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１、研究テーマ・・茨木 B 級グルメ たこ焼きの旅 
 
２、テーマ設定理由・・昨年、茨木の情報紙「野いばら」に、商店街に古くからあるたこ焼き

屋・福原商店が紹介された。一度食べに行ってみたいという声がある

ので、福原商店を含む現在の茨木のたこ焼き屋事情を調査し、その中

からおいしい店を選び「たこ焼き食べ歩きツアー」を企画しようと考

えた。 
 
３、調査方法・・・ ①JR 茨木駅～阪急茨木市駅間のメインストリートに点在するたこ焼き屋

のうち、口コミやタウンページから数軒ピックアップする。 
 
         ②実際に各店に行き、基本情報を調べ、たこ焼きを購入し試食する。 
 

③試食モニターに協力を依頼し、意見をきき評価する。 
 
４、具体的計画・・①８軒をピックアップし、そのたこ焼き屋 MAP を作成する。 
 
         ②調査項目と評価項目を決定する。 
            調査項目 ・たこ焼きの特徴 

・個数と値段 
・定休日と営業時間 
・座席数 
・たこ焼き以外のおすすめ 

評価項目 ・生地の味 
・食感 
・ソース、トッピング含めて全体のバランス 
・ 冷めてからの味 
 

③試食モニターを依頼する。 
            17 歳～23 歳の男女 3 名を試食モニターとして選出する。 
 

           ④たこ焼き屋をまわり、プレーンタイプのたこ焼きをお持ち帰りで購入

し、試食モニター３人といっしょに意見交流しながら試食する。 
 

    ⑤試食後、評価項目に沿って各自が総合的に評価し、一番自分の評価に

合った顔を表示する。 

（こ）  （モニター1 号） （モニター2 号） （モニター3 号） 

＊評価については、あくまで主観に基づく個人的な感想です。 
  評価を鵜呑みにせずご自身で試食し評価してください。 

この評価により生じたことについて一切の責任は負いません。 



 
 

たこ焼き屋 MAP（今回ピックアップした８軒のたこ焼き屋） 

 
 

① ひろはうす ② たこやきハウス ③ あほや   ④ もっちゃん 
⑤ 福原商店  ⑥ くるくる    ⑦ ひとやすみ ⑧ 不定期に開く店 

 
 
５、調査結果 
（１）基本情報 
MAP 店  名 住  所 営 業 時 間 定休日 席 数 基本の料金 
① ひろはうす 西中条 2－16 12：00～24：00 木  ベンチ 1 8 個 350 円 
② たこたきハウス 駅前2－1－28 11：00～22：00 日・祝 7～8 席 10 個 400 円 
③ あほや 駅前1－10－8 11：00～24：00 無 休 無 7 個 350 円 
④ もっちゃん 大手町10－22 11：00～24：00 無 休 無 8 個 250 円 
⑤ 福原商店 元町 6－35 10：00～18：00 火  約 20 席 10 個 200 円 

⑥-1 くるくる 別院町 3－32 10：30～18：30 無 休 無 10 個 340 円 
⑥-2 だいきち 別院町 3－32 10：30～18：30 無 休 約 20 席 8 個 290 円 
⑦ ひとやすみ 新庄町 3－2 14：00～21：00 日・祝 5～6 席 8 個 300 円 
⑧ 不定期に開く店 新庄町13－20 開店時～21：00 不定期 ７～８席 12 個 300 円 

＊計画の段階で上記８軒のたこ焼き屋をピックアップしたが、⑥くるくる の 1 軒隣に「だいきち」

というたこ焼き屋があったので急遽調査対象に加え、くるくるを⑥－１、だいきちを⑥－２とした。 
＊個数と料金についてはプレーンタイプのたこ焼きの基本料金ですが、個数が増えると割引になる 

