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照り焼きバーガーが名物の「ゴンバーガー」
大阪初上陸 日本橋に新店舗オープン

MAP C-2

堺筋の日本橋3丁目南交差点から東へ へは初出店となる。
少し進んだ一角に、ハンバーガー専門店
人気メニューは、大きめのバンズに自家
「GON BURGER（ゴンバーガー）大阪日 製パティ・レタス・目玉焼きを挟み込み、オ
リジナルブレンドの熟成照り焼きソースを絡
本橋本店」が4月29日にオープンした。
ゴンバーガーは、照り焼きバーガーを主 めた「GON 照り焼きバーガー」と、韓国
軸としたハンバーガー専門店。 2021年よ で話題のオリーブチキンを使った「オリー
り関東・関西を中心に出店を開始し、大阪 ブチキンバーガー」
（各594円）
。また、オ
リーブチキンは手頃なサイズの「フィンガ
ーオリーブチキン」（3本319円）としてサ
イドメニューでも提供されており、こちらも
好評だ。店内には1階・2階合わせて約20
席のイートインスペースを設け、テイクア
ウトにも対応する。
オープンから約1ヶ月が経過し、まずは
順調な滑り出しのようだが「日本橋でも人
通りの多いエリアからは少し離れているの
で、認知度はまだまだですね」（徳元諒店
一番人気の照り焼きチキンバーガー
長）
。今後は、スタッフとして採用している
若手芸人らの力も借りながら、SNS での情
報発信にも力を入れていきたいという。ま
た、アルコールメニューの充実も図ってお
り「昼飲みもできますし、バルのようにも
使っていただければ」とも。
【ゴンバーガー 大阪日本橋本店】
大阪市浪速区日本橋東1-10-7
11:00〜20:00（木〜土曜は24:00） 無休

若手芸人やインスタグラマーなど、
個性豊かなスタッフも揃う

http://gonburger.com/
Instagram : @gonburger_nihonbashi

日本橋エリアの「餃子の王将」は
1店舗に集約の噂？
日本橋で長年にわたり2店舗を展開して
日本橋ではこれまで「日本橋でんでんタ
と
「堺筋でんでんタ
きた中華料理チェーン大手「餃子の王将」 ウン店」
（日本橋5丁目）
が、今夏にも日本橋4丁目の堺筋アーケー ウン店」
（同4丁目、堺筋アーケード沿い）の
ド沿いに大型の新店舗をオープンすること 2店舗が営業。両店舗とも同一の企業に
が明らかになった。
よって運営されるフランチャイズ店舗だが、
今年5月には店内設備の老朽化を理由に、
日本橋でんでんタウン店の営業が突然終
了。その際に閉店ではなく「一時休業」
だとして、近日中に堺筋沿いで代替となる
新店舗を出店すると告知しているのだが、
出店予定地とされる場所から目と鼻の先に
は、既存の「堺筋でんでんタウン店」が……
まだ正式発表こそないものの、新店舗の
オープンに合わせて堺筋でんでんタウン店
を閉店し、最終的には日本橋での店舗を1
現在営業中の
「堺筋でんでんタウン店」
店舗へと集約するという見方が強い。
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「SEGA 難波アビオン」が「GiGO」に
セガの資本撤退でリブランド

MAP A-2

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で長年営業を
続けるアミューズメント施設「SEGA 難波
アビオン」の名称が、5月10日より「GiGO
（ギーゴ）
難波アビオン」に変更された。
SEGA 難波アビオンは、各種ゲームの開
発・製造・販売を行うセガ
（本社・東京都品
川区）の子会社でアミューズメント施設運営
などを行う「セガ エンタテインメント」社が
運営を行ってきたが、コロナ禍による業績
悪化から2020年12月、セガは同社の株式
【GiGO難波アビオン】
（ジェンダ、本
85.1％を同業の「GENDA」
大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビルB1F〜3F
社・東京都大田区）
に売却、社名を「ジェンダ
10:00（土日祝9:00）〜23:00 無休
https://tempo.gendagigo.jp/
セガ エンタテインメント」と変更していた。
Twitter : @GiGO_avion
さらに今年1月、セガは残る14.9％の株
」の頭文字
式も GENDA へ売却し経営から完全撤退。 （ゲームのオアシスに飛び込め）
社名もセガの名を外した「ジェンダ ギーゴ を取ったもので、セガの運営時代にも一部
エンタテインメント」へと再変更、今年3月 店舗の名称として使用されていた。
なお、名称変更後も運営形態・サービス
より「SEGA」ブランドで展開する既存施
設を順次「GiGO」にリブランドしている。 などに大きな変更はなく、従前通りの営業
「GiGO」は
「Get into the Gaming Oasis を継続している。

長居の人気店「ラーメンが好きです」が
日本橋に2号店をオープン

MAP B-4

日本橋5丁目の「日本橋5丁目食堂」跡に （50円〜）
として加えていく方式。いわゆ
ラーメン店「ラーメンが好きです 難波店」 る“ 二郎インスパイア系 ” の店舗によくある
が6月6日にオープンした。
注文時の「コール」は不要で、初心者に
同店は2021年7月、「女性も入りやすい 対するハードルの高さを感じさせないシン
二郎系ラーメン」をコンセプトに住吉区の プルなスタイルが好評。
長居公園通沿いで1号店をオープン。ほど
店舗の内外装も白とピンクを基調とした
なく行列の絶えない人気店となり、わずか 明るいイメージで、本店同様に日本橋でも
1年足らずで2号店のオープンに至った。難 女性客から人気を集めそうだ。
波店の座席数はカウンター15席、テープ
【ラーメンが好きです 難波店】
ル12席の計27席。
大阪市浪速区日本橋5-17-18
注文は2種類のラーメン
（汁あり・汁なし 11:00〜15:00,18:00〜22:00 日・月曜休
https://ramenlove2021.com/
各1,000円）
を基本に、野菜やアブラなどの
Twitter : @rame_suki_nanba
「マシ」は食券購入時にお好みでトッピング
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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

オタロードの客引きも戦々恐々？
7月スタートの規制強化、その成否は

イーレッド（1階入口階段前にラック設置）
【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／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／

「まん防」が解除された今春以降、コロ
ナ禍前の賑わいを徐々にではあるが取り戻
しつつある日本橋界隈。難波方面から日本
橋へ入る際のメインストリートであるオタロ
ードも、休日を中心に多くの来街者であふ
れるようになったが、同時に近隣の怪しげ
なコンセプトカフェなどによる違法な客引き
やチラシ配りもコロナ禍以前を上回る勢い
で増加しているのは、読者の皆様も十分ご
存知のところ。良くも悪くも「オタロード名
物」として定着した感のあるこれらの存在
だが、今年7月以降にその状況が大きく変
わる可能性が出てきた。
事の発端は、4月21日に大阪府警が発表
した「大阪府迷惑防止条例（不当な客引行

