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主催：東横堀川水辺再生協議会（e-よこ会）　地図協力：NPO水都OSAKA 水辺のまち再生プロジェクト
制作：e-よこ会 逍遥プロジェクト委員
　　　阿多貴子　河村岳志　紀平真理　澁谷善雄　鈴木美和子　針原雅幸　福原秀次　別所俊顕　中村裕子　西村ゆき子　萬代陽子　分田よしこ
問合せ：e-よこ会事務局（大阪商工会議所地域振興部内） TEL : 06-6944-6323(平日9時～17時）  E-mail : info@e-yokobori.jp  de

si
gn

ed
 b

y 
ta

ke
sh

ik
aw

am
ur

a.
co

m

www.e-yokobori.jpe-よこ会ホームページ

会長｜別所俊顕（少彦名神社宮司）　会員｜地元住民　地元ショップ・企業の就業者　地域で活動するNPOや団体のメンバー他、地域のサポーター他　約90名
事務局　大阪商工会議所 地域振興部（2014年3月現在）

よこ逍遥とは？e-

e-よこ会とは？
2006年7月24日、天神祭のどんどこ舟の音が響く東横堀川で、住民やこだわりショップのオーナー、地元企業などが集結し、
e-よこ会（東横堀川水辺再生協議会）が発足しました。
「まちなかに生きる東横堀川」を目指し、季節ごとに水辺を楽しむイベントの開催、毎月のお掃除、橋へのフラワーポットの設置など、
川を生かしたまちづくりに積極的に取り組んでいます。どなたでもご参加いただけます。一緒にe-よこ界隈を楽しみましょう！

東横堀川界隈にある、まちのミュージアムや、レストラン、カフェ、ショップなどが主催する様々なイベントを、
9日間に集中的に実施し、“まちをあげた文化祭”として、水辺とまちを逍遥（そぞろ歩き）して楽しむものです。
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ガイドブック
e-よこ界隈そぞろ歩き｜保存版
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e-よこ逍遥特別イベント期間
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逍遥特別イベント開催期間

まちあるきやコンサート、特別見学会など、多彩なイベントを
通じて水辺やまちの魅力をたっぷりお楽しみください。

東横堀川界隈と よこ会の活動e-

中之島公園バラクルーズ

11時～19時（31日は17時まで）　

3

水都大阪・中之島満喫チケット

4/26

IKUO作品展　2014夏コレクション

5/26

17時半～20時半

重要文化財・旧小西家住宅
でのお茶会

10

12時半～13時半
丸一商店 チェロランチコンサート

11

19時～20時
丸一商店 アフター5コンサート

15
KITA LI CITE

邦楽サロン「和楽器ミニライブ」

5

10時半～11時半／14時～15時

大阪企業家ミュージアム
「大大阪観光」上映会＆ガイド付見学会 5

10時半～11時半

大阪企業家ミュージアム
「大大阪観光」上映会＆ガイド付見学会

6

10時～、13時～（約１時間）
「東横堀川水門」特別見学会

9

18時半～20時

KITAHAMA YOGA STUDIO
体験ヨガ教室

9

18時半～20時

KITAHAMA YOGA STUDIO
体験ヨガ教室

8

15時～
レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

14

第一部 13時　第二部 15時　開演
上方舞　吉村流「ちょっと夏姿、今昔」

22

15時～21時
大阪産の食材で楽しむ「きき酒日本酒バル」

6

10時～、13時～（約１時間）
「東横堀川水門」特別見学会

12

13時～16時
山本能楽堂 たにまち能

23

16時～18時
ｅ-よこ逍遥クロージング 水辺ピクニック

13

お昼の部：14時～15時半
夜の部：7時半～9時

山本能楽堂
能入門講座 まっちゃまちサロン

4
生駒ビル見学会－近代建築の現状と未来を考える－

14時～14時45分、14時45分～15時半

7
除痘館記念資料室館内案内ツアー

20
本町橋・水辺テラス

14時～15時半

1

2

16
12時～19時

遊気Q倶楽部展
(ギャラリー遊気Q 30周年イベント)

17

花ヤ フォトン リニューアルオープンフェアー
10時～19時（土曜のみ17時半まで）

18

日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのマイティバッグを作ろう！

14時～17時（

19日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのマイティバッグを作ろう！

14時～17時（

19

水辺テラスでワイン飲み比べ18時～23時（
21

まで9/30

まで3/
2015
22
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から
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22

15時～21時
大阪産の食材で楽しむ「きき酒日本酒バル」

e-よこ会とe-よこ逍遥については裏表紙をご参照ください。

2006年に発足して以来、東横堀川界隈の活性化、将来像の共有を目指し地域活動を続けてきました。
この地域の特長である東横堀川は、太閤さんが最初につくった堀であり、
そこから東西に運河が伸びて船場を形成した歴史ある堀（川）でありながら、
現在は高速道路が上部にできて地図上では見えない川となってしまいました。
かっては舟運や荷揚げの場として賑わいながら、現在では川を背にして暮らしてきました。
その川を活かすために船を利用した活動、船着場の設置（本町橋船着場）、
川を活かした川側の活用を推進しています。
東横堀川を中心に東西のまちを結び新たなまちづくりを目差し、
魅力づくりの一環としてe-よこ会の発足、そして主なる活動としてe-よこ逍遥を実施しています。
そのe-よこの魅力の現在を知っていただければと、このガイドブックを作成しています。
そぞろ歩き（逍遥）、日々の暮らしにぜひご活用ください。