店もあります。 
 



（２）店舗紹介 

①  ひろはうす 

JR 茨木駅の改札を出て右に行くと道路に下りる階段が

左右にあるので、右の階段を下りるとすぐにスーパー・

ニッショーの前に出ます。 

ニッショーの前を通ってまっすぐ東に（茨高方面へ） 

１００ｍほど歩くとローソン→ケーキ屋さん→写真屋

さんの隣にひろはうす２号店があります。 

この写真はひろはうすから JR 茨木駅を見たところ。 

1 号店は奥田産婦人科の近くにあります。 
 

 

たこ焼きは、８個３５０円/１２個５００円 ネギのせ＋５０円 

たこせん（えびせんでたこ焼き３個をはさんだもの）1枚１２０円 

「ソース or しょうゆ」 と 「マヨネーズ or からしマヨネーズ」 が

選べます。 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

  

 ② たこやきハウス 

阪急茨木市駅から JR に向かってバス通りを歩いて行く

と JR のガードのところに来ます。 

阪急方面から春高に行く場合、このガードをくぐるのが

定番のルート！ 

そのガードの手前にあるのがたこやきハウスです。 

お持ち帰りだけでなく、お店の中でも食べられます。 

たこ焼き以外にかき氷、ホルモン焼き、おでん等 

いろいろなメニューを楽しめます。 

 

 

たこ焼きは、１０個４００円  ３パックより配達 Ｏ.Ｋ！ 

大きなたこ焼きはずっしり重いです。生地の中の小麦粉の割合が 

多いからかなぁ？ 

小麦粉の多い生地だからか冷えると食感も重いです。 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

 
 



③  あほや 

阪急茨木市駅から JR に向かってバス通りを歩いていく

と、市役所→パンの大黒屋さん→あほや に到着！ 

たこ焼き以外に名物のぺちゃ焼があります。 

鉄板に卵を割り落とし、そこにピザ用チーズとたこ焼き

３個をのせ、上から鉄板で押さえると、イカ焼きのよう

にぺったんこのぺちゃ焼のできあがり！ 

ソースとマヨネーズで食べるぺちゃ焼はイチオシ！ 

たこ焼きの新しい食べ方です。 

 

 

たこ焼きは、7個３５０円/１０個５００円 

ぺちゃ焼は、1枚２５０円 

たこ焼き２個入りの たこせんは、1枚１２０円 

お好みで、ソース、しょうゆ、マヨネーズ、七味が選べます！ 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

 
 

④ もっちゃん  

茨木神社の向かい側のもっちゃんは、超有名店！ 

お祭りのときにはいつも長蛇の列です。 

人気の秘密は、ソースなしでも食べられるしょうゆ味の

生地とリーズナブルな値段！ 

たこ焼きは６個２００円～ 

汁マヨは５個１５０円～ たこ焼き追加１個１０円 

新メニューは、たこ棒 １本６０円！ 

 

 

これがうわさの汁マヨ！ だしの中にたこ焼きを入れマヨネーズで

味付けます。好みで天かすと七味を自由に入れられます！ 

キムチ汁マヨもあって、これもおいしそ～！ 

割り箸にたこ焼きを３個刺して鉄板にはさんでぺったんこに焼いた

たこ棒は値段といい味といい、イチオシ！ 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

  
 



⑤ 福原商店 

茨木小学校の正門を出て右に、商店街のほうへまっすぐ

歩いて行くと、福原商店があります。 

私の知る限り茨木で一番古いたこ焼き屋さんです。 

小学校時代、毎日この店の前を通って通学していまし

た！ そのときから変わらない店のつくりです。 

たこ焼き以外にも回転焼き（つぶあんとしろあん） 

夏はかき氷、店の前の冷蔵庫にはコーヒー牛乳も！ 

ゆっくり座って食べられるのもうれしい！ 

 

 

たこ焼きは、１０個２００円  回転焼きは、1個６０円 

シンプルなたこ焼きは辛口ソースと青のりとかつおです。 

市場に買い物に来たついでに「たこ焼き食べて帰ろか」という昔か

らのファンもたくさんいます。 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

 
 

