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次
団体名

体験施設

所在地

商店街特集

掲載

ページ

備考欄

福島聖天通商店街振興組合

キャリア教育対象の商い体験学習と占い
福島聖天通商店街振興組合
教室の体験学習

大阪市福島区福島 7-5-19-503

3

2

新世界町会連合会

①特産品の販売 ②地元ＰＲ活動
③クイズで楽しむまち歩き

新世界町会連合会

大阪市浪速区恵美須東 1-18-13

4

3

京橋中央商店街振興組合

商店街体験（地元特産品販売）

京橋中央商店街振興組合

大阪市都島区東野田町 5-15-7

4

4

駒川商店街振興組合

商店街体験（体験店員）

駒川商店街振興組合

大阪市東住吉区駒川 4-11-16

5

5

野崎参道商店街振興組合

地元 PR 活動と特産品の販売

野崎参道商店街振興組合

大東市北条 1-5-33

5

万

1

ものづくり

1-5

商店街

目

博
スポーツ・文化

人権・文化

ものづくり特集（東大阪と大正区・港区）
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区泉尾 6-5-40

11

7

㈱日本電機研究所
（大正区ものづくり）

工場見学と制御盤組立疑似体験

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区泉尾 7-1-1

11

8

鈴木合金㈱ 鶴町工場
（大正区ものづくり）

工場見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区鶴町 2-5-27

12

9

㈱木幡計器製作所
（大正区ものづくり）

工場見学と圧力測定体験

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区南恩加島 5-8-6

12

10

山忠木材㈱
（大正区ものづくり）

工場見学と
木のパズルなどのお土産づくり

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区千島 3-18-9

13

㈱フィル /WALPA
壁紙ミュージアム見学 & 壁紙貼り体験
壁紙屋本舗（大正区ものづくり）

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区小林西 1-15-12

13

12

味の素冷凍食品㈱
冷凍米飯の製造工程見学
大阪工場（大正区ものづくり） 米飯凍結体験、試食

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区平尾 1-3-29

14

大阪市大正区千島 1-1-47

14

14

福井精機工業㈱
（大正区ものづくり）

工場見学と極薄盤の厚み測定体験

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区鶴町 1-16-13

15

15

大阪市港湾局鶴町機械工場
（大正区ものづくり）

機械工場見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区鶴町 2-20-47

15

工場内の見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区小林西 1-16-2

16

17

有限会社南歯車製作所
( 港区ものづくり )

工場内の見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市港区弁天 6-4-31

16

18

㈱ダイカン
( 大正区ものづくり )

工場内の見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市大正区三軒家東 3-1-7

17

19

成光精密㈱
( 大正区ものづくり )

機械工場見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

大阪市港区波除 1-4-35

17

万博特集

制作・文化

紀洋木材㈱
( 大正区ものづくり )

歴史・文化

16

施設案内

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
( 大正区役所総務課内 )

能・

工場見学と溶接体験

まちあるき

有限会社飛鳥鉄工所
（大正区ものづくり）

芸

13

芸能・文化

11

食・文化

工場見学

職場・食

中村工業㈱
（大正区ものづくり）

職場・自然

6

職場・文化

6-10

18
多様な生きものとのつながりを通じて
あなたの " 感性にふれる " 体験を

㈱海遊館
ニフレル事業部

吹田市千里万博公園 2-1
EXPOCITY 内ニフレル

19

自然

21 VS

デジタルスポーツ体験学習

VS

吹田市千里万博公園 2-1
EXPOCITY 内

20

スポーツ・文化

吹田市千里万博公園 2-1
OSAKA ENGLISH VILLAGE
（オオサカイングリッシュビレッジ） EXPOCITY 内 OEV

20

英語

平和学習

PARK

22 OSAKA ENGLISH VILLAGE

日本初 !
体験型英語教育施設

PARK

環境学習

20 NIFREL（ニフレル）

23

ガンバ大阪・
Panasonic Stadium Suita

プロスポーツ体験学習

㈱ガンバ大阪

吹田市千里万博公園 3-3

21

職場・スポーツ

福

24

大阪大学総合学術博物館
待兼山修学館

学術資料やマチカネワニの化石の見学

大阪大学総合学術博物館
待兼山修学館

豊中市待兼山町 1-20

21

歴史・文化

祉

アクティブ・スクウェア・大東

大東市深野 3-28-3

23

災

プロ野球練習見学ツアー（ドームツアー） ㈱大阪シティドーム

大阪市西区千代崎 3- 中 2-1

23

美

生野コリアタウンでの各種体験学習

コリア NGO センター

大阪市生野区桃谷 3-1-21-3F

24

①空中庭園展望台スカイクルー体験
②梅田スカイビル見学ツアー

積水ハウス梅田オペレーション㈱ 大阪市北区大淀中 1-1
空中庭園展望台
梅田スカイビル 39・40F・屋上

青果・水産売場の現場体験

㈳大阪市中央卸売市場
本場市場協会

防

スポーツ・文化
25 アクティブ・スクウェア・大東 相撲とちゃんこの体験学習
オリックス・バファローズ
26
京セラドーム大阪

28

29 大阪市中央卸売市場本場
あべのハルカス
「ハルカス 300（展望台）」

「あべのハルカス事業」概要説明
（座学プログラム）

25

ハルカス 300（展望台）団体予 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1約センター
43 あべのハルカス

25

岡田浦漁業協同組合

26

31 岡田浦漁業協同組合

洲

職場・自然

舞

30

大阪市福島区野田 1-1-86
大阪市中央卸売市場本場業務管理棟 2 階

24
船

梅田スカイビル
空中庭園展望台

然

職場・文化

自

27 生野コリアタウン

術

人権・文化

地引き網体験 & 海鮮 BBQ& 漁師料理

青年部

泉南市岡田りんくう南浜

目

次
体験施設

所在地

掲載

番号 体験メニュー施設名称

体験内容

団体名

32 田尻海洋交流センター

漁業体験で漁師さん気分を !!

田尻漁業協同組合/海洋交流センター 泉南郡田尻町りんくうポート北 1-

26

33 海遊館

①海遊館アカデミー
②海遊館アカデミープラス

㈱海遊館 営業部

大阪市港区海岸通 1-1-10

27

34 天王寺動物園

①動物園・職場紹介 ②動物園ガイド
ウォーク ③ズー・スクール
④動物ショート・ガイド

大阪市天王寺動物公園事務所
飼育担当

大阪市天王寺区茶臼山 1-108

27

大阪市浪速区恵美須東 2-4-10
なにわ八圓 2F

28

ページ

備考欄

職場・食
35 新世界串かつ振興会

串かつ店員体験

新世界串かつ振興会
（㈱ HASSIN）

食・文化
36

カップヌードルミュージアム
大阪池田

37 蓬莱本館
38

【お好み焼き 体験道場】
大阪ぼてぢゅう

39 元祖

たこ昌

道頓堀本店

40 たこ家道頓堀くくる
41

本店

大和屋本店

①チキンラーメンファクトリー
②マイカップヌードルファクトリー

カップヌードルミュージアム
大阪池田

池田市満寿美町 8-25

28

豚まん ･ 焼売の手作り体験

㈱蓬莱本館

大阪市中央区難波 3-6-1

29

お好み焼の生地作りから ! 体験道場

㈱ぼてぢゅうコーポレーション

大阪市中央区難波 3-7-20

29

たこ焼き作り体験

㈱元祖たこ昌

大阪市中央区道頓堀 1-4-15

30

たこ焼き大楽 ~ これであんたもたこ焼職人

白ハト食品工業㈱

大阪市中央区道頓堀 1-10-5
白亜ビル 1 階

30

大阪・道頓堀でたこやき学習体験 !

大和屋本店

大阪市中央区島之内 2-17-4

31

初代ヱビス
42
味の大丸

①お好み焼体験学習
②たこ焼き体験学習

㈱ HASSIN

初代ヱビス 大阪市浪速区恵美須東 2-5-2
味の大丸 大阪市浪速区恵美須東 3-1-15

31

43 コンペイトウミュージアムやお

コンペイトウ手作り体験

大阪糖菓㈱
コンペイトウミュージアム

八尾市若林町 2-88

32

手打ち うどん体験

熱い心のつるつるうどん 三佳屋

河内長野市長野町 13-15

32

ぬか漬け手作り体験

きくち食品㈱

東大阪市東石切町 2-8-15

33

44 季節料理

三佳屋

45 石切つけもの道場
46 大阪ガスクッキングスクール

食育セミナーと調理体験

㈱大阪ガスクッキングスクール

大阪市西区千代崎 3- 南 2-59

33

47 エアディナー体験

エアディナーを通して食と環境を考える

エアディナーで世界を結ぶ会

八尾市山本町南 6-2-29

34

48 ハイアット リージェンシー 大阪

洋コーステーブルマナー体験

ハイアット リージェンシー 大阪 大阪市住之江区南港 1-13-11

34

49 リーガロイヤルホテル

洋コーステーブルマナー体験

リーガロイヤルホテル

大阪市北区中之島 5-3-68

35

50 お笑いライブ体験

①お笑いライブ体験
②大阪弁講座

スパンキープロダクション㈱

大阪市中央区西心斎橋 1-9-284F

35

出張講座

51

出張講座

出張講座

芸能・文化
上方落語協会・出張公演

上方落語体験学習

公益社団法人上方落語協会

大阪市北区天満 4-12-7

36

天満天神繁昌亭
52
（上方落語体験学習）

上方落語体験学習

天満天神繁昌亭

大阪市北区天神橋 2-1-34

36

53 国立文楽劇場

ボランティア「文楽応援団」スタッフによ
国立文楽劇場
る、資料展示室での文楽ガイド、解説

大阪市中央区日本橋 1-12-10

37

54 山本能楽堂（国登録文化財）

①修学旅行生のための能・教育体験ツアー
②初心者でも楽しい能・体験講座と見学

大阪市中央区徳井町 1-3-6

37

公益財団法人

山本能楽堂

55

ちゃんばらアクション
「サムライに挑戦」

時代劇の立ち回りを体験

（一社）日本殺陣道協会

大阪市西区北堀江 1-1-27
マイビル 3 階

38

56

昔ながらの街頭宣伝
「東西屋」体験

大阪が生んだ
コミュニケーション文化を体験

（有）東西屋

大阪市中央区上本町西 2-6-21

38

57

セクターエイティエイト
（能・狂言体験）

①能楽鑑賞 ②狂言鑑賞
③能面・装束付体験「能のファッション」
㈱セクターエイティエイト
④能囃子楽器体験「能囃子のヒミツ」
⑤能楽堂体験（例 : 大槻能楽堂など）

大阪市北区天満橋 1-8-5
OAP アートコート A201

39

大衆演劇の歴史と文化の学習と鑑賞体験

大衆演劇

梅田呉服座 大阪市北区太融寺町 8-17
プラザ梅田ビル 5F
池田呉服座 池田市栄本町 6-15

39

和太鼓体験

飛龍和太鼓シアター

大阪市住吉区長居東 3-2-10

40

大阪市中央区道頓堀 1-7-21
中座くいだおれビル地下 1 階

40

河内長野市高向 1218-1

41

58 大衆演劇

呉服座

59 飛龍和太鼓シアター
60

呉服座

道頓堀 ZAZA（お笑いライブ･フー ① ZAZA お笑いライブ お笑いワークショップ体験
道頓堀 ZAZA
ドミュージカル GOTTA）
②道頓堀 GOTTA ワークショップ体験

出張可能

能楽堂また
は公共施設
での実施。
出張可能

芸能・まちあるき
61

道の駅

奥河内くろまろの郷

62 TORII HALL
63 千日山
64

弘昌寺

プロガイドと行く
大阪まち歩きツアー

65 うえまち貸自転車
66

大東市観光ボランティアガイド
やまびこ

①レンタサイクル
②パン工房でピザ作り体験

道の駅

上方講談大阪ぶらり案内
~ これであなたも大阪人

TORII HALL

大阪市中央区千日前 1-7-11
上方ビル

41

千日山

大阪市中央区千日前 1-7-7

42

千日前、道頓堀ぶらり案内
『文楽と歌舞伎の原典を訪ねて』
千日前、道頓堀にまつわる講談を一席

奥河内くろまろの郷

弘昌寺

大阪まち歩きツアー

㈱インプリージョン

道頓堀、新世界、大阪城・鶴橋 等

42

自転車ガイドツアー

うえまち貸自転車

大阪市中央区谷町 6-17-43「練」内

43

①古の野崎観音まいりコース散策
②戦国武将「三好長慶」の居城、飯盛
城跡を尋ねる

大東市観光ボランティアガイド
やまびこ事務局

大東市谷川 1-1-1

43

出張講座

目
番号 体験メニュー施設名称

次

体験内容

団体名

体験施設

中・高・大学生向け金融教育プログラム

㈱大阪取引所
金融リテラシーサポート部

68 ガス科学館

都市ガス工場見学

大阪ガス

69 関西国際空港

①わくわく関空見学プラン
②スカイミュージアムツアー

所在地

掲載

ページ

施設案内
67

日本取引所グループ
大阪取引所

ガス科学館

大阪市中央区北浜 1-8-16
（受付 4 階）

44

高石市高砂 3-1

44

㈱関西エアポートエージェンシー

泉佐野市泉州空港北 1- 地
関空展望ホール SkyView

45

70

住まいのミュージアム
大阪くらしの今昔館

①和の文化を外国の人に伝えよう
②むかしのくらしを体験しよう
③私のハタキでエコなお掃除体験

住まいのミュージアム
大阪くらしの今昔館

大阪市北区天神橋 6-4-20
住まい情報センター 7 階

45

71

大阪府立大学
植物工場研究センター

施設見学

( 公社 ) 堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

大阪府堺市中区学園町 1-1
植物工場研究センター

46

大阪府府民文化部府政情報室
広報広聴課

中央区大手前２丁目

46

府政学習会
（大阪府庁の見学と府政学習）

72 大阪府庁
73 造幣局

工場見学

独立行政法人造幣局

大阪市北区天満 1-1-79

47

74

NHK 大阪放送局

①キャスター体験
② BK プラザなどの見学

NHK 大阪放送局

大阪市中央区大手前 4-1-20

47

75

大阪科学技術館
（てくてくテクノ館）

大阪科学技術館 団体向け
見学 + 実験コース

一般財団法人
大阪科学技術センター

大阪市西区靭本町 1-8-4

48

大阪市立科学館

大阪市北区中之島 4-2-1

48

大阪市北区扇町 2-1-7

49

76 大阪市立科学館
77 キッズプラザ大阪

①プラネタリウム

②展示場

保育所・幼稚園・小学校向け
「学校園体験型プログラム」

（財）大阪市教育振興公社
キッズプラザ大阪

78

グランフロント大阪
・ナレッジキャピタル

世界に誇る
日本の最先端を体験 !

一般社団法人
ナレッジキャピタル

大阪市北区大深町 3-1
グランフロント大阪北館

49

79

ヤマト運輸㈱
関西ゲートウェイ

ヤマト運輸㈱
関西ゲートウェイ見学コース

ヤマト運輸㈱
イ見学コース

大阪府茨木市松下町 3-1
関西ゲートウェイ内 1 階

50

社会見学、修学旅行、
キャリア教育向けプログラム

大阪商工会議所 人材開発部
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

50

関西ゲートウェ

歴史・文化
80

大阪商工会議所
大阪企業家ミュージアム

81 大阪歴史博物館

大阪歴史体験

大阪歴史博物館

大阪市中央区大手前 4-1-32

51

82 大阪府立弥生文化博物館

竪穴住居

大阪府立弥生文化博物館

和泉市池上町 4-8-27

51

田辺三菱製薬㈱

大阪市中央区道修町 3-2-10

52

山伏修行体験

犬鳴山七宝瀧寺

泉佐野市大木 8- 地

52

利休のふるさと堺で茶道三千家の
指導による茶の湯体験学習

( 公社 ) 堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

堺市堺区宿院町西 2丁1-1

53

仁徳天皇陵古墳 VR ツアー

( 公社 ) 堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

堺市堺区百舌鳥夕雲町 2丁
大仙公園内（堺市博物館）

53

87 和菓子 ( 練きり）作り体験

和菓子（練きり）作り体験

( 公社 ) 堺観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

88 みせるばやお

ものづくり体験ワークショップ

みせるばやお

八尾市光町 2-60
リノアス 8 階

54

89 森野サンプル

食品サンプル製作体験会

森野サンプル

大阪市平野区加美北 6-1-19

55

㈱デザインインポケット

大阪市中央区難波千日前 10-11

55

メッセージローズ ®（プリザーブドフラワー） ㈱ブラン

大阪市中央区千日前 2-11-10
いちびり庵 3 階

56

浮世絵摺り体験

上方浮世絵館

大阪市中央区難波 1-6-4

56
57

田辺三菱製薬史料館
83
「くすりの町」道修町ツアー
84 犬鳴山七宝滝寺
85

さかい利晶の杜
（茶の湯体験学習）

86 仁徳天皇陵古墳 VR ツアー

発掘・復元体験

「くすりの町」
大阪・道修町の歴史・文化を学ぶ !

製作・文化

90
91

食品サンプル デザインポケット 思い出のお持ち帰り
大阪本店
道具屋筋モノづくり体験
メッセージローズ ®
（プリザーブドフラワー）

92 上方浮世絵館

堺市堺区甲斐町東 1-2-18
（まち家カフェ Sacay）

54

93 大阪欄間工芸協同組合

欄間彫刻技術を使った作品制作

大阪欄間工芸協同組合

摂津市鳥飼本町 1-4-26
サンハイツ西本 101

94 大阪市立クラフトパーク

① 1 日体験教室
②団体体験教室

大阪市立クラフトパーク

大阪市平野区長吉六反 1-8-44

57

95 勝運の寺

勝尾寺

96 大阪府立近つ飛鳥博物館
97
98

勝運を掴み取る勝ちダルマ祈願

勝運の寺

博物館見学 + 体験プログラム

大阪府立近つ飛鳥博物館

発掘ふれあい館
勾玉づくり
（東大阪市立埋蔵文化センター）

勝尾寺

箕面市勝尾寺

58

河南町大字東山 299- 地

58

東大阪市立埋蔵文化財センター 東大阪市南四条町 3-33

59

河内長野市立林業総合セン
大阪の木「おおさか河内材」で木工体験 河内長野市立林業総合センター
大阪府河内長野市高向 1818-1
ター「木根館（きんこんかん）」 と林業体験
「木根館（きんこんかん）」

99 河内長野市立ふるさと歴史学習館 チャレンジ歴史体験いろいろ

59

河内長野市立ふるさと歴史学習館

河内長野市高向 2230-5

60

おおさか ATC
グリーンエコプラザ

大阪市住之江区南港北 2-1-10
ATC・ ITM 棟 11 階

60

環境学習
100

おおさか ATC
グリーンエコプラザ

環境総合学習

平和学習
101
102

①大阪城公園内の歴史散策ツアー
NPO 法人
大阪観光ボランティアガイド協会 ②戦跡ウォーク
ピースおおさか
（大阪国際平和センター）

戦争と平和について考える

NPO 法人
大阪観光ボランティアガイド協会

大阪市中央区大阪城 3-11
（大阪城パークセンター内）

ピースおおさか
大阪市中央区大阪城 2-1
（（公財）大阪国際平和センター）

61
61

備考欄

目
番号 体験メニュー施設名称

体験内容

次
所在地

掲載

団体名

体験施設

ATC エイジレスセンター

大阪市住之江区南港北 2-1-10
ATC・ ITM 棟 11 階

62

大阪府西大阪治水事務所

大阪市西区江之子島 2-1-64

62

ページ

備考欄

福祉
103 ATC エイジレスセンター

ATC エイジレスセンター見学
（車いす試乗や装具をつけての高齢者疑
似体験）

防災
①津波と高潮についての学習
②展示見学

104 津波高潮ステーション

105 東大阪市消防局 防災学習センター 防災学習・防災体験

東大阪市消防局 防災学習センター 東大阪市稲葉 1-1-9

63

大阪市立東洋陶磁美術館

大阪市北区中之島 1-1-26

63

美術
ボランティアガイドによる展示美術品の
解説

106 大阪市立東洋陶磁美術館
107 大阪市立美術館

学芸員による展示美術品の解説

大阪市立美術館

大阪市天王寺区茶臼山 1-82

64

108 国立国際美術館

スクールプログラム

国立国際美術館

大阪市北区中之島 4-2-55

64

自然
109 大阪府立花の文化園

「植物を学んで楽しむ」いろいろ体験

大阪府立花の文化園

大阪府河内長野市高向 2292-1

65

110 大阪市立大学理学部附属植物園

園内ガイドツアー
（四季折々の見どころをわかりやすく解説）

大阪市立大学理学部附属植物園

交野市私市 2000

65

咲くやこの花館

大阪市鶴見区緑地公園 2-163

66

泉南市信達葛畑 207

66

111 咲くやこの花館
112

里山の自然学校
「紀泉わいわい村」

①フラワーツアー
②クイズラリー
茅葺風コテージを使った
里山生活体験プログラム

113 大阪府立青少年海洋センター 海洋活動チャレンジプログラム
114 府民の森

くろんど園地

里山の自然学校
「紀泉わいわい村」
大阪府立青少年海洋センター

泉南郡岬町淡輪 6190

67

自然体験活動・森林整備体験・野外料
理体験など

一般財団法人
大阪府みどり公社

交野市大字私部 3192-1

67

115

府民の森 ちはや園地
ちはや星と自然のミュージアム

星空観察会

一般財団法人
大阪府みどり公社

千早赤阪村大字千早 1313-2

68

116

府民の森 むろいけ園地
森の工作館

自然体験プログラム” わくわく教室 ”

一般財団法人
大阪府みどり公社

大阪市中央区南本町 2-1-8
創建本町ビル 5 階

68

117 一本松海運

" 落語家と行く
なにわ探検クルーズ "

一本松海運㈱

乗船場 : 湊町船着場、
ユニバーサルシティポート

69

118 一本松汽船

" 修学旅行限定 !!
ぽんぽん船にて水都探索の旅 "

一本松汽船㈱

乗船場 : 乗り場複数あり
お問い合わせください。

69

119 大阪ダックツアー

水陸両用観光バス

大阪市中央区北浜東 1-2
川の駅はちけんや

70

120 大阪水上バス（サンタマリア）

" 帆船型観光船サンタマリア
ビュッフェディナークルーズ "

大阪水上バス㈱

大阪市中央区北浜東 1-2

70

大阪水上バス㈱

大阪市中央区北浜東 1-2

71

御舟かもめ

主要発着所 : 八軒家浜船着場
大阪市中央区天満橋京町 1-1

71

船

121 大阪水上バス（アクアライナー） 低い橋を通過する体験
122 御舟かもめ

" まるで川に浮かぶ小さな家 !
最大 10 名ののんびりクルーズ "

日本水陸観光㈱
（大阪ダックツアー）

舞洲特集
123

大阪エヴェッサ・
おおきにアリーナ舞洲

73
①プロバスケットボール選手・ヘッドコーチ・スタッフ講演 + レスト
ランでの食事 ②プロバスケットボール練習見学 + レストランでの
ヒューマンプランニング㈱
食事 ③バスケットボール練習体験 + レストランでの食事 5 万
円 ~+ 食事代 ④ B リーグ試合見学

セレッソ大阪（セレッソスポー ① J リーグ プロサッカー試合観戦・スタジアムツアー ②プロコー
124 ツパーク舞洲・舞洲グラウン チによるサッカー教室 ③プロコーチによる夢授業 ④練習見学（タ ㈱セレッソ大阪
ド・ヤンマースタジアム長居） オルマフラー付き）
125

Amazing Kart ISK 大阪舞洲店
（サーキット場）

大阪市此花区北港緑地 2-2-15

74

スポーツ・文化

セレッソスポーツパーク舞洲・舞洲グラウンド：
大阪市此花区北港緑地 1-2-96
ヤンマースタジアム長居：
大阪市東住吉区長居公園 1-1

74

スポーツ・文化

初めてのモータースポーツ体験プログラム

Amazing Kart ISK 大阪舞洲店 大阪市此花区北港緑地 2

75

スポーツ・文化

ごみ焼却工場見学

大阪市・八尾市・松原市環境施
設組合

大阪市此花区北港白津 1-2-48

75

施設案内

127 舞洲陶芸館

①手びねり体験
③絵付け体験

舞洲陶芸館

大阪市此花区北港緑地 2-2-98

76

制作・文化

128 ドッグウォーキング

警察犬訓練士によるデモストレーション

㈱アソシエーション

大阪府大阪市此花区北港緑地
2-1-93

76

職場・自然

126

大阪市・八尾市・松原市環境
施設組合 舞洲工場

※巻末に「商人体験申込書」あり。

②電動ろくろ体験

P1～P5

福島聖天通商店街振興組合

“なにわ商人（あきんど）体験” と “手相教室” の２大体験学習
・物がうれても、
うらない商店街！？
占い商店街はここだけ！

・近代教育の父―福沢諭吉の誕生地。
商人学を学ぶ！

新世界町会連合会

①特産品の販売
②地元ＰＲ活動
③クイズで楽しむまち歩き
・大阪のシンボル「通天閣」の下で商人体験！
・外国人観光客もやってくる大阪の繁華街
― 新世界で地域PRはいかがですか。