高速道路で覆われている東横堀川の様子
パルテノン神殿のような・・・
e-よこ会のマークのイメージはここから。

その川も船から見ると景色が一変します。
高速道路や橋を下から見るのも楽しみです。

水辺には活用されていない空間がた
くさんあります。

社会実験でピクニック、川舞台、クル
ージングを実施しました。

e-よこ会では、船着場、水辺の空間などの活用方法を実現に向けてメンバーでイメージ化して
います。10年後50年後どのように変ってゆくでしょうか？

©大阪商工会議所

©大阪商工会議所
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東横堀川水辺再生協議会

※各プログラムは、内容・スケジュールなど変更される場合があります。
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明治33年（1900年）着工の、漆黒木造の国の重要文化財・旧小西家住宅
でのお茶会。ご都合のよい時間にお越しいただき、お抹茶をお楽しみいた
だきます。小西社長による邸内の特別案内あり。

定員｜60人　参加費｜2,000円
主催・申込｜ｅ-よこ会　info@e-yokobori.jp または fax:06-6944-6330
協力｜コニシ株式会社、谷松屋戸田商店、菊寿堂義信

17時半～20時半　場所｜旧小西家住宅6月6日（金）

重要文化財・旧小西家住宅でのお茶会

登録有形文化財「生駒ビルヂング」、社長のご案内を通して近代建築の現
状と今後を一緒に考えてみようというツアー。
重厚なアールデコの扉の奥を覗いてみませんか？普段非公開のお部屋、資
料も見学できます。
参加費｜無料　主催｜生駒時計店
申込｜ｅ-よこ会　info@e-yokobori.jp または fax:06-6944-6330
※各回10分前から、ビルエントランスにて受付。それ以前のご来場はお控えください。

14時～14時45分、14時45分～15時半　場所｜生駒ビル6月7日（土）
生駒ビル見学会－近代建築の現状と未来を考える－

３

中之島公園バラクルーズ

中之島公園バラ園に咲き誇る約310種・およそ3700株のバラを、船上か
ら楽しむクルーズ。10人乗りの小型船で優雅に、中央公会堂やライオン橋
など中之島の魅力を満喫！
定員｜各回10人　申込不要　参加費｜1,000円
主催｜大阪小型水上旅客船協議会

10時半～15時半、毎時00分、30分発　ローズポート発着

クルーズ
水都大阪・中之島満喫チケット

大阪市交通局の1日乗車券、アクアライナーやとんぼりリバークルーズに乗
船できる乗船券、中之島や大阪城、ミナミなど9つのエリアで使えるバルチ
ケットがセットになった、お得なチケット。これ一枚で大阪の魅力を満喫で
きます！
大阪市営地下鉄各駅、大阪水上バス各港、他で発売
料金｜3,300円
主催｜大阪水上バス・大阪市交通局　申込｜0570-03-5551

4月26日～2015年3月22日

5月17日（土）～6月1日（日）
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2
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7

よこ会メンバーが心をこめてお届けするスペシャルプログラム。
期間限定のオリジナルイベントが多数！水辺やまちの多彩な魅力を、
まちの人々との交流とともにお楽しみください。

体験

4

クルージングには、一番気持ちのいい季節です。

逍遥期間ならではの、貴重な体験をぜひこの機会に。

昭和初期「大大阪」の時代の雰囲気を伝える貴重な映像資料である「大大
阪観光」（約30分）の上映会を開催。あわせて、その時代に活躍した企業
家（サントリー創業者・鳥井信治郎氏など）をガイドが紹介しながら館内
をご案内いたします。
参加費｜300円（入場料）　申込不要
主催｜大阪企業家ミュージアム

10時半～11時半／14時～15時（5月31日のみ）　場所｜大阪企業家ミュージアム5/31（土）・6/7（土）

大阪企業家ミュージアム「大大阪観光」上映会＆ガイド付見学会

「東横堀川水門」特別見学会
4

6

日本最大級の水門を船が通る様子を間近に見学しながら、治水事業や水
門の役割についてのお話を聞く事ができます。

定員｜各回20人　申込不要　参加費｜無料
主催｜e-よこ会　協力｜東横堀川水門事務所

10時～、13時～（約１時間）　場所｜東横堀川水門5/31（土）・6/7（土）

除痘館記念資料室館内案内ツアー

江戸末期に天然痘(疱瘡)予防の普及活動の拠点となったのが、緒方洪庵
を核とする大阪の「除痘館」です。当資料室は、「除痘館」の活動と足跡を
記念して、資料の展示、公開をしております。館内をガイドが案内します。

　場所｜除痘館記念資料室随時（要予約）

8

7

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

中之島バラ園を見下ろすビルの一室は資料館なのか仕立て屋なのか？特
別公開し、9.5ミリテープに残された昭和初期の映像を上映します

定員｜8人　参加費｜500円（茶菓つき）
主催｜山西輝和（TERUTERUBOW'S)・出崎栄三
申込｜ジュール・ムジュール デサキ　出崎栄三まで　tel: 06-6231-6710

15時～　場所｜sur mesure DESAKI 5月31日（土）

9KITAHAMA YOGA STUDIO　体験ヨガ教室

正しく美しい姿勢をキープするには、体と心の幹から改善することに始ま
ります。心と体をほぐす至福のひとときを是非、体感してください。
定員｜各回6名　要予約　参加費｜500円
主催・申込｜北浜ヨガスタジオ　info@kitahamayoga.com

18時半～20時　場所｜北浜ヨガスタジオ６月2日（月）・６月4日（水）
大阪市中央区高麗橋2-5-10アイケイビル9Fアイケイホール

大阪市中央区北浜1-1-18忠治郎ビル３階

参加費｜無料
主催・申込｜除痘館記念資料室　tel: 090-2382-1061（10時～16時）
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※各プログラムは、内容・スケジュールなど変更される場合があります。
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KITA LI CITE(キタリシテ)
邦楽サロン「和楽器ミニライブ」

