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ƞઝƄbǍȀǪ|ǞȘǵƜ೫ጅƁषᆲƌƛ
ŹǀፍࢃዻǇƤƍƶƝƌƔſਰዻƣƉጅ
ሰƠƽƿ໒bঐƙഎႌƠſࣤŽƎǀƈƝ
ƁईႷƝƟǀƝƌƛŹǀc

་ఙȌǳȘb
ӻӼଈƠచખǇǫǏȏूฝ
ᇓ႘ƣࢥƤଵఓƣӽӹӾƠ

ೂfဪੜဒ་ဂતƁࢥࢪƎǀȔ|Ȍ
Ȟ๔cೣဒǇཨƠbᆵဥଡ৮ሑ
౦ƣᎡᇲȔ|ȌȞఘၾඳ၎ƀƾཊᎈ
ᇀƆǇƆƔ৮ሑȔ|ȌȞఘၾƣȀ
ȔȞǬȎǏǥǬǒ|ȞǇ्Ǝǀưƀbઝ
ႩƤƒƥ๔ƹȄǳǵȋፍጫ๔Ɵƞ
ශƣ४་ƠƷƿຎǈƜŹǀc

႘ੲӿོኬƣཨञፍጫઈञࣆ
Ɓ
ᇲȕǶȐ|ǍȖƜࢪ௺्

ǕǪȘ|ǴઝƄƠ
ƟǈƜƷೢƹǖǚȏǤ
ƣශᇲ

ԚԋԟӨԌӷӾ

a་ఙ౦ஸ໒ဃਂၗ
ԞՇԱԽԱӨԚԵՈՆՃ
Ƥb
ӼӺӼӼႩӻӼଈӻԁ႘ƽƿచખƣǫǏȏूฝ
Ǉಲ౮Ǝǀc
aௗषƣूฝƤະୗඔƿႚǁ๐Ɯŷǀఙ਼
ဃƣſਰƊƳƣƉጦዿඡੳƠࣤƍƔ
ǫǏȏƣଣྞƌƠǄƐƔƷƣƜbᇓ႘ƣ
ྋȔǮǢȐಐƝಐbᇓ႘fဘ
႘ƣෆኻಐƠſŹƛࢥॸǇᇥ
ஏcᇓ႘ƤྋȔǮǢȐಐƣࢥॸǇ
ଵபƣӽᇀॸӻಐŷƔƿӼӺƀƾӽ
ᇀӽӺᅹॸ၍ӻԁƠbಐƷ
ଵபƣӿᇀॸӻಐŷƔƿӻӼƀƾԀ
ᇀӾӺᅹॸ၍ԃƠᇥஏƎǀc

aƳƔbᇓ႘fဘ႘ƝƷƠෆኻಐƤ
ࢥॸǇଵபƣӻӺᇀॸƀƾӻӼᇀॸ
ƠᇥஏcƣࢥƤᇓ႘Ɓଵபƣඑ
ऀ२ӼӼӾƀƾӻԃԃӼӿଲ
bဘ႘
Ɓଵபƣඑऀ२ӻԁӻƀƾӻԀԁӾଲ
ƝƟƿbಲƝƌƛƤ
ूฝ
ƜƤƟƄ
ଲ
ፘ
ƣታŹƁ੫Źc
aƒƣưƀbచખࢾƜവුƶƛŹǀ
ई၌ಠȆ|ȋనƣ็མƠᄔŻඔவಐƣໃ
इǇணፄƌb२ࢾƜƣ࿄ೆಐƁӿӻӺᅹ
࣊ྙƊǁǀƝŹŻc
་ఙȌǳȘӨԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸՃՇԱԽԱՁԵՈՆՃӸԳՃӸԻՄ

ཐདᄯƣǳȗǖ๔
ǳȗǖǬȎȞǿǕȞ
႘ੲƠௗුഞƭ
ԚԋԟӨԋӷӼ

aႍჂሑኜƀƾ႘ੲƭƣႚ୵ƠဴƔǀb
ႊॆƟǈƥࢾႊ୵fƟǈƊǈྫྷƿ࣎Źƣ
ஸ௱ǾȖၾƠbཐଡƁདᄯƣǳȗ|
ǲǎȞǛǖ|Ǵ๔
ǳȗǖǬȎȞǿǕȞ
ƁුഞƎǀƈƝƁነƾƀƠƟƘƔc
aǳȗǖǬȎȞǿǕȞǇࢥࢪƎǀǠȞǦǏ
Ǟ|Ȉȗ|ǢȒȞೂfཐଡࡴ౦
ƤbཐଡǇཨƠཨᆪfฦདતƜǳȗ
ǖ๔ƝԎԥԎȗȞǪȖƣӼǇ
्c་ఙ౦ၾƜƣ৻ໜƤဪഉਦતௗ๖ƣ
ԎԥԎȗȞǪȖǾǲǕǏȞǍȌȕǖӻ
ᇲƣƴƟƁƾb၍ၾƠǳȗǖǞ|ǵ|

Ǉ็མƎǀƜǳȗǖᆪƷಈಲඑƣුഞ
ǇபƘƛŹƔƁbԃଈቨƜ၍Ǉᇘƌb
ǳȗǖǞ|ǵ|ƣƴǇၤጵfࡤƊƐශƔ
ƠǳȗǖǬȎȞǿǕȞӨƟǈƥ႘ੲ
Ɲƌƛӻӻଈӻ႘ƣǕ|ȂȞǇያ࿊Ǝǀc
aƟſb၍ೂƣǳȗǖ๔ƝƌƛƤཐ
ଡ॒ƜƣഷഞƝƷƟǀc
ǳȗǖǬȎȞǿǕȞӨƟǈƥ႘ੲ
Åӻӻଈӻ႘Ǖ|ȂȞያ࿊
་ఙ౦໒તႍჂཨӼӷӼӷӻӿӨஸ௱ǾȖӽfӾԐa
ԸՈՈՄԄӹӹՋՋՋӸՈՆԱԴԺՂԷӷԳԱՆԴӷԳԸԱՁՄԺՃՂӸԳՃՁ
ԣՋԺՈՈԵՆӨԄӨԊԣԍԮՂԱՂԲԱ
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ӺᅹȗȍȞǠȚ|ࢃƴሐ༎j
൲႕੍ೢࣴ
ƝƂǄ࿂
႘ੲƠුഞ
a႘ੲӽོኬ୪௭ႊฦॳƣଭǫǏǞǚ
ǴȔǮǛ฿Ơb൲႕੍ೢࣴӺᅹȗȍȞǠ
Ț|Ө๏༊ȆȖȍȞ൲႕ೢӨƝƂǄ࿂ӨƟǈ
ƥ႘ੲƁӻӺଈӾ႘ƠǕ|ȂȞƌƔc
a
ƝƂǄ࿂Ƥ๏༊ǇཨƠဪሾདሑƜዃ
ӽӺᇲǇ्ƎǀȆȖȍȞ൲႕Ɯbೣဒ
Ɵƞདଭࡒ॒Ɯƣᇲ्ƤbǬǒ|Ȟ
ȂȘǲȐ|ǤǇಈƝƎǀԑԞԢԢԞೂf
ဪੜဒഐ༭તƁ၍ƝஃࡰǓȕǍǼ|ǳ
ǵ|ዃǇଅƨӺᅹȗȍȞǠȚ|Ө๏༊Ȇ
ȖȍȞ൲႕ೢӨƝƂǄ࿂ƝƌƛӼӺӻԃႩ
ƽƿഞǇ्ౡcǞȘǵखƣཨƜƷ਼ถྙ
ǇƇbଵఓƤேƠዃԂӺᇲǇ्c་
ఙᆒၾƜƤԃᇲኬƣഞƝƟǀc

aேౌၶƣශƟȆȖȍȞǇᅃƣǪȗƠ
ྲƆǈƕ
๏༊ȆȖȍȞ
Ɲb२Ǳ|ȁȖ
ƉƝƠ็མƊǁƔ๔ዿǠ|ǻ|ƀƾȗȍȞ
ǠȚ|ƁƂƟƕƆƃሐ༎ƠƟǀbƖ
ಐӺᅹƣǤǳȗǤȀȕ|Ɵࢃƴሐ༎Ǡ|Ǿ
ǤӺᅹȗȍȞǠȚ|
ӻಐӿӿӺࣅƁ
ਂǇାƨbǕ|ȂȞྞଢ଼ƀƾᎌ႘႔ǄŹǇ
ଣƐƛŹǀc

ӺᅹȗȍȞǠȚ|Ө๏༊ȆȖȍȞ൲႕ೢ
ƝƂǄ࿂ӨƟǈƥ႘ੲ
་ఙ౦໒ત႘ੲӽӷԀӷӻӨဂǾȖӻԐa
ӻԀԄӺӺӼӼԄӽӺaኅӨ
ԸՈՈՄՇԄӹӹՎԵՆՃӷՈՃԽԺՋԱӸԳՃՁ
ԣՋԺՈՈԵՆӨԄӨԊՈՃԽԺՋԱՈԵԺԮԽՃԸՃ

–ƣ࣪൙b႘ੲƣ৻ໜӼᇲǇျ
చખ࣎ŹƠශᇲǇǕ|ȂȞ
a႘ੲӾོኬƣచખǍ|ǜ|Ǵ࣎ŹƠbཨ
ञፍጫǬǒ|Ȟ་–ƣ࣪൙ƣශ
ᇲƁԃଈӻӻ႘ƠǕ|ȂȞƌƔcࢥࢪƤԢԎԗ
ǘǮǬȞೂf་ఙ౦ཨ࣡ત
c
a၍ೂƤƈǁƳƜ႘ੲǓȕǍƠ–ƣ
࣪൙ƣȀȔȞǬȎǏǥᇲǇӼᇲ्
ƌƛŹƔƁbௗषƣශᇲƤௗႩӿଈƀƾࡤ
ȕǶȐ|ǍȖǇ࿓ƠࡴಐƌƛŹƔ
႘ੲƜǈƜǈǪǑȞ
႘ੲӿོኬ
ƣଢ଼૫ᇲcƳƔbဴƣǕ|ȂȞƠǄ
ƐƛઝไƎǀచખƜǈƜǈǪǑȞ
႘
ੲӾོኬ
ǇԂଈቨƜᇘƌƛſƿbಈಲඑ
ƣᇲျƝƷƟƘƛŹǀc
aᇲƈƒӻƙƠആዃƤƊǁƔƁbශᇲ