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

オタロードを占拠する客引きとチラシ配りのみなさん。
週末にはその合計が数十名にまで達することも
（写真はイメージです。また一部を加工しています）

為等の禁止）
」の改正。これまで取締の対
象となっていたのは、キャバクラやホストク
ラブといった「接待を伴う飲食店営業」の
みであったが、7月からは新たに「異性に対
する好奇心をそそるような方法により接客
し、酒類を提供する飲食店営業」が新たに
追加される……と、文章にしただけでは今
ひとつピンとこないが、わかりやすい例を挙
げると市内各地の繁華街に乱立するガール
ズバーなどが、そして日本橋においてはい
わゆるコンセプトカフェの多くも新たな取締
対象に含まれることは確実と見られる。
もちろん、このような規制を設けても、
現実的にはその運用が半ば「ザル」状態と
なってしまう、あるいは規制される側が悪知
恵を働かせて規制の抜け穴を突く営業形態
を考案するなどで形骸化する可能性は十分
考えられるが、そうであっても規制強化から
しばらくの間は「見せしめ」的にどこかの店
舗が摘発される可能性が高く、一部の店舗
は戦々恐々としているとの話も。7月以降、
しばらくの間は客引きの振る舞いの変化を
生暖かく見守ってみるのも一興か。
＊
＊
＊
ちなみに大阪府の上記条例とは別に、大
阪市でも独自に繁華街での客引きを規制

現地に貼られた告知ポスター。
「日本橋筋西通」はオタロードの正式な名称

「大阪府迷惑防止条例」改正のポイント
●異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業に
よる客引き等の禁止（見直し）
●異性に対する好奇心をそそるような方法により
接客し、酒類を提供する飲食店営業による
客引き等の禁止（新設）
●深夜（午後10時から翌午前6時）における
マッサージ店等による客引きの禁止（新設）
（大阪府警の発表資料より作成。なお太字強調部分は本紙による対応）

する「大阪市客引き行為等の適正化に関す
る条例」を制定しているが、こちらの条例
で定められた客引き禁止区域は市内でもキ
タ・ミナミの中心部や北新地の一部のみに
限定され、オタロード周辺は対象外（ミナ
ミでは、なんさん通りから北側が主な対象
区域）
。また、現時点で対象区域を拡大す
るなどの動きも特にないという。

【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
※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。

本紙公式通販サイトのご案内
「Yahoo！ショッピング」
内に、本
紙の公式通販サイト「pontab
web shop」をオープンして
います。定期購読やバックナ
ンバーの購入が WEB から簡単便利にできま

南海なんば駅前の歩行者天国化が確定
なんさん通りの一部も一般車通行禁止へ
大阪市は、ミナミの玄関口にあたる南海
なんば駅の北側一帯を常設の歩行者天国
とする計画案を5月31日に発表した。市民
から意見を募るパブリックコメントを6月1日
から同月末まで実施しており、その後計画
を正式決定する。今年度中にも着工、広場
部分を先行して完成させ、2025年までに
なんさん通り含む全体整備を目標とする。
歩行者天国となるのは、高島屋大阪店と
なんばマルイに挟まれた「なんば駅前広場」

で、面積は約6,000㎡。現在設置中のタク
シー乗り場と路線バス停留所は、近隣の御
堂筋やパークス通り沿いへ移設する。歩行
者天国には休憩用のベンチやテーブルを設
置するほか、カフェなどの開設も想定。「ま
ちの歴史やにぎわい、大阪の都市格を感じ
る心地よい空間づくり」を目指す。また、
広場から日本橋方面に向かうなんさん通り
の南北部分（高島屋前〜難波中2交差点）
でも歩道を拡幅、貨物車など一部許可車両

を除く一般車の通行を全面禁止とする。
これらの空間再編により歩行者空間は約
2倍に増加、車両空間は約0.2倍と大きく減
少。名実ともに歩行者を中心とした空間へ
と生まれ変わるという。
なお、なんさん通りの東西部分（難波中
2交差点〜日本橋3交差点）は今回の計画
に含まれないものの、計画書には将来的な
課題として「周辺地域の理解や合意形成が
必要となるため慎重な対応が必要」とただ
し書きを付けつつ「今後の一方通行化を検
討」としているのは少し気になるところ。そ
の場合は日本橋エリアの人や物の流れにも
少なからず影響を与えることになりそうだ。

すので、ぜひご利用ください。
各種クレジットカードや「Paypay」の利用も
可能です。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
元もありますよ！
また、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、ここで
しか買えない「ざつむちゃん」
グッズ、「関西
サッカーリーグ」関連グッズなどさまざまな
面白商品も多数取り扱っております。

store.shopping.yahoo.co.jp/pontab
なんば駅前の歩行者天国整備イメージ

なんさん通りの整備イメージ

（いずれも大阪市の発表資料より）
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新世界の入口に郵便局がお目見え
名前も「大阪新世界郵便局」に
地下鉄恵美須町駅と通天閣・新世界を結
ぶ通天閣本通商店街に、郵便局が新たにオ
ープン。 2月21日より営業を開始している。
近隣の住宅地で営業していた既存の郵便
局を商店街内に移転、局名も立地条件に合
わせて「大阪新世界郵便局」と改めた。
場所は商店街の入口、地下鉄恵美須町駅3
番出口の目の前。
駅前への移転による利便性の向上や、新
たな局名に「新世界」の名を冠したことな
どもあり、地元からも好評をもって迎えら
れているという。

【大阪新世界郵便局】 浪速区恵美須東1-13-8

日本橋4丁目に韓国商品専門店
「ウルトラマーケット」がオープン
日本橋4丁目の堺筋アーケード沿いに、
韓国商品専門店「ウルトラマーケット」が
5月13日にオープンした。
同店は今春まで地下鉄恵美須町駅近くで
小さなドラッグストアを運営していたが、店
舗規模の大幅拡大を伴って移転リニューア
ル。ドラッグストアと韓国商品専門の食品
スーパーをビルの2フロアで展開、1階には
コーヒースタンドとキンパ（韓国風海苔巻
き）専門店も設置し、本場の味を手軽に楽
しむことができる。また、店内で販売され
ている韓国直輸入のインスタントラーメン
をその場でセルフ調理して食べることがで
きるユニークなサービスも。