※各プログラムは、内容・スケジュールなど変更される場合があります。

※先着順受付。定員に達した場合はお断りすることがございますのでご了承ください。　
※参加費は、当日会場にてお支払いください。

17

(     )申し込み
方法

参加希望プログラム・参加人数・お名前・お電話番号
（当日連絡可能な電話番号が好ましい）を、各お申し込み先にご連絡ください。
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12時半～13時半（途中入退場可能） 場所｜丸一商店　地下1階

公演
丸一商店 チェロランチコンサート

演奏だけでなく作曲・編曲・指導でも大活躍のチェリストによる、目からウ
ロコのコンサート！深く柔らかく時に情熱的なチェロの音色に乗せて、一味
違った音楽の楽しみ方をお伝えします！
参加費｜500円　申込不要　主催｜丸一商店

６月６日（金）

10

コンサートから能や舞などこの機会にいかがでしょうか。

アート＆グッズ レトロな近代建築でアートやグッズを楽しめます。

3

19時～20時（途中入退場可能） 場所｜丸一商店　地下1階

丸一商店 アフター5コンサート（チェロ＆ピアノ）

演奏だけでなく作曲・編曲・指導でも大活躍のチェリストによる、目からウ
ロコのコンサート！深く柔らかく時に情熱的なチェロの音色に乗せて、一味
違った音楽の楽しみ方をお伝えします！
参加費｜2,000円（ワンドリンク付）申込不要　主催｜丸一商店

６月６日（金）

11
3

13時～16時　場所｜山本能楽堂

山本能楽堂　たにまち能

昭和25年から続く、歴史的な能の公演。今回は素謡会といって、能の中の「謡
（うたい）」の部分のみをお楽しみ頂きます。演目は、「安宅」、「花○」「道成寺」。
＊能の上演はありませんので、お気をつけ下さい。
参加費｜一般5,500円、学生3,000円
主催・申込｜山本能楽堂　tel: 06-6943ｰ9454

6月7日（土）

14
第一部 13時　第二部 15時　開演　場所｜大阪美術俱楽部

上方舞　吉村流「ちょっと夏姿、今昔」

行き交う船に川風をのせて、水の瀬音も涼やかに、川辺で蛍とたわむる。船場
の風情が上方唄に伝承されています。お楽しみ下さい。
舞／吉村ゆきその　唄／松島弘美　三味線／井上満智子
定員｜各回50人　先着　参加費｜5,000円
主催・申込｜上方舞 吉村流　高麗橋2-5-10 アイケイビル　
　　　　　 tel: 06-6231-1657　tel: 090-3332-1198

5月31日（土）

8

15
14時～15時半　場所｜KITA LI CITE（キタリシテ）

お茶とお菓子とともに、午後のひとときを箏、十七絃、三味線、尺八のライブで
楽しく過ごしていただけます。楽器の演奏体験もしていただけます。
出演／橋口遊山、 細谷美恵、 土井博子
参加費｜1,000円
主催・申込｜KITA LI CITE(キタリシテ)　
　　　　　　E-mail: kitalicite-doi@docomo.ne.jp または  tel: 090-5124-6807

6月6日（金）

IKUO作品展　2014夏コレクション 16
11時～19時（31日は17時まで）　場所｜伏見ビルサロン

伏見ビル３F

伏見町２-２-６ 青山ビル 1F

パリ在住のアクセサリーデザイナーIKUOの作品をお楽しみいただきます。自
然をモチーフにした作品は暖かみのある手作り感にあふれています。手軽な
価格とパリでの高い評価を受けているオシャレでファンショナブルな作品をお
手にとってご覧いただける作品展です。 
自由にご覧ください（入場無料）
主催｜イクオ・ジャポン
“伏見ビルサロン”で検索 http://fushimisalon.com/　お問合せ｜tel: 06-5022-6222　info@fushimisalon.com

５月29日（木）～31日（土）

花ヤ フォトン リニューアルオープンフェアー 18
10時～19時（土曜のみ17時半まで）　場所｜花ヤ フォトン

お花や緑を身近に感じていただきたいと思い、新しい花ヤを作りました。

自由にご覧ください。
この期間中にご来店頂いた方には、小さなプレゼントをお渡しいております。
（数に限りがございます。）
主催｜花ヤ フォトン　tel: 06-6203-3710 　http://www.photon1984.com

6月5日（木）～7日（土）

遊気Q倶楽部展(ギャラリー遊気Q 30周年イベント)
12時～19時　場所｜ギャラリー遊気Q

今までギャラリー遊気Qで作品展を開催して頂いた作家たちの作品を多種多
数に展示販売してます。
参加費｜無料　お買上のお客様には手づくり作品をプレゼント！
主催｜ギャラリー遊気Q　申込不要

6月2日(月)～6月7日(土)

お昼の部：14時～15時半、夜の部：7時半～9時　
場所｜山本能楽堂

山本能楽堂　能入門講座 まっちゃまちサロン

初心者でも気軽に能について学び、楽しめると人気の体験講座。毎月第1月
曜日の昼と夜の2回開催しています。新しくリニューアルされた能楽堂で、楽
しく能について学んで下さい！
参加費｜1,000円　
主催・申込｜山本能楽堂　tel: 06-6943ｰ9454　協賛｜サントリーホールディングス株式会社