౸็མfვᆑǤȈǮǳࡴጥ
དऀ႘ੲࢾோ౦೮ᇩ
ӨӨኝࣴฬᆊ၌ౌӨǓǏ
|ȗǮǴƾŹƝ–
ႍჂ๑႘ǑȔƟǈƥ೮ᇩ
ӨǖȀǒ´ǾǍӨŷǀƀÇǍǀ
ƀኝࣴඒᎥႧወȔǱǮǚǤǙȎȔȕ|
๑႘fታࣆǾȖၾ
ӨȀǌȊǞȞǻ|ԎԏԝԎԞȔǏȁǢ
ǍǪ|ƟǈƥწૹȔǏȁǢǍǪ|Ɵǈƥஞ࿁
ƟǈƊǈྫྷƿǕǪȘ|Ǵ೮ᇩ
Өዄǖȗ|ƣӨǍ|ȕ
ǕfǕ|ȕǕȌǏǴǖȀǒӨԵӷՁԱԺԴǏǕǢǤӨƟǈƥ
ǖȖǬȎ|ǻ|ԦԊԥԏƂƸǈƜ|ƥƠ|ԳԱԶԵӯԳՃՃԽԺԵӨ
ԗԺՇՇԢԸՃՈǚȔȋǖȀǒȗȞǪȖǢȒ|ǜ|ǤԑԏԣӰԢ
ǍȊȐ|ǥȌȞǳǤȈǮǳӨǞȗǚǢȒȞǠǑȞǴfǼǮ
ǚӨǤǪǣǍȋǖȀǒพኝࣴǪǜǑǬႍჂཨǾȖ
ȗǞ|ǴǢȒǮȂǵǖӼԐԞԡԏԥԏԡӨԡԏԍԞԡԎԢȊ
Ȗǘ|ǍȞǣǒfǓǚȘ|ȖȏǴǖȕ|ႍჂ
႘ੲӽོኬӾོኬచખ࣎ŹƝƒƣ೮ᇩ

Ө႘ੲԤԟՇ
Ȁȕ|Ǥȅ|ǤӨǑǒȁǤǪjǚǏǮǚǗȗ|ǣ႘ੲ
ǞȊȐǶǱǎȀ|ǴȆ|ȖӨ་ఙf႘ੲǽ|Ș|ৡ
ભଞസȆǱȖǽȔȕ|ǥȈȈȞǲǮǪǖȀǒfǴf
ȈȖǱȌǢǚǑǪȞǾȐ|Ǳǎ|ǠȘȞԡԋԝ ԟԍȚ
ȞǥฝውȔ|ȌȞ๔Өዕ࿂
႘ੲवၾ
ӨǼȞǫ๔Ө་ఙƦǈƕǪǏǲǎǖȀ
ǒԟԋԎԋӽӼԂ
དऀᅖ෦ྎࢾ႘ੲӿོኬ೮ᇩ
ӨԵ¸ǏȏȆȞӨ་ఙ
႘ੲǏǕǢǤӨ႘ੲӾོኬǕȀǎǤǻǤǪ|
ǥӨƟǈƥf႘ੲǖȞȂȕӨ႘ੲǘǑǏǝ|ȋǥ
ǝ|ȋ༷࿅ཆǠǑȞǴfǼǮǚӨచખǢȕǞȞǺǑ
ǤጵƔƈ൲Ƃ੍ೢࣴӨƔƈঢ়႘ੲƷƣƚƄƿӨǓ
ǤǪӿȊǶǬȐǍǢȒǮȂ ԨӯԨ ƶŹƞƊǈƣŹǀȕȀ
ȗƣſȕǍȖ༨ഞǝ|ȋӨ་ఙᅖ෦ྎ
ௗ་ேྎ೮ᇩ
ӨŷƟƅƳ࿂Ǒǎ|ǚȕ|Ǜȕ|Ȟ
ԺՂƟǈƥ
ၗၸቋ೯ࢌࢸྎ೮ᇩ
ӨȘȀǳȂȔǤȚȞfǑǓǤǳ
ໆ฿ྫྷƿ႘ੲဪ೮ᇩ
ӨǹȋǨȞǖȕ|
ႊॆႍჂࢾฦଭྎ೮ᇩ
ӨƁǁƂƘƊႧ఼ȗǡ|ǚȔȀ
ǳӨȀǒǶǮǚǤ
ྫྷॷශฌै೮ᇩ
Өྫྷॷሰ༊དऀӻॎǄƄǄƄ
ȔȞǴſƽƨӼॎǍȞǫ|ȀȘǍȆǱȖཨ࣡Ǧȗ|Ǹ
ȆǱȖƴƀƞȆǱȖ
ጒࣴੲྎ೮ᇩ
ӨຕఢሮԳԱԶԵǍǳȕǓƟǈƥ૪అශ
ᇍᇨആᆪԡԵԱԴՍԑՃjሾᆃ
ቋஔ
ӨቋஔǍ|ǳǤǚ|Ȗ
ႊ༩
ӨԣԱԽՃՍԱԽԺӨԺՂӨԢՄԱԳԵӨԎԏԙԣԋԗԞ
๑፟
Ө་ఙ་ॺॺᆪӨƷƣƚƄƿǦȞǪ|Ө
ཨྥ
ӨƤƖƴƙƝȀȕ|ȅ|Ǽ|ƣſӨƤƘƖ
ഋూ
ӨǢǍǪ|ǦȁȞӨ
ᇯྎ
Өᄣࢯज़ӨདࡰගሇǦȞǪ|Ө
්fचૂ
ӨȊȖǘ|ǍȞǣǒ්ǍǸǮǚǤӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
ÅვຽඡੳƟƞƠƽƿb็མƣǪǏȊȞǛƁଢ଼Ǝǀ
ƷƉƋŹƳƎc
ƳƔᆀโǁƣ้Ƥः໘ƉዴಿƄƕƊŹc

ԚԋԟӨԌӷӼ

ԚԋԟӨԌӷӽ

ƤျӼᇲᇀƣਊኟƠưƱᅚƎǀb
ӻӻԀาǇዸƎǀශࢺƣ་ᇲƝƌƛภ
ƳǁᇥǄƘƔc
aƟſbᇲƜƤ
ǑǎȞǴǑǥȊȗǶǍ
ȋǦǮǳ
ԎԎԣ
ƜǈƜǈǪǑȞ
ǦǮǳ
ƝŹƘƔb႘ੲƟƾƜƤƣƁᆋŹƔ
ǕȕǣǵȖǦǮǳȌǶȐ|ƁᆾƝƟƘƛ
ŹƔƁbƒǁƾƣࡴᆪƤශᇲƜƷࢂƂ໗
Ƃ࿓ƊǁƛŹǀc
–ƣ࣪൙Ө႘ੲƜǈƜǈǪǑȞ
་ఙ౦໒ત႘ੲӾӷӻӻӷԀa
ӻӻԄӺӺӼӾԄӾӿ
႘ങӼӾԄӺӺ
aኅӨ
ԸՈՈՄՇԄӹӹՋՋՋӸՃԸՇԸՃӸԳՃӸԻՄӹՇԸՃՄӹ

႘ੲǓȕǍƣᇲ्fᇘƠƙŹƛƤ
ᇔ౸ࢥࢪƣ႘ੲǢȒǮȂȃǮǴȔǏȞ
ՂԺՄՄՃՂӷԲԱՇԸԺӸԲԺՎӨƜƷbශƣගሇǇಐ
ǍǮȂǲ|ǳƌƛŹƳƎc

ȇȕȐ|ȋተƣǑǏȞǴǑǥȊȗǶǍȋǦǮǳ
ӻӶӺӾӿࣅ

ၥೄƣॉዻƀƾƣගሇ࿓Ʒ
ſƖƌƛſƿƳƎc

ǕǪȘ|ǴઝᇩƠǖȂǦȖǳǏ๔Ɓ໗y
ǚȗ|Ȟǝ|ȋƀƾƣภƂౖƿపƀ

౸୰ಠྫྷᄦǠǏǳƣƉࡎၾ

ԚԋԟӨԌӷӼ

aƈƈႩbǕǪȘ|Ǵ೮ᇩǇཨƠශਊ
ഞƁະŹƕǚȗ|Ȟǝ|ȋ๔cƌ
ƀƌbƣ૽ँƝǞȘǵखƣࢬƟƞƀ
ƾௗႩƠႚƘƛ༄ƷໃइƌƛŹǀƁb
ઝƜƤƒǁƠ༉ǄǀƷƣƝƌƛǖȂǦȖǳ
Ǐ๔ƣශਊǕ|ȂȞƁኬጵƖƤƍƶƔc
a႘ੲӽོኬƣbచખƝǕǪȘ|ǴƠੰ
ƳǁƔࡴॳƜƤǗǬȎǗǬȎƣසӨ႘ੲ
ǕǪȘ|ǴƁԂଈӿ႘ƠǕ|ȂȞcƈƣ
സƜƤԁଈഷƶƳƜǚȗ|Ȟǝ|ȋ๔
ǖȉȘ႘ੲǿǖǨƁࢪƌƛŹƔ
Ɓbᇘ브ƣƠǇᇥஏƌƛƣ௺Ǖ
|ȂȞǇያெƌƛŹƔc

aǗǬȎǗǬȎƣසƤbȖȖǍ|ǚ
ೂg
ᆵࣰ౦ဪત
ƁࢥࢪƎǀǖȂǦȖǳǏ๔
Ɯbே२དƣ་ǢȒǮǿȞǛǦȞǪ|
ƟƞǇཨƠዃӼӺӺᇲǇ्c႘ੲǕ
ǪȘ|ǴƤ
ǖȉȘ
ƣࢥࢪवೂƠƽǀ
ȀȔȞǬȎǏǥᇲƝƟǀc
aƳƔbԃଈӼӾ႘ƠƤƟǈƊǈྫྷƿƣǍ
Ǳǵ႘ੲӽॎƁǖȂǦȖǳǏ๔ǖ
ȂǦȖȀǌȊȕ|ƠcƈƖƾƷbǚȗ|
Ȟǝ|ȋǇƵǝ|ȋǦȞǪ|ƣӻȀȘǍǇ
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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

