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皆様に安心して新今宮フェスティバルを楽しんでいただくため、
ご来場の際は以下の事項にご協力ください。
・咳などの風邪症状、発熱がある場合の来場はご遠慮ください
・参加時にはマスクの着用にご協力ください。
・インフォメーションには消毒液を設置しておりますので、手指の消毒をお願いいたします。
・大阪コロナ追跡システムへの登録
新今宮フェスティバル来場時にインフォメーション、スタンプラリーの各店舗ごとに登録をお願いしております。

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)
ご来場前にアプリのダウンロードをお願いいたします。

ご来場の皆様へお願い【新型コロナウイルス感染防止対策】

「ええやんまちフェス」は、毎月21日に
開催される様々なイベントをリンクさせて
いく民間団体・企業主体の取り組みです。

来場者の方へアンケート行っています。
右のQRコードを読み取って、アンケートに
ご協力をお願いいたします。（3月24日締切）
https://questant.jp/q/QE8L44QH

2021 年 4月以降の新今宮サウスパスポートについて
本イベントは大阪市西成区令和 2 年度地域密着型エリアリノベーションビジネス促進
事業の一環として実施してまいりましたが、3 月を持ちまして新今宮フェスティバル
は終了となります。4 月以降もスタンプを押印してもらえる店舗の案内を作成してお
りますので、引き続きお楽しみください。

地域密着型のエリアリノベーションプロジェクトです。このまちで新しく事業を始めたい人と
空き家・空き物件を持っている方とのマッチングに向けて、相談窓口を設置したり、地域
の魅力PRのために新今宮フェスティバルをはじめとした様々な取り組みを行っていきます。

https://shin-imamiya.jp
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インフォメーション（パスポート配布場所）：電光長屋記念館 (南自由軒前 )
受付時間　11：00～19：00

会場：新今宮駅南側エリア店舗



※番号は別途配布しているパスポートの案内パンフレット参照

スタンプラリー

照

インフォメーションでのイベント

20日、21日　篠原一夫  写真展

21日　藤井一  紙芝居口演（12時半頃から随時）

2

20日、21日

【オイルのケア  頭orお顔】
大人の散髪時間。ゆったり寛いでいただきなが
ら 施術いたします

ウーピー理容院
営業時間：8:30～18:30（最終 18時入店）
西成区山王 1-16-15　☎06-6641-6137

6

20日、21日

【焼酎などの無料試飲】
本格的なオーディオ装置でクラシック音楽を
流しております。カラオケはありません。チャー
ジなし。

営業時間：15:00~21:00
西成区山王 1-15-11　☎090-3862-1567

クラシック音楽バー ココルーム

20

20日、21日

【ドリンク一杯目100円引き】
小さい店の為5名様以上の団体はお断りしま
す。

俺の出番
営業時間：10:00~LAST
西成区太子2-2-18　☎090-1963-0456

14 ゲストハウスとカフェと庭ココルーム

【カフェご利用で本間にブックカフェ
の本を一冊プレゼントします】
アートNPO法人が運営するカフェココルームで
す。カラフルな雰囲気の中、ぜひお茶しにきてく
ださい！

営業時間：10:00~20:00
西成区太子2-3-3　☎06-6636-1612

20日、21日

26 西成ジャズ

此処は大阪のニューオリンズ。演奏家も聴衆
もマルハダカ。

＊予約優先。メールにて承ります
nishinarijazz@yahoo.ne.jp

営業時間：
20日 14:00～17:30/18:00～21:00
21日 18:00～21:00
西成区太子 1-4-2 Donna Lee at KAMA PUB

20日、21日

30 Cafe Dining SEVEN

【定食ご注文のお客様に無料でみそ汁
を和牛スジカレールーにチェンジでき
ます。】
日替わり定食や和牛鉄板焼き定食、中トロ入り刺身定
食がお楽しみいただける定食屋です。