MAP C-6

MAP C-3

【ウルトラマーケット】
大阪市浪速区日本橋4-8-10
11:00〜20:00 無休

https://www.umcjapan.com/

恵美須町駅前のバーガーキング跡は
再び空き店舗に
昨年8月から地元企業の事務所に転用さ
れていた、日本橋5丁目の元「バーガーキ
ング」跡が、再び空き店舗となっていたこ
とが明らかになった。
堺筋アーケード沿い、地下鉄恵美須町駅
1A 出口すぐの場所にあるこの店舗には、大
手ハンバーガーチェーン「マクドナルド」が
入居し長年営業してきたが、2015年9月に
撤退。バーガーキングはその跡に居抜きで
出店したものの、こちらも2019年5月に撤
退。近年衰退が目立つ恵美須町駅前という
立地条件から飲食店の誘致は難しく、その
後は空き店舗状態が続いていたが、昨年8
月に地元の電子機器メーカー「東亜電子工
業」が入居、事務所などに利用してきた。

中古 PC やスマートフォンなどのリユース
（買取・販売）を手がけるイオシス（本社・大
阪市浪速区日本橋）は、3月14日付で代表
取締役・中本直樹氏によるマネジメントバイ
アウト（MBO＝経営陣による株式買収）を
実施し、親会社であるカルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ株式会社（CCC）
が保有す
る全株式を買収したことを発表した。
イオシスは日本橋で1996年に創業、当
地での複数店舗展開を経て東京秋葉原に
進出するなど事業を拡大。当初は PC 関連 日本橋での「イオシス」店舗（写真はなんば店）
商品が中心の品揃えだったが、2000年代
【イオシスホールディングス】
後半から携帯電話、そして2010年代から
https://iosysholdings.co.jp/
はスマートフォンの取扱を強化することで業 【イオシス】 https://iosys.co.jp/
：@iosys_nanba（なんば店）
Twitter
容が急拡大。 2014年には CCCグループの
@iosys_4（日本橋4丁目店）
「CCC モバイル」と資本業務提携を行い、
同グループ傘下に。 2016年には CCC の ピーディーな意思決定が必要不可欠」とし
て、柔軟性とスピードの向上による更なる
100% 子会社となった。
その後も順調な成長を続けていたが、グ 事業成長・拡大が目的とその理由を説明。
ループ入り後から約8年で創業者でもある 「今後も時代に合ったサービスを提供する
中本氏が株式を事実上買い戻す形で、再び ため、変化と適応を繰り返しながら、お客
独立系企業の道を歩むことになった。現在 様から必要とされ喜ばれるサービスを追求
はスマートフォンのリユース事業が事業の していく」としている。
なお、中本氏は MBO の実施に合わせて
中核となっており、直近の売上高は約76億
持株会社「イオシスホールディングス」
（イオ
円（2021年3月期）。
今回の MBO について、イオシスは公式 シス HD、本社・大阪市中央区）を設立。
サイトで「スマートフォンのリユース市場 イオシスはイオシス HD の100% 子会社と
は急激に成長しており、これまで以上にス なっている。

大阪大勝軒、日本橋店の閉店で
ブランドは事実上の消滅か
なんさん通り近くで営業を続けてきたラ 内の数か所にあった大阪大勝軒の支店はい
ーメン・つけ麺専門店「大阪大勝軒 日本 ずれも閉店し、近年は当店1店舗のみの営
橋店」が、4月26日に営業を終了した。
業となっていた。そのため、今回の閉店に
大阪大勝軒は、つけ麺の元祖として知ら より「大阪大勝軒」ブランドの店舗は一旦
れる東京・東池袋の「大勝軒」から“ のれん 消滅することとなるが、今後の動向につい
分け”を受け、大阪で店舗を展開。日本橋 ては明らかにされていない。
なお、跡地はすぐに同業者の居抜き出店
には2009年8月に進出、現在のようなラー
メン激戦区となる以前からの古参的存在で が決定し、5月中旬より「らぁ麺や 続（つづ
あったが、約13年でその歴史に幕を閉じる く）
」が営業を開始している。同店は西淀
川区の JR 塚本駅前で盛業中の「ラーメン
ことになった。
なお、かつては福島や扇町など、大阪市 ノーカントリー」の姉妹店になる。

●記事の見出し横・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。

しかし、同社は今年2月から当地に置いて
いた社内の各部門を東大阪の工場や、近
接する関連会社の社屋に移転することを発
表。4月中旬に全ての移転を完了させ、跡
地は空き店舗へと戻っている。

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://himeyoshi.com/
（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！

イオシス、CCCグループから独立
創業者が株式を買い戻し

@cafekissshot ）では

●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をはじめ、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。
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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

2022.06

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

● 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

●

国立文楽劇場

パチンコ播磨屋 ● ２
なんばウォーク（地下街）

5

不動産 エイーレッド ●

観光客向け案内所

●

↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1

なんば
マルイ

病院

C スターバックスコーヒー
新生銀行

Y!Mobile

大阪王将
元祖めんたい煮込みつけ麺

難波中2

●

たこ焼き てこや

●

FF 松屋

リンガーハット

金券ショップ アクセスチケット ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

タイ料理 タイタイ

●

しゅうまい 一芳亭

●

●

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
● 梅田無線
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 ●

猫柳ラテックスギャラリー ●
ぶんちゃっ♪

UNKNOWN（2F）TC

きゃらドリ／コラボカフェ本舗（1・2F）Ｍ
グラフアートショップ（3F）●
すぱいらる（4F）TC

● テンポスバスターズ

P

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

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

●

●

● ● ●●● ●

PC PCコンフル ●
大阪日本橋店
ステーキ＆ハンバーグ タケル
M らてめいど

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）●
FOREVER RECORDS（５F）
フルコンプ（４F） TC