2022.10

PC PC関連（ソフト・パーツ等含む） H ホビー・フィギュア・模型等

←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）

G ゲームソフト等

M 飲食店（メイドカフェ/コンセプトカフェ等）

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

国立文楽劇場

パチンコ播磨屋 ● 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
なんば
マルイ
●

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

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

P

立ち寿司（１Ｆ）

ビア＆カフェ

H
アパホテル
＜なんば駅東＞

普通の食堂いわま

だしと小麦の
可能性

ポスターギャラリー

B FANFAN
H
ニッセイ
ホテル

P

E

黒門市場
kuromon.com

CV ファミリーマート

● テンポスバスターズ

ファミリー CV
マート

ラーメン 天地人
● 高津理容美容

P

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

● 海野歯科

P

● 自転車てるてる

P 大阪シティ信用金庫

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

黒門 P
H クリスタルホテル
セブンイレブン CV

花の木 わなか
オーエスドラッグ
シンズキッチン（1F）
太陽と月（２Ｆ）

ラーメン 玉五郎

P

麺屋
青空

大阪日本橋文楽劇場前

たこ焼

キリン堂

油そば
きりん寺

なんばしよっと？

ラーメン のスたOSAKA

P
●

鉄板野郎（2Ｆ）
勝男
大源味噌

【A】PIZZA ● ●
●

● A-PRICE
肉吸い 千とせ

P
小川商店
東横INN H

ホルモン

●

お好み焼

（休業中）

●

あるか→アるか
P

至 奈良

8
⑧

9
⑨

炭焼BAR

ラーメン 天道
ローソン CV
スーパーホテルなんば・日本橋 H
ホテルWBF なんば黒門 H

（休業中）

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

至 南巽

近鉄奈良線

Ｎ あの街ねっと（B1F）

●

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

たこ焼 わなか

●

千日前道具屋筋商店街

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

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）●

虎目横丁

●

近鉄日本橋駅
10
大阪商工信用金庫
三井住友銀行（ATM）

地下鉄千日前線

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 ●

●

H
スイスホテル
南海大阪
〒
大阪難波郵便局

とんかつ 吉兆（2Ｆ）

ニヘーベ
黒門インフォメーション
センター

黒門
公園

ラーメン 一八

福来亭

とんかつ 松のや（１F）

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

CV セブンイレブン

ねぎ焼き もえぎ

なんさん横丁

あいどるすてーじ Ｍ
おひとりせき喫茶店
●
coro
麺屋丈六 瓦そば 縁
ホテルアシアート H
● ●
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
コメダ
シフル
●
俺たちのカレー家
ゲオモバイル
珈琲店
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
C
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
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）
FF 松屋 リンガーハット
なんさん通り
難波中2
日本橋３
ラーメン くそオヤジ最後のひとふり
MIMARU
●
●
●●●
金券ショップ アクセスチケット ● ● ● ● ● ● ● ●
大阪難波STATION H なか卯 FF ●
買取り
FF 東京
TC
TC ● アテナ Ａ ●
Ａ namco（1〜３F）
P
＜高砂ビル＞
まっくす
チカラめし
PC ドスパラ（1〜4F）
Ａ カラオケ レインボー（４〜５F） Bee本舗 Bee本舗 日本橋
ときわ亭
楽天モバイル（1F）
＜難波バレビル＞
三豊麺
バトルタワー
PC
コミックバスター（6F） ピュアサウンド
TC ドラゴン★スター（6F） 本店
Ｎ
晴れる屋（2F） TC
鳴門鯛焼本舗
じゃんぱら Ｍ めいどりーみん（３F）
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
トレカチャンピオン（3・4F） TC
BARララボトル
Ａ カラオケ ジャンカラ（５〜7F）
●
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
米とデミグラス
イエロー
ツルハドラッグ
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）
100円ショップ ダイソー ●
Ｎ メディアカフェポパイ
アメニティードリーム（３F）TC
なんば店
さかいや（２F）TC
FF
トレカホライゾン TC
C コミュニティーフードホール
ホテル菊栄（休業中） H
C ホリーズカフェ TC プレイズ なんば店
TC
PC ショップインバース
●
●
吉野家
大阪・日本橋（1F）
＜スペース難波ビル＞
PC ソフマップ
GiGO おとぐら
●
●
● カルチャーバーW@VE（１F）
●
キャロル（１F） C
SARASA HOTEL H
なんば店
Ｍ
＜AKICHI＞
難波アビオン Ａ
Ｍ ますかっと
TC
●
駿河屋
フロンティア
ICONOCLASM（3F） H ●
高級食パン 嵜本
BIGMAGIC
中華 きんとうん（1F）
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 ●
嵜本珈琲 C
牛カツ 冨田（2F）
オタロード店
サウンド・パック 本店（１・２F）
M Ring オタロード店（2F）
●
き田たけうどん
DEGLAB C ROYAL PARTY（3F）M
大阪
H
ワイルドワン（３F）
C アタラキシアカフェ（3F）
アイスクリーム研究所
イエロー
カオマンガイカフェ スタジオアラモード ●
H シタディーン
たこ焼き やまちゃん
ALANN（３F） TC
ルイーズ・ベルナードの厨房
サブマリン
CCoちゃ M
なんば大阪
なんば本店
カワウソカフェ ルートル（2F）
●なんでも酒や
油そば 春日亭
スパゲッティーのパンチョ
（▼1階店舗ゾーン）
でらなんなん（4F）●
● ミルキーアンジェ・エクロール（3F）
H
カクヤス 執事カフェ
ラーメン 魂心家
浪速日本橋
ばくだん焼本舗
C 祇園北川半兵衛
森川
SkillOne
メイドカフェ
e-maid
郵便局
シスメアパルス（7F） M
e-maid
てんぷら 一味禅
難波肉劇場
医療ビル
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 ●
M
TCトレカパーク
●
● ● ●
● VIVIDEEP maison
オタロード店
日本橋小学校跡
ガチャガチャの森
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
しゅうまい 一芳亭
C 喫茶松竹 Ａ
＜馬場ビル＞
自転車専用 P
PC PCコンフル ●
＜平田ビル＞
大阪日本橋店
レコードショップナカ
ナニワネジ 商業館
コレクション（１F）Ａ
ステーキ＆ハンバーグ タケル
スーパーポテトレトロ館（1F） G
大正浪漫酒房 月読
mine（2F） M
ナニワネジ 本店
らてめいど
M
駿河屋
（２
・
３F）
H
とんかつ なにわ（１F）
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）●
● 魔法企画
カードラボ（２F）TC
MSIコンセプトストア
公園
M LovePoint
FOREVER RECORDS（５F）
H ジャングル本店
フルコンプ（４F） TC
● カレー食堂 マッハ
ローソンストア１００ CV
タイ料理 タイタイ
TC
トレカサンライズ
（1・２F）
●
鳥貴族（B1F）
カー
ドラボ
（Ｂ１F） TC
ジャングル空想的機械館
H
CV ローソン（１F） TC トレカライン（3F）
ゲーマーズ（１Ｆ） G
プレイズ 日本橋本店 TC
Ａ Force
コワーキングスペース
タイムズ大阪難波
● ビズコンフォート難波（2F）
● デジハムサポート
P （点線内、198台）
インディペンデント
スタジアムカフェ／
TC トレコロ
シアター1st
ヤドカリー（３F）
H ヒーロー＆ヒロインズ
M メリメロ
H HOTEL S-PRESSO Namba
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
● 梅田無線
とりから
ファクトリー ●
TC ホビーステーション
トルコケバブ カラクシュ
マチ★アソビCAFE /
ギア
らーめん鱗
●● 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
べこ屋スタンド
コミュニケーションズ
レクラ
● MINORITY
H 駿河屋アウトレット
ドラゴン★スター TC
Oysttey
自転車 P
●
●
C
カードボックス（1・2F）TC ●
TC フルコンプ
TC 193
●
● 日邦レンタカー ニッポンレンタカー ●
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
ビストロ酒井
イオシス なんば店 PC
ポポンデッタ（３F）H
日本橋３南
ローソン
TC あーと KｰBOOKS B
パソコン工房アウトレット別館（1F）PC
JHC ●
H ガキレンジャー
●
PCコンフル PC
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）
日本橋幼稚園 ●
信長書店 B
なんば店
H コトブキヤ（１〜3F）
●
● ビューティーサロンRAN
● TOKIS
モバイル一番 ●
●
ダイセン電子工業
H アゾンレーベル
UNKNOWN（2F）TC
バイク専用 P
●
とれじゃらす乙女館 H
ショップ大阪（４F）
C ビラジオ
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 GETʼS ● 三星堂
パソコン工房本店（１F）PC
シアター2nd
POP iD Cafe
●
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）
Ｍ ＠ほぉ〜むカフェ（B1〜2F）
＜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）
●
きゃらドリ／コラボカフェ本舗（1・2F）Ｍ
H SFBC
●
ヒロイン特撮研究所（４F）
たこ焼き グーニーズ
無限麻辣湯
（1F）
＜アニメイ
トビル＞
●
グラフアートショップ（3F）
カフェ＆クッキー
正公無線商会（6F）
アニメイト（1・２F） B らしんばん（３F）B ●
タイトー
台湾まぜそば 薫
H
Ａ CUBE
C
すぱいらる（4F）TC
Ａ ステーション
kissshot（1F）
スーパーポジション
メロンブックス B カードラボ（５F）TC
DOLK
（３F）
S.A.MUSIC（2F）
e-ZONe
（４F）
アシストウィッグ ●
●
ティアラ 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
●
P
Bee本舗 ストレージ店（1F）TC
バール
なんばアウトレット2号店
ナチュレメイド
ゲオ G
Rubic Records（3F）
● まちの自転車店 リコ
らしんばん（2F）B 麺屋ガテンZ
サケノマ
●
アルテリアベーカリー
ポルックスシアター
●
PC
H ●
Ｍ 戦国メイドカフェ＆バー
Ｍ アンダンテ
●
もののぷ（2F） WANTED
オールブルー（1Ｆ） 山中車輌 ●
グルカ
●
Ｍ 1904/1904（3F）
FUN SPACE
CV ローソン
B 兎月屋書店
セブンイレブン（1F）CV
Ｊ・ＢＲＩＤＧＥ（６Ｆ）
駿河屋 G
H ガレージフィールド
DINER
● フリースペース ウェブスタ
！
（４Ｆ）
東横ＩＮＮ 大阪なんば日本橋 H
トレカフェサンライズ（2F）TC
B 南海なんば
メモリアルロー
ドきらめき
Ａ
● 日本橋UPｓ
喜多方ラーメン坂内（準備中）
（休業中）
古書センター
バイク P
買取ゴリラ2 TC
Ａ メインストリート
M
● 業務スーパー
餃子の王将 M
PCコンフル PC
TC 買取ゴリラ カフェ・ド・ポルテ
H 日本橋クリスタルホテル
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＞
C カラオケ喫茶 ポアロ
くりぷれ M
Ｍ パルランテ RECORDS（3Ｆ）
● 関西電力
陶芸教室 ちー工房 ●
カレー マドラス
河口無線
TCトレカボム（2F）
Rebirth（2Ｆ）TC
mobax
クラムカフェ
C
難波変電所
●
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.
TOYʼS星矢 H
部屋サポ●
ウルトラマーケット
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
●●

