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日本橋地域の出店動向

南海なんば駅

路面店舗は大幅減、堺筋の空洞化加速
大阪・日本橋の店舗出店情報サイト「NIPPON-BASHI SHOP HEADLINE」と本紙がまとめた「日本橋地域の店舗出店
によると、調査対象エリア
（浪速区日本橋3〜5丁目・難波中2丁目）
における店舗数は2店舗増で
動向調査」
（2021年）
ほぼ現状を維持。ただ路面店舗は前年に引き続き減少し、さらにメインストリートのひとつである堺筋での退店が目
立つなど、コロナ禍が長期化する中で既存店舗の経営体力消耗がより鮮明になった側面も。

（調査詳細を2面に）

地下鉄恵美須町駅

南海本
線・高野
線

2021年の1年間における、日本橋地域全
体での新規出店数は58店舗。これに対し退
店数は56店舗で差し引き2店舗の増加とな
り、ほぼ現状を維持する結果となった。
12店舗の大幅減少となった前年と比較す
ると一見持ち直した感もあるが、公道に面し
た1階部分のいわゆる「路面店舗」に限れば
9店舗の減少で、前年からの減少傾向に歯
止めは掛かっていない。コロナ禍が長期化
する中でジワジワと既存店舗の脱落が進む
実態も浮き彫りとなった。

調査範囲の位置
■ 難波中2丁目
■ 日本橋3丁目
■ 日本橋4丁目
■ 日本橋5丁目
（参考）
■ 日本橋西1丁目

阪神高速1号環

状線

調査の概要
◇調査対象範囲
来街者の流れや店舗の集積状況から、北限を「なんさん通
（高架）
」とし、その中
り」
、南限を「阪神高速道路1号環状線
「日本橋3・4・5丁目」の4エリアを
に囲まれる「難波中2丁目」
調査範囲として設定する（上記地図参照。なお、
「日本橋西

2021年の新規出店は
「コンセプトカフェ」が下支え
業種別動向では、飲食店舗の伸びが目立
つ。新規出店も40店舗と全体の約7割を占
め、同時期の閉店数を差し引いても大幅に
増加。一方、物販およびサービス店舗はい
ずれも減少となった。
飲食店舗の新規出店で特に目立ったの
が、いわゆる「コンセプトカフェ」。メイドカ
フェがその代表例だが、メイドにとどまらず、 近年は難波寄りのオタロードに賑わいの主役が移ったとはいえ、それでも一定の店舗集積と集客力を維持してきた
その衣装や設定などは店舗ごとにさまざま 堺筋沿いのアーケード商店街だが、コロナ禍の中で店舗の撤退が相次ぎ厳しい状況が続く
なバリエーションがあり、そのようなコスプ
■日本橋での出店・退店状況（2016〜2021年）
レ系店舗の総称として現在ではこの呼び方
が定着しつつある。
「コンカフェ」と略される
ことも多い。
コンカフェの多くはオープン時の過大な
投資を避けることや、あえて「隠れ家」的イ
メージを持たせる意味などもあり、メインスト
リートから外れた小規模な物件やビル上層
階の一室で開業する傾向が強いが、コロナ
禍の中でも新規出店の需要は旺盛で、2021
年には20店舗近くが出店。新規出店数を下
支えする要因にもなった。
ただ、それら店舗の中で、安定した顧客を
獲得し長期的運営ができるところはごく一
部に限られており、果たして今後どれだけ定
着できるかは様子見といったところ。
（→2面へ続く）

1丁目」については調査は実施しているが、サンプル数が僅
少のため参考資料にとどめ、全体集計の数値には含めてい
ない）
。なお、本調査内で「日本橋」と表記する場合、特に注
記なき限りこの範囲内を指す。
◇調査期間
2021年1月1日〜2021年12月31日（1年間）
◇調査集計時の特記事項
＊以下の条件に該当する場合は集計対象としない。
①独立した出入口もしくは店舗ファサードを有しない、
インショップ形式の店舗
②出店期間があらかじめ短期間に限定された催事扱いの
店舗や会員制の店舗
③営業権譲渡などにより運営元や店舗名称に変更があっ
たものの、その実態に従前と大幅な変化がない店舗
④違法性が高い商品を主に取り扱う店舗
⑤市営住宅1階部分の店舗
＊同一の店舗運営者でも、業態および店舗名称の大幅な変
更を伴うリニューアルが行われた場合は、同一地点にて
退店・出店がそれぞれ1店舗ずつ発生したものとして扱う。
＊調査範囲外地域での営業店舗が日本橋に移転した場合
は「出店」
、その逆は「退店」として扱う。
＊業種分類の
「飲食」
にはテイクアウトのみの食品販売を含む。
※新型コロナの影響により期間を定めない休業が続いてい
る店舗のうち、
上記調査期間内を通して実質的な営業実態
が確認できなかったものは
「退店」
として扱う
（今後、
当該店
舗が営業を再開した場合は
「出店」
として扱う）
。

■日本橋での路面店舗の増減状況（同）
出店

退店

2016年

48

47

増減

1

2017年

38

45

▲7

2018年

42

42

0

2019年

46

46

0

2020年

46

60

▲14

2021年

40

49

▲9
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■業種別の出店・退店状況（2021年）

■各エリア別での出店・退店状況（2021年）

■新規出店・退店店舗の立地形態

※路面店舗＝建物一棟を全て使用、
または道路に面したビル1階への出店

コロナ禍の影響もあり、2020年と21年は路面店舗が大幅減少。その反面、出店コストの低い
空中店舗は近年一貫して増加を続けている。
出店

退店

増減

路面店舗

空中・地下

路面店舗

空中・地下

路面店舗

空中・地下

2018年

42

17

42

12

0

5

2019年

46

17

46

12

0

5

2020年

46

12

60

10

▲14

2

2021年

40

18

49

7

▲9

11

■新規出店者の組織形態
コロナ禍に
例年、いわゆる
「チェーン店」ではない独立系店舗が4分の3前後を占めているが、
おいて飲食店の出店割合が増えた結果、
独立系店舗の割合が上昇している。
独立店
チェーン店
（全体に占める割合）
A

（→1面から続き）
また、物販については前年同様、免税店や
ドラッグストアなどインバウンド需要への依
存度が高かった店舗の閉店が相次いだ。こ
れまで一時休業として当座をしのいでいた
店舗が、コロナ禍の長期化により営業再開
を断念しそのまま撤退に至ったケースもあ
り、結果として日本橋におけるこれら業態の
店舗はその多くが消滅しつつある。
エリア別の動向では、日本橋4丁目のみ店
舗数が増加、日本橋3丁目・日本橋5丁目・難
波中2丁目が微減となった。
日本橋4丁目では、本来店舗としての利用
を想定していなかったオフィスビルや雑居ビ
ルの上層階が前年に引き続き 開拓 され、
前述のコンカフェのような店舗が出店する
ケースが数多く見られた。
なお、これまで比較的堅調であった難波
中2丁目で店舗数が減少したのは意外な感
もあるが、2021年中に空き店舗となった物
件の中には、次の入居テナントを内定させ
た状態で年を越しているものも少なからず
あり、また今年前半に竣工予定の新たなテ
ナントビルから物件供給が行われる見込み
などで、2022年は増加に転ずることが確実
と思われる。
また、日本橋3〜5丁目のいずれにおいて

