい
た会員数はその後も堅調に増加、現在で
は1万7千人に達した。また、プレイスペー
スで貸出が可能なゲームもオープン当初の
150種類から約2千種類以上にまで増えてお
り、国内でも有数の規模を誇る。
ただ、業態の特性上コロナ禍による打撃
は大きかったようで、プレイスペースへの
来店客は昨年以降激減。昨春から現在ま
での1年半近くの間、事実上物販のみでの
店舗運営を余儀なくされた。物販では一連
の「巣ごもり需要」による好影響があった
ものの、それでも全体的な落ち込みを埋め
るまでには至らず、厳しい状態が続いたと
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「ソフマップザウルス2」跡の
ホテルは年末に完成へ MAP B-2

MAP C-5

いう。幸い、緊急事態宣言が解除された10
月以降の来店者数は急回復を見せており、
まずは一安心といったところ。
今後の展望について山崎店長は「まず、
来店客数をコロナ禍以前の水準に戻すこと
が最優先」としながらも「品揃えや店舗の
営業内容では競合と決定的な差を付けにく
いが、やはり自分たちがいいと思ったゲー
ムを、きちんとお客さまにお勧めできるよ
うにしていきたい」と語る。テーブルゲー
ムの市場そのものは広がりを見せている反
面、現在では競合となる同種の店舗も大
阪市内だけで10店舗前後にまで増えている
が、その中で先駆者としてのアドバンテー
ジを生かしながら自らの原点を再確認し、
生き残りを図る構えだ。
また「10年前と比べて周辺の環境が変化
してきているので、中長期的には日本橋エ
リアの中でより良い立地を求めて店舗を移
転することも視野に入れている」とも。

阪堺電車恵美須町駅、遊休地の再開発は
手堅くマンションから
昨年2月に駅施設の大幅な縮小と移設を
行った、阪堺電気軌道（阪堺電車、本社・
大阪市住吉区）の恵美須町駅。線路とホー
ムを南へ後退させたことにより、旧駅跡地
を中心にまとまった広さの遊休地が生まれ
その後の開発動向が一部で注目されたもの
の、コロナ禍の影響もあり大きな動きは見
られなかったが、最近になって旧駅施設の
多くが解体され更地となり、その一部がマ
ンションとな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れ
ば、阪堺電車の親会社でもある南海電気鉄
道（本社・大阪市中央区）が建築主となり
高さ約45ｍ・地上13階建のマンションを建
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オタロードの入口で2018年秋まで営業してい
た、旧「ソフマップ なんば店ザウルス2」跡では
現在ホテルの建設工事が進んでいるが、年末の
竣工を前に建物の入口部分が姿を見せ、ホテル
の正式名称も「APARTMENT HOTEL MIMARU
OSAKA NAMBA STATION」となることが明ら
かになった。

多彩な商品が並ぶ物販スペースと山崎店長

テレワークの導入などで従業員同士顔を合わせる機会が減った
企業から「オンライン上でコミュニケーションを取るのに役立つ
ゲームはないか」といった問い合わせもあるという。
「そういう場
合はこれですかね」
と、トーク用カードゲーム「ガムトーク」
と水平
思考クイズゲーム「ウミガメのスープ」を勧めてくれた

「MIMARU」は、不動産デベロッパー大手・大
和ハウスの関連会社であるコスモスホテルマネ
ジメント（本社・東京都港区）が2018年より展
開する新しいホテルブランドで、
「旅先で暮らす
ように滞在する」をテーマに、客室にリビング・
ダイニング／ミニキッチンを備え、ファミリーや
グループでの宿泊客を主なターゲットとする。
現在東京・京都・大阪で合計20施設を展開、大
阪では当施設が4か所目となる。
現時点ではオープン日についての公式発表は
ないものの、建物の竣工は12月24日を予定。
なお、施設自体はなんさん通りとオタロードの
両面に接しているが、入口はなんさん通り側に
のみ設けられ、オタロード側には併設される立
体駐車場用の出入口のみが設けられる模様。

【キウイゲームズ】
大阪市浪速区日本橋5-7-10 山田ビル201
https://shop.kiwigames.jp/
Twitter : @KiwigamesJP

MAP B-6

設、1階の一部は店舗となる。来年2月に着
工、2023年10月末の竣工を予定している。
ちなみに南海電鉄は、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言及していたが、その
前提としていたであろうインバウンド需要が
ほぼ消滅したこともあってか、結局のところ
はごく一般的なマンション建設に落ち着く形
となった。
ただ、今回のマンション建設が行われる
のは旧駅跡地のあくまでも一部分であり、
残る部分で今後別の新たな開発が始動する
可能性も。

写真中央に広がる空地が旧恵美須町駅構内（通天閣展望台より撮影）

【APARTMENT HOTEL MIMARU
OSAKA NAMBA STATION】
大阪市浪速区日本橋3-6-25
https://mimaruhotels.com/ ※オープン日は未発表

●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、

敷地北側、恵美須交差点付近では旧駅の遺構がまだ残る

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。

神戸生まれの下町育ち。
昭和の味が令和に復活！
！
ネーポンは、ネーブルとポンカンの果汁を使った関西のローカル飲料です。
神戸の「ツルヤ食料品研究所」で1950年代から製造され、銭湯や駄菓子屋
などを中心に販売され、下町の味として長年愛されてきましたが、製造元の
廃業により2007年に惜しまれつつも生産・販売を終了。一部では幻の清涼
飲料水とも呼ばれていました……が、2019年になんとそのネーポンが濃縮
タイプの「ネーポンシロップ」
となって復活しました。
水や炭酸水などで4〜５倍に希釈してお飲みください。復活までの物語や、
商品の最新情報は公式サイト https://nepon.work で！
インターネットでのご購入（2本から）はこちらから……
●pontab web shop
ࠉࠉ ھھھھھھھھھھھھhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/pontab/
●ひめよし商店
ࠉࠉ ھھھھھھھھھھھھhttps://neponsiroop.buyshop.jp/
（浪速区日本橋西1-1-14
日本橋のカフェ「kissshot」
1本から販売しています！
MAP B-1

@cafekissshot ）では
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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
【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）】日本橋 UPs
／フリースペース ウェブスタ！／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／紅茶屋417TEA
【地下鉄恵美須町駅〜日本橋5丁目周辺】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
／リアル脱出ゲーム 大阪恵美須町店
【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（展望台地下1階および2階部
分）／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。

本紙のWEB通販サイト
「pontab web shop」のご案内
「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
込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

ソーシャルメディアもやってます

Twitter

Facebook

Instagram

LINE@

日本橋商店会、コロナ禍でも手頃な新規出店の受け皿に
今年も飲食店のオープン相次ぐ
昨年初頭から始まったコロナ禍のあおり
を受け、全国的に飲食店はもとより業種・
業態を問わずさまざまな店舗が苦境に立た
され、閉店も多数発生していることは周知
の通り。その中には、次の入居者が見つか
らず空き店舗の状態が長く続いているとこ
ろも少なくない。
しかし、日本橋エリアに限れば意外にも
新規出店の需要は底堅く、現在でも月々の
賃料が概ね10万円前後までで収まり、飲食
店の場合なら1〜2人程度で切り盛りできる
ような規模の物件であれば、仮に店舗の撤
退が発生したとしても、短期間で次の借り
手が決まることは決して珍しくない。
そんな出店需要の受け皿として、ここ数
年注目を集めているのが日本橋商店会。数
年前までは古い長屋風の狭小な建物が建ち
並ぶだけの空間だったが、今では珍しくなっ
たその昭和さながらのレトロな雰囲気に、
周辺相場と比較して割安な賃料、そして独
立開業に適した小規模な物件が多数残って
いたことなどが呼び水となり、若い店主を
中心に新規出店が急増。現在では約40店
舗が軒を並べ、そのうち半数程度が飲食店
となっている。
近年は空き店舗こそ少なくなったが、そ
の分既存店舗の撤退が発生しても比較的