オタロード

nambacity.com

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

2

↑千日前商店街

↑戎橋筋商店街

1

病院

りそな銀行（ATM）
コクミンドラッグ（1F）
焼肉 安安（2Ｆ）

〒 郵便局

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

らいと餃子（2F）
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

飲食店（その他）
・食品販売等
●

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

電材・部品・照明機器

E 一般家電

地下鉄堺筋線

日本橋エリアマップ

●

nam-come.com

なんばこめじるし︵高架下︶

日本橋4丁目店

メリーナイス
ステーキ丼 のむら
日本橋果物 C
カレー 月のアムリタ

Coffee553 C
cafe&bar黒猫堂 C
Silver Bar ｋNight

ヤマダデンキ
LABI1
LIFE
SELECT
なんば
E

＜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 ●

妖怪ギターラ
●
ラーメン 友愛亭
上等カレーBR
C 喫茶 金糸雀 レコードワン
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
●●●●

あさチャン
きゃんでーばにー Ａ
●●● ●
ベトナム料理 123ZO
アジアンカフェ
C パンダ専門店
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本店 H
Pizza Vesta
C C クラフトことね＆コーヒー ● E
●●
Ｓｏｆ
ｔｂａｎｋ
執事眼鏡Eyemirror ●
ナカイ
日本橋商店会
● PADA328
焼鳥 南蛮亭
まんだらけ H
デンキ
nipponbashi.ne.jp
グランドカオス
テラック
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

▼ここから南は右ページをご参照ください
▼ここから南は右ページをご参照ください

▼右ページへ
松屋食堂

逸品館

PC-WRAP（５F）PC
ウイリーピート大阪（４F）H

●

H ホビーランド ● TC
ぽち
レイズ

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
●

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
● わかこうかいクリニック

とんかつ丼

こけし

肉そば 蕎麦とラー油で幸なった。

大衆酒場
うおいち

ハイファイ堂
●●

トイズゼロ H

ナカイデンキ

肉酒場 火車

●

つくるLABO（2Ｆ）

堺筋︵日本橋筋商店街／でんでんタウン︶

3

●

●

● ● ●

●

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

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

▲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
●

●

H
ホステル
ハングアウト

マルツ

立ち寿司 はなれ
● 林商店
C 台湾ミルクティー DINGTEA

たこ焼き居酒屋 たこ丸

ポミエ
PCコンフル PC

︵高架下︶

● 交番

立ち寿司

堺筋店

P

アナログ店

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 ●

インスタントラーメン専門店 やかん亭

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

うおいち

●

ナカイデンキ

肉酒場 火車

▲左ページへ

freepaper pontab - Vol.45 - AUTUMN 2022_05

わかこうかいクリ ック

ツクモ 日本橋店 PC

●

ミントレコード2
日本橋総合案内所

立ち飲み

千匹屋

日東公園

ビストロ カリモチョ

サウンド・パック 堺筋店
インド料理 シンズキッチンミニ
ラーメン 喜六

E ジョーシン日本橋店

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

C KAINO×MAKEスムージーCORE

シリコンハウス共立（1・2Ｆ）／デジット（３Ｆ）
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

Laundry
●ミニスーパー Codeli

●

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

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】
＞

TC ドラゴン★スター
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 ●

南海本線・空港線・高野線

三光電機 E
＜南海電車高架下＞

すき家 FF
キッチンオリジン
ローソンストア１００ CV

居酒屋 ちとも

H BON HOSTEL

立ち飲み 井上竹商店

広田
保育所

HOTEL S-PRESSO
EBISU
H

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

大阪無線 ●

● ハロー
！プロジェクト

オフィシャルショップ
G ゲーム探偵団

＜山田ビル＞

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

レプマート（１F） H
スワンテクノロジー（2F）PC

とつぜん JCKA
ステーキ
吉野家 FF

●

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＞

ナディア（5F） M
三菱UFJ銀行（ATM）

●日本橋ものづくり拠点

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

CoCo壱番屋

地下鉄恵美須町駅

●

●
● 防犯カメラ 伊豆美（２F）

ドネルケバブ チャオ

バスアンドタグ PC
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）
●

市営日本橋住宅
（1号館）

● 青木青果（1F）

1-A出口
1A出口

1-B出口

まる栄
市営日本橋住宅
（３号館）

H ビジュースイーツなごみ

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
LUUʼS 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

セブンイレブン CV

●自転車 サイクルヒーロー

＜南海電車高架下【EKIKAN】
＞

← Zepp
なんばへ

木林正雄商店

居酒屋

まるき

エスタ5（5F）

H アパホテル

〈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
※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。

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
餃子好きが
集まる餃子屋

お酒好きも唸る品揃え
MAP C-3

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 A-2

MAP C-3
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【連載コラム】
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連載第5回 文・仲谷暢之
（アラスカ社） さし絵・みしお子
（@mishioco）

aઝƣ་৮ጦ୵ƤbƎƃǀj෯ƜƎj
aƤƛƊƛbௗषƣſ༎ƤǻǖƁఢƿྞƌƔ౫bࡴ
ƞǈƟƣiƜƌƔc༘ƣषးŷƿƁƝŻƉƋŹƳƎjaa
aƜƤວ໒bၟ୲ӨƊǈƣषးc
¹ௗƣ౫ƠƪƿƁƟǇවƘƛǄƘƔ

ſƁၥƴƹƎƄƌƔƕƆƹƟŹƀ
aǑǮǴମ၌ӨƊǈƣषးc
¹౫ǇଣƔƾǻǖƁద႘ƞƈபƘƛ
ःƌƔƀᆪǄƀǀӨ

ǻǖƤƎƅ୵ƠഞƌƽǀƀƾƟ
aწ༐ԌԞԧӨƊǈƣषးc
¹ታǤ|Ȃb೧bઠओbǵǏǘbࣔƅƙǄbǳǵǖǏb
aǘȕȞǣbኾbჴർኴ༎bဠዶƇbᇯ୦ౠbᎬ୕

ः౫ƹƢǈƈǁ
aǴȁӨƊǈƣषးc
¹་Ƃƕƀƾ์ƠႚǁƔƀƘƔȓ|ǛȖǳ

໘ಠƀ
a༎ƣ་ሳӨƊǈƣषးc
¹ӽᅚସŻƉƝƠbহਂƝૠǇƎǀ

Ƥƽ브ƌƛƾƐƛƄǁ
aǑǮǴମ၌ӨƊǈƣषးc
Ӽƙኬj
¹ƶƘƖƸƜƀŹǩǑƣȚȞǕȅƠƌƛbƶƘƖƸƜƀŹ
aǩǑƁƴǀƴǀຯƐƛŹƘƔ
Ө
ƶƘƖƸƜƀŹǩǑǇ་โƠƌǂbኜရଣǂ
aࡊ༥௧ӨƊǈƣषးc
¹ੋƠ–ǇඔƐƛbffǙȒǡƠƎǀ

ƂǄƐƠபƀǈƜŹŹƢǈ
a
aԚԥԟ ƤǑǮǴମ၌ƊǈƣƶƘƖƸǲǖŹඉƜ
ƎjಲƤǑǮǴƊǈƣषးƝǑǮǴƊǈƣषးƜႴƴƳ
ƌƔbኜწƀƘƔƜƎj
aषƤǞȞȂȔǏǍȞǤƁଯƌŹదௗbƤƈǈƟ
ƷƣƁǱȗǾƀƾ൯ŽǀƜƎj
aǺǮǢȐǪǛӨӬԚԺԢ ৮ጦӨǇᆋƆƛԣՋԺՈՈԵՆƭဨஜbƳ
ƔƤ౸୰ಠǠǏǳӨՄՃՂՈԱԲӸԻՄӨၾƣဨஜȀǔ|ȋƀƾ
ſຽƿƄƕƊŹc࿙โƤӼӺӼӽႩӻଈӻӿ႘ƣӼӽಐӿԃᇀb
ƽǂƌƄſ৪ŹŹƔƌƳƎj