京橋中央商店街振興組合
商店街体験
地元特産物販売

・人情味溢れる地域密着型商店街

・フレンドリーなおじちゃん、
おばちゃ
んを相手に地元物産販売・PRはいか
がですか。

駒川商店街振興組合
体験店員

・大阪を代表する賑やかな商店街。

・洋服屋さん、花屋さん、八百屋さん、
飲食店など多種多様な業種の店が
ラインアップ

・リアルな店で大阪への商売の極意を学べる

―1―

商店街

商店街体験

池田市

新大阪

2

商人体験

阪神本線

商店街マップ

1
東
海
道
新
幹
線

東
JR
西

北千里

線

大阪
北新地

❶

❸

大阪城公園

淀屋橋

西九条
豊中市

ユニバーサルシティ

東大

難波
鶴橋

JR
大
阪
環
状
線

摂津市

寝屋川市

吹田

❷
新今宮

天王寺

近
近畿
畿自
自動
動車
車道
道

南海本
線

阪急宝塚線

大阪市

松虫

守口市

❹

南海高
野線

1

私鉄
東

JR

高速道路

26

線

西

一般道

❶

京橋

野崎

479

天満

大阪
北新地

門真市

❺

大東市
松原JCT

住道

松原市

❸

藤井寺市

番号

シティ

①

商店街名

大阪城公園

淀屋橋

福島聖天通商店街振興組合
難波

あきんど

布施
河内小阪

東大阪市
中百舌鳥
309

①特産品の販売
鉄

堺市

阪

天王寺

③クイズで楽しむまち歩き
松虫

堺JCT
近
近畿
畿自
自動
動車
車道
道

南海本
線

310

線

❷

大阪市

③

京橋中央商店街振興組合

④

駒川商店振興組合

体験店員
❹

⑤

野崎参道商店街

地元ＰＲ活動と特産品の販売

道

鉄

速

高

北

泉

受入人数

羽曳野市

20名～140名

松原JCT

喜志

170

40名まで
5名～40名

大阪狭山市

泉ヶ丘

近鉄南大阪線

南海高
野線

阪

和泉中央

八尾市

商店街体験・地元特産物販売体験

26

近

大

②地元ＰＲ活動

石切

20名～100名
美原町

近

新世界町会連合会

J
R
阪
和
線

和田

体験メニュー

鶴橋

新今宮

泉大津市

東大阪JCT

三国ヶ丘

“なにわ商人体験”と“手相教室”２大体験学習

JR高石市
大
阪
環
状
線

②

阪
堺
線

野田
西九条

四條畷市

学研都市線

新大阪

JR

43

近鉄南大阪線

凡例

東大

布施
河内小阪

線
阪
大
鉄
近

吹田市

北大阪急行

桜島

阪急千里線

阪空港

479

京阪
本線

野田

京橋

枚

線
野
交
阪
京

阪
急
京
都
線

J

都

京

R

吹田JCT

万博記念公園

千里中央

蛍池

43

天満

線

門真市

大阪狭山市
2名～40名
近鉄信貴線
10名～60名

富田林市
柏原市
J

松原市

―2―

藤井寺市

河内長野

商店街での体験プログラムの申込については、下記の方法にてお申込ください。

❶
❷
❸
❹
❺
商店街

（お申込の流れ）

本誌巻末にございます
「商人体験申込書」に記入し、行程表と
合わせて大阪観光局へFAXまたはメールにてお申込ください。
大阪観光局

▶

各商店街へプログラム申込

各商店街

▶

大阪観光局へ受け入れ回答

大阪観光局

▶

お申込者へ受け入れ回答
・商店街担当者の連絡先等をご案内

申込者（旅行会社・学校）より商店街担当者と直接打合せ
※商店街様の都合上、回答が3～4日程度お待ち頂く場合がございます。

ふくしましょうてんどおりしょうてんがいしんこうくみあい

① 福島聖天通商店街振興組合
福島聖天通商店街振興組合
■所在地：〒553−0003 大阪市福島区福島7−5−19−503
■最寄駅：JR「福島」
駅・
「新福島」
駅、阪神
「福島」
駅
■ＵＲＬ：http://www.uretemouranai.com

■体験プログラム内容

“なにわ商人体験”と
“手相教室”の2大体験学習
施設基本情報
■占い館オープン時間（最終入館）
11:00〜21:00
■占い館観覧に要する平均時間
15〜30分
■占い館入場料金
各館1件2,000円（第4金曜は1件1,000円）
■観光バス駐車場
（ホテル阪神）3台 7,000円/1日
■各種サービス

☆キャリア教育の一環として福島聖天通商店街で商人体験をし
た三重県伊賀市立緑ヶ丘中学校が、キャリア教育優良学校に
贈られる文部科学大臣賞を受賞しました
（2011年11月）
。

●な にわ商人独特のユーモアと人情味ある商い体験と、
全国唯一の占い商店街ならではの占い教室の体験学習
●学校地元の郷土産直品のPRと実販売体験
●商店主から一言（15分）
：福沢諭吉誕生の地、福島ならではの、
生き方の大事さ、お金の大切さ、あきんどの心意気等の講話
●あ きんど体験（1時間30分）：レクチャーを受け、実際
の販売、行商体験、郷土の観光誘致パンフ配布
●占い体験（1時間）
：当商店街独自の“占い大楽”に体験入学。
観相学部（手相、人相）のABCをベテラン鑑定士より伝授。
ちょっぴり占い師の極意を習得していただきます。希望
者の個別鑑定も有。
記念品：性格長所短所の所見と、姓名判断鑑定書を各人に。

■休日等：有
（要問合せ）
■その他・特記事項
◆貴校郷土の産直品販売は必須です。産直品販売無
き場合はお受入れが出来ません。ご注意下さい。
◆産 直品販売は当商店街に特設売場を設け
全面的にバックアップをさせていただき
ます。売上代金は全てお持ち帰り下さい。
◆こてこて大阪弁の落語家もサポートします。
◆お食事は粉もん発祥の地 大阪名物「お好み
焼き定食」
です。
◆修了証として個人占い鑑定書をお渡し致します。
事
 前に参加生徒さんの生年月日をお知らせ下さい。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申 込に関する特記事項：商店街・地域のご好意に
より設定している体験学習です。日程その他のご要望に添
えない場合もございますので、ご了承の程、お願い致します。
■キャンセル時の取扱等：大阪観光局または、福
島聖天通商店街振興組合へ直接ご連絡願います。

■受入可能人員：1日1グループ20名から140
名まで ※対象：体験学習生
（小中高校生）
■プ ログラム料金：1名2,600円（消費税込）
（記念品の鑑定書を含む）、食事1名1,500円
（商店街お好み焼定食・税込）
■所要時間：約3時間（移動時間含む）〜約4時 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益財団法人 大阪観光局
間
（要昼食の場合）
参加体験型プログラム担当
■受 入可能時期：通年（日・祝日、毎月第4金
TEL：06-6282-5900㈹
曜日を除く）
FAX：06-6282-5915
■受入可能時間：10：00〜17：00
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商店街

・・・・・商店街体験の申込方法について・・・・・

商店街

し ん せ か い ち ょ う か い れ ん ご う か い

② 新世界町会連合会
新世界町会連合会
■所在地：〒556−0002 大阪市浪速区恵美須東1－18－13
■最寄駅：Osaka Metro
「動物園前」
駅・
「恵美須町」
駅、JR
「新今宮」
駅
■ＵＲＬ：http://www.shinsekai.net

■体験プログラム内容

①特産品の販売
②地元ＰＲ活動
③クイズで楽しむまち歩き

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

①
「新世界」界隈の商店街の中にあるスペース
にて各学校地元特産品を持ち込み、販売す
ることができます。
※生ものは不可。
②地 元のＰＲ活動。サンプリングなど体験時
間が短い場合に適しています。
③ク イズに答えながらディープな新世界を歩
きます。優勝者には素敵な賞品があります。
■受入可能人員
①②20名～100名程度
③40名まで（人数が増える場合は相談に応
じる）
■プログラム料金
①・②・③共に各1,000円／人
■所要時間
①2～3時間 ②1時間～1時間30分
③約1時間
■受入可能時期
平日のみ

商店街

■受入可能時間
①応相談
②最終スタート時間14時
■休日等
年末年始（ 12月25日～1月15日）
、8月の
お盆期間、ゴールデンウィークは受け入れ
不可。
■その他・特記事項
①新 世界側で用意できるもの：テーブル、
いす。
地元特産品を学校側でご用意ください。
※受 入人数については、可能な限り対応さ
せて頂きます。お気軽にご相談ください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益財団法人 大阪観光局
参加体験型プログラム担当

TEL：06-6282-5900㈹
FAX：06-6282-5915

きょうばしちゅうおうしょうてんがいしんこうくみあい

③ 京橋中央商店街振興組合
■所在地：〒534−0024 大阪市都島区東野田町5−15−7
■最寄駅：JR・京阪・Osaka Metro各線
「京橋｣駅
■ＵＲＬ：https://www.kyobashi.com

■体験プログラム内容

商店街体験
地元特産物販売

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
大阪城公園内
■各種サービス

 店街の中にあるスペースにて各学校が地元
商
特産物を持ち込み、販売をしていただけます。
都心部と生活圏をあわせ持つ街・京橋で、大
阪の人の温かい人情に触れながら、販売を通
じて得たものは楽しさだけでなくきっと役に
立つ経験になるはずです。
■受入可能人員
5名～40名程度
（応相談）
※40名以上の場合
（応相談）
■プログラム料金
一人1,200円
■所要時間
2時間～4時間
（応相談）
■受入可能時期
相談
■受入可能時間
10：00～15：00
■休日等
なし
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■その他・特記事項
・ス ケジュールにより商店街のチラシに広
告掲載が可能な場合があります。
・商店街ホームページでご紹介します。
・フ リースペースがありますので踊りなど
披露してもらえます。
・よ り良い体験となりますよう、事前にお
打ち合わせの機会を設けたいと存じま
す。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1ヶ月前
■申込に関する特記事項：なし
■キャンセル時の取扱等：大阪観光局または、
京橋中央商店街振興組合へ直接ご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益財団法人 大阪観光局
参加体験型プログラム担当

TEL：06-6282-5900㈹
FAX：06-6282-5915

こ ま が わ し ょ う て ん が い し ん こ う く み あ い

商店街

商店街

④ 駒川商店街振興組合
駒川商店街振興組合
■所在地：〒546−0043 大阪市東住吉区駒川4丁目11−16
■最寄駅：Osaka Metro谷町線
「駒川中野」
駅 または 近鉄南大阪線
「針中野｣駅
■ＵＲＬ：http://komagawa-st.tumblr.com/

■体験プログラム内容

体験店員

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

商店街

商店街の各店舗に2、3名ずつに分かれて、実
際にお店の人と触れ合いながら仕事を体験で
きます。
■受入可能人員
最低2人 最大40人
※但し、日曜日は最大30名
■プログラム料金
一人1,000円
■所要時間
1.5時間
■受入可能時期
相談
■受入可能時間
10：30〜16：00
■休日等
毎週火曜日

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：大阪観光局または、
駒川商店街振興組合へ直接ご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益財団法人 大阪観光局
参加体験型プログラム担当

TEL：06-6282-5900㈹
FAX：06-6282-5915

の ざ き さ ん ど う し ょ う て ん が い

⑤ 野崎参道商店街
野崎参道商店街
■所在地：〒574−0011 大阪府大東市北条1-5-33
■最寄駅：ＪＲ学研都市線
「野崎」
駅
■ＵＲＬ：http://nozaki.info

■体験プログラム内容

地元PR活動と
特産品の販売

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
１２：００（正午）
〜
■観覧に要する平均時間
3時間
■入場料金
■観光バス駐車場
図書館若しくは小学校跡地
■各種サービス

●商 店街の中にあるスペースまたは屋台を使
用して各学校が地元特産品の販売や観光
キャンペーンなど地元のPRを行うことがで
きる。
■受入可能人員
10名～60名
（対象：小中高学生）
■プログラム料金
300円/人
■所要時間
２時間～3時間
■受入可能時期
平日
■受入可能時間
10時～16時
■休日等
なし・事前確認要
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■その他・特記事項
◆野 崎ほんわか通信（チラシ広告）やＳＮＳ
広報による商人体験学習の広報をお手伝
い致します。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：大阪観光局または、
野崎参道商店街へ直接ご連絡お願いします。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益財団法人 大阪観光局
参加体験型プログラム担当

TEL：06-6282-5900㈹
FAX：06-6282-5915

東大阪ものづくり
Made in Japanを支えるんは、町工場やねんで !
おっちゃんたちのモノづくりへの熱い思いを体感頂きます !!
東大寺の大仏を作った河内鋳物師（かわちいもじ）
と呼ば
れる職業集団の伝統を受け継いだ企業が集積し、モノづ
くりのメッカとして国内外に知られる東大阪を中心として
大阪には数多くのモノづくり企業（町工場）があります。
その企業ひとつひとつが、妥協を許さないこだわりを
もって、オンリーワンの製品を作りあげています。
こだわ
りは、伝統を守るだけではありません。
ナノテクノロジー
への挑戦など常に進化し続けています。

“若者に「モノづくり」へ興味を持って欲しいねん！”

こんな伝統を守り、新しい技術にも挑戦する町工場の人たちが、
自分たちの思い
を若者たちに伝えたいと工場見学の受け入れをしています。
ラインが整備された大手企業の工場を見学するのと違って、私たちのプログラム
は、訪問場所が大変狭く、座って話を聞く場所がないところもたくさんあります。
で

も、工場で働く人たちの真剣な姿を見、交流することでなにかを感じることができ
るはずです。大きな音で動く機械を操っているところを目の前で見て頂きます。

「モノづくりの心」
の伝道師たち
大阪には“モノづくり”に
熱く燃えたおっちゃん達
がたくさんおられます。

「
“ モノづくり」を核とした地域活性化のモデルとして”
最近では、修学旅行だけではなく、地域活性化のモデルとしての研修、
新人社員研修等一般社会人にも認識されて、全国から来られます。

研修先としてニーズの高い㈱富士製作所の経営理念

“海外からも注目されている「日本のモノづくり」”。

また、最近では日本の文化としての「モノづくり」
を学びに
外国の学生グループや企業、
自治体関係者も来られてい
ます。
モノづくり＝東大阪、
日本人より案外海外で注目され
ている様です。
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受付と仕組み
大阪モノづくり観光プログラムの特徴は、中小の工場・企業を訪問し、現場での作業工程を見学、
また一部体験を
するものです。工場・企業のご厚意で実現できているプログラムですので、
スケジュール・訪問先については、見学

者のご希望と工場・企業のご都合を調整する業務を一般社団法人大阪モノづくり観光推進協会事務局が行ってお

ります。一般の観光コースとは異なり、最終のコース設定は、当協会にお任せ願います。団体の特徴、前後の行程、
今回このプログラムにお申し込みいただいた理由等をお聞かせいただけましたら、可能な限り皆様方の目的に

あったプログラムを提供いたします。

次ページのQ＆Aをご参照下さい。

平成31年〇月〇日
（水） 〇〇〇中学校様
大阪モノづくり観光コース
【確定】
11:00頃
概要説明
昼食
ホテル出発

生徒、先生、添乗 129名

ホテルセイリュウ着

11:15～11：50 モノづくり観光の概要説明(事務局）
12:00～12：40 昼食（トイレも済ます）
12:50頃
1号車

2号車

3号車

13：30頃～約1時間
1班 マツダ紙工業
【15名以内】

13：30頃～約1時間
5班 豆玩舎ZUNZO
【20名以内】

13：30頃～約1時間
7班 サンライズ鉄工
【20名程度】
7班のみバス移動、
終了後セイリュウへ

↓

↓

14：00頃～約1時間
14：00頃～約1時間
2班 ワショウ金属工芸
6班 松よし人形
（見学時間
【20名以下】
【20名以内】
60分）
↓

↓

14：30頃～９０分
8班 河内木綿はたおり工房
【20名程度】
セイリュウから徒歩
↓

14：35頃
1班 出発
↓

14：35頃
５班 出発
↓

14：35頃
７班 出発
↓

15：00頃
2班 出発
↓

15：00頃
6班 出発
↓

15：10頃
セイリュウから7・8班出発
↓

工場見学

※上記のコース案はお客様の都合でアレンジ可能です。
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ものづくり

P6～P9

東大阪ものづくり
実施についての Q&A
Q： 1日に何名程度受け入れができますか？
まずは事務局迄お問い合わせください。
可能な限り調整いたしますが、
A： 町工場のスケジュールが最優先ですので、
皆様方にもスタートや終了時間についてご協力をお願いします。
最少催行人数は15名です。
1日最大4団体600名の受け入れ、1日で1団体バス12台約500名の実績があります。
Q： 受け入れ工場は何社ぐらいありますか？
A： 約70社ありますが、1年で1回と限定されている工場もあります。
Q： 工場は東大阪だけですか？
A： 東大阪が中心ですが大阪市内、八尾、泉州等大阪府全域にあります。
Q： 当日の全体の流れはどうなっていますか？
A： 1工場のキャパは20名前後です。1バス４０名と仮定して、各2０名前後のグループ2班に分かれ、各班１工場づつ見
学する循環方式のコースです。各工場のキャパ、
移動時間を考慮し、
事務局がコース設定をいたします。
前頁
「大阪モノづくり観光コース【案】
」
をご参照ください。
講話とありますが時間の都合で省略することはできますか？
Q： 概要説明、
このプログラ
A： 必須でお願いします。モノづくり観光とは？ 町工場のおっちゃんたちの思いを簡単に聞いて頂きます。
ムの目的、工場訪問をした際の心がまえ等を確認してもらいます。生徒の訪問の際の態度が違うと先生方のご要望
で実施しております。
Q： 決定した工場へ直接電話をして、詳細についての問い合わせをしてはいけませんか？
A: 協力工場は、通常の観光施設ではなく、モノづくりをしている工場ですので、通常の業務に支障がでますので、事務
局へお問い合わせ願います。
Q： 訪問工場への公共交通機関を利用することはできませんか？
A： 町工場は、最寄り駅から離れています。徒歩移動に時間を要しますし、各班で開始、終了時間が大きく異なりますので
基本的にバスでの移動をお願いしております。
Q： バスで工場訪問した際に工場には駐車場がありますか？
A： 工場により異なりますが、基本ありません。
Q： 工場の乗降場所のご指示はありますか？
A： 事務局がバスの乗降場所は事前に確認し、地図でお示しします。
Q： バス乗降場所から工場はすぐわかりますか？
事前に旅行会社にお送りします。
A： ①工場により異なりますが、当方で乗降場所からの誘導用に地図を作成し、
②当日ご引率の方に再度確認のため、
ご説明いたします。
③授業との調整が必要ですが、近畿大学公認のモノづくり観光学生ガイドの手配をしております。

訪問工場の一例
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【お問い合せ】

一般社団法人大阪モノづくり観光推進協会
☎072-985-0331 fax: 072-985-0411 mail: info@osaka-monodukuri.com
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ものづくり

P6～P9

五感で味わう工場見学

大阪市大正区・港区のものづくり

P10～P17

大阪市大正区・港区では、修学旅行生向け工場見学会を実施しています。

大阪市大正区はかつて、大阪を『東洋のマンチェスター』という
名で知らしめた大阪紡績会社をはじめ、名だたる自動車工場に造船
所、貯木場に鉄鋼所が立ち並ぶ “ものづくり” の最先端のまちとし
て発展し、現在もその伝統や誇りを受け継いでいます。
そんな “ものづくりのまち” 大正区・港区で希望する “ものづくり
企業” の工場をご見学ご体験いただけます。職人さんの指導のもと、
作業を体験いただくこともできます。

ここにしかない “ものづくり” を通して『働くこと』『作ること』について学んでいただけます。一生の思い
出となる『修学旅行』で、大阪市大正区・港区にしかない “ものづくり” の素晴らしさを、体感してみてください。

【修学旅行生向け工場見学会の特徴】

• “ものづくり職人” の息遣いが聞こえる程、近い位置でご見学いただけます。
• 様々なジャンルの “ものづくり企業” が集結、その数なんと 50 社以上。
• 受入可能人数（各工場に分かれての見学）２５０名
※但し、250 名を越えるなど受入人数については、事務局へご相談ください。

【沖縄の食文化】

大阪市大正区は古くから沖縄の文化も持っています。商店街などにたくさん
『沖縄料理店』があり、工場見学会と併せて“お食事”も楽しんでいただけます。
ぜひ、大阪市大正区・港区へお越しください。
《大正区・港区のものづくりのお問合せ・お申込は…》

大正・港ものづくり事業実行委員会

TEL：06-4394-9942

事務局 ( 大正区役所総務課内 )

FAX：06-6553-1981

Osaka Metro

Osaka Metro

Osaka Metro

Osaka Metro
大阪シティ
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ものづくり

な か む ら こ う ぎょう か ぶ し き か い し ゃ

た い しょう く

中村工業株式会社
■所在地：〒551−0031 大阪市大正区泉尾6丁目5番40号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「泉尾2丁目」
下車
■連絡先：TEL 06－6551－3390 FAX 06－6551－3396
■ＵＲＬ：http://rope.jp/

■体験プログラム内容

工場見学

ワイヤロープについての説明と工場を見学。
迫力のある太径手編み加工を中心としたロー
プ加工作業を見学頂けます。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

ものづくり

■受入可能人員
１グループ：10～15名
（3グループまで受入れ可能）
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く
※但 し、業務都合上受入れできない場合も
ございます。
■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始

かぶしきかいしゃ

に ほ ん で ん き け ん きゅう じ ょ

■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
お問い合わせください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

た い しょう く

⑦ 株式会社 日本電機研 究 所（大 正 区ものづくり）
株式会社 日本電機研究所
■所在地：〒551−0031 大阪市大正区泉尾7丁目1番1号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「泉尾３丁目」
下車
■連絡先：TEL 06－6552－1471 FAX 06－6554－0847
■ＵＲＬ：http://nikken-fa.co.jp

■体験プログラム内容

工場見学と
制御盤組立疑似体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 1台
（要相談）
■各種サービス

FA制御システムとは何か？
Factory Automation＝工場の自動化におけ
る設備を制御する制御盤を設計・製作してい
る会社です。
㈱日本電機研究所は、1932年に創業したス
イッチメーカーの老舗で、大手企業の工場の
FA制御に携わっており、当社の製品が各国の
工場で稼働しております。
大阪の中小企業から世界各国へお届けする製
品づくりに興味を持っていただき、日本の製
造業への関心・ご理解を深めて頂く一助とな
れば幸いです。
■受入可能人員
10～20名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
※但 し、業務都合上受入れできない場合も
ございます。
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■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
お問い合わせください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

ものづくり

⑥ 中村工業株式会社（大正区ものづくり）

ものづくり

すずきごうきんかぶしきかいしゃ

つるまちこうじょう

た い しょう く

⑧ 鈴木合金株式会社 鶴町工場（大 正 区ものづくり）
鈴木合金株式会社
■所在地：〒551−0023 大阪市大正区鶴町2丁目5番27号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「鶴町2丁目」
下車
■連絡先：TEL 06−6555−1701 FAX 06−6555−1724
■ＵＲＬ：http://www.suzuki-gokin.co.jp/

■体験プログラム内容

工場見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 1台
（要相談）
■各種サービス

ものづくり

大正6年に創業以来、日本で唯一、鉄道車両用
抵抗器を総合的に扱っている会社です。
又、発電所や変電所で使われる電力用抵抗器、
工場や建設現場で使われる産業用抵抗器も取
り扱う抵抗器専門メーカーです。特に、送変
電設備用の抵抗器には「特殊鋳鉄抵抗格子」を
用いており、伝統的な鋳造作業を見て頂くこ
とができます。
■受入可能人員
5～20名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く。
※但 し、業務都合上受入れできない場合も
ございます。
※写真の注湯については週2回のため要調整

かぶしきがいしゃこばたけいきせいさくしょ

■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

た い しょう く

⑨ 株式会社木幡計器製作所（大 正 区ものづくり）
株式会社木幡計器製作所
■所在地：〒551−0021 大阪市大正区南恩加島5丁目8番6号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「平尾」
下車
■連絡先：TEL 06－6552－0545 FAX 06－6551－1588
■ＵＲＬ：https://kobata.co.jp/

■体験プログラム内容

工場見学と圧力測定体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

創業明治42年の圧力計の老舗メーカーです。
発明以来基本構造が変わらないブルドン管式
圧力計を作り続け、船舶、ボイラ、ポンプ、
化学装置など各工業分野に「イカリ」印ブラン
ドの製品を納入しています。平成30年11月
よりは、医療機器である「呼吸筋力測定器」の
製造販売も行い、医療分野にも進出しました。
圧力計測の仕組みや、計器製造の現場をご覧
頂くことで、暮らしやものづくりに係わる計
測計量分野への関心やご理解を深めて頂けれ
ばと思います。
■受入可能人員：30名まで
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
夏季休暇、年末年始を除く
※但 し、業務都合上受入れできない場合も
ございます。
（要問合せ）
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■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

ものづくり

やまちゅうもくざいかぶしきがいしゃ

た い しょう く

山忠木材株式会社
■所在地：〒551−0003 大阪市大正区千島3丁目18番9号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「大正区役所前」
下車
■連絡先：TEL 06－6552－0781 FAX 06－6552－0784
■ＵＲＬ：http://www.yamachuwood.com/

■体験プログラム内容

工場見学と
木のパズルなどのお土産づくり
・木工機械による作業見学。
・ベニヤカットソーによる切断体験。
・木のパズルなど製作体験。完成品は、
ぜひ大阪のお土産に。
・木をふんだんに使った地域交流スペース
（併設）
で企業の取組みを紹介。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

ものづくり

■受入可能人員
10名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約１.5時間
■受入可能時期
月～金
（ただし祝日、年末年始を除く）
※但し、業務都合上受け入れ出来ない場合も
御座います。
（要問合せ）
■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）

かぶしきかいしゃ

■休日等
日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

か べ が み や ほ ん ぽ たいしょう く

⑪ 株式会社フィル/WALPA 壁紙屋本舗（大 正 区ものづくり）
株式会社フィル/WALPA 壁紙屋本舗
■所在地：〒551−0013 大阪市大正区小林西1丁目15番12号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「小林」
下車
■連絡先：TEL 06－6537－7951 FAX 06－6537－7889
■ＵＲＬ：http://walpa.jp/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kabegamiyahonpo/index.html

■体験プログラム内容

壁紙ミュージアム見学＆
壁紙貼り体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 1台
（要相談）
■各種サービス

■受入可能人員
20～30名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約2時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く
※但 し、業務都合上受け入れ出来ない場合
も御座います。
（要問合せ）
■受入可能時間
10：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
お問い合わせください。
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

ものづくり

⑩ 山忠木材株式会社（大正区ものづくり）

ものづくり

たいしょう く

⑫ 味の素冷凍食品株式会社 大阪工場（大 正 区ものづくり）
味の素冷凍食品株式会社 大阪工場
■所在地：〒551−0012 大阪市大正区平尾1丁目3番29号
■最寄駅：JR環状線 大正駅下車 大阪シティバス
「中央中学校前」
または
「小林公園前」
から徒歩
■連絡先：ご見学希望につきましては大正区役所 総務課までご連絡ください
■ＵＲＬ：http://www.ffa.ajinomoto.com

■体験プログラム内容

冷凍米飯の製造工程見学
米飯凍結体験、試食

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 1台
（要相談）
■各種サービス

当社、味の素冷凍食品㈱大阪工場では、冷凍
米飯を専門に製造しております。ザ★チャー
ハンやエビピラフなどを作っています。当工
場の特徴は1釜ずつガス炊飯することでふっく
らと炊き上げていることと、急速凍結をして
おいしさを閉じ込めている点です。
工場見学後、試食を用意していますので、ぜひ、
見て、食べて、感じていただけたらと思います。
■受入可能人員
最低実施人数：5名程度
最大受け入れ可能人数：20名
対象：安全上の観点から小学校4年生以上の方
ま た工場内には多数階段がございま
すので歩行に支障がない方
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間：2時間
■受入可能時期：工場稼働日で当社行事がない日
■受入可能時間：9:00～16:00（ 12～13時
除く）