黒門
公園

おひとりせき喫茶店

coro

C P
シーシャアンドカフェ

シフル

トレカホライゾン TC
Ｍ
フロンティア
ちゃり屋 ●

浪速日本橋
郵便局
〒
日本橋小学校跡

C 松竹 Ａ カマロ
ナニワネジ 商業館
ナニワネジ 本店

ツクモなんば店 PC
MSIコンセプトストア
H ジャングル本店
ローソンストア１００ CV
カードラボ（Ｂ１F） TC
B とらのあな ジャングル空想的機械館 H
ゲーマーズ（１Ｆ） G
プレイズ 日本橋本店 TC
Ａ Force
タイムズ大阪難波
● デジハムサポート
P （点線内、198台）
TC トレコロ
H ヒーロー＆ヒロインズ
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
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
駿河屋乙女館（1F） H ●
●
NTT
＃７８
BESTDO! PC ラーメン 男塾
アンナカラーズコーヒー ドッグホテル＆サロン
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 TC 193（2・3F）
ドラゴン★スター TC
自転車 P
OnlyOne Ａ
●
C
カードボックス（1・2F）TC ●
TC フルコンプ
ビストロ酒井
●
アキュアーズ（３F）Ｍ
PC ショップインバース ● マクドナルド（１・２F）FF
イオシス なんば店 PC
ポポンデッタ（３F）H
日本橋３南
TC あーと
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
●
●
H ヒーロー玩具研究所 自転車 P
mineoショップなんば（2F）
なんば店
H コトブキヤ（１〜3F）
信長書店 B
● TOKIS
●
ダイセン電子工業
H アゾンレーベル
バイク専用 P
●
とれじゃらす乙女館
H
ショップ大阪（４F）
H ボークス
インディペンデント
台新 ●
大阪SR
H レンタルショーケース GET S ● 三星堂
パソコン工房本店（１F）PC
シアター2nd
●
乾庄貴金属加工 ●
● 中野無線
グッドスマイル×アニメイトカフェ（2F）Ｍ
G ぱそまる（1・2F）
＠ほぉ〜むカフェ
（B1〜2F）
Ｍ
＜第二牧ビル＞
ファミリーマート CV
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
ヒロイン特撮研究所（４F）
たこ焼き グーニーズ
＜アニメイトビル＞
C
餃子の王将
kissshot（1F） アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B
正公無線商会
（6F）
台湾まぜそば 薫
H
Ａ CUBE
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
DOLK
ティアラ （３F）
S.A.MUSIC（2F）
e-ZONe
（４F）
アシストウィッグ ●
●
Ｍ
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
● C.C.モバイル
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
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
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
● 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）

H HOTEL
S-PRESSO
SOUTH

スタンドツインテール
上新電機本社 ●

日本橋
公園

● 魔法企画

M LovePoint
カレー食堂 マッハ

モバイルステーション
Ｍ めいどりーみん DOURAKU
Ｍ パルランテ RECORDS（3Ｆ）
mobax
C クラムカフェ Rebirth（2Ｆ）TC
東京真空管商会
●
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
TOY S星矢 H
部屋サポ●
サウンド・パック ●
ルナリリー Ｍ ラーメン 清麺屋
H H PC
●●
日本橋4丁目店
つくるLABO（2Ｆ）
妖怪ギターラ
●
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 喫茶 金糸雀
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
cafe&bar黒猫堂 C
ちょいめし 焼肉 こいろり
●●●●
Silver Bar ｋNight
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
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
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
いぬの赤ちゃん ● twincle recipe Ｍ C
マルエス商会 ● ●
＜五階百貨店＞

陶芸教室 ちー工房 ●

インディペンデント
シアター1st

ノムソンカリー
マチ★アソビCAFE /
ufotable Cafe

松屋食堂

逸品館

PC-WRAP（５F）PC
ウイリーピート大阪（４F）H

C サンマルクカフェ
河口無線
シマムセン
DISC J.J.
C ウルトラマーケット

ローソン
CV

カレー メシクウタン

● ビューティーサロンRAN

●

C ビラジオ
POP iD Cafe

P
Ｍ アンダンテ

永和電機
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）
Ｍ maid絶対領域DOLL（2F）
Ｍ LECIAN（2F）

永和信用金庫
アサヒステレオセンター
●

ゴンバーガー
●

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

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）

●
●

肉酒場 火車

●

黒門インフォメーション
センター

福来亭

オタロード先っちょ店

●

とんかつ 吉兆（2Ｆ）

●

＜平田ビル＞

C カラオケ喫茶 ポアロ
TCトレカボム（2F）

● 関西電力

ヤマダ電機
ＬＡＢＩ１
なんば
E

●

ニヘーベ

ラーメン 一八

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

CV ローソン

3

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

ワープロ専門 パールデンキ

かき小屋ランドリー

ファミリー CV
マート

ラーメン 天地人
● 高津理容美容

P 大阪シティ信用金庫
E

CV ファミリーマート

● 自転車てるてる

油そば
きりん寺

P

黒門市場
kuromon.com

●

nam-come.com

なんばこめじるし︵高架下︶

JHC ●
日本橋幼稚園 ●

P

＜馬場ビル＞

自転車専用 P

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）
●

H
ニッセイ
ホテル

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）

オタロード

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）

GiGO おとぐら
●
●
＜AKICHI＞
難波アビオン Ａ
Ｍ ますかっと
●
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 C ROYAL PARTY（3F）M
アイスクリーム研究所
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
●
nambacity.com

2

買取り
まっくす
＜難波バレビル＞

なんばＣＩＴＹ南館

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

楽天モバイル
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

●

ねぎ焼き もえぎ

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

なんさん横丁

●

【A】PIZZA ● ●
●

麺屋
青空

大阪日本橋文楽劇場前

炭焼BAR

あいどるすてーじ Ｍ
麺屋丈六 瓦そば 縁
ホテルアシアート H
● ●
めしの7 福田屋
なみー
宮本むなし FF
珈琲店
● ●
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
●
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 ローソン
H なんば黒門
ジーストア大阪 H ● ● ● ドトール C
ラーメン
麺乃国
焼肉ライク
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
●
●
●●●
大阪難波STATION 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
TC ドラゴン★スター（6F） 本店
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） ブシロードTCGショップ TC
カフェ C
じゃんぱら PC
BARララボトル
●
らぁ麺や 続 ベローチェ
● 髙島屋史料館（3F）
ハリケーンなんば
Ａ 遊日屋（１F）
ウォーハンマー
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
TC
PC ショップインバース
●
●
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
TC
駿河屋
ICONOCLASM
（3F）
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
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）
アタラキシアカフェ
（3F）
C
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）●
ばくだん焼本舗
祇園北川半兵衛
C
SkillOne
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
勘田亀吉製燻所
● 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
● VIVIDEEP maison
オタロード店
（ビル建設中）
CV セブンイレブン

俺たちのカレー家

●

ポスターギャラリー

難波千日前
公園

小川商店
東横INN H

インターネットカフェ

ラーメン 玉五郎

P

P

ホルモン

●

キリン堂

鉄板野郎（2Ｆ）
勝男
大源味噌

なんばしよっと？

肉吸い 千とせ

●

立ち寿司（１Ｆ）

だしと小麦の
可能性

B FANFAN

＜なんば駅東＞

ラーメン のスたOSAKA

●

P

ビア＆カフェ

普通の食堂いわま
● A-PRICE

とんかつ 松のや（１F）

（休業中）

至 奈良

8
⑧

9
⑨

お好み焼

●

至 南巽

近鉄奈良線

あの街ねっと（B1F）

P

●

あるか→アるか

H
アパホテル

Ｎ

ラーメン 天道

（休業中）

P

●

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

ナンバプラザホテル H CV ファミリーマート

大阪焼トンセンター

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

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

コメダ
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− なんば紅鶴／なんば白鯨
シーシャカフェ 橙猩猩