も、メインストリートである堺筋での退店が
目立ったことは大きな懸念材料といえる。ア
ーケード維持費用といった諸経費負担もあ
り、堺筋沿いの物件が相対的に賃料が高く
なるのは致し方ない部分もあるが、それゆ
えにコロナ禍が長期化する中で賃料負担に
耐えきれなくなった店舗が次々と撤退に追
い込まれた可能性は高い。

堺筋の空き店舗では
ちょっと気になる現象が
最後に少し気になった点をひとつ。
店舗の撤退が増加している堺筋では、空
き店舗となっていた物件に新たな入居者が
現れたものの、結果的に店舗ではなく企業
の事務所や倉庫になってしまったケースが
いくつか現れてきている。
もちろん、物件所有者の立場からすれば
空き店舗を放置するよりは、業種が何であ
ろうと賃料収入を得たい事情は理解できる
し、建物自体が解体されマンションやホテル
に置き換わることで店舗としての利用可能
性が消滅してしまうことに比べれば、これら
の物件は今後の経済動向次第では再び店
舗となる可能性が残っているだけ、まだ救い
があるのかもしれないが……

チェーン店
B

2018年

45（76％）

4

10

2019年

47（75％）

2

14

2020年

46（79％）

1

11

2021年

52（90％）

1

5

※独立店＝日本橋のみで店舗展開を行う企業
または個人事業主によるもの
（日本橋での
複数店舗展開、
又は店舗網の過半数が
日本橋に立地するものも含む）
※チェーン店 A＝大阪府以外を主な営業基盤
を展開する
とし、複数店舗
（5店舗以上）
企業で府下初出店となるもの
（同）
を展開する
※チェーン店 B＝複数店舗
企業による出店で、府下にも既に出店済の
もの

■新規出店店舗の継続性
過去に出店した店舗の存続状況について経年調査を行うと、平均してオープンから3年後に
生き残るのは約半数という結果となっている。
2018年出店

2019年出店

2020年出店

2021年出店

（出店総数）

（59）

（63）

（58）

（58）

2018年退店

3

−

−

−

2019年退店

12

6

−

−

2020年退店

8

15

6

−

2021年退店

5

7

11

1

2021年末現在の残存率

52％

55％

70％

98％

店舗の閉店が相次ぐ堺筋では、
このように空き店舗が軒
を連ねる光景も珍しくはなくなった

空き店舗が企業の事務所に転用されたケースも。前面
には入口のみ設置され、店舗部分は駐車場に
※いずれの写真も記事本文とは直接関係ありません

■日本橋5丁目における出店・退店数の推移（2012〜2021年）

難波中2丁目・オタロード近くの「千南モータープール」
跡にまもなく竣工予定のテナントビル。10坪程度の小さ
な区画も多数用意され、今後の展開に注目

日本橋4丁目では、普通のオフィスビルの上層階にコン
セプトカフェなどが複数出店し、このような小型看板が
ビル入口にいくつも並ぶ光景があちこちで見られる
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恵美須町の元・ホテル WBF が運営を一新
「KOKO HOTEL」として営業再開
運営会社の破綻によって2020年5月に閉
館していた、地下鉄恵美須町駅近くの「ホ
テル WBF アートステイなんば」が「KOKO
HOTEL 大阪なんば」に名称を改め、2021
年12月16日に営業を再開した。
新たに運営を担うのは、東証二部上場の
ホテル運営会社・ポラリスホールディングス
の子会社「フィーノホテルズ」
（本社・東京
都千代田区）
。同社は「KOKO HOTEL」の
ほか「ベストウェスタンホテル」
「バリュー・
ザ・ホテル」など複数のブランドで、全国各
地に約30か所のホテルを展開している。

MAP C-4

【KOKO HOTEL 大阪なんば】
大阪市浪速区日本橋5-8-25
koko-hotels.com/osaka_namba

eイヤホン、大阪の拠点を日本橋へ集約
2月に増床リニューアル

MAP C-4

イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」
（株式会社タイムマシン、
本社・大阪市浪速
区）は、日本橋本店を増床し、2月17日にリ
ニューアルオープンすることを発表した。
現在大阪市内で展開する2店舗のうち、
JR 大阪駅近くの「梅田EST店」
を2月13日で
閉店、本店へ統合することによるもので、
売場面積を現在の2倍に拡大。新たにカス
タム IEM（カスタム・イン・イヤー・モニタ
「e ☆イヤホン」の日本橋本店。リニューアル後は現在1階のみと
ー。通称イヤモニ）の耳型採取を可能にす なっている売場が2階まで拡大されるという
るなどのサービス向上も図る。
【e☆イヤホン 大阪日本橋本店】 e-earphone.jp
大阪市浪速区日本橋5-9-19 11:00〜20:00 無休
なお、梅田 EST 店で購入した商品のサポ
Twitter : @e_earphone
ートも今後は本店が引き継ぐとしている。

阪堺線恵美須町駅、旧駅敷地の
北半分は屋内型テニスコートに
一昨年の駅施設縮小によって広大な遊休
地が生まれ、その後の開発動向が注目され
ていた阪堺電気軌道（阪堺電車、本社・大
阪市住吉区）の恵美須町駅。当初はインバ

【テニススクールノア 大阪通天閣前校】
大阪市浪速区恵美須西2-1-24（4月オープン予定）
noah-tsutenkaku.com

MAP B-6

ウンド需要を見込んだ大型ホテルの建設な
ども噂されていたが、直後に発生したコロ
ナ禍の影響もあり、計画は事実上の仕切り
直しに。
遊休地となっていた旧駅敷地のうち、南
半分ではマンションの建設がすでに決定し
ているが、残る北半分については屋内型テ
ニスコートとして活用されることが明らかに
なった。施設の外観はほぼ完成し、現地で
は「テニススクールノア」が今春のオープ
ンを告知し、会員募集も開始している。
「−ノア」は、ノアインドアステージ株式会
社（本社・兵庫県姫路市）が運営、関西・
関東を中心に約30施設を展開。当施設は大
阪府内7施設目、大阪市内では天下茶屋・
都島・深江橋に次ぐ4施設目となる。

老舗レンタルCD店「K2 RECORDS」が
41年間の歴史に幕 今後はネット専業へ
その個性ある品揃えでコアなファンから
熱い支持を集めてきた、日本橋のレンタル
CD 専門店「K2 RECORDS」（株式会社レ
ヴォ・システム・ラボ、本社・大阪市鶴見区）
が2021年12月末でレンタル業務を終了、年
明けから開催していた店内在庫の処分セー
ルも1月28日で幕を閉じ、惜しまれつつも完
全閉店となった。
同店は1980年にボランティアによる私設
レコードライブラリーとしてスタート、同時
期に始まったいわゆる「レンタルレコード」
ブームにも乗る形で事業を本格化、最盛期
には大阪府内で数店舗を展開。その後の
大手資本参入による競合激化や、
1990年代
以降のレコードから CD への移行、そして著
作権法改正による規制強化などで市場が縮
小する中でも、海外アーティストの輸入盤
や他店では取り扱わない廃盤、国内のイン
ディーズレーベルなどマニアックな路線を強
化することで生き残った。日本橋には既存
店舗を集約・移転する形で2006年に進出、