営業時間：12:00～13:30
西成区萩之茶屋 2-3-4　☎06-6631-2102

20日

7

【料理注文の方限定・ソフトドリンク　
サービス】
祖父・父・子、大正時代から100年洋食です。

南自由軒
営業時間：12:00~20:00
西成区太子 1-11-5　☎06-6641-0404

20日、21日

12

21日 ,22日

【ワンドリンクサービス】
沖縄そばはもちろん、タコライスも人気で
す！

沖縄そば 令和
営業時間：12:00-21:00
西成区太子 1-13-1　☎06-4394-7499

23

20日

60年以上前から変わらず立ち喰いスタイル
で営業しています。

親子寿し
営業時間 16:00~21:00
西成区萩之茶屋 1-1-8　

11

20日、21日

【しそニンニクをどうぞ】
早い・旨い・とってもジューシー

スタンド八とり
営業時間
土 9:00~20:00 日 8:00~20:00
西成区太子 1-6-10　☎090-9993-8995

16 旬肴　走

【チューハイ、ハイボール一杯半額】
旬の食べ物や、牛ホルモンなど色々あります

営業時間：12:00～21:00
西成区山王 2-11-21　☎080-3835-7926

20日、21日

29

【何か焼き物1品サービス】
鶏と豚がメインの店です。チキン南蛮が一番
人気です。日替わり一品も多数あります。

営業時間：12:00～19:00
西成区萩之茶屋 2-3-2　☎06ｰ6647ｰ2218

宮崎霧島の豚鳥店

20日、21日

4

20日、21日

【当日のお楽しみ！！！】
和柄のカジュアル衣料を多く取り揃えていま
す！

丸亀
営業時間：10:30~18:00
西成区太子1-11-2　☎06-6636-2033

21

20日、21日

創業70年の焼肉屋。「肉」の暖簾が目印！

焼肉 友園
営業時間：16:00-21:00 (LO 20:30) 
西成区太子2-4-14　☎06-6641-4640

18

21日

よりみちニュー喜心
営業時間：12:00-21:00 
西成区天下茶屋北 1-1-26☎090-9703-3221

【オススメ1品サービス】
豊富なお料理メニュー、飲兵衛ママオススメの
日本酒を揃えて皆さまのよりみちお待ちしてま
す！

9

20日、21日

ちとせ
営業時間：12:00-15:30 / 17:00-20:00 
西成区太子 1-11-10　☎06-6631-6002

【パスポート持参でハイボール
　　　　　　　　　　　サービス】
地元の方はもちろん、インバウンドのお客さ
んにも愛されているお好み焼き屋さん。
ちとせ独自の隠し味、ぜひ食べてみてくださ
い。

31

【大人気!!生マッコリを1杯サービス】
韓国釜山出身のおもにの作る韓国料理を是
非食べてみてください。辛い食べ物が苦手で
も大丈夫。

おもに
営業時間 8:30~19:30
西成区萩之茶屋 2-3-15

20日、21日

36 辻田商店菓子屋
営業時間：9:00～19:00 
西成区花園北 2-14-14　☎06-6631-2412

創業約80年。おすすめは上おかきとイカリ豆
です。

20日

ろ

営業時間：6:00～23:00 
西成区山王2-7-9　☎06-6649-1350

日之出湯

【貸しタオル無料、酸素カプセル体験
500円 】
110℃超え富士山溶岩サウナ、水素風呂、生薬
風呂、枇杷蒸し、酸素カプセルと美容と健康の
銭湯です。

20日、21日

は 萬盛湯

【貸タオルと石鹸サービス】
銭湯でひといきリフレッシュ！露天風呂気持
ちいいですよ！

営業時間：6:00-12:30／ 14:3-24:00 
西成区山王 2-14-10　☎06-6641-9272

20日、21日

い

営業時間：6:00～24:00 
西成区山王1-7-6　☎06-6641-6675

和光浴場

【貸タオル、石鹸、シャンプーの用意あ
り！ 】
広 と々した空間、ゆったりくつろいでいただけま
す。

20日、21日

に 入船温泉
営業時間：6:00~23:30 
西成区萩之茶屋 1-6-3　☎06-6641-2681

【貸タオル、豆石鹸をサービス】
西成あいりん地区では、飲みや遊びに行く前
に　銭湯でひとっ風呂浴びていくのが通のや
り方です。知らんけど、、

20日、21日

ほ

【貸しタオルサービス 】
昔ながらの雰囲気の銭湯です！

営業時間：6:00~23:30 
萩之茶屋2-8-2　☎06-6641-7753

末盛湯

20日、21日

A

【SNSのフォローと投稿で宿泊代100
円引き‼（予約サイト経由は除く） 】
駅前徒歩30秒！アメニティ、WiFi無料完備。女
性も安心レディースフロア完備♪大浴場、個室
シャワーもあります。