ŽӪԉaŽia႘ƝƖƸŻƹǈj
സgკဂƣ་ࢭब
aࢭबƣƈƝǇൾऴƌƔƿbിŹƔƿƎǀಈ

ಚƠႚƘƛƄǀࣿॎƣฤƜ

ƷƌƛŹǀƣƜb୰्ƣఢᆀƤಀ಼ಬƀb

ӻӨ
ƟǈƜ॰ƀƶƭǈƀƘƔǈi

ᇪƘƛŹƔ၍ƍƄಛᇀƷ
c

ǞȘǵखƜໃŽƔǕȞȔǏȞಀ಼ƜଣƊƐƛŹ

ӼӨ
ௗbᆪ෫ƖƸŻƣi

aȁȔǮǴゆǿǮǳƣবƂƳǁ୰ƣౣ

ƔƕƄƈƝƁŹƆǁƞbƔƳƠଣ၄ƌƔఢᆀ

ӻӨ
ƒǁƷ౩ƘƔŶ

ǇॼƌƴƟƁƾƷbႚፍǇᆻƘƔƠƷǄƾ

ƹb௺ဗ་ƂƟबኜƜଣƔŹఢᆀƤࢭबƠ໑

ӼӨ
ƞŻƎǀi

ƏbಌቝǇၥƴƔƄƟŹƁƔƶƠૺǇഞƛŹ

ǇࢥǈƜଣǀƽŻƠƌƛŹǀc

ӻӨ
ƞŻƌƽiଂƶƛ

ƆǀȌȞǪȖƁਂƠƟƘƛbƷŻௗƣƤƒ

aƜƷƘƛԃଈƠ୰्ƊǁƔࡓఘஂᎤମఢƣ

ӼӨ
ŽಌၥƵƣƶǈƞŹƌƟŶ

ŻŹŻಌቝǇƆᆋƆƟŹǤǪȞǤƟƣƀƟi

ӻӨ
ƹƶƝƄi

ƝƀbƷƌƹǤǪǮȀƠᇪઞƌƛƄǁƘƛǚȗ

ƜǼȔȗȖǶǮȈȞǇᆧ༊ƠbຍบƾƌŹǻǖ

ӼӨ
ƒŻƌƽƀbƎƅǸǮǳƠƄǀƹǂ

|ȋǇସŻƛǀƣƖƸŻƀƝƀb༱ƀƠƷƾƘ

ǍǚǢȒȞࢭबƠጵƛƔȁȗǮǴfǳȗǏ

ƝbಛᇀƤࢭबƠ၈ƌƔŹƷƣƣƒƘƖƁਂ

ƔǬǜǮǳƜƳbŹŹƀƘƛƟƘƔǈƖƸŻƀ

ȞǇଣƠࢭबƭபƘƔಐƣƈƝc

ƠƟƘƛŹƔƾbႏƤဴƠૺǇଢ଼Ơ

ƝƀኡມƁࡶǁഞƌƛଢ଼ƳƜࢭबƠആཨƜƂ

aưƞưƞƠาƣቖƳƘƔၾƜbያெᇨƹ

ƌƔcࡴƙาǇƆƛ௶ƘƛŹƔཌྷตƷƒƣव

ƟƀƘƔcƜbଅઅbࢭबƠ௺ሞኴƌȕǿ|

ಈஶǍǵǑȞǤ၌बƁጺǁƛᇨƁඑࢭƊǁ

ᎭǇᇍŹƛŹƔƽŻƜႏƁഞƛŹƄౣǇවƿ

ǳƌƔcௗဗƤ෫ᄟƜcƒǁƤƒǁƜፕƀƘ

ȉȕǍfǾ|ǳȖǇȁȔǮǴfǿǮǳ࣏

ཀྵ༭ྊႱӡԊՂՃԲՉԮԝԋԗԋԣԋԝԔӢ¾ࢭबՒ։ർփՒ࣏ૺ૩״י؞՛ՔᇨആೄՓ་ఙ֧֖֥ज़ཨ֭ସጃב֦גփֽ֘Փ

ƣƁଂƶcǛȔȀǎǖȖƜশॲƟȑ|ǡ|

ŷƘƔƒƣǨȀȉǮȂԀƤԚԔԎԔӨԙԋԝԎ

ǏȞǪ|Ȁǒ|ǤƁትƜƄƣȀǌȞǇಏƘ

ǇૼƖᄌƀǁƔcǢȞǦƕƆƜఢƾǁƔ੫Ź

ԎԣԚƠၟँƌƛŹƛǕǪǚ൛Ⴉ෬ᤣcቚഃƒ

ƔcƒǁƀƾӽӺႩઝƄƏƘƝࣿॼǇఢƘƛƂƔ

ȕȀƝǢȞȂȖƟஓ່Ɲࣿc
ƈǁƟƾಛᇀƷ

ƣǾȖƠྫྷƘƛŹǀŻƖbಛ

ƁbମƤƹƤƿ႘ੲƜƠ

ఢǁǀ
ƀƷ
j

ƏƝƠႚǁƔŹǢȞǦƹኬ

ႚǁƔƈƣӼƙƕƟƝ౩Żc

aƒŻ౩ŹƈǈƕཨӽཌྷƤbಛᇀƣภঊၾƜ

౪Ǝሑ୶ตƁଣŽƛƂƔc

aŷƣ႘b੫ƠȚǚȚǚƌƟ

ǢȞǦǠǏǡ|ƝŹŻ༳Ǉ༷ƌౡƶǀcǝ|

aဴಐǢȞǦƝǢ|ǜȞǤǨ

Ɓƾࣧྙƣ་ƂƟǫȞȇ|Ȗჺ

ȋǖȖǬȎ|ƣƔƶƕƆƠྫྷƘƛŹƔ႘ੲƷ

ȀǳƁǻȞǴȖƊǁƛŹǀ

ǇಏƘƛƘƔƁbௗƣಐ༉

ƒǁƳƜƝƤᇠƣනƠᇥǄƘƔc

ǦǮǳᆀƁጺபƘƛſƿb

ƕƘƔƾ์ǠǑȞǴǺǑǤƀ

aԎԣԚƝŹŻସጃƁဎƌƔ൛ƌଢ଼cᆗཌƀ

ಛᇀƷƒŻŹƘƔƷƣǇ༷ƌ

ԋՁԱՎՃՂ ƕǂŻc

ƾၥǈƜŹǀǼǨǞȞƹǝ|ȋಁƷbूƶƛ

ƛŹƔcȘ|ȔȞǴƁƀƟƿ

ƽƄၥǈƜƴǀƝƒŻŹŻගሇƁఐƘƛŹƔc

ጺƕƘƔƁbಛᇀƤ

ƟǈƝǨȀȉǮȂƠƷǢȞǦǠǏǡ|ƁპƘƛ

ȉǏǵ|ƕƘƔԗԞԡԑƣନ

ਦဂෘӡԊԻԺՆՃԸԵՂԴՆԺՌӢ¾ӻԃԁԃႩภֽ
֭؊؟՛ؚؔ՛بؘՓ ๐႘ଅֽ֖֖֞ՓӨ

๐ǇโƘƔƣƤȘ|ǨȞƕƘƔƝࣵƌƛŹ

᎕Ɓ์ŽƟƀƘƔƤƏcဃᎭƤƾǁǀƌb

ǀcྔƮǀƝbƒƣ༾ഽƤӼӺӻӺႩƣȘ|ǨȞ

ྞไฤǇॿƆǀƣƷƝbၾƜᆊලೄƝ

ǓȟǌȞǝȕǕȞƝଣƛƽƊƒŻƕc

ƌƙƙ्ౡǇƘƔ၍ౠƤŹƕǂŻc

ᅤೄƣƽŻƟǍȔǠ|ǕǪǚƟƾ၍Ⴉƣbෆ

a಼ƤǴȔǚǓȘ|ǨȞƝƌƛſႇƴb

ኻƣȘ|ǨȞƠƆŹſǈjƣǚȕǍȀǌǏ

ȈȞǻǢƣᆾǞȞǾǶƜŷǀȘ|ǨȞƣ႘

Ȗƣष೭ƠຼƘƔ౩ŹഞƁƟƀǂŻƀcƈŻ

ੲƟǈƊǈྫྷƿƕc་ఙƜǞȞǾǶǍǶ

ŹƘƔ౮పƤၜƛƌƛဴ႘ƣෆኻƀƾౡƳǀƣ

ȌǇྩƘƔ૪ଫƁŷǀƟƾb၍Ơፘ࿊

ƕƁbƈǁƁƳƔႍਕƕƘƔc