たこ焼 わなか

千日前道具屋筋商店街

（5〜６F）

三菱ＵＦＪ銀行（ATM）
ん通り
なんさ

髙島屋大阪店・なんばＣＩＴＹ本館

南海電鉄なんば駅

●

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

虎目横丁

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）

上島珈琲店 C

＜味園ビル・千日二番街（2F）
＞

なんば
H オリエンタルホテル

7

招福庵 ちゃたに

GS ガソリンスタンド

P 駐車場

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）

〒 郵便局

銀行

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。

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
P
P レックスインなんば H

P

P

らいと餃子（2F）
P

M その他 メイド・コスプレ系サービス（リフレ等）

DF 免税店

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）

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）

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）●

日本橋４
●

イオシス 4丁目店 PC

●

右ページへ▼
e☆イヤホン
肉そば あかぎ屋（1Ｆ）

M Ringしょこら

サウンド・パック

アナログ店

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

●

● ● ●

●

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

トイズゼロ H

●●

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

ウイリーピート大阪（４F）H
逸品館（６F）
ラーメンが好きです

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

ハイファイ堂

E 小池 家電営業所

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
●

アナログ店

H
ホステル
ハングアウト

マルツ

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

廣田
神社

H トイベース（6F）

なんぽこ

＜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

南海本線・空港線・高野線

三光電機 E
＜南海電車高架下＞

居酒屋 ちとも

H BON HOSTEL

すき家 FF
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

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
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

三菱UFJ銀行（ATM）
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＞

ナディア（5F） M

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

C
CV 松屋 FF
ファミリーマート
らーめん亀王
ＯKO
NATURAL
テニススクールノア ●
SWEETS

なか卯 FF

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
〒 大阪新世界郵便局

６

通

天

閣

本

通

商

新世界市場

阪堺電車
恵美須町駅

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
新世界

※店舗情報は2022年6月上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。

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

A

B
餃子好きが
集まる餃子屋

お酒好きも唸る品揃え
MAP C-3

新世界まちなか案内所

C

らいと餃子

日本橋駅前「日本橋女将まち」ビル２階 MAP B-1
（パチンコ播磨屋の裏） Tel.06-6121-2005

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

MAP A-2

06_freepaper pontab - Vol.44 - SUMMER 2022

【連載コラム】

水山
（@mizuyamadeeesu）
◆2015年
芸人デビュー。20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。今回より選定が匿名制（編集部から投稿一
覧が送られてくる際、
投稿者名が隠された状態になってい
る）
になりました。公平な投稿コーナーを目指して……。
はてさて今回のお題は「“ 君、
ゴールデンウィーク中に
何があったんだね？” と思った新入社員の言動とは？」
せるまる さんの投稿。
★鼻もこするし俺っちとも言う
……
【連休前の緊張の面持ちはどこへやら】
鴨とサイコロ さんからの投稿。
★泥酔で出社、上司を殴り、後輩を恫喝した後、勝手に
……【無茶苦茶しよるな】
朝礼を始めた
安達些細 さんからの投稿。
★龍が巻き付いた剣のキーホルダーを一つ一つ出しなが
ら地名をぶつぶつ言っていた
……
【あれご当地によってとかないやろ】
富澤みきお さんからの投稿。
★ゴールデンウィークを“Golden Weak“と誤訳して
しまい『素晴らしく弱いんだろうな』と舐めてかかった
らボコボコにされました。あと1週間入院のため休みを
【君勝手にダラダラ喋りすぎや】
いただきます。 ……

連載第4回

「ラッキーパンチで100万あったら、

ラッキーパンチとはきっと宝くじや、何かしら

（場所：なんばウォークの飲食店）

の棚ぼたで入ったという意味合いだと思うけれ
ど、そんなお金なら整形にという選択がなんと

「もし宝くじで当たったら何に使う？」てな妄
想話は何度やっても飽きない。
引退
自分がジャンボ宝くじで5億円当たったら、

こんにちは！ はやしさんです！ 早いもので連載も
前回は、年女になったので良い年にしたいと言いました
が……その通りになってきたかもしれません！ 5月は初
めてネタバトルに勝てて、一段階上のバトルに進出できま
した。他にも、楽しい仲間とフェンスで遊んだり、6月オ
ープンのミマルホテルさん（ボードゲームだらけの楽しい
ホテル !!）に招待で試泊させて頂けたり、誕生日のお祝
いをして頂いたり、先輩・アーネスト和田さんの100km
マラソンでお手伝いをさせて頂けたり……。なにより今
年も大好きな音楽フェスに行けました！ 家族も健康で
、
とても忙しく充実した日々を送らせて頂いてます。
関わってくれた全ての皆様ありがとうございました！
まだまだですが、
お笑いで食べていけるようにあがいて
いきますので、
連載2年目もよろしくお願い致します!!

