
感 染 対 策 d e お 買 い 物 M A P

八戸ノ里商店街感染対策deお買い物MAPの使い方

MAPを片手に歩こう
八戸ノ里商店街は、感染症対策もバッチリ！
MAPを見ながら、商店街を歩いてみましょう。
新しいお店や隠れた名店など、今まで気が
つかなかった発見がたくさんあります。

お店にMAPを持って行こう
このMAPをお店の人に見せてみて。
「MAPで見るより、男前ですね！」なんて
言うと、お店の人が喜ぶかも。

Twitterで広めよう
@yaeno_shotengaiをフォローすると、
商店街のお店のお得な情報や、感染症対策
情報が見られます。#yaeno#裏やえのさと
のハッシュタグをつけて、つぶやいてみよう！

八戸ノ里商店街のここが

街灯がLEDになりました。

2014年2月1日、街灯がLEDライトに
リニューアルしました。カフェテラスに
あるかのようなオシャレな新顔で、
商店街をより一層明るく照らします！

空になびくフラッグ。

空をふと見上げると、目に飛び
込んでくるのはフラッグ。
「八戸ノ里商店街はまっすぐ
一本道だよ！」とフラッグが
教えてくれます。

商店街オリジナルグッズ。

ここでしか手に入らないLEDマグネット。
街灯のLED化に合わせて作っちゃいました。
お店に入ると他にもグッズがあるかも。

[発行] 八戸ノ里商店会　[制作・編集] 週刊ひがしおおさか　[発行日] 2022年2月28日
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商店街新型コロナウイルス感染症対策事業補助金事業

商店街が取り組む

感染症対策

八戸ノ里商店街では、
安心してお買い物
していただけるよう
感染症対策を
徹底しています。

イイネ！
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商店街の
全店舗で
感染症予防！

喜多朗
日替わりの新鮮な魚介類と旬の素材を味わえる、
一品料理屋さん。プリップリのマグロやたっぷり
脂が乗ったブリは絶品。おいしい料理とお酒で
ええ頃合いになったら、「明日も食べにきたろう、
飲みにきたろう！」と駄洒落を飛ばしてみるのが、
粋ってもんです。

あじむどり 八戸ノ里店

カラッと揚がって
ジュワッとおいしい

2020年にオープンした、新進気鋭の
唐揚げ屋専門店。むね、もも、やげん、
手羽先、砂ずり・・・どれが好み？
学校帰りのおやつに、今日の晩ごはんに。
そうそう、昼ごはんにお弁当も良いかも。
ジューシーな唐揚げをほおばれば、
元気がみなぎるはず。

ピュア・ライフ

いつも歩く道にある、
あのお部屋も！

やえ小、こさ中、布施高育ちの
店長さんが、住人目線で地元の
お部屋を紹介してくれます。
学生が多い八戸ノ里ならではの
賃貸情報がたくさん。いつもの
通勤・通学途中に見える、
あのいい感じの部屋も、
ピュア・ライフにあるかもね。

ここは、東大阪のパリ！

ツヤツヤで可愛らしい形のチョコレートは、一口食べると
あま～い幸せの味。ケーキ、マカロン、焼き菓子・・・
お店のお菓子は全て、ショコラティエの店長さん
手作りです。ラグビーボール形チョコレート
「ショコラグビー」は、東大阪らしいおみやげにぴったり♪

ケーキとチョコレートの店　ファミーユ

串かつ ちとせ

思わず「安っ！！」っと
驚く串かつ

新世界へ行かずとも、
気軽に本場の味が楽しめる串かつ屋。
牛肉やエビなど、ゴロンとした大きな具が
￥100から味わえる。
味噌と砂糖のみで作る土手焼きも大人気。
大将の密かな楽しみは、お会計のときに
「安っ！」と言ってもらうことなんだとか。

グリコのおまけデザイナー、

宮本順三のおもちゃ博物館。

懐かしいグリコのおまけや、

宮本順三が世界を旅して集

めた人形に囲まれていると、

おもちゃの世界に紛れ込ん

じゃった気分！

八戸の里小学校八戸の里小学校 土肥会計事務所土肥会計事務所

珈琲工房

宮本順三記念館 豆玩舎ZUNZO

世界のおもちゃが
大集合！

季節の食材を舌で楽しもう

商店街の
中にある小学校

元気な子供たちの声や歌が、
いつも商店街に響きわたります。
校門前の花壇では四季折々の花が
楽しめる、実は穴場なスポット。

創業46年。アンティークな
柱時計やテーブルが並ぶ店内は、
そこだけ時が止まったか
のよう。東大阪の文豪
司馬遼太郎がどこの席に
座っていたのかは、
店長さんに聞いてみて。
ブレンドコーヒーを
すすりながら、ゆっくり
過ごすのが大人の流儀。

