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History まちの歴史とこれまでの取組み

出典：東横堀川水辺ビジョン（水都大阪コンソーシアム）



Vision

出典：東横堀川水辺ビジョン（水都大阪コンソーシアム）

これからの水辺の考え方

東横堀川 水辺ビジョン

日常をアップデートする水辺は暮らしの価値を育む

東横堀川の水辺は、いろんな活動と主体が集まる実験場と考

えよう。

そこに関わる人とともに川とまちを耕し、発酵させ、受粉し、

水辺から暮らしの価値を生み出していこう。
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こだわりの飲食・物販と、水辺・まち・人をつなぐコミュニケーションのハブとなるキオスク

• キオスクでは、屋外や船など好きな場所で楽しめるテイクアウトのランチボックスや惣菜、ドリンクの販売をベースに、界隈のお店をはじめ、こだ

わりのセレクト品も販売します。

• β本町橋オリジナルのコミュニケーション・体験型飲食事業として、都会のアウトドアを体験しながら楽しめるNewBBQや、オープンエアで楽しむア

ウトドアダイニングなどを提供します。

• 単なるカフェ・物販施設としての機能に止まらず、β本町橋における、まち・水辺・舟運の全ての受付機能を一元化するともに、まち・水辺のインフ

ォメーション機能を備え、水辺・まち・人をつなぐキオスクとしてコミュニケーションのハブとして運営を行います。

水辺・まち・人をつなぐキオスクカウンター 持ち運びに便利なメスティンで作った料理簡単に調理できるように用意されたキット

事業概要 １．水辺・まち・人をつなぐキオスク

キオスク
• ドリンク（コーヒー、お茶などのソフトドリ
ンク、クラフトビールなどの酒類）の販売

• シェアキッチンパートナーによる曜日替わり

のランチなどの販売（カレー、パスタ・スー
プ、韓国料理など）

• 界隈の名品をはじめとしたこだわりのセレク
ト品やオリジナルグッズの販売。

New BBQ
• メスティンを利用した料理キットをβ本町橋オ

リジナルの体験型飲食コンテンツとして販売
します。キットの材料を利用者が自ら調理す
る事でこれまでにはない、体験・コミュニケ
ーション型の飲食事業とします。

アウトドアダイニング
• 都心部の水辺という貴重なオープンエアで楽
しむβ本町橋オリジナルの体験・コミュニケー

ション型飲食コンテンツとしてアウトドアダ
イニングを提供します。

• 多様な料理人とコラボする事で、多様な視点
からアウトドアならではの新たな食の楽しみ
を発信します。

【休業日】不定休
（コロナ禍を加味し、休業日を調整します）
夏季休業・年末年始（要調整）
※その他修繕等に必要な期間を休業日とし
ます。

【営業時間】午前１０時〜午後１０時
※曜日などにより営業時間を変更する可能
性があります。

【実施時期】通年
【メニュー】（予定）
・メスティンパスタ：選べるオイルサーディンの缶詰
やスパイス、パスタの入ったのパスタ調理のセッ
ト：1200円〜

・メスティンビリヤニ：本格スパイスと缶詰、お米の
入ったビリヤニ調理セット；1400円〜

・メスティンカップケーキ：粉や卵を混ぜるだけでカ
ップケーキができるカップケーキセット：500円〜

【協力会社】
・堀田裕介（foodscape! / grow rice project）

【実施時期】春季〜秋季
【連携料理人】（予定）
・堀田裕介（foodscape! / grow rice project）

屋外で楽しむ非日常のギャザリングディナー
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事業概要 ２．やりたいを実現するレンタル・シェアスペース

建物内で、水上で、公園で、あなたのやってみたいを応援するレンタル・シェアスペース

• 水辺や公園を眺めるルームや水上に浮かぶ洋風屋形船など、会社の打合せや自分の活動を発表する展示会、参加者を募るワークショップなど多様な

「やりたい」を実現できるスペースを貸し出します。

○利用料金
（税込）

① 1 0 - 1 3

時

②13-14時 ③14-17時 ④17-18時 ⑤18-21時 ⑥貸切

(10-21時)

4,400円 1,100円 5,500円 1,100円 6,600円 16,500円

○規模 約22m2

○定員 10名

○利用料金
（税込）

① 1 0 - 1 3

時

②13-14時 ③14-17時 ④17-18時 ⑤18-21時 ⑥貸切

(10-21時)