現在まで約15年間営業を続けていた。
公式サイトでは、創業者が閉店の理由を
「みなさんのご支持がある限り、
続けていこ
うと心に決めてやって参りましたが、パンデ
ミックの影響もあって体力を大きく消耗して
しまいました」
と､ コロナ禍が長期化する中
で苦渋の決断に至ったことを吐露している。
なお、今後は郊外に拠点を移し、ネット
通販専業で中古商品の売買を中心に事業
を継続する予定という。

ソフマップ、同業の「じゃんぱら」を傘下に
ソフマップ
（本社・東京都千代田区）
は、ス
マートフォンや PC・デジタル家電などの買取
販売（リユース）事業を手がける「じゃんぱ
ら」
（本社・同）
の全発行済株式を2021年12
月に取得し、完全子会社とした。
1990年代に PC 専門店の雄として一時代
を築いたソフマップだが、2006年のビックカ
メラグループ入り後は店舗網を大幅縮小。
最盛期に数店舗を展開した日本橋でも、現
在はオタロード沿いに「なんば店」1店舗を
残すのみだが、近年は従来からの強みであ
ったリユース事業に軸足を移し、ビックカメ
ラ店舗内へのリユース専門店出店や、他社
からの買収によるアニメ・キャラクターグッ
ズ専門店の本格展開といった動きも見られ
る。売上高は約405億円（2021年8月期）
。
じゃんぱらは1997年、PC 専門店「ドスパ
ラ」を運営する株式会社サードウェーブの
関連会社として設立。当初はグループ内で
新品がドスパラ・中古がじゃんぱらという棲
み分けを行っていたが、後に資本関係を解
消して独立、現在は全国で50店舗を展開。

日本橋での「じゃんぱら」店舗（写真は大阪日本橋3号店）

【ソフマップ】 sofmap.com
Twitter：@sofmap_namba（なんば店）
【じゃんぱら】 janpara.co.jp
Twitter：@janpara_OSAKA（大阪本店）
@janpara_nan（大阪なんば店）
@janpara_pon3（大阪日本橋3号店）

日本橋にも3店舗を持つ。売上高は約116
億円（2021年7月期）
。
今回のじゃんぱら買収に際し、ソフマップ
では「両社のシナジーを最大限に活用し、
市場シェアのさらなる拡大とともに、両社の
リユース事業による売上高、利益ならびに
企業価値の向上を実現」するとしている。

●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」内でのエリア分けに対応しています。店舗の大まかな場所を把握する際にご利用ください。
●店舗の営業状況は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた行政からの各種要請や、その他状況の変化により今後も
臨機応変に変更されることが予想されます。各店舗の公式 WEB サイトや SNS などでの告知も十分にご確認ください。
●記事内での価格記載は、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。
●記事内での WEB サイト URL 記載時は http:// や www. などの部分を省略しています。

「メーポン」じゃないですよ、ネーポンですよ。
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。
1950年代から神戸の「ツルヤ食料品研究所」で製造され、銭湯や駄菓子屋などを中心に流通し、
下町の味として長年親しまれてきましたが、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。
それから十年余の歳月を経た2019年、なんとそのネーポンが濃縮タイプの「ネーポンシロップ」として
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。
もちろんお酒で割ってもよし、夏にはかき氷のシロップ、そのほか料理の隠し味などにも使えます。
復活までのストーリーや、商品の最新情報は公式サイト https://nepon.work で公開中！
インターネットでのご購入はこちらから……
●ひめよし商店  ھھھھھھھھھھhttps://himeyoshi.com/
●pontab web shop  ھھھھھھھھھھhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/pontab/

【K2 RECORDS】 k2records.jp ※実店舗は閉店済
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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

2022.02

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

←道頓堀

C 飲食店（喫茶・軽食）

●

JRAウインズ道頓堀

FF 飲食店（ファストフード）

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）

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

携帯電話

イベントホール・劇場等

ドラッグストア

DF 免税店

● 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

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）

5

不動産 エイーレッド ●

観光客向け案内所

マルイ

↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1 なんば

病院

C スターバックスコーヒー
新生銀行

●

なんば
H オリエンタルホテル

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

H
アパホテル
＜なんば駅東＞

普通の食堂いわま
● A-PRICE
肉吸い 千とせ

●

●

●

たこ焼き てこや

●

松屋 FF

●

リンガーハット
買取り
まっくす
＜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）

なんばＣＩＴＹ南館

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

●
●

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）

メイドカフェ
e-maid
e-maid

nambacity.com

M

●

●

タイ料理 タイタイ

●

●

しゅうまい 一芳亭

森川
医療ビル

●

●

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
鳥貴族（B1F）
CV ローソン（１F）
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）

H HOTEL S-PRESSO Namba
ファクトリー ●
ギア
らーめん鱗
● MINORITY
● 日邦レンタカー

ニッポンレンタカー ●

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

Rubic Records（3F）
●

B 南海なんば
古書センター

バール
サケノマ

FUN SPACE
DINER

● 関西電力

難波変電所

猫柳ラテックスギャラリー ●
ぶんちゃっ♪

ねぎ焼き もえぎ

日本橋4丁目店

カレー 月のアムリタ

Coffee553 C
cafe&bar黒猫堂 C
Silver Bar ｋNight

＜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

●

H HOTEL
S-PRESSO
SOUTH

スタンドツインテール
上新電機本社 ●

きゃんでーばにー Ａ
江口電器
メイド射的 Ｍ

かき小屋ランドリー

P

立ち寿司（１Ｆ）
●

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

黒門
公園

串揚げ ＨＡＣＯＹＡ

大阪厚生信用金庫

ラーメン 一八

あいどるすてーじ Ｍ
ホテルアシアート H

つくるLABO（2Ｆ）

妖怪ギターラ
●
E ラーメン 友愛亭
キクエデンキ E 上等カレーBR
レコー
ドワン
C 喫茶 金糸雀
C タイディカフェ PCワンズ PC
マウスコンピューター PC
ちょいめし 焼肉 こいろり
●●●●

おひとりせき喫茶店

松屋食堂

逸品館

PC-WRAP（５F）PC
餃子の王将（１・２F）

●

●

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

永和信用金庫

あさチャン

●●● ●
ベトナム料理 123ZO
C パンダ専門店
● 散髪屋POW 大阪ぱんだ
ハッチン。
ジョーシン
C みかんかっぱショールーム●
スーパーキッズランド H
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
日本橋
Pozcket TC
NT-BASE
うなぎつり 大阪屋 Ａ
五階百貨店 ツクモ 日本橋店 PC
●
E
マルエス商会 ● ●
いぬの赤ちゃん ● twincle recipe Ｍ C

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

ナカイデンキ

▼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

H ホビーランド ●
ぽち

アジアンカフェ

肉酒場 火車

●

なんばしよっと？

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

ワープロ専門 パールデンキ

万昌電機

日本橋果物 C

●

● 高津理容美容

ラーメンドカ盛マッチョ

●

メリーナイス
ステーキ丼 のむら

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

E

ファミリー CV
マート

ラーメン 天地人

油そば
きりん寺

P 大阪シティ信用金庫

P

CV ファミリーマート

● テンポスバスターズ

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

CV ローソン

3

P

黒門市場
kuromon.com

● 自転車てるてる

鉄板野郎（2Ｆ）
勝男
大源味噌

【A】PIZZA ● ●

セブンイレブン CV
● 海野歯科

P

シンズキッチン（1F）
太陽と月（２Ｆ）

●

nam-come.com

なんばこめじるし︵高架下︶

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

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

ラーメン 玉五郎

P

麺屋
青空

オタロード

nambaparks.com
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

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
米とデミグラス
100円ショップ ダイソー ●
メディアカフェポパイＮ
ツルハドラッグ
プレイズ
なんば店 TC
FF
C ホリーズカフェ ●
吉野家