車も入れないような狭い路地の中に
多数の店舗が軒を連ねる

共同で商店会内の店舗マップを作成・配布するなど
新しい取り組みにも力を入れている

昨年後半からの主な新規出店
店舗名

POW（ぽう）

今後の新規出店予定（年内までの決定分）
店舗概要

施術台は1席のみ。隠れ家のような

店舗名

cafe ＆ bar 黒猫堂

プライベートヘアサロン

PADA328

MAP B-3

関西では珍しい、タイ紅茶とロティ
（東
南アジアのクレープ風デザート）の専門
店。現地直接買い付けの雑貨販売も

ステーキ丼 のむら

メニューはステーキ丼1種類のみ。
厳選した熟成肉のハネシタをフレンチの

月のアムリタ

スパイスカレーとカレーパンのお店。

技法で仕上げる。女性客も多い
夜はバー営業も

短期間で次の出店者が決まる状態が続いて
おり、そうした良い意味での適度な新陳代
謝も新たな顧客を呼び込む原動力となって
いる。
昨年後半から今夏にかけては、関西では
珍しいタイ紅茶、ステーキ丼やスパイスカ

店舗概要
紅茶に重点を置いたメイドカフェ。
店内には黒猫グッズが満載

Pozcket（ポズケット） ポケカ
（ポケモンカードゲーム）
に特化し
たトレーディングカード専門店
肉酒場 火車

肉料理をメインとした居酒屋

【日本橋商店会】
https://www.nipponbashi.ne.jp/
Twitter : @uranipponbashi

レーなど、こだわりの専門店が次々と出店。
さらに今秋以降も、年末までの間にメイドカ
フェや居酒屋、そして商店会内では初めて
となるトレーディングカード専門店の出店が
決定しているなど、まだまだ面白い動きが
見られそうだ。

おたクラブ、創業10年目で日本橋を「卒業」
工場拡大と本社移転へ
日本橋で同人誌印刷と各種グッズ製作を
手がける「おたクラブ」を運営する大阪印
刷（本社：大阪市浪速区）は、創業10年目
となる今年11月、印刷・製造拠点を含めた
本社機能を全面移転することを発表した。
同社は2012年7月、日本橋5丁目で同人
誌作家を主なターゲットにした 販売も可
能なマンガ喫茶 として「おたクラブ」の
営業を開始（当時の社名は「合同会社いこ
い」）
。ほどなく店内にオンデマンド印刷機
を導入、店内の作業スペースと PC を使っ
て利用者によるデータ制作から入稿・印刷・
製本までを一気通貫に可能とする営業形態
へと業容を転換し、事業を軌道に乗せた。
その後は同人誌だけでなくアクリルキーホ
ルダー・マグカップ・トートバッグ・T シャツ
など、紙製品以外のさまざまなグッズ類製
造にも事業を拡大。創業5年目の2017年に
は東京進出を果たし、同人誌・同人グッズ
業界でも相応の知名度を持つに至った。今

年からは新卒正社員の採用も開始し、7月
には株式会社への組織変更と同時に現社
名へと改称している。
コロナ禍による同人誌販売イベントの開
催縮小・中止が相次いだことで若干の悪影
響はあったものの、これまで順調な成長を
続けてきた同社だが、都市計画法上の用途 【おたクラブ（大阪印刷株式会社）】
大阪市此花区常吉1-1-60 ※11月中旬移転予定
が「商業地域」に指定されている日本橋エ
https://otaclub.jp/ Twitter : @otaclub
リアでは本格的な工場を設置できないこと
から、複数のビルに機械や人員を分散させ 渋の選択であったことがうかがえ、公式サイ
ながら商品の製造を行わざるを得ず、事業 トに掲載された本社移転の告知でも「日本
橋で業務拡大をしたかったのが本音です」
拡大のボトルネックとなっていた。
また、本社が入居するビルの耐荷重制限 と前置きしながら「ただ、企業として成長
からこれ以上の大型機械設置が困難になっ していく上で、工場移転やサービス内容の
た事情もあり、本格的な工場を稼働させる 変更は避けることが出来ない選択でした」
ための最適地を求めた結果、此花区の湾岸 とその複雑な心情を吐露。そして「かなり
エリアにある常吉工業団地への移転に踏み の額を借り入れして工場移転に臨むため、
弊社創業からの約10年間で一番の大決心
切ることになった。
ただ、さらなる成長のためとはいえ、創業 です。皆様のご発注、心よりお待ちしてお
の地である日本橋からの移転はある意味苦 ります」と今後の意気込みを語っている。
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プラモで日本橋を盛り上げろ！
第2回「日本橋プラモデルフェスタ」開催

大阪バス、日本橋からの新路線は
コロナ禍の中ひっそりと減便

日本橋エリアのホビー関連ショップが集
まった「日本橋ホビーメンバーズ」による
合同フォトコンテスト「日本橋プラモデル
フェスタ」が、今春に行われた第1回の好
評を受け、早くもこの秋に第2回を開催す
ることになった。
参加方法は前回と同じく、自分が製作し
たプラモデル作品（別アングル2枚）と、ホ
ビーメンバーズ加盟店での利用レシートを
撮影し、コンテスト事務局の公式 Twitter ア
カウントまでダイレクトメッセージを送るだ
け。今回は参加申込時に「ジオラマ」「ガ
ンプラ」
「ガールズプラモ」など、あらかじ 【日本橋プラモデルフェスタ】
コンテスト事務局 Twitter : @PlamodelF
め設定された部門の中から一つを選んでエ
「日本橋ホビーメンバーズ」
参加店は以下の9店舗
ントリーする。また、ジャンルを問わず12
ホビーショップ中辻商店／キウイゲームズ／ヘドバン
才以下の参加に限定したジュニア部門も設
ガール／ホビールームエビス／つくるLABO／クラ
ムカフェ／レーシングバー100R／鉄道模型の店 亀
けられている。
屋／ちー工房 （順不同）
応募締切は11月末日で、各店舗の店長・
スタッフらによる審査結果発表を12月1日よ ンクブーブー）や、新潟燕三条の工具メー
り順次予定。また、特別審査員として「吉 カー「ゴッドハンド」社公式キャラクター・
本プラモデル部」部長の佐藤哲夫さん（パ ニパ子さんなども参加する。

大阪バス（本社・東大阪市）が昨年3月
より運行を開始した、日本橋と大阪駅前を
結ぶバス路線がこの9月から大幅減便され
ていたことが明らかになった。
大阪バスは東大阪市を拠点に、同市内お
よび八尾市内での路線バス、大阪から東京
などへの都市間高速バス、貸切観光バスな
どの事業を展開しているが、路線バスは昨
年3月に大阪市内中心部へも本格進出、日
本橋（ホテル WBF なんば黒門前）や心斎
橋、京橋 OBP（大阪ビジネスパーク）と大
阪駅前を結ぶ路線を一挙に開設した。日本
橋からは1時間に1本程度の割合で運行して
いたが、コロナ禍で市内の移動需要が激減
した状況下でのスタートであったことや知
名度不足などが災いして利用は低迷、事実
上の「空気輸送」が常態化していた。
その後も状況が好転する兆しは見えず、
現在まで半ば意地で路線を維持している感
もあったが、意地だけで路線を維持するこ
とは困難になったのか、9月からは1日4本
に本数を大幅削減。事実上、廃止を免れる
最低限度の本数に絞り込んでの運行となっ

お好み焼風の巨大たこ焼？
｢ばくだん焼本舗｣が日本橋に進出

MAP B-2

関東を中心に展開する「ばくだん焼本 現在は東京・池袋本店をはじめ東日本を中
舗」の関西初となる店舗が、日本橋にオー 心に直営・FC あわせて全国9店舗を展開す
プンすることが明らかになった。
るほか、専用のキッチンカーによる催事出
ばくだん焼とは、お好み焼の具材をたこ 店も全国各地で行っている。
出店場所は、日本橋3丁目のオタロードと
焼のように丸く焼き上げたもので、有限会
社ウッドボーイ 堺筋に挟まれた一角にある台湾唐揚店の撤
（本社・東京都 退跡。オープンから12月12日までは、ソー
豊島区）
が2000 シャルゲーム「魔法使いの約束」とのコラ
年より店 舗 展 ボによるオリジナルフードや、コラボイラス
トを使用したグッズ販売も予定している。
開を開始。
ばくだん焼は重さ200g、直径は8ｃｍ。
たこ焼き約8個分が1つの球体になった
ボリュームだ（画像は公式サイトより）

（11月5日オープン予定）
【ばくだん焼本舗 大阪日本橋店】
大阪市浪速区日本橋3-8-26
http://www.bakudanyakihonpo.co.jp/ Twitter : @bakudan_osaka