司馬遼太郎も通った
レトロな喫茶店

ものづくりのまち東大阪の
中小企業の財務処理はお任せ！
の会計事務所。お昼ご飯時に
商店街のお店へ行くのが、
楽しい時間。
商店街の飲食店を、一番網羅
しているのかも・・・！

八戸ノ里の経済を見守る会計戦隊

頼りになる、まちの台所
ライフ八戸ノ里店ライフ八戸ノ里店

今晩のおかずに迷ったら、スーパーにいら
っしゃい！生活の強い味方は、今やまちの
ランドマークに。商店街の面々も、緊急の
買い物時にひとっ走りしています。

八戸ノ里ここから整骨院八戸ノ里ここから整骨院
痛みや辛さの悩みを、根本から一緒に解決！
スタッフさん全員が
心理カウンセラーの資格をもち、
心まで楽にしてくれる整骨院。
かわいいパンダのマスコットで、
癒し効果アップ!?

こころも体も
大切に

メナード
フェイシャルサロン下小阪

女性のきれいと
リフレッシュ

商店街では一番新しく、2021年にオープン。
リーズナブルにフェイシャルエステや
スキンチェックが受けられるサロン。
幅広い年齢の女性が、足繁く通います。
今日も頑張った自分のお肌に、ご褒美を。
八戸ノ里のきれいはここで！
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P3P2



↑

八
戸
ノ
里
駅

方
面

↑若江
岩
田
方
面

スギドラッグ

Cando
カーブス

1F

3F

1F

2F

歩いてみると
続々発見！

食の佐渡友

おかずがもう一品
ほしいとき

魚の卸を営む店主がつくる、

手のこんだお惣菜がずらり。

今晩の夕飯、何かが足りない。

そんなときに覗いて見ると、必ず

何かが見つかります。

食卓を彩り豊かにしてくれるはず。

オリジナルのハンバーガー、

「GAKUバーガー」は一回食べてみて！

クレープ PEPE

放課後の
寄り道スポット
店内はいつも学生でにぎわうクレープ屋さん。

おかず系からスイーツ系まで100を超える

メニューの数々からお気に入りを見つけよう。

毎年開催の人気企画「イケメンコンテスト」を

よーく見てみると、同級生が出てるかも!?