立ち寿司（１Ｆ）

だしと小麦の
可能性

●

なんさん横丁

BOX520

●

小川商店
東横INN H
大阪日本橋文楽劇場前

coro
麺屋丈六 瓦そば 縁
● ●
めしの7 福田屋
C P
なみー
宮本むなし FF
珈琲店
● ●
シーシャアンドカフェ
アーリオ・オーリオ
けむり屋
レッドルーフイン＆スイーツ
ヒーリンフィーリン N
シフル
●
ゲオモバイル
B Suites
大阪難波日本橋 H
●
TAKE OFF
P
CV ローソン P
CV ファミリー
CV ローソン
Ｍ Cafe POCO
H なんば黒門
ジーストア大阪 H ● ● ● ドトール C
マート
（開業準備中）
ラーメン
麺乃国
焼肉ライク
はきはきタウン（御蔵跡履物問屋街）
なんさん通り
日本橋３
ラーメン くそオヤジ最後のひとふり
MIMARU APARTMENT HOTEL
●
●
●●●
（開業準備中）H なか卯 FF
FF 東京
TC
TC ● アテナ Ａ ●
Ａ namco（1〜３F）
チカラめし
PC ドスパラ（1〜4F） ピュアサウンド
Ａ カラオケ レインボー（４〜５F） Bee本舗 Bee本舗 日本橋
三豊麺
バトルタワー
本店
TC ドラゴン★スター（6F）
Ｎ コミックバスター（6F）
鳴門鯛焼本舗
●
C タリーズコーヒー（1F）
PC G-TUNE
H 鉄道模型 亀屋（7F）
カフェ C
じゃんぱら PC
BARララボトル
●
大阪大勝軒 ベローチェ
● 髙島屋史料館（3F）
Ａ 遊日屋（１F）
ウォーハンマー
ハリケーン（3F）TC
イエロー
わんだーらんど（１F）B
ストアなんば（1F） H サブマリン
TC トレカチャンス（2F）
アメニティードリーム（３F）TC
なんば店
さかいや（２F）TC
C コミュニティーフードホール
ホテル菊栄（休業中） H
PC ショップインバース
TC
●
●
大阪・日本橋（1F）
モバイル一番 ●
＜スペース難波ビル＞
PC ソフマップ
● ● カルチャーバーW@VE（１F）
キャロル（１F） C
SARASA HOTEL H
なんば店
Ｍ
TC
駿河屋
ICONOCLASM
（3F）
フロンティア
H
●
BIG MAGIC
髙島屋東別館
光ムセンたまらんど（１F）
アウトレット別館
＜村上ビル＞
とれじゃらす
ちゃり屋 ●
オタロード店
M Ring オタロード店（2F）
●
き田たけうどん サウンド・パック 本店（１・２F）
H
ワイルドワン（３F）
C アタラキシアカフェ（3F）
スタジオアラモード ●
イエロー
H シタディーン
ALANN（３F） TC
ルイーズ・ベルナードの厨房
サブマリン
大阪カオマンガイ CCoちゃ M
なんば大阪
なんば本店
油そば 春日亭
スパゲッティーのパンチョ
カフェ
（▼1階店舗ゾーン）
H
ラーメン 魂心家
でらなんなん（4F）●
浪速日本橋
ばくだん焼本舗
祇園北川半兵衛
C
SkillOne
郵便局
執事カフェ シスメアパルス
てんぷら 一味禅
（7F） M
難波肉劇場
numero five
〒
● 毘沙門天
プレイズ TC
アストロゾンビーズ H ●
TCトレカパーク ● ● ●
● 千南モータープール跡
勘田亀吉製燻所
オタロード店
（ビル建設中）
日本橋小学校跡
● VIVIDEEP maison
●
● ● ●●● ●
松竹 Ａ カマロ
C
＜馬場ビル＞
●
●
ROCCA ＆ FRIENDS
自転車専用 P
＜平田ビル＞
PC PCコンフル
ナニワネジ 商業館
コレクション（１F）Ａ スーパーポテトレトロ館（1F） G
大阪日本橋店
PAPIER OSAKA
ステーキ＆ハンバーグ タケル
mine（2F） M
ナニワネジ 本店
駿河屋（２・３F） H
らてめいど
M
日本橋
ツクモなんば店 PC
クラインパラスト（3F） M スワロウテイル（４F）●
MSIコンセプトストア
M LovePoint
公園
フルコンプ（４F） TC
FOREVER RECORDS（５F）
H ジャングル本店
●
カレー食堂 マッハ
ローソンストア１００ CV
●
カードラボ（Ｂ１F） TC
ジャングル空想的機械館
H
B とらのあな
ゲーマーズ（１Ｆ） G
Ａ Force
プレイズ 日本橋本店 TC
※2月下旬オープン予定
タイムズ大阪難波
● デジハムサポート
P （点線内、198台）
インディペンデント
TC トレコロ
シアター1st
ヒーロー＆ヒロインズ
H
M メリメロ
たこ焼き 得心 正電社
トヤマ電機
CV セブンイレブン
ファミリーマート CV
BLUE BEANS CAFE C
●
金の
H ホテルヒラリーズ
ノムソンカリー
メイド射的 Ｍ
とりから
ホビーステーション
TC
トルコケバブ カラクシュ
マチ★アソビCAFE /
●
駿河屋乙女館（1F） H ●
NTT
＃７８
BESTDO! PC ラーメン 男塾
ドッグホテル＆サロン
ufotable
Cafe
アンナカラーズコーヒー
明輝堂（2F） B
コミュニケーションズ
レクラ
H 駿河屋アウトレット
ドラゴン★スター TC
自転車 P
●
●
C
TC 193（2・3F） OnlyOne Ａ
カードボックス（1・2F）TC ●
TC フルコンプ
アキュアーズ（３F）Ｍ
ビストロ酒井
PC ショップインバース
●
イオシス なんば店 PC
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
ローソン
パソコン工房アウトレット別館（1F）PC
H ガキレンジャー
●
●
PCコンフル
PC
K−BOOKS
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）
H コトブキヤ（１〜3F）
なんば店
●
信長書店 B
● ビューティーサロンRAN
●
DF TOKIS
アゾンレーベル
H
ダイセン電子工業
バイク専用 P
ショップ大阪（４F）
●
とれじゃらす乙女館 H
C ビラジオ
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
Ｍ ＠ほぉ〜むカフェ（B1〜2F）
パソコン工房本店（１F）PC
POP iD Cafe
●
乾庄貴金属加工 ●
● 中野無線
ヒロイン特撮研究所（４F）
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）Ｍ
G ぱそまる（1・2F）
＜第二牧ビル＞
ファミリーマート CV
正公無線商会（6F）
アニメイト O.N.SQUARE（2・3F）
Ｍ マドリガルカフェ（3F）
●
H SFBC
●
カフェ＆クッキー
たこ焼き
グーニーズ
＜アニメイ
トビル＞
C
インディペンデント
餃子の王将
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
シアター2nd
タイトー
無限麻辣湯（1F） メロンブックス B カードラボ（５F）TC ●
スーパーポジション
Ａ ステーション
S.A.MUSIC（2F）
DOLK
（３F）
e-ZONe
（４F）
アシストウィッグ ●
●
H
ラウンドハウス（3F） カードラボ（1F）TC
PC パソコン工房
Ｍ H ほびれじ
H
●
P
なんばアウトレット2号店
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
● ● ●
PC
H ●
Ｍ 戦国メイドカフェ＆バー
●
ポルックスシアター
もののぷ（2F） WANTED
グルカ
三重電業社
オールブルー（1Ｆ） 山中車輌 ●
●
B 兎月屋書店
駿河屋 G
Ｍ 1904/1904（3F）
H ガレージフィールド
E 旭電化
Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ）
● フリースペース ウェブスタ
セブンイレブン
（1F）CV
！
（４Ｆ）
メモリアルロー
ドきらめき
Ａ
Ｍ アンダンテ
● 日本橋UPｓ
東横ＩＮＮ 大阪なんば日本橋 H
（休業中）
ネクサス Ａ
トレカライン（4F）TC
Ａ メインストリート
M
H 日本橋クリスタルホテル
バイク P
PCコンフル PC
● 業務スーパー
TC 買取ゴリラ カフェ・ド・ポルテ
（休業中）
オタロード先っちょ店
永和電機
モバイルステーション
Ｍ めいどりーみん DOURAKU
C サンマルクカフェ
＜五階百貨店＞
カラオケ喫茶
ポアロ
C
C.C.モバイル
Ｍ パルランテ RECORDS（3Ｆ）
陶芸教室 ちー工房 ●
カレー マドラス
河口無線
mobax
C クラムカフェ Rebirth（4Ｆ）TC
東京真空管商会
●
シマムセン
デジパレ つくるLABO
ふぁにーてぃあーず M 中辻商店
コミックスゾーン B
ショールーム H
DISC J.J.
TOY S星矢 H
●
部屋サポ
岡本無線電機 ●
サウンド・パック ●
ルナリリー Ｍ ラーメン 清麺屋
E 大有電機
H H PC
●●
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

