
「大阪名所 じっくりMAP」
大阪で伝統芸能といえばここ
❶国立文楽劇場 
中央区日本橋1-12-10　☎06-6212-2531

【なんばエリア】

【新世界エリア】

関西初の国立劇場として黒川紀章の設計で、1984年
に開館。 大小2つの劇場があり、大ホールでは、ユネス
コ無形文化遺産登録の人形浄瑠璃文楽を中心に、歌
舞伎、舞踊、邦楽、大衆芸能などの公演を開催。 毎年６
月には、文楽を身近に感じることができる文楽鑑賞教室
なども行われる
など、上方の伝
統芸能継承の拠
点となっている。 
近年客席の改修
を行い、より快適
な空間に生まれ
変わった。

スパイスカレーの名店が日本橋に！

11ノムソンカリー 
浪速区日本橋東1-11-2　☎06-4393-8605　 
11：30～16：00※売り切れ次第終了　月曜休

オリジナルキャラクターのイラスト看板が目印の、通も
足繁く通うスパイスカレーの店。 毎日早朝から薬研で
挽いたスパイスを使った店主渾身の一皿がいただける。 
カレーはマーボー豆腐、カポナータなど世
界各国の料理をテーマに常時
3、4種の味を用意。 写真
は3種のカレーをあい
がけした、三角関係
1200円。 新世界の老
舗「田代珈琲」にカレー
に合うよう焙煎しても
らった豆で淹れるホット
コーヒー300円もぜひ。

“食い倒れ”するならこの通りで
15ジャンジャン横丁 
浪速区恵美須東3丁目付近

花街と新世界をつなぐ1921
年に開通した商店街で正式名
称は「南陽通商店街」。 戦後、
三味線をジャンジャン鳴らして
客の呼び込みをしていたことか
ら“ジャンジャン横丁” と親しま
れるように。立ち飲み店や「ソー
ス二度漬けお断り」で有名な串
カツ店など、安くて旨い店が多
いことから、週末は肩と肩がぶ

つかりそうになるほど人で溢れかえっている。

3階建てだけど5階百貨店!?
10五階百貨店 
浪速区日本橋4丁目付近

1879年に大阪初の5階建て
パノラマタワーが建設され、露
店で賑わったエリアを「五階
百貨店」と呼ぶようになった。 
その後、タワーは取り壊され、
現在は、堺筋の日本橋3丁目
南交差点と4丁目交差点から
西に道を一本隔てた一帯に
広がる3階建ての電器店街あたりに名残をとどめる。 中古家
電や骨董品、着物、大工道具などが昔から変わらない店構え
で密集し、ディープな雰囲気を漂わせている。

見晴らし最高！　屋外展望台オープン！
12通天閣 
浪速区恵美須東1-18-6　☎06-6641-9555　
9:00～21:00（入場～20:30）　無休　入館料大人700円　
天望パラダイスは1人500円（受付場所：5Ｆカウンター、
最終受付～18:00、土日祝～20:00）。

現在の通天閣は二代目で、1956年に再建されたもの。 ５階
展望台には、足の裏を撫でると幸運が訪れるという言い伝え
がある幸運の神様「ビリケン」の像がお出迎え。 2015年から

は、地上94.5mの屋外
展望台「天望パラダイ
ス」がオープン。 風を感
じながら大阪の景色を楽
しめるほか、要予約で貸
切りサービスもあるので、
愛の告白やプロポーズで
の予約もあるとか。

自家製のハム・ソーセージは必食！
13ビストロヴェー 
浪速区恵美須東1-22-6　☎06-6643-2234　
11：30～15：00（LO14：00）、17：00～22：00（LO21：00）　木曜休

フランスのリヨンや東京の名店で腕を磨いたシェフが、本場さ
ながらのひと皿と空間でもてなし、四半世紀愛され続ける新
世界唯一のフレンチビスト
ロ。 店の隣はシェフの実家
である老舗精肉店から仕入
れる肉料理が評判だ。 名物
は熟成から燻製まですべて
自家製し、香りと旨みが他と
は全然違うハムとソーセー
ジ。 テイクアウトコーナーも
あるのでお土産で買って帰
るのもおすすめ。 ランチコー
ス1650円～。