6月2日（月）
8

イベント Event



高麗橋のたもとでやってるたこ焼屋で
す。お好み焼き、焼きそばも作っていま
す。味はGOODなので一度食べに来
てください。

10たこ姫
tel: 06-6945-5181

11時～22時　土 11時～17時
日祝休
※e-よこ逍遥冊子提示で料金50円引

18時～  不定休
 ※e-よこ逍遥冊子提示で、
　 ソフトドリンクサービス

韓国の家庭料理から宮廷料理、創作
料理をゆったりとした雰囲気で楽しん
でいただけます。

高麗橋 はらはち
tel: 080-3030-3632 

11

7

8

全３０種類以上のおでんと、旬の魚、野
菜をこだわりの地酒とともに楽しめる、
全席掘りごたつのおでん屋です！

おでん田八 高麗橋店
tel: 06-6231-5949

創業２９年のチャイニーズバル。週末不
定期でLIVEも行っております。詳細は、
http://peggysue.monodachi.com

Peggy Sue 高麗橋店
tel: 06-6231-5950

11時半～14時
17時～23時（L.O.22時半）（土は夜のみ）
日祝休

11時半～14時
17～23時（L.O.22時半）
日祝休

11時半～14時（月～金のみ）
17時～26時 
日祝休（予約営業可）

串カツが食べられるBAR。２階３階は
ビジネス街の真ん中で家飲み気分が
味わえる、おしゃれな完全貸切個室、１
階はカウンターにテーブル、とバラエ
ティあふれるお店です。

串ダイニングSOL
tel: 06-6201-5115 

11時～15時、17時半～20時L.O.
土11時半～14時L.O.
日祝休

米は青森県産の「まっしぐら」を使い、
スパイスには生姜をたっぷりと使った
カレーで体を温めます。ご賞味くださ
い。

curry shop 24 spice

6

9

11時半～14時   
17時半～22時　
日祝休

1973年創業。近代建築内にある優美
な空間で、本格的なフランス料理をお
楽しみください。

1ルポンドシエル
tel: 06-6947-0888

11時半～14時
17時半～22時（土夜のみ）　
日祝休

大人の隠れ家的な「和」のダイニング
バー、フレンチのエスプリを効かせた
料理を味わえます。

2さがん
tel: 06-6947-0789

11時～14時
17時～22時 L.O.
土11時半～22時 L.O.
日休　祝不定休

イタリアンをベースにフレンチや和な
どを取り入れた水辺のレストラン。対
岸には中央公会堂が見える。

3
Casual Restaurant
OUI
tel: 06-6233-1192

※北浜テラス参加（川床設置）店

5

17時～24時、土日祝16時45分～22時
不定休

北浜の老舗お好み焼き店、100%山
芋生地だけで作るふわふわのとろろ焼
き名物！他にもオススメお好み焼き
やワイン、チーズ、大阪ならではの飲
食メニューにこだわってます！

お好み焼 鉄板焼　
ＡｒＡｋＡ（あらか）
tel: 06-6203-4567

レストラン シ
ョ
ッ
プ
ガ
イ
ド
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14時～17時　場所｜先春圜本店

グルメ
日本茶のブレンドを楽しんで、あなただけのマイティバッグを作ろう！

煎茶やほうじ茶、茎茶などの日本茶をベースに、黒豆や玄米や抹茶をブレ
ンドしてみませんか？オリジナルのテトラティーバッグは、自分で楽しむほ
かギフトにも・・。 
定員｜各回7名まで　要申込
参加費｜500円（材料費別途300円程度～）
主催・申込｜先春圜本店　tel: 06-6201-3731（10時～18時）

5月30日（金）31日（土）6月4日（水）～6日（金）

18時～23時　場所｜BACARO MA DÉCOR

水辺テラスでワイン飲み比べ

赤ワイン白ワイン各２種を飲み比べ。水辺のテラスで、お料理にあうワイン
を探してみて下さい。
参加費　赤ワイン2種 1,000円　白ワイン2種 1,000円
主催　BACARO MA DÉCOR

５月30日（金）～６月７日（土）

15時～21時　場所｜楽酒楽肴 越冬

大阪産の食材で楽しむ「きき酒日本酒バル」

e-よこ逍遥のひととき、お好みの日本酒3種の「きき酒」と大阪産の食材を
取り入れた肴とのお得なセットで、一息つきませんか？
参加費｜800円　申込不要
主催｜楽酒楽肴 越冬

５月31日（土） ６月７日（土）

16時～18時　場所｜葭屋橋南側公園

ｅ-よこ逍遥クロージング 水辺ピクニック

「ｅ－よこ逍遥」クロージングは、恒例の水辺の公園でのピクニック。
週末の夕暮れ時、まったり水辺を楽しみましょう！

６月７日（土）

場所｜BACARO MA DÉCOR　四川彩秀

本町橋・水辺テラス

本町橋近くの川沿いに立地する２つの店舗が、水辺のテラス席を設けます。
２回にわたる１ヶ月の実験が大変好評だったことから、昨年10月から今年
9月まで、1年間の実験実施中。開放感あるテラス席での特別メニューあり。
東横堀川独特の落ち着いた水辺をお楽しみください！
主催　e-よこ会、大阪商工会議所

～26年9月末まで

東横堀界隈ならではの“食”をお楽しみください。

-よこ逍遥 イベント ショップガイドEvent
※各プログラムは、内容・スケジュールなど変更される場合があります。

21

22

参加費｜無料（食べ物か飲み物を一品お持ちください。）
主催｜e-よこ会　申込不要

23

20

19

-よこ逍遥 Shop Guide
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日本酒と季節を楽しむお店　
北浜うらら 4

17時～23時（L.O.食事22時、飲物22時半）
日休（祝は予約相談に応じます）

「北浜のゆるやかな川のほとり・・　
中之島を見つめながら、ゆっくりなひと
ときを」　おすすめの日本酒を、季節を
感じる和のお料理にあわせて、楽しん
でいただきたいです。

tel: 06-6121-2038



-よこ逍遥

酵素をとる食事や調理法によるヘル
シーなメニューなど、店にはバターを
置かず、スィーツもバターなしの手作
りケーキなど。オーガニックコーヒー
を一杯ずつエアプレス方式のこだわ
りコーヒーもあり。

