
大阪天神橋筋商店街で「JapanHelpDesk」を導入済みの店舗 

 Shops in Tenjinbashisuji Area introduced「JapanHelpDesk」 

大阪天神桥筋商店街商业区启用「JapanHelpDesk」的商铺 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

     
店名 種類 住所 電話番号 ホームページ 

寝具 さくらいや 物販 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 1-22 06-6351-6867 
http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AF%9D%E5%85%B7%E3%81%95%E3

%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%82%84/ 

チャ菜 物販 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 1-19 0120-1069-39 http://www.tenjin123.com/shops/%E3%83%81%E3%83%A3%E8%8F%9C/ 

丸西青果 物販 大阪府大阪市北区池田町３−１ 06-6353-6831 http://www.tenmaichiba.com/shop/1f/10/index.html 

おさかな番長 飲食 大阪府大阪市北区池田町 7-6 06-6354-2942 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27080532/ 

イタリア料理 

シレーナ 
飲食 大阪府大阪市北区池田町 6-14 06-4800-4007 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27000439/ 

セブンイレブン 
コンビ

ニ 
大阪府大阪市北区天神橋４丁目９－３ 06-6354-2252  

http://www.mapion.co.jp/phonebook/M02005/27127/L27108010900000

000391/ 

宇治茶園 物販 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 4-9 06-6357-0756 
http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E8%8C%B6%E

5%9C%92/ 

播鳥 飲食 大阪府大阪市北区天神橋北 2 丁目 2-21 06-6356-2828 http://banchou.co.jp/ 

ラブリン 雑貨 大阪府大阪市北区天神橋 5-7-26  06-6351-5208 http://www.wachi.co.jp/shop_search/mm/ws0278.html 

とれたて新鮮・ 

呑処 とみや 
飲食 大阪府大阪市北区天神橋 4-9-8 06‐4800‐0840 

http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27055940/dtlrvwlst/437462

0/ 

お好み焼き  

PAC PAC 
飲食 大阪府大阪市北区天神橋４丁目８−２３  06-6357-9741 

http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27006476/dtlrvwlst/220608

7/ 

とりから もも福 飲食 大阪府大阪市北区天神橋３丁目７−２６   06-6882-2525 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27066817/ 

CHAKRA 物販 大阪府大阪市北区天神橋 3 丁目 7-29 06-6926-4776 http://www.chakra-jp.com/ 

http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AF%9D%E5%85%B7%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%82%84/
http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AF%9D%E5%85%B7%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%82%84/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%83%81%E3%83%A3%E8%8F%9C/
http://www.tenmaichiba.com/shop/1f/10/index.html
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27080532/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27000439/
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M02005/27127/L27108010900000000391/
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M02005/27127/L27108010900000000391/
http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E8%8C%B6%E5%9C%92/
http://www.tenjin123.com/shops/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E8%8C%B6%E5%9C%92/
http://banchou.co.jp/
http://www.wachi.co.jp/shop_search/mm/ws0278.html
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27055940/dtlrvwlst/4374620/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27055940/dtlrvwlst/4374620/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27006476/dtlrvwlst/2206087/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27006476/dtlrvwlst/2206087/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27066817/
http://www.chakra-jp.com/


R⁺S ギャラリー 
ギャラ

リー 
大阪府大阪市北区天神橋３丁目７−３２ 06-6357-5629 http://rsgallery.jimdo.com/ 

世界のお酒・ 

ワイン 明昭屋 

物販・

飲食 
大阪府大阪市北区天神橋 3 丁目 2-25 06-6358-1831 

http://www.tenjin123.com/shops/%E3%88%B1%E6%98%8E%E6%98%AD%E5

%B1%8B/ 

wonder photo 物販 大阪府大阪市北区天神橋 3 丁目商店街 ―― ―― 

三好屋  

昆布老舗 
雑貨 大阪府大阪市北区天神橋５-８-２３ 0120-52-3448 https://retty.me/area/PRE27/ARE89/SUB8905/100000793817/ 