がんこフード、なんさん通りに新業態
｢米とデミグラス｣1号店をオープンへ
和食レストランを展開する「がんこフード
サービス」
（本社・大阪市淀川区）は、新
業態となるハンバーグ専門店「米とデミグ
ラス」の初展開となる店舗をなんさん通り
にオープンする。
同社はなんさん通りで2006年よりとんか
つ専門店「とんかつ がんこ」を営業してい

MAP A-2

るが、コロナ禍の影響もあり今年に入って
事実上の休業状態となっており、その店舗
を業態転換する形で11月のオープンを予定
しているという。
（11月オープン予定）
【米とデミグラス】
大阪市浪速区難波中2-2-16
https://www.gankofood.co.jp/

【大阪バス】 http://www.osakabus.jp/

た。コロナ収束後の需要回復を見据えて今
は 死んだふり で路線免許だけとりあえ
ず維持と割り切っているのか、それともこ
のまま人知れず撤退となるのか……
なお、大阪バスは上記路線バスのほか、
日本橋と関西国際空港を結ぶリムジンバス
や、日本橋も含めた市内の観光スポットを
循環する観光型路線バス「大阪ワンダー
ループ」も展開しているが、これらはコロナ
禍の影響で現在全便運休中となっており、
運行再開時期も未定となっている。

東横イン、日本橋店を無期限休業
新型コロナ軽症者向け宿泊療養施設に
全国で宿泊特化型のビジネスホテルを展
開する東横イン（本社・東京都大田区）は、
日本橋で営業していた「東横 INN 大阪な
んば日本橋」を9月より一時閉鎖、新型コ
ロナウイルス感染症の軽症者向け宿泊療養
施設として大阪府に全館一括賃貸している。
「東横 INN 大阪なんば日本橋」は2015年
7月にオープン。リーズナブルな料金設定
とインバウンド需要の追い風にも乗る形で
開業以来好調な利用率を維持してきたが、
コロナ禍により利用が激減、昨年9月には
全館休業を余儀なくされていた。
今年3月からは一部営業を再開していた
ものの、直後に緊急事態宣言が再発出され
たこともあり利用状況は思わしくなかったと
され、行政からの要請に応じる形で今回の
措置となった。
なお、日本橋エリアでの大手チェーン系
ホテルでは、地下鉄恵美須町駅近くで営業

MAP B-1

MAP B-3

【東横INN 大阪なんば日本橋】
（現在休業中）
大阪市浪速区日本橋4-11-4
https://www.toyoko-inn.com/

していた「アパホテル＜なんば南 恵美須町
駅＞」も昨年12月より同様の対応を行って
いる。また、これらも含めて大阪府は同種
の施設を大阪市内を中心に31施設・8,408
室の規模で設置・運営している（2021年10
月1日現在）。

日本橋エリアの店舗開店・閉店については「日本橋ショップヘッドライン」でも
最新情報を随時お届けしています。皆様からの情報提供もお待ちしています。

http://nippon-bashi.biz
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【日本橋マップ】
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B

C
至 天神橋筋六丁目・淡路

観光・団体用バス乗降場

2021.11

←道頓堀

C 飲食店（喫茶・軽食）

●

JRAウインズ道頓堀

B 書籍・コミック・アニメ等

FF 飲食店（ファストフード）

G ゲームソフト等

M 飲食店（メイド・コスプレ系）

オーディオ機器・楽器等

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

E 一般家電
電材・部品・照明機器

携帯電話

● サテライト大阪（競輪・オートレース場外車券売場）

ローソン CV

DF 免税店

パチンコはりまや ● ２
なんばウォーク（地下街）

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

なんば
H オリエンタルホテル

（5〜６F）

三菱ＵＦＪ銀行（ATM）
Y!Mobile

大阪王将
元祖めんたい煮込みつけ麺

NGKなんばグランド花月
● NMB４８ OFFICIAL SHOP
ＹＥＳシアター

＜なんば駅東＞

肉吸い 千とせ

CV セブンイレブン

大阪信用金庫 ミントレコード（２F）
くら寿司（4・5F）LIBERATOR（7F）H
台湾カステラ
Ａ タイトーステーション

コメダ
珈琲店
C

BOX520

●
●

●

●

たこ焼き てこや

●

松屋 FF
金券ショップ アクセスチケット ●

● ● ● ●●● ●

ドコモショップなんば南店

リンガーハット
ツルハドラッグ
買取りまっくす

プレイズ TC
C ホリーズカフェ

PC じゃんぱら（1F）
TC カードキングダム（３F）

●

おとぐら
●
●
＜AKICHI＞
SEGA Ａ
Ｍ ますかっと
●
AVION 高級食パン 嵜本
中華 きんとうん（1F）
嵜本珈琲 C
牛カツ 冨田（2F）
DEGLABアイスクリーム研究所 C ROYAL PARTY（3F）M
タピオカチーズティー タピチ C
たこ焼き やまちゃん
カワウソカフェ ルートル（2F）
● ミルキーアンジェ・エクロール（3F）
森川
メイドカフェ
e-maid
e-maid
医療ビル
●
M
●

2

●

タイ料理 タイタイ

●

しゅうまい 一芳亭

●

Ａ namco（1〜３F）
Ａ カラオケ レインボー（４〜５F）
TC ドラゴン★スター（6F）
PC G-TUNE
大阪大勝軒
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

PC アテナ Ａ ●
TC
Bee じゃんぱら 日本橋
三豊麺
本舗
鳴門鯛焼本舗
C カフェベローチェ
ウォーハンマー
イエロー
ストアなんば（1F） H サブマリン
なんば店
さかいや（２F）TC
TC
●
●
＜スペース難波ビル＞

アウトレット別館

自転車専用 P

H HOTEL S-PRESSO Namba
ファクトリー ●
ギア
らーめん鱗
● MINORITY

なんばこめじるし︵高架下︶

Rubic Records（3F）

FUN SPACE
DINER

● 関西電力

難波変電所

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞
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

● 大電社

●

スタンドツインテール
上新電機本社 ●

●

＜第二牧ビル＞

C

カフェ＆クッキー

H
SkillOne
● 毘沙門天

● ● ●●● ●
●

大阪日本橋店

●
●

逸品館

coro

シーシャアンドカフェ

B とらのあな
Ａ Force

シフル

B Suites
H なんば黒門

CV ローソン P

（開業準備中）

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）
Ｍ
フロンティア

髙島屋東別館

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

日本橋小学校跡

日本橋
公園

H ジャングル本店

ローソンストア１００ CV
ジャングル空想的機械館 H

ヒーロー＆ヒロインズ
H
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
●
駿河屋乙女館（1F） H ●
ラーメン 男塾
＃７８
明輝堂（2F） B
H 駿河屋アウトレット
TC 193（2・3F） OnlyOne Ａ

インディペンデントシアター1st

TC トレコロ

なんば店（1F）

●

パソコン工房本店（１F）PC
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）Ｍ
アニメイト O.N.SQUARE（2・3F）
＜アニメイトビル＞

らしんばん（2F）B

CV セブンイレブン
H ホテルヒラリーズ

ノムソンカリー
ドッグホテル＆サロン

アンナカラーズコーヒー
自転車 P
C

レクラ

マチ★アソビCAFE / ufotable Cafe

●

●

ビストロ酒井
PC ショップインバース
●
ダイセン電子工業
C おおきにコーヒー ● マクドナルド（１・２F） FF
日本橋３南
ポポンデッタ（３F） H
H ガキレンジャー
●
●
自転車 P
K−BOOKS B
H
ヒーロー玩具研究所
H コトブキヤ（１〜3F）
信長書店 B
●
DF TOKIS
H アゾンレーベル
ショップ大阪（４F）
●
とれじゃらす乙女館 H
＠ほぉ〜むカフェ
（B1〜2F）
Ｍ
H ボークス
H レンタルショーケース GET S ● 三星堂
台新 ●
大阪SR
ヒロイン特撮研究所（４F）
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
マドリガルカフェ
（3F）
Ｍ
SFBC
H
インディペンデントシアター2nd
●
たこ焼き グーニーズ
餃子の王将
台湾まぜそば 薫
H
Ａ CUBE
H ガキレンジャー
タイトー
スーパーポジション
Ａ ステーション
H DOLK（３F）
by ナイトギャラリー

PCコンフル PC
カードモンスター（2F）TC

●

PC パソコン工房

なんばアウトレット2号店

麺屋ガテンZ

Ｍ H ほびれじ
ナチュレメイド ゲオ G
アルテリアベーカリー

●

●

●

H グルカ

●

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

●

Ｍ

●

PC-WRAP（５F）PC
餃子の王将（１・２F）

H 日本橋
クリスタルホテル
（休業中）

カレー メシクウタン（1F）
CV ローソン
TC TRUST（2F）

●

●

● ビューティーサロン

RAN
C ビラジオ

POP iD
Cafe

P

e-ZONe H

戦国メイドカフェ＆バー

PC
もののぷ（2F）WANTED

● ●

三重電業社

E 旭電化
Ｍ アンダンテ

上等カレー（1F）
Ｍ 1904/1904（3F）
● フリースペース

ウェブスタ！
（４Ｆ）

永和電機

C サンマルクカフェ
河口無線
シマムセン
DISC J.J.