※このパンフレットご提示ください。

19

11時半～13時半　
17時半～23時
日祝休

季節の創作串かつをリーズナブルな
価格で提供。1本100円～120円（税
別）

16串かつ五條家
Tel: 06-6945-5045

11時～13時半
17時～23時（L.O.22時）
※土曜日は夜のみ営業
日祝休

すし吉のお寿司を食べたらよそいけ
まへんヨ！！上巻寿司は、手土産にもお
薦め。

すし吉
tel: 06-6209-0777

11時半～15時（L.O.14時半) 
日祝・毎月10日休

国産肉100%と淡路産玉ねぎのハン
バーグを使った北浜サンドがおすす
め。アットホームな雰囲気で川辺のテ
ラスがステキ。テイクアウト可。

北浜サンド アップリケ
tel: 06-6947-7887 

11時半～13時半(月～金ランチ限定25食)   
17時～23時    
日祝休

Kansai Walkerさんに取り上げてい
ただいたポテトサラダなど季節のお
野菜とお魚を使ったほっこり料理とお
酒のお店です。あたたかいおもてな
しでお待ちしております。

和処きたの
tel: 06-6314-6083

18

17

11時半～14時
17時半～21時半 
日休

東横堀川公園の水辺の景色を眺めなが
ら、「香り・味わい・食感」がそれぞれ
に違う、三種類の蕎麦をぜひご賞味くだ
さい。

石臼挽手打蕎麦 笑日志
tel: 06-6232-3733 

11時半～15時（L.0.14時）
17時半～23時（L.O.21時半）
日、第三月曜日

2012年4月オープン。カウンター中
心のオープンキッチンです。ランチは
1000円のパスタランチから、ディナー
は4000円のコースとアラカルト中心
にご用意しております。

リルチェンテ
tel: 06-6209-0007 

13

12

火～土17時～27時
日15時～25時半　　月休

本格的スペインバル。座席・立席あり。
ワイン・タパスも豊富にあり。ブエノ
ス・ノーチェスな気分で楽しい一時を！

15

EL PONIENTE GOZO
エル ポニエンテ ゴソ
tel: 06-6204-6606

11時～16時（15時半L.O.) 
18時～20時半（20時L.O.)
日祝休　不定休

アンチエイジングcafé 
age tel: 06-6223-4000 14

11時半～14時半（土～14時）
日祝休

頑張ってます！ 21
うどんそば処 うさぎや

18時～22時
日祝予約のみ

日本と台湾の架け橋の店です。台湾観
光案内、ビジネス案内、芸能人情報な
どが楽しめる。誕生日パーティ全員
に節句縁起卵無料、日替りサービス品
あり。

28アジア舟
tel: 06-6261-6515

tel: 06-6201-4950

17時半～21時（予約が望ましい）
日祝休　
土・月は魚すきの予約のみ受付

季節の鮮魚と野菜などを秘伝の「だ
し」で炊く大阪名物「魚すき」の老舗。
創業元治元年（1864年）。もう一つ
の名物「鯛めし」もどうぞ。おみやげ
としても販売中。

20魚すき 丸萬本家

17時～24時（L.O.23時）
毎週水・第3火曜休

素材の良さと丁寧な仕事が人気のお
店。

23炭火焼鳥　なかお
tel: 06-6222-1222

月～金、祝11時～14時
月～土17時半～22時
日休（予約のみ日曜営業）

本町橋・水辺テラス　26年9月末まで　

川辺の庭園を眺めながら、本物の四川
料理を是非、召し上がり下さいませ。

27四川 彩秀
tel: 06-4705-0123

お料理50種類以上。肉、魚はもちろん、
旬の食材もたくさんご用意しておりま
す。特に鶏料理がオススメです！

立呑み かこい
tel: 06-6228-1515 

11時半～23時　
水休　日ディナー休

本町橋・水辺テラス　26年9月末まで　

水辺テラスでワイン飲み比べ　
5月30日（金）～6月７日（土）　

世界のビール約50種類と、ワインをと
りそろえています。

tel: 06-6264-6202 

11時半～14時、17時～25時
日祝休

BACARO MA DÉCOR
バカロ マ デコール

22

29

11時～14時
17時～23時（L.O.22時半）
ふぐ品切れ次第閉店させていただきます。
日休

※ディナータイムにパンフレット提示で
   焼きひれ（持ち帰り）プレゼント

雑誌に掲載された美味しい地酒と自慢
のふぐ料理を、隠れ家的な場所でゆっ
くりお楽しみください。

活ふく料理 かみいし
tel: 06-6271-0255

16時～22時
土日祝休

ママの手作り料理におもわず「これ、
おいしいネッ！」お店の中は美味しさと
優しさにあふれています。

ダイニング
まーがれっと
tel: 06-6263-2468

18時～27時（日祝は～24時）
不定休

しっとりカウンターで飲むのも・・・ゆ
ったりソファーで寛ぐのも・・・大人の
夜を、この空間で。

Salon&Bar We'll
tel: 06-6263-8660 

24

25

26

　 よこ界隈には、素敵なレストランやおしゃれなカフェがたくさんあります。
　 よこ逍遥開催期間中だけの割引があるお店もあります。
ｅ-
ｅ-

20

20

21

営業時間は店舗により異なる

明るく開放的な都心のリゾートホテル。
１階にはレストランやカフェ、天然温泉
の足湯（無料）があり、リラックスでき
るスペース。

30シティプラザ大阪
tel: 06-6947-7867
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ショップガイド Shop Guide



-よこ逍遥

キタリシテ邦楽サロン「和楽器ミニライブ」
6月6日（金）

11時半～13時
17時～24時（L.O.23時） 
日祝休

産地直送で毎日届く鮮度にこだわっ
た旬の食材を逸品の酒と共に味わう。
やすらぎとおもてなしの一滴（ひとし
ずく）をご堪能ください。

32美酒と旬味 滴
tel: 06-6944-2726

11時半～14時
17時半～23時
日祝休

自家製パスタや自家製パン。手作り
にこだわった料理と、素材を活かした
調理法で旬の食材を提供するイタリ
アン。コストパフォーマンスの高いワ
インと共におもてなしします。