7,700円 2,200円 9,900円 2,200円 13,200円 30,800円

○規模 約59m2

○定員 スクール形式：30名

○備品 ・テーブル：10台・椅子：30脚
・大型モニター／集音マイク／スピーカー（オンライン会議対応）

ラボ（2F）
• 本町橋と東横堀川を見渡せる開放的なレンタルルーム。

ルーム（2F）
• 靴を脱いで上がっていただける個室レンタルルーム。
• β本町橋で定期的にプログラムを実施してくれるパ
ートナーの活動拠点。

○ 利用料
金 （ 税
込）

①10-13時 ②13-14時 ③14-17時 ④17-18時 ⑤18-21時 ⑥貸切

(10-21時)

11,000円 3,300円 16,500円 3,300円 22,000円 55,000円

○規模 約18m2

○定員 着座：22名

ボートルーム（水上）
• 水上に浮かぶボートをレンタルルーム化。

ロッカー・シャワー（屋外）
• 水辺アクティビティやランニング時にも利用できるロッカーとシャワー。

屋外ツール（屋外）
• 公園を楽しく使えるツールの貸し出し。
• ラグ、簡易なイス、ピクニックセットなどを検討中。
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事業概要 ２．やりたいを実現するレンタル・シェアスペース

○利用料
金

(税込)

1回 月額プラン（月4回利用）

3,300円 11,000円

○設備 ・高さ：1800mm ×幅：900mm ×奥行：550mm

・屋根は折りたたみ式で、飲食販売の際は3方囲いに対応可能。
○使い方
・条件

・飲食店営業許可・菓子製造業許可取得予定。

β屋台（屋外）
• 飲食店営業許可を取得予定のモバイル屋台。

○利用料金
(税込)

1時間 3時間プラン 朝割3時間
（8-10時）

貸切(10-21時)

2,800円 7,700円 3,300円 22,000円

・その他ルーム同時利用：その他ルーム料金が20％OFFになります。

○設備 ・3口ガスコンロ、縦型冷蔵庫、台下冷蔵庫、冷凍庫、ガスレンジ、スチ
ームコンベクションオーブン、食洗機

○使い方
・条件

・飲食店営業許可・菓子製造業許可取得予定。
・飲食を販売される方は飲食営業に関わる保険の加入をお願いします。
・ドリンクの販売は要相談となります。

キッチン（1F）
• イベントやお料理教室などに使えるレンタルキッチン
と、曜日・時間帯で出店者が変わシェアキッチンの2

セット。

公共空間をフィールドに、スタートアップを支援するキッチン・屋台

• ビジネスのスタートアップ期を手助けするツールやレンタルキッチンなども貸し出し、「自分のお店を持ちたい」など、β本町橋での新たなチャレ

ンジを応援し、まちと水辺の元気につなげます。

• シェアキッチンは、公募によりキッチンパートナーを選出し、誰もがチャレンジできる機会を水辺の公園に創出します。

■キッチンパートナーの公募サイト
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こだわりのお店が連なるマーケット
出典：キタの北ナガヤFacebook

地元の食材を素敵な屋外空間で購入できるマルシェ
出典：EAT LOCAL KOBE HP

事業概要 ３．暮らしをアップデートするイチバ事業

大阪府下の生産者や地域とつながり、暮らしがアップデートする市場

• 都市部における新しい生活インフラとして、大阪府下の農家さんと連携した季節野菜などを購入できる、生産者と生活者さんがつながる定期的なマ

ルシェを開催します。

• 生産者さんとつながる定期的なマルシェに加え、地域の名店やβ本町橋がおすすめするこだわりのお店、地域の活動やイベントと連携し、まちの魅力

を伝えます。

マルシェ
• 大阪府内の農家さんと連携し、新鮮野菜など
日常生活に必要な食材を定期販売します。

• 近隣住民さんや店舗さんが購入に来られる日
常の風景をつくります。

【実施時期】週2回程度
【出店情報】（予定）
・和泉市の新鮮野菜
・卵や豆腐など生活必需品
【協力農家】
・中島光博（ Green Groove）

βイチ
• 定期的なマルシェに加え、地域やβ本町橋のおす
すめのお店とつながるマーケットを開催します。

• 地域のお店と連携し、普段のまちの魅力や情報を
発信し、近隣住民とのつながりをつくります。

地域連携イベント
• 東横堀川水辺再生協議会や船場博覧会実行委
員会のイベントと連携し、地域のにぎわいを
一緒につくります。

• eよこ逍遥については、運営支援やイベント会
場連携を行います。

【実施時期】月1回程度
【出店情報】（予定）
・地域の名店の一品
・お花などの物販
【協力農家】
・中島光博（ Green Groove）

【実施時期】春季・秋季
【連携イベント】（予定）
・e-よこ逍遥
・船場博覧会

事業 備考 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

マルシェ 週2回程度

βイチ 月1回程度

地域連携イベント 春・秋 年2回開催
eよこ逍遥 船場博覧会

eよこ逍遥で本町橋をバックに踊るフラメンコ
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