すぐさま脳裏に“ マッチポンプ ”というキーワー

くても形のいい鼻だった。韓国に旅行に行った

ドが浮かんだが、もう一人の女性が「結局、親

ついでに整形して、コスメなどを爆買いするな

のお金で親孝行やん」と笑いながらも「私やっ

ぁとも言っていた。

たら白浜かなぁ」と、すでに意見に賛同した流

道はその時その時で変わっているけれど……。

もう一人の女性は、シミ取りを始めたいそう

ま、億の金額なら現実味がもう一つ湧かな

だ。が、
「もし親から100万円をもらったらどう

さて、もし自分が100万円を親からもらった

いので、あれこれと妄想も広がるけれど、これ

する？」と話が移ると、それはラッキーパンチで

らどうするだろうと考えると、実は答えに窮す

が100万円という金額だと、ぐっと現実味が湧

はないので整形には使わないそうだ。では何に

る。2年前、持続化給付金で100万円が振り込

き、妄想も慎重になる。

使うか？ その女性はそのお金で両親を連れて

まれた時も結局、日々の生活費に消えたことを

少し遅めのランチをしていた時に、隣のテー

城崎温泉に行ってカニを食べに行くと答えてい

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

つ、加えて多数の個性的なショップが存在して
- 平成ヒトケタ篇 -

吉田仁郞

れで行き先の話に変わっていった。

思い出すと、案外温泉旅行に連れて行くことも
アリなのかもしれないなと思った。

ていて「海賊版では？」と疑ったほどである。

いた。当然その店舗によって商品や値段、雰囲

90年代のメジャーシーンの音楽にまみれて思

気に個性があるのも面白く、メイン通りより少し

春期を過ごした自分にとって戸川さんの歌とい

外れた路地をウロウロし隠れ家のような CD 屋

うのはあまりに縁遠く、初めて聞いた瞬間はあ

さんを発見したときは毎回とてもわくわくした。

まりに恐ろしくクラクラしたが、この頃になると

そんな当時のお気に入りの一つが、五階百

中毒のようにヤプーズのライブ盤を愛聴してい

貨店の向かいにあった「○か×」
（まるかばつ。

た。そのヤプーズが動いている様子を見てみ

街の雑居ビル群にゲームソフトを扱う小さな店

現在は北堀江に移転して営業継続中）
。邦楽の

たい一心で、高校生にとっては多少高価な価格

舗が無数に存在していたことは以前にも書いた

マニアックな品揃え、店の入口に設置されてい

設定ではあったが、恐る恐るこの VHS「玉姫

が、数年ほど遅れて90年代中頃から急増した

たミニコミ紙や無料配布ペーパーが置いてある

伝〜ライブ含有」を購入した。

のが中古 CD ショップだ。

コーナーを楽しみによく通った。

平成になりたての1990年前後、日本橋電気

高3の冬、そんな○か×でなんとも不気味な

ここでドラムを叩いていた泉水敏郎さんとは
現在ジョリッツというバンドで一緒に活動させて

いが時間だけが無限にあった学生時代。そこに

パッケージの VHS

頂いている。泉水さんはこの話をするといつも

安価で珍しい CD が買えるショップがもりもりで

を発見する。デザ

とても嬉しそうに笑ってくれる。その度に、90

き始めたのだから、たまらず毎週のように新今

インが怖すぎて、

年代の思春期に過ごしていた日本橋の CD ショ

宮から難波方面まで点在する30店舗以上を行

手に取って初めて

ップの風景と、今の音楽活動は繋がっているの

脚した。30店舗と聞くと大げさに感じるが、サ

戸川純のライブビ

だなと痛感するのだ。

ウンドパックが5〜6店舗にディスクプラザ系、

デオだとわかった。

ディスクピア系、レコードショップナカ、ピュア

あまりにも画質の

サウンド、フォーエバーレコードなどが数店舗ず

悪い写真が使われ

ハルヒ世代 が見る

by 仲瀬コウタロウ

【その4 『ぼくリメ』に見る中古 PC ショップ、
覚悟の MacPro、父の「頑張れよ」】
『ハルヒ』と『こち亀』をトリガーにした小欄の

（@superhayashi）
はやしさん
◆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。自身のエピソードをいわゆ
る「中の下の女子」
に例えたネタは # それゆけ中の下ちゃん 参照。

るのを聞いて、思わず目を見開いてしまった。

で鼻。ふと彼女の顔を見たが、別に整形をしな

を寄付したいなぁと毎回言っている。残りの使い

ロックやテクノに目覚め、とにかくお金はな

4回目・1周年となりました。

も大阪の人やなぁと思った。しかもピンポイント

した盲導犬や介助犬のためにいくばくかのお金

（3回目）
せるまる さんからの投稿。
……【ほんまに何があったんや】
★2回改名していた
次回お題は「バカが作り直した干支、一体どうなった？」
です。
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10月16日の23時59分です！
※今回惜しくも選に漏れた作品は、WEB で一部を公開予定です。
note.com/mizuyamanote/

ブルから耳に入った三十代女性二人の会話。

ほんまのこと言うと鼻整形したいわ」

（2回目）
せるまる さんからの投稿。
★眼鏡を外して髪も染めたんだ
そうか、君は恋をしたんだね
……
【これは上司の方が気持ち悪いですね】

MVP は富澤みきおさんです。富澤みきおて。

文・仲谷暢之（アラスカ社） さし絵・みしお子（@mishioco）

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
はバンド活動の他アーティストの楽曲プロデュースも手がける。

士というカタい職業に就いていたこともあるの

持ち帰った仰々しい機体に父は「買ったな。頑張

か、フリーターを経て夢を追う筆者の選択にひ

れよ」と言った。以降、口出しはなくなった。父な

たすら懐疑的だった。そんな父の見方を変える

りのエールだった。

ことができたきっかけは、出版社に飛び込めたこ

2年前から大病を抱え、事務方に配置転換さ

とと、それに伴い「いい PC」を自費で買ったこ

れた父は、体が動くギリギリまで腐らず、慣れな

とだと思っている。編集見習いのために必要と

い PC に向かっていたようだ。年始には「練習し

いうもっともな理由はあったものの、高価な 仕

たい」と自宅用の PC を見繕うよう頼まれたとこ

事道具 は父へ「覚悟」をアピールするための武

ろだった。親父のくらい、もう背伸びせずとも。

器にもなったのだ。

プレゼントして驚かせるつもりが、叶わなかった。

第1回でも振り返ったのだが、筆者の 初ポンバ

懐は心許ない。中古 PC ショップが頼りになっ

小欄の執筆にあたり、久しぶりに日本橋の中古

シ は2006年の5月ごろ。縁ができてはや17年

た。アニメ『ぼくたちのリメイク』第6話にもそれ

PC ショップを見て回った。切ない気持ちを抱え

目に入った。実に人生の半分以上は日本橋に

と分かる形で出た PC ワンズをはじめ、手当たり

つつ覗いた売り場には、あの頃と変わらぬ賑わ

通っている。この街は、自分の世界を見つけた

次第に覗いた。
『ぼくリメ』

場所である一方で、自分が今いる業界に飛び込

よろしく「スペックはしっ

むための、大事な一歩を踏み出した場所でもあ

かりしといたほうがええ」

る。とある出版社に雑用のバイトながら採用さ

のは同じ。光学ドライブ搭

れ、生まれて初めて「いい PC」を買いに来たの

載 の 型 落 ち の MacPro

も、ここ日本橋だった。

が光って見えた。当時と

この3月に亡くなった父は、自らは新幹線運転

しては背伸びした出費だ。

いと輝きがあった。
（@7kase5taro）
仲瀬コウタロウ
◆アニ
メ・マンガ系フリーライター。筆者の
書く分野にピンと来ない様子の父が、
珍しく目を通してくれたこの連載。没
後、遠方から弔いに来た父の友人た
ちが、何故か口々に話題にしていき
ました。そんな父でした。

