
「大阪名所 じっくりMAP」 高さ約7.6m、立派な五代がお出迎え
❾大阪取引所 
中央区北浜1-8-16　

五代は、「商社合力」という考え方を唱え、多くの事業を展
開。 明治11年(1878)には、発起人の一人となって大阪
株式取引所（現・大阪取引所）を設立。 北浜の大阪取引所
の前には、未来を見つめるかのような五代の
銅像が建てられている。 土佐堀通を挟んで
すぐ近くには、料亭「花外楼」が現役で健在。 
ここは、五代が仲介役となり、大久保利通、
板垣退助、木戸孝允らが集い、明治政治の
分岐点となった「大阪会議」の舞台である。

大阪の企業家精神を学ぶ
11大阪企業家ミュージアム 
大阪市中央区本町1-4-5　大阪産業創造館B1F　
☎06-4964-7601　10:00～17:00（水曜～20:00　
最終入館は共に30分前）日・月曜・祝日・年末年始・お盆休

五代をはじめ、松下幸之助、安藤百福、江崎利一な
ど、大阪を舞台に活躍した105人の企業家たちの事
績を、「近代産業都市大阪の誕生」「大衆社会の形
成」「豊かな時代の形成」の3つのブロックに分けて
知ることができる。 社史や伝記など約9,000冊をそ
ろえるライブラリーやデジタルアーカイブも設置。 五

代友厚特設コーナーでは、人物
ヒストリーの紹介に加え、五代
に関する貴重な史料も展示。広岡浅子が創業に関わった

❸大同生命大阪本社ビル2階
　メモリアルホール 
西区江戸堀1-2-1　☎06-6447-6263　火～金／10：00～
17：00（入館は閉館の30分前まで） 土・日・祝日・年末年始休　
※月曜（祝日除く）は同社解説員による特別展示のガイドツ
アーを実施（要事前予約）

大同生命創業者のひとりであ
り、朝ドラ『あさが来た』のヒロ
インのモデルにもなった広岡浅
子。 同時代を生き、ドラマでは
彼女の事業を手助けした五代
が住んでいた邸宅は、ここから
目と鼻の先。 ヴォーリズ建築事
務所による意匠も素晴らしい本
社ビルの2階にあるメモリアルホールでは、特別展示
「大同生命の源流“加島屋と広岡浅子”」を平成30年
（2018）3月30日(金)まで開催中。

行列もできる人気のパン屋
10まん福ベーカリー 
中央区北浜東5-1　☎06-6944-4488　
10:00～22:00　月曜・第３火曜休

オーナーの福﨑一裕さんは、18歳からパン一筋26
年。閉店時間を過ぎても、予約客があれば0時頃まで
店を開ける情熱の持ち主だ。 70～80種類あるパン
は具材もすべて手作りで、「家の味ですね」と福﨑さ
ん。 店名通り、がっつり系のパンが多く、コロッケサン
ド（172円）は、ジャガイモたっぷりのほくほくコロッケ
にカレー風味の炒めたキャ
ベツが絡み合って、甘く、ほ
んのり辛く、酸っぱさが重な
り、たまらない旨さ。

創設、そして初代会頭に
12大阪商工会議所 
中央区本町橋2-8　

明治11年(1878)、五代は政商である中野悟一、藤
田伝三郎、広瀬宰平らと協議し、大阪商工会議所を
設立し、初代会頭となる。 会議所での活動を通じて
自らの資金や情報を社会に還元し、大阪の繁栄に力
を尽くした。 商工会議所の南隣の若宮商工稲荷神
社は、五代が大阪の商工業発展を祈念して奉祀。 そ
こに向かう石段の下には、五代をはじめ、第７代会
頭・土居通夫、第10代会頭・稲畑勝太郎と、大阪の
近代化に貢献した3人の銅像が並ぶ。

※年末年始のお休みは各店舗にお問い合わせください。  ※料金はすべて税込みとなります。

昭和34年創業の純喫茶
❼リスボン珈琲店 
中央区道修町3-2-1　☎06-6231-1167　
7:30～17:00　土・日・祝日・年末年始休

背もたれに描かれた
鷲の絵と「LISBON」
の文字が印象的な
椅子は、すべて特注。
「昔は、みんな背が
低かったからねえ
…」と店主の西口知
子さんが言う通り、
かなり座面が低い椅子に座ると、不思議に落ち着き、ゆっ
くりとコーヒーを楽しめる。 半世紀以上この地に佇む、ビ
ル街のオアシス的空間として、これからも長く続けてほし
い店だ。 ブレンド珈琲350円、ハムエッグトースト350円。

会社帰りの一杯は
餃子とビールで間違いなし
❻上海楼淀屋橋店 
中央区北浜3-5-19ホワイトビルB1F　
☎06-6222-1113　11:00～22:00　日・祝日・年末年始休

道修町に本店を構える上海楼の支店。 京阪淀屋橋駅か
ら徒歩数分という立地もあり、こぢんまりした店内は開店
と同時に満席に。 行列ができることもあるが、回転がはや
いのでご安心を。 ランチの人気はボリューム満点の日替

わり定食（750円）。 お
弁当もあり、近隣なら
配達もOK。夜は餃子
（6個350円）をつまみ
ながらのビールを。 仕
事帰りのサク飲みには
もってこいのお店。

