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とんぼりリバーウォーク

千日前通

道頓堀
ベルスード橘屋ビル／  飲食ビル・  オーロラビジョンでおなじみ／06-6213-3219

H e a r t  d a n c e／アクセサリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　キュートなデザイン。豊富な品揃え／06-6213-0026

auショップ戎橋／携帯電話・・・・近未来風のおしゃれな店内／06-6484-0848

ブリリア／レディスシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　  　　　　　　　      スイート＆セクシーなトレンドシューズを。／06-6484-2633

リラ洋装店／婦人服・服地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ハイクオリティで洗練された装い／06-6211-5056

丸宗／袋物・ハンドバッグ・・・・・・・・・・    レディスバッグの専門店／06-6211-1518

ABC-MART難波店／メンズ・レディスシューズ・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  有名ブランドの限定品がズラリ／06-4397-6165

蓬莱本館／中国料理・冷凍食品・・・・・・・・・・・・本格中国料理／06-6634-6836

マクドナルド／ハンバーガーショップ・   ゆったり座れる１４０席／06-6643-3844

５５１蓬莱／中国料理・食品販売・・・   ぶたまんといえばココ！／06-6641-0551

開運堂／アクセサリー雑貨・・・・・・・・・・・・ 天然石アクセサリー／06-6633-5015

ＴＯＨＯシネマズ  なんば／映画館・・・・・・・・・・・・
  　　　　    大阪市内最大級のシネコン（１２スクリーン ２４１６席）／  050-6868-5043

北極／アイスキャンデー・回転焼・・・・・・・   いろんな味を食べくらべ／06-6641-3731

ボディッシュ／リラクゼーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  お手頃価格で充実のメニュー／06-6645-1840

ミズノ／カジュアルウェア・・・・    スポーツライフスタイルのウェア／06-6641-0861

ココカラファイン 戎橋店／医薬・化粧品・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ヘルシー・ビューティーならここ／06-4396-7130

パワードラッグワンズ なんば店／医薬・化粧品・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２階にフェイシャルエステが！／06-6635-0643

Candy Pop／アクセサリー・・・・・・     POP＆CUTEなアクセサリー／06-6633-0799

チュチュアンナ／ソックス・インナー・ホームウェア・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  オシャレな女の子ご用達。／06-6211-0205

いちびり庵／大阪みやげ・・・・・・・・・・  大阪名物がてんこもり／06-6211-0685

Lion Boss／生活雑貨・免税品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　  海外旅行の間で人気・話題のアイテム／06-6125-5762

コッテジ／本格韓国料理専門店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      花咲きサムギョプサルや鍋も／06-6632-7110

ABC-MART  新戎橋店／レディス・メンズシューズ・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  有名ブランドの限定品がズラリ／06-6484-2311

ファミリーマート／コンビニエンスストア・・・・  24時間営業／06-6214-3011

時計倉庫TOKIA／時計・・・・・・・・ 豊富な種類をご用意／06-6226-8840

Colorbox／カバン・・・・・・・・ 他にない多色展開、3880円均一／06-6226-7703

ＤＦＳ／コスメ・美容雑貨・・・・・10月初旬OPEN。美探求はココ！／06-6213-6340
スカーレット・ディーバ＋／帽子・・・・・・・・・・・・・
　 ／トクレセを子帽なレャシオ    　 06-6213-1124

ＤＥＣＯＵＮＴＥ／レディスファッション・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　      ガ  ーリー・カジュアルからフェニミン系まで／06-6214-5470

ソフトバンク/cococa／ 携帯電話・・・・・・・・・・・・・ 
　　　　　　　　　　　　　　   スマホアクセサリーショップ併設／06-6214-0088

ＤＩＡＮＡ／レディスシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
／ズーュシスーィデレ系ドーモ。発座銀        　　　　　　　　　　　　　　 06-6211-4111

オルビス／ スキンケア化粧品・栄養補助食品・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        お肌とカラダによいもの／06-6212-3180

日本精品館 RANK-IN／化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　  今流行っている商品を、化粧品から雑貨まで／06-4963-3917

髙島屋大阪店・・・・・・・・・・・・・・・代表 06-6631-1101

ビック通

道頓堀川

至 法善寺横丁法善寺こいさん通り

法善寺水掛不動尊表参道

戎 

橋

至 水掛け不動尊

TSUTAYA／本・ＣＤ・ビデオレンタル・・   関西最大級のスケール／06-6214-6262 

Ｈ＆Ｍ戎橋店

コクミン／医薬・雑貨・・・・・・・    美容と健康、うれしい特価／06-6214-5930

オーエスドラッグ／医薬・化粧品・・・・・・・毎日が特価日／06-6632-6337

ジャガーカバン店／カバン・袋物・・   バッグや雑貨が大集合／06-6632-1847

ジュエリーAria／貴金属アクセサリー・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　       豊富なデザイン、スペシャルプライス／06-6643-3122