 ⑥－１ くるくる 

阪急茨木駅から JR に行くバス通りの１本北側にある東

西にのびた商店街は阪急東通りです。 

この商店街の東側の入り口から２０mほど進むとくるく

るがあります。 

立ち食いうどんの辰巳屋さんの向かい側です。 

くるくるでは、冷凍たこ焼きを全国配送してくれるそう

です！ 

 

 

 

初めて買って帰ったとき、家でふたを開けてびっくり！ 

ソースもマヨネーズもかつおも青のりもなしの「素たこ焼き」 

こんなたこ焼き初めて！ でも、これが意外といける！ 

１０個３４０円！ 冷めてもおいしく食べられました！ 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

  

 



⑥－２ だいきち 

くるくるの１軒右隣にもたこ焼き屋さん発見！ 

看板を見ると、オタフク推薦の広島焼きのお店なんだけ

ど、たこ焼きも焼いていました。 

意外と広いお店で、２０人ぐらいは座れそうです。 

でも、この看板どこかで見たことある・・ 

あ！消防署から茨高へ行く坂道の途中で見た～！もう

そのお店はないけど、ここに引っ越してきたのか？ 

 

 

 

たこ焼きは、８個２９０円  広島焼き５００円 

たこ焼きの生地が今までに経験のない味でした。生地を作るとき、

何を入れているんだろう？「今までサイダーしか飲んだことなかっ

たのに、初めてコーラ飲んだときを思い出す」気分でした。 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

 
 

 ⑦ ひとやすみ 

今年の７月、うちから２０mのところにできました。 

メニューはたこ焼き、かき氷、フィリピン焼きそば！ 

たこ焼きは、ソース、ポン酢、チーズだけど、チーズは

皿にチーズを敷いたところにたこ焼きをのせオーブン

で焼くため、残念ながらお持ち帰りはありません。 

フィリピン焼きそばは塩味のきいた焼きビーフンです。 

クーラーの効いた店内は、カウンターに座席が６つ。 

暑い夏も快適にたこ焼きが食べられます！ 

 

 

ポン酢 or ソースのたこ焼きは、６個２４０円/８個３００円 

チーズは、６個３００円/８個３６０円 

フィリピン焼きそばは、３５０円 

おすすめは、あっさり味のマヨネーズ抜きのねぎポン酢！ 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

  
 



⑧ 不定期に開くたこ焼き屋（酔っ払いの店？） 

   

茨高の新しい正門とサンタマリア病院の間にある住宅の庭に作った隠れ家のような店。 

外にベンチがあり、次の営業日が貼ってありました。仕事の合間に趣味でやっているような

店なので営業日は不定期です。店の名前を聞くと「酔っ払いの店とでも呼んで」と言いなが

らビールを一口。友達よんでビール飲みながらたこ焼きパーティをしているみたいです。 

外のベンチだけでなく店内にもテーブルとイスがあって、店の中から阪急電車が見えます。 

 

 

たこ焼きは、１２個３００円  干しエビと天かすを入れて焼くの

で濃厚な味です。ソース・青のり・かつおにこだわりがあります。 

ソースせんべいは、１枚５０円  鉄板で焼いた目玉焼きをのせる

１枚１００円のたまごせんべいがおすすめです。 

 

（こ） モニター1号 モニター2号 モニター3号 

 
 

  
 