ƣ၈ᄦპǛǮǥƟƞǇŻ৺ƝŹŻࡽඉ

aǦȁȞǏȗȁȞƤȁȖ|ȘǮǚ
bȘ|ǨȞ

aȈȞǻǢƠưƞઝŹb་ఙȊǵȊƣǞȞǾǶ

ƷŷǀƣƜƤcƈƈƷƊƓƀƌ࢈Ǔǵǣ|

ƤŻǀนƹƙƾƠԢԟԨ  ԐԋԚԔԙԨ
bȀǌ

Ɯ࢈Ǔǵǣ|ആƶƠᇇ၊ƎǀኻઌǻǏǳ

ƣᄇภଳƠƟƘƔƈƝƕǂŻcኻઌƣሑyƠƤ

Ȋȕ|ȉ|ǳƤሿƣǽ|Ș|ǍǖǲȊǍ
c

ƣ࠵ቔƘኌǇᅷƄǞȞǾǶኻઌƣŷƄƳƖƸ

၈ƁऀƁǀƥƀƿƕƁbƒǁƜƷǤȔǏȋࣁƌ

ӼӼႩӻӺଈƣஜᅤಐƜbǞȞǾǶ་ӽೂ

ǈ
ƀƾƷॢଣŽ

Ơ౩ŹഞƎŷƣኻƣಛᇀƤb

ƁǞȔȇǘȎȞȅ|ȞǇ्௹ཨƀb्௹ǇŽ

ǀƁbෆኻƈƒƹǀ

ःƕƀƝƛƷॼƌƒŻƟ৩Ǉ

ǀǍǶȌƕcௗৼƣශఢǇྩƘƛŹǀ౽ྐೄƟ

ƮƂಈƁŹƣƁ

ƌƛŹǀc

ƾbപǇƿඑƇƛŹǀƝǄƀǀƈƣȔǏȞ

ǞȞǾǶƕc
ǞȞ

ǵǮȂcŹƳƹbǍǶȌƣ৫ǪǏǍǮȂƣ

ǾǶǍǶȌƁౡ

ƝƌƛbၟƠǍǚǦǤƌƹƎŹƣƤǞȞǾ

ƳƘƔဴഷbርƌŹ

ǶƝସƘƛƷथସƜƤƟŹc

ƝƂƠƘƛǕǪǚ

aƈƣǞȞǾǶǍǶȌ
bŹƳƤ२ೂƁඛƠ

ƣࣤƠྩǄǁƔ

ःƀƌƾƣ౮పǇபƘƛŹǀࡽඉƎƾŷǀƁb

ࡿƣሑyƤƊƓƀƌ

by

仲瀬コウタロウ

ƒƣӿa
ǞȞǾǶኻઌƣŷƄƳƖƸǈ
Ơ
ଣǀ
ǞȞǾǶǍǶȌ
ƠຼƘƔŷƣኻ

募

集

日本橋にまつわる作品ならなんでも OK、基本的には 5.7.5 の俳句ルールで作成してください。
心掴まれた作品には Amazon ギフト券を贈ります！ 優秀賞……3,000 円分 佳作……1,000 円分

ウォーフ

大

ǜȞǤǨȀǳԥԺՇԺՃՂƁǻȞǴȖƊǁƛŹƔ

Ɣƣƕcདऀᅖ෦ྎࢾઝƄƣ൚ƊƟǾȖƠ

ƛŹƔԥԺՇԺՃՂ ƕƁbଢ଼Ơ्ᄇଭƁရౌcᄟଚ

優秀賞

品

ŻƁፕŹƣƝbၐǁƕƘƔԞԟԍԞԎԏ ೂƣǢ|

ƳƾƏbဴಐƤԎԣԚƠၟँƌƔᇲƳƜŷƘ

ƤනǈƟवೂǇyƝƌƒƣƳƳ൯ŽƛƌƳƘ

新人に
推しを自慢し
誇らしげ

yg0079

作

ᄯᆋƂƣǢȞǦԧӿǇǈƕcନᄯᆋƂƣư

ǨȀȉǮȂƕƁbǼǨǞȞƹǝ|ȋƕƆƠጽ

ƜቖƶෞƄƊǁƛŹƔcᆗྫྷƣॼ৯ࣴƝƘƛ

᥎唬唽唙唛⪃唝᪉唡ᘬ唢㉳唨售唅
ᵝ傑唿ே㛫ᶍᵝ唆 ༢唿啠ዲព唽啗
㐪唛唲啃Ẽᣢ唶啄啓唪啀喬嗂喟喆
啀┦ᛂ唬唤ඹឤ唬唻唬啓唙
啓唬唴唆

佳作

女連れ
同伴かなと
首傾げ

喠喒唽ぢ啤唠啞唿唙唦啡唾唅 ᵝ傑唿
⫋✀唡唗啠喬嗂喟喆啞唬唙ತྃ唆
ᜍ啞唤喂嗂啺喤啶唼ᒃ啠嘀ே唿啨唼
售唠啂凱

句

ŹǀƽŻƕcƈǁƳƜƣᎌఐƜƷဎƌƛƂƔ

aӻԃԃӾႩƣണƠՈՆԶԌԞԨӨԚԏԏԣԢӨԑԔԡԙƠ

ᣣ ᧄ ᯅ ࡂ ࠗ ੱ ද ળ ৻

俳

ƔƆƞc

ƝናƖbӼॎӽॎƤශᆀཨଽƣဃࣿॼఔ

ハルヒ世代 が見る

֮ג֖֔׃ӡԊՇՉՄԵՆԸԱՍԱՇԸԺӢ¾ӼӺӺԂႩঊ၌्ౡՓׇׁ֧֖ؑ՛
ק՛ؕ؋jӯ ་ఙׇׁ֧֖ԣԥ ק՛ؕ؋സ໔Փ ௗႩ֭Ԛӷӻ֮؛
֦ӿႩֵ֪ቱఁֽ֖֖֞בՓ

a

ƔƣƁௗषƣସጃƕƘƔcዕƷ෫ᄟƕƝ౩
ƘƛŹƔƾƌƄbǽǨǽǨƝᎭƌƟƁƾƷቿƠ

ÅௗषำƌƄƷƠǁƔఢᆀƷbԦԏԌƜࡴᆪ୰्ያ࿊ƜƎc
aՂՃՈԵӸԳՃՁӹՁԺՎՉՍԱՁԱՂՃՈԵ

aƈǈƠƖƤbƤƹƌƊǈƜƎc
aƷŻƎƘƀƿƜƎƢcԂଈԃଈƤනyƝมƿ༘Ɯb
ŷƘƝŹŻƜƌƔcԂଈƤӼषဪੜƠபƂbਦƣſ
ఋƿԙԔԥԏӨԢԣԋԝԎƠǄǀſಈƷྚƂƳƌƔc
aƒƌƛඊȗ|ǤcԣԒԏӨԦ Ơ ԚӷӻcƞƖƾƷӼष๗
༄ƝऽƌŹଅऐƠƟƿƳƌƔƁbƝƛƷ২྅ƘƔƝ౩Ź
ƳƎcƒƣଅऐbࡧƁྫƄƟƿࡧǖȌȔǇࢃƵƈƝƠƟ
ƘƔƿcဴƠŷƘƝŹŻƠऊƁǄƘƛƌƳŹ
ƳƌƔƁbශƌŹƠƷ༘ഞवŽƛƽƀƘƔƜƎc
ƤਂƁǘȗǏƟƣƜbƔƄƊǈਹƘƛǘȗǏƟƷƣ
ଣƛȕȀȗǮǢȐƌƔŹƝ౩ŹƳƎj

ഞƎƝbၩೀƶଢ଼ǂƄƾŹƠƀƾƁସƘ

ཀྵญǞǑǪȘǑԊԁԽԱՇԵӿՈԱՆՃ¾ǍǶ
ȌfȉȞǗ૩Ȁȕ|ȔǏǪ|c
ƆŹſ
ǈjȀǒǍƜƤb
ዑƄƘƔƿơŹƅ
ǀƴǇಛƜოŽƔƣƁࡴᄮƣ౩Ź
ഞcነƆሑƳƜಛೆƜǺǢǟƜƂƔ
ŷƣႨፘbƀƘƔƟc