HELLO GOOD DAY 雑貨 大阪府大阪市北区天神橋商店街 ―― ―― 

OUTLET DREAM 

MARKET 
物販 大阪市北区天神橋４丁目１１－１２ 06-6809-6710 http://ten4kita.net/shop26_dream.html 

Natural Food 物販 大阪府大阪市北区天神橋商店街 ―― ―― 

舞昆のこうはら 物販 大阪市北区天神橋 4-6-19 06-4801-8343  http://www.115283.jp/about/access.html 

まるしげ 物販 大阪市北区天神橋 2 丁目北 1-11 06-6351-2700 http://www.marushige.co.jp/profile/shop-list/ 

青葉 台湾料理  

（香宝） 
飲食 大阪府大阪市北区浪花町 8-13  06-6373-6678 http://r.gnavi.co.jp/6xht9n3p0000/ 

丸万寿司 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 3 丁目 1-21 06-6351-5569 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27019665/ 

Grill&Wine CREAM 

KITCHEN 
飲食 

大阪府大阪市北区天神橋 3 丁目 2-27  

田口ビル 1F 
06-6356-2203 http://www.tenjin123.com/shops/grill-wine-cream-kitchen/ 

ベーカリー  

みやぱん 

ベーカ

リー 

大阪府大阪市北区天神橋１丁目１６−１７  

日宝ライフ天神橋 1F 
 06-6356-1120 http://miyapan.my.coocan.jp/ 

MAIDO 屋 土産 大阪府大阪市北区天神橋２丁目１−２３  06-6882-3361 http://maidoya.jp/ 

趣味の呉服 司光 
生地

店 
大阪府大阪市北区天神橋２丁目４−６  06-6352-0360 http://loco.yahoo.co.jp/place/g-sCCv3dTJ2E-/ 

手作りとうふ  

前田豆腐店 
食品 大阪府大阪市北区天神橋３丁目４−９  06-6354-2099 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27035242/ 

http://rsgallery.jimdo.com/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%88%B1%E6%98%8E%E6%98%AD%E5%B1%8B/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%88%B1%E6%98%8E%E6%98%AD%E5%B1%8B/
https://retty.me/area/PRE27/ARE89/SUB8905/100000793817/
http://ten4kita.net/shop26_dream.html
http://www.115283.jp/about/access.html
http://www.marushige.co.jp/profile/shop-list/
http://r.gnavi.co.jp/6xht9n3p0000/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27019665/
http://www.tenjin123.com/shops/grill-wine-cream-kitchen/
http://miyapan.my.coocan.jp/
http://maidoya.jp/
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-sCCv3dTJ2E-/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27035242/


Café Caprice 37 カフェ 大阪府大阪市北区天神橋３丁目４−１３  06-6351-1179 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27088094/ 

よこづなや履物舗 
ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋 6-5-6 06-6351-8803 http://www.tenrokuworld.com/shop/tenpo/index.php?id=38 

THISCOVER＋ 

天神橋 

食品・

雑貨 
大阪府大阪市北区天神橋 6-6-23 06-4801-8083 http://www.alphabrain.co.jp/shop/ 

権太呂すし 天六店 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 6-5-5 06-6357-7330 http://www.gontarosushi.com/ 

岩崎塾 天満店 飲食 大阪府大阪市北区池田町６−６ 06-6948-6145 http://www.yakiniku-iwasakijyuku.com/shop7.html 

吉田スヰッチ 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 5-3-7 06-4792-8893 http://s.tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27068857/ 

山なか製麺所 飲食 大阪府大阪市北区天神橋３丁目３−１４ 06-6354-5507 http://yamanakaseimenjyo.jimdo.com/ 

じゃんぼ総本店 飲食 大阪府大阪市北区天神橋１丁目１２−１８ 06-6882-0550 ―― 

紳士・婦人・子供  

ベビー洋品店 なみき 

ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 4-7 06-6351-7960 http://www.namiki-y.net 

