
なんばウォーク平日営業時間変更および土日営業店舗 ※6/14現在

※営業時間に土日の記載がないものは平日のみ営業です。（10：00～20：00）

※今後の社会情勢を踏まえ、予告なく変更および臨時休業等を行う場合があります。

※飲食店舗での酒類の提供は行いません。ラストオーダーについては各店舗にお問い合わせください。

エリア 店名 業種 営業時間

一番街 ITALIAN TOMATO Cafe Jr． カフェ

一番街 阪神ドラッグストア 薬・化粧品
平日（10：00～21：00）

土日営業（10：00～21：00）
一番街 英国屋WEST カフェ・軽食

一番街 ミルキーウェイ お好み焼

一番街 蓬莱 中華 土日営業（10：00～20：00）

一番街 膳や ごはん処

一番街 四国 西店 うどん

一番街 さらしな廣田屋 そば・うどん

一番街 中央軒西店 長崎ちゃんぽん・皿うどん

一番街 家族亭 そば・うどん 土日営業（11：00～19：00）

一番街 ALKO シューズ

一番街 ＴｈｅＭａｌｉｎｇ レディースシューズ

一番街 カフェクレバー カフェ

一番街 モロゾフ 洋菓子
土日営業（10：00～20：00）

※6/6・13は19：00閉店予定

一番街 おきな昆布 昆布
土日営業（10：00～20：00）

※6/5・6のみ
一番街 クックハウス　西店 ベーカリーカフェ

一番街 浪芳庵 和菓子

一番街 あみだ池大黒 粟おこし

一番街 ビアーズテーブルケラケラ ビアレストラン 平日（10：00～18：00）

一番街 江戸川 うなぎ・天ぷら

一番街 エリカ カフェ

一番街 ピッコロ カレー

一番街 うどん王 うどん

一番街 ETIENNE レディース

一番街 チケット７プレイガイド ディスカウントチケット

一番街 グーテ ベーカリーカフェ 土日営業（8：00～19：00）

一番街 先斗入ル 京風スパゲッティ

一番街 卵と私 卵料理

一番街 ブックファースト 書籍

一番街 保険ほっとライン インフォメーション・保険ショップ 平日（10：00～19：00）

一番街 BRAND REVALUE ブランド買取専門店

一番街 ディッパーダン クレープ 土日営業（10：00～20：00）

一番街 善之助 和食

一番街 ｎｅｗ　ＫＯＢＥ しゃぶしゃぶ

一番街 リフレッシュハンズ西店 リラクゼーション

一番街 Lois CRAYON レディース

一番街 あげたての味　天亭 天丼

一番街 ランチと肉汁とお酒ハンバール 洋食バル

一番街 cook deli 御膳 惣菜・弁当
平日（10：00～21：00）

土日営業（10：00～21：00）
一番街 金沢治与門窯スッポン堂(1番街) 健康食品 土日営業（10：00～20：00）

一番街 千鳥屋宗家 和菓子

一番街 ビアードパパスイーツ シュークリーム

一番街 まるしげ　１番街 菓子 土日営業（10：00～20：00）

一番街 モンロワール チョコレート 土日営業（10：00～19：00）

一番街 フラワーショップ花次郎 生花

一番街 アントステラ 洋菓子

一番街 占いの館キセキ 占い

一番街 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

一番街 Honey's d.store レディース

一番街 ピーチジャム バッグ

一番街 Jn nail ネイルサロン

一番街 牡蠣とワイン立ち喰い すしまる 寿司

一番街 ARROW TREE 洋菓子・果物 土日営業（11：00～19：00）

一番街 Qtto クイックエステサロン

一番街 ＆藍 カジュアル和雑貨

一番街 LUPIS アクセサリー

一番街 台湾甜商店 台湾スイーツ

一番街 麺やマルショウ なんばウォーク ラーメン・台湾まぜそば

一番街 ローマ軒de肉食堂 焼きスパゲッティ・肉丼

一番街 KASHIYAMA オーダースーツ

一番街 日乃屋カレー カレー



一番街 大起水産街のみなと テイクアウト寿司・惣菜 土日営業（10：00～20：00）

一番街 横浜中華 華星 中華点心・惣菜 土日営業（10：00～20：00）