営業時間：8:00~22:00
西成区太子1-2-23　☎06-6631-0802

ホテル太洋

20日、21日

B ホテル東洋

【SNSのフォローと投稿でホテル東洋
のステッカープレゼント！！】
世界中の旅人が集まるアットホームなホテル。館内の
壁には海外からのゲストのイラストやメッセージが書
かれています。共有キッチンもあり長期滞在にも向い
てます。皆さんのお越しをお待ちしております。

営業時間： 8:00~22:00
西成区太子1-3-5　☎06-6649-6348

20日、21日

32

甘党・喫茶のお店です。セットでご注文の方
は、コーヒー・抹茶が100円引きです。

ハマヤ（甘味）
営業時間：12:00~18:00
西成区萩之茶屋 2-11-22 ☎06-6641-3948

20日

E

【コーヒー(HOT&ICE) 1杯 100円】
DOYANEN HOTELS BAKUROは3月で1周
年を迎えました。引き続きありそうでなかった
ホテルとしてご愛顧いただけるように励みま
す。

DOYANEN HOTELS BAKURO
営業時間：10:00~18:00 (17:30LO)
西成区萩之茶屋 2-8-12　☎080-3862-8960

現在、カフェはイベント営業のみ

20日、21日

35

【どて焼き1本サービス 】
朝から、飲めますょ～

営業時間：8:00～20:00（LO 19:30) 
花園北 2-13-3　☎090ｰ9884ｰ8228

大衆酒場あーる＆あーる

20日、21日

34

【当日のお楽しみ！！ 】
創業43年、元は寿司屋でしたが、現在は定食屋
として営業。人気はオムライス（700円）とおま
かせ定食（800円）。単品の注文もOK!

営業時間：11:30~14:00/17:30~21:00 
西成区花園北2-12-3　☎06-6647-6928

晴月

21日

22

20日、21日

【栄養ドリンクプレゼント】
創業42年。生もの、おでん、てんぷらがおすすめ
です！

富久屋
営業時間：16:00~21:00
西成区天下茶屋北 1-3-24　☎06-6649-7774

19

20日、21日

【お一つ以上お買い上げでノベルティ
グッズをプレゼント】
サトちゃんが目印のお薬屋さんです。お気軽
にお立ち寄りくださいね。

トキワドラッグ
営業時間：10:00～19:00
西成区天下茶屋北 1-5-8 　☎06-6631-1595

20日

17

【100円でコロナビール1本or酒粕お
持ち帰り】
酒屋さんで角打ちやってます。

営業時間：15:00~21:00(LO20:30)
西成区山王 2-8-13　☎06-6641-8622

ナカジマ酒店

5

20日、21日

動物園前もつ鍋屋
営業時間：13:00～15:30/17:30～21:00
西成区太子 1-11-5　☎06-6631-6491

【ファーストドリンク100円引】
もつ鍋専門で８年目です、よろしく。

10

20日

らいらいけん
営業時間：11:30-14:30/17:00-20:00 
西成区太子 1-12-15　☎06-6631-8364

【ドリンク注文の方に小鉢一品サービ
ス】
アットホームな雰囲気の定食屋さんです。
日替わり定食で、毎日通っても栄養バランス
◎

営業時間：10:00～19:00
西成区萩之茶屋2-2-8　☎06-6644-7676

酒のトミーズ

【クラフトビール購入時1杯目おつまみ1
個プレゼント】
萩野茶屋本通商店街にある酒屋です。飲食
店への配達、お祝い配達等いつでも承りま
す。地酒の無料試飲も出来ます。

20日

27

28

【コロナ300円】
日本一ディープな場所のカレーライス専門店

営業時間：11:30～15:30
西成区萩之茶屋2-2-10　☎06-6641-9021

薬味堂

21日

20日、21日

C ビジネスホテル加賀
営業時間：24 時間対応 
西成区萩之茶屋 1-12-21　☎06-6632-4716

【ガラガラ抽選による割引】
通常料金より、お安く宿泊出来ます。今月末
までロビーに雛壇を飾ってますので撮影だけ
でも足を運んでいただけたら幸いです。

D

【ビジネスホテル福助のネーム入り
ボールペンの進呈 】
和室シングル1,600円～の格安料金！！
無線LANの使用も無料でしかも清潔・安心の
ハイクオリティー（禁煙室あり）
長期滞在ならさらにお得な料金で宿泊可能！！

営業時間：10:00~18:00
西成区萩之茶屋1-13-26　☎06-6631-0650

ビジネスホテル福助

20日、21日