●

P

P

ホルモン

●

キリン堂

●

B FANFAN

難波千日前
公園

ラーメン のスたOSAKA
とんかつ 松のや（１F）

（休業中）

橙猩猩

H
ニッセイ
ホテル

●

至 奈良

8
⑧

9
⑨

お好み焼

黒門屋らーめん
P

至 南巽

近鉄奈良線

炭焼BAR

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

ポスターギャラリー

P

●

ラーメン 天道

ファミコンバーDENDO
深夜喫茶銭ゲバ
ライブシアタ− なんば紅鶴／なんば白鯨

ナンバプラザ H CV ファミリーマート
ホテル
ビア＆カフェ
あるか→アるか

大阪焼トンセンター

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

シーシャカフェ

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

（5〜６F）

三菱ＵＦＪ銀行（ATM）

コメダ
珈琲店
C

2

虎目横丁

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）
＞

●

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

〒 郵便局

交番 ●

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

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

銀行

セブンイレブン CV
P
P レックスインなんば H

P

P

国立文楽劇場
P

※ 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

R/H/B

H 御宿 野乃
CV セブンイレブン

大阪王将

・食品販売等
飲食店（その他）
●

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）

B 書籍・コミック・アニメ等

E 一般家電

地下鉄堺筋線

日本橋エリアマップ

●

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

イオシス

4丁目店

日本橋４
●

PC

●

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】
● 大電社

●

スタンドツインテール
上新電機本社 ●

Pozcket TC
うなぎつり 大阪屋 Ａ
いぬの赤ちゃん ● twincle recipe Ｍ

日本橋
五階百貨店

NT-BASE

C

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

●

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

ハイファイ堂

E 小池 家電営業所

トイズゼロ H

●●

ナカイデンキ

肉酒場 火車

▲左ページへ
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わかこうかいクリ ック
●

● ● ●

●

日栄無線（１F）●
オントップ（２F）●

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）

セブンイレブン CV

●

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

● エビスギャラリー

H エフビ

●

買取りまっくす
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

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 ●

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

ホテルアマテラス縁 H
●

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

●

●

自転車・バイク P
猫カフェ 猫音

丹波屋本舗

めいどさんのいるリフレのお店 Ｍ

ドネルケバブ チャオ

大阪無線 ●

● ハロー
！プロジェクト

オフィシャルショップ
● 東亜電子工業

地下鉄恵美須町駅

●

市営日本橋住宅
（1号館）

●
● 防犯カメラ 伊豆美（２F）

CoCo壱番屋

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

● 青木青果（1F）

1-A出口
1A出口

1-B出口

まる栄

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

市営日本橋西住宅

市営日東住宅
（３号館）

● 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

こてお
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

●

4

H KOKO HOTEL 大阪なんば
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

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

← Zepp
なんばへ

木林正雄商店

G ゲーム探偵団

＜山田ビル＞

スギドラッグ（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

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

E ジョーシン日本橋店

とつぜん JCKA
ステーキ
吉野家 FF

H アパホテル

５

＜エスタビル＞

三菱UFJ銀行（ATM）

リアル脱出ゲーム Ａ

セブンイレブン
CV

●

●日本橋ものづくり拠点

居酒屋

まるき

エスタ5（5F）

〈なんば南 恵美須町駅〉
（休業中）

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 大阪逸の彩ホテル
●

東方ホテル H

（ひので）
うどん・ほうとう 甲州麺

今宮戎駅前

いさみ
蒲鉾

5

中華料理 福星楼

戎神社前
なか卯 FF

どろそば将

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

阪堺電車
恵美須町駅

C
CV 松屋 FF
ファミリーマート
らーめん亀王
ＯKO
NATURAL
ノアテニススクール ●
SWEETS
※4月オープン予定

たこ焼 淡路屋

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2022年1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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【連載コラム】

水山
（@mizuyamadeeesu）
◆2015年芸人
デビュー。2020年春まで活動後、現在は
絶賛求職中の大喜利･アイドル･ビール好
き。
R-1ぐらんぷり2018準々決勝進出。

水山です！ さて先日「一撃 .5」という大喜利ライブで
私のお題をいくつか使っていただきました！ 作り手以上
にお題を昇華させる皆様への尊敬と、私のお題で遊んで
下さる、投稿下さる皆様に、改めて感謝を……！
さて今回のお題は「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？」でしたが
ころころ さんからの投稿。
★飼い主はその模様を SNS に投稿する
……
【今ですね〜、ちょっと角度変えたりして】
鼻ブルジョワ さんからの投稿。
★今年の十二支にエントリーしている
……
【あいつらが遊んでる間にね】
島 さんからの投稿。
★渡り鳥は徹夜で4日間飛び続けるんだって〜
……
【言うてる君は誰や、毎年言うてるやろ】
イコリハイミラン さんからの投稿。
★カバはしこたま、うがいする
……
【あのカバですね、繁忙期ですからね】