カレー マドラス

E 大有電機

岡本無線電機 ●
H ホビーランド
ぽち

●

● ●

いろしか H
CLAMPS H
LIGHTHOUSE（２F）
TC あーと
Ｍ LECIAN（2F）

永和信用金庫
アサヒステレオセンター
●

とんかつ丼

こけし

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
蕎麦切りおぐら

●

千石電商（１F）
PC クイックガレージ日本橋（２F）

ワールドモバイル（１F）
● 前田クリニック（２F）

● ウエダ無線

小池 第1営業所

肉そば 蕎麦とラー油で幸なった。

● わかこうかいクリニック

ハイファイ堂

E 小池 家電営業所

●●

トイズゼロ H

日本橋４
●

イオシス 4丁目店 PC

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）

FF 東京
チカラめし

MSIコンセプトストア PC
（ツクモなんば店）

カレー食堂 マッハ

▼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
松屋食堂

おひとりせき喫茶店

ヒーリンフィーリン N

C 松竹 Ａ カマロ
ナニワネジ 商業館
ナニワネジ 本店

●
ポルックスシアター
オールブルー（1Ｆ） 山中車輌 ●
駿河屋 G
H ガレージフィールド
Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ） 大阪日本橋本館
ネクサス Ａ
セブンイレブン（1F）CV
Ａ メモリアルロードきらめき
● 日本橋UPｓ
東横ＩＮＮ 大阪なんば日本橋 H
トレカライン（4F）TC PCコンフル PC
Ａ メインストリート
（休業中）
カフェ・ド・M
オタロード先っちょ店
● 業務スーパー
TC 買取ゴリラ
バイク P
ポルテ
Ｍ めいどりーみん
＜五階百貨店＞
カラオケ喫茶
ポアロ
C
モバイルステーション
DOURAKU
Ｍ パルランテ RECORDS（3Ｆ）
陶芸教室 ちー工房 ●
C.C.モバイル
TC トレカボム（2F）
C クラムカフェ
東京真空管商会
●
mobax
ふぁにーてぃあーず M
中辻商店
コミックスゾーン B
部屋サポ
TOY S星矢 H
H （11月オープン予定）●
サウンド・パック ●
ルナリリー Ｍ ラーメン 清麺屋
●
●●
●
日本橋4丁目店
妖怪ギターラ
つくるLABO（2Ｆ）H
●
万昌電機 E ラーメン 友愛亭
メリーナイス
ステーキ丼 のむら
キクエデンキ E 上等カレーBR
日本橋果物 C
レコー
ドワン
C 紅茶屋 417TEA
カレー 月のアムリタ
C タイディカフェ PCワンズ PC
Coffee553 C
マウスコンピューター PC
Silver Bar ｋNight
ちょいめし 焼肉 こいろり
●●●●
あさチャン
きゃんでーばにー Ａ
● ● ●
パンダ専門店
ベトナム料理 123ZO
アジアンカフェ
C
江口電器
● 散髪屋POW 大阪ぱんだ
ハッチン。
ジョーシン
H HOTEL
メイド射的 Ｍ
C みかんかっぱショールーム●
スーパーキッズランド H
S-PRESSO SOUTH
執事眼鏡Eyemirror ●
C C クラフトことね＆コーヒー ● E
●●
Ｓｏｆ
ｔｂａｎｋ
ナカイ
PADA328
日本橋商店会
焼鳥 南蛮亭
まんだらけ H
デンキ
nipponbashi.ne.jp
テラック
グランドカオス
アニプラカフェ工房 ナカイ
日本橋
うなぎつり 大阪屋 Ａ
NT-BASE デンキ
五階百貨店 ツクモ 日本橋店 PC
肉酒場 火車
●
C
E
いぬの赤ちゃん ●
マルエス商会 ● ●

B 兎月屋書店

▼右ページへ
●

イエロー
サブマリン

なんば本店

ステーキ＆ハンバーグ タケル

kissshot（1F） アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B
無限麻辣湯（1F） メロンブックス B カードラボ（５F）TC ●
S.A.MUSIC（2F）
（４F）
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

ラーメン 一八

C P

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

B 南海なんば
古書センター

バール
サケノマ

H

バイク専用 P
●

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

大阪厚生信用金庫
あいどるすてーじ Ｍ

光ムセンたまらんど（１F）
M Ring オタロード店（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
ばくだん焼本舗
てんぷら 一味禅
アストロゾンビーズ H ●

M らてめいど

ファミリーマート CV
メイド射的 Ｍ
カラクシュ
BESTDO! PC
ドラゴン★スター TC
カードボックス（1・2F）TC ●
アキュアーズ（３F）Ｍ
イオシス なんば店 PC

黒門
公園

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

● デジハムサポート

BAR UNKNOWN（2F）TC

CV ローソン

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

パソコン工房アウトレット別館（1F）PC
mineoショップなんば（2F）

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

●

3

NTT
コミュニケーションズ

ニッポンレンタカー ●

とんかつ 吉兆（2Ｆ）

●

福来亭

●

ニヘーベ
黒門インフォメーション
センター

立ち寿司（１Ｆ）
●

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

APARTMENT HOTEL MIMARU
（開業準備中）H なか卯 FF

PC PCコンフル

タイムズ大阪難波
P （点線内、198台）

ファミリー CV
マート

ラーメン 天地人

日本橋３

オタロード店

カードラボ（Ｂ１F） TC
ゲーマーズ（１Ｆ） G

コワーキングスペース

CV ファミリーマート

ラーメン 玉五郎

● 高津理容美容

レッドルーフイン＆スイーツ
大阪難波日本橋 H
CV ローソン

とれじゃらす

＜平田ビル＞

黒門市場
kuromon.com

ホテルアシアート H

●

＜馬場ビル＞

セブンイレブン CV
● 海野歯科

P

● テンポスバスターズ

PC ドスパラ（1〜4F） ピュアサウンド
Ｎ コミックバスター（6F）
H 鉄道模型 亀屋（7F）
●
K2 RECORDS（1･2F）
●
Ａ 遊日屋（１F）
ハリケーン（3F）TC
TC トレカチャンス（2F）
ホテル菊栄（休業中） H
海峡通信 ●
PC ソフマップ
SARASA HOTEL H
なんば店

コレクション（１F）Ａ スーパーポテトレトロ館（1F） G
mine（2F） M 駿河屋オタロード店（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）

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）

● 日邦レンタカー

●

黒門 P
H クリスタルホテル

たこ焼

花の木 わなか
オーエスドラッグ

宮本むなし FF

●

＜村上ビル＞

●
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
ラーメン 魂心家
でらなんなん（4F）●
執事カフェ シスメアパルス（7F） M
難波肉劇場
プレイズ TC
TCトレカパーク ● ● ●