地元出身のラグビー選手も通っているとか。

モンガトウ
油絵風の「似顔絵ケーキ」と

デコレーションソフトが名物。

宝石のようにキラキラした

クッキー缶は、全国から

お取り寄せオーダーが殺到！

見ているだけで胸がときめく

スイーツは、どれにしようか

永遠に悩んじゃう。

BAR 蓄音機

音色を楽しむ
大人の隠れ家

昼はお店の看板もないシャッター店舗。

でも夜になると、チラチラとイルミネーションが

光るジャズのライブハウスに変身！

スタンダードジャズを中心に、「隊長」

自慢の蓄音機の音色を楽しめます。

ライブは頻繁に開催。

名物「隊長カレー」を食べながら、

しっとりと音楽に耳を傾けてみては？

松井歯科
歯医者さんがきっと好きになる

先生のゆったりした治療に身を任せていると、

気づかない間に終わってた！？というほど

リラックスできる歯医者さん。患者さんに

治療の進め方を決めてもらったり、院内に

流れる音楽を大きめにして治療の音を気

にしなくしたりと、歯医者さんが怖くなく

なる工夫がたっぷりされています。

肉の森田屋
おやつにも、ご飯にも、ほくほくコロッケ

75円のコロッケが一番人気の、

揚げ物&お肉屋さん。

その場で揚げてもらうアツアツのフライは、

油の音と香ばしい香りで食欲が刺激されます。

部活帰りの学生がその場でコロッケをほおばる

姿は森田屋名物！

お肉は焼き肉用から特上サーロインまで、

幅広い種類を販売。

東大阪といえばラグビーのまち。

「ラグビー弁当」も気になる存在。

リセット整骨院 やえのさと院
骨のメンテナンス、してますか？

交通事故の後遺症や姿勢整体はおまかせ！

部活っ子たちが、骨のメンテナンス

によく訪れます。スポーツでついた

体の癖をゆっくりほぐして、

さらにレベルアップ！

オンライン施術もはじめ、

感染症対策も抜かりなし。
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ビストロ プルミエ

気軽に食べる
フランス料理

有機野菜をふんだんに使った

フレンチレストラン。

「フランス料理って高級なイメージやけど、

うちはカジュアルな料理が自慢やで！」と

一流ホテルレストランの経験があるシェフ。

ソムリエの奥さんが選ぶワインも一緒に

味わいながら、コースランチを楽しんで。

商店街には
対策実施中の
ペナントと
のぼりを設置

各店舗には
感染症対策
ポスターが

店舗に入るときは、
マスク着用・手の消毒をお願いします。
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番号は小塚ゴシックPro 
big=12pt H 
small=7pt H

キャッチはヒラギノ角ゴPro w6 8pt
店名はヒラギノ角ゴPro w6 6pt
文章はうずらふぉんと

新型コロナ感
染症

対策実施中
東大阪市商店

街新型コロナ
ウイルス感染

症対策事業補
助金
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ライフ八戸ノ里店
06-6726-3061

宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO
06-6725-2545/日・月

珈琲工房
06-6728-7338/土

八戸ノ里ここから整骨院
06-6730-7555/水・日・祝

メナードフェイシャルサロン下小阪
06-6781-9665/日・祝

税理士法人 土肥会計事務所
06-6725-1600/土・日

喜多朗
06-6730-1315/月

あじむどり 八戸ノ里店
06-4309-8577/年中無休

有限会社ピュア・ライフ
06-6723-9568/日・祝

ケーキとチョコレートの店 ファミーユ
06-6725-7710/月

串かつちとせ
06-6728-3332/月

食の佐渡友
06-6785-7751/水

パティスリー モンガトウ
06-6724-2846/木

クレープ PEPE
06-6730-2691/不定休

BAR蓄音機
06-4307-0080/火

松井歯科医院
06-6725-1825/木・日

肉の森田屋
06-6725-7272/第3火

ビストロ プルミエ
06-6727-2123/水

リセット整骨院 やえのさと院
06-6720-7377/日・祝

ケンコウ薬局
06-6728-0193/日・祝

奥田たばこ店
06-6722-6865/日

Scottish Pub Bridgend
06-4308-4211/不定休

BIHO
06-6726-1177/木

和風ダイニング はん蔵
06-6725-0141/火・第1月

ケンコウ薬局

お年寄りのための
コンビニ薬局

処方箋の取り扱いと医療用品はもちろん、

夏でも売っているホッカイロ、

おせんべいにあめちゃんまでを

そろえ、まるで「お年寄りのコンビニ」。

一緒に来たお子さんやお孫さんが

楽しめるよう、キャラクターグッズがあちこ

ちにあるのもご愛嬌。

奥田たばこ店
交差点の文鎮
自転車と車があわただしく行き交う

交差点にある、昔ながらのタバコ屋さん。

道行く人を見ながら一服するおっちゃん、

よく見かけます。お店の窓からひょっこり

顔をかわいらしく出す店長のおばあちゃん。

実は習字のお手本を書く大先生でもあるのです。

今日もせっせとタバコと筆をそろえる

おばあちゃんは、交差点の大切な「文鎮」です。

スコティッシュパブ ブリッジェンド

ようこそ
リトル・スコットランドへ
ウィスキー片手に、名物のハギスと

フィッシュ＆チップスをつまめば

そこはもうスコットランド。

マニアックなお酒と往年の映画・音楽

にどっぷり浸かって、語り明かそう。

BIHO
45年の時を刻む

掛け時計・腕時計・アクセサリーのお店。

宝石商で海外を飛び回っていたご主人が、

地に足つけて八戸ノ里へやってきたのが

約45年前。高架下の八戸ノ里東商店街、

西友を経て、商店街に店舗を構えました。

ここにいると、時間がゆっくりに

感じるのはなぜなのでしょう。

和風ダイニング はん蔵
大和男児な居酒屋

落ち着いた雰囲気で女性に人気の和風居酒屋。

たくましい腕の店長が手に豆を作るほど

炒めぬいた「にんにくチャーハン」は、

スタミナ満点！でも、店長一番の

オススメは「バイトが男前なところ！」

しっぽり飲んで、がっつり食べよう。

八戸ノ里商店会店舗一覧 店舗名
住所
電話番号/定休日
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明日も　よってこ！　 

八戸ノ里商店街
明日も　よってこ！　
八戸ノ里商店街
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