ものづくり

ゆうげんかいしゃ

あ す か てっこうしょ

■休日等
年末年始、夏期休業期間、
日 曜と、ほぼ全ての土曜日となりますが、
祝日はおおむね稼働しております。
■その他・特記事項
ご 試食に先立ち、食物アレルギーの有無に
つきましてご確認を頂いております。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：体験プログラム準
備等の関係で1週間前までにお願い致します。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

た い しょう く

⑬ 有限会社 飛鳥鉄工所（大正区ものづくり）
有限会社飛鳥鉄工所
■所在地：〒551−0003 大阪市大正区千島1丁目1番47号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「南泉尾」
下車
■連絡先：TEL 06－6554－0488 FAX 06－6551－8749
■ＵＲＬ：http://hp.proteg.jp/asuka/

■体験プログラム内容

工場見学と溶接体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

工業用ガスバーナーやその附帯設備の製作を
する。その工程にある旋盤加工、
フライス加工、
折り曲げ、溶接、組み立てと多数の工程を一
箇所で仕上げる工場。
【見学内容】
・旋盤加工若しくはフライス盤による切削加工
・ボール盤の穴あけ加工
【体験内容】
・アーク、アルゴン（ TIG）
、半自動などの各種
溶接作業
■受入可能人員
最大受け入れ人数：10～15名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く
（要問合せ）
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■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（要問合せ）
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：30～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

ものづくり

ふ く い せ い き こ う ぎょう か ぶ し き か い し ゃ

た い しょう く

福井精機工業株式会社
■所在地：〒551−0023 大阪市大正区鶴町1丁目16番13号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「鶴町南公園または鶴町2丁目」下車
■連絡先：TEL 06－6552－0115 FAX 06－6552－0114
■ＵＲＬ：http://www.fukuiseikikogyo.co.jp/

■体験プログラム内容

工場見学と極薄盤の
厚み測定体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

自動車の大切な樹脂部品などを製造する金型
開発メーカー。
ここで作られた部品は全世界の自動車のうち
４台に1台の割合で搭載されている。回転する
丸い樹脂部品を得意とする工場。工場内の見
学と、体験学習を実施します。
【見学内容】
金型製作するための、工作機械を見学してい
ただきます。夜間に無人加工を行う、フェラー
リより高い!?マシンが並びます。
【体験内容】
加 工 精 度0.01mm。 そ ん な 髪 の 毛 よ り 薄 い
「0.01mm」
を体験していただきます。
■受入可能人員
最大受け入れ人数：15名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
支払いください。
■所要時間
約1.5時間

ものづくり

おおさかしこうわんきょくつるまちきかいこうじょう

■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く
（要問合せ）
■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（要問合せ）
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：30～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942
FAX：06-6553-1981

た い しょう く

⑮ 大阪市港湾局鶴町機械工場（大正区ものづくり）
大阪市港湾局鶴町機械工場
■所在地：〒551−0023 大阪市大正区鶴町2丁目20番47号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「鶴町2丁目」
下車

■体験プログラム内容

機械工場見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
あり
（大型バス1台）
■各種サービス

船舶を整備するためのドック施設や工場、高
潮や津波に備えて海岸に設置されている鋼鉄
製の巨大な扉（防潮扉）等を見学していただき
ます。
防潮扉の見学では、実際に開閉操作を体験し
ていただいて、防災に対する認識を深めてい
ただくことができます。

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（受付期間

月～金曜日 9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く）
■申込受付期限：希望日の30日前迄
（先着順）
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。

■受入可能人員
最大受け入れ人数：40名
■プログラム及び協力金
有料／料金についてはお問合わせください。 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
なお、事業への協力金は1週間前までに、お
大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
支払いください。
(大正区役所総務課内)
■所要時間
TEL：06-4394-9942
約1.5時間
FAX：06-6553-1981
■受入可能時期
月～金曜日
（祝日除く）
年末年始、定期整備期間を除く
（要問合せ）
■受入可能時間
9：00～16：00
（12～13時除く）
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（要問合せ）
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ものづくり

⑭ 福井精機工 業 株式会社（大正区ものづくり）

ものづくり

き

よ う も く ざ い か ぶ し き が い し ゃ

たいしょう

く

⑯ 紀洋木材株式会社(大正区ものづくり)
紀洋木材株式会社
■所在地：〒551-0013 大阪市大正区小林西1丁目16番2号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「小林」
下車
■連絡先：TEL 06−6552−6391 FAX 06−6552−5332
■ＵＲＬ：https://www.kiyolumber.co.jp/

■体験プログラム内容

工場内の見学

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間 		
■入場料金
■観光バス駐車場 有（1台）
■各種サービス

ものづくり

マンションやビル等の建築に使われる木材を始
め、土木仮設用木材、梱包用木材、その他プラ
スチックから鉄まで色々な材料を扱っています。
会社概要の説明や、工場内の見学では様々な
種類の木材をご見学いただきます。また、木材
のカット作業のご見学や、木材を使っての体験
工作も行っていただけます。
※体験工作は都合によりご利用いただけない
場合もございます。ご了承ください。
■受入可能人員
10～15名
■プログラム料金
有料/料金についてはお問合せください。
なお､事業への協力金は1週間前までに､お支
払いください。
■所要時間
約１．
５時間
■受入可能時期
月～金(ただし祝日、年末年始を除く)
※但し、業務都合上受入出来ない場合もご
ざいます。
■受入可能時間
9：00～16：00 (12～13時除く)

ゆ う げ ん が い し ゃ みなみ は ぐるま せ い さ く し ょ

■休日等
日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
(受付期間 月～金曜日9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く)
■申込受付期限：希望日の30日前迄(先着順)
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942    
FAX：06-6553-1981

みなと く

⑰ 有限会社南歯車製作所(港区ものづくり)
有限会社南歯車製作所
■所在地：〒552-0007 大阪市港区弁天6丁目4番31号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「弁天町」
駅から徒歩10分
■連絡先：TEL 06−6576−2521 FAX 06−6576−2524
■ＵＲＬ：http://m-haguruma.sakura.ne.jp/

■体験プログラム内容

工場内の見学

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

		

長い軸の付いた歯車や、歯車から派生したスプ
ラインという加工で抜群の実績と技術を持つ会
社です。従業員皆が明るく元気に働き、地域に
なくてはならない会社を目指します。
会社概要の説明から、工場内の見学、そして歯
車を加工するための工具を実際に使用してのバ
リ取り体験も行っていただけます。
※バリ取り体験は日によりご利用いただけない
場合もございます。ご了承ください。
■受入可能人員
１０～１５名
■プログラム料金
有料/料金についてはお問合せください。
なお､事業への協力金は1週間前までに､お支
払いください。
■所要時間
約1～１.5時間
■受入可能時期
月～金(ただし祝日、年末年始を除く)
※但し、業務都合上受入出来ない場合もご
ざいます。
■受入可能時間
9：00～16：00 (12～13時除く)
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■休日等
日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
(受付期間 月～金曜日9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く)
■申込受付期限：希望日の30日前迄(先着順)
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942    
FAX：06-6553-1981

ものづくり

か ぶ し き が い し ゃ

たいしょう

く

株式会社ダイカン
■所在地：〒551-0002 大阪市大正区三軒家東3丁目1番7号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「大正」
駅から大阪シティバス
「三軒家東」
下車
■連絡先：TEL 06−6551−2020 FAX 06−6551−0879
■ＵＲＬ：http://www.daikan.ne.jp/

■体験プログラム内容

工場内の見学

鉄道会社や百貨店などの国内大手企業、海外
一流ファッションブランドの店舗を飾るサイン
やディスプレイを数多く製作しています。
話題になった映画やテレビドラマのセットも手
掛けています。
企業 概 要の説 明から、工場内での 作成 風 景、
様々な種類のサンプルをご覧いただけるショー
ルームもご見学いただけます。

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

ものづくり

		

■受入可能人員
10～20名まで
■プログラム料金
有料/料金についてはお問合せください。
なお､事業への協力金は1週間前までに､お支
払いください。
■所要時間
約１．
５時間
■受入可能時期
月～金(ただし祝日、年末年始を除く)
※但し、業務都合上受入出来ない場合もご
ざいます。
■受入可能時間
9：00～16：00 (12～13時除く)

せ い こ う せ い み つ か ぶ し き が い し ゃ

■休日等
日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
(受付期間 月～金曜日9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く)
■申込受付期限：希望日の30日前迄(先着順)
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942    
FAX：06-6553-1981

みなと く

⑲ 成光精密株式会社(港区ものづくり)
成光精密株式会社
■所在地：〒552-0001 大阪市港区波除1丁目4番35号
■最寄駅：JR、Osaka Metro
「弁天町」
駅から徒歩10分
■連絡先：TEL 06−6586−5771 FAX 06−6586−5772
■ＵＲＬ：http://www.seikouseimitsu.com/

■体験プログラム内容

工場内の見学

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

		

※併設するオープンイノベーション拠点「 Garage
Minato」のスペースで、各工場見学会も実施し
ています。
https://www.garage-minato.jp

機械部品・電気部品等、あらゆる金属の加工品、
産業用機械の設計・製作を行っています。
企業 概要の説明から、工場内での 作 業 風 景、
様々な種類のサンプルをご見学いただけます。
■受入可能人員
１０～１５名まで
■プログラム料金
有料/料金についてはお問合せください。
なお､事業への協力金は1週間前までに､お支
払いください。
■所要時間
約１．
５時間
■受入可能時期
月～金(ただし祝日、年末年始を除く)
※但し、業務都合上受入出来ない場合もご
ざいます。
■受入可能時間
9：00～16：00 (12～13時除く)
■休日等
日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
(受付期間 月～金曜日9：00～17：00
※ただし祝日、年末年始を除く)
■申込受付期限：希望日の30日前迄(先着順)
■申込に関する特記事項
電話にて空き状況を確認の上、工場見学申
込書を送付願います。
※学校からの申込については、別途、工場
見学確認書と依頼文（学校長名）をご提出頂
きます。
■キ ャンセル時の取扱等：下記事務局までご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大正・港ものづくり事業実行委員会事務局
(大正区役所総務課内)

TEL：06-4394-9942    
FAX：06-6553-1981

ものづくり

⑱ 株式会社ダイカン(大正区ものづくり)

万博エリア

P18～P21

～魅力的な施設がたくさん！～
大山崎JCT

名

神

高

速

道

路

神戸

京都

大阪大学総合学術博物館
待兼山修学館

茨木IC

万博記念公園

EXPOCITY

千里中央

★

吹田IC

★
吹田JCT

摂津北IC

守口JCT

新大阪
新大阪
から

バスも電車 も約 20 分

ール
大阪モノレ

豊中IC

線・御堂筋線
北大阪急行

大阪国際空港
（伊丹空港）

東
海
道
新
幹
線

箕面とどろみIC

★生きているミュージアム
NIFREL（ニフレル）
★VS PARK

★OSAKA ENGLISH
VILLAGE
ガンバ大阪・
Panasonic Stadium Suita

門真市

アクセスがとても便利です。

東大阪JCT

奈良

EXPOCITY

ガンバ大阪・
Panasonic Stadium Suita

万博記念公園
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大阪大学
コンベンションセンター

万博記念公園 MAP

N

↑至阪大病院前駅
0

迎賓館

万博テニスガーデン

水鳥の池

都線

心宇池

国立民族学博物館

博

自然文化園

大阪
モノ
レー
ル彩

万

日本庭園

はす池

大阪日本民芸館

運動場

みずすましの池

公園東口駅

花の丘

ソラード

太陽の塔

ＥＸＰＯ’７０
パビリオン

万博記念公園

至宇野辺駅→

万博記念公園駅

VS PARK

NIFREL（ニフレル）
ホテル阪急エキスポパーク

OSAKA ENGLISH VILLAGE

吹田IC

⑳ 生きているミュージアム NIFREL（ニフレル）

然

NIFREL（ニフレル）
■所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅
■連絡先：TEL 0570-022060
（ナビダイヤル）      
■ＵＲＬ：http://www.nifrel.jp

■体験プログラム内容
多 様な生きものとのつながりを通じて

あなたの"感性にふれる"体験を

施設基本情報
■オープン時間
10：00～20：00（最終入館 19：00）
※季節により変更あり			
■観覧に要する平均時間
約60分～90分		
■入場料金
個人：大人（16歳以上）2,000円		
中学生 1,000円
小学生 1,000円
幼児（３歳以上）600円			
団体：学校団体料金			
高校生 1,200円			
中学生 700円
小学生 500円
幼稚園・保育所（３歳児以上）300円
※学校団体の引率教員、添乗員は無料
■観光バス駐車場
詳細についてはお問い合わせください
■各種サービス

救護室

野球場

パナソニック
スタジアム吹田
(ガンバ大阪)

王子池

自

吹田JCT

中国吹田IC

大阪モノレール

駅

中央
至千里

万博記念競技場

東の広場

もみじ川芝生広場

中国自動車道

←

夢の池

大地の池

源気温泉
万博おゆば

200m

バリア
フリー

多目的
トイレ

NIFRELは、大阪にある水族館『海遊館』のプロデュース
のもと、2015年11月にEXPOCITY内にオープンした、こ
れまでの動物園、水族館の枠にとらわれない、まったく新し
い体感型施設です。従来の水族館や動物園の生息地域に基
づく生物解説や、環境再現型展示とは異なり、生きものを、
いろ・わざ・すがた・かくれる・みずべ・うごきなど8つのテー
マに分けて、小さな魚から、ホワイトタイガーやミニカバな
どの大型動物まで、多種多様な生きものを展示しています。
それぞれの水槽は360度、さらに、普段見ることがない角
度や上部からもご覧いただけるなど、生きものをより身近に
感じていただけるような工夫がされています。
また、ニフレルには美術館的な側面もあり、館内全体が
一つのアート空間として、従来の施設とは一風変わった、生
きものとアートの共存をご覧いただけます。中でも巨大な天
球型スクリーン『ワンダーモーメンツ』では、その名の通り、
思わず時間を忘れてしまうような、幻想的な空間が広がって
おり、写真映えもすることから、NIFRELの人気展示の一つ
となっています。
最後のエリア『つながりにふれる』では、NIFRELオリジ
ナルの映像（約5分間）をご覧いただくことができます。こ
の映像はNIFRELのコンセプトでもある『生物多様性』を直
感的に感じていただけるような内容で、この映像もふまえ、
NIFREL全体を通して、人含めすべての生き物は、多様で
個性的だからこそ魅力的なのだという道徳的な学びにもつな
がると考えています。揺れ動く色鮮やかな照明が創り出す幻
想的な空間の中、個性的な生きものたちの魅力にふれるこ
とで皆さまが体感した驚き、感動、好奇心、それらはきっと
新しい自分の一面を発見するきっかけとなることでしょう。

有料ロッカー

― 19 ―

EXPOCITY内ニフレル

■受入可能時期 通年
（休館日は除く）
		
※詳しい日程や空き状況はお問い合わせください。
■受入可能時間 10：00～20：00
（最終入館19：00）
※季節により変更あり
■休日等 年中無休
※年に1回設備点検のための臨時休業あり
■その他・特記事項
◆学 校団体割引適用には、学校園行事証明
書が必要です。
◆館 内にカフェはございますが、お弁当を
食べていただける場所はございませんの
で、あらかじめご了承ください。
				
入館の申込について
■事前申込：団体でのご利用の場合、要
■申込受付期限：実施日の前日まで
■キ ャンセル時の取扱等：キャンセル料は発
生しませんが、前日までに、ニフレル団体
センターへご連絡願います。
《団体予約についてのお問合せ・お申込は…》
（株）
海遊館 ニフレル事業部

TEL：0570-02206

ニフレル団体センター（ナビダイヤル）

FAX：06-6876-2235

スポーツ・文化

 ＶＳ ＰＡＲＫ
ＶＳ ＰＡＲＫ
■所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅
■連絡先：TEL 06-6369-7186
■ＵＲＬ：https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

■体験プログラム内容

デジタルスポーツ体験学習

施設基本情報
■オープン時間
１０：００～２１：００（最終入場１９：００）
■体験に要する平均時間
１２０分
■入場料金
大人 2,700円
学生 2,160円
小学生 1,620円
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス
自動
販売機
無料ロッカー

超短距離走を本気で楽しめる、世界初の猛獣逃げ
きりアクティビティ「ニゲキル」などの『デジタ
ルアクティビティ』
、従来のスポーツにユニークな
ガジェットを追加し遊び感覚でスポーツを楽しめ
る『エキストラスポーツ』
、ネットやテレビで紹介
された話題の“やってみたい”スポーツを体験で
きる『エキストラアクティビティ』等、25 種類
以上の“ヤバすぎスポーツ”を取り揃えています。
AR、プロジェクションマッピングなど最新デジタ
ル技術を駆使したスポーツをはじめ、ユニークな
アクティビティを通じて常識にとらわれない発想
豊かなスポーツを体験していただけます。
※施設にご入場後、館内のアクティビティを自由
にご体験ください。アクティビティによっては、
お待ち時間が発生する場合がございます。一般の
お客様と一緒にお並びいただき、順にご体験いた
だきます。退館時間のアナウンスはございません
ので、お客様自身でお時間の管理をお願いいたし
ます。

■受入可能人員
最低実施人数：20名
最大受け入れ可能人数：200名
※同日に、他のお申込みを受け付けていた
場合、お受けできない場合がございます。
英

語

■プログラム料金
◆時間：2時間
（延長60分毎）
		
◆料金：一般…2,500円
（延長1,080円）
学生
（大学/専門/高校/中学）
…2,060円
（延長860円）
小学生…1,520円
（延長640円）
※小学生未満の方は、全てのアクティビティをご利
用いただけません。
■所要時間 １２０分
■受入可能時期
通年 平日のみ (夏休み、冬休み、春休み等、
繁忙時期はお受けできない場合がございます。)
■受入可能時間 １０：００～１９：００
■休日等 ＥＸＰＯＣＩＴＹ休日に準ずる
■その他・特記事項 平日のみ実施
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1週間前まで
■申込に関する特記事項
■キャンセル時の取扱等：店舗へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
VS PARK

TEL：06-6369-7186

 OSAKA ENGLISH VILLAGE
OSAKA ENGLISH VILLAGE
（オオサカイングリッシュビレッジ）
■所在地：〒565−0826 大阪府吹田市千里万博公園2－1 EXPOCITY内
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅下車 徒歩約５分
■連絡先：TEL 06－6170－7080
（受付時間：9：00～18：00）
■ＵＲＬ：https://englishvillage.co.jp/

■体験プログラム内容

施設基本情報
■営業時間
10：00～18：00（最終入場17：00）
■レッスンチケット（税別）※一般
１レッスンチケット ¥1,500
３レッスンチケット ¥3,500
５レッスンチケット ¥5,300
１０レッスンチケット ¥10,000
■観光バス駐車場
有料
万博記念公園中央駐車場を利用ください。
（お問合せ先 TEL 06ｰ6877ｰ3446）
※レッスンレベル
Ａレベル：初心者
Ｂレベル：中級者
Ｃレベル：上級者
大人：大人向けレッスン（16歳以上）
※本情報は予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。

日本初！
体験型英語教育施設

OEV

■プログラム料金
（税別）
※学校団体向け参考料金
・3レッスン 2,900円（所要約2.5時間）
・5レッスン 4,400円（所要約4.5時間）
■対象年齢：幼稚園年中児から大学生まで
■受入可能時期：通年
■受入可能時間：10：00～18：00
■休日等：無休（EXPOCITYに準ずる）
■その他・特記事項
・引率者の方は入場のみ無料です。（人数について
は事前にご相談ください）
・レ ッスン内容をアレンジする場合は追加料金
が発生します。

ア メリカの街並みの中で、英語を楽しみながら
学ぶ体験型英語教育施設。23種類のシチュエー
ションルームで、アメリカの日常生活をテーマに、
ネイティブインストラクターと英語を体験するこ
とで英語への興味、関心が湧き、実用的な語彙、
表現が身につきます。
◆体験の流れ
１ レッスンスケジュールを確認します。希望
体験プログラムの申込について
のシチュエーションルームの、自分の英語
■事前申込：要
（来場日の2年前より予約可）
力に適したレベルのレッスン開始時間を確
■申 込に関する特記事項：団体専用申込書にてお
認しましょう。
申し込みください。※詳しくはお問合せください。
２ シチュエーションルームの前で待ちます。
■キャンセル時の取扱等：
※先 着順です。行きたいルームには早めに
・オールキャンセルの場合は、最終確定人数
並びましょう。
料金の50％
（来場2週間前以降）
※例外あり
３ 体験の開始です。シチュエーションルーム
内は英語のみです。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
積極的に英語で会話しましょう。
OSAKA ENGLISH VILLAGE
４ レッスン以外でも、どんどんインストラク
オオサカイングリッシュビレッジ
ターたちに話しかけましょう。
■受入可能人員
団体最低受入人数
15名
団体最大受入人数 200人（貸切見積要）
■レッスン 1回30分（※例外あり）
■レッスン定員 12〜16人
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TEL ：06-6170-7080
（代）
TEL ：06-6170-7713
（団体）
FAX：06-6170-7553

職場・スポーツ

おおさか

 ガンバ大阪・Panasonic Stadium Suita

プロスポーツ体験学習

©GAMBA OSAKA

施設基本情報
■オープン時間
Panasonic Stadium Suita
9:30～17:30
■観覧に要する平均時間
90～120分		
■入場料金
大人1,000円、小中500円
（講演料は１人につき1,000円）
■観光バス駐車場 あり
■各種サービス
グッズショップあり

歴史・文化

Ｊリーグ・アジアで９回の優勝を誇るガンバ大阪
の最先端のスタジアムの通常立ち入れない場所を
見学することで、夢のプロスポーツ選手を身近に
体験したり、スポーツを取り囲む仕事や仕組みを
学ぶことが出来ます。また、元プロサッカー選手
やプロコーチの講演は、成功や失敗の体験談が
生徒の心に響きます。ぜひ、ご来場ください。
①スタジアムツアー				
グッズショップ・ミュージアム見学		
②プロサッカー講演				
オプションプログラム（日程により実施できない
場合があります）
③プロサッカー練習見学 ④サッカー練習体験
⑤Ｊリーグ試合見学				
■受入可能人員
最低実施人数：20名
（講演は30名以上）
最大受け入れ可能人数：200名
■プログラム料金
①スタジアムツアー 大人1,000円,小中500円
グッズショップ・ミュージアム見学 無料
②プロサッカー講演料 1人1,000円		
③プロサッカー練習見学 1人2,000円
(タオルマフラー付)			

④サッカー練習体験 5万円～		
⑤Ｊリーグ試合見学
大人2,500円～,小中1,000円～
（席種により価
格は変わります。50名以上 5%割引あり）
■所要時間 90～120分
■受入可能時期 通年
■受入可能時間 9：00～17：30
■休日等 年末年始
■その他・特記事項
オプションプログラムは、日程により実施
できない場合があります。③プロサッカー
練習見学、④サッカー練習体験、⑤Ｊリー
グ試合見学申込時にご相談ください。
				
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1カ月前まで
■申込に関する特記事項：オプションは実施
できない場合があります。
■キ ャンセル時の取扱等：施設管理課へご連
絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
Panasonic Stadium Suita 施設管理課

TEL：06-6875-3377    
FAX：06-6875-7778
stadium@sp.gamba-osaka.net

おおさかだいがくそうごうがくじゅつはくぶつかん

まちかねやましゅうがくかん

 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館
大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館
■所在地：〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１−２０
■最寄駅：阪急電鉄宝塚線・石橋駅より徒歩約１０分、大阪モノレール・柴原駅より徒歩約２０分
■ＵＲＬ：https://www.museum.osaka-u.ac.jp/

■体験プログラム内容

学術資料や
マチカネワニの化石の見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10:30～17:00（最終入館16:30）
■観覧に要する平均時間
約1.5時間（移動を含む）
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス

当館は、大阪大学の
「地域に生き 世界に伸びる」
というモットーにより、社会と大学とを結び
つける役割を担っています。
展示スペースでは、大阪大学の源流である懐
徳堂・適塾から現在の大阪大学にいたる大学
の歴史、大学の歴史の中で様々に活躍した研
究者とその業績、大阪大学豊中キャンパスの
立地する待兼山の自然や歴史、待兼山で発掘
されたマチカネワニの化石などを常設展とし
て公開しています。3階の多目的ルームでは毎
年2回、春と秋に企画展・特別展を行い、学内
の研究者の協力で、最新の教育・研究成果の
紹介を行っています。大阪大学が生み出した
「人・モノ・情報」
との交流をお楽しみください。
■受入可能人員
1グループ5～40名程度
■プログラム料金
無料
■所要時間
約1.5時間
（移動を含む）
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■受入可能時期
通年
（休館日除く）
■受入可能時間
10：30〜17：00
■休日等
日曜日、祝日、年末年始
※特別開館日あり
■その他・特記事項
◆解 説を希望される場合は、申込時にご連
絡願います。なお、予約状況等により解
説のご希望に沿えない場合があります。
◆観 光バスの校内乗り入れについては事前
の申請が必要です
（駐車は不可）
。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：原則2か月前
■申込に関する特記事項：
ホームページ「ご利用案内」の「団体見学」の
リンクを参照してください。
■キャンセル時の取扱等：
下記へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 事務室

TEL：06-6850-6284
FAX：06-6850-6049

博

■体験プログラム内容

万

株式会社ガンバ大阪
■所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園３－３
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅
■連絡先：TEL 06−6875−3377
■ＵＲＬ：http://www.gamba-osaka.net/
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スポーツ ･ 文化

す も う

たいけんがくしゅう

 相撲とちゃんこの体験学習
アクティブ・スクウェア・大東
■所在地：大阪府大東市深野３丁目２８番３号
■最寄駅：ＪＲ学研都市線 野崎駅
■連絡先：TEL 0570-001-962
■ＵＲＬ：http://daito-club.com

相撲とちゃんこの体験学習

施設基本情報
■オープン時間
オープン中
■観覧に要する平均時間
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
あり
■各種サービス
バリアフリー、無料Wi-Fi

スポーツ ･ 文化

■プログラムスケジュール
約１５分	相撲や相撲歴史の説明。
	オプションとして、＋500円/
名で相撲稽古見学に変更可。
約１０分
相撲健康体操の体験
約10名/グループ
約５分
各自のカメラで記念撮影会
約３０分	セルフちゃんこ昼食（漬物・ご
はん有り）
相撲の豆知識クイズあり
■受入可能人員
最低実施人数：約20名
最大受け入れ可能人数：約40名
■プログラム料金
5歳～小学生以下：3,500円/名
中学生以上：3,800円/名
■所要時間
１時間～１時間３０分
■受入可能時期
４月中旬～１２月中旬
■受入可能時間
ＡＭ10：30～
■休日等