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
鳥貴族（B1F）
CV ローソン（１F）
●

麺屋丈六 瓦そば 縁
めしの7 福田屋 C
●
珈琲店
けむり屋
●
TAKE OFF
●●●
ドトール C
焼肉ライク

● ● カルチャーバーW@VE（１F）
キャロル（１F） C
TC
駿河屋
ICONOCLASM（3F） H
BIG MAGIC

●

かき小屋ランドリー

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

●

オタロード

100円ショップ ダイソー ●
メディアカフェポパイ Ｎ

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

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）

（11月オープン予定）

●

●

● ●

なんばしよっと？

お好み焼

シンズキッチン（1F）
太陽と月（２Ｆ）

P

ワープロ専門 パールデンキ

E

P

●

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
ラーメン
麺乃国
なんさん通り

＜難波バレビル＞

米とデミグラス

FF
吉野家

●

ねぎ焼き もえぎ

P

猫柳ラテックスギャラリー ●
ぶんちゃっ♪

難波千日前
公園

小川商店
東横INN H

キリン堂

P 大阪シティ信用金庫

●

H
ニッセイ
ホテル

普通の食堂いわま
● A-PRICE

ラーメン のスたOSAKA

立ち寿司（１Ｆ）
鉄板野郎（2Ｆ）
大源味噌
【A】PIZZA
油そば きりん寺

B FANFAN

H
アパホテル

とんかつ 松のや（１F）

●

P

P

ホルモン

●

黒門屋らーめん

（休業中）

至 奈良

8
⑧

9
⑨

P
●

至 南巽

近鉄奈良線

炭焼BAR

関西国際空港行／大阪駅前行
バス乗り場

●

ポスターギャラリー

P

●

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
ホテル
ビア＆カフェ
（休業中）
あるか→アるか

大阪焼トンセンター

なんさん横丁

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

金券ショップ

ギフトステーション
●

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（B1F）

上島珈琲店 C

ファミコンバーDENDO
深夜喫茶銭ゲバ
ライブシアターなんば白鯨 ライブシアターなんば紅鶴
シーシャカフェ 橙猩猩
虎目横丁

たこ焼 わなか

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

交番 ●

7

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）
＞

●

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）
（３〜４F）
● ● なんばロフト
タワーレコード

〒 郵便局

銀行

5

不動産 エイーレッド ●

りそな銀行（ATM）
コクミンドラッグ（1F）
焼肉 安安（2Ｆ）

6 CV ファミリーマート

地下鉄 日本橋駅

←地下鉄・近鉄・阪神なんば駅へ

その他の業種

※ 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。
また、特殊な店舗名表記や支店名などにつきましては一部簡略化・省略し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

セブンイレブン CV
レックスインなんば H

P
P

P

P

国立文楽劇場
P

・食品販売等
飲食店（その他）
●

R/H/B

H 御宿 野乃
CV セブンイレブン

大阪王将

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

ドラッグストア

H 相鉄グランドフレッサ大阪なんば

スギ薬局

（場外馬券売場）

●

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

地下鉄堺筋線

日本橋エリアマップ

●

右ページへ▼
e☆イヤホン

M Ringしょこら

サウンド・パック

アナログ店

牛たん＆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】
スタンドツインテール
上新電機本社 ●

● 大電社

●

Ａ
いぬの赤ちゃん ●

日本橋
五階百貨店

NT-BASE デンキ

うなぎつり 大阪屋

C

肉酒場 火車

E

ツクモ 日本橋店 PC
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
●

逸品館

松屋食堂

●

PC-WRAP（５F）PC
餃子の王将（１・２F）
ウイリーピート大阪（４F）H
逸品館（６F）

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

自転車・バイク

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

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●
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わかこうかいクリ ック

ハイファイ堂

E 小池 家電営業所

●

トイズゼロ H

●●

左ページへ▲

日本橋４
●

●

M Ringしょこら

サウンド・パック

e☆イヤホン

イオシス 4丁目店 PC
定食の店 やまぐち

アナログ店

H
ホステル
ハングアウト

マルツ

牛たん＆肉そば あかぎ屋（1Ｆ）

フェアリーテイルズ大阪（２Ｆ）
サウンドノート大阪（３Ｆ）

富田畳店 ●

たこ焼き居酒屋 たこ丸

● 林商店

ポミエ

C

インスタントラーメン専門店 やかん亭

PCコンフル PC

台湾ミルクティー DINGTEA

立ち寿司

︵高架下︶

堺筋店

P

● 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

千匹屋

日東公園

ビストロ カリモチョ

インド料理 シンズキッチンミニ

（上新電機 新店舗建設工事中）

立ち飲み
＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

●

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

C KAINO×MAKEスムージーCORE
Laundry
●ミニスーパー Codeli

シリコンハウス共立（1・2Ｆ）／デジット（３Ｆ）

インテリアマルキン ●
SweetTease M 山中阿弥陀堂 ●
あいぜんえびす整骨院●

●クリーニング NC

市営日本橋住宅
（４号館）

こてお
ちきちゃん

●

喫茶 憩 C

CV
セブンイレブン

お好み焼 華
鉄板焼 とも

渋谷書林 B

NTT日本橋ビル

共立電子産業本社 ●
ひかりや食堂
＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

H ビジュースイーツなごみ
Funtoco Backpackers Namba H

＜南海電車高架下＞
● ANYTIME FITNESS

南海本線・空港線・高野線

＜南海電車高架下＞

廣田
神社

＜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 ●

美味卯

バーガー
プロダクツ

居酒屋 ちとも

H BON HOSTEL

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
立ち飲み 井上竹商店

●

広田
保育所

HOTEL S-PRESSO
EBISU
H

レプマート（１F） H
スワンテクノロジー（2F）PC

とつぜん
ステーキ

めいどさんのいるリフレのお店 Ｍ

大阪無線 ●

オフィシャルショップ
● 東亜電子工業

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
● フジコーキ 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
たこ焼き居酒屋 縁

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）

●

C カフェジャム

５

＜エスタビル＞

三菱UFJ銀行（ATM）

●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

JCKA
H アパホテル

〈なんば南 恵美須町駅〉
（休業中）

吉野家 FF

●

猫カフェ 猫音

丹波屋本舗

● ハロー
！プロジェクト

リアル脱出ゲーム Ａ

ホテルアマテラス縁 H

●

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

●
● 防犯カメラ 伊豆美（２F）

CoCo壱番屋

●

市営日本橋住宅
（1号館）

● 青木青果（1F）

1-A出口
1A出口

QOO HOSTEL H
市営日本橋住宅
バスアンドタグ PC
（３号館）
市営日本橋住宅
ミルクカフェ（1F） M ●
（２号館）
ジオラマ103（2F） H
＜KSビル＞
カルビ丼 えびす亭
ランドーホテル
ピュアサウンド（１・２F）
H
なんば大阪スイーツ
Bar Guild（４・6F）

TC ドラゴン★スター

唐揚兄弟
中華 太平

H エフビ

●

1-B出口

まる栄

市営日東住宅
（1号館）

● エビスギャラリー

買取りまっくす

●

市営日東住宅
（３号館）

FF つるまるうどん

自転車 P

市営日本橋西住宅

4

● オフィスバスターズ

じゃんぱら PC
スターブックス
LUU S BAO
東亜無線電機 ●
買取本舗ドットコム
越後屋書店
トイベース H
ジャンプ
（6F）
揚子江ラーメン
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

愛染橋病院

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

特別養護老人ホーム あいぜん

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

← Zepp
なんばへ

木林正雄商店
セブンイレブン CV

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
CV セブンイレブン

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 大阪逸の彩（ひので）ホテル
●
うどん・ほうとう 甲州麺
中華料理 福星楼

東方ホテル H

今宮戎駅前

H ホビールームエビス

いさみ
蒲鉾

5

戎神社前
なか卯 FF

どろそば将

松屋 FF
らーめん
亀王

浪速消防署
恵美須出張所 ●

● 浪速警察署

国道25号
３

大阪王将

６

通

天

閣

本

通

商

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

大阪信用金庫

CV ローソン
ラーメン なにわ新風

●
●
●

店

街

tsu

ten

ka

ku

-ho

nd

ori.

co

m

レトロゲーセン ザリガニ Ａ

至 堺・和歌山・高野山・関西国際空港
※店舗情報は2021年10月下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。

A

新世界
shinsekai.ne.jp

通天閣

ホテル金魚 H

P

tsutenkaku.co.jp

あなぐま亭
至 住吉・あびこ道

新世界まちなか案内所

B

C

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 A-2

MAP C-3
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第一回目でお話ししたうさぎ屋さんのアルバイト、
実は
お笑いの活動を優先する為に辞めてしまいました。
今回は、
皆を思い出しながら私のTOP3を描いてみます。
（9歳、
おばあ©）
……お店が忙しいと
●No.1 ちーちゃん
牧草がなくなっても気づいてあげられないのですが、
我
慢姿をみてるとキュンとしてしまって、
ついちーちゃんフ
ァーストになってました。
（しち）
くん
（9歳、
3.8kg）
……ほぼ寝てるけど、
ご
●No.2 七
飯の時は忍者のように飛び回っています。
抱っこすると膝
に乗り切らないのですが、
ぬいぐるみみたいでめっちゃか
わいいおじいさんです。
笑。
両手を使ってご
●No.3 つばす……アゴがちっちゃくて、
飯を持って食べ、
ナデナデすると気持ち良いみたいで手
をあげます。
笑。
男の子やけどビビリでかわいいです。
みんな元気かなー？ 会いたーい!!!

