
 天満橋・八軒家浜に春がきた!! 

天満橋のランドマークビル OMM
グルメ＆ショッピングスポットOMMでは、
沢山の店舗が皆様をお出迎え！

天満橋駅直結のグルメスポット！ パナンテ京阪天満橋
お一人でも、グループでも、気軽に立ち寄れる、
「大人のセレクトダイニング」。

開催場所

天満橋・八軒家浜周辺

主催：特定非営利活動法人 大阪水上安全協会
共催：大阪シティクルーズ推進協議会、天満橋・八軒家浜の活性化に関する連携会議、株式会社はちけんや

後援：水と光のまちづくり推進会議、北浜東振興町会 ／ 協力：京阪ホールディングス株式会社
企画・運営：「八軒家浜」水辺の賑わい創出事業事務局

開催期間

2022年 4月1日［金］～10日［日］

天満橋・八軒家浜エリアは、グルメもショッピングも充実♪

地下１階では、10店舗を超えるショッピ
ング・サービス店が、地下２階では20
店舗を超える飲食店が皆様をお出迎
え。20階東天紅では、まるでジオラマ
のような桜の景色を見渡すことができ
るお席がございます。
ぜひ、お立ち寄りください！
飲食店舗営業時間は店舗により異なり
ます。詳しくはHPをご覧ください。

天満橋のお買い物スポット 京阪シティモール
春の「さくら咲く咲くまつり」を開催！
NEW OPENのお店も登場、ぜひお立ち寄りください！
4月17日㈰までの期間中、旬な食材を用い
た春グルメの登場や「春くうポン」をLINE
配信。4月2日㈯～3日㈰は、「ハイパー縁側
@天満橋」登壇者が集結する物販や体験
型イベントなど、お楽しみイベントが盛りだ
くさん。さらにこの春、MiSUGI / SK-Ⅱ、
@cosme STORE / MiSUGI、ベルファム、ブ
ティックシンキ、天満橋カフェ、ハロー!パソ
コン教室が順次オープン！詳細はWebで。

京阪天満橋駅の改札前にあるグルメ＆
ショップ。大川を眺めながらお食事がで
きるイタリアンや世界中で愛されるハン
バーガーショップ、うどん、ラーメン、
中華、和食などなど。作り立てのお弁当
やパンは、テイクアウトでご利用いただ
けます。味とコスパにこだわったお店が
多く、昼も夜も、いつでも気軽に立ち寄
れるのが魅力です。

現代の旅籠をコンセプトにしたホテル ホテル京阪 天満橋駅前
2022年４月３日日堂々オープン!!
天満橋エリアで２店舗目の
ホテル京阪が誕生。
2022年4月3日（日）、京阪天満橋駅前
に開業する「ホテル京阪天満橋駅
前」。館内は伝統的な情緒を感じられる
モダンな和空間の中、ゆったり寛げるよ
うなデザインになっています。
１Fにはレストランも併設予定で、お食
事のみの利用も可能です。

一つ一つのお料理を丁寧に、素材を活
かして全て手作りにこだわっています。
看板メニューの上州牛のシャトーブリア
ンと自家製生パスタをご賞味ください。
　 11:30～14:00　 17:00～24:00
　 06-6943-8686　定休日：日曜日
川の駅はちけんやから徒歩約２分

ブルーキッチン＆ボトルズ
八軒家浜直結！ 最高の食材を
カジュアルに楽しめる本格ビストロ。

昭和26年創業の丸善ボタン株式会社が
運営するギャラリー。アクセサリーやきも
の、ハンドメイド作品の展示・販売会な
どを開催。4/8㈮～11㈪は、和装＆小物
の展示会「春の音色展」を開催。
　 11:00～18:00　 06-6942-2261
川の駅はちけんやから徒歩約５分

マルゼンボタンギャラリー
呉服店こころや主催
「春の音色展」を開催。

店内で緑茶やほうじ茶の茶葉を挽く「挽
きたて茶」を使ったオリジナルドリンクや
デザートが豊富に揃う日本茶カフェ。東
海や西日本の作家から集めた焼き物の中
から好きな器をチョイスできるのも魅力。
　 13:00～18:00　 06-6755-4789
川の駅はちけんやから徒歩約12分