土曜・日曜・祝日

スポーツ・文化

■体験プログラム内容

■その他・特記事項
強豪実業団相撲部が指導。
土俵は国技館と同じ土。
体験プログラムの申込について
■事前申込：事前予約制
■申込受付期限：１ヶ月前まで
■申 込に関する特記事項：詳細はお電話にて
お問い合わせ下さい。
■キャンセル時の取扱等：１週間前まで無料。
６日以内は全額収受。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
アクティブ・スクウェア・大東

TEL：0570-001-962
FAX：072-872-5288

きょう

おおさか

 オリックス・バファローズ 京セラドーム大阪
株式会社大阪シティドーム
■所在地：〒550-0023 大阪市西区千代崎3-中2-1
■最寄駅：Osaka Metro長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅、阪神なんば線「ドーム前」駅、ＪＲ大阪環状線「大正」駅
■連絡先：TEL 06-6586-0106
（代表）
■ＵＲＬ：http://www.kyoceradome-osaka.jp/

■体験プログラム内容

施設基本情報
■オープン時間
11：00〜19：00（イベントによって異なる）
■観覧に要する平均時間
30分〜45分
■入場料金
1,000円〜1,800円
■観光バス駐車場
なし（乗降のみ可）
■各種サービス
グッズショップあり

①バファローズグラウンド見学ツアー
②バファローズ大商大シート（フィールドシート）
練習見学ツアー
③バファローズバッティング練習見学ツアー
④ビジターチーム練習見学ツアー
⑤ビジターチーム練習見学ツアープレミアム
⑥ビジターチームグラウンド練習見学ツアー
⑦え！さっきまで試合していたグラウンドに降りられるの!?ツアー
⑧バファローズ試合開始前ドーム体験ツアー
⑨ドームツアー

きないドームの内側を見学できる！

■プログラム料金
①③⑦一般：1,200円 ＢｓＣＬＵＢ会員：1,000円
団体（10名様以上）：1,000円
②④一般：1,500円 ＢｓＣＬＵＢ会員：1,200円
⑤⑥一般：1,800円 ＢｓＣＬＵＢ会員：1,500円
⑧⑨団体（10名様以上）：1,000円
■所要時間
①②③⑤⑦⑧⑨45分、④⑥30分
■申込に関する特記事項

・ＢｓＣＬＵＢ会員価格の適用には、「ＢｓＣＬＵＢ」
会員証が必要です。
・①③⑦は身障者手帳をお持ちの方、本人及び付添
人1名様まで「ＢｓＣＬＵＢ」会員価格です。
・４歳以上より上記価格が適用されます。

①試合観戦前にグラウンドや施設を見学しよう！②
一塁側大商大シート（フィールドシート）付近から、
選手を間近で見学できる！③バックネット裏。スタ
ンドから、試合観戦前に選手の練習風景を見学しよ 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
京セラドーム大阪 ドームツアー担当
う！④三塁側大商大シート（フィールドシート）付近
から、ビジターチームの練習を見学できる！⑤三塁 （10:00～17:30 休業日／原則 月曜日）
・オンラインでのお申し込み
側大商大シート（フィールドシート）付近とグラウン
http://www.kyoceradome-osaka.jp/about/tour/
ドレベルから、ビジターチームの練習を見学できる！
⑥試合直前のグラウンドに入って練習を見学でき
・電話・ＦＡＸでのお申し込み
る！目の前の選手たちは大迫力！⑦試合終了後、熱 （団体のご相談もこちらから）
気冷めやらぬグラウンドを体感！⑧ナイター試合開
TEL： 06-6586-0106
催前に外野グラウンドに入れる！選手使用の野球諸
FAX：06-6585-7900
室も見学ＯＫ！⑨ブルペンなど、普段入ることので
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 生野コリアタウン
特定非営利活動法人 コリアNGOセンター
■所在地：〒544−0034 大阪市生野区桃谷3−1−21−3F
■最寄駅：Osaka Metro・JR・近鉄
「鶴橋」
駅
■連絡先：TEL 06−6711−7601 FAX 06−6711−7606
■ＵＲＬ：http://korea-ngo.org

■体験プログラム内容

生野コリアタウンでの
各種体験学習

修学旅行の体験学習として、国際理解教育と異文化
体験をおこなうためのプログラムです。
日本の隣国であり、古くから歴史上最も交流のある
朝鮮半島の文化と歴史を、大阪の「コリアタウン」
を舞台にして、在日コリアンが講師になってレク
チャーやさまざまな体験プログラムをおこなうこと
で、生きた学びを実践します。
また同時に日本に多く在住する在日コリアンの歴史
や、今日のありようを学ぶことによって、人権教育
の一環としても意味を持っています。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
なし（応相談）
■各種サービス

■基本内容
①生 野区コリアタウンの見学およびレクチャー
コリアタウンを中心に在日コリアン2世、3世
のコーディネーターが同行し、在日コリアンの
歴史や、日本での生活状況などを説明します。
②体験学習
体験学習では、簡単なハングル入門講座、民族楽器
（チャンゴ：朝鮮の太鼓）の体験学習、キムチづくり
もおこなえます。（基本的に各コース30分程度）
■受入可能人員：200名まで
（滞在時間および
プログラム内容によって異なります。
）

職場・文化

う め

だ

 梅田スカイビル

■プログラム料金
・基本コース：1名2,800円（税別）（会場費・資料代含む）
（生野区コリアタウンの案内、コーディネーターによるレ
クチャー、キムチ作り体験、ハングル講座、民族楽器体験）
・オプション 韓国料理での食事：1名1,000円程度
■所要時間：3時間〜4時間
■受入可能時期：通年
■受入可能時間：9：00〜17：00
■休日等：不定期
（火曜日は休みの店が多い）
■その他・特記事項
◆上記の料金は20人を基本にした料金になっており、参
加者数がそれ以下の場合、上記金額より割り増しになる
場合があります。また、その他のオプションもござい
ます。プログラム内容、所要時間、予算など相談可で
すので詳しくは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
上記の料金は2019年1月のものであり、諸事情により
変更される場合があります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1ヶ月前
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：7日前までにコリア
NGOセンターへ直接ご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
コリアNGOセンター

TEL：06-6711-7601
FAX：06-6711-7606

くうちゅうていえんてんぼうだい

空中庭園展望台

積水ハウス梅田オペレーション
（株） 空中庭園展望台
■所在地：〒531−6039 大阪市北区大淀中1−1 梅田スカイビル39・40F・屋上
■最寄駅：Osaka Metro
「梅田」
駅・
「東梅田」
駅・
「西梅田」
駅、JR
「大阪」
駅、阪急・阪神
「梅田」駅
■連絡先：TEL 06−6440−3855 FAX 06−6440−3876
■ＵＲＬ：https://www.kuchu-teien.com/

■体験プログラム内容

①空中庭園展望台スカイクルー体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
9：30〜22：30（22:00） ※特別営業日有り
■入場料金
個人：大人 １,500円（大学生・高校生・中学生）
幼児4歳～小学生 700円
団体：大人1,350円（10名以上）
学校団体料金：中高校500円 小学校200円
■観覧に要する平均時間：40分〜60分
■観光バス駐車場：5台 2,000円/1時間
（但し、展望台入場のバスは1時間30分まで無料）
■各種サービス

ダイナミックかつ卓越したフォルムで世界各国から
の観光客が訪れる建築物「梅田スカイビル」。その最
上部にある“空中庭園展望台”でお客様の誘導案内を
行っている“スカイクルー”の研修生として、実際に
お客様をお迎えする職業体験をして頂けます。
ご来園の70％以上が海外からのお客様であることか
ら、英語での観光案内やコミュニケーションを図る
ことによって、教室ではない現場での英会話を通じ
て「おもてなし」体験をして頂き、楽しみながら学べ
るプログラムをご用意しております。実際にスカイ
クルーの制服を着用して職業体験して頂く事もでき
ます。
（制服は女性のみ。制服は数量に限りがありま
す。
）

②梅田スカイビル見学ツアー

■受入可能人員
①午前：10名程度まで、午後：40名程度まで（応
相談）
※班別、クラス別での実施が最適です。
②2～80名
（応相談）
■プログラム料金
1名 1,000円
（税込）
※入館料含む
■所要時間：90分～120分
（応相談）
■受入可能時期：通年
（土日祝除く）
■受入可能時間
月～金 11：00～16：00
（応相談）
■休日等：①無し ②火曜日
（応相談）
■その他・特記事項
◆事前予約が必要です。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：180日前より30日前まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：30日前までにご連絡
願います。

世界初の連結超高層建築「梅田スカイビル」の誕生秘
話や豆知識などの紹介を行いながらビルの見どころ
を巡り、“普段は入ることのできないスポット”へも
特別にツアーアテンダントが楽しくご案内します。
2つのビルを地上87mの高さで繋ぐ「空中ブリッジ」
や昭和の大阪の街並みを体験できる「滝見小路」、地 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
積水ハウス梅田オペレーション（株） 空中庭園展望台
上173mで360度大阪の街を見渡せる「空中庭園展
TEL：06-6440-3855
望台」で、大阪と梅田スカイビルの歴史を辿ってみま
FAX：06-6440-3876
せんか？
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 大阪市中央卸売市場本場
一般社団法人 大阪市中央卸売市場本場市場協会
■所在地：〒553−0005 大阪市福島区野田1−1−86 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟2階
■最寄駅：JR「野田」駅、Osaka Metro「玉川」駅、京阪中之島線「中之島」駅、ループバスふらら「中之島センタービル前」
■連絡先：TEL：06−6469−7850 FAX：06−6469−7852
■ＵＲＬ：http：//www.honjo-osaka.or.jp

■体験プログラム内容

青果・水産売場の現場体験

職場 ･ 文化

■受入可能人員
1グループ 5〜50名程度
■プログラム料金
無料
■所要時間
2時間程度 時間に応じて設定可
■受入可能時期
通年 ただし、日・祝・臨時休業日、市場
業務繁忙期を除く
■受入可能時間
8：45〜11：00

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：体験日の1年前から3ヶ月前
（詳しくはHPをご覧ください）
■申 込に関する特記事項：見学申込みが多い
ので早目にお問い合わせください
■キ ャンセル時の取扱等：必ず下記までご連
絡下さい。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
一般社団法人 大阪市中央卸売市場本場市場協会

TEL：06-6469-7850
URL：http://www.honjo-osaka.or.jp

てんぼうだい

 あべのハルカス「ハルカス300（展望台）」
ハルカス300（展望台）
団体予約センター
■所在地：〒545−6090 大阪市阿倍野区阿倍野筋1－1－43 あべのハルカス
■最寄駅：近鉄
「大阪阿部野橋」
駅直上、JR
「天王寺」
駅直結､ Osaka Metro各線
「天王寺」
駅
■連絡先：TEL 06－6621－0319 FAX 06－6622－8096
■ＵＲＬ：http://www.abenoharukas-300.jp/observatory/

■体験プログラム内容
あべのハルカスキャリア教育研修プログラム

「あべのハルカス事業」概要
説明（座学プログラム）

施設基本情報
■オープン時間
9：00～22：00
■観覧(展望台）に要する平均時間
約1時間
■入場料金
HPを参照ください。
■観光バス駐車場
4台 3,000円／回 ※完全予約制
■各種サービス

★このような大きなビルを建設するに至った理由は…
★何故､ 高さ 300m にできたのか？したのか？
★ビル内の施設構成はどうなっているのか？
★展望台に、安倍首相が来訪された際の苦労ばなし…等々、
ビル建設に関することや開業後のトピックスなどについて、
現場係員が、ビルの紹介動画などを交え､ ビル内の会議室に
て詳細にご説明。その後、高さ 300m“ハルカス 300（展
望台 ）”にご入場。絶景をお楽しみいただきます。

■受入可能人員
最低実施人数：2クラス 80名〜
最大受け入れ可能人数：240名
対象：中学生以上
■プログラム料金 お一人様あたり
80名の場合
※2クラス

120〜160名の場合
※3クラス以上4クラスまで

200〜240名の場合
※5クラス以上6クラスまで

中学生
高校生
中学生
高校生
中学生
高校生

1,500円
1,600円
1,400円
1,500円
1,300円
1,400円

（展望台入場料･会議室料･備品使用料･説明員経費込み）

■所要時間
約1時間
（展望台の見学時間は含みません）
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■受入可能時期
年中 ※詳細はお問い合わせください。
■受入可能時間
応相談 ※予約状況によります。
■休日等 年中無休
※但し、特別営業などを開催する場合は予約できません。

■その他・特記事項

※土日祝および年末年始など､お受け付けできない日もございます。
予めご承知おきください。
※ご予約は1年前の同日から可能です。仮予約の場合は､仮予約後2週
間以内に利用確定のご連絡をお願いします。ご連絡の無い場合は､
当方の都合で他の予約と入れ替えさせていただく(取り消させてい
ただく)場合がございます。
※利用する会議室の指定はできません。人数により､当方からご案内
いたします。イス･机等の配置は､スクール形式となります。
※お弁当のご注文も可能です｡(別途料金要）
※1クラス(40名)以下や7クラス(280名)以上でのご参加はお断りす
る場合がございます｡必ずお問合せください。

体験プログラムの申込について
■事前申込：要 ※完全予約制
■申 込受付期限：説明員の手配が可能な限り
受入が可能です。
■申込に関する特記事項：まずは、お電話にて
ご相談ください。
■キャンセル時の取扱等：ハルカス300（展望
台）
団体予約センターへご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ハルカス300
（展望台）
団体予約センター

TEL：06-6621-0319
FAX：06-6622-8096

職場・文化

■見学申込受付時間
平 日 9：00～17：00
土曜日 9：00～14：00
■入場料金
無料。予約、見学申請書提出要。
■観覧に要する平均時間
2時間程度
■観光バス駐車場
要問合せ
■各種サービス

人権・文化

施設基本情報

町の魚屋さんや八百屋さんに並んでいる魚や
野 菜 は ど こ か ら 来 て い る の？ そ ん な 疑 問 も
すっきり解決。
たくさんある珍しい果物についてや値段の決
まり方などいろいろ教えてくれるので、勉強
して帰ってください。
●果物せり場の見学	 
●水産・青果仲卸店舗の見学
●関連商品売場見学
●市場広報ビデオ

■その他・特記事項
◆食 品衛生検査所を見学することもできま
す。
◆解 散後は、本場内飲食店での食事を楽し
むこともできます。
（別途費用）
◆せりは早朝のため見学できません。

職場・自然

お か だ う ら ぎ ょ ぎ ょ う き ょ う ど う く み あ い

 岡田浦漁業協同組合
岡田浦漁業協同組合 青年部
■所在地：〒590−0535 泉南市りんくう南浜
■最寄駅：南海
「岡田浦」
駅 ■車：阪神高速湾岸線
「泉佐野南」
出口から南へ3km
■連絡先：TEL 072−484−2121 FAX 072−483−3346
■ＵＲＬ：http://okadaura.org ■E-mail：okadaura.jf-1949@arrow.ocn.ne.jp

■体験プログラム内容

地引き網体験＆海鮮BBQ＆
漁師料理

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 10台 無料
■各種サービス

 田浦漁港すぐ横の砂浜で、日本最大級を誇る250
岡
メートルの地引網体験ができます。みんなで力を合わ
せれば、大漁間違いなし？！ 獲れたての活きた魚や蛸
に触れ大歓声をあげたあとは、新鮮な魚介類のバーベ
キューを楽しむことができます。また、漁師さん自ら
が料理する、揚げたての穴子の天ぷらやたこ飯、焼き
そばなど、自慢の海鮮漁師料理もお楽しみいただけま
す。バーベキュー会場は、関西空港から飛行機が飛び
立つのを海の向こうに眺められる、ステキなロケーショ
ンです。また、目の前には、大阪湾では数少なくなっ
た自然の砂浜があり、水遊びを楽しんでいただくこと
もできます。晩春から初夏にかけては、この砂浜にハ
マヒルガオが一面に咲き乱れ、いつもとはちがった趣
を楽しんでいただける季節となっています。食事の後
は、魚に関するクイズゲームに挑戦。勝ち残った方には、
今日の収獲のお魚をお持ち帰りいただけます。

■受 入可能時間：10：30〜14：00まで 10：00
集合→10：30〜 地引網・水槽での魚とのふれあい
→11：30〜13：30 漁師料理ビュッフェ＆海鮮バー
ベキュー→13：30〜14：00 お魚争奪クイズ大会
■休日等：お盆・年末年始・組合が定める日
■そ の他・特記事項：◆この他に、少人数で漁師
さんと一緒に漁船に乗ってあなご・タコ籠漁を
体験し、関空周遊クルージングを楽しむ「わくわ
く漁業体験＆関空クルージング＆バーベキュー」
のコースもあります。（詳細については要相談）
◆海鮮料理のお持ち帰りはご遠慮ください。
◆悪天候及び台風等で中止（延期）になる場合が
あります。◆岡田浦日曜朝市（毎週日曜 朝7：
00～13：00)
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1ヵ月前まで
（以降応相談）
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：3日前までに岡田浦漁
業協同組合へご連絡願います。

■受入可能人員：50名〜
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■プログラム料金：地引網体験とバーベキュー
大人5,600円、小人
（小学6年生まで）
3,600円、 岡田浦漁業協同組合 青年部
TEL：072-484-2121
3才〜5才1,100円、0才〜2才無料
（全て税込）
FAX：072-483-3346
■所要時間：約3〜4時間
■受入可能時期：4月～10月

職場・自然

た じ り か い よ う こ う り ゅ う

ぎょぎょうたいけん

 田尻海洋交流センター（漁業体験）
田尻漁業協同組合／海洋交流センター
■所在地：〒598−0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北1番
■最寄駅：南海
「吉見の里」
駅、南海・JR
「りんくうタウン」
駅
■連絡先：TEL：072−465−0099 FAX：072−465−1944
■ＵＲＬ：http://www.tajiriport.com ■E-mail：webmaster@tajiriport.com
■体験プログラム内容

漁業体験で漁師さん気分を！
！

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 約30台
■各種サービス

無料

＊「漁業体験フルコース」では、田尻漁港の漁師さんと一
緒に刺し網漁・かご漁の2種類を漁船に乗って体験して頂
きます。
その後、関西国際空港の近くまで移動して海から飛行機
の離発着を眺めていただきます。飛行機に乗りなれてい
る方もいつもと違う場所から見れば迫力満点。下船後は1
時間30分の海鮮バーベキューです。近頃では生きたお魚
を見る機会が少なくなってますので貴重な体験になるハ
ズ！
また、船酔いが心配という方には皆様がご乗船されている
間はお待ち頂きバーベキューからのご参加も大丈夫です。
1グループ内で分かれて参加していただく事も可能です。
自身で獲った魚をすばらしいロケーションをバックにバー
ベキューですぐに召し上がって頂けるのも魅力的。日常で
は味わう事ができない感動を実感して頂ける事と思いま
す。お持ちかえりご希望の方は船長にご相談下さい。
■受 入可能人員：10時コース・12時コースそれぞれ
70名が定員です。修学旅行で100名以上の場合は、2
班体制での参加が可能です。（最大140名）
前 半/10：00〜11：30（漁 業 体 験） 11：30〜
13：00（お魚おもしろ講座）、後半/10：00〜11：
30（お魚おもしろ講座） 11：30〜13：00（漁業体験）
バーべキューは、13：00〜一緒に食べていただきます。
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■プログラム料金(税別)：漁業体験フルコース/大
人 平日6,000円・土日祝7,000円、小学生 平
日3,500円・土日祝4,000円
※土日祝（親子セット）のみ大人1名+小学生1名で9,500円
■所 要時間：乗船（漁業体験＆関空クルーズ）1時間
30分＋海鮮バーベキュー1時間30分の合計3時間
■受入可能時期：4月1日〜11月末
■受入可能時間：10時・12時
■休日等：毎週火曜日
（祝日の場合は営業）
■その他・特記事項
◆漁 業体験フルコースの他に海鮮バーベキュー
が付いていない漁業体験のみのコースや海鮮
バーベキューのみのコースもございます。
◆船上では、船長さんから楽しい話を聞いたり、
魚のさばき方を教えてもらうことも出来ます。
（ 4〜6月には、カレイ・アナゴが、7〜11月
には、たこ
（いずみ蛸）
が獲れます。
）
体験プログラムの申込について
■事前申込：必ず必要です。
■申込受付期限：参加日の3日前まで
■申込に関する特記事項：まず、お電話にて御予
約のあと参加申込書を提出ください。
■キャンセル時の取扱等：キャンセル料はいただいてお
りませんがお早めに田尻海洋交流センターへお電話願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
田尻漁業協同組合／海洋交流センター
TEL：072-465-0099  FAX：072-465-1944

職場・自然

か い

ゆ う

か ん

海 遊 館
（株）海遊館  営業部
■所在地：〒552−0022 大阪市港区海岸通1−1−10
■最寄駅：Osaka Metro中央線
「大阪港」駅
■連絡先：TEL 06−6576−5533 FAX 06−6576−5530
■ＵＲＬ：http://www.kaiyukan.com/

■体験プログラム内容

①海遊館アカデミー
②海遊館アカデミープラス

①日々、生きものたちと接している飼育係員が、水

施設基本情報

職場 ･ 自然

■受入可能人員
①20名～250名
②20名～80名
※①②とも、海遊館に入館される20名以上の団体
■プログラム料金
①1名200円
②1名500円
※入館料別途要
※学校団体の引率教員は無料
■所要時間
①約30分
②約60分

体験プログラムの申込について
■事前申込：完全予約制
■申込受付期限：実施日前月の15日まで
■キャンセル時の取扱等：前日までに（株）海遊館
団体受付へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
（株）海遊館 団体受付

TEL：06-6576-5533
FAX：06-6576-5530

て ん の う じ ど う ぶ つ え ん

 天王寺動物園

天王寺動物園
■所在地：〒543−0063 大阪市天王寺区茶臼山町1−108
■最寄駅：
【新世界ゲート】
Osaka Metro
「動物園前」
駅・
「恵美須町」
駅、JR・南海「新今宮」
駅
【てんしばゲート】
Osaka Metro・JR「天王寺」
駅、近鉄「大阪阿倍野橋」
駅
■連絡先：TEL 06－6771−8401 FAX 06−6772−4633
■ＵＲＬ：http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu170/tennojizoo/

■体験プログラム内容

Ⅰ 動物園・職場紹介

（20名以内 30〜60分）
―動物園の飼育員、獣医師ってどんな仕事？―

施設基本情報
■オープン時間（最終入園）
9：30～17：00（16：00）
※5月･9月の土日祝は9:30〜18:00（ 17:00）
■入園料金
大人500円、小中学生200円、未就学児無料（障
がい者手帳等をお持ちの方、大阪市内在住の65
歳以上の方、大阪市内在住・在学の小中学生は無
料（要証明書提示））
■観光バス駐車場
約13台
動物園公園専用の駐車場はありません。最寄のバ
ス駐車場（有料）をご利用ください。
■各種サービス

車イス有
（事前予約不可）

Ⅱ 動物園ガイドウォーク

（25名以内 50～90分）
―職 員が園内を一緒に歩きながら動物や見ど
ころをガイドします―

Ⅲ ズー・スクール

（70名以内 40分程度）
・動物園で初体験！
―動物のウンチや骨格標本にタッチ―
標 本を見ながら肉食動物と草食動物のエサ
や歯の違いを学習
・動物園で平和学習
―戦時中の動物園で実際にあった悲しい出来事―
・動物園で環境学習
―いま野生動物が直面している問題について学ぼう―

Ⅳ 動物ショート・ガイド

（30名以内 約15分）
―飼 育員が動物舎の前で特徴やエサなどのガ
イドをします―
※上記プログラムの組合せは要相談
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■受入可能人員
最 低実施人数と最大受け入れ人数はプログ
ラムによります
対象：小学生以上
■プログラム料金：無料
■所要時間：15分～2時間
■受入可能時期：休園日以外年中 ※要問合せ
■受入可能時間：相談
■休日等
月曜日
（休日に当たる場合は翌平日）
年末年始12/29～1/1
■その他・特記事項
◆要 予約制。個人での申し込みはお受けで
きません。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：2週間前まで
■申 込に関する特記事項：受付は先着順とな
ります
■キ ャンセル時の取扱等：下記のところへご
連絡願います
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市天王寺動物公園事務所 飼育担当

TEL：06-6771-2174
FAX：06-6772-4633

職場・自然

■オープン時間（最終入館）
10：00〜20：00季節により変更あり（入館は
閉館の1時間前）
■入館料金
個人：大 人2,300円 大学生2,300円
高校生2,300円 中学生1,200円
小学生1,200円 4歳以上600円
団体：学校団体料金
高校生1,600円 小・中学生720円
幼稚園・保育所（3歳児以上）320円
学校団体の引率教員、添乗員は無料
■観覧に要する平均時間 約90分〜120分
■観光バス駐車場 2,500円/5時間
■各種サービス

族館ならではのお話をする学習プログラムです。
海 遊館ホールにて、映像や標本、実際に使用して
いた道具などを使って、楽しく学習できます。テー
マは、「ジンベエザメ」、「海遊館の動物たち」、「飼
育係の仕事」の3つからお選びいただけます。
②海遊館アカデミーにバックヤードミニツアーをプ
ラスした、学習プログラムです。
アカデミーを受講した後に、バックヤード見学す
ることにより、さらに学習が深まります。
バックヤードではマリンメイトが、ライフサポー
トシステムと「太平洋」水槽上層部を案内します。

■受入可能時期
平日（休館日は除く）
※詳しい日程や空き状況はお問合せください。
■受入可能時間
①10：00〜、11：30〜、13：00〜、
15：00〜
5・10月のみ
10：00→9：30、11：30→11：00
②11：００～、15：30～
■休日等
2020年1月8日（水）、9日（木）
■その他・特記事項
◆内容は各テーマからお選びいただきます。
（プロ
グラムの内容は予告なく変更することがありま
す。）

職場・食

し ん

せ

か い

し ん こ う か い

 新世界串かつ振興会
新世界串かつ振興会
■所在地：〒556−0002 大阪市浪速区恵美須東2−4−10 なにわ八圓２F
■最寄駅：Osaka Metro堺筋線
「恵美須町」
駅
■ＵＲＬ：http://www.94katu.com/

■体験プログラム内容

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
■各種サービス

串かつ店員体験
①お食事＋お土産
［串かつソース］付き
②串かつ試食＋お土産
［串かつソース］付き

サッと揚げてパクッと食べる！「ソースの二度
漬け禁止」で有名な大阪のソウルフード「新世
界の串かつ」の店員体験です。２班に分かれて
店員役とお客さん役を交互に体験して頂きま
す。新世界と串かつについてのミニ講義も聞
いていただき、お客さんと店員の距離が近い
串かつ店ならではの店員体験とお客さん体験
で、大阪の心を味わってください！
■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：60名
対象：中学生・高校生
■プログラム料金
①2800円
（税込・ワンドリンク含）
②2400円
（税込・ワンドリンク含）
■所要時間
1時間～２時間
※人数によって変動する場合があります。