連載第3回

文・仲谷暢之（アラスカ社） さし絵・みしお子（@mishioco）

「何も知らないんだねぇ（笑）
」

するために某店に入って席についた。すると、

（場所：てんしばの某ダイニングレストラン）

の Met 展を語り合っている。
大阪市立美術館で昨年秋から開幕し、1月に

女性が印象に残った絵画について感想を話す

」展へ
閉幕した「メトロポリタン美術館（Met）

と、男性は自分なりの解釈＆見解を話し、やん

滑り込みで鑑賞してきた。

わりと彼女の感想に否定をかましていた。いわ

はアカンやろ〜 と自分も思った時、
「あの、さ

西洋絵画65点（そのうち日本初公開が45点

ゆるひけらかしとマウンティングだ。こちらの耳

っきから足組んで話してるけど、靴先が私の足

も！）が一挙来日し、15世紀初期ルネサンスか

に入ってくる男性の言葉の中にはミソジニーも

に当たってるんだけど！」と、女性。「あ、ごめ

ら19世紀ポスト印象派まで、
ティツィアーノ、
カラ

感じられ、なんだかなぁと思っていた。

ヴァッジオ、
レンブラント、
フェルメール、
ゴヤ、
ゴ

せるまる さんからの投稿。
★君はいたずらっぽい顔で笑う

女性は男性の話に「凄いね〜」「知らなかっ

んごめん」と男性は謝ったが、
「そういうとこ気
をつけたほうがいいよ。そろそろ行こうか！ごち

ッホ、
ゴーギャン、
ルノワール、
マネ、
モネ、
クール

た、そんな意味があるんだ」と応えていたのだ

そうさまぁ〜」と、ちゃっちゃとコート着て荷物

ベ、
セザンヌなど、美術の教科書に必ず登場す

が、展示されていたセザンヌの絵について話し

を持って店を出て行った。

る最強の画家版アベンジャーズ・アッセンブル

ている時に、男性が「え !? 何も知らないんだ

な作品に、ただただ眼福時間を堪能した。

ねぇ」と発した。

美術館を後にし、
お腹が空いたのでランチを

二人の隣でご飯を食べながら、 その言い方

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。

番茶が飲みたい さんからの投稿。
……【らしいのが一番】
★蛇は蛇で蛇らしく
センダック さんからの投稿。
★鯛は今も 鯛のままで

隣のテーブルの中年カップルが見てきたばかり

相まってかなりイケてた！

……【らしいのが一番】

残された男性は追って会計を済ませ出ていっ
たけれど、女性が怒った本当の理由は理解して
いないだろうと思う。だってきちんと領収書を
もらっていたしなぁ。

時の流行。それに

そんなビルの2F に、ゲーム音楽少年だった

倣ってこの CD にも

自分が毎週必ず足を運ぶゲーム音楽専門の中

アレンジバージョン

古 CD コーナーがありました。当時はまだゲー

が5曲収録され、う

……【帰れ】

ム音楽自体があまり認知されておらず、多くの

ち2曲をコンスタン

。なお、
独断 MVP はせるまるさんです！ 腹立つ（笑）
今回惜しくも選に漏れた作品のうち一部は、私の「note」
note.com/mizuyamanote/ でも公開予定です。
では次回のお題。
「
『キミ、GW 中に何があったんだね？』
と思った新入社員の言動とは？」ハッシュタグ #MiS 喜利
を付けて Twitter へ投稿または pontab.jp 内の投稿フォー
ムからお送りください。締切は4月20日の23時59分です！

CD ショップではアニメコーナーに混じって売ら
れており、ゲーム音楽専門の中古 CD ショップな
んて夢のまた夢。当時より少し前のゲーム音楽
黎明期はアナログレコードから CD への転換期
ということもありCD の流通数自体が少なく、そ
ういった絶滅危惧種のようなゲーム音楽の CD
をいつも探していた自分は、当時大阪で（おそ
らく）唯一のこの中古ゲーム音楽ショップで多
くの CD を購入することになります。
その中でも忘れられない CD が、後にカルト
な人気を誇ることになるタイトーのサウンドチー
ム「ZUNTATA」が初めてその名前でリリース
した3画面横スクロールシューティング「ダライ
アス」のサントラ。ゲーム中に鳴っている音源
とは別にアレンジバージョンを収録するのが当

スタワーズという

現在では当たり前のように全国で知られてい
るソフマップも、1980年代の日本橋では小さな
店舗やビルの一室を拠点に営業していた PC シ
ョップの一つでした。
ファミコンブームの追い風で家庭用ゲームの
扱いも増えたであろう1990年、ソフマップ初の
ゲームソフトを中心とした大型店舗が登場、そ
れがソフマップ4号店（編集部注：現存せず。

あけましておめでとうございます! この連載も、
気づ
けばもう3回目。本年もよろしくお願い致します!!
中の下ちゃん実は、
年末にここには書けないような不
2021
幸がたくさん押し寄せておりました。年末というか、
年は本当に本当にとても大変な年でした。
しかし明けて2022年!!寅年!! 中の下ちゃんはなんと年
女!! このお仕事くれはったざつむちゃんも寅年の年女!!
年女というだけで何かすごく運が強くなり、
全てうまく行
くような気がしています。笑。寅も干支の中では強い方
だと思うし強そうやし!! 2022年は寅にのっかって何とか
飛躍して行きたいと思います!! 寅年の中の下ちゃんを
本年もどうぞよろしくお願い致します!

2022年現在は複数の飲食店やトランクルームな
どが入居する雑居ビルに）
。新品と中古の家庭
用ゲームコーナーがそれぞれ1・2F、3F には PC
用ゲームソフト、4・5F には買取やサポート。当
時ここまでビル全体がゲームに特化した店舗は
他に類を見ず、細長くサイバーなビルの外観も

ハルヒ世代 が見る

by

仲瀬コウタロウ

【その3 『ゆうたの』に見る「アニメイトビル」、
オタロードのオタクショップ身の上話】
小欄のプロフィールにも書いてきたし、ぼち
ぼち拾っておこうかと思う。

はやしさん
（@superhayashi）
◆2008年活動開始。自身のエピソード
をいわゆる「中の下の女子」に例えたネタとイラストはツイッター
で #それゆけ中の下ちゃん 参照。よしもとボードゲームブ！& 大阪
よしもと TV ゲームブ所属。

グループが担当し
ています。オリジ
ナルバージョンや ZUNTATA のアレンジもさるこ
とながら、このグループによる常軌を逸したア
レンジも魅力的でした。本当に憧れの CD だった
ので、手に入れた時の感動は忘れられないもの
があります。
後に ZUNTATA のライブでギターを弾かせて
頂いたり、コンスタンスタワーズのメンバーさ
んと知り合ったりするのですが、当時はまさか
夢にも思いませんでした。
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。