【連載コラム】

連載第2回

文・仲谷暢之（アラスカ社） さし絵・みしお子（@mishioco）

ワクチン接種するためには接種券、予診表、

「これでワシやとわかるやろ」
（場所：某ワクチン接種会場）

本人確認書類の三点セットを用意し、受付で確
認してから接種会場へ向かってもらうのだが、

コロナ禍でヒマになり、縁あって某ワクチン

ある日、爺さんが本人確認書類をクレジットカ

接種会場で受付業務のアルバイトをしていた。

ードで出してきた。さすがに本人の確たる証明

こる。普通はそれを理性を司る前頭葉が抑え

6月からスタートしたのだが、初日から耳が
休まるほどがないほど、たまらないセリフの宝
庫だった。
65歳以上の接種者は、まず自分が早く打って
安心し、打ったということを納得したい人ばか
りである。だから我先に意識が升に注いだ日本
酒が溢れるか溢れないかのキワキワくらいな人
ばかりなので、ちょっとしたきっかけで溢れる
と、
「どんだけ待たすねん」
「こっちは間違っと
らん」
「ちゃんとわかるとこに書いとけ」などの
自分中心言語、アンガーワードを発してくる。

ができないのでダメだとスタッフが伝えると、

るのだが、歳を重ねると前頭葉が理性をコン

件の発言である。

トロールするのに時間がかかるそうで、つい怒

自分がクレカを出したから自分である。とい

りっぽくなるそうだ。加齢のせいとするなら、

う謎の理屈をエキサイトにまくしたてる。本来

まだ百歩譲って理解もするが、そういう爺さん

なら1分も掛からずに済む受付を、自ら長引か

に限って、女性が座る受付を狙うのでタチが悪

せ、さらに後ろに列を作る爺さん婆さんたちに

い。結局はかまってちゃんのこじらせだなと納

も苛立ちの連鎖を広げている。

得し、反面教師という言葉を久しぶりに反芻し

最終的に運転免許証を提示したが
（初めから
出しゃええのにという）
、なぜ ヘンコ だけを
アップデートするのか。
怒りの感情は大脳の辺縁系が活発化して起

仲谷暢之（@nobu_NAKATANI）◆映画、お笑い、演劇系ライター・編集者。ド大阪人として街中の言葉を刻んでいきます。

はやしさん
（@superhayashi）
◆2008年活動開始。よしもとボード
ゲームブ！ & 大阪よしもと TV ゲームブ所属。

音楽が好きだ。
水山（@mizuyamadeeesu）◆2015年に
芸人デビュー。2020年春まで活動後、現
在はアイドルとビール好きの社会人。
「R-1ぐらんぷり2018」準々決勝進出。

みんな！ 大喜利好きかい！
？ 水山です！
！
さて普段私、大喜利を趣味としている社会人の集会に
参加させていただいておりまして。いい回答を思い付い
た時、それがウケた時、上手になっていくのを実感した
時……。大喜利はハマると本当に辞められない！
！
ご時世も変わりまして、沢山の大喜利会が開催される
事と思います。この記事を見て、興味を持ってくださる
方がいたら嬉しいですね……！
はてさて、Twitter にて募集していた今回のお題ですが
「夏休み、難波に遊びに来た子供が号泣、一体なぜ？」
でした。掲載される時期を何も考えてなかった！アホ！

ショルダータイガーひかる さんからの投稿。
★待ち合わせしたが JR 難波駅となんば駅と
大阪難波駅で迷子になった
……
【一回、みんな地上に出て】

予備軍（やってもらうことが当たり前感覚）が
多いことも知った。

新品を扱う店舗はさほど多くなく、中古 CD 店

を棚から取り出してみたところ、ジャケットの中
に当時の高額買取チケットを発見！「8年5月31

店を中心に徘徊していたが、そんな中、数少な

日まで」と記載されているが、この CD は平成

い新品を扱うCD 店でよく覚えているのが、ジョ

8（1996年）3月31日発売なので2ヶ月間半額買

ーシン系列の大型店「ディスクピア」とソフマ

取保証。いい時代！
自分の中での TK 熱が下火になっていた頃に

ザ」の2店舗。CD バブルの頃だけあって、どち

発売されたこと

らの店舗も独自のサービスやキャンペーンがよ

もあり、TK の新

小学生の頃はゲーム・漫画・アニメで頭がい

く行われていた。ディスクピアでは会員になる

譜を期待して買

っぱいだったが、思春期を経て比重が音楽にシ

だけで1500円ぐらいのクーポン券（カラフルな

うのはこれが最

フトしていった。当たり前のことだが、夢中に

紙）がもらえたり、またディスクプラザは中古

後になってしま

なるものが変わると同じ街を歩いていても目に

売場も併設されていたため人気の新譜を購入

ったが、このチ

入ってくるものが変わる。ゲームショップを中

すると期限付きの買取金額保証チケット（手書

ケットが残って

心に徘徊していた日本橋も、次第に CD やシン

きコピー！）が商品に封入されていた。

セサイザーを物色するための街に変わった。

一度、ディスクプラザで予約までして新譜を

自分が中高生だった1992〜97年はおそらく日

発売日に買ったことがある。自分が中学時代に

本で1番 CD が売れていた時期で、日本中至る

夢中になり、音楽を始めるきっかけともなった小

ところに CD 店やレンタルショップが存在した。

室哲哉が久々に自ら参加するユニット「globe」

日本橋も例外ではなかったが、この街の特性か

の1st アルバムだ。この記事を書くにあたりCD

ハルヒ世代 が見る

中岡フェニックス さんからの投稿。
★仕事に行ってるはずの父ちゃんがいる
……
【せっかく家から離れたのに】
家本とうふ さんからの投稿。
★ドラクエのローソンにウォシュレットがなかった
ドラクエのローソンなのに
……
【ドラクエのローソンをなんだと思ってるんだ】

蛇足だが、バブルの恩恵をサラリと受けた
現在55歳〜65歳くらいの男女は、ともに横柄

が雨後の筍のように出現した。自分も主に中古

ップ4号店の交差点斜め向かい「ディスクプラ
ミュージシャンをやっているぐらいなので、

た次第。

by 仲瀬コウタロウ

【その2 『ハイスコアガール』
に見るかつての
ゲーセン事情、伝説の「フェラーリ」】
最近のゲームセンターはクレーンゲームが多

いなければ、思
い出自体を忘れてしまっていたかもしれない。
吉田仁郞（@jirohendrix）◆1979年生まれのフリーミュージ
シャン。大阪芸術大学在学中からゲーム音楽の制作を始め、
上京後はバンド活動のほかアーティストの楽曲プロデュースも
手がける。 12/10 新宿ロフト・ハルメンズ復活ライブ第2弾に
出演（有料配信も予定）。

レーンゲーム専門店」を謳う店舗も多く、どこを

『スーパース
在した「フェラーリ」だ。1996年、

歩いてもそれら筐体の強い主張を感じる。2006

トリートファイター IIX 』大会のために大阪入り

年頃、
『ハルヒ』きっかけでこの街に来始めたこ

した主人公ハルオが、ライバルにして想い人の

ろはこうだったか。買い物ついでに100円玉を

晶に 極めつけの情報 として伝える、
「置いてる

投じた記憶を辿るが、当時もポンバシのゲーセ

ゲームほとんどが…10円でできる」ゲーセンで

ンといえばクレーンゲームで、そしてカモにさ

ある。

れていたような……。
曖昧な思い出はさておき。そこからさらに

ハルオいわく「ここでの 一発 は命取り」。破
格の設定と引き換えに、格ゲーはパワー最大で

10年を遡れば、ポンバシのゲーセン に今とは

の一本勝負が繰り広げられる 戦場 だったよう

い──ゲーセンの前を通りかかるたび、そう思

異なる顔が浮か

だ。ネットから当時を知る人の声を拾った限り、
その安さには大人の事情もあったようだが……。

うことが増えてきた。なにせ、どの店舗も入口

ぶ。ブーム全盛

俺スナ さんからの投稿。
★「難」も「波」もまだ習ってない
……
【大体ひらがな表記だから心配ないって】

から奥まで、最新のトレンド作品を抑えたプライ

期の90年代、対

2001年頃に撤退したとされる同店、なんと

ズ入りのものがずらり、である。ゲーセンといえ

戦型格闘ゲーム

その特徴的な看板は現存。かつて10円玉が飛

ば、かねてからの減少傾向に、昨今のコロナ禍

に熱を上げる少

び交った伝説の名残は、クレーンゲームで息を

！ 他にも面白い回答が沢
独断 MVP は俺スナさんです！
山でした！ 皆様ありがとうございました！
次回のお題。
「犬は喜び庭駆け回る、猫はこたつで丸く
なる。他の動物何してる？」ハッシュタグ #MiS 喜利 を付
または水山へ DM をお送りください。
けて Twitter へ投稿、
締切は2022年1月16日の23時59分です！