食・文化

■受入可能時期
平日
（GW、８月、年末年始を除く）
■受入可能時間：13：30～17：30 ※応相談
■休日等：年中無休
■その他・特記事項
◆準 備物：マスク（全員）/エプロン（ドリン
ク・料理提供）
◆受入店舗：朝日・寅勝
◆①の献立：串かつ5本盛/一品料理/特選料
理/お味噌汁/白ごはん
②の試食：串かつ3本
※油 を使った調理を含みますので、修学旅行
保険等に加入していることが条件になりま
す。また、参加される方は店員の指示をよ
く聞いてください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：１週間前まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：３日前までに人数確
定させて、新世界串かつ振興会へご連絡願いま
す。それ以降のキャンセル料は全額となります。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
㈱HASSIN 観光事業部
受付時間
（9：00～18：30）

TEL：06-6631-8814
FAX：06-6622-8846
E-mail：tour@8sin.co.jp

お お さ か い け だ

 カップヌードルミュージアム 大阪池田
カップヌードルミュージアム 大阪池田
ま す み
■所在地：〒５６３−００４１ 大阪府池田市満寿美町8－25
■最寄駅：阪急宝塚線
「池田」
駅 下車徒歩約5分
■連絡先：TEL ０７２－７５２－３４８４
■ＵＲＬ：https://www.cupnoodles-museum.jp/

■体験プログラム内容

①チキンラーメンファクトリー
②マイカップヌードルファクトリー

施設基本情報
■オープン時間：９：３０～１６：3０（入館は１５：３０まで）
■観覧に要する平均時間：1時間30分
（チキンラー
メンファクトリー含まない）
3時間（チキンラーメンファクトリー含む）
■入場料金：入館無料（体験は有料）
■観光バス駐車場：近隣の有料バス駐車場が紹介可
能です。（台数に制限があります）また、発明記
念館の周辺道路は、交通規制のためバス（マイク
ロバス含む）の通行ができません。バスでのご来
館を計画中の方は事前にご案内ダイヤル（ 072752-3484）にご相談下さい。
■各種サービス

■その他・特記事項
◆①小・中・高等学校の学校教育で利用の場合は体験
料が無料となります。また、1年前から予約ができ
ます。参加者以外は、会場に入ることはできません。
◆②混雑状況によって、早めにカップの販売を終了す
る場合があります。混雑時の体験は、お1人様1食で
お願いします。
◆館内へのお弁当などの飲食物の持ち込みはできません。
◆21名以上の団体でのご見学の場合は、事前に予約専
用ダイヤル（072－751－0825）までご予約下さい。
◆学校教育でご利用の場合は、参加人数、体験内容に関
わらず、必ず事前に予約専用ダイヤル（072－751－
0825）までご予約下さい。

■受入可能人員
①2名～48名
対象：小学生以上（作業はペアで行います。3年生
以下は、中学生以上の方とペアで体験して下さい。）
※1名での予約はできません。
※21名以上の団体でのご予約は、事前に予約専用ダイヤ
ル（072－751－0825）のみでの受け付けとなります。
②1名～目安として100名程度
（要相談）
対象：なし
■プログラム料金
体験プログラムの申込について
①大人（中学生以上）500円（税込）、小学生300円（税込） ■事前申込：①要 ②不要
②1食300円
（税込）
■申込受付期限：①ご希望日の3ヶ月前の同日10時
■所要時間：①90分 ②約30分
からインターネットまたは電話で受付できます。②なし
■受入可能時期
■申 込に関する特記事項：①事前にインターネッ
①通年。ご希望の3ヶ月前の同日の10時からインター
トまたは予約専用ダイヤルにご予約ください。②なし
ネットまたは予約専用ダイヤルにて受付可能です。
■キャンセル時の取扱等：①072－751－0825
②通年
（予約専用ダイヤル）へご連絡願います。 ②なし
■受入可能時間
①
【開催時間】
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
毎日
（毎週火曜日を除く）
①TEL：（お問い合わせ）072－752－3484（9時～16時30分）
①9:30～ ②11:00～ ③13:15～ ④14:45～
（予約専用ダイヤル）

072－751－0825（10時～16時30分）
②9:30～16:30
（最終受付は15:30）
FAX：申込みはインターネットまたは電話で受付
■休日等
②TEL：（お問い合わせ）072－752－3484（9時～16時30分）
①火曜日（祝日の場合は翌日が休館）、年末年始
FAX：なし
②火曜日（祝日の場合は翌日が休館）、年末年始
― 28 ―

食 ･ 文化

ほ う

ら い

蓬 莱

ほ ん

か ん

本

館

（株）蓬莱本館 営業部
■所在地：〒542−0076 大阪市中央区難波3−6−1
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、JR
「JR難波」駅
■連絡先：TEL 06−6634−6836 FAX 06−6634−5778
■ＵＲＬ：http://www.horaihonkan.jp

■体験プログラム内容

豚まん・焼売の手作り体験

豚まん、焼売を手作りで作っていただけます。
一部は、出来立てを試食していただき、その他
はお土産としてお持ち帰りいただきます。

施設基本情報

たいけんどうじょう

お お さ か

【お好み焼き 体験道場】大阪ぼてぢゅう
大阪ぼてぢゅう 本店
■所在地：【本店】
大阪市中央区難波3-7-20
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、JR
「JR難波」駅
■連絡先：TEL：06−6632−3631 FAX：06−6632−3634
■ＵＲＬ：http://www.osaka-botejyu.com/

■体験プログラム内容

お好み焼の生地作りから！
体験道場
施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

お好み焼の歴史から、材料、生地作りや焼き
方のコツまで、お好み焼の全てがわかる体験
道場！
講師スタッフの説明で、おひとりさま1枚のお
好み焼を自分で作って召し上がっていただく
工程です。
①お好み焼の歴史を学ぶ
②生地作りを学ぶ
③材料の計量
④美味しくできるコツを学ぶ
⑤焼き方の秘密を学ぶ
⑥ソースのトッピングを学ぶ
⑦出来上がったお好み焼を食べる
（お好み焼・ウーロン茶・わらび餅がセット）
⑧免許皆伝認定書の授与
■受入可能人員
5名〜90名
■プログラム料金
1名2,630円
（税込み）
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■所要時間
90〜120分
■受入可能時期
平 日（ 1月2〜5日、8月12〜16日 除 く）
土、日祝でも可能
■受入可能時間
10：00〜21：00
■休日等
1月1日
■その他・特記事項
類似店がありますので、ご注意ください。
●ご帰宅されてからお好み焼の作り方が復
習できる材料キットも1個1080円（税込み）
でご用意しています。
（常温保存可能）
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：お問合わせください
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：3日前までに（株）ぼ
てぢゅうコーポレーション予約センターへ
ご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
（株）
ぼてぢゅうコーポレーション 予約センター

TEL：06-6632-3631
FAX：06-6632-3634

電話受付：月〜土曜日9：00〜17：30

食・文化

こ の

職場・食

■受入可能人員
6名〜50名程度
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
人員増要相談可
（株）蓬莱本館
■プログラム料金
受付11：00～17：00にて承ります。
1名 2,000円～
■所要時間
TEL：06-6634-6836
約2〜3時間
FAX：06-6634-5778
■受入可能時期
基本的に通年
（休業日・年末年始除く）
■受入可能時間
11：00 or 14：00
（日・祝は除く）
17：00 or 18：00
（土・日・祝は除く）
■休日等
不定休
■その他・特記事項
◆体験のみと、体験と食事付きのプランがあ
ります
◆詳細等要相談

■オープン時間（ラストオーダー）
11：15〜22：00（21：00）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

食 ･ 文化

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1ヶ月前まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：キャンセルは土曜は
4週間前。月～金は１週間前。人数変更は前々
日15時まで

食 ･ 文化
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 元祖

たこ昌

ど う と ん ぼ り ほ ん て ん

道頓堀本店

（株）元祖たこ昌                            
■所在地：〒542−0071 大阪市中央区道頓堀1丁目4−15
■最寄駅（道頓堀本店）
：Osaka Metro各線・南海「なんば」駅、阪神・近鉄「大阪難波」駅、JR「JR難波」駅
■連絡先：TEL：06−6212−3363 FAX：06−6212−6966
■ＵＲＬ：http://www.takomasa.co.jp

■体験プログラム内容

たこ焼作り体験

■その他・特記事項

 際にプロの指導を受けながら、自分たちで
実
たこ焼を焼き、楽しみながら味わえます。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10：00〜20：30
■観覧に要する平均時間 1時間〜
■入場料金 なし
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

食 ･ 文化

■受入可能人員
体験プログラムの申込について
4〜40名
■事前申込：要
■プログラム料金
■申込受付期限：
1名 1,800円
（ドリンクなし）
■申込に関する特記事項：
+200円でドリンク付きに可能。
■キャンセル時の取扱等：道頓堀本店にご連絡
■所要時間
願います。
1時間〜1時間30分程度
（但し、人数によって多少時間が変わります）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■受入可能時期
道頓堀本店
要問合せ
（繁忙期は不可）
■受入可能時間
TEL：06-6212-3363
11：00〜17：00
FAX：06-6212-6966
■休日等
不定休

や
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 たこ家道頓堀くくる

ほ ん て ん

本店

たこ家道頓堀くくる 本店
■所在地：〒542−0071 大阪市中央区道頓堀1−10−5 白亜ビル1階
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、JR
「JR難波」駅
■連絡先：TEL：06−6212−7381 FAX：06−6212−7381
■ＵＲＬ：http://www.shirohato.com/kukuru/

■体験プログラム内容
だいがく

たこ焼大楽
〜これであんたもたこ焼職人
施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

 こ料理専門店にて、道頓堀の文化やたこ焼
た
のルーツを楽しく学び、たこ焼達人の手際の
よい技とパフォーマンスを見ていただき、焼
きの技術とポイントを学んだあと、ご自身で
実際に楽しく焼いていただきます。
これであんたもたこ焼職人!!
■受入可能人員
1グループ：5名〜45名
＊最大80名まで可能
（2班体制）
■プログラム料金
1名 2,500円税込み
（たこ焼、ソフトドリンク付）
1名 4,660円税込み
（たこ焼、ソフトドリンク付、たこ焼手作り
セットのお土産付）
■所要時間
約90分
■開催時期
平日
（年末、年始、GW、お盆期間を除く）
■開催時間
12：00〜17：00
（場合により要相談）
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■休日等
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1週間前まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：当日キャンセル不
可。前日までにたこ家道頓堀くくるにご連
絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
たこ家道頓堀くくる 本店

TEL：06-6212-7381
FAX：06-6212-7381

や ま と や ほ ん て ん

 大和屋本店

食 ･ 文化

大和屋本店
■所在地：〒542−0082 大阪市中央区島之内2−17−4
■最寄駅：Osaka Metro堺筋線・千日前線・近鉄｢日本橋」
駅 6番出口
■連絡先：TEL 06−6211−3587 FAX 06−6212−1553
■ＵＲＬ：http://www.yamatoyahonten.co.jp

■体験プログラム内容

大阪・道頓堀で
たこやき学習体験！

 ツアツのたこ焼きを自分で焼いて体験でき
ア
ます。

※写真は一例でございます。

施設基本情報
■オープン時間：
■観覧に要する平均時間：
■入場料金：
■観光バス駐車場：
■各種サービス：

食 ･ 文化

こ の

や き

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大和屋本店

TEL：06-6211-3587
FAX：06-6212-1553

食・文化

■受入可能人員
最低実施人数：30名
最大受け入れ可能人数：150名
対象：
■プログラム料金
1,500円
（税別）
■所要時間
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
11：30〜14：00
■休日等
■その他・特記事項
別途学生専用宿泊プランもあり。道頓堀の
和風旅館。

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：大和屋本店へ直接
ご連絡願います。

や き た い け ん が く しゅう

 お好み焼・たこ焼体験学習

■所在地：初代ヱビス 〒556−0002 大阪市浪速区恵美須東2−5−2
（店舗） 味の大丸
〒556−0002 大阪市浪速区恵美須東3−1−15
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線
「動物園前」
駅
■連絡先：TEL：06−6631−8814
■E-mail：tour@8sin.co.jp
■ＵＲＬ：初代ヱビス http://www.yebisu.cc/top/index.html
味の大丸
https://r.gnavi.co.jp/9anj9b4n0000/

■体験プログラム内容

①お好み焼き体験学習
②たこ焼き体験学習

施設基本情報
■オープン時間
『初代ヱビス』
平 日：11：30～23：00
土日祝：11：00～23：00
『味の大丸』
平 日：11：30～22：00
土日祝：10：00～22：00
■観光バス駐車場
なし
天王寺動物園「新世界ゲート」横の
有料バス駐車場をご利用ください。
■各種サービス

 お好み焼が皆に愛される理由ってなんやねん？
①
大阪名物「お好み焼き」の歴史・文化を学び、
実際に作る体験ができるコースです。  
◆コース内容
・お好み焼 ・串かつ７本盛り ・ミニサラダ
・ご飯
（おかわり自由）・お味噌汁
②ほ んまもんのたこ焼が自分で作れてしかも
食べ放題！
大阪を代表する粉もん「たこ焼」から広がる大
阪の文化を知り「たこ焼き」を生地から作る体
験ができるコースです。
◆コース内容
・たこ焼き食べ放題 ・串かつ５本盛り
・ミニサラダ・ご飯
（おかわり自由）
■受入可能人員
①②各10名～40名
◆受入店舗
①お好み焼き体験
『初代ヱビス』
②たこ焼き体験
『味の大丸』
■プログラム料金
①②2,500円
（税込）
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■所要時間
①②90分
（人数により変動します）
■受入可能時期
平日
（ＧＷ、8月、年末年始を除く）
■受入可能時間
13：30～17：30
■休日等
年中無休
■その他・特記事項
◆マスク、エプロンをご用意ください。
◆詳 しく体験の詳細をご案内しているパン
フレットがございます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要 ※完全予約制
■申込受付期限：１週間前まで
■申 込に関する特記事項：記載以外の人数・
時間はご相談ください。
■キャンセル時の取扱等：３日前までに人数確
定させて、下記迄ご連絡願います。それ以
降のキャンセル料は全額となります。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
㈱HASSIN 観光事業部
受付時間
（9：00～18：30）

TEL：06-6631-8814
FAX：06-6631-8846
E-mail：tour@8sin.co.jp

食 ･ 文化

 コンペイトウミュージアムやお
第11回産業観光まちづくり大賞
大阪糖菓（株）コンペイトウ王国
経済産業大臣賞 受賞
■所在地：〒581−0038 大阪府八尾市若林町2−88
■最寄駅：Osaka Metro
「八尾南」
駅
■連絡先：TEL 072−948−1339 FAX 072−948−1015
■ＵＲＬ：http://www.konpeitou.jp ■E-mail：info@konpeitou.jp

■体験プログラム内容

コンペイトウ手作り体験

ワクワクドキドキを提供する「見て・聞いて・
作れる体験型」のミュージアムとなっておりま
す。当ミュージアムでは、コンペイトウの手作
り体験や工場見学に加えて、コンペイトウの製
造工程や歴史まで解りやすくお伝え致します。
小さなお子様から大人の方まで楽しみ学んで
帰って頂くことを第一に、内容の充実したプロ
グラムを提供できるよう心がけております。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 応相談
■各種サービス

食 ･ 文化

■受入可能人員
コンペイトウ工房：〜60名程度・60名様
を超える場合はお問合せ下さい
カルメラ工房：〜20名
シュガーアート教室：〜20名
■プログラム料金
・コンペイトウ工房：1,200円
・カルメラ工房：800円
・シュガーアート教室：1,000円
・出前工房：プログラム料金に別途出張費が
加算されます。
■所要時間
90分
（1工房）
コンペイトウ博士のお話（DVD）〜手作り体験
〜工場見学（平日のみ）＆試食〜コンペイトウ
の大航海物語（DVD）～サプライズコーナー

き せ つ り ょ う り

 季節料理
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■受入可能時期
年中 ※要問合せ
■受入可能時間
10：00〜15：30
（終了時刻17：00）
①10：00 ②14：00
■休日等
日・祝日(土曜日は不定休)
■その他・特記事項
◆要予約制
◆最少予約人数10名とさせて頂きます。
◆10名より少ない場合は、堺にあるコンペ
イトウ・プチ・ミュージアムにおいて体
験して頂けます。
（事前予約にて土日祝も
体験可）
◆60人を超える場合は一度お問い合わせ下さい
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：希望日の1年前から一週間前
まで予約可
■申込に関する特記事項：事前打ち合わせ有
■キ ャンセル時の取扱等：大阪糖菓（株）にご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪糖菓
（株）
コンペイトウミュージアム

TEL：072-948-1339
FAX：072-948-1015

や

三佳屋

季節料理 三佳屋
■所在地：〒586-0014 大阪府河内長野市長野町13−15
■最寄駅：南海高野線「河内長野」
駅
■連絡先：0721-68-7611
■ＵＲＬ：https://miyoshiya.osaka/

■体験プログラム内容

手打ち うどん体験

施設基本情報
■オープン時間
昼 11:30〜15：00		
夜 18:00〜21：00(完全予約制)		
■観覧に要する平均時間
1.5時間〜3時間
■入場料金
■観光バス駐車場
駐車場有り
■各種サービス

 業1987年のうどん屋のマスターが提供す
創
る、本格うどんの手打ち体験です。		
長年の経験から生まれる大将の技が凝縮した、
飴色に輝くつるりとしたうどんを作りましょう！
作ったうどんはそのまま店内でゆでて、
		
できたてをお召し上がりいただけます。
ふんわりとした感触から一転、
		
かんだ瞬間からしこしことコシのあるうどん。
熱い心、旨いうどん、安らぎの体験で、心も
体もあったまってやー！			
■受入可能人員
2人から
最大受け入れ可能人数：要相談
■プログラム料金
うどん手打ち体験
（スタンダードコース）
¥6800 (税込)
うどん手打ち体験
（ショートコース）
¥4800 (税込)			
■受入可能時期
要相談
■受入可能時間
14:30以降
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■休日等
木曜日
■その他・特記事項
高野街道沿いの古民家での体験プログラム
です。			
海外の方、他府県の方、ご家族、お誕生、
記念日の思い出にいかがですか？		
学生団体様の特別料金もありますのでご相
談ください。			
体験プログラムの申込について
■事前申込： 要
■申込受付期限：1週間前まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：お電話でご連絡お
願いします。
080-3779-0338へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
熱い心のつるつるうどん  三佳屋

TEL：080-3779-0338
        /0721-68-7611

食 ･ 文化

い し き り

どうじょう

 石切つけもの道場
石切つけもの道場
■所在地：〒579−8011 東大阪市東石切町2丁目8−15
■最寄駅：近鉄奈良線
「石切」
駅、近鉄けいはんな線
「新石切」
駅
■連絡先：TEL 072−981−3922 FAX 072−984−0011
■ＵＲＬ：http://www.tsukemono-dojo.com

■体験プログラム内容

ぬか漬けの手作り体験

 本の伝統食であり、健康食品である「ぬか漬
日
け」
を作ります。
季節に応じた野菜の選び方や、ぬか床のつく
り方を体験しながら学ぶことができます。
漬けた野菜はお持ち帰りいただけます。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
9:00〜17:00
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
石切つけもの道場

TEL：072-981-3922
FAX：072-984-0011

芸能・文化

しょくいく

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：希望日の1ヶ月前
■申 込に関する特記事項：団体で希望される
場合、下記へお問い合せ下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。体験予定日の2日前からキャンセル料
がかかります。

ち ょ う り た い け ん

 食育セミナーと調理体験
株式会社 大阪ガスクッキングスクール
（開催場所 ハグミュージアム 4Fキッチンスタジオ）
■所在地：〒550−0023 大阪市西区千代崎3丁目南2番59号
■最寄駅：Osaka Metro 長堀鶴見緑地線
「ドーム前千代崎」
駅、阪神なんば線
「ドーム前」
駅
■連絡先：大阪観光局へお問合せください。
■ＵＲＬ：https://www.og-cookingschool.com/

■体験プログラム内容

食育セミナーと調理体験

施設基本情報
ハグミュージアム
■オープン時間
10：00～18：00
休館日：水曜日（祝日の場合は開館）
■入場料金 無料
■各種サービス

■受入可能時間：11：00～14：00
■休日等
水曜日、土、日・祝日、年末年始、お盆
■その他・特記事項
・エ プロン、ハンドタオル（使い捨てエプロ
ンは50円
（税込）
/枚で準備可能）
・ ケガ等の保険保障はございません。
各団体ごとで学校旅行総合保険等に加入く
ださい。
・ 開催頻度は月１回程度とさせて頂きます。

 日元気に過ごすための食生活と生活習慣を
毎
テーマにした食育セミナーと、関西風だしの
取り方など料理講習後、実際に調理体験をし
て頂きます。
◆調理体験メニュー
「だしの味覚体験・みんなで作るカンタン和食」
・グリルで！サーモンと旬野菜の南蛮漬け
・切り干し大根とおじゃこの炊き込みご飯
体験プログラムの申込について
・きのことわかめのみそ汁
■事前申込：要
・ミルク寒天 季節のフルーツ添え
■申込受付期限：2020年3月末分まで受付可能
・だしがら昆布とかつお節のつくだ煮
※上 記期間以降についてはお問合せくださ
◆プログラムスケジュール
い。
挨拶
5分
■申込に関する特記事項：24名様以下になっ
セミナーとだしの取り方
20分
ても24名様分の費用をいただきます。
料理説明
15分
■キャンセル時の取扱等：開催中止：1ヶ月前
実習
50分
までにご連絡ください。
試食・片づけ
30分
人数変更：開催日含む10日前までにご連絡
※担当インストラクターは2テーブルで1名
ください。
配置予定
■受入可能人員
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
最低受入人数 24人
（6名×4テーブル）
公益財団法人 大阪観光局
最高受入人数 48人
参加体験型プログラム担当
■プログラム料金：3,700円
（税込）
／人
■対象年齢：中学生以上
TEL：06-6282-5900㈹
■実質所要時間：120分
（食事時間込み）
FAX：06-6282-5915
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食・文化

食 ･ 文化

■受入可能人員
10名/回
■プログラム料金
大 人1名3,000円
小学生1名2,500円
材料費込み、税込み
■所要時間
約2時間
■受入可能時期
要相談
■受入可能時間
要相談
■休日等
基本的に9日、19日、29日

■その他・特記事項
・体験日、開始時間、人数等、事前にお問合
わせ下さい。
・エプロンを御持参下さい。

食 ･ 文化

た い け ん

 エアディナー体験
エアディナーで世界を結ぶ会
■所在地：〒581−0013 八尾市山本町南6−2−29
■最寄駅：近鉄
「河内山本」
駅
■連絡先：TEL 072−926−5134 FAX 072−921−6893
■ＵＲＬ：http://www.bunkasozo.com/airdinner.htm

■体験プログラム内容

エアディナーを通して
食と環境を考える

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

 何もないテーブルを前に食べる真似をする
競技がエアディナーです。エアギターをヒント
に小野元裕が発案。いかに感謝して食べてい
るか、いかに喜んで食べているか、いかに楽
体験プログラムの申込について
しい雰囲気で食べているかの三点が重要。道
■事前申込：要
具は使わず1人1〜2分で演技します。BGM可。
■申込受付期限：なし
人間の生きる基本は食です。しかしながら、
■申 込に関する特記事項：メールでも受け付
普段は何気なく食事をしています。エアディ
けしています。ono@bunkasozo.com
ナーをすることで、食への感謝を深めひいて
■キ ャンセル時の取扱等：エアディナーで世
は地球規模の環境問題に思いを馳せることが
界を結ぶ会にご連絡願います。
できます。大阪での宿泊先へ出張してエアディ
ナーを開催します。エアディナーを通して、皆
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
で食と環境について考えましょう。
エアディナーで世界を結ぶ会
■受入可能人員
10〜20名
■プログラム料金
1グループ1万円
（出張費）
■所要時間
所要時間 約1時間
■受入可能時期
年中

食・文化

■受入可能時間
いつでも可
■休日等
なし
■オプション料金
（希望グループのみ）
・写真撮影5万円（CD-ROM人数分）
・ビデオ撮影10万円（DVD人数分）

TEL：072-926-5134
FAX：072-921-6893
Email：ono@bunkasozo.com

お お さ か

 ハイアット リージェンシー 大阪
ハイアット リージェンシー 大阪
■所在地：〒559−0034 大阪市住之江区南港北1−13−11
■最寄駅：ニュートラム
「中ふ頭」
駅
■連絡先：TEL 06－6614－7886 FAX 06－6614－7885
■ＵＲＬ：http://osaka.regency.hyatt.jp

■体験プログラム内容

洋コーステーブルマナー体験

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
■各種サービス
駐車場完備。宿泊者無料。

 露宴やパーティーに招待されたとき、テー
披
ブルマナーを知っておくと楽しさもひとしお
です。
ハイアットでは、経験豊富なホテルマンが講
師として楽しい雰囲気の中で美味しく食事を
するための心がけとして マナーの基本をわ
かりやすく解説いたします。
新入社員研修や学校の講座、親しいグループ
のお食事などお気軽にご利用ください。
■受入可能人員
最低実施人数：30名
最大受け入れ可能人数： 300名まで
対象：
■プログラム料金
1名8,316円～
（サービス料込・税込）
■所要時間
2時間
■受入可能時期
通年
（土日祝除く）
■受入可能時間
要相談
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■休日等
なし
■その他・特記事項
宿泊プランのオプションです。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ハイアット リージェンシー 大阪

TEL：06-6614-7886
FAX：06-6614-7885

 リーガロイヤルホテル

食・文化

リーガロイヤルホテル
■所在地：〒530－0005 大阪市北区中之島5－3－68
■最寄駅：JR東西線「新福島」駅、阪神・JR[福島」駅、Osaka Metro「肥後橋」駅、京阪中之島線「中之島」駅直結
■連絡先：TEL 06－6448－1121
（大代表）
■ＵＲＬ：http://www.rihga.co.jp/top.html

■体験プログラム内容

洋コーステーブルマナー体験

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
■各種サービス

わ ら

TEL：06-6448-2874
FAX：06-6448-3921

芸能・文化

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：900名
■プログラム料金
高校生向け：1名7,800円～
短大・大学生・成人向け 応相談
■所要時間
1時間30分～2時間
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
9：00～21：00
■休日等
なし
■その他・特記事項

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
リーガロイヤルホテル

食・文化

芸能 ･ 文化

洗練されたマナーを美しく学ぶ。結婚披露宴
や大切なお客様とのご会食など、フォーマル
場面でのテーブルマナーを身につけてみませ
んか。
新入社員研修や学校の教養講座などにもお気
軽にご利用ください。