が入る」の話が通った時点で既に反感を買って

同ビルが『ゆうた

いたのかもしれない。気が強い先輩に、初日か

の』にもある現在の

らずいぶんと可愛がられるはめになった。元来

形にリニューアルされ

の口下手が人生初の接客業でしどろもどろする

たのは2013年夏。当

のを、それはもう鍛えられた。とはいえ、この経

時、声優の津田健次

験が買われ、のちにオタクショップ系の販促情

郎がアニメイトの一

報誌で書くことに繋がったから、人生は分からな

日店長を務めた日だ

い。体験気分で勤めていたら先はなかったはず

けは妙に覚えている。

だ。いまさら頭が下がる。

ポンバシに通い始め

覗くたび、学生時代に足しげく通った記憶とと

た当初に同人売り場

大学を 無い内定 で出てまだ間もない頃、オ

もに、そんな苦くもありがたい思い出も蘇る、オ

で顔を赤らめたビル
が、オタクショップの本丸 となってからの方が

タロードの某オタク向けショップでアルバイトを

タロードのオタクショップ各店である。元バイト

していたことがある。志望動機はたしか、
「マス

だ
先も健在
（もうOB 面して訪ねる勇気はない）

長いことに気付き、驚いた。最近は等間隔の客

コミ志望で将来はオタク関係で書きたいので、

が、いま界隈の中心と言えるのは紛れもなくア

引きが目立ちがちなオタロードだが、それでも

現場で働く経験をしてみたい」という、馬鹿正直

ニメイトビルだろう。 ネカマ×ネナベ のシェア

奥でどんと構えるあのビルの存在感が心強いの

かつ無駄にエラそうなもの。幸いにも店長は真

ハウスラブコメ『ゆうべはお楽しみでしたね』で

は、きっと筆者だけではあるまい。

面目そうだと受け取ったようで採用されたが、振

も、主人公の勤務先として登場するアニメイト

り返ると完全に「足掛けにします」宣言だった。

大阪日本橋店を中心とした、その様子がしきり

想像するにそんな姿勢だから、
「こういう新人

に描かれるビルだ。

◆アニメ・マンガ系フリーライター。
仲瀬コウタロウ
（@7kase5taro）
「オタロードの某オタク向けショップでバイト経験アリ」という
いかにもな前振りを今回やっと拾えて一安心。恥ずかしいので
伏せてますが、どの店舗か知りたい方がいればぜひお訊ねを。
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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

で全部チェックしているけど、やはりそのお美し

調子で2022年もどんどんやってオタ活費稼ぐ

パンドラ
女子

い御姿をこの肉眼を以て拝見し、ワタクシめの

ぞ！」と思ったのも束の間、報道などでご存知

脳裏に焼き付けたいわけでございます。

の通り新型コロナウイルス感染再拡大で、1月

が一人で
生きていくと
決めた日

それで緊急事態宣言が明けて現場が決まりま
してね。これは行くしかない！ 推しは推せる
時に推せ！ ということで頑張ってチケットを取

Vol.30「やっぱり『オタ活最高！』と思った日」

って行ってきましたよ。結論を先に申し上げる

やっほー、みんな息してる？

と最高でした！ 推しの頑張っている姿、推し

マスクウーマンです。これまで連載をお読み

の笑顔、推しと同じ時間を過ごせた事、推しと

の方はお気づきだと思いますが、私ってまあま

一緒の空気を吸えた事。プライスレス。

あなアイドルオタクなんですよね。コロナ禍前

ということで、2回だけ入るつもりがもっともっ

は地下の現場に行ったり、Twitter で仲良くなっ

とと、覚せい剤のダメな悪循環の如く推しを欲

た推し仲間と本人不在のお誕生日会をやったり

してしまい、結局5回……。でもいいんです。

と、それなりにオタ活が充実していたわけです。

お金で買える価値がそこにありました。あ、支

それがコロナのせいだけでなく、知り合いが

払いはマスターカードではなく

あまりいない状況で東京に来たこともあり、や

VISA でしたけど。
オタ活費はどうしてるかって？
相変わらず派遣 OL をやっており
ますが、ちまちまとフリーラン
スの仕事は続けており、そこか
ら捻出しています。年末は数年
以内に絶対やりたかったまあま
あ大きなお仕事ができて、実績
ができたしそこそこの売上を上
げることもできました！ 「この

はり寂しかったのか更にドルオタの沼にハマって
しまいました（笑）
。どこのグループのどのメン
バーかは申し上げませんが、マスクウーマンと
は別にアカウントを作っちゃったし、今時ファン
ブログなんて立ち上げちゃったし、もしファンを
やめることがあったらこれが最後の heartbreak
にしたいぐらい、自分史上マッスクではなくマッ
クスにハマっております。
雑誌も極力買ったりライブ DVD もできる範囲

広告掲載などの
お願いとご案内

2月と決まっていた仕事がなくなりました……。
ねえ！ チケット代！ どうしよう！
カードの支払いは1月2月のギャラをアテにし
ていたばかりに、キャンセルの連絡がきた時は
冷や汗が止まりませんでした。絶望ってこうい
うことを言うんですね。そんなこんなで実家か
ら送られた米や芋を主食にしつつ、在宅でもド
ーンと稼げる仕事ないかなと思っている今日こ
の頃。皆さん、ご利用は計画的に。
【追伸】前号に書いた SAKE DIPLOMA の試験は
一発合格できました！ 出来が悪かったので、
本気で来年頑張るつもりでいた
んですけどね。合格を知ったの
が派遣先のトイレだったんです
けど、嬉しさのあまり江ノ電自
転車ニキみたいに片腕を高く上
げてピースしちゃいました。個
室で良かったです（笑）
。

4年ぶりに再開！ 本連載タイトル横の
マスクをアイコンにしたマスクさん
（やや
こしい）
の Twitter は ⇒ @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11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、いろいろとあるんです）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場を
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。

究極の働き方改革は「働かない」ことだと持論を訴える
ざつむちゃんへのお便りはツイッターで @tachiaki まで

■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2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

料金

使用可能色

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
モノクロ

縦92×横60 または 縦45×横122

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

縦92×横122
縦45×横60

5面 地図下
※地図内エリアの
店舗・企業限定です

フルカラー

8面
記事下

フルカラー

縦92×横60 または 縦45×横122
縦92×横122
縦92×横60
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 です。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。
※年間通し掲載・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、データ内のテキストはアウトライン
処理をお願いいたします。また、黒色ベタ部分については CMYK の掛
け合わせとせず K のみ100% で、ベタが広くなる部分は同99.9％指定
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
ご提供いただいた場合は、無料で制作いたします。

本紙の公式通販サイト
のご案内
「pontab web shop」
「Yahoo！ショッピング」内に本紙直営の通販サイト
「pontab web shop」をオープンしました。本紙の
定期購読やバックナンバー購入がオンライン上で
簡単・便利にできますのでぜひご利用ください。
各種クレジットカードや、電子マネー「Paypay」の
利用も可能。ソフトバンクユーザーの方には、毎
週日曜日などにお得な Paypay ボーナス還元も！
そのほか、神戸が生んだ幻の清涼飲
料水・ネーポンを復刻した「ネーポン
シロップ」
や、
「ざつむちゃん」グッズ
など面白商品も多数ございます。

store.shopping.yahoo.co.jp/pontab

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階入口階段前にラック設置）／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
【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「わくわくランド」および2階アンダーフロア）／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。
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ラーメン激戦区・日本橋に新たな刺客！ なんさん通りに
人気店「くそオヤジ最後のひとふり」
が進出