が拍車をかけた苦戦が全国各地から聞かれる。

年少女たちを描

つなぐポンバシの現ゲーセン事情を、はたして

その一方、生き残っている店舗での 稼ぎ頭 が、

く『ハイスコア

どのように見ているのか。

どうやらそんなクレーンゲームらしい。

ガール』の第55

「オタク街」として数多のゲーセンが立ち並ぶ

話で取り上げら

ポンバシも、現在はそういった流れにある。
「ク

れた、かつて存

仲瀬コウタロウ
（@7kase5taro）◆アニメ・マンガ系フリーライ
ター。オタロードの某ショップでバイト経験もアリ。最近のク
レーンゲーム、どこで何をプレイしてもアームが
（自主規制）
。
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【編集部だより】

本紙東京特派員・マスクウーマンの

すだよ。コロナ禍とはいえ、あの日々は日常と

なかったものの、それでも二次試験本番は頑張

パンドラ
女子

は言わねえ。といきなり訛りましたがとにかく大

りました。論述問題はしっかり書けたはずだし、

変でした。

テイスティングもちゃんとコメントできたはず。

が一人で
生きていくと
決めた日

Vol.29「何となく見えない恐怖と戦った日」
やっほー、みんな息してる？ マスクウーマン

まず8月。身近なところで起こったコロナ感染

醸造アルコールが添加されたお酒を間違える

に巻き込まれ、結局大丈夫だったんですが、も

という大きなミスはしましたけどね。はい、覆水

し感染したら最低2週間は潰れるだけでなく後

盆に返らず！ とにかくこの回が「敗軍の将、兵

遺症で嗅覚と味覚を失うかもしれない恐怖との

を語る」にならないことを本気で祈っている今

戦いでした。そうなると今年だけでなく、来年

日この頃。無事合格していますように。

です。糊口をしのぐために再び始めた OL の仕

以降の受験も断念しないといけませんからね。

事がもう1年も続いています。派遣切りに合わず

出勤すら怖かったぐらい外出が怖かったです。

緊急事態宣言が解除され、少しずつ日常が戻
り始めているかのもしれませんが、まだまだ油

に済んでいるのは有難いですが「早くフリーラ

9月。スクールの二次試験対策講座に通い始

断なさらないようにしてください。でもさすが

ンスの仕事一本だけにしたい」という気持ちが

めテイスティングの勉強に励んでいましたが、な

に、そろそろ正宗屋のカステラが恋しいから大

日に日に大きくなり、なーんとなく焦っておりま

んと自宅のアパートにネズミが出没。姿は見て

阪に戻りたいんですけどね。その時はあまり息

す。でも私の焦りと反比例して働きたくとも全

いないけど、朝起きたら至る場所に糞がいっぱ

していないインスタで予告できたら
（笑）
。その
日まで皆さんどうぞご自愛くださいませ。

然お仕事がないのです。とはいえ何もしないの

い落ちているんですよね。家にある色んなもの

はダメなので、資格勉強をすることにしました。

がかじられ、そのうち私の耳もかじられるので

今回チャレンジしたのは「SAKE DIPLOMA」と

はないかという恐怖で不眠生活が続きました。

いう日本酒に関する資格。覚える知識量が膨大

エナジードリンクを毎日2本飲んでいたぐらい、

でテイスティングもあるため合格率は約4割、ス

日中の眠気がひどかったです。

クールの受験対策講座に8ヶ月ぐらい通っても

そして10月。駆除業者の手によりネズミは出

落ちる人がいるほどまあまあ難しい資格です。

なくなったが、今度は持病の腰痛が悪化。整形外

CBT による一次試験は、脳みそ HDD が2ヶ月

科で注射打ってもなかなか治らずつらかったで

摩耗するぐらい毎日勉強した成果もあってすん

す。あと虫歯の治療を失敗されて噛み合わせが

なり合格。マスクさん、えらーい。

おかしくなり不定愁訴になったことも書いておく。

でも、二次試験の勉強期間中がホント地獄で

広告掲載などの
お願いとご案内

メンタルも体もボロボロでなかなか勉強でき

実は推し事でこっそり京都に行っていた、マスクさんのインスタ
はこちら⇒ https://www.instagram.com/fukumenjoshi/

皆様のおかげを持ちまして、本紙は2011年1月の創刊から満10周年を迎えました。
創刊時はわずか13カ所だっ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
を中心とした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」
（……まあ、いろいろあるんです）
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。

■広告出稿は消費税込で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、広告料金は出稿元企業・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。
もちろんどんなものという訳には参りませんが、できるだけご希望に添えるよう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。

■店舗内設置のお申し出・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（2021年11月以降受注分に適用、消費税込）
掲載面

1面 記事下

2･3･6･7面
記事下

サイズ（単位：mm）

フルカラー

縦45
（または60）×横246

66,000

縦45×横60

9,900
17,600
33,000
16,500
29,700
55,000
24,200
44,000

モノクロ

縦92×横60 または 縦45×横122
縦92×横122

5面 地図下
※地図内エリアの
店舗・企業限定です
8面
記事下

料金

使用可能色

縦45×横60
フルカラー

縦92×横60 または 縦45×横122
縦92×横122
縦92×横60

フルカラー
縦92×横122

※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
（4回分一括前納）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
CMYK、画像解像度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、簡素なレイアウト指定でロゴ・写真など素材一式を
ご提供の場合は、無料で制作させていただきます。

ざつむちゃんへのお便りはツイッターで @tachiaki まで

次号（Vol.43 2022年新春号）は
2022年2月1日発行予定
2022年新春号の巻頭特集は毎年恒例「日本
橋地域の店舗出店動向調査」。今年もほぼ年
間を通して新型コロナの影響が避けられなかっ
た1年となりそうだが、
その結果は果たしてどの
ようなデータとして現れてくるのか？
また、本紙の公式サイトでは
創刊号からのバックナンバー
も PDF ですべて公開してお
ります、あわせてごらんくだ
さいませ。

https://pontab.jp

2005年の創業から17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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1 カードラボ なんば店

日本橋の最大勢力、
トレカ専門店は
どこまで増えているのか？

大阪市浪速区日本橋3-8-16 安田ビルB1F

https://www.c-labo.jp/shop/namba/
Twitter : @cardlabo_info（以下4店舗共通）

2 カードラボ なんば2号店
大阪市浪速区難波中2- 6 -1 壽ビル2F

https://www.c-labo.jp/shop/namba 2nd/

昨年から1年以上続くコロナ禍の中でも、新規出店が目立つのがトレーディングカード専門店。狭い面積かつビルの上層階でも
展開できる柔軟な店舗形態も手伝って、店舗数では今や日本橋エリア内の最大勢力となっている。その数なんと30店舗以上！

8 ホビーステーション 日本橋本店

10 イエローサブマリンなんば店

3 カードラボ 大阪日本橋店
大阪市浪速区日本橋西 1-1-3 アニメイトビル 5F

12 プレイズ 日本橋オタロード店

https://www.c-labo.jp/shop/nipponbashi/

大阪市浪速区日本橋3-8-12

大阪市浪速区日本橋3-8-23

大阪市浪速区難波中2-4-4

https://www.hbst.net/shop/11/
Twitter : ＠HBSTnipponbashi
（以下2店舗共通）

https://yellowsubmarine.co.jp/shop/
Twitter : @YS_NANBA

https://www.preyz.com/category/shop/preyz_nihonbashi_otaroad/
Twitter : @Preyz_otaroad