沖縄奄美ちゃんぷる

物産 
食品 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３−２７ 06-6242-8677 http://tomikichi.co.jp/ 

カメラの東光堂 
ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋２丁目北１ 06-6353-1510 

http://www.tenjin123.com/shops/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3

%81%AE%E6%9D%B1%E5%85%89%E5%A0%82/ 

GARO５ 雑貨 大阪府大阪市北区天神橋 5 丁目-6-5 06-6351-2050 ―― 

e-nation 金買取・プラ

チナ・貴金属・ブランド

品の買取 

ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋５丁目６−１１ 0120-031-884 http://www.e-nation.jp/access/map66tenjinbashi.html 

ふるほんや天牛書店 本屋 大阪府大阪市北区天神橋 3-7-28 06-6242-0155 
http://www.tengyu-syoten.co.jp/ 

 

INCENSE IWAI 
ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋 2 北 2－24 06-6351-6973 

https://www.yelp.co.jp/biz/incense-iwai-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8

%82 

http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27088094/
http://www.alphabrain.co.jp/shop/
http://www.gontarosushi.com/
http://www.yakiniku-iwasakijyuku.com/shop7.html
http://s.tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27068857/
http://yamanakaseimenjyo.jimdo.com/
http://www.namiki-y.net/
http://tomikichi.co.jp/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%9D%B1%E5%85%89%E5%A0%82/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%9D%B1%E5%85%89%E5%A0%82/
http://www.e-nation.jp/access/map66tenjinbashi.html
http://www.tengyu-syoten.co.jp/
https://www.yelp.co.jp/biz/incense-iwai-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
https://www.yelp.co.jp/biz/incense-iwai-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82


珈琲館麗門 飲食 大阪府大阪市北区天神橋１丁目 19-15 06-6351-0298 
http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E9%A4%A8%E3

%80%80%E9%BA%97%E9%96%80/ 

フレッシュフード  

マスダ 
青果 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 3-23 06-6352-3036 ―― 

ゲームセンター  

コーハツ 
ゲーム 大阪府大阪市北区天神橋２丁目２−２１ 06-6352-3007 http://www.ko-hatsu.com/ 

円山珈琲倶楽部 飲食 
大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目北 1−7  

円山ビル 1F 
06-6351-0599 

http://www.tenjin123.com/shops/%E5%86%86%E5%B1%B1%E7%8F%88%E7

%90%B2%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8/ 

大衆焼肉酒場 飲食 大阪府大阪市北区天神橋３丁目９－１０ 06-6949-8377 
http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=KN2716041800000

092 

極上地鶏らーめん 

ちらん 
飲食 大阪府大阪市北区天神橋 4-4-10 06-6352-5930 http://www.osaka-ramen.com/chiran/ 

文丘堂 
文房

具 
大阪府大阪市北区天神橋３丁目９－１３ 06-6351-5677 http://www.tenjin123.com/shops/%E6%96%87%E4%B8%98%E5%A0%82/ 

時計・宝石・メガ 

なにわず 

ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋３丁目９−１３ 06-6351-7209 

http://www.tenjin123.com/shops/%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E3

%81%9A/ 

木の郷屋 雑貨 
大阪市北区天神橋 3 丁目 9-12 

有朋ビル 
06-6358-7177 

http://www.tenjin123.com/shops/%E6%9C%A8%E3%81%AE%E9%83%B7%E5

%B1%8B/ 

穂穂恵み 飲食 
大阪府大阪市北区天神橋３丁目９−８ 

安福マンション 1F 
06-6881-6600 http://ho-ho-emi.net/ 

たまいち  

土居陶器 
雑貨 

大阪府大阪市北区天神橋３丁目９−６ 

土居ビル 1F 
06-6351-2868 http://www.doitoki.com/ 

エスエス薬局 薬局 大阪府大阪市北区天神橋４丁目４−９ 06-6351-1616 http://scuel.me/pharmacy/2744101045/ 

じゃがいも 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 5-8-9 06-6357-8044 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27080553/ 