freepaper pontab - Vol.44 - SUMMER 2022_07

【編集部だより】

本紙東京特派員・マスクウーマンの

にフェンダーを売っ払ったのでマーシャルの匂

パンドラ
女子

いで飛んでやろうじゃないかと。派遣先が23区

自分でも忘れかけていたのだけど、この連

外だったのと、スキルと手取りをふまえて時給

載のタイトルは「パンドラ女子が一人で生きて

が一人で
生きていくと
決めた日

を上げて探した結果、丸の内ではないところに

いくと決めた日」です。え、みんなずっと覚え

就業が決まりました。私は椎名林檎になれませ

てたって？

んでした。 4月からお世話になっており超ホワイ

Vol.31「コロナだからって開き直った日」

しない！ 諦めないで、私！

あらやだ、私ったら！

だから私はパンドラの箱の底に残ってる希望

ト企業だなあと思っているのですが、私が所属

を捨てていません。また太陽がのぼる日までコ

やっほー、みんな息してる？

された部署に社会人人生最強のモンスターベ

ツコツとお金を稼いで、それをエステにネイル

マスクウーマンです。

テラン女性従業員（略してお局様）
がモラハラ

にホットヨガといった自分磨きだけでなく、日々

突然の報告ですが、マスクさんはしばらくOL

気質で「だから後進が育たないんだよ！」と

ボロボロとなったメンタルを癒してくれている

鍵垢で愚痴っております
（笑）
。 1分間に3回長

推しに注ぎ込みます。いや、そのお金は事業資

新型コロナウイルスの流行から2年経ちました

文のメンション飛んできた時はキツかったです

金の足しにしなさいよ！

けど、未だ終息の目処が立たないわけでして。

ね。今まで女性を敵に回して戦うことはなかっ

つい先日、大阪に用があったついでに編集

2年ぐらいかかるとは思っていたけど、実際2

たので「こども孫子の兵法」でも読んでいかに

部へ顔を出したんですけど、まあ黒門市場がガ

年経ってもこの状況だともう赤上げないで白旗

戦わずに勝てるかを研究している今日この頃。

ランガランでビックリしました。色々な規制が

上げるしかないんですよね。自分なりに頭は使

早くこの派遣 OL の仕事を辞めたいのは本音

緩和されまた観光客が戻ってくるのかもしれま

いましたけど努力してもどうにもならないことっ

ですけど、だからといってむやみやたらにもが

せんが、果たしてどうなるんでしょう。とにかく

てあるんだなと。林修先生は「努力は裏切ら

くのではなく、夜や土日

2025年までには関西に戻るつもり

ない、という言葉は不正確。正しい場所で正し

に少しずつでもフリーラ

なので、またちゃんとフリーランス

い方向を向いて十分な量なされた努力は裏切

ンスのお仕事をして、コ

の商売ができたらええなと思ってお

らない、が正しい」と著書で述べていますが、

ロナ禍でも実績を積ん

ります。皆さまも引き続きご自愛く

でいくのが今の自分に

ださいませ。

さんを続けようかと思っています。

いやー正しい努力って何なんよって話です。
ということで開き直りました。

とっての最適解なのか

せっかく東京に来たんだから、丸の内キラキ

なと思っております。

ラ OL になってやろうじゃないかと。上京する前

広告掲載などの
お願いとご案内

簿記とMOS持ちだが、更なる時給UPを目指
してまた資格勉強を始めようかと思っている
マスクさんのTwitterは ⇒ @fukumenjoshi

とにかく絶対廃業は

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。

■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（2022年6月以降受注分に適用、消費税込）
掲載面

1面 記事下

使用可能色

サイズ（単位：mm）

料金

フルカラー

縦45
（60も可）×横246

66,000
9,900
17,600
33,000
16,500
29,700
55,000
24,200
44,000

縦45×横60

2･3･6･7面
記事下

モノクロ

縦92×横60 または 縦45×横122
縦92×横122
縦45×横60

5面 地図下
※地図内エリアに
含まれる店舗または
企業様限定です

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

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 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。
※広告版下は完全データ入稿にてお願いしております。データ形式は
Adobe Illustrator・PDF・JPEG 画像のいずれかとし、カラーモード
は CMYK（モノクロ面の場合グレースケール）、画像解像度300dpi
以上、テキスト部分はアウトライン処理を行ってください。また、黒色
ベタ部分は CMYK の掛け合わせとせず K のみ100%、ベタが広くなる
部分は同99.9％指定としてください（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
ご提供いただく場合は無料で制作いたします。

福岡名物「玉露まんじゅう」の美味しさに感動している
ざつむちゃんへのお便りはツイッターで @tachiaki まで

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。

ソーシャルメディアもやってます
タイムリーな街の話題から、街の将来には多分関係のな
さそうな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。
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@

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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アフター・コロナを先取り？ 日本橋3丁目交差点周辺は
再びのホテル激戦区に
日本橋3丁目交差点南西角の、なんさん
通りに面した元「ソフマップザウルス2」跡
で建設が進められていたホテル「MIMARU
（ミマル）大阪 難波
STATION」が、6
月2日より営業を開
始した。
「ミマル」は、大
和ハウスグループの
コスモスホテルマネ
ジメント（本社・東
京都港区）が2018
年から展開する新
たなホテルブランド。
「旅先で暮らすよう
に滞在する」をテー なんさん通りからの「ミマル」外観
マに、すべての客室をキッチンやリビング・
ダイニングスペースを備えた40㎡以上の広
さとし、ファミリーやグループによる中長期
滞在型の宿泊需要を見込む。現在は東京・
京都・大阪の3都市で展開を進めており、
当施設は20か所目（大阪では3か所目）
。
これまでにも各地の施設ごとに異なる特
色を持たせてきた「ミマル」だが、日本橋
エリアの立地特性を踏まえ、ここでのテー
マはズバリ「ボードゲームホテル」。ロビー
横の共用スペースには、東京を中心に展開
するボードゲームカフェ「ジェリージェリー
カフェ」のセレクトによる世界中のボードゲ
ームを約130種類揃え、宿泊者は無料で利
用できる。毎週末にはコンシェルジュも常
駐、おすすめゲームの紹介やルール説明な
どをサポートする。
さらに客室も全91室（いずれも定員4〜
6名）のうち17室をボードゲームユーザ向
けに深掘りした「人狼・マーダーミステリー
の部屋」「こども向けボードゲームの部屋」