くいだおれの街を支えるストリート
❹千日前道具屋筋商店街 
中央区難波千日前周辺　
☎06-6633-1423（商店街振興組合）

1882年、法善寺の千日前から四天王寺や今宮戎神社
への参道として、古道具屋や雑貨商が軒を連ねたこと

が始まり。 その後、大火災
や戦争による空襲から復
興を繰り返し、1970年に
アーケードが建設されて現
在の商店街の姿となった。
食器、のれんや看板、食品
サンプルなどの厨房機器
の専門店がひしめく全長
150ｍの商店街は、食のプ
ロ御用達の店も多い。

丼ででてくるぜんざいが名物

16喫茶タマイチ 
浪速区恵美須東3-4-1　
☎06-6643-2309　
9：00～20：00　水曜

1928年創業。常連さ
んがお茶して寛ぐ雰囲
気は、賑わう新世界の
隠れた休憩スポット。 
冬はびっくりぜんざい
（650円）がおすすめ。 
これはまだ界隈が日雇
い労働者の街だった頃、
疲れがとれるように、丼
でたっぷり出していたぜんざいを再現したもの。 お餅が
入っていて量はあるが甘さ控えめでさらりとしているの
で、ずずっと飲める。 別添えの千切り生姜を加えれば、
さらにポカポカと体の芯から温まる。

並んででも食べたい串カツ
17八重勝 
浪速区恵美須東3-4-13　☎06-6643-6332　
10：30～21：00　木曜休

戦前に寿司屋として
創業し、1948年か
ら串カツ屋として営
業。 時代とともに増
え続け、いまでは30
種類以上そろう串カ
ツ100円～は、定番
の牛肉以外に、厚岸

産ししゃも、ロースハム、プチトマトなどバラエティ豊か。 
甘すぎず辛すぎないサラリとした二度漬け御免のオリ
ジナルソースとも相性抜群。生ビールがどんどん進ん
む串カツの魅力を存分に楽しめる一軒だ。 連日行列ゆ
え、来店するなら開店と同時が◎。

家庭用でも利用したい
大バコ金物店
❺ゑびすや金物店
中央区難波千日前8-20 　
☎06-6632-3924　
9：00～18：30  お盆と年末年始休

創業70年を超える老舗金物店。 店は地下のフロア
もあり、1万点を超える厨房機器が所狭しと並ぶ。 
たこ焼きをはじめとした専門の焼き台に、業務用の
横型冷蔵庫、ゆで麺機などほとんどが業務用だが、
サイズも豊富に取り揃えているので小型の商品は食
器や包丁と一緒に家庭用として一般のお客さんも
購入していくのだとか。 最近の人気は本格的なコー
ヒーが楽しめるサイフォンやコーヒーミル。

外国人観光客でさらに賑わう浪速の台所
❻黒門市場
中央区日本橋2-4-1　☎06-6631-0007

延べ580ｍの通りに鮮魚店を中心に約180の食の専門
店が軒を連ねる。 1902年に開かれた当初は、市場近く
にあった寺院に由来し、
「圓明寺市場」と呼ばれた
が、この寺院の山門が黒
塗りであったことから「黒
門」と呼ばれるように。 か
つては、調理人ご用達の
市場であったが、最近で
は“食べ歩き”ができる店
も増え、大阪を代表する観
光地となっている。

同業者も唸るお値打ちのてっちり
❼黒門 浜藤
中央区日本橋１-21-8　☎06-6644-4832　 
11:00～22:00（LO 20:45)　月曜休　※10～3月末は無休

てっちり好きの大阪人の舌を唸らせる、フグ料理の老
舗。永年培った確かなルートで仕入れるトラフグを、
大ぶりの切り身たっぷりで提供するてっちりのコース
は、てっさ、唐揚げ、雑炊などがもれなく付いて5,500
円からとお値打ち。 年季の入った店内は1階のテー
ブル席のほか、2階には大人数に対応する座敷席も
用意していて、宴会、接待利用するのもおすすめだ。 
店頭ではフグの販売も行っている。