二番街 サンマルコ カレー

二番街 夢ぎゃらりぃハトキン 駄菓子

二番街 mew's レディース

二番街 心斎橋ミツヤ カフェ・レストラン

二番街 ブレーク カフェ

二番街 コクミン 薬・化粧品 土日営業（10：00～21：00）

二番街 マサキ バッグ・袋物

二番街 スギムラ 化粧品

二番街 リーガルシューズ シューズ・バッグ

二番街 フクヤ アクセサリー・小物雑貨

二番街 ｴﾒﾌｨｰﾙ by BelleMode インナーウェア

二番街 attagirl レディースシューズ

二番街 夢ステーション（中店） 案内所・宝くじ

二番街 自衛隊 サービス・ATM・その他

二番街 ＭＩＸ－Ｏ レディース

二番街 古潭老麺 ラーメン

二番街 クイックマン シューズ修理・合鍵

二番街 Ｌａｔｔｉｃｅ ファッション雑貨

二番街 grove レディース

二番街 Edge line レディース

二番街 ストーンマーケット 雑貨

二番街 フォンテーヌ（東店） ファッションウィッグ

二番街 ＣＨＥＬＳＥＡ インナーウェア

二番街 ＤＯＳＣＨ レディース

二番街 ＨＩＲＡＭＥＫＩ 革小物・バッグ

二番街 OZZ paradise メンズ

二番街 ユニクロ カジュアルウェア

二番街 ＣＡＦＥ英國屋 カフェ

二番街 アシックスウォーキング シューズ

二番街 ジュエリーツツミ 宝飾品

二番街 Mister Donut to go ドーナツ 土日営業（10：00～20：00）

二番街 Green　Parks　Sara レディース

二番街 AMERICAN HOLIC レディース

二番街 マウア 輸入民衣料・雑貨

二番街 オンデーズ 眼鏡

二番街 ｆｉｔｆｉｔ レディースシューズ

二番街 DoCLASSE レディース

二番街 ショップイン コスメ・雑貨 土日営業（10：00～20：00）

二番街 ポーラザビューティ エステ・化粧品

二番街 LEUN カジュアル和雑貨

二番街 B.L.U.E レディース

二番街 わちふぃーるど 布革・雑貨

二番街 clover leaf レディースシューズ

二番街 B-Three ストレッチパンツ

二番街 Bleu Bleuet 生活・ファッション雑貨 土日営業（10：00～20：00）

二番街 Travelex 外貨両替・国際送金

二番街 Atelier Gute 食パン・フレンチトースト 土日営業（10：00～19：00）

二番街 帽子屋Flava 帽子

二番街 ビジネスレザーファクトリー 革小物・文具

二番街 SPC シューズ

二番街 MUJI.com 生活雑貨

二番街 ＩＴＳ’ＤＥＭＯ ファッション雑貨 土日営業（10：00～20：00）

二番街 モスバーガー ハンバーガー

二番街 Timberland シューズ・ファッション・雑貨

二番街 cocochi select by GUNZE インナーウェア・レッグウェア

二番街 MACCHA HOUSE 抹茶館 カフェ

二番街 Second Base by Flava 帽子

二番街 Risa Magli インナーウェア

二番街 illusie300 生活雑貨

二番街 intimissimi インナーウェア

二番街 スマホ修理工房 スマホ修理

二番街 Discoat petit レディース

二番街 セヴィンチエイト 地中海・トルコ雑貨

二番街 CRUSH メンズ・レディース

二番街 dinos OUTLET by Sakura Folks レディース

二番街 千鳥屋宗家 和菓子

二番街 ICHIBANYA FRUITS CAFE フルーツサンド

二番街 MASK CLUB マスク専門店



二番街 #CHIKAMISE@NAMBAWALK ポップアップショップ
土日営業（10：00～20：00）

※6/5・6・12・13のみ
三番街 占いのフォレストランプ 占い

三番街 ミズノ スポーツ用品

三番街 Shoe　Gallery メンズシューズ

三番街 食道園 焼肉

三番街 桂や かつら・美容雑貨

三番街 au Style 携帯電話

三番街 活 串カツ

三番街 珉珉 中華