一番人気のアンジュロールをはじめ、季
節のケーキは、併設のカフェで寛ぎなが
らお好きな飲み物とご一緒にどうぞ。
TakeOutもOKです。サンドイッチやパス
タメニューも充実。定休日：日曜日・祝日
　 8:00～19:00　 06-6944-0147
川の駅はちけんやから徒歩約５分

日本一長い商店街「天神橋筋商店街」にある
「日本のお茶と焼き物」に触れるカフェ。

CAFE 大阪茶会

サロン・ド・ガトー・アンジュ
天満橋から徒歩５分。
甘い香り漂う洋菓子とカフェのお店。



❶大川さくらクルーズ
●日時 期間中毎日　10:00～19:00
●場所 八軒家浜船着場　●所要時間　約25分
●料金 大人：1,200円
 小学生：大人１名につき小学生１名まで無料
 （※小学生２名以上の場合、600円／人が必要）

桜・船・水辺の三拍子そろう、天満橋・八軒家浜では、今年も「はちけんやお花見フェスタ」を開催！
期間中はアクティビティやマルシェなど、イベントが盛りだくさん。桜を見ながら、水辺で遊ぼう！

 2022年 4月 1日［金］～10日［日］

『オトナも コドモも どなたでも 』をコンセプトに、人とモノ
の間をツクリつづけています。例えるなら縁側のようなコ
ミュニケーションの場を創りつづけています。
■お問合せ：float011@gmail.com   
■ Instagram：＠float011
■ facebook：＠float11110
※出店者情報はHPをご覧ください。

大川沿いの桜を水上から眺める期間限定クルーズ

❾8サンキッチン
●日時 期間中の土日
 11:00～17:00
●場所 八軒家浜 大階段付近
八軒家浜直結のビストロ「ブルーキッチン&
ボトルズ」の食事を堪能できる水辺のテラ
ス席が登場！もちもち食感の自家製生パス
タや国産牛フィレ肉のステーキグリルなどお
店渾身のランチをご賞味ください。

❽八軒家いろどりストリート
floatプロデュース

（10～30分間隔で出航）

はちけんやお花見フェスタ 検索

ひまわり桜スペシャルクルーズ
優雅なクルーズ船「ひまわり」に乗って、
約40分間のお花見クルーズを♪ 

お問合せ：「八軒家浜」水辺の賑わい創出事業事務局　　Mail：info@8ken-ya.osaka（お問合せ内容を記録するため、メールでのお問合せのみ受付けています。）

いつもとは違う目線で水都大阪ならではのお花見を
楽しめます。ご予約は承っておりませんので、乗船
日当日乗場までお越しください。

川の上に浮かべた丸形ボートの上で「水上お花見ピク
ニック」をお楽しみいただけます。数量限定でお抹茶
が楽しめる野点セットもご用意。相乗りなしのプライ
ベートな空間なので安心です。
野点セット500円（税込550円） /名 

❷サップボートで春の水上茶会
●日時 期間中毎日
 11:00～16:00
●場所 八軒家浜雁木
●料金 45分 大人： 2,750円
  小人： 1,650円

（4/5は除く）

予約優先
キャッシュレス
決済のみ

ポールを使ったウォーキング「ノルディック・ウォーク」の体
験会を開催。川沿いの桜を眺めながら、気持ちよく全身運動が
できます。【予約・お問合せ】
TEL 06-6232-8648 全日本ノルディック・ウォーク連盟

❸ノルディック・ウォーク体験会
●日時 期間中毎日（4/3は除く）
　 10:00～17:00
●場所 川の駅はちけんや（受付）
●料金 1,500円～※体験時間により異なる

恒例の八軒家浜市に併せて開催するノルディック・ウォーク
イベント。大阪城や川沿いの桜を眺めながら歩いたあとは、浜
市特製のお寿司をご堪能ください。

❹浜市×ノルディック・ウォーク
●日時 ４月３日【日】　10:00～13:00
●場所 川の駅はちけんや テラス（受付）
●料金 大人　1,500円（お寿司セット付）
 小学生以下無料
 ※レンタルポールは別途500円必要