〈第12回〉 五代友厚の足跡を巡る

―中央区～西区―

五代が信仰していた街の神社
❶御霊神社 
中央区淡路町4-4-3　☎06-6231-5041　拝観自由

「曽祖父が、五代さん
とはずいぶん仲よう
させてもらってたみ
たいです」と、現宮司
の園文夫さんが言う
ように、友厚が足繁
く足を運んだ社。 縁

結びの神様を祀るが、男女間というよりも会社と商売
の良縁を願い、北船場が華やかりし頃から、大阪の商
人たちの参拝が跡をたたない。 「ごりょうさん」の名で
呼ばれ親しまれており、文楽、落語、ライブなど、様 な々
イベントも随時開催。

この場所に五代邸があった！
❷大阪科学技術館 
西区靱本町1-8-4　☎06-6441-0915　
10:00～17:00（日・祝は～16:30）　
無休（年末年始休・臨時休館あり）入館無料

明治4年(1871)から10
年以上、五代は当時の
西区靱北通1丁目に邸
宅を構えた。 その跡地に
建設されたのが大阪科
学技術館だ。自転車に乗
りながらエネルギーの仕
組みを知ることができたり、国際宇宙ステーション計画
をシミュレーションしたり…、科学を学び楽しむコー
ナーを展開。 ゆかりの地として、五代友厚コーナーも
設置（～1/10は一時休止）。 「五代さんちの瓦を持っ
てるよ」と、ご近所から借用している屋敷の瓦も展示。

大阪に息づくアイスもなか
❽ゼー六 
中央区道修町2-5-9 イトヨシビル1F　☎06-6201-3706　
7:30～18:30（アイスもなかのテイクアウトは9:00～）　
日・祝日・年末年始休（10月～6月は土・日・祝休）家族3人で守る昭和の味

❺ビクトリー
西区江戸堀1-23-31　☎06-6441-4147　
9:00～17:00（土曜～16:00） 日・祝日・年末年始休

昭和3年(1928)より、江戸堀で旨いコーヒーとサンドイッ
チが人気のお店。 今も2代目のご主人・足達泰司さんと奥
様の邦子さん、娘の有紀子さんでその味を継承している。 
名物のカトルフィッシュサンド（コーヒー付で720円）は、イ
カのフライと、玉子をトーストでサンド。 分厚いながらやわ
らかく噛み切りやすいイカと、玉子に絡まるタルタルソース
の相性は抜群! 作り置きをせず、注文ごとにイカを揚げて、
丁寧に作るおいしさに、きっと驚くはず。

暮らす人のことを考えた家具
❹飛行船スタイルショップ
西区京町堀1-12-8　☎06-6441-3402  
11:30～20:00　日曜・年末年始休

ショップの他にギャラリーや食堂もあり、建築、家具な
どをトータルでデザインする会社。 ものづくりの根源
は、“一人一人に合った、身近なところから始める暮ら
し”という考え方で、ショップには、鞍にまたがって座り、

振り子のように動く「らくら
スツール」などユニークな
オリジナル家具が並ぶ。 家
具の端材で“かお”をつくる
ワークショップ、子どもが描
いた絵をランチョンマット
にデザインするサービスな
ども好評だ。

大阪企業家
ミュージアムには
五代の胸像がある

混迷する大阪経済の立て直しに、
緊急の会議（大阪会議）が
行われた場所。五代は大久保の
ブレーンとして裏方を務めた

五代は大阪で４度
引っ越しをしているが、
最後に居を定めたのが
現在の日本銀行がある場所

光世証券入口には
椅子に座っている若き日の
五代が。かなりイケメン！

五代邸の屋根瓦

コロッケサンド

鉄橋に架け替えられた高麗橋

広岡浅子

明治時代の花外楼

明治3年（1870)に大阪初の
鉄橋に架け替えられたが、
この時の鉄の輸入に
尽力したのが五代だった

界隈ビジネスマンのおやつ、観光客のおみやげとして愛さ

れているアイスもなか。 大正2年(1913)創業で、廣瀬徳一

氏が、「当時、贅沢品だったアイスクリームを庶民にも食べ

て欲しい」という願いから生まれた大阪らしい味だ。 今でも

一つ一つ手作りし、しっとりしたアイスとサクサクの皮の相

性が抜群! 味は人気の

バニラのほか、抹茶、

ココア（各130円）、

ストロベリー、小

豆（各195円）

の5種類。
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“恩人”と呼ばれる
五代の足跡

五代友厚は薩摩藩の出身で、西郷隆盛や大久保
利通など同郷の士はもちろん、坂本龍馬や高杉晋
作とも親交があった。そんな維新の志士が、「大阪
の恩人」と呼ばれるようになったのは、明治元年
(1868)、新政府の役人として大阪に赴いたのが
きっかけだった。 まずは運上所（現・大阪税関）に
着任。 初代・大阪税関長として大阪港開港に力を
注ぎ、香港から造幣機械を輸入、大阪造幣寮（現・
造幣局）の誘致に尽力する。 その後、横浜に転勤
になるが、すぐに官職を辞し、再び大阪に戻る。
その後は、大阪活版所、製藍所・朝陽館、大阪株式
取引所、大阪商工会議所、大阪商業講習所（現・大
阪市立大学）など、大阪産業の発展に不可欠な施
設や機関を次々に創設。 明治18年(1885）に東
京で亡くなるが、葬儀は大阪・中之島で行われ、阿
倍野の墓地に眠る。 大阪を愛し、大阪に眠る五代
友厚。 その恩恵は、今も綿 と々受け継がれている。

知っていますか？