買いもんの後の一服はとびきり濃いコーヒーで
❽伊吹珈琲店（黒門市場内）
中央区日本橋1-22-31  ☎06-6632-0141　
7：00～19：45（LO19：30）　元旦のみ休

年季の入った空間で業者さんや買い物のおばちゃんが寛
いでお茶する光景は、35年前の創業時そのまま。 変わり
ゆく黒門市場で、古き佳き空気感を残す貴重な純喫茶
は、とびきり濃いコーヒーをだす
ことで有名だ。 3代目である店
主が「日本で一番」というほど深
く焙煎したコーヒー豆を筒状の
オリジナルドリッパーを使って淹
れる一杯は、力強いコクと苦み
がクセになる。 特製ブレンド珈
琲480円。

ポップカルチャー溢れるメガ電気街
❾でんでんタウン
浪速区日本橋3～5丁目　☎06-6655-1717（日本橋総合案内所）

東京の秋葉原と並び、かつては、関西有数の電気街として
栄えた通称「でんでんタウン」。 近頃は大型の電販売店が
姿を消し、アニメ、マンガ、ゲームといった日本独自のポッ
プカルチャーの聖地に変貌。堺筋西は「オタロード」と呼
ばれ、メイド喫茶や同人誌専門店などが立ち並ぶ。 外国
人観光客に人気の電化製品、ブランド品などを販売する
免税店やホテルも増え、街は更なる変化を遂げている。

強いパワーの巨大獅子に必勝祈願

❷難波八阪神社 
浪速区元町2-9-19　☎06-6641-1149　
6:00～17:00　参拝自由

高さ11ｍ、幅10ｍの巨大な獅子の頭の形をした獅
子舞台が大迫力の神社。 内部神殿の御祭神は、素
盞嗚尊（すさのをのみこと）御荒魂で、現在のご本殿
は、1974（昭和49)年に完成。獅子舞台では、正月
には雅楽や居合道、夏祭りには、獅子舞・民踊など

各種の芸能が奉
納。 大きな口で勝
利を呼び、邪気を
飲み勝運（商運）を
招くと、学業向上、
就職、入試、会社
発展を祈願する参
拝客が絶えない。

芸人のわがままから生まれた
全国区の一杯

❸千とせ 
中央区難波千日前8-1　
☎06-6633-6861　
10：30～14：30　火曜休

肉うどんからうどんを
とった大阪名物「肉吸
い」発祥の店。30年ほど
前まではうどんで有名
だったが、吉本新喜劇の故・花紀京が二日酔いで来
店した際に「うどん抜きにして～」とダシだけ頼み、店
主がそれに応えたのが肉吸いのはじまりだ。 すすれ
ばカツオとウルメでその都度丹念にとる、風味豊か
なダシ汁と、牛肉の甘みが口のなかいっぱいに。 見
事に仕上がった半熟玉子も入って一杯650円。

履物屋から心地よいジャズの音を･･･
14澤野工房
浪速区恵美須東1-21-16　☎06-6641-5015 　
10：00～17：00　木曜、金曜休

新世界市場の入り口で103年続く老舗履物屋の4代目・澤野
由明さん。 「日本で買いたいジャズレコードがなくなった」と豪

語できるほどの熱狂的なジャ
ズ好きが高じて、36年前に
ジャズレーベルを立ち上げた。 
以来、「聴いて心地よかったら
ええやんか」をテーマに、ヨー
ロッパをはじめとした各国の
名アーティストの原石、埋もれ
た名盤を発掘し、伝統的な下
駄や草履を売りながらジャズ
の魅力を発信している。

※料金はすべて税込みとなります。

〈第8回〉 観光気分でまち歩き、大阪下町ワンダーランドな商店街巡り

―なんば～新世界― 案内人／
李 宗和
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