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施1週間前まで
■申込に関する特記事項：
受付時間10：00～18：00
（平日のみ）
■キャンセル時の取扱等：
リーガロイヤルホテルMICE営業部

た い け ん

「お笑いライブ体験」
スパンキープロダクション株式会社
■所在地：大阪市中央区西心斎橋1−9−28 リーストラクチャー西心斎橋4F
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線
「心斎橋」
駅
■連絡先：TEL 06−4963−3238 FAX 06−4963−3239
■ＵＲＬ：http://www.spunky-pro.com/ ■E-mail：info@spunky-pro.com

■体験プログラム内容

関西若手漫才出張ライブ

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

修学旅行のよき思い出・体験学習として、
上方文化である上方漫才を出前致します。
・
「お笑いライブ体験」
・
「大阪弁講座」

■受入可能時期
通年
■受入可能時間
常時可能
■休日等
可能
■その他・特記事項
時間・場所・内容・費用など相談に応じます。

●修学旅行LIVEの目的
①漫 才で演じられるボケとツッコミの会話により、 体験プログラムの申込について
人とのコミュニケーションのあり方を学べます。
■事前申込：要
②漫才を熱演する「芸人」さんに接することで、一芸に秀
■申込受付期限： 特に無し
■申込に関する特記事項：電話もしくはＦＡＸにて
でた人々が持つプロ意識と芸道の厳しさを学べます。
●基本プログラム
■キ ャンセル時の取扱等：会社へご連絡願い
①若手芸人の漫才鑑賞
ます。
（2週間前まで）
②お笑い修業を生徒と一緒に体験（発声・滑舌・体験漫才など）
③若 手芸人との交流会（クイズゲーム・大喜利ゲーム・ 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
スパンキープロダクション
質問コーナー・写真撮影など）
■受入可能人員
ご相談に応じます。
対象：関西に修学旅行に来られる小・中・高校生
■所要時間
60～90分
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TEL：06-4963-3238
FAX：06-4963-3239
Email：info@spunky-pro.com

芸能・文化

か み が た ら く ご き ょ う か い

しゅっちょうたいけん

 上方落語協会・出張公演
公益社団法人上方落語協会
■所在地：〒530−0043 大阪市北区天満4丁目12−7
■連絡先：TEL 06−6354−7727 FAX 06−6354−4433
■ＵＲＬ：https://kamigatarakugo.jp/business-trip/
■E-mail：info@kamigatarakugo.jp

■体験プログラム内容

上方落語体験学習

①落 語解説：上方落語の歴史などのお話、小
ばなしなどの実演と体験
②お囃子紹介：お囃子（三味線・太鼓などの和
楽器）
の実演と体験
※ご予算により、省略可能です。
③落語鑑賞：上方落語の生の舞台を鑑賞
■受入可能人員
最少30名〜何名でも可能
※最少人数を下回る場合もご相談に応じます。
■プログラム料金
1団体150,000円〜
※ご予算によりご相談に応じます。
■所要時間
60〜90分
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
要相談
■その他・特記事項
◆修学旅行の宿泊先へ出張公演いたします。
◆小学生〜高校生対象の学習プログラムと
なります。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

芸能・文化

て ん ま て ん じ ん は ん じ ょ う て い

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の1年前より2ヵ月前
まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：1ヵ月前までに公益
社団法人上方落語協会へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
公益社団法人 上方落語協会

TEL：06-6354-7727
FAX：06-6354-4433

か み が た ら く ご た い け ん が く し ゅ う

 天満天神繁昌亭（上方落語体験学習）
天満天神繁昌亭
■所在地：〒530−0041 大阪市北区天神橋2丁目1−34
■最寄駅：Osaka Metro
「南森町」
駅もしくはJR東西線
「大阪天満宮」
駅
■連絡先：TEL 06−6352−4874 FAX 06−6352−5874
■ＵＲＬ：http://www.hanjotei.jp/

■体験プログラム内容

上方落語体験学習

 落語解説
①
②お囃子紹介
③落語鑑賞

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
朝席 10：00～11：30頃
昼席 13：00～16：00頃
夜席 開演時間は日によって異なります。
■入場料金
朝席 料金・内容等は日替わりです
昼席 一般（当日） 3,000円
夜席 料金・内容等は日替わりです。
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

■受入可能人員
最大受け入れ可能人数：216名
■プログラム料金
小・中学生 1,100円/1名
高校生
1,500円/1名
注）
最低実施料金 150,000円		
■所要時間
60〜90分
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
10：00～11：30
■休日等
要確認
■その他・特記事項
※プログラムの合計料金が150,000円に
満たない場合は最低実施料金として、
１団体150,000円を頂戴致します。
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：ご希望日の6ヶ月前より2ヶ
月前まで
■申 込に関する特記事項：詳細はお電話にて
お問い合わせ下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：1ヵ月前までに天
満天神繁昌亭へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
天満天神繁昌亭
（午前11時～午後7時30分）

TEL：06-6352-7874  
FAX：06-6352-5874

※2019年7月1日 よ り 内 容 変 更 ご ざ い ま
す。

芸能・文化

こくりつぶんらくげきじょう

 国立文楽劇場
国立文楽劇場
■所在地：〒542−0073 大阪市中央区日本橋1－12－10
■最寄駅：Osaka Metro・近鉄
「日本橋」駅 ■連絡先：TEL 06－6212－2531
■ＵＲＬ：https://www.ntj.jac.go.jp/
（日本芸術文化振興会HP）
http://bunrakuouendan.web.fc2.com/index.html
（文楽応援団HP）

■体験プログラム内容

ボランティア「文楽応援団」
スタッフによる、資料展示
室での文楽ガイド、解説

施設基本情報
■オープン時間
10時～18時
■観覧に要する平均時間
15分（除く、公演観劇）
■入場料金
展示室含む１階フロアは入場フリー
（文楽等公演観劇には要チケット購入）
■観光バス駐車場 無し
■各種サービス
文楽友の会（優先予約、割引）

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
事業推進課調査資料係

TEL：06-6212-5542
FAX：06-6212-1202

体験プログラムの申込について
■事前申込
不要
■申込受付期限
文楽公演時
（除6月）
■受入可能時期
4、7～8、11、1月の文楽公演時(除6月公演)
各公演の開演1時間前から開演時まで
※上記以外で希望される場合は要連絡
■展示室入場料・解説料金
無料
■所要時間
10～15分

や ま も と の う が く ど う
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芸能・文化

6月を除く文楽公演期間中の開演時間前にガイ
ドをしています。団員へ気軽に声を掛けて下
さい。文楽入門ガイドの他、
文楽のツメ人形
「文
ちゃん」「楽ちゃん」を動かしたり舞台下駄な
ど文楽の舞台グッズに触れていただけます。

■申込に関する特記事項
多人数の場合ご連絡下さい。
キャンセル時は下記へご連絡願います。
■受入可能人員
1グループ 30名以内
■その他・特記事項
公演を鑑賞しない場合も利用可

く に と う ろ く ぶ ん か ざ い

 山本能楽堂（国登録文化財）
山本能楽堂
■所在地：〒540−0025 大阪市中央区徳井町1−3−6
■最寄駅：Osaka Metro谷町線・中央線
「谷町四丁目」
駅
■連絡先：TEL 06−6943−9454 FAX 06−6942−5744
■E-mail：yamamoto@noh-theater.com ■ＵＲＬ：http://www.noh-theater.com/

■体験プログラム内容

①修学旅行生のための能・教育体験ツアー
②初心者でも楽しい能・体験講座と見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

ユネスコ世界無形文化遺産であり、日本を代
表する伝統芸能である能について、能楽師が
わかりやすく楽しくご紹介させて頂きます。
謡の体験や能装束の着付けなど、様々なワー
クショップで実際に体験して頂きます。能面
をかけ舞台を歩いたり、能装束を実際に着て
頂いたり、能の楽器に触れたり、ご希望に応じ
て多彩なプログラムをご用意させて頂いており
ます。また、普段は見ることの出来ない楽屋裏
や舞台の下の瓶もご案内させていただきます。

■休日等
お問合せください
■その他・特記事項
次のようなプログラムもあります。詳細は
お問合せ下さい。
□
「山本能楽堂の見学」
お 一 人 様1,000円 〜（ 10名 以 上）
30分〜60分
□
「初心者でも楽しく『ほんものの能』を鑑賞
しよう!」
1団体45万円〜 約60～90分
□
「初心者のための狂言の体験と鑑賞」
1団体35万円〜 約90分
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申 込に関する特記事項：正式決定後のキャ
ンセルは、キャンセル料金が発生する場合
があります。
■キャンセル時の取扱等：

■収容可能人員
約190名様まで
■プログラム料金
お一人様2,500円〜（10名様以上）
■所要時間
60分から90分（ご希望にあわせることができます）
■受入可能時期
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
通年
山本能楽堂
■受入可能時間
TEL：06-6943-9454
9：00〜21：00

FAX：06-6942-5744

― 37 ―

芸能・文化

ちょうせん

 ちゃんばらアクション「サムライに挑戦」
（一社）日本殺陣道協会
■所在地：〒550−0014 大阪市西区北堀江1−1−27 イマイビル3階
■最寄駅：Osaka Metro四つ橋線
「四ツ橋」
駅３番出口１分 御堂筋線
「心斎橋」
駅７分
■連絡先：TEL 06−6536−8048 FAX 06−6536−8049
■ＵＲＬ：http://www.nihontatedokyokai.com

■体験プログラム内容

時代劇の立ち回りを体験

殺陣（たて）とは、時代劇のチャンパラのこと
で勝ち負けではなく演技表現手段です。
体験の中では、相手を思いやる気持ちや集中
力、表現力、礼儀作法などを学ぶことができ
ます。
刀の持ち方や、基本の型の練習の後、簡単な
映画のワンシーンを主役になって演じてもら
います。
宿泊先のホテルなどに侍が出向いて、夕食後
に体験指導も可能です。ご相談下さい。
※ホテルまでの交通費が別途必要になります。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

■受入可能人員
15名以下
（四ツ橋の本部道場）
15名〜 （大阪城・修道館などにて）
※対象は小学生から高校生まで
※他 の会場の場合は、別途会場費・交通費
が追加されます。
■プログラム料金
（基本）
消費税含む
3,000円／１名
■所要時間
60分
（基本） ※参加人数により多少延長

芸能・文化

むかし

が い と う せ ん で ん

■受入可能時期
月〜日曜
■受入可能時間
10時～20時
■休日等
特になし
■その他・特記事項
練習用木刀準備致します。運動の出来る服
装でお越しください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：6ヶ月前から2週間前までに
事務局まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：事務局へ直接ご連
絡下さい。
※1週間以内のキャンセルはキャンセル料が
必要となります。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
（一社）
日本殺陣道協会

TEL：06-6536-8048
FAX：06-6536-8049

と う ざ い や

た い け ん

 昔ながらの街頭宣伝「東西屋」体験
東西屋
■所在地：〒542−0062 大阪市中央区上本町西2−6−21
■最寄駅：Osaka Metro谷町線、鶴見緑地線
「谷町六丁目」
駅
■連絡先：TEL 06−6764−1984 FAX 06−6764−5776
■ＵＲＬ：http://www.tozaiya.co.jp

■体験プログラム内容

大阪が生んだ
コミュニケーション文化を体験

東 西屋の前身となる職業は、江戸時代末期に生ま

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

このように、大阪が生んだ、革新的宣伝業『東西屋
体験』は、そこで生活する人々とのコミュニケー
ションに触れることで、それぞれの意義を見い出
す貴重な体験をしてもらうことに、重点をおき企
画されました。

れました。大阪千日前界隈で、飴の行商を生業と
■受入可能人員：20〜30名程度 要相談
していた通称「飴勝（あめかつ）」という者が、その
※対象：小学生から高校生まで
よく通る「売り声」を「買われ」ある寄席小屋の宣伝
■プログラム料金：1名あたり 4,000円
をしたのが始まりと言われております。これが評判
■所要時間：約3時間程度
となり、同業者、継承者を多く排出し、明治期に
■受入可能時期：通年
入ると、より宣伝効果をあげるため、口上に芝居の
■受入可能時間：要相談
一節を盛り込んだり、衣裳、小道具をより華美にし、
■休日等：土日祝は基本的に受付不可
楽器を使って人目を惹く…などの工夫が凝らされ、
※それ以外の日でも、不可の日時あり。要相談。
そのスタイルは、常に変容しながら爛熟期を迎え
■その他・特記事項
ました。当時、宣伝口上の冒頭に、歌舞伎の披露
目口上でもある「東西、東西（トザイ、トウザ〜イ）」
体験プログラムの申込について
と見栄を切ったことから、この職業ことを『東西屋
■事前申込：要
（とうざいや）』と言うようになりました。自らの肉
■申込受付期限：実施日の半年前より2ヶ月前まで
体を使っての「広告代理業」は、諸外国には例をみ
■申込に関する特記事項：
ない、我が国唯一のものであります。
■キ ャンセル時の取扱等：
（有）東西屋へご連
『東西屋体験』は、その歴史を学び、そのスタイル
絡願います。
を模した口上の練習、衣裳や小道具の制作…など
のレクチャーを受けた後に、実際に大阪の町（商店
街など）で、実地体験をしてもらいます。事前に用 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
東西屋
意した情報（体験者が生活する町や学校のPRなど） （有）
TEL ：06-6764-1984
を、道往く人たちに、いかに巧妙に伝えることが
FAX ：06-6764-5776
できるかがポイントです。
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 セクターエイティエイト（能・狂言体験）
（株）セクターエイティエイト
■所在地：〒530−0042 大阪市北区天満橋1−8−5 OAPアートコートA201
■連絡先：TEL 06−6353−8988（平日10：00〜18：00） FAX 06−6353−8987
■ＵＲＬ：http://www.nohkyogen.jp/

■体験プログラム内容

①能楽鑑賞 ②狂言鑑賞
③能面・装束付体験「能のファッション」
④能囃子楽器体験「能囃子のヒミツ」
⑤能楽堂体験（例:大槻能楽堂など）

施設基本情報

■受入可能人員：①②③④50名以上（最大500名）
⑤要相談

たいしゅうえんげき

 大衆演劇

ご

ふ

く

TEL：06-6353-8988
FAX：06-6353-8987

ざ

呉服座

大衆演劇 呉服座
（①梅田呉服座 ②池田呉服座）
■所在地：①〒530−0051 大阪市北区太融寺町8−17 プラザ梅田ビル5F
②〒563−0058 池田市栄本町6−15
■最寄駅：①ＪＲ
「大阪」
駅、阪急・阪神
「梅田」
駅、Osaka Metro
「東梅田」
駅 ②阪急
「池田」
駅
■連絡先：①TEL 06−6367−0529 FAX 06−6367−5293 ②TEL 072−752−0529
■ＵＲＬ：①②http://www.gofukuza.com

■体験プログラム内容

大衆演劇の歴史と文化の学習
と鑑賞体験			
演劇鑑賞をメインにした体験コース

施設基本情報
■開演時間（最終入館）
昼の部 12：30～15：30
夜の部 18：00～21：00
■座席数
247席（梅田呉服座）
162席＋桟敷席8席（池田呉服座）
■入場料金
2,200円（梅田呉服座）
1,900円（池田呉服座）
■各種サービス
前売券割引有り、座席電話予約可（300円）
提携駐車場有り（池田呉服座のみ）

キャリア教育の一貫として、お芝居や日本舞
踊をご鑑賞いただき日本の大衆文化とその魅
力を知って頂くと共に、大衆演劇の歴史や文
化を通して、芸の世界についての理解を深め
て頂きます。
普段は見ることの出来ない楽屋裏や舞台裏へ
のご案内など
■プログラム内容
・大衆演劇鑑賞
（メイン）
・大衆演劇の歴史・文化・取組についての講話
・楽屋裏、舞台裏見学
・座長さんへの質問コーナー
・劇団さんと全体記念撮影
■受入可能人員
最低実施人数：最少20名以上
最大受入可能人数：247名
（梅田呉服座）
170名
（池田呉服座）
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■プログラム料金
2,000円／1名
■所要時間
約3.5時間程度
ご希望に応じて検討させて頂きます。
■受入可能時期：通年
■受入可能時間：12：00～、17：30〜
■休日等：月末日 他
■そ の他・特記事項：ご希望に応じて、内容
につきましては都度ご相談させて頂きます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申 込受付期限：特にございませんが、座席
予約等の関係上、早めのお問い合わせをお
願い申し上げます。
■申 込に関する特記事項：詳細は、お電話に
てお問い合わせください。
■キ ャンセル時の取扱等：正式決定後のキャ
ンセルはお受けできませんので、予めご了
承ください。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
梅田呉服座 山﨑

TEL：06-6367-0529
FAX：06-6367-5293

芸能・文化

①能楽鑑賞
「能に触れよう」
日本の伝統芸能「能」をわかりやすくご紹介。
簡単なワークショップもあります。
・能楽鑑賞
・ワークショップ
（例
「舞台を歩いてみよう」
）
②狂言鑑賞
「狂言に触れよう」
笑 いの街・大阪で室町時代の笑い「狂言」を
鑑賞。ワークショップでは実際に狂言の動
きやことばが体験できます。
・狂言の解説 ・狂言の実演
・ワークショップ
（例
「狂言の型」
）
③能 面と装束に焦点をあてて、詳しい解説と
ともに着付の体験ができます。
・能面の紹介 ・能装束の紹介 ・着付体験
④能で用いられる4つの楽器を楽しめ、体験が
できます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
・楽器紹介 ・楽器体験 ・楽器の演奏
（株）
セクターエイティエイト
※お話と楽器体験のみも可能（料金要相談）

■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

芸能・文化

■プログラム料金
（税別）
：①能／1団体 400,000円〜
②狂言③④／1団体 350,000円〜 ⑤要相談
■所要時間：①②60〜90分 ③④⑤要相談
■受入可能時期：要相談
■受入可能時間：要相談
■その他・特記事項
◆ご予算・対象年齢・会場・人数に応じて企画立
案します。
◆受入人数・料金等についてはご相談下さい。
◆上記の体験プログラムについては大阪地区の
能楽堂（例:大槻能楽堂）または能楽堂にかわる
公共施設での実施を基準としてご提案してお
ります。②③④は宿泊先への出張も可能です。
※能楽堂の会場費は別途となります。
※宿泊先へ出張の場合は、会場に舞台をご用意
下さい。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：正式決定後のキャン
セルはお受けできませんので、了めご了承下さい。

芸能・文化
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 飛龍和太鼓シアター
飛龍和太鼓シアター
■所在地：〒558−0004 大阪市住吉区長居東3-2-10
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線
「長居」駅4番出口より徒歩5分
■連絡先：TEL 06−6691−0009 FAX 06−6691−0999
■ＵＲＬ：http://www.wadaiko-hiryu.jp

■体験プログラム内容

和太鼓体験

（60分）
バチの握り方や構え方から、一曲演奏までを
コンパクトにおさめた体験プラン
※倭太鼓飛龍によるミニライブ有り

施設基本情報
■オープン時間
10時～21時（完全予約制）
■観覧に要する平均時間
1時間半
■入場料金
3,000円（お一人様）
■観光バス駐車場
マイクロバス1台駐車可
大型バスの場合長居陸上競技場内に駐車場有
■各種サービス

芸能・文化

どんとんぼり

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：50名
対象：全て
■プログラム料金
3,000円（お一人様）
■所要時間
1時間
■受入可能時期
全期間
■受入可能時間
全日10時～21時
（完全予約制）
■休日等
不定期にて有り
■その他・特記事項
◆男女別更衣室ロッカー完備
◆当日のバチはお貸しいたします
◆お土産販売コーナー有り

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：当日まで
■申 込に関する特記事項：定員数に上限がご
ざいますので、ご予約の際にお断りする場
合がございます。
■キャンセル時の取扱等
キャンセル料金
当日 100％
6日前～1日前 50％
1週間前 0％
ご連絡は下記までお願いします。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
飛龍和太鼓シアター

TEL：06-6691-0009
FAX：06-6691-0999

わら

 道頓堀ZAZA（お笑いライブ･フードミュージカルGOTTA）
道頓堀ZAZA
■所在地：〒542-0071 大阪市中央区道頓堀1−7−21 中座くいだおれビル地下1階
■最寄駅：Osaka Metro各線
「なんば」
駅14番出口、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、南海
「なんば」駅
■連絡先：TEL 06−6212−3005
（11：00～19：00）
■ＵＲＬ：① http://www.vitalartbox.com/zaza/live/ ② http://gotta-osaka.com/

■体験プログラム内容

① ZAZA お笑いライブ
お笑いワークショップ体験
施設基本情報
■オープン時間
11：00
■観覧に要する平均時間
お笑いライブ 30分		
40分		
GOTTA
■入場料金
お笑いライブ
600円		
大人（16歳以上）1,800円
GOTTA
小中人（7～15歳）1,000円
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

ZAZA お笑いライブ出演の若手芸人指導による漫才・
コント体験。30 分コース（お笑い昼寄席 15 分 + ワー
クショップ 15 分）と９０分コース（お笑い昼寄席 30
分 + ワークショップ 60 分）のどちらかを選べます。

②道頓堀 GOTTA
ワークショップ体験

ライブエンターテイメント「道頓堀 presents フー
ドミュージカル GOTTA」出演者指導によるダンス
などのワークショップ。実際の舞台にあがり、ダン
ス体験。
■受入可能人員
①40名+α(20名まで)
最低実施人数：40名 最大受け入れ可能人数：60名
対象：小学生以上
（低学年は、要相談）
②40名+α(60名まで)
最低実施人数：40名 最大受け入れ可能人数：100名
対象：小学生以上
■プログラム料金
①30分コース：1名600円
90分コース：1名1,800円
②大人 2,300円 小中学生 1,500円
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■所要時間
①30分コース（お笑い昼寄席15分+ワークショップ15分）
90分コース（お笑い昼寄席30分+ワークショップ60分）
②60分（GOTTA観劇40分+ワークショップ20分）
■受入可能時期 随時
■受入可能時間
①11：00～16：00(開始時間のみ要調整)
②11：00、13：00、15：00
■休日等
①不定休(保守点検などのために休館するこ
とがございます)
②火曜休(保守点検などのために火曜以外も
休館することがございます)
■その他・特記事項
原則､ 平日のみ開催。土日祝は､ 事前調整
を要する。但し、GW・盆・年末年始は除く。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1年前より受付開始。最終締
め切りが2ヶ月前とします。
■キャンセル時の取扱等：1週間前のキャンセ
ルについては、全額負担となります。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
道頓堀ＺＡＺＡ
TEL ：06-6212-3005  
FAX ：06-4963-2244
E-mail：  ①info@vitalartbox.com
   ②info@gotta-osaka.com

まちあるき

み ち
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 道の駅

お く か わ ち

さ と

奥河内くろまろの郷

道の駅 奥河内くろまろの郷 奥河内ビジターセンター
■所在地：〒５８６－００３６ 河内長野市高向1218-1
■最寄駅：南海高野線、近鉄河内長野線
「河内長野駅」
下車 、
「河内長野駅前」
から南海バス
「上高向」下車
徒歩３分、日野・滝畑コミュニティバス
「奥河内くろまろの郷」
下車すぐ
■連絡先：TEL：０７２１－５６－９６０６ Ｅ-mail：info-kuromaro@ichifuji-c.co.jp
■ＵＲＬ：http://www.kuromaro.com/

■体験プログラム内容

①レンタサイクル
②パン工房でピザ作り体験

施設基本情報

■体験プログラム内容

 方講談大阪ぶらり案内
上
〜これであなたも大阪人〜

施設基本情報
■オープン時間（最終入館)
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

これであなたも大阪人！大阪の町にふれ、芸能を堪能すれ
ば、見えてくる大阪があるはずです。一見、雑然とした町
並みをよく見ると、昔ながらのお店やその佇まい。はんな
りとして粋（すい）な芸能。なにかに「はっ！」と気付いた方、
これであなたも大阪人です。
ⅰ）ぶらり案内：（20分〜30分）
大阪のミナミの道頓堀を軽く見渡すだけで、
「道頓堀を作っ
たのは？」「グリコの看板っていつからあるの？」いろんな
疑問がわいてきます。そんな全ての疑問を一刀両断に上方
講談師が、おもしろおかしく案内いたします。
ⅱ）講談体験（20分〜30分）
「とにかく、大阪人は声が大きい。だから人前でも堂々と
しているのです。」そんな道理は大阪だけ。だけど上方芸能
を通じて大阪人になるなら悪い気はしないはず。高座で講
談師になって声を出してもらう体験コーナー。
ⅲ）講談鑑賞：（20分〜30分）
「ミナミに関わりのある講談」といっても沢山あります。文
化、歴史、面白いモノから感動のモノまで。その中から、
その場にあった選りすぐりの講談を一席。
★講談って何？
寄席（よせ）演芸のひとつで軍記・武勇伝・かたき討ち・
侠客伝などを、おもしろく調子をつけて読んで聞かせる
話芸です。「講釈師(講談師)見てきたようなウソをつき」
という川柳が昔からありますが、その言葉の通り、講
談 師 は 現 代 の 誰 も が 見 て い な い 歴 史 上 の 出 来 事 を「ま
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るで見てきたように」調子よく、立て板に水を流すよう
にお喋りを致します。中でも上方の講談師は、そこに
少々、大阪らしい「可笑しみ」を加え、皆様のご機嫌をう
か が い ま す。「こ れ ぞ 大 阪 の 講 談！」を 乞 う ご 期 待 っ！
■受入可能人員：最小20名以上 ※対象：小学生
から高校生の学習プログラムです。
■プログラム料金：1団体100,000円より※税別
■所要時間：60分〜120分
■受入可能時期：要相談
■受入可能時間：通年
■休日等：不定期
■その他・特記事項：上記プログラムに「ハリハリ鍋コー
ス」を加えた一般企業・団体向けのプログラムもござ
います。
※ご予算とご相談させていただきます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：ご希望日の1ヶ月前まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：TORII HALLへご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
TORII  HALL

TEL：06-6211-2506
FAX：06-6211-5016

能・

TORII HALL
■所在地：〒542−0074 大阪府大阪市中央区千日前1丁目7番11号 上方ビル
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、Osaka Metro各線・近鉄「日
本橋」駅
■連絡先：TORII  HALL TEL 06−6211−2506