11 イエローサブマリンなんば本店

9 ホビーステーション 日本橋2's店
大阪市浪速区日本橋3-8-12

https://www.hbst.net/shop/14/

14 トレカパーク日本橋店

大阪市浪速区難波中2-1-3

大阪市浪速区難波中2-2- 6

https://yellowsubmarine.co.jp/shop/
Twitter : ＠YS_NANBA3

https://www.preyz.com/category/shop/preyz_namba/
Twitter : ＠Preyz_nanba

大阪市浪速区難波中2-1-7 なんば東ビル3F

大阪市浪速区難波中2-2-20 辻村ビル3Ｆ

https://amenitydream.co.jp/shop/osaka-nanba2
Twitter : @amenity_nmb

https://cardkingdom.jp/nanba/
Twitter : @CK_nanba

18 とれじゃらす オタロード店

6 ドラゴン★スター 日本橋2号店
大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル6F
https://dorasuta.jp/shop/detail?scd=5
Twitter : @ds_nipponbashi2

7 ドラゴン★スター 日本橋3号店
大阪市浪速区敷津東2-1-5

大阪市浪速区日本橋3-6-16

大阪市浪速区難波中2-1-18

http://www.bigmagic.net/nanba.html
Twitter : ＠BM_NAMBA

http://www.torejaras.com/shop/
Twitter : ＠torejaras

https://peraichi.com/landing_pages/view/beemainstore
Twitter : @honpo_bee001
↑
地下鉄・近鉄
日本橋駅

なんさん横丁

道具屋筋

↑
地下鉄・南海
なんば駅

ジーストア
大阪●

●ローソン

https://dorasuta.jp/shop/detail?scd=11
Twitter : @ds_nipponbashi3

20 トレカチャンス 日本橋店

なんばＣＩＴＹ南館

16

●ナムコ

買取り●
まっくす

13

19

6

アテナ日本橋●

15

20

11

24

日本橋3
交差点

●ドスパラ

●
東京
チカラめし

●ソフマップ
●SEGA AVION

17

21
14

●ローソン

2

タイムズ大阪難波（駐車場）

31 カードモンスター オタロード店

大阪市浪速区難波中2-5-12
https://nextone-iga.co.jp/cb_nipponbashi
Twitter : @Cardbox_Japan

18

21 ALANN 日本橋
大阪市浪速区難波中2-4-3 村上ビル3F
Twitter : ＠alann_2017

22 ハリケーン なんば店
大阪市浪速区日本橋3-6-3 日本橋NFビル3F

https://tocage.jp/shop/57/
Twitter : ＠shinhurricane

さらさホテル●

23 フルコンプ 大阪日本橋店
大阪市浪速区日本橋3-8-18 平田ビル4F A

10

https://fullcomp.co.jp/shop/osaka/
Twitter : ＠osaka_fullcomp

23

大阪市浪速区難波中2-5-15
シティライフナンバビル2F

●
高島屋
東別館

22

ローソン●
ストア100

1

︵南海電車高架下︶

Twitter : @CARD__MONSTER

堺筋

30 カードボックス 日本橋店

12

オ タロー ド

なんばパークス
ＪＲＡウインズ難波

●ドコモ

大阪市浪速区日本橋3- 6 -20 西政ビル2F
http://torecalabo.com/
Twitter : @torecachance

●ローソン

な ん さん 通り

難波中2交差点

●
ジャングル
本店

24 Gameshop さかいや
大阪市浪速区難波中2-1-5 松田ビル2F
https://sakaiya-gameshop.jimdofree.com/
Twitter : @sakaiyanohito

●ゲーマーズ

32 BAR UNKNOWN

33 カードショップすぱいらる 大阪日本橋店

大阪市浪速区難波中2-7-7 ナンバFKビル2F

大阪市浪速区日本橋西1-1-18 安田西ビル4F

Twitter : @BAR_UNKNOWN

https://ameblo.jp/card-spiralosaka/
Twitter : @spiral_osaka

25 TCGショップ193 日本橋店
大阪市浪速区日本橋4-15-25 BRIGHTビル2・3F

8

※地図内 白抜き番号 の店舗はデュエルスペース設置あり。
なお、新型コロナウイルス感染症予防対策などの

34 大阪日本橋トレカボム
大阪市浪速区日本橋西1-4-10 トヨダビル2F

事情により、デュエルスペースの利用については

https://tcgbomb.base.shop/
Twitter : @torecabomb

https://193tcg.com/user_data/shopinfo.php
Twitter : @osaka_193TCG

9
25

5

各店舗の判断で席数や利用時間などを制限している
場合もあります。

●
セブン
イレブン

●
駿河屋
乙女館

大阪市浪速区日本橋4-2-20 コア日本橋202

Twitter : @trust_tcg

31
マクドナルド●

33

阪神高速→
夕陽丘ランプ
日本橋3南
交差点

なんば
こめじるし

●パソコン工房

4

ゲオ●

セブンイレブン

●業務スーパー

34

最新作から歴代のヒット作まで、毎号さまざまなテーマで
ゲームをご紹介する CAPCOM 通信。
秋の夜長と言えば、やっぱりゲームです。この秋、じっくり
遊べる作品としてオススメなのが、
「大逆転裁判」シリーズ2作
品を1本に収録した『大逆転裁判1＆2 - 成歩堂龍ノ介の冒險と
「異議あり！」でおなじみの「法廷ミステリーエンター
覺悟 - 』。
テインメント」がシリーズ最高峰のグラフィックで、より美しく、
さらに遊びやすくなって帰ってきました。
物語の舞台は、19世紀末・明治時代の日本と倫敦（ロンドン）。
逆転裁判シリーズの主人公である成歩堂龍一の先祖・成歩堂
龍ノ介が活躍します。既存作品を持っている人にも嬉しい、原
作の有料ダウンロードコンテンツ「ランドストマガジン」で配信
された図録・楽曲・音声をはじめ、特別付録が大ボリュームで収
CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
録！ 謎解きが苦手な方には、オートプレイでミステリードラマ
を見るような感覚で、物語だけを楽しめる新機能「ストーリーモード」も。緻密に張り巡らされた伏線とその
回収、怒涛の逆転劇によるシリーズ最高峰のカタルシスをぜひご堪能ください。
（構成作家：安井信之介）
©

https://www.ace-attorney.com/great1-2/ja/

対応ハード:Nintendo Switch™ / PlayStation 4 / Steam （ダウンロード版のみ） 販売価格
（税込）
：パッケージ版 5,489円 / ダウンロード版 4,990円

Twitter : @art_card_

大阪市浪速区日本橋4-16 -15-2F
Twitter : ＠kaitorigorira

●

28

東横INN●
地下鉄・阪堺
恵美須町駅↓

南海
今宮戎駅↓

なんば
ＥＫＩＫＡＮ

●日本橋UP s

大阪市浪速区日本橋4-7-26

28 買取ゴリラ

麺屋ガテンZ●

29

26

27 カードショップ あーと

●
タイトー
ステーション

アニメイト●
データは2021年10月下旬現在のものです。
イラスト：みしお子
（@mishioco）

●ヒーロー玩具
研究所
●ボークス

3

【大逆転裁判1&2 - 成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟 -】好評発売中

26 TRUST 大阪日本橋店

●
ホテル
ヒラリーズ

30

32

7

大阪市浪速区難波中2-5-12

19 Bee本舗 大阪本店

大阪市浪速区難波中2-4-15

●てこや

5 ドラゴン★スター 日本橋本店
https://dorasuta.jp/shop/detail?scd=4
Twitter : @ds_nipponbashi

http://www.furu1.net/shop/_1117/shop136.html
Twitter : @torepa_ponbashi

タイトー
●ステーション

https://www.c-labo.jp/shop/otaro/

16 カードキングダム なんば店

大阪市浪速区難波中2-4-9

なんばCITY
本館

大阪市浪速区日本橋 4-16 -1

13 プレイズ なんば店

15 アメニティードリーム なんば2号店

17 BIG MAGIC なんば店

4 カードラボ オタロード本店

●
サンマルク
カフェ

29 トレカライン
大阪市浪速区日本橋西1丁目4-19
なんば千田ビル401

27

Twitter : @torecaline