freepaper pontab - Vol.45 - AUTUMN 2022_07

【編集部だより】

本紙東京特派員・マスクウーマンの

ƔcჃଧԞԙƔǀƷƣዃৼǇઌƶඑƇǀƮ

ŹƝƈǂƜ࠵୵ǇସǄǁǀƝŹŻbസࡪǸǳǤ

パンドラ
女子

ƂƟƣƜƎƁኅጫƜƌƔcଢ଼ƣӻഃƤƟƀ

ǳபࡡƠႴƳƊǁƛŹƔƣƜƎƁƈƣƳƳ

ƟƀƧƞƀƘƔƜƎƢcჃଧ๐ƣ႞ೄƜƷŷ

ಈƁଂƳƾƟƀƘƔƾᆭ໓ઌኃƷॲୟƌƛŹ

ǀडྙƤཨጵƣጵƠጵƙƮƂƞƈǂƀbઇ࠵

ƳƎƟǈƛସƘƔǈƜƎƽƢcಲƒƈƳƜ

၍ኑƝࠬᆪᎤƣƉƝƄſઅƝዎཧƌƛŹƔƣ

ྩŹƳǁƛŹƳƌƔƌc

ƜƒƿƸƷŻདௌƜƎƕƽcԣԵԱՁՇƣྫྷᎭƜႏ

aƒƌƔƾःǇ౩ƘƔƀbƁƎƜƠᆭ໓Ơ

ƀƾǟȕǟȕƠƶƾǁƟƁƾbࢌƤჃଧ

ઌኃƌƛŹǀƝǲȉǇସŹƪƾƊǁƛbƀƙఓ

ଭƣ༶ဴೄƠ
ƷŻኅጫƜƎ
ƝԢԚԢǇƘƛ

ฺƷƌƛŹƟŹƣƠఓฺǇ෫ྐƊǁƛcƳŷ

aƹƘư|bƴǈƟໍƌƛǀi

ŹƳƌƔcƀƾſઅƠƙŹƛƤະཎƌƛŹƔ

ᆗྫྷƠ૽ယƌƳƌƔƽƢcƊƎƁƠƒŹƙƣǍ

aȉǤǚǑ|ȉȞƜƎc

ƣƜbŽƾŹƳŷƎǈƟƿƝƣ႘Ƥಝƶǀƈ

ǖǑȞǳǇȁȘǮǚƌƳƌƔƁbƈƣଢ଼ƊƾƠ

a॒ேƣႚேƁਊฑোᎬƊǁƔƈƝƷŷƘ

ƝƁƜƂƔǈƜƎƆƞƢc

ಈଉƁƈƿƳƌƛc

ƛb๐ഃƅƾŹƀƾဪੜƣज़Ʒ॒ே୯ਰƣ

aƙƳƿዃӻӻႩƫƿƠኅධƣȉǤǚƊǈƁჴ

aſƘƝcƳƕƳƕിƂ໑ƿƟŹƜƎƁbȉǤ

ౣƁໃŽƔƟŷƝশƍƛſƿƳƎc་ఙƷƳƔ

ངƌƔǄƆƜƎƁbၾ࿊ǇŹƔƕŹƛŹǀƣ

ǚǑ|ȉȞƝŹŻƣჂጞቮඒǤ|Ǽ|ǓǚǤ

၍ዻƜƌƼŻƀcƀƝସƘƛƈƣጺபᅸƁໍ

Ⴣଧ๐ƤԃଈƀƾƣƕƌbӻӺଈƠྡྷ༃ƣஏ

ȂȗǤbƒǂƒǂᄇೆƣಐƁƔƽŻƜƎc

ƌƔǄƆƜƤƟŹƣƜbǀƮƂ႘ƁƄǀ႘Ƴ

ශƜſઞƁᅢጅƟƈƝƷŷƿཻઞƠǇƙƆǀ

ၩƣȑȕǕǖྖၟԠǤǪǏȖƜ࿙ƶƳƎƁb

ƜಛᇀƟƿƠ২྅ǂŻƝ౩ŹƳƎc

ǄƆƠŹƀƏbӻ႘ƕƆƣ༽ৼǻǏǳƜƷƟǈ

ଢ଼ƠௗႩƣऊƈƘƔಈଉƣཨƜࡴᄮǘǯƀ

aƊƛቚषƈƣǞȔȋƜƤƣઝੳǇſƷƌǂ

ƜƷ။ƄᅢጅƁŷƘƛ

ƘƔƈƝǇସŹƳƎƢc

ſƀƌƄሇெƌƛŹǀƣƜƎƁbᄇபଢ଼ƀ

ԢԝԢƷౚƘƛဴƔƿ

aಛࢂƂƜǍȕ|ǵႚƘ

ƾƣිƠƈƘƔಈଉƁƎƃǀjaᇌಌ

༌။Ƃ୵ǇƄƕƊ

ƔƣƠ෮ƌƠƊǁƔj

ƣƢŹƜআƎǀƣƁƙƾŹƣƜƎƁbƳ

ŹjƘƛସƘƛƔǈ

aƒǁƜƤॉƊƳbࢂƂ໗Ƃ

ƏƤჃଧ๐ǬǒȞǣƣᎭƀƾc

ƜƎcƜbƈƈƜƳƔ

aƒŻƟǈƜƎcǇၥƳǁƔሑƤƉໜཐƕ

ಈଉƁƈƿƳƌƛc

Ɲ౩ŹƳƎƁbଅઅȍȞǤǪ|ȄǱȔȞตഌ

ಲƤࡒƀƾƽƄபƄ

ࡿጸƌƛſઅƣȍȔǺȔƠŽƂǁƏb

੍ೢࣴƣඛᎌƀƾƣ

ዃৼǇວƄโƿඑƇǀƜዃፇƌƳƌ

ဨஜǇଣƛƤƁŹƟ

が一人で
生きていくと
決めた日

ԥՃՀӸӽӼࡴႍੌƘƛƳƔࡴႍb
ƫƘƖƸƆŷƿŽƟŹ႘

ஃெૡఐƟƞƣ
ſ৪ŹƝƉࡎၾ

ƉಛƄƕƊŹƳƐc
ಃ६ǀƠಐǍǮȂƜƣჃଧ๐
ଂƳƘƔƆƞbƹƘƦƿſઞƁግƌŹƌ
൛ƌಐƠዬዣƁภƳǁƛƂƔƣƜǻǏ
ǳǇໃƹƒŻƀணŽƛŹǀȉǤǚƊǈƣ
ԣՋԺՈՈԵՆƤӨæӨԊԶՉԽՉՁԵՂԻՃՇԸԺӨ

ॉዻƣſƀƇǇಏƖƳƌƛb౸ƤӼӺӻӻႩӻଈƣຕƀƾተӻӻ೮ႩǇŽƳƌƔc
ຕಐƤǄƏƀӻӽǖസƕƘƔ็མǤȈǮǳƷ་ƂƄໃइb
ଵఓƜƤ႘ੲfႍჂfශฌैǓȕǍǇ
ཨƝƌƔӻӺӺǖസઝƄƣസƜƠƘƛŹƔƕƆǀƽŻƠƟƿƳƌƔc
ज़ƣཨƠŷƿƁƖƟƌƁƾƴƹ་ƣಈග
Ƴŷb
ŹǂŹǂƝŷǀǈƜƎ
ƟƞƝƤࡴ
Ǉबƌƙƙbၟ࿊ƣຎදƹƠथဗƟࡕໜƹଢႚǁǇƌƟŹǏȞǲǎȅȞǲȞǳƟጵǇࡥಏ
ƌƟƁƾᄇபǇ૫໗ƎǀƔƶƠbॉዻƠŹƄƙƀƣƉ࿓ࡎƝſ৪ŹǇƊƐƛŹƔƕƂƳƎc

ÀஃெഞஜƤ൯ᅉฯƜӻᎲԃӶԃӺӺࣅƀƾc
ᆾy୪হƜƣ౫ᆻƷईႷj
ஃெૡఐईႷƟǤȅ|ǤƝૡఐፍઞƠƙƂƳƌƛƤऀፍઞᅳǇƉƾǈƄƕƊŹc
იƣตಱඑb໌୲ตƤƟŹ ஃெǇଣƛƎƅƠოŻbƝƤƟƿƠƄŹƝƤ౩ŹƳƎƁb౸ኜƜᆀƹवೂǇኬƠƌƛbƈǈƟიƠƎǀ
ੴƟŹƹbኜწŹवೂƕƝႡཐƌƛƷƾŻƈƝƤƜƂƳƎcƒƌƛbƒƣၥೄƁ൙bግƌŹᆀƹǠ|ǾǤǇ༷ƎᅢጅƁภƳǁƔಐƠƒ
ŻŹŽƥƈǁbՄՃՂՈԱԲƜƷଣƔƟƝ౩ŹഞƌƛƄǁǀƝŹƘƔb
ǣȚǣȚƄǀ୲ऐǇৼƌƛŹƔƕƆǁƥƝ౩ŹƳƎc
Ө
ƟſbஃெፍઞƤഞஜଭ৫fᇲƣᆀbࢃඳǬǜǮǳb२Ǡ|ǾǤ፬ƟƞƜƣſ౫ᆻŹ ƎƟǄƖᆾy୪হƷၾዴƠƽƘƛƤईႷƜƎc
ƷƖǂǈƞǈƟƷƣƝŹŻዅƠƤౄƿƳƐǈƁbƜƂǀƕƆƉ৵ሰƠŽǀƽŻ୶ƂƠࣤŹƔƌƳƎƣƜbſਂƠƉະཎƄƕƊŹc

Àვᆑf็མƣſ৪Ź
ვᆑf็མƠƌƛᅉዿƣƉᆟ༶ƤࡴโᆊጅƜƎcƳƔbസƤ႘ੲ೮ᇩƠƾƏb౸ǇኜწŹƝ౩ƘƛŹƔƕƆǀሑƁſƾǁǀസƜŷǁƥ
དࡰƤኴŹƳƐǈcႏƙๆfƙๆƣŹƏǁƀƠያƶๆƿජǈƕƜƣႶᆀƝƟƿƳƎƣƜbȗǣࣧƟƞƣ൚ƊƟǤȅ|ǤƜƷ็མईႷƜƎc

ÀႩ࿊ৼமၥƷൡƿƳƎ
ƟƀƟƀ႘ੲƳƜ໑ǇࢥƮƟŹሑƣƔƶƣ࿊ৼமၥǠ|ǾǤƷƉዿƌƛŹƳƎcፍઞƤӻႩ
Ӿᇀ
ƜԃӺӺࣅ
ຽፍf൯ᅉฯ
ƝƟƿƳƎc
ԨԱԸՃՃjǢȒǮǿȞǛၾƠ౸ƣ୰ಠྫྷᄦȅ|ǣǇ्็ƌƛſƿƳƎƣƜbǕȞȔǏȞƀƾ༳ƠƌƴƁƜƂƳƎcƑƧƉጦዿƄƕƊŹc

ƋƙƵƖƸǈƭƣſᇬƿƤǯǏǮǪ|ƜӨԊՈԱԳԸԺԱԽԺƳƜӨ

Àᇲၾ็མƣſƌഞfஃெഞஜƟƞƎƮƛƣſኴŹǄƐƤ
ÆӿӾӼӷӺӺԁӽa་ఙ౦ཨ࣡ત႘ੲӻӷӼӿӷӻԂӨශचǾȖӿӺӿaዛवೂǲǢȕǮǳȖfȀǌǚǳȕ|aȀȕ|ȅ|Ǽ|ՄՃՂՈԱԲᇨആᆪ
ԣԏԙӵԐԋԧgӺԀӷԀԀӽԀӷԀӾӻԃaԏӷՁԱԺՀӨԄӨԺՂԶՃԊՂԺՄՄՃՂӷԲԱՇԸԺӸԲԺՎa