マリング／レディス・メンズシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　       足元からあなたをクリエイトする／06-6631-0257

とらや商店／婦人服地・・・・・・・・・ 服地・布地のデパート／06-6643-1620

大寅蒲鉾／かまぼこ・・創業百十余年。手づくりの味を届けます／06-6641-3451 

ほっぷしゅうくりーむ／シュークリーム・・・・・・・・・・
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 「どこにも無い！」手作りの味／06-6632-2055

attagirl  戎橋店／レディスシューズ・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　  オシャレな女の子を足元から幸せにしたい／06-6632-7656

やなぎや／洋品・・・・・・    カジュアル中心のおしゃれショップ／06-6633-7821

珍味屋／天津甘栗・・・・・・・    とにかく旨いッ！こだわりの甘栗／06-6644-0780

auショップ難波中央／ 携帯電話・・オレンジの看板が目印／06-4396-2505
凛（りん）／アクセサリーショップ・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　  神戸発！オリジナリティー高いアクセサリーを／06-6631-1179

眼鏡市場・アルク／メガネ・・・・・・・・お好きなフレームでスピード仕上げ
　　　　　　　　　    眼鏡市場/06-6635-0308  　アルク /06-4396-5868

さのや／印章・・・・・・約１５０００本の認印が揃うハンコの店／06-6641-4401

ドコモショップ／携帯電話・  ＮＴＴドコモの新機種がズラリ／06-6646-6668

アオキ／タバコ・・・・・・・・・・・  国内外の約300種類のタバコ／06-6641-4982

千鳥屋／和洋菓子・・・・・・・・・ 「千鳥饅頭」でおなじみの菓匠／06-6649-7640

ファーストキッチン／ハンバーガー・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　  バラエティ豊かなファストフード／06-4397-5221

甲南チケット／チケット・売ります、買います、格安チケット／06-6643-3277

ＳＨＯＰ無  難波店／帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　    　　    ハットやキャップからキャスケット、ベレーまで／06-6634-7776

コポ／靴下専門店・・・・・  ソックスからスパッツまで多彩な顔ぶれ／06-6643-6602

A I M／レディスシューズ・・・・・・  足元のファッションリーダー／06-6636-2060

岸田屋／呉服・婦人下着・・   昔ながらの和服とおしゃれインナー／06-6641-0390

ロコシーラ／ブランドリサイクル・・・・・   高価買取・無料査定／06-6484-0071
かわこ／婦人服・バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　 創業明治3年。ミセス・ハイミセスの上質の装い／06-6211-1861

SHOP無  戎橋店／帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　 オールジャンルのアイテムをご用意／06-6211-1770

をぐら屋大阪戎橋筋／昆布・・ 創業嘉永元年。昆布一筋／06-6211-0012 

丹青堂／書画材料・和紙・便せん・・・  
　　　　　　　　　　　　　   一流の画家・書家にも愛された老舗／06-6211-0721

1F/Ｊ・2F/COLDLip／レディスカジュアル・・・ ・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   カジュアルとセクシースタイル／06-4708-3135

クレアーズ／雑貨・・     世界最大のアクセサリーチェーンストア／06-6211-1058

金のとりから／とり唐揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                                 お好みのスパイス＆ソースでどうぞ！/090-7556-6972

Cook Jeans／カジュアルウェア・   ジーンズ中心の旬のカジュアル／06-6211-3121

ナルミヤ戎橋画廊／ 画廊・・・・・・・・・・・  ギャラリー／06-6211-7692

une nana cool／肌着・・・・下着も洋服みたいに着替えよう／06-6643-7670

サンマルクカフェ／飲食・カフェ・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　    挽きたてコーヒー＆焼きたてパン／06-6214-9309

大黒屋／チケット・・・・・・・・・     ギフトカードや外貨の交換も／06-4397-6227

カフェストリート

なんばマルイ／ファッション・雑貨・飲食・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　     ニューショップ続々オープン/代表 06-6634-0101

現在の橋に架け替わりました。新しい戎
橋は、広場のような丸いカタチで、橋の裏
側に円形のＬＥＤ照明を施し川面に光の
輪が映ります。また大正時代の橋の高欄
の一部を橋下部に保存・設置していま
す。「出会い」や「待ち合わせ」の名所・
戎橋を一度ご覧ください。