31Da 'Fronte ダ・フロンテ
tel: 06-6946-5161

11時半～22時（夜は要予約）
不定休

靱公園前の緑の中の東屋・ガゼボは
貴女流のパーティーがおすすめです。
きっと勝つさんどを添えて・・・

靫本町・ガゼボ
tel: 06-6459-2746

月～金11時半～13時半　17時半～23時
土・祝　15時～21時
日休
        大阪産の食材で楽しむ「きき酒日本酒バル」　
5月31日（土）6月7日（土）　

大阪をはじめ、全国各地の個性豊か
な日本酒となにわの伝統野菜や泉州
直送の魚との楽しい「出会い」を気軽
に楽しめるお店です。

楽酒楽肴 越冬
tel: 06-6943-8161 

11時半～13時 L.O.（コースのみ・要予約）
18時～21時 L.O.（コースのみ・要予約）
日・第1月曜休

スペインやイタリアで修行したシェフ
によるモードスパニッシュのレストラ
ン。「ミシュラン」3つ星に輝く名店。

35Fujiya 1935
tel: 06-6941-2483

11時半～14時 L.O.
18時～21時 L.O.　
日祝休

「Fujiya 1935」の起源となった洋食
店。家族４代、70年にわたって続く老
舗の味が人気。

36

37

洋食屋ふじ家
Tel: 06-6941-7283

19時半～25時　日休

お一人様でも団体様でも、気軽に楽
しめるスナック。何時間飲んで歌って
も、低料金で世界一安心なスナック。

カラオケスナック mee
tel: 06-6944-1832

34

33

古本と喫茶の店FOLK（フォーク）です。
お茶を飲みながら、本を読んでいただ
けます。様々なイベントも随時開催し
ています。詳細は
http://www.folkbookstore.com/

水土　11時半～日没

ビルのなかのゆるやかなカフェ＆サー
ドプレイス。屋上には「空庭」がある。 
シェアオフィス見学にもお越しくださ
い。

5

谷町空庭
Tel.6949-0679

8時～17時　土日祝休

東横堀川入り口にある水辺のカフェ。
朝早くから営業。

2シーズカフェ
tel: 06-6231-2088

8時～18時　日休　祝日不定休

自家製パンの手づくりサンドイッチが
オススメのカフェ。テイクアウトあり。
なにわの伝統野菜取扱店。

4

cafe 初花（hatuhana）
tel: 06-6314-6864

6

FOLK old book store
tel: 06-7172-5980

9時～18時　土～15時
第2・4・5土日祝休

アイスモナカが名物の老舗喫茶店。

3

ゼー六
tel: 06-6261-2606

プレミアムコーヒー豆をプレンドに仕
上げたcoffeeです。人気のシュークリ
ームとご一緒に。

自家焙煎珈琲濱田屋
tel: 06-6262-0688

大正11年築の近代建築にある、大
阪発の洋菓子ブランド。

1五感北浜本館
tel: 06-4706-5160

昭和の香りが懐かしい店です。サンド
イッチはどれもボリュームたっぷりで
人気！！
6時半～17時（土曜日は14時まで）　
日祝休

コーヒースポット　
クリフォード
tel: 06-6228-0589

7

8

阪
神
高
速

ガゼボ靭公園

本町通

四
ツ
橋
筋

22

※このパンフレットご提示ください。

　 よこ界隈には、素敵なレストランやおしゃれなカフェがたくさんあります。
　 よこ逍遥開催期間中だけの割引があるお店もあります。
ｅ-
ｅ-

ショップ　9時半 ～20時（日祝 ～19時）
サロン　9時半 ～19時半 L.O.
　　　 （日祝 ～18時半 L.O.）　

11時～19時　日休　不定休

8時～19時　土11時～17時
日祝休

カフェ ショップ シ
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6
tel: 06-6941-0745
親子揃って一級印章彫刻技能士、お客
様にあった最高の印鑑をお作りします。
詳しくは「福原印房」のホームページを
ご覧ください。

福原印房

まん福ベーカリー
tel: 06-6944-4488

10時～22時
月・第3火曜休

平日9時15分～17時15分に
電話でご予約を。
（ご相談は平日晩や土曜も対応）
土日休

まん福ベーカリーは、パンドミ（食パ
ン）が大人気！小麦の70％を熱処理
することにより、もっちりした仕上が
り。人気のため、ご購入の際は、予約
されるのが確実です。

5

KITA  LI CITE
キタリシテ
tel: 090-5124-6807

10時～21時　不定休

キタリシテは、「和」文化をコンセプ
トにした貸スペースです。日本の文化
を残し伝える場、大人が和める心地
よい溜まり場です。1時間 3,000円
より（曜日、時間帯により異なる。要
問合せ）

1 法律事務所なみはや
tel: 06-6209-8670

まちづくりや文化の発信・継承に取
り組む皆様からの法律相談を、期間
中、最初の３０分無料でお受けします。

4

15

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会 5月31日（土）

シュール・ムジュール
デサキ
tel: 06-6231-6710

予約制

注文を承り、仕立てます。あなたに合
った心地よい服作り。
メンズ／レディース

2

8

PUT ON
tel: 06-6231-7007
www.puton-hat.com

12時～19時
水日祝休

デザインと共に、かぶり心地にもこだ
わって1点1点手作りをしています。
2Fでは帽子教室も開催しています。

3

9時～20時 
日祝休　土曜不定休
※e-よこ逍遥冊子提示で全品5％OFF
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8時～20時  
日祝休