まちあるき

 TORII HALL

芸

芸能・まちあるき

①奥河内サイクリングマップを持って、河内
長野市内の観光スポットを周遊してみませ
んか。
◆レンタサイクルの種類
・電動アシストクロスバイク 4台
・電動アシストシティサイクル 3台
・幼児一人乗せ電動アシスト自転車 1台
・クロスバイク 5台
体験プログラムの申込について
・子ども用自転車 3台
■事前申込：要
※サイズ・台数に限りがあります。詳し
■申込受付期限：①前日の１７：00までに※
くはお問合せを。
予約優先制。空きがあれば当日受付可能
②カフェを併設した「むささびパン工房」でピ
②2日前までに要予約
ザ作りを体験しよう。
■申込に関する特記事項：
■受入可能人員
■キ ャンセル時の取扱等：記載以外の人数・
①サイズ・自転車種類により台数が異なる
時間は３日前までに人数確定させて、下記
ため、要相談。小学生以下は補助者同伴、
迄ご連絡願います。それ以降のキャンセル
ヘルメット無料貸し出しあり
料は全額となります。
②3名程度
小学生以上対象、低学年は保護者同伴
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■プログラム料金
道の駅 奥河内くろまろの郷 奥河内ビジターセンター
①1,000円～1,500円/1日
TEL：0721-56-9606
②1,000円
Ｅ-mail：info-kuromaro@ichifuji-c.co.jp

芸能・文化

■オープン時間
『奥河内ビジターセンター』

9：00〜18：00
『ビュッフェレストラン奥河内』
10：30～14：00（無くなり次第終了）
『JA大阪南農産物直売所』
９：３０～１８：００(木曜定休）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
あり
■各種サービス

■所要時間
①レンタル時間による ②30分
■受入可能時期
①奥河内ビジターセンター休業日を除く（要問合せ）
②繁忙期を除く
（要問合せ）
■受入可能時間
①開館日の9：30～18：00
②開館日の10：00～14：00
■休日等
年中無休
（年末年始を除く）
■その他・特記事項

芸能・まちあるき

せんにちざん

こうしょうじ

せんにちまえ

どうとんぼり

あんない

ぶんらく

か

ぶ

き

げんてん

たず

 千日山 弘昌寺（千日前、道頓堀ぶらり案内『文楽と歌舞伎の原典を訪ねて』）
千日山 弘昌寺
■所在地：〒542－0074 大阪市中央区千日前1丁目7－7
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海「なんば」駅、阪神・近鉄「大阪難波」駅、Osaka Metro各線・近鉄「日本橋」駅
■連絡先：TEL/FAX 06－6211－7819
■ＵＲＬ：http://kansai.me/sennitizankousyouji/
■E-mail：sennitizankousyouji@gmail.com

■体験プログラム内容

施設基本情報
■オープン時間
11：00～18：00
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

まちあるき

千日前、道頓堀ぶらり案内
『文楽と歌舞伎の原典を訪ねて』
千日前、道頓堀にまつわる講談
を一席

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：ご希望日の1ヶ月前まで
■申 込に関する特記事項：詳細はお電話にて
お問い合わせ下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：弘昌寺へご連絡願
います。

■受入可能人員：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
最低実施人数：最少5名以上
千日山 弘昌寺
最大受け入れ可能人数：30名
TEL：06-6211-7819
対象：中学生以上
FAX：06-6211-7819
■プログラム料金：
１団体
（30名迄） 35,000円
■所要時間：90分
■受入可能時期：要相談
■受入可能時間：通年
（要相談）
■休日等：無休
■その他・特記事項：
※人数が30名以上のお申込の場合はご相談
下さい。
※千日前、道頓堀ぶらり案内
（講談のみ、ぶ
らり案内なし）
の場合は、1団体
（30名迄）
30,000円
所要時間60分のプランもございます。

い

おおさか

ある

 プロガイドと行く！大阪まち歩きツアー
（株）インプリージョン
■所在地：〒545−0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2−4−48 金村ビル３F
■最寄駅：JR・Osaka Metro「天王寺」駅、近鉄「大阪阿部野橋」駅徒歩10分、Osaka Metro谷町線「阿倍野」駅徒歩3分
■連絡先：TEL 06−6624−8555 FAX 06−6624−8505
■ＵＲＬ：http://www.impregion.jp/

■体験プログラム内容

大阪まち歩きツアー

施設基本情報
■オープン時間(最終入館)
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

国内外でも大人気の大阪をプロのガイドが案
内します。楽しみながら地域を学べる地域体
験プログラムです。有名スポットはもちろん、
観光ではなかなか行けないような地元で愛さ
れるまちを紹介します。まちを知り、
人に触れ、
コミュニケーションを体験する人気のまち歩
きツアーです。
①道頓堀
人気ツアーベスト３
②新世界
③大阪城・鶴橋

■受入可能時間
10：00～17：00
■休日等
年末年始
（12/28～1/4)
■その他・特記事項
人数や希望により応相談。
土・日・祝もご予約受け付けております。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：ご利用日の1週間前まで受付
■申 込に関する特記事項：詳細につきまして
は、お電話にてお問い合わせください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受入可能人数：60名程度可（20名×3組） 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■プログラム料金
（税別）
（株）
インプリージョン
教育旅行特別価格 お一人様2,000円～
TEL：06-6624-8555
※ツアー内容または参加人数により変動有・
FAX：06-6624-8505
要相談
■所要時間
約60分
■受入可能時期
通年 ※要確認
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 うえまち 貸 自転車
うえまち 貸 自転車
■所在地：〒542−0012 大阪市中央区谷町6−17−43 「練」
内
■最寄駅：Osaka Metro
「松屋町」
駅
■連絡先：TEL 070−5664−8184
■ＵＲＬ：http://www.uemachi.net/chari.html

■体験プログラム内容

自転車ガイドツアー

施設基本情報
お屋敷再生複合ショップ「練」
■オープン時間（最終入館）
11：00〜20：00（19：00）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

大阪 コース：大阪市内各地に点在する“大阪
らしい”ユニークな観光スポットを小型3段
変則機能付きのかわいいレンタサイクルに
乗って散策するガイドツアー。	        
上町台地コース：北は大阪城から南は天王寺ま
で、南北に細長く伸びた上町台地は1400
年の歴史を誇る魅力たっぷりな街です。各
地に点在する観光スポットを小型3段変則機
能付きのかわいいレンタサイクルに乗って
散策するガイドツアー。	       
空堀 コース：大阪市内でありながら戦災を免
れ、石畳の路地や木造建築の長屋など、古
き良き昭和の日本的風景がいまなお色濃く
残る空堀界隈を、小型3段変則機能付きのか
わいいレンタサイクルに乗って散策するガ
イドツアー。

■所要時間
大阪コース、上町台地コース：約3時間
空堀コース：約1時間
（希望によりコース、時間ともに調整可）
■受入可能時期：通年 ※要確認
■受入可能時間：10：00〜17：00
■休日等：水曜日・年末年始
※ご要望に応じ対応可、お気軽に
ご相談ください。
■その他・特記事項
◆集合場所：お屋敷再生複合ショップ「練」
、
人数や希望により変更も可
◆徒 歩での散策を希望されるグループも相
談に応じます。
◆日 程その他、天候の状況により、ご希望
に添えない場合もございますので、ご了
承の程お願いします。   
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：ご利用日の1週間前まで受付
■申 込に関する特記事項：代表者の身分証明
書をご提示願います。
■キャンセル時の取扱等：うえまち 貸 自転車
にご連絡願います。

だ い と う し かんこう

 大東市観光ボランティアガイド やまびこ
大東市観光ボランティアガイドやまびこ
■所在地：〒574−8555 大東市谷川1－1－1 大東市役所
■最寄駅：JR学研都市線
（片町線）
「住道」
駅
■連絡先：TEL 072－870－0442
（都市魅力観光課）
■ＵＲＬ：http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/seisakusushin/miryoku/kankou/yamabiko/yamabiko.html

■体験プログラム内容

（１）
古の野崎観音まいり
コース散策

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
■各種サービス

 R野崎駅前から船着場があった観音浜、太
J
子堂のある専応寺・野崎観音と、江戸時代
の野崎まいりコースを巡ります。
（約2時間）

（２）
戦
 国武将「三好長慶」の
居城、飯盛城跡を尋ねる
 盛山に築かれた飯盛城跡は、戦略的に築か
飯
れた最大級の山城でもあり、平成 29 年 4
月に続日本 100 名城に選定されました。山
頂からは天気が良ければ、比叡山～大山崎
～明石大橋～和泉葛城山脈と、270°の眺望
を体験できます。

■休日等
年末年始（12/25～1/5）
■その他・特記事項
ガイドコースによりJR野崎駅又はJR四条畷駅利
用になることがあります。飯盛山コースについて
は、道の悪い場所もあり足元は履きなれた登山に
適した靴でご参加ください。天候不順などにより、
やむを得ず実施を中止する場合があります。
オリジナルコースにつきましてもご相談承りま
す。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：10日前
■申 込に関する特記事項：電話もしくはFAXにてお
申し込みください。
■キ ャンセル時の取扱等：やまびこ事務局へご連絡
願います（土、日、祝日を除く）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大東市観光ボランティアガイド やまびこ事務局
TEL：072-870-0442（都市魅力観光課）

■受入可能人員
5～40名
■プログラム料金
1名につき：150円
■所要時間
2時間～
■受入可能時期
要相談
■受入可能時間
10：00～17：00

FAX：072-870-0907
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能・

まちあるき

まちあるき

TEL：070-5664-8184

芸

■受入可能人員
1組 最低5名〜最高10名まで
■プログラム料金
各コース：1時 間1名600円（ガ イ ド 料 金、
傷害 保険料込）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
※レ ンタサイクル料金別途要（ 300円/1時
うえまち 貸 自転車
間、1,300円/1日）

に っ ぽ ん と り ひ き じ ょ

お お さ か と り ひ き じ ょ

 日本取引所グループ 大阪取引所

施設案内

株式会社大阪取引所
■所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜１-8-16（受付4階）
■最寄駅：Osaka Metro 堺筋線・京阪電鉄 北浜駅
（直結）
地下鉄堺筋線・京阪電鉄 北浜駅
（直結）
■連絡先：06－4706－0800
■ＵＲＬ：https://www.jpx.co.jp/

最大受け入れ可能人数：80名
※10～40名を目安としています。10名以
下の場合は要相談。
■プログラム料金：無料
■所要時間：60～90分
■受入可能時期：月～金
（休業日を除く）
■受入可能時間
10:00～11:00 14:00～15:00
■休日等：土、日、祝、年末年始
■その他・特記事項
※所要時間・受入時間については相談可能
です。
※施設利用状況により、ご見学いただけな
い場合がありますので、ご了承ください。

■体験プログラム内容

中・高・大学生向け
金融教育プログラム

大阪取引所では、日本取引所グループ（JPX）の西の拠点として、
株式・先物などの証券市場について学ぶことができます。ここ
は、世界中の資金やあらゆる情報が集まる取引所。校外学習や
修学旅行、ゼミ、新入社員研修のプログラムにおすすめです。

施設基本情報
■オープン時間

月～金（休業日を除く）
9：00～16：30（最終受付16：00）

■観覧に要する平均時間
約30分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス

英語対応

■プログラムスケジュール例：90分

○旧市場館と株価ボードのガイド 約10分
歴史的価値のある旧市場館と１階アトリウムにある巨大株価
ボードについてガイドします。刻々と変化する株価からダイナ
ミックな経済の動きを感じることができます。
○ビデオ上映・解説 約30分
中・高校生向け：株式会社のしくみや、経済の動きと株価につ
いて学ぶことができます。大学生～社会人向け：日本取引所グ
ループ及び証券市場ついて学ぶことができます。
○史料・パネル展示のガイド 約20分
江戸時代の堂島米市場（日本における取引所の起源であるとと
もに、世界における組織的先物取引所の先駆け）、明治から現
在に続く株式市場について、史料及びパネルで分かりやすく解
説します。
○タブレットを用いた株式投資体験 約30分
仮想の証券市場で、配信されるニュースや会社情報を判断材料
にして、1000万円の仮想所持金を元手に株式の売買を体験で
きます。

■受入可能人員
最低実施人数：10名

施設案内

お お さ か

 大阪ガス

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：10日前までにご予約ください。
■申 込に関する特記事項：電話にて空き状況
をご確認のうえ、
「お申込み」フォームより
お申込みください。
■キ ャンセル時の取扱等：お電話にてご連絡
ください。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
株式会社大阪取引所 金融リテラシーサポート部

TEL：06－4706－0800

か が く か ん

ガス科学館

大阪ガス ガス科学館
■所在地：大阪府高石市高砂３－１
■最寄駅：ＪＲ阪和線東羽衣駅/南海本線羽衣駅
■連絡先：TEL：０７２－２６８－００７１
■ＵＲＬ：http://www.osakagas.co.jp/gasscience/

■体験プログラム内容

①団体見学（お子さま団体・小中
学校向け）
②団体見学（高校生～大人向け）

施設基本情報
■開館時間
9:30～16:30
■観覧に要する平均時間
90～120分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
無料（最大14第駐車可能）
■各種サービス
室内ランチルーム完備
(要予約・先着順・最大1時間）
※持込制（自動販売機・飲食店はございません。）
※大人向けコースは午前見学をご予約のお客さ
まのみご利用いただけます。

大阪ガスの主力工場・泉北製造所内にある、日本初の総合ガ
ス科学館です。「地球環境の保全とエネルギーの有効利用」を
テーマに、映像や参加型展示物を通して天然ガスをはじめと
するエネルギーや地球環境について学び、科学の不思議につ
いて体験していただける施設です。
①・映画上映
・都市ガス工場見学（バスでご案内いたします）
・展示館見学(エネルギーや地球環境に関する展示)
※中学生向け選択メニュー別途あり。詳しくはお問い合わ
せください。
②・概要説明
・都市ガス工場・天然ガス発電所見学（バスでご案内いた
します）
・展示館見学（大阪ガスの歴史、Daigasグループの事業、
その他安全・安心への取り組みのご紹介や、エネルギーや
環境問題に関する展示）
・質疑応答
※高校生・高専生の皆さまも多数お受入れしております。
キャリア教育等、お客さまの目的に合わせて見学内容をご
提案します。お気軽にご相談ください。

■受入可能人員
最低実施人数：１５名
最大受入可能人数：①9クラス・360名程度(要問合せ)
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②120名程度(要問合せ）
■プログラム料金：無料
■所要時間
①1時間45分
②1時間30分、または2時間コースより選択可
■受入可能時期：通年
■受入可能時間
①9:30～、10:00～、10:30～/13:00～、13:30～
②10:00～12:00/14:00～16:30（ご相談に応じます）
■休日等
第１・3・5土曜日、日祝日、年末年始、設備点検日
■その他・特記事項
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（１年前よりご予約可能）
■申込受付期限：ご見学の１０日前
■申 込に関する特記事項：先着順の為お早め
にお問い合わせください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記にご連絡お願
いいたします。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪ガス

ガス科学館

TEL：072－268－0071
FAXでの申込受付は行っておりません。

施設案内

か ん さ い こ く さ い く う こ う

 関西国際空港
関西国際空港（関空展望ホール
「Sky View」
）
■所在地：〒549−0001 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
■最寄駅：JR・南海空港線
「関西空港」
駅よりシャトルバス約5分
（無料）
■連絡先：TEL 072−455−2082
■ＵＲＬ：http://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/skyview/plan

■体験プログラム内容

①わくわく関空見学プラン
関西空港内の通常は立ち入ることの出来ないエリア
（保安区
域）の各施設をオフィシャルガイドが案内し、関西空港や飛
行機について楽しく学ぶことが出来るバスツアーです。

②スカイミュージアムツアー

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
8：00〜22：00（施設によって異なります）
■観覧に要する平均時間
約2時間
■入場料金 無料
■観光バス駐車場 あり（要予約）無料
■各種サービス

■受入可能人員
体験プログラムの申込について
①バス2台分まで
■事前申込：必要/TELにて申込
※バス3台以上を希望する場合はご相談下さい。
■申 込受付期限：6ヶ月前の希望日と同一日よ
②1回50名まで
り受付〜14日前まで（同一日が土日祝の場合は
■プログラム料金
前倒しの平日）
1コース（ 60分）につき15,400円（学校団
■申 込 に 関 す る 特 記 事 項：
《受 付 時 間》10：
体・身障者団体には割引あり）
00〜17：00
（平日のみ）
※バスチャーターも別途料金で承ります。
（1
■キャンセル時の取扱等：下記のTel.No.へご
台38,594円）
連絡願います。
■所要時間
約30分・60分
（コースによって異なります）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■受入可能時期
関空展望ホール Sky View
通年
（除外日あり）
TEL：072-455-2082
■受入可能時間
FAX：072-455-2097※FAXでのお申込
①わくわく関空見学プラン
は不可

す

おおさか

こんじゃくかん

 住まいのミュージアム 大阪くらしの今昔館
住まいのミュージアム 大阪くらしの今昔館
■所在地：〒530−0041 大阪市北区天神橋6−4−20
■最寄駅：Osaka Metro・阪急
「天神橋筋六丁目」駅
■連絡先：TEL 06−6242−1170 FAX 06−6354−8601
■ＵＲＬ：http://konjyakukan.com/

■体験プログラム内容

①和の文化を外国の人に伝えよう

（体験の学習20分＋伝える体験40分＋見学）
 江戸時代の街並みを再現した展示室の中で、座敷の掃

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10：00〜17：00（16：30）
■入場料金
個人：大人600円 大学生300円
高校生300円 中学生以下、市内在住の
65歳以上の方（要証明書提示）、障がい者
手帳持参者（介護者1名含む）は無料
団体：100円割引（20人以上）
企画特別展は別料金。
■観覧に要する平均時間 約60分
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

除の方法、振り売り、着 物のたたみ方、お膳の運び 方、
風呂敷の使い方、伝統的なおもちゃの遊び方などからひ
とつを学んで、外国から博物館に来ているお客さんに日
本の住・生活文化を伝え、体験してもらいましょう。外国
語ができなくても、コミュニケーションを図る気持ちがあ
ればOKです。国際交流をしたい方は挑戦してみましょう。

②むかしのくらしを体験しよう

（解説30分程度+見学）
 昔の道具を用いて生活の知恵を学芸員とボランティ

アが解説。電気のない時代の暗さ体験などをします。

③私のハタキでエコなお掃除体験

（ハタキ制作30分+お掃除体験20分+見学）
 古い着物のハギレをハタキにリサイクルして、自分

のハタキをつくります。作ったハタキを使って、町家
をお掃除体験。持ち帰って家で使うこともできます。
■受入可能人員
①5～10名 ②20～200名 ③5～15名程度
■プログラム料金
①、②は無料 ③はハタキの材料費1人300円い
ずれも入館料別途。ただし中学生以下は入館無料
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■所要時間
各プログラムの項を参照。
館内見学１時間程度。
■受入可能時期
通年（休館日除く）
■受入可能時間
10：00〜16：00
■休日等
火曜、年末年始、臨時休館日（お問合せ下さい。
）
■その他・特記事項
◆江戸時代の古い町並みを再現しています。
◆
「大阪くらしの今昔館」入館とセットで利用する
こと。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の6ヶ月前から1ヶ月前まで
■申 込に関する特記事項：会場の確保が必要ですの
で、なるべく早くお申込下さい。「大阪くらしの今
昔館」に入館される団体が対象です。
■キ ャンセル時の取扱等：1週間前までに下記へご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
住まいのミュージアム 大阪くらしの今昔館

TEL：06-6242-1170
FAX：06-6354-8601

施設案内

施設案内

ターミナルビルの72分の1ジオラマ模型を使い、空港の
お仕事を紹介します。また、飛行機が飛ぶしくみを実験
を通じてわかりやすく解説します。

①10:30～ ②11:30～ ③13:30～ ④14:30～ ⑤
15:30～
②スカイミュージアムツアー
①10:30～ ②11:30～ ③13:30～ ④14:30～ ⑤
15:30～ ⑥16:30～
■休日等
■その他・特記事項
◆関 空 展 望 ホ ー ル「 Sky View」は 滑 走 路 か ら
320mと大変近くにあるため、飛行機の離着
陸が間近でご覧頂けます。なおバスツアーは
土・休日には同一内容にて個人のお客様向け
にも実施致しております。（お一人様500円）

お お さ か

ふ

り つ だ い が く しょく ぶ つ こ う じょう け ん きゅう

 大阪府立大学植物工場研究センター

施設案内

大阪府立大学植物工場研究センター
■実施所在地：〒599−8531 大阪府堺市中区学園町１－１ 植物工場研究センター
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線
「なかもず」駅、又は南海高野線
「白鷺」
駅
■連絡先：（公社）
堺観光コンベンション協会 TEL 072－233－6601 FAX 072－233－8448

■体験プログラム内容

施設見学

人工光型植物工場に特化した国内有数の最先
端の研究拠点です。植物工場に関するDVDを
視聴いただいた後、実際にレタスなどの栽培
施設をボランティアガイドの説明で見学いた
だきます。

施設基本情報
■オープン時間：10：00〜15：00
■観覧に要する平均時間：90分
■施設見学料金
右記参照
■観光バス駐車場：
駐車場なし（相談にて2台まで駐車可能です）
■各種サービス

注）
一部車椅子用エレベーターのない建物がござい
ます。

お お

■受入可能人数
10～75名
対象：特に制限無し
■プログラム料金

施設見学料金1,000円/人
学校団体は高校生以上300円/人
中学生以下無料。但しガイド経費が必要です。
（2,000円×ガイド人数・見学人数により1〜3名要）

■所要時間
90分

さ か

ふ

■受入可能日程
施設体験先と調整のうえ決定。但し上限1ヶ
月につき一般団体4件・学校団体4件
■休日等
土日祝、年末年始
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：6週間前まで
■キャンセル時の取扱等：お電話にてご連絡く
ださい。
■申込に関する特記事項
事前に見学者リストの提出が必要です。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
（公社）
堺観光コンベンション協会

TEL：072-233-6601
FAX：072-233-8448
E-mail：pro@sakai-tcb.or.jp

ちょう

大 阪 府 庁

施設案内

大阪府府民文化部府政情報室広報広聴課広報広聴グループ
■所在地：〒540－8570 大阪市中央区大手前２丁目
■最寄駅：Osaka Metro
「天満橋」
駅・「谷町四丁目」
駅、京阪
「天満橋」
駅
■連絡先：TEL 06−6944−6065 FAX 06−6944−8966
■ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/fumin-gakusyu/

■体験プログラム内容

府政学習会

（大阪府庁の見学と府政学習）
施設基本情報
■入場料金
無料
■観覧に要する平均時間
2時間
■各種サービス

府議会議場や府庁内（正庁の間、大阪府公文書
総合センター、大阪府公館等）を見学後、府職
員から府の仕事や取り組みについて説明しま
す。
■受入可能人員
約10〜100名
■プログラム料金
無料
■所要時間
90分～120分程度
希望によりコース、時間とも調整可能
■受入可能時期
要相談
■休日等
土日祝日及び年末年始
（12/28～1/3）
■その他・特記事項
年に5回程度、個人の方を対象に公募型の府
政学習会を実施しており、
「府政だより」な
どで参加者を募集しています。
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体験プログラムの申込について
■事前申込：必要
■申込受付期限：原則として実施日の4ヶ月前
から1ヶ月前まで
■申 込に関する特記事項：まず、電話でご相
談ください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪府府民文化部府政情報室
広報広聴課広報広聴グループ

TEL：06-6944-6065
FAX：06-6944-8966

ぞ う

へ い

造 幣

施設案内

きょく

局

造幣局
■所在地：〒530−0043 大阪市北区天満1−1−79
■最寄駅：Osaka Metro
「南森町」
駅、Osaka Metro・京阪
「天満橋」
駅、JR
「大阪天満宮」駅
■連絡先：TEL 06−6351−6150
■ＵＲＬ：https://www.mint.go.jp/

■体験プログラム内容

工場見学

施設基本情報
■オープン時間
プログラム開始時間参照
■観覧に要する平均時間
右記参照
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
要事前予約
■各種サービス

体験プログラムの申込について
■事 前申込：工場見学予約サイト（ https://
www4.mint.go.jp/plant-yoyaku/）でお申
し込みください。
■申込受付期限：見学希望日の2ヶ月前の月初
めより前日まで
（先着順で受付）
■申込に関する特記事項：
団 体の場合は事前に申込をお願いします。
（当日の人数枠に空きがあれば先着順で当日
受付可能な場合があります。
）
■キ ャンセル時の取扱等：工場見学予約サイ
トもしくは下記へご連絡願います。

■受入可能人員
最低実施人数：1名
最大受け入れ可能人数：100名まで
■プログラム料金
無料
■所要時間
約1時間30分（ビデオ、造幣博物館見学を含む）
■受入可能時期
月曜日～金曜日
（祝日及び年末年始除く）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■プログラム開始時間
9：0 0、1 0：0 0、1 0：3 0、1 3：0 0、 造幣局
13：30、14：30
TEL：06-6351-6150
■休日等
FAX：06-6351-5481
土・日・祝日・年末年始。

おおさかほうそうきょく

けんがく

 NHK大阪放送局 見学コース「BKプラザ」
NHK大阪放送局 「BKプラザ」
■所在地：〒540−8501 大阪市中央区大手前4−1−20
■最寄駅：Osaka Metro
「谷町四丁目」
駅
■連絡先：TEL 06−6937−6020
■ＵＲＬ：http://www.nhk.or.jp/osaka/bkplaza

■体験プログラム内容

①キャスター体験
②BKプラザなどの見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10：00〜18：00（17：30）
■入場料金
見学無料/団体見学は20〜60名で、予約が必要
※団体見学については、必ず事前予約が必要です。
■観覧に要する平均時間 60分
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

①BKプラザ（ NHK大阪放送会館1F）では見学者の方
を対象に「スタジオ体験型見学」を行っています。
実際に放送しているスタジオ「プラザスタジオ」で
キャスターになってミニ番組を制作収録し、その模
様をDVDに録画して持ち帰ることができます。
②●BKプラザ見学コース：NHK大阪放送局の「 BK
プラザ」は放送のしくみを楽しみながら体験でき
る見学コースです。公開放送に参加できるプラ
ザスタジオやニュース・お天気キャスター体験
ができる「なりきりスタジオ」、番組キャラクター
と合成画面で遊ぶことができる「わくわくスタジ
オ」などがあります。また番組収録風景の見学や、
ドラマ作りの裏側を紹介しています。（※収録の
ない日もあります）
●団 体見学コース：NHK大阪放送局見学コース・
BKプラザ展示コースを係員が案内
■受入可能人員：②個人：開館時間内自由見学（混雑
時入場規制有）、団体：見学案内人数（1回）
：一般（中
学生以上）20〜50名、小学生20〜60名（要予約）
■プログラム料金：無料 ※入場無料