予約制

毎週水曜日
やってま～す

❻はちけんや体操
●日時 期間中の水曜日
 8:00～9:00
●場所 八軒家浜 大階段下
●料金 無料
ラジオ体操ならぬ八軒家体操を開催。
八軒家浜にちなんださまざまな動きを
取り入れたオリジナルの体操は、とっ
てもユニーク。軽快なリズムに乗って
朝活を楽しもう。

開放的な水辺で行うヨガ教室。目の前
に広がる桜並木を眺めながら、こころ
も身体もリフレッシュできるヨガタイ
ムをお楽しみください。【予約優先】

❺リバーサイドヨガ in はちけんや
●日時 期間中の日曜日
 8:00～9:00
●場所 川の駅はちけんやB１F（4/3）
 川の駅はちけんやテラス（4/10）
●料金 1,000円

すべてのプログラムは、天候や潮位、河川状況及
び新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
予告なく中止・変更する場合があります。

毎月第一日曜日の
恒例激安市❼天下の台所・八軒家浜市

お寿司や野菜など、新鮮な品々がところ狭しと並ぶ
浜市。マグロの解体ショーは圧巻のパフォーマンス！

●日時 4月3日【日】　10:00～14:00
 ※なくなり次第終了 
●場所 天下の台所大起水産
 八軒家浜まぐろスタジアム

予約
優先制

はちけんやお花見フェスタでは、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に
努めながら営業しています。

安心・安全
の取り組み

皆様方へ
ご協力の
お願い

アルコール設置 定期的な換気 清掃や消毒 体調管理 マスクの着用 正しい手洗い

期間▶３月27日㈰～４月10日㈰
時間▶10：00～16：40の間、50分間隔で出航（所要時間：約40分）
乗り場▶八軒家浜船着場　料金▶大人 2,000円
WEB予約をご利用ください。※詳しくは「大阪水上バス」検索
お問合せ：06-6942-6699（10:00～16:00）

OSAKA SKY VISTA
川の駅はちけんやで降車できる、
大阪の名所巡る屋根のない観光バス。

日本水陸観光 大阪ダックツアー
水陸両用車でしか味わえないお花見！！
スプラッシュインでワクワク体験しませんか？
期間▶3月26日㈯～4月10日㈰
時間▶9：15～16：45
乗り場▶川の駅はちけんや　料金▶大人 3,300円
※詳しくは「大阪ダックツアー」検索
お問合せ：06-6941-0008（9：30～18：00）

天満橋・八軒家浜に春がきた!! 

「はちけんやでお花見しましょ。」
を合言葉に、グルメ、雑貨など、水
辺にいろどりを与えるマルシェが
期間限定オープン！  4/8㈮～10㈰
は紙芝居もあるよ♪オススメは「生本まぐろ寿司御膳」（1,650円）。

本まぐろの希少部位（数に限りがございます）や、
季節ならではのお料理をお楽しみください。
　11：00～22：00　　06-6910-0150
※八軒家浜市開催時は、営業時間が変わります。

大川沿いの桜を楽しめるオープンテラスも。
YUP!  NOP!  RIVERSIDE  DINER

「にぎわいをつくる」をコンセプトにした、
ヘルシー＆カジュアルなオーストラリアン
ダイナー。八軒家浜に広がる水都大阪の
景色と共にお食事をお楽しみください。
　 11：00~18：00（火曜日定休）
　06-6949-5775

●日時 期間中の金土日
 10:00～17:00
●場所 八軒家浜遊歩道

期間▶期間中毎日
時間・乗り場▶ 11：40 ＪＲ大阪駅［乗車］
  12：15頃  川の駅はちけんや［降車］
その他、なんばルート、JR大阪駅に戻るコースも有り
料金▶大人・小人（４歳以上） 一律 1,000円
お問合せ：0570-00-2424（10:00～19:00）

春の臨時便
約60分

お花見フェスタと一緒に楽しもう！

デッキからの
眺めは格別！
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WEBチケットはこちら

ご予約はこちらから！

（はちさんきっちん）

眺めの良いお席でゆっくりお食事を。
天下の台所 大起水産八軒家浜まぐろスタジアム
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