共立電子の「日本橋味マップ」
今年も最新版を配布中 MAP C-4
MAP B-2

日本橋で電子部品専門店を展開する共立電

なんさん通りに 貝出汁らーめん が名物 に次ぐ4店舗目。当店は兵庫・大阪を中心に
主力メニューは、たっぷりのしじみを煮出
のラーメン店「くそオヤジ最後のひとふり 多数の飲食店を運営する株式会社 ALL WIN したスープに特製ブレンドした淡口醤油を
なんば店」が1月8日にオープンした。
（オールウィン、
本社・兵庫県宝塚市）
による 合わせあっさり味に仕上げた「しじみラーメ
「くそオヤジ−」は、関西を中心に「人類 フランチャイズ店舗だが、
この場所で以前に ン」、濃口と淡口の醤油をブレンドした中華
みな麺類」「ラーメン大戦争」などの人気 出店していた天ぷら専門店「天からてん」 そばスタイルの中にあさりの旨みを存分に
ラーメン店を展開する UNCHI 株式会社
（本 もオールウィンの運営で、当店は実質的に 引き出した「あさりラーメン」、はまぐりの
社・大阪市淀川区）
が手掛ける店舗ブランド 同一企業内での業態転換となる。席数はカ しっかりした滋味を強めの醤油味でまとめた
「はまぐりラーメン」の3種類。その他、サ
のひとつで、なんば店は十三・高槻・天満 ウンター11席、テーブル16席。
イドメニューも貝めしや貝餃子など、徹底
的に「貝」にこだわった商品を提供する。
そのインパクトある店名はもちろんのこ
と、
「ようこそ！ ヲタク＆貝出汁らーめんの
聖地 なんば日本橋へ」と書かれた店頭の
大型看板も道行く人の目を引き、オープン
直後から連日行列の絶えない人気店となっ
ている。

この大きな看板は店舗オープン前から話題となっていた

一番人気の
「あさりラーメン」
（970円）

【くそオヤジ最後のひとふり なんば店】
大阪市浪速区難波中2-1-15 11:00〜22:00 無休
Twitter : @kusooyaji_namba

子産業（本社・大阪市浪速区）は、地元の飲
食店情報を完全網羅した「日本橋味マップ」の

2022年版を発行した。昨年末より同社直営店
舗「シリコンハウス」や日本橋筋商店街の公
式案内所「日本橋総合案内所」などで無料配
布を行っているほか、公式サイトでも PDF で内
容を公開している。

味マップは、
同社スタッフら
が周辺の飲食店
情報を丁寧に集め
イラストマップに仕

増加を続けるトレカ専門店、年初から新規出店ラッシュ
既存店による店舗網拡大の動きも活発に
オタロード周辺を中心に現在では30店舗
以上が軒を連ね、店舗数では日本橋エリア
における 最大勢力 の座を確立したトレー
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、コロナ禍の中でも新規出店の動
きは衰えていないが、今年も年初から活発
な動きが見られる。
1月14日にはオタロード沿いに「フルコ
ンプ 大阪オタロード店」がオープン。同店
は株式会社インスパイア（本社・東京都八
王子市）が運営、東京都内と大阪・名古屋
で当店含め8店舗を展開する。日本橋には
2016年、オタロードに面したビル上層階へ
の出店で初進出、当店は日本橋での2号店
となる。
また、なんさん通りでは1月29日に地元
企業の山王商会（本社・大阪市浪速区）が
「Bee 本舗 バトルタワー店」をオープン。
Bee 本舗は2018年、日本橋のはずれにある
雑居ビルの一室で創業、同ビル内での規模
拡大を経て昨年3月には東京・秋葉原に進
出。秋葉原店のオープン時には開店前に数
百人が押し寄せ、ちょっとした騒動を引き起
こすほどの盛況だったという。日本橋でも
昨年9月、本店をなんさん通り沿いの現在
地へ移転し目抜き通りへの進出を果たした
ばかりだが、わずか半年足らずで隣接地に

MAP B-2

本店を上回る規模の新店舗をオープンさせ 内4店舗と日本橋の2店舗など合計7店舗を
る快進撃を見せている。
展開するほか、企業としては総合リサイク
そのほか、2月下旬には「プレイズ」も ルショップ「お宝創庫」、ゲームソフト専門店
日本橋3店舗目となる新店舗を堺筋沿いで 「おじゃま館」「メディオ！」「ファミーズ」、
「アイ・
オープンすることを発表した。同店は愛知 インターネットカフェ「サイバック」
県が地盤のカジ・コーポレーション（本社・ カフェ」などさまざまな業態の店舗を幅広
名古屋市中村区）が運営、現在は愛知県 く展開している。

当初は手書きメモの白黒コピーから始まったが、
改訂を重ねるごとに内容が充実し、日本橋名物
として多くの来街者に浸透した。現在ではフル
カラー化と年1回の定期発行が定着し、今回で
第33版の発行となっている。
【共立電子産業 / シリコンハウス】 kyohritsu.com
大阪市浪速区日本橋5-8-26
10:30〜19:30（日祝10:00〜19:00） 無休
Twitter：@kyohritsu
【日本橋味マップ】 ajimap.kyohritsu.com

次号（Vol.44）は4月下旬発行予定
緊急事態宣言や「まん防」が、その時期に
出ていない前提ではありますが……なお、
本紙公式サイト pontab.jp では PDF で創刊
号からのバックナンバーをすべて
公開しておりますので、あわせて
ごらんくださいませ。
なんさん通りに2店舗が並ぶ Bee 本舗。
バトルタワー店
（写真左）
は7階建ビルを一棟全て使い、日本最大
級となる約300席のデュエルスペースを設ける予定

【フルコンプ 大阪オタロード店】 inspire-jp.net
大阪市浪速区日本橋4-15-20
12:00（土日祝10:30）〜20:00 無休
Twitter：@fc_otaroad
【Bee本舗 バトルタワー店】 bee-honpo.com
大阪市浪速区難波中2-1-20
13:00〜21:30 無休
Twitter：@honpo_bee_BT
【プレイズ 大阪日本橋本店】 preyz.com
（2月23日オープン予定）
大阪市浪速区日本橋3-7-6
Twitter：@Preyz_N_honten

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。今回は、2021年に発売
されたタイトルの中で、
世界のゲーマーたちが最も評価した
作品の一つ「バイオハザード ヴィレッジ」をご紹介します。
物語は前作の続編として描かれており、テーマは 家族愛 。
主人公のイーサン・ウィンターズが、邪悪と狂気に支配され
た村を舞台に、愛する娘を取り戻すため決死行を生き抜き
ます。全てを投げうってでも、娘を救おうとする父親の姿は
胸熱！
！ 昨年5月のリリースからわずか1年足らずで、販売
本数は全世界570万本を突破しました。
そしてなんと！ イギリスで約40年続く歴史的なゲーム
アワード「Golden Joystick Awards」で、最優秀賞にあた
る「アルティメット・ゲーム・オブ・ザ・イヤー賞」をはじめ
計4部門を受賞する快挙を達成。最新のサウンド技術に新

© CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

【バイオハザード ヴィレッジ】好評発売中
対応ハード:PlayStation 5 / Xbox Series X /
PlayStation 4 / Xbox One /
Steam
https://www.capcom.co.jp/biohazard/village/

世代機の機能を最大限引き出すフォトリアルな映像表現、
前作から初めて採用された アイソレートビュー（主観視点）のプレイ視点とが相まって、深い没入感と
臨場感溢れるプレイ体験に全世界のユーザーが魅了されました。シリーズ最新作にして最高のサバイ
バルホラーを是非ご堪能ください。

上げたもので、創業
直後から顧客向けサービスの一環として提供。

（構成作家：安井信之介）

フルコンプの新店舗・オタロード店は遊戯王関連商品に特化。
同業者の撤退跡を素早く押さえて出店に結びつけた

日本橋エリアの店舗開店・閉店については
弊紙運営の「日本橋ショップヘッドライン」

nippon-bashi.biz でも、最新の情報を随時
アップデートしています。
読者の皆様からの情報提供も
お待ちしております。

ソーシャルメディアもやってます

日本橋3店舗目となる新店舗出店が決定した「プレイズ」
（写真はオタロード店）
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