À౸ኜஃெૡఐፍઞᅳӼӺӼӼႩӻӻଈࡒவᇀƠዿb൯ᅉฯ
ૡఐኜ
ӻኜaಈऀ

ౚዿईႷන

ǠǏǥ༳ࡔgՁՁ

ፍઞ

ȀȖǖȔ|

ഒӾӿԀӺƷई
ࣧӼӾԀ

ԀԀӶӺӺӺ

ഒӾӿࣧԀӺ
ӼゆӽゆԀゆԁኜ
ಈऀ

ȍǹǚȘ

ӿኜaད෨ऀ
Åད෨ၾǓȕǍƠ
aƳǁǀᇲƳƔƤ
a৫ዻ࿊ƜƎ

ȀȖǖȔ|

Ԃኜ
ಈऀ

ȀȖǖȔ|

ԃӶԃӺӺ

ഒԃӼࣧԀӺӨƳƔƤӨഒӾӿࣧӻӼӼ

ӻԁӶԀӺӺ

ഒԃӼࣧӻӼӼ

ӽӽӶӺӺӺ

ഒӾӿࣧԀӺ

ӻԀӶӿӺӺ

ഒԃӼࣧԀӺӨƳƔƤӨഒӾӿࣧӻӼӼ

ӼԃӶԁӺӺ

ഒԃӼࣧӻӼӼ

ӿӿӶӺӺӺ

ഒԃӼࣧԀӺ

ӼӾӶӼӺӺ

ഒԃӼࣧӻӼӼ

ӾӾӶӺӺӺ

ÅૡఐƠဴƔƘƛƤ౸സ࿊ƣৰമƠƽǀஃெල௮ƁƉƋŹƳƎ
Ɓb୰െፕ໓ƠǁƟŹƿƤƕŹƔŹ Ԟԗ ƜƎcƉࡊƄƕƊŹc
ÅஃெᎲƣǠǏǥƤᅮമƟࡴ፯ƜƎcƈƣƠƷƉະཎƠࣤƍƳƎc
aᆷᎲ॰ᇱƠƽǀ་ஃெbࡴኜኜஃெƣ्ƷईႷƜƎc
ÅႩྫྷƌૡఐӾषᇀࡴউႶƣƤআࢂƷƉƋŹƳƎc
Åૡఐȅ|ǣſƽƨസƣ౪࿊ƤईႷƜƎƁbſಐৼƟƞƠƽƿ
๐ዃƁŷǀƤƉ৵ሰƠŽƟŹƷƉƋŹƳƎc
ÅஃெᄟऀƤরǲ|ǪႚஜƠƛſ৪ŹƌƛſƿƳƎcǲ|ǪಠƤ
ԋԴՃԲԵӨԔՀՀՉՇՈՆԱՈՃՆfԟԎԐfԕԟԏԑबໂƣŹƏǁƀƝƌbǖȔ|ȍ|Ǵ
ƤԍԚԨԗȍǹǚȘኜƤǛȗ|Ǥǜ|Ȗ
bबໂशໂဗӽӺӺԴՄԺࡒඑb
ǱǘǤǳᆪᇀƠǍǑǳȔǏȞശጫǇபƘƛƄƕƊŹcƳƔbோනȄǪ
ᆪᇀƤԍԚԨԗƣॿƆǄƐǇᅊƆԗƣƴӻӺӺӮbȄǪƁ་ƂƟᆪᇀƤ
၍ԃԃӸԃ²౪࿊ƝƌƛƄƕƊŹශᇍࡽలƣዻඑƣኴ༎ƜƎ
c
Åஃெᄟऀƣǲ|ǪǇဴೂƠƛฑఢƣbᅉዿƤᇠထಲᅉƠƛƌ
ƆƳƎcƟſbຍƟȗǏǍǑǳ౪࿊ƜȘǟf಼Ɵƞຍఔࡴಠ
ǇƉ࿓ŹƔƕƄƤኅፍƜฑఢŹƔƌƳƎc

ӻӻଈӼӾ႘
ኪ
aƟǈƥஞ࿁Ɯƣǳ|ǚǏȄȞǳ

႘ੲഓ་ಈଉሁӼӺӼӼ
ƠᇨആᆪƁౄइƌƳƎcƒǂƒǂႩቨƷઝƚƄཨb
ௗႩƣ႘ੲƜƣഓ་ǶȐ|ǤƤःƕƘƔƣƀi
ඈƤƟǈƥஞ࿁ƣ୰ಠǠǏǳӨԲԵՂԺՈՇՉՆՉӸՂԵՈӨƜj
ഞ࣏
ǚǤǹǦȚǪȖ
Ȁȕ|ȅ|Ǽ|ԟՃՂՈԱԲᇨആྙ
ǪǬǍǘ
Ȁȕ|ȅ|Ǽ|ゃԟՃՂՈԱԲや ᇨആᆪ
ԌfǖǢȚǙ
႘ੲǺǏववྙ
ኾࢍ
Ɵǈƥஞ࿁
ԞԟԏԝӻԃԄӺӺaԢԣԋԡԣӻԃԄӽӺ
ଵདጥƤ ӻӶӺӺӺ
ӻԴՆԺՂԽ ᇠ
ǯǏǘȎǤƜƣǕȞȔǏȞ
aaaaaaვමƷƉƋŹƳƎÇ

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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ဃਂƣƳƖf႘ੲƜǈƜǈǪǑȞଢ଼ƣఊƝƟǀƀ
එශဃƣශƔƟ৺b
ƒƣถᄵƤ

ƝƾƣŷƟb
ต୶Ɔ၍ಁ๔ƣ
ഞ྅സ
Ɯ႘ੲƠ௺ුഞ
aቱबƹǍǶȌǛǮǥƣᄦპǇபŻ၍Ǣ
ȒǮȂƝƾƣŷƟƤb႘ੲƣต୶
ƆǛǮǥ๔ധओࣴ႘ੲࣹၾ
ƠƝƾƣŷƟഞ྅സӨԺՂӨധओࣴ႘ੲࣹ
ǇӻӺଈӼӼ႘ƠǕ|ȂȞƌƔcၾƠƤ
ශǇƵƣƝƾƣŷƟ๔პఢᆀǇඛ
ಐԁӺӺǪǏǳȖࡒඑƿŽǀc
aƝƾƣŷƟƤǞȘǵखǇƠಈஓ່Ǉ
་ᆳƠহbǕȞȔǏȞྫྷᄦƹǚȕǓǏǪ
|౫࣍ಈƠಈƣತ໑ǇࡤƎࡴሑbƒǁ
ƳƜƣƜŷƘƔྞࢪᇲƣࢥࢪƀƾಈ
ಲඑ༄cௗႩԂଈƠƤဪੜfཕ༂ƣӻᇲ
ƣƴǇౖƌb႘ੲǕǪȘ|ǴƜྙႩࢪ
ƌƛŹƔƟǈƥƷƶேၾƛƣ

なんば駅

日本橋駅

千日前通

★

南海
なんば駅

★

ビックカメラ
なんば店
約14，
000㎡

エディオンなんば本店
約15，
000㎡
なんさん通り

ヤマダデンキ LABI 1
LIFE SELECT なんば
約18，
000㎡

★

堺筋

Ɲƣᎌૢfȕȑ|ǤǾǣǸǤঊตँƣ
ႷǇƷᇏƐಏƙᇲƝƌƛภƳǁᇥǄ
ǀƝƌƛſƿb၍ೂƁ႘ੲƜ्Ǝǀ
ኟƣ་๔Ǥ|Ǽ|ǘǮǥȔȞǴ
Ɲƣະඔ୲ऐƷଣƵƝŹŻc
aƔƕbௗषƣශᇲƁኬᎪଣྫྷƿƣถୱ
Ǉ೭ƶǀƀƠƙŹƛƤƹƹᆊࡊƟƷc႘
ੲƀƾညᇶၾƣႍჂ೮ᇩƜƤbƎƜƠ
ǾǮǚǖȌȔfǓǲǎǕȞfȏȉǫǲȞǘƣ
२ೂƁ་ఙ౦ၾƜƣ৺ƝࡔམƚƆƔ་
ᇲǇഞఅƴƕƁbƒǁƾƣᇲኜู
ƤŹƏǁƷӻӿӶӺӺӺӇଢ଼cƀƔƹbඑශဃ

À႘ੲfႍჂ೮ᇩƣ་ऌဃፘᄦ

オタロード

ᇲƠആዃƎǀƝƌbශᇲƣଔ็Ơཧc
ƳƔශᇲরถƳƜƣb႘ੲӿོኬƣ
ԕӯԟ฿ƠƛඑၾዴƣᇲǇౕ࿊
ƠࢪƌƛŹƔӻӺଈӻԀ႘Ơᇘఅ
c
aௗषƣශᇲƤདඑԁॎଔbᇲኜูƤ
ӿӶӻӾԂӇcӻॎƤſƷƖƸfǝ|ȋ፬Ǉཨ
ƝƌƔǘǮǥȔȞǴƝಐ૱๔ƣȌǗ
ǑǔǮǬȀȘǍbӼॎƤࣿॼfࢭໂǨȀǳ
ƣǲǎǤǚǿǍȀȘǍbӽfӾॎƤԟԍƝ
೮ᇩ৯fǼ|ǯ፬ƣԕӯԟȀȘǍbӿfԀ
ॎƤऌဃƝǕ|ǲǎǕƣȀȘǍbԁॎƤǏȄ
ȞǳȀȘǍƜஓถƎǀc
aඑශဃƜƤௗषƣශᇲƠƙŹƛຳ
ऌဃƣሟᆏƟȔǏȞǵǮȂƠइŽbஸੇ
Ǖ|ǲǎǕbࣿॼfࢭໂǨȀǳbǺǏǤȅ
ǮǚಛఢǼǨǞȞƟƞbྙႩſਰƊƳƠƉ
౫ಏŹƔƕŹƛŹǀᆀǇƿŽbԏԍಈ

御堂筋

aऌဃፘᄦ་ƣඑශဃೂf་ఙ
౦໒તƤbຕƣདf႘ੲƜƣශƔ
Ɵ৺ƝƟǀǣȒ|ǢȞ႘ੲǇ
ӻӻଈӿ႘ƠǕ|ȂȞƎǀc
aඑශဃƤӻԃӾԂႩƠ႘ੲƜǼ|ǯᄦ
პඑශဃਂवƝƌƛຕbƒƣଢ଼
ƣሓँǇ૪ƛӻԃӿԂႩƠଵೂƝƟƿb
ӻԃԁԀႩƣ႘ੲଵfǤ|Ǽ|ǘǮǥ
ȔȞǴഞǇƠேƜ་ƣഞ
Ǉ६ँbऌဃፘᄦ་ƣࡴॳƭƝถ
ྙƌƔcƒƣथ࿘Ɯb႘ੲƣᇲૌƁ
ƣპඑƠ๒ƶǀআƤേyƠ࿃ऀƌƛŹ
ƘƔƷƣƣb႘ੲƀƾೂǇࡤƎǀƈ
ƝƤƟƄbƳƔſᅞଭƜƣᇲ्Ơ
ſŹƛƷະࣤƣໜఓশǇᇱƖ໗ƆbӻԃԃӺႩ
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