など4種類のコンセプトルームとして提供。
そのほか、館内で宿泊者のみが体験でき
る8種類のオリジナルゲームを提供するな
ど、あらゆる場所にさまざまな仕掛けが用
意されている。オープン前から SNS など
でも話題となっており、今後の展開が注目
される。
また、5月26日には「ミマル」から交差
（ビース
点を挟んだ斜向かいに「B Suites
イーツ）
なんば黒門」もオープン。コロナ
禍の影響で閉鎖となったホテルを新たな運
営会社が再生させたもので、元の建物をほ
ぼ居抜きで使用したこともあり、客室や館
内設備などにこれといった特徴はないが、
自動チェックイン機の導入などシンプルな
運営によるリーズナブルな価格を今後訴求
していくものとみられる。

MAP B-1,2 C-1,2

たはずのインバウンド需要は総崩れ。ホテル
WBF は運営会社の経営破綻により同年8月に
閉鎖、レッドルーフとシタディーンも長期休業
を余儀なくされた。
しかし「まん防」が全国一斉に解除された
今春以降、当初想定していたインバウンド需要
の復活にはまだ時間を要するものの、行政に
よる宿泊代金補助などの各種支援策もあり、
国内の宿泊需要が急回復。既存ホテルもほぼ
通常営業に戻り、これで交差点の4つの角す
べてにホテルが出揃うこととなった。

既存のオフィスビルを2棟まとめてホテルへ用途変更した
「レッドルーフ」
（写真内3棟のうち右側2棟）

2年後にはあの有名外資系ホテルも参戦

さらに今年2月、レッドルーフの北隣にある
元「上海新天地」ビル跡地に、米国の大手ホ
テルチェーン「ハイアット」が2024年前半の
進出計画を発表。日本橋のイメージにはやや
似つかわしくない外資系高級ホテルの名前が
この5年で交差点の角は全てホテルに
各種報道で先行したこともあって、地元では
最寄駅となる難波・日本橋の両駅いずれ ちょっとした驚きをもって迎えられた。
ホテル名は「キャプション by Hyatt なんば
からも徒歩数分というやや中途半端な立地
にある日本橋3丁目交差点周辺だが、コロ 大阪」を予定。フジサンケイグループの不動
ナ禍前に過熱していた インバウンドバブ 産デベロッパー・サンケイビル（本社・東京都
ル”が生んだ旺盛な観光宿泊需要を取り込 千代田区）が開発主体となり、ハイアットとフ
むべく、数年前からホテルが交差点の角を ランチャイズ契約を結んで運営する。
押さえるように次々と進出。まずは2017
なお、「キャプション」はハイアットが今年
年11月に「レッドルーフイン＆スイーツ 大 から世界展開を開始した新たなホテルブラン
阪難波・日本橋」がオープンし、翌2018年 ドで、このブランドとしては日本初進出。主
10月には「ホテル WBF なんば日本橋」 に都市部での展開を想定し、ロビーの代わり
もオープン。そして2020年1月、全面リノ に「トークショップ」と呼ばれる飲食を提供す
ベーションを行った髙島屋東別館の核テナ るソーシャルスペースを中心に据えるなど、
ントとして入居する形で「シタディーンな 地元でのコミュニティ創出にも力を入れ、旅
んば大阪」がオープン。歴史的建造物を 行者と地元の人の双方に焦点を当てたコンセ
生かした話題性も相まって、オープン時に プトでの運営を目指すという。
は大きな注目を集めた。
日本橋3丁目交差点周辺のホテル立地状況
しかし、その直後から深刻化した新型
コロナの影響で、各ホテルが期待してい

2020年1月に全面リノベーションを実施した高島屋東別館。
「シタディーン」は建物の南半分に入居

新たな運営会社の下で名称も一新、約2年ぶりに営業を再開した
「B Suites なんば黒門」
（元「ホテル WBF なんば日本橋」）

「キャプション by Hyatt」のトークショップイメージ

↑地下鉄・近鉄
日本橋駅

キャプション by Hyatt なんば大阪
（167室）※2024年前半オープン予定
大阪市中央区日本橋2-7-5

HOTEL B Suites なんば黒門
（100室） 2022年5月オープン
大阪市中央区日本橋2-10-10

★

レッドルーフイン＆スイーツ 大阪難波・日本橋
（140室）2017年11月オープン
大阪市中央区日本橋2-7-9

★

★

なんさん通り

「ミマル」内で人気を集めるコンセプトルーム
「人狼・マーダーミステリーの部屋」。撮影協力は「よしもとボード
ゲームブ！」@y_moto_bodogebu のみなさん

次号（Vol.45）は2022年10月下旬発行

日本橋3丁目
交差点
堺筋

オタロード

「ミマル」の2階ロビー横に設けられた共用スペース。
設置されたゲームは全てその場で遊ぶことができるほか、
客室への貸出にも対応する

御蔵跡通り

★

←南海なんば駅

MIMARU大阪 難波STATION
（91室） 2022年6月オープン
大阪市浪速区日本橋3-6-24

★

シタディーンなんば大阪
（313室）2020年1月オープン
大阪市浪速区日本橋3-5-25

プレスリリース送付・広告掲載・設置店ご協力など編集部への全てのお問合せは
info@nippon-bashi.biz または FAX 06-6636-6419 までお気軽にどうぞ

MAP C-1

最新作から歴代のヒット作まで、毎号さまざまなゲーム情
報をお届けする CAPCOM 通信。今回は、ゲームセンター
を賑わせた選りすぐりの対戦ゲームを楽しめる『カプコン
ファイティング コレクション』をご紹介します。
本作にはなんと合計10タイトルが収録！ 35周年を迎えた
「ストリートファイター」シリーズから『ハイパーストリートファ
イター II 』
、可愛いちびキャラで戦う『ポケットファイター』
、落
ち物パズルゲーム『スーパーパズルファイター II X 』
、そして、
今も根強いファンに愛される「ヴァンパイア」シリーズから
初作品と続編の『ヴァンパイアハンター』
『ヴァンパイアセイ
ヴァー』シリーズを含む5タイトル、さらに、巨大ロボット同士
で戦う格闘ゲーム『サイバーボッツ』
、家庭用機で初めての
移植となる『ウォーザード』がプレイできます。
また、全タイトルでオンライン対戦が可能となるなどの新
機能を搭載したほか、未発表含め500点以上の開発資料や
アート、ゲーム基板から抽出した400曲以上のサウンドを収
録した「ミュージアム」も。カプコンが誇る対戦ゲームの
名作をお楽しみください。

（構成作家：安井信之介）

© CAPCOM CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

【カプコン ファイティング コレクション】
2022年6月24日 ( 金 ) 発売
対応ハード:PlayStation 4 / Switch /
Xbox One / PC（Steam）
https://www.capcom-games.com/cfc/ja-jp/