生クリーム・蜂蜜を練りこんだ、もっち
り「谷町食パン」がNo.1の人気！クリ
ームパンやカレーパン、あんぱんも変
わらない美味しさで大好評です！！

15eight knot bakery
tel: 06-6940-4260

ワイングローリアス
tel: 06-4791-0808

11時～20時　(土曜～17時)　
日祝休

イタリアを中心に1000種類のワイ
ンが勢ぞろい。ソムリエ店主が信頼
する生産者のワインのみをご紹介し
ています。

13tenny tenny
テニィテニィ
tel: 06-6947-2660

一口おにぎり「手にぎり」とお弁当の
お店。テイクアウトのみ。

10時半～19時半
不定休

日本初の折り畳み自転車専門店。国
内外の様々な自転車を取りそろえて
おります。

tel: 06-4793-1708
www.loro.co.jp
www.facebook.com/loro.osaka

16LORO CYCLE 
WORKS 

18
tel: 06-6231-7777

11時～13時（売り切れ次第）
土日祝休

素材にこだわるお弁当屋さん。手頃
なお値段が嬉しい。

コバサク・カンパニー

10
tel: 06-6231-3814

10時～16時（売切れ次第閉店）
土日祝休

17代目のご主人が守る老舗和菓子店。
銘菓「梅干し」は売り切れ御免。

菊寿堂義信

tel: 06-6201-3731

10時～18時（土～16時）　
日祝休

日本茶のブレンドを楽しんで、あなただけ
のマイティバッグを作ろう！
5月30日（金）31日（土）
6月4日（水）～6日（金）

創業160余年、大阪一のお茶の老舗
であなたのｍｙお茶を見つけてみませ
んか？
私たちスタッフがお手伝いします。

先春園本店

9時～19時　日休

本町橋東詰レンガビルの花屋さん。
ｅ-よこ会のフラワーポットのお世話
をしてくれています。

21フラワー＆グリーン  
花三
tel: 06-6944-2287

11時～14時、
17時半～19時（土～13時）
日祝休

22器GALLERIA
ギャレリア
tel: 06-6941-5766

12時～20時　水日祝休

テービルの上を楽しく演出してくれる
器がならぶ工房ギャラリーshop。奥の
工房では、陶芸教室も開催しています！花ヤ フォトン

tel: 06-6203-3710

10時～18時半　不定休

リニューアルオープンフェアー
6月5日（木）～7日（土）

レトロなビルの１階の、ちょっと隠れ
家的な花ヤです。今年は３０周年の
年なので、新しいフォトンをご覧下さ
い。どうぞお気軽にお立ち寄りくだ
さい。シューズショップ

ケンゾー
tel: 06-6941-0925

10時～21時（土～20時）
日祝　不定休

ひざのトラブルを防止する、ひざにいい
靴アサヒメディカルウォークあります。

和香 日本料理教室
tel: 06-6228-0888 

10時～22時　月休

小料理屋に併設された、和の香る日本
料理教室を開催。魚をさばく、保存食
を作る等。少人数なので、いろいろ体
験できますよ。詳細は↓
http://wagokoro.sarashi.com/

風情あふれる老舗やユニークなショップが並ぶ　 よこエリア。
マップ片手に界隈をそぞろ歩いて、お気に入りのお店を見つけてみてください。

ｅ-

12

20

19

17

7 9

19

18

※このパンフレットをご提示ください。

16

ショップガイド Shop Guide

伏見ビルサロン
tel: 06-6222-5022
http://fushimisalon.com/

日祝休
IKUO作品展 2014夏コレクション
5月29日（木）～31日（土）

9体験ヨガ教室
６月2日（月）・６月4日（水）

大正時代に建てられた伏見ビル。3F
にサロンとしての趣のある、ゆったり
落ち着くレンタルスペース（貸ギャラリ
ー）です。個展、発表会、各種展示会、
講演会、談話などに皆様にくつろぎ楽
しんでいただける空間としてご利用く
ださい。詳しくはホームページ ＜伏見
ビルサロン＞で検索ご覧ください。

8

雑貨店 Clasis
tel: 06-6949-1471

11時～19時
水休

様々な雑貨を通してみなさまの生活
に彩を添え、大切な人へ気持ちをお
届けするお手伝いを致します。

14

11
info@kitahamayoga.com

月・水　18時半～20時　要予約

美しい姿勢をキープすることから始め
てみませんか！

KITAHAMA 
YOGA STUDIO

ショップ

ギャラリー遊気Ｑ・
遊気Ｑ倶楽部
tel: 06-6231-7233

12時～19時　日祝休

遊気Q倶楽部展
(ギャラリー遊気Q 30周年イベント)
6月2日(月)～6月7日(土)
※期間中お買上特典あり
予告
6月26日(木)19時～20時
先着30名
レトロビルで体感するボサノヴァ
「隼人加織ライヴ」
¥2,000(1フード1ドリンク付) 申込受付中

蔦のからまる大正時代の青山ビル内。
平面・立体・その他の作品発表の場
として、レンタルしております。倶楽
部では、作品の委託販売常設店や手
づくり教室として営業しています。

17
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普段なにげなく通る（渡る）本町橋
ですが大阪市内最古の現役橋。大
正2年（1913）に建設され、昨年で
100周年を迎え、歴史的、文化財的
価値が極めて高いことから、平成24
年に大阪市文化財に指定されました。
まちに活きるミュージアムです。

たにまち能　6月7日（土）

能入門講座　まっちゃまちサロン
6月2日（月）

館内案内ツアー（随時、要予約）

大林歴史館

9時～17時 　入場は16時半まで
土日祝休

平成13年、大林組創業110年を記
念して開設された。大阪築港から関
空まで、日本の近代化の歴史が学べ
る。大川に面して立つ建物は、大正
15年築の近代洋風建築であり、かつ
ての大林組本店。