６、考察と感想 

   今から３０年ほど前、かすこー街角特派員の(あ)さんと(こ)で、JR 茨木～阪急茨木の 

たこ焼きを食べ歩いて一番おいしい店を表彰しようと企画し実行したことがありました。 

 その頃はたこ焼き屋の数も少なかったので、福原商店を含め４,５店のたこ焼きを食べ

歩いた結果、喫茶 Uncle の隣のたばこ屋のおばちゃんがお店の一角で焼いていたたこ焼

きが見事栄冠を勝ち取りました！（残念ながら今はたばこ屋さん自体なくなって新しい

家が建っています。） 

 今回は、月に一度ポストに入ってる情報紙「野いばら」に福原商店が紹介されていた

ことがきっかけで、かすこー特派員みんなで茨木のＢ級グルメを食べ歩こうと思い立ち

その下見を兼ねた「たこ焼きの旅」に出ました。 

 どこがおいしいか調べようと簡単に考えて始めた旅でしたが、今まで同時にいろんな

店のたこ焼きを食べ比べるということがなかったので、たこ焼きといってもいろんな味

があることがわかって興味深かったです。 

 店によって、たこ焼きが大きいか小さいかだけでなく、小麦粉と水の割合、だしの種

類、生地の味付け、中に入れる具、上に塗るソース、トッピングの青のり、かつお など 

どれをとっても同じ味の店はありませんでした。 

 調べれば調べるほど、たこ焼きも奥が深いです。 



 その中でどのたこ焼きが一番おいしいかなんて自分でもなかなか決められません！ 

こってりが食べたいときと、あっさりが食べたいときで、どれ食べるか違ってくるし、

たこ焼き以外のメニューが食べたいときもあるし、通勤の帰りに車で寄れる店、買い物

のついでに買える店、家からすぐ行ける店とそのときの状況によっても違います。 

その中で特派員(こ)の好みと独断で「たこ焼き食べ歩きツアー」のおすすめの店とおす

すめメニューを選ぶと以下のようになりました。 

③あほや  ぺちゃ焼き 

④もっちゃん  汁マヨ、たこ棒 

 ⑥－１くるくる  たこ焼き 

 ⑦ひとやすみ  ねぎポン酢たこ焼き、チーズたこ焼き、フィリピン焼きそば 

 ⑧酔っ払いの店  たまごせんべい  

これをもとに、近 「々Ｂ級グルメ たこ焼き食べ歩きツアー」を開催したいと思います。 

今回、この自由研究をするため久しぶりに茨木の商店街をゆっくり歩いてみたら、通

学路として毎日歩いていた４０年ほど前から比べて、店が変わっていたり、閉めてる店

が多いのにびっくりしました。去年調べた商店街の中の紫煙荘は建物自体なくなってい

て、今は空き地になっていました。 

昔に比べると店が減って商店街が寂れたように思いましたが、平日の午後から夕方は

相変わらずたくさんの買い物客でにぎわっていて活気がありました。 

 

７、おまけ 

今回の調査させてもらった店では、話を聞かせてもらったり、写真を撮らせてもらい

ましたが、その中であった「今だから言える話」を紹介します。 

 

茨木神社の前のもっちゃんの店の奥にイスがあったので、店内で食べられるか聞いた

ら、「店内では食べられないけど、夜なら言ってもらえば店の前の歩道にテーブルを出せ

る」そうです。夜限定なのは、市役所の指導があるので昼間は出せないとか・・ 

   そんな話をしたあと次の福原商店に行ってから、もっちゃんのたこ棒の代金を払って

ないのに気がつきました！人生で初めての食い逃げ経験でした。 

 

   茨高横の不定期に開く店は、友達が集まって庭でたこ焼き食べながら飲むために作っ

たようなスペースで、店の名前もありません。店内にテーブルとイスがあって５～６人

は楽に座れます。でも夏は店内が暑いので、そのテーブルを店の前の歩道に出して食べ

られるそうです。たこ焼きを焼いたことがないモニター3号は、ここでたこ焼きを焼く修

行をさせてもらいました。 

 

  今回の調査対象にならなかったたこ焼き屋の中には、調査した店より安くておいしいと

いう店もたくさんあります。商店街の紫煙荘跡の隣にある店もそのひとつ。 

  茨木Ｂ級グルメの旅はこれからも続けていきたいと思います。 

 

今回調査させてもらったお店のみなさん、本当にありがとうございました。 