Kindal 
ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋５丁目８−５ 06-6353-6789 http://www.kind.co.jp/tenjinbashi/ 

べじやき本部 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 5-8-30 090-7874-7736 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27067459/ 

http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E9%A4%A8%E3%80%80%E9%BA%97%E9%96%80/
http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E9%A4%A8%E3%80%80%E9%BA%97%E9%96%80/
http://www.ko-hatsu.com/
http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=KN2716041800000092
http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=KN2716041800000092
http://www.osaka-ramen.com/chiran/
http://www.tenjin123.com/shops/%E6%96%87%E4%B8%98%E5%A0%82/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E3%81%9A/
http://www.tenjin123.com/shops/%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E3%81%9A/
http://www.tenjin123.com/shops/%E6%9C%A8%E3%81%AE%E9%83%B7%E5%B1%8B/
http://www.tenjin123.com/shops/%E6%9C%A8%E3%81%AE%E9%83%B7%E5%B1%8B/
http://ho-ho-emi.net/
http://www.doitoki.com/
http://scuel.me/pharmacy/2744101045/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27080553/
http://www.kind.co.jp/tenjinbashi/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27067459/


ダーナ（ｄ’ｎａ） 
ファッ

ション 
大阪府大阪市北区天神橋 5 丁目 8−2 06-6351-3804 https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-34188.aspx 

天満のとらやん 飲食 大阪府大阪市 北区天神橋５丁目７−８ 06-4801-7769 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27059005/ 

そば処大喜 飲食 大阪府大阪市北区天神橋５丁目７−３ 06-6351-7306 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27000520/ 

Twice 

シナモンロール 
飲食 大阪府大阪市北区天神橋 4 丁目 10-7 06-6136-6345 

https://www.facebook.com/Twice%E7%84%BC%E3%81%8D%E3%81%9F%E3

%81%A6%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83

%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%BA%97-627868447364741/ 

前田かずひこ  市政 大阪府大阪市北区天神橋 7-5-8 06-6809-3039 http://kazuhiko-maeda.weblike.jp/ 

鉄板焼きダイワー 飲食 大阪府大阪市北区天神橋 7 丁目 ―― ―― 

フィリピン料理

KAIBIGAN 
飲食 大阪府大阪市北区天神橋７丁目１４−１５ 06-6357-3763 http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27063847/ 

居心伝 飲食 大阪府大阪市北区天神橋７丁目６−１８ 06-6136-1865 http://www.marche.co.jp/ 

焼き小龍包ロンタン 飲食 大阪府大阪市北区東天満１丁目１１−１５ 06-6357-7778 http://rontan.info/ 

CaféUmiusagi 飲食 大阪府大阪市北区東天満１丁目１１−１５ 06-6357-3565 http://umiusagi.jp/ 

得得 飲食 大阪府大阪市北区東天満１丁目１０−１２ 06-4801-8366 http://kazokutei.co.jp/maps/to_1415.html 

浪漫屋 飲食 大阪府大阪市北区天神橋１丁目１８−１７ 06-6351-9863 
http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E5%B0%82%E9

%96%80%E5%BA%97%E3%80%80%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E5%B1%8B/ 

 

https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-34188.aspx
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27059005/
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https://www.facebook.com/Twice%E7%84%BC%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%A6%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%BA%97-627868447364741/
http://kazuhiko-maeda.weblike.jp/
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27063847/
http://www.marche.co.jp/
http://rontan.info/
http://umiusagi.jp/
http://kazokutei.co.jp/maps/to_1415.html
http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%E3%80%80%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E5%B1%8B/
http://www.tenjin123.com/shops/%E7%8F%88%E7%90%B2%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97%E3%80%80%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E5%B1%8B/