三番街 サッチャン レディース

三番街 喫茶館英国屋 カフェ

三番街 横濱牛鍋善 横浜牛鍋

三番街 古潭 ラーメン

三番街 正起屋 やきとり

三番街 四国 東店 うどん

三番街 甘党まえだ 和風カフェ

三番街 夢ステーション（東店） 案内所・宝くじ

三番街 理容清水 理容 土日営業（10：00～19：30）

三番街 まるしげ　３番街 菓子 土日営業（10：00～20：00）

三番街 SINACOVA メンズ

三番街 タカキュー メンズ・スーツ

三番街 クックハウス　東店 ベーカリーカフェ

三番街 どんぐり共和国 キャラクター雑貨

三番街 チケットスーパー ディスカウントチケット

三番街 Honeys レディース

三番街 FOXY LASH -the beauty- トータルビューティーサロン 土日営業（10：00～20：00）

三番街 膳や ごはん処

三番街 FamilyMart コンビニエンスストア 土日営業（7：00～20：00）

三番街 ドコモショップなんばウォーク店 携帯電話

三番街 ＣＯＰＯ レッグウェア

三番街 サンマルクカフェ ベーカリーカフェ

三番街 ＬＩＢＲＯ 書籍

三番街 マザーガーデン 生活雑貨

三番街 リフレッシュハンズ東店 リラクゼーション

三番街 SUPURE レディース

三番街 おしゃれ館Ａｎｎ レディース

三番街 中央軒東店 長崎ちゃんぽん・皿うどん

三番街 リフレッシュ工房オズ リラクゼーション

三番街 BRICK　HOUSEシャツ工房 シャツ

三番街 ソフトバンクなんばウォーク 携帯電話

三番街 ママのリフォーム 服のリフォーム・靴修理

三番街 Raffine リラクゼーション

三番街 コンタクトのアイシティ コンタクトレンズ 土日営業（10：00～19：00）

三番街 大阪トンテキ トンテキ

三番街 冨士屋 麺類

三番街 保険見直し本舗 保険ショップ 土日営業（10：00～20：00）

三番街 スマートフォンケースストア スマートフォンアクセサリー

三番街 あい鍼灸院・接骨院 鍼灸接骨院 土日営業（10：00～21：00）

三番街 上等カレー カレー

三番街 トータル・ウォッチ・リペア 腕時計修理

三番街 カーニバル バラエティ雑貨

三番街 大起水産回転寿司・街のみなと 回転寿司・海鮮惣菜 土日営業（11：00～20：00）

三番街 天麩羅えびのや 天ぷら

三番街 Aria リユースショップ

三番街 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ なんばｳｫｰｸ店 コーヒーストア 土日営業（7：00～20：00）

三番街 極みｽｰﾌﾟとごはん処呑み処さくら 極みスープとごはん処

三番街 ファイテンショップ 健康グッズ

三番街 会津屋 たこ焼き

三番街 T.G.C. 眼鏡

三番街 DAISO バラエティ雑貨

三番街 ドクターストレッチ ストレッチ専門 土日営業（10：00～21：00）

三番街 しゃぶしゃぶ new KOBE しゃぶしゃぶ

三番街 しみずクリニック
乳腺外科・内科・眼科

土営業（10：00～19：00）

※6/5・12・19のみ



三番街 コクミン（3番街） 薬・化粧品 土日営業（10：00～21：00）

三番街 楽天モバイル 携帯電話

三番街 Vape studio 電子タバコ専門店

三番街 gloストア 加熱式たばこ

三番街 そば処 晋 そば

三番街 ネル 喫茶店

休業店舗
エリア 店名 業種 営業時間

一番街 大ざわ 酒房 当面の間休業

一番街 KIEFEL COFFEE 1963 コーヒーストア 当面の間休業

一番街 タイムズカーシェア無人入会受付 カーシェアリング 当面の間休業

三番街 赤のれん 酒房 当面の間休業

三番街 初かすみ 酒房 当面の間休業

三番街 KIEFEL COFFEE カフェ 当面の間休業

三番街 ３番街赤垣屋 酒房 当面の間休業

三番街 立呑み処七津屋 立ち呑み酒房 当面の間休業

三番街 京の串揚げ 祗園囃子 酒房・串揚げ 当面の間休業

三番街 おか長 酒房 当面の間休業

一番街 ヨネヤ 串カツ 当面の間休業