1

丸一商店

ランチコンサート（チェロ）
アフター5コンサート（チェロ＆ピアノ）　
６月６日（金）

知る人ぞ知る老舗楽器輸入商。赤い
ヴァイオリンの看板が目印の、川沿
いのレトロなビルです。ヴァイオリン、
ピアノの工房を公開します。

3
くすりの道修町資料館

10時～16時　日祝休

”神農さん”で親しまれる少彦名神社
にある資料館。道修町や薬業の歴史
を伝える豊富な資料が展示されてい
る。大樹が茂る境内は、まちなかの
落ち着きスポット。

5

渋谷利兵衛商店

10時～17時　日祝休

創業280年の老舗婚礼儀式用品店。
店内には見事な水引飾りが並べられ
ている。大阪で最も古かった高麗橋
鉄橋の一部や絵図など、秘蔵のお宝
も特別展示している。

2

東横堀川水門

「東横堀川水門」特別見学会
5/31（土）・6/7（土） 

高潮の防御や水位の制御、水質浄化
など、様々な機能を持った、日本最
大規模の閘門（こうもん：水門）。　
船舶が通行する際の水位調節時には、
川面に向かって放水も行われるユニ
ークな施設が特別見学できる。

4

除痘館記念資料室

緒方洪庵ら幕末の蘭方医が、天然痘
のワクチン接種を普及させた「大阪
除痘館」は、我が国の予防医学の原
点。資料室は当時の活動記録などを
展示。平成19年3月開設。

6

うたたね

東横堀川沿いのレトロビルの二階、
木の温もりがやさしい手づくり家具
のお店。テーブルから小物まで並ぶ
店内にいると、ゆっくりお茶でも飲み
たくなってしまう。

9

10

大阪企業家ミュージアム

本町橋まちの博物館

10時～17時（水曜のみ～20時）
日月祝休
入館料　大人300円 中高大学生100円
65歳以上と身障者200円

「大大阪観光」上映会&ガイド付き上映会　
5/31（土）・6/7（土）

松下幸之助氏（パナソニック創業者）
など、大阪を舞台に活躍した企業家
の事績を紹介。小学生から高校生ま
でのお客様には、企業家を紹介する
マンガを1冊プレゼント！

7

山本能楽堂

国登録有形文化財の木造三階建ての
市街地に残る能楽堂。現在文化庁の
事業により改修中。歴史の陰翳が刻
まれた能舞台にモダンな空間が対峙
し、85年の歴史に新しい息吹が吹き
込まれました。舞台上の1670万色の
LED照明､大阪ガスの床暖房など、新
しい機能も加わり、より快適になり
ました。ここにしかない精緻な空間
をお楽しみ下さい。

8

木～日　11時～19時

「自分でキーホルダーを作る簡単なキット」
プレゼント 先着順　数量限定

高速道路が無かった時代の本町橋の光景
写真：大阪市建設局提供

 B1F・３F　

普段はなかなか訪れるチャンスがない企業資料館や隠れた名店を、特別公開します。
展示ご案内ツアーやワークショップ、資料館主催のイベントにもぜひご参加ください。

10
11

6
7

5
12

13

100年

本町橋
HOMMACHIBASHI

100th 
Anniversary

ま
ち
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ま
ち
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

まちのミュージアム Museum

2014年10月には、記念事業として本町橋
100年会主催で地域協力のもと橋洗いと欄
干での本町橋の歴史展示を実施しました。
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本町の曲がり

東横堀川で唯一曲がるところ。上方
落語「饅頭こわい」にも登場する。
曲がった理由については諸説が
あり、真相はいまだナゾです。
・川沿いのお寺（浄国寺）を
 避けて開削した。
・地形･地質にあわせた形で
 開削された。
・大阪城の外堀としてまっす
 ぐでは芸がないので曲げた。など
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そぞろ歩き
立ち寄りスポット

江戸時代には西詰に幕府の高札が立ち街道の基点が集中、
明治時代には西日本の主要道路の距離計算の起点として
里程元標がおかれるなど、交通の要所だった。近松門左
衛門作の浄瑠璃の舞台、大阪名物かき船発祥の地、大阪
で初めて鉄橋になった橋など、様々な逸話が残る。

3高麗橋・里程元標

1長光寺
元和4年（1618）現在の釣鐘町に創建、寛永13年に島町
へ移転した。幕末には坂本竜馬や吉田松陰らが来泊し、
庫裏の３階で倒幕の謀議をこらしたこともあるという。

2大坂町中時報鐘釣
鐘屋敷跡
寛永11年（1634）、徳川三代将軍家光から地代が永代免
除された祝いに、町人が資金を出し合って鋳造した時の
鐘。現在でも１日３回時を告げている。

明治36年築。国重要文化財。船場の伝統的な商家のた
たずまいが残る。

4小西儀助商店

昭和6年築。国登録文化財。大手橋の西詰に立つ石張り
の洋風建築。

5岸本瓦町邸

赤穂浪士の協力者天野屋利兵衛の屋敷が大手橋のたもと
にあったとの伝承に基づき、現地に建てられたといわれる。

6天野屋利兵衛の碑

7
元々この地にあった浄国寺に祀られていた地蔵尊。阪神
高速建設によって寺が移転する際、地蔵のみが残され、
地元の尽力により再び祠をつくり祀られた。

8

曲渕地蔵尊

宇野薬局
松屋町筋拡幅にともなって昭和9年に建てられたレトロ
ビル。天保元年（1830）創業の老舗薬局。国登録文化財。

20

20
21

ｅ-　 よこ逍遥開催期間中はもちろん、会期終了後も、界隈のそぞろ歩きに役立つ
「保存版マップ」としてお使いください。
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