2・3F/BOOK OFF PLUS／中古書店・販売買取・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   関西最大の売場面積／06-6214-2080 

attagirl難波店／レディスシューズ・    今ほしい靴がお手頃価格で／06-6643-7656

南海電鉄なんば駅

2F/ハートアップ／コンタクトレンズ専門店・  眼科も併設で安心／06-6643-8515

auショップ難波中央／ 携帯電話・・オレンジの看板が目印／06-4396-2505

カラオケ館／カラオケ・・・・・・・ミナミ最多の80ルーム数／06-4708-1061
    

2F/ガスト なんば店／ファミリーレストラン・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　    モーニングから深夜まで／ 06-6630-8290

★ 映画興行発祥の地

とんぼりリバークルーズ
乗船場

Ｄｏｕｂｌｅ ｊ／メンズファッション・   ジーニングカジュアル／06-6644-5036

B1F/マンガ・ネット館／ネットカフェ・  ゲームも充実／06-6214-7500
 

大阪松竹座

（地下街なんばウォーク）
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なんば駅前広場

4F/フィットネス館／フィットネスクラブ・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   女性専用、適正価格で／06-6211-2780

MOCA／レディスカジュアル・・・・・・・   お洒落を大阪価格にて／06-6484-7219

カリカチュア・ジャパン／・・  似顔絵専門店1,260円～／03-5830-7220

B1F/namco／アミューズメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　 最新プリ機や嬉しいドレッサーも／06-6636-5400

ミナモアレ／チョコレートショップ・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　   　　　　     大阪のチョコレートの新定番／06-6213-2141

B1F/コートダジュール／カラオケ・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　      キレイなお部屋を多数完備／06-6632-1288

ＢＲＡＮＤ ＯＦＦ／ブランドリサイクル・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   信頼と実績で世界65店舗展開中！／06-6484-0051

3F/インターネットカフェ プラネット／ネットカフェ・・・・
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 完全分煙・ペア席数地域最大級／06-6647-5700

りくろーおじさんの店／洋菓子・カフェ・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  焼き立てチーズケーキ／06-6645-5339

スギ薬局／医薬・化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
　　　　　　　　　　　　　   薬から化粧品まで揃うかかりつけ薬局／06-4395-5757

寺
善
法

スターバックスコーヒー TSUTAYA EBISUBASHI ／06-6214-5130 

ギャラリーレア／ブランドリサイクル・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　  夢と希望とブランド品はこちら！／06-6252-8072

鍵、靴、iPhone修理レスキュー／・  合い鍵、靴修理／06-6484-3251

クォーク／時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ロレックス専門店／ 06-6630-9909

カニ道楽

ドトールコーヒーショップ／カフェ・・・・ ・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２フロア148席（禁煙席・喫煙席）ご用意／06-6213-2650

T O P t o T O P／メンズ・レディスシューズ・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　  旬のアイテムで大人のオシャレを演出／06-7668-4192

キールズ／化粧品・スキンケア・・    N.Y.発祥のスキンケアブランド／06-6211-6550

V I EW T Y／化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　 コスメ、フレグランス、ビューティーアイテム／06-6585-7803

DOCTOR AIR／健康医療器機・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　      　　　　　　 日本唯一のマッサージ器専門店／06-6211-1860

戎橋は、道頓堀川の開削（1615年）とほぼ同時に架けられたと言われていま
す。今宮戎神社への参道ができて人々は大いに喜び、船場など各地から宝恵駕
（ほえかご）をしたてて、橋をわたって十日戎にお参りしました（例年１月10日に
開催）。江戸時代は木橋で、周辺の町々で維持管理されました。明治１１年には
鉄橋となり、大正１４年には鉄筋コンクリートアーチ橋に、そして平成２０年に

ツルハドラッグ／医薬・雑貨・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  豊富な品揃えと綺麗な店内☆／06-6214-9268

B1F/ガスト えびす橋店／ファミリーレストラン・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    多様なメニューをお手頃価格で／06-6214-2525

SmartLabo／スマートフォンアクセサリー・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　スマホケースからおしゃれに♪  ／06-6214-7701 

3F/アットコスメストア／化粧品・・口コミ人気美容雑貨／06-6214-6265

ヴェンティアンニ／レディスシューズ・・・・・・・9月末閉店／06-6212-5012

Wi-Fi
の Wi-Fi が繋がります。softbank

au