■所要時間：①約1時間 ②個人：見学時間約20〜
30分程度（開館時間内自由見学）、団体：見学時間
1時間（案内開始時間 1回目10：00〜、2回目
11：00〜、 3回目13：30〜、4回目14：30〜）
■休日等：毎週火曜日、年末年始（12/29〜1/3）
■その他・特記事項
①◆体 験者数はご家族・友人等6名程度までとな
ります。
◆収 録の模様をDVDに録画して持ち帰りできま
す。
②◆BKプラザ内「なりきりスタジオ」コーナーで
はニュースキャスターや出演者になりきった
体験ができます。DVDに録画を希望される方
はこちらでお買い求め下さい。先着順・予約
対応無し（現地での受付となります。
）
③◆
「キャスター体験」は毎月第4日曜日のみの
開催となります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：①要 ②団体（20名以上）
の見学は要
■申込受付期限：（詳しくはHPを御覧下さい。
）
■申込に関する特記事項：
（詳しくはHPを御覧下さい。）
■キャンセル時の取扱等：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
NHK大阪放送局 「BKプラザ」

TEL：06-6937-6020
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施設案内

施設案内

事業紹介のビデオを見た後、工場での貨幣の
製造工程をガイドが説明しながらご案内しま
す。コースの最後は、造幣博物館へご案内（館
内は自由見学）
。貨幣や造幣局の歴史の紹介
や、カラフルな記念貨幣などの展示をはじめ、
500円貨幣2,000枚が袋に入った100万円分
の重みを体験できるコーナーなどもあります。

■その他・特記事項
都合により見学できない場合があります。
お問い合わせください。
造幣博物館のみの見学は予約なしでも可能
ですが、団体の場合は事前にご連絡をお願
いします。
（バス駐車は要予約）

施設案内

お お さ か か が く ぎ じ ゅ つ か ん

か ん

 大阪科学技術館（てくてくテクノ館）
大阪科学技術館
■所在地：〒550−0004 大阪市西区靱本町1丁目8番4号
■最寄駅：Osaka Metro四つ橋線、中央線、御堂筋線
「本町」
駅
■連絡先：TEL 06−6441−0915
■ＵＲＬ：http://www.ostec.or.jp/pop/

■体験プログラム内容

大阪科学技術館 団体向け
見学＋実験コース

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
平日10：00〜17：00、
日曜・祝日10：00〜16：30
■入場料金 入館（見学）無料（消費税別）
団体見学コース 無料
見学＋映画コース（100円／1人）
見学＋講座コース（200円／1人）
見学＋実験コース（200円／1人）
■観覧に要する平均時間 団体見学1時間、実験
40分、講座1時間30分、映画30分
■観光バス駐車場 あり（一般車不可）
■各種サービス

施設案内

○7つのコース（「電気（Ⅰ・Ⅱ）」「空気」「極低
温（Ⅰ・Ⅱ）」「力」「波」）の科学実験をご用意
しています。
○そ れぞれの実験を見ながら、わかりやすく
科学の不思議を体験していただけます。
○館 内の見学とあわせての受け付けとなりま
す。
■受入可能人員
20～200名
※対象：小学校高学年向け
■プログラム料金
（消費税別）
200円／1人
■所要時間
実験40分＋見学時間1時間程度
■受入可能日
平日
※土・日の見学＋実験コース（講座、映画と
も）
はお受けできません。
■受入可能時間
10：00〜17：00（お申し込み時にお問い
合わせ下さい）

館公式アプリ

■休日等
第1・3月曜日
（祝日の場合は翌日）
冬期休館、夏期休館（ビルメンテナンスのた
め臨時休館あり）
■その他・特記事項
学校団体でのお申し込みの場合は、教員の
方は無料となります。
お食事場所に関しては、有料コースの場合
のみ提供が可能です。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1年前～2週間前まで
（講座は2ヶ月前まで）
■申込に関する特記事項：団体（ 20名以上）で
のお申し込みをお願いいたします。
■キ ャンセル時の取扱等：お電話にてご連絡
下さい。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪科学技術館

TEL：06-6441-0915
FAX：06-6443-5310

お お さ か し り つ か が く か ん

 大阪市立科学館
大阪市立科学館
■所在地：〒530−0005 大阪市北区中之島４－２－１
■最寄駅：Osaka Metro四つ橋線｢肥後橋」
駅西へ約500m
■連絡先：TEL 06−7657−5719 FAX 06−6444−5657
■ＵＲＬ：http://www.sci-museum.jp/

■プログラム内容

①プラネタリウム
②展示場

施設基本情報
■オープン時間
9：30～17：00
（展示場の発券・入場は16：30まで、プラネ
タリウム最終投影は16：00から）
■観覧に要する平均時間
約3時間
■入場料金
別表のとおり
■観光バス駐車場
1時間1,000円（要予約）
■各種サービス


■受入可能人員
最低実施人数：団体30名以上
最大受け入れ可能人数：
団体300名
（平日）
/団体100名
（土日祝）
対象： 学校団体・一般団体
■プログラム料金
学校団体
①プラネタリウム
中学生以下 240円
学生
（高校・大学） 360円
大人 480円（引率の教職員は利用学生料
金と同額）
②展示場
中学生以下 無料
学生
（高校・大学） 240円
大人 320円（引率の教職員は利用学生料
金と同額）
■所要時間
①約1時間 ②2時間程度
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■受入可能時期
通年
■受入可能時間
9：30～17：00
（但し展示場入場は16：30まで）
■休日等
月曜日(休日の場合は開館し、翌平日休館）
、
年末年始、臨時休館日あり
プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：通年
■申込に関する特記事項：
3ヶ月前の月初から前日まで
（学校団体は4月2日より年度内の予約が可能）

■キ ャンセル時の取扱等：前々日以降キャン
セル料金をいただきます
《プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市立科学館

TEL：06-7657-5719

施設案内

お お さ か

 キッズプラザ大阪
キッズプラザ大阪
■所在地：〒530−0025 大阪市北区扇町2－1－7
■最寄駅：Osaka Metro堺筋線
「扇町」
駅・ＪＲ大阪環状線
「天満」
駅
■連絡先：TEL 06－6311－6601 FAX 06－6311－6605
■ＵＲＬ：https://www.kidsplaza.or.jp

■体験プログラム内容
保育所・幼稚園・小学校向け

「学校園体験型プログラム」
施設基本情報
■オープン時間
9：30～17：00
入館は､ 閉館の45分前まで
■観覧に要する平均時間
2～3時間程度
■入場料金
高校生以上1,400円 小・中学生800円
3歳以上500円 （学校団体割引等あり）
■観光バス駐車場
8台 1時間毎700円（要予約）
■各種サービス

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施2ヶ月前の20日まで
■申込に関する特記事項：先着順で受付
■予約受付：2019年4月16日
（火）
より
《体験型プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
キッズプラザ大阪

TEL：06-6311-6601

おおさか

 グランフロント大阪・ナレッジキャピタル
一般社団法人ナレッジキャピタル
■所在地：〒530−0011 大阪市北区大深町3－1 グランフロント大阪北館
■最寄駅：JR「大阪」
駅、Osaka Metro
「梅田」
駅、阪急・阪神
「梅田」
駅
■連絡先：TEL 06－6372－6530
■ＵＲＬ：http://kc-i.jp/

■体験プログラム内容

世界に誇る
日本の最先端を体験！

施設基本情報
■オープン時間
10：00～21：00（一部施設により異なる）
■観覧に要する平均時間
1～2時間
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス

WC
多目的トイレ

日・英
韓・中
パンフ
一部韓、中

日・英
ビデオ

日・英
韓・中
総合案内
4か国語対応

2013年4月にオープンした「グランフロント
大阪」の中核施設「ナレッジキャピタル」では、
企業・大学・研究機関の最先端技術や活動その
ものに触れ、学ぶことができます。
先端技術やプロトタイプを展示する「アクティ
ブラボ」をはじめ、大手企業や大学が展開する
体験型ショールームを周りながら、世界に誇る
日本の最先端に触れることができます。
■受入可能人員
ガイドツアーは1回20名程度まで。内容に
より異なりますのでご相談ください。
■プログラム料金
自由見学は無料
（随時受付）
ガイドツアー等は参加人数・内容により異
なる。
（要問合せ）
■所要時間
30分～40分
■受入可能時期
要問合せ
■受入可能時間
要問合せ
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■休日等
1月1日、およびグランフロント大阪に準じる
■その他・特記事項
プログラム内容や人数等についてはご相談
ください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：要問合せ
■申 込に関する特記事項：プログラム内容に
ついての詳細はご相談ください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
一般社団法人ナレッジキャピタル
（受付時間/平日10：00～18：00）

TEL：06-6372-6530
FAX：06-6359-2970

施設案内

施設案内

 育課程の一環としてご活用いただける４つ
教
のプログラムがあります。
①
「だいずを知ろう！
『きなこ』
」
大 豆からできている「たべもの」を知り、昔
の道具
「石臼」
に触れる体験をする。
②
「ニュース番組制作体験」
テ レビ番組制作体験を通じて情報を伝える
側の体験をする。
③
「動き出す絵」
お どろき盤（フェナキスティスコープ）の観
察と製作を通じ、科学の不思議を体験する。
④
「くらやみ探検」
本 当の暗闇のなかで、自らの五感を再発見
するとともに、視覚障がいへの理解を深め
る。
■受入可能人員
プログラムにより異なります。
■プログラム料金
プログラムにより異なります。
■所要時間
プログラムにより異なります。
■受入可能時期
プログラムにより異なります。

■受入可能時間
プログラムにより異なります。
詳しくは下記のＨＰをご確認下さい。
URL：https://www.kidsplaza.or.jp/
group_reservation.html
■休日等
第2・第3月曜日
（祝日の場合は翌日）
8月は第4月曜日・臨時休館あり（2019年9
月2日～5日）
12月28日〜1月2日
■その他・特記事項
当館は、子どもたちが遊びながら学ぶこと
のできる参加体験型の総合博物館です。記
載のプログラム以外にも、常設の体験型展
示や体験プログラムが常時多数あります。

うん ゆ

か ぶ

かんさい

けんがく

 ヤマト運輸(株) 関西ゲートウェイ見学コース

施設案内

ヤマト運輸(株) 関西ゲートウェイ見学コース
■所在地：〒567-0026 大阪府茨木市松下町3－1
■最寄駅：JR茨木駅よりバスで約10分 阪急茨木市駅よりバスで約13分どちらも
「中央図書館前」
で降車
     
（アクセスについては、以下のHPからご確認ください）

■連絡先：TEL 072−655−0199（休館日を除く、9:00−12:00、13:00−17:00）
■ＵＲＬ：http://www.yamato-hd.co.jp/gateway/visitortour.html

■体験プログラム内容

ヤマト運輸（株）関西ゲートウェイ
見学コース

関西ゲートウェイ見学コースでは、ヤマトグループ
の宅急便の歴史や宅急便がどのように行き先ごと
に仕分けられているか、実際の設備・展示・映像
を通してアテンダントがご案内します。さらにヤマ
トグループが目指している物流の未来についても
お伝え致します。

施設基本情報
■オープン時間
10:00～17:30
■観覧に要する平均時間
約80分		
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
1台（無料、要予約）
■各種サービス

歴史・文化

■受入可能人員
最低実施人数：1名
最大受け入れ可能人数：30名
･1回あたり30名までで、1グループ19名
までとなっており、他のお客様との合同
見学となります。
団体（ 20名以上）での申込みを希望される
方・修学旅行や学校行事でご参加頂ける
場合は、お電話にてお問合せ下さい。
対象：小学校高学年以上の方に理解しやす
い内容となっておりますが、どなたでもご参加
いただけます。
※9歳以下のお子様には、保護者の方が同伴
ください。
■プログラム料金 無料
■所要時間 約80分

おおさかしょうこうかいぎしょ

■受入可能時期
休館日
（毎週月曜日、お盆、年末年始）
を除く
※月曜日が祝日の場合は開館。
■受入可能時間 10:00～17:30
■休日等 毎週月曜日、お盆、年末年始
※月曜日が祝日の場合、翌日が休館日になる
■その他・特記事項
・外国からお越しの際は通訳が必要です。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要 ※完全予約制
■申込受付期限：1名〜19名の場合は30日前〜前
日まで・団体（20名以上）は1年半前〜30日前まで
■申込に関する特記事項：団体様はお電話に
てご予約下さい。もし人数が19名以下にな
った場合、他のお客様と合同でご見学頂ます。
■キャンセル時の取扱等：団体様は30日前ま
でにご連絡下さい。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ヤマト運輸(株) 関西ゲートウェイ見学コース

TEL：072-655-0199    

（休館日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00）

FAX：072-655-0195

お お さ か き ぎ ょ う か

 大阪商工会議所 大阪企業家ミュージアム
大阪商工会議所 人材開発部 大阪企業家ミュージアム
■所在地：〒541−0053 大阪市中央区本町1−4−5 大阪産業創造館B1F
■最寄駅：Osaka Metro
「堺筋本町」
駅徒歩5分
（1番出口・12番出口）
■連絡先：TEL 06−4964−7601
■ＵＲＬ：http://www.kigyoka.jp/

■体験プログラム内容

社会見学、修学旅行、
キャリア教育向けプログラム

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10：00〜17：00（入館16：30まで）
ただし水曜日のみ20：00
（同19：30まで）
■入場料金
大人300円／人、中・高・大学生100円／人、
小学生以下無料（保護者同伴のみ）、
65歳以上・障がい者200円／人、
大人10人以上（団体割引）200円／人
■観覧に要する平均時間 60分〜90分
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス
団体の場合 無料ガイド有（要事前予約）

私たちの身の回りにある様々な製品やサービ
スの多くは、企業が作り上げたものです。そ
して、この企業を動かすのは人です。大阪企
業家ミュージアムは、学校では学ぶことの少
ない企業家を知ることができる全国にも類を
みない施設です。松下幸之助氏、安藤百福氏
など明治以降大阪で活躍した企業家105人の
志、挑戦、創意といった企業家精神を時代背
景とともに伝え、
「働くとは」
、
「社会の中で企
業が果たす役割」
、
「明治以降の歴史の流れ」な
どを学ぶことができます。
■プログラム内容
見 学の目的や希望する時間に応じた解説を
いたします。
【90分のプログラム例】
○会議室 約30分
「企業家と社会との関わり」

「企業家精神」に
ついて、江崎利一氏（江崎グリコ）など学生
にとっても馴染みのある企業の創業者を取
り上げ、彼らが直面した様々な問題につい
て考え、企業家への理解を深めます。
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○ビデオ上映 10分弱
パ
 ナソニック創業者の松下幸之助氏、もしく
は日清食品創業者の安藤百福氏のエピソード
を紹介するアニメを上映。彼らの活動を通じ
て、企業家精神をわかりやすく伝えます。
○館内ガイド付き見学 45分
１グループ15人程度の少人数で展示企業家
のうち約10人をガイドが紹介していきま
す。
■所要時間：60 分〜 90 分（但し、見学時間
は調整可）
■受入可能人員：最大 160 名
■開 館 時 間：10：00～17：00 水 曜 日 の
み20：00まで
（相談可）
■休館日：日、月、祝休日、お盆、年末年始
■事前申込：要
■そ の他・特記事項：常設展示に加え、年間
数回特別展示を実施。今話題になっている
企業や企業家、さらには現在活躍している
企業家たちもご紹介しています。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪商工会議所 人材開発部 大阪企業家ミュージアム

TEL：06-4964-7601
FAX：06-6264-6011

歴史 ･ 文化

お お さ か れ き し は く ぶ つ か ん

 大阪歴史博物館
大阪歴史博物館
■所在地：〒540−0008 大阪市中央区大手前4丁目1−32
■最寄駅：Osaka Metro
「谷町四丁目」
駅
■連絡先：TEL 06−6946−5728  FAX 06−6946−2662
■ＵＲＬ：http://www.mus-his.city.osaka.jp/

■体験プログラム内容

■受入可能時期
プログラムは日替りのため開催日程は要問
合せ
（中止の場合もあり）
。
開催時間内は、現地にて随時受付けています。
■受入可能時間
10：15〜16：00（プログラムにより若干
時間が前後する場合があります。
）
■休日等
火曜
（祝日の場合は翌日休館）
年末年始
（12/28〜1/4）
■その他・特記事項

大阪歴史体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
9：30〜17：00（閉館の30分前）
■入場料金
個人：大人600円 大学生400円
高校生400円 中学生以下無料。
団体（20名以上）：1割引。特別展は別料金
■観覧に要する平均時間 約90分
■観光バス駐車場
「大阪城公園城南バス駐車場」

をご利用ください。
なお、駐車料金は有料となります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
大阪城パークセンター：
http://osakacastlepark.jp/
■各種サービス

■受入可能人員
5名〜6名程度
■プログラム料金
無料 ※常設展入場料金のみで参加可能。
■所要時間
10〜20分

体験プログラムの申込について
■事前申込：不要
※予約対応無し、ただし、
（注）
参照
■申込受付期限／申込に関する特記事項／キャンセ
ル時の取扱等：（注）団体20名以上が博物館を見学
する場合、スムーズな手続や見学をして頂く為に、
団体申込書に必要事項をご記入の上、1週間前ま
でに博物館まで、郵送またはFAXでお申込下さい。
申込用紙は、博物館総務課へお申しで下さい。
※申 込用紙は、ホームページからでもダウ
ンロード出来ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪歴史博物館
TEL：06-6946-5728 FAX：06-6946-2662

お お さ か ふ り つ や よ い ぶ ん か は く ぶ つ か ん

大阪府立弥生文化博物館
■所在地：〒594−0083 和泉市池上町4－8－27
■最寄駅：JR阪和線
「信太山」
駅
■連絡先：TEL 0725−46−2162
■ＵＲＬ：http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/

■体験プログラム内容

竪穴住居

発掘・復元体験

 穴住居の発掘と柱の組立て・復元を体験で
竪
きます。

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
9：30〜17：00（16：30）
■入場料金
※一般310円、65歳以上・高大生210円
＊特別展・企画展開催時は料金が変わります。
■観覧に要する平均時間
約1時間
■観光バス駐車場
7台（無料）

■受入可能人員
最低実施人数：1回につき約10名
最大受け入れ可能人数：1回につき約30名
対象：どなたでも
■プログラム料金
無料
（要入館料）
■所要時間
30分
■受入可能時期
いつでも
■受入可能時間
開館時間内
■休日等
月曜日
（祝休日は開館し翌日休館）
■その他・特記事項
学校団体ご利用の時期（春・秋）はご希望に
沿えないこともございます。お早めにお問
い合わせください。
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：希望日の3日前まで
■申 込に関する特記事項：HP「団体ご利用案
内」
参照
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪府立弥生文化博物館

TEL：0725-46-2162

歴史・文化

 大阪府立弥生文化博物館

施設案内

歴史 ･ 文化

●「大極殿の土台をつくってみよう!」
〜大極殿の基壇を組み立てる立体パズル〜
●「大宮人になってみよう!」
〜奈良時代の官人の装束をまとう〜
●「両替商になってみよう!」
〜江戸時代の両替商を体験〜
●「投扇興に挑戦!」
〜的に扇を投げて点数を競う遊び〜
●「大阪名所双六をやってみよう!」
〜明治時代の双六で遊ぶ〜
●「きものを着てみよう!」
〜むかしの着物を着てみる〜
●「なにわ考古研究所 考古学者になろう」
〜再現した発掘現場で、調査方法や遺構の
見方を学ぶ〜

歴史・文化

た な べ み つ び し せ い や く し りょう か ん

まち

どしょうまち

 田辺三菱製薬史 料 館（「くすりの町」道修町ツアー）
田辺三菱製薬史料館
■所在地：〒541−8505 大阪市中央区道修町3−2−10
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線・京阪「淀屋橋」駅より徒歩約8分、Osaka Metro堺筋線「北浜」駅より徒
歩約10分
■連絡先：TEL 06−6205−5100 ■ＵＲＬ：http://www.mtpc-shiryokan.jp/

■体験プログラム内容

「くすりの町」大阪・道修町
の歴史・文化を学ぶ！

施設基本情報
■オープン時間
10：00～17：00
※最終入館は閉館30分前となります。
※休館日/土曜、日曜、祝日、
年末年始、会社の休日
■観覧に要する平均時間
30分～40分
■入場料金 無料
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

歴史・文化

大阪・道修町（どしょうまち）は、江戸時代から
「くすりの町」として知られ、現在も多くの医薬
品関連企業が軒を連ねています。田辺三菱製薬
は、1678年の創業で、340年以上という日本
で最も長い歴史のある製薬会社です。
当史料館では、原寸で忠実に再現された明治時
代の田邊屋の店先や、当時実際に使われていた
道具類・看板の展示、映像を通して道修町の歴
史・文化に触れていただくことができます。ま
た、くすりの働きや身体の仕組みについて楽し
く学んでいただけるよう、リアルな３D映像や
タッチパネル形式のクイズ・パズルをご用意し
ています。ご希望により、近隣の関連施設と併
せてご見学いただくことも可能です。
※参加人数、見学施設、所要時間、実施日につ
いては要相談
＜関連施設の１例＞
◆少彦名神社（すくなひこなじんじゃ）
中国と日本の薬の神様が祀られています。
◆くすりの道修町資料館
江戸時代から道修町で行われてきた薬取引の
すべてがわかります。

◆武田科学振興財団 杏雨書屋（きょううしょおく）
解 体新書などの貴重な医学･薬学書等のコレ
クションを展示しています。
◆適塾（有料）
緒方洪庵が開いた蘭学塾で、当時の建物が国
の重要文化財に指定されています。
■受入可能人員
最低実施人数：1名
最大受け入れ可能人数：50名
■プログラム料金：無料
■所要時間：30分～40分
■受入可能時期：通年（休館日除く）
■受入可能時間
10：00～17：00（最終入館は閉館30分前）
■休日等
土曜、日曜、祝日、年末年始、会社の休日
■その他・特記事項
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：2週間前まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：下記へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
田辺三菱製薬史料館

TEL：06-6205-5100

い ぬ な き さ ん し っ ぽ う り ゅ う じ

 犬鳴山七宝瀧寺
犬鳴山七宝瀧寺
■所在地：〒598−0023 泉佐野市大木8番地
■最寄駅：JR「日根野」
駅、南海本線
「泉佐野」
駅 両駅から、南海バス
「犬鳴山」
■ 車 ：阪和自動車道 泉佐野JCT
「上之郷」
出口
■連絡先：TEL/FAX 072−459−7101 ■ＵＲＬ：http://www.inunakisan.jp

■体験プログラム内容

山伏の修行を
体験してみませんか?

施設基本情報
■開門時間
7：00〜17：00
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
中型バス：寺内
大型バス：南海バス「犬鳴山」バス停付近
2,500円/日
■各種サービス

日本でも数少ない修験道体験ができるここ犬鳴
山「葛城修験根本道場」。犬鳴山修験者の指導のも
と、山行場を歩いたり、滝に打たれたり、法螺貝
を吹いてみたりと日頃体験できない修行をする
ことにより、自分を見つめ直してみませんか。
女人禁制の大峰山に対して犬鳴山は女人大峰と
も言われ、女性の方も多く体験に来られます。
◆コース
8：45 集合
（身代わり不動尊前広場）
9：00 本堂出発
六道（地獄/餓鬼/畜生/修羅/人間/天上）を表す
犬鳴山の修行場にて、様々な修行を行います。
11：30 一旦帰堂。トイレ休憩。
11：45 滝行（般若心経を唱えながら滝に
打たれます。
）
14：00頃 体験終了、修了書授与。
※写経修行は希望者のみ
（別途1,000円）
■受入可能人員：10人〜80人
■プログラム料金：3,000円
（滝衣貸出付）
※写経体験は別途1,000円
■所要時間：3〜5時間
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■受入可能時期：3月〜11月
（第3日曜日）
※要予約 ※基本は第3日曜日の受入となり
ますが月によって異なる場合がございます
ので、詳しくはＨＰをご確認ください。
■受入可能時間：8：00〜14：00
■休日等：12月〜2月
（25名以上の団体であ
れば修行可能）
■その他・特記事項
◆服 装：険しい山道を歩くので、歩きや
すい服装。あれば、お参り用白衣。
◆持ち物：昼食、お茶、着替え、タオル。
◆南 海バス「犬鳴山」バス停から犬鳴山七宝
瀧寺までハイキングコースで徒歩30分。
または、南海ウィングバス（貸切：20名
定員、1往復1万円）
。
◆
「犬鳴山」バス停付近には、犬鳴山温泉があ
り、修行の後の疲れた心身を癒すのに最適。
◆スカートやヒール等の踵の高い靴等での参
加は不可。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（TEL/FAX/メール
（eメール可）
HPより）
■申込受付期限：1週間前までに予約してください。
■申込に関する特記事項：3月〜11月（第3日
曜）以外については、25名以上の団体のみ
1ヵ月前までにご相談ください。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
犬鳴山七宝瀧寺

TEL/FAX：072-459-7101

歴史・文化

り しょう

も り

 さかい利晶の杜

ち ゃ

ゆ

た い け ん が く しゅう

茶の湯体験学習

さかい利晶の杜
（堺市立歴史文化にぎわいプラザ）
■所在地：〒590−0958 大阪府堺市堺区宿院町西2丁1番1号
■最寄駅：阪堺電車
「宿院」
駅より徒歩1分、南海本線
「堺」
駅より徒歩で約10分/バスで約3～5分
■連絡先：TEL 072−260−4386 FAX 072−260−4725
■ＵＲＬ： http://www.sakai-rishonomori.com/

■体験プログラム内容

利休のふるさと堺で茶道三千家
の指導による茶の湯体験学習

施設基本情報
■オープン時間
9：00～18：00
■入場料金
個人：大人300円 高校生200円
中学生以下100円
団体：10名様より団体料金
大人240円 高校生160円
中学生以下80円
※常設展観覧料は障がいのある方と介護者、堺市
内在学の小中学生と引率職員、未就学児は無料。
■観覧に要する平均時間
約45分
■観光バス駐車場
有／1,000円（1台）
■各種サービス

・実際に茶室に入りお点前を見て体験することで
直接茶の湯に触れる。
・挨拶やお辞儀、身だしなみなどのマナーを研修
時間目安
概要
開始５分前 入室
1.にじって入ることの説明など
2.畳に並んで座ってもらう
開始
茶の湯基本の学習
５分程度
1.身だしなみの説明
2.正座、お辞儀のしかたの説明等
3.床の間、 茶室の説明
５分程度
講師の説明
1.お点前のデモンストレーション
10分程度 2.お菓子を出す
・お菓子の取り回し方・食べ方
15分程度 茶筅振り体験
・実際に茶筅を使ってお茶を点てて飲む
5分程度
終わりの挨拶
・体験の振り返り
5分程度
退出
■受入可能人員：1回あたり
最低実施人数：10名
最大受入人数：45名

歴史・文化

■プログラム料金：各１名／税込
1名200円※展示室も観覧する場合は入館料別途必要
■対象年齢：小中学生等の学校団体
■所要時間：約45分
※館内展示見学とセットの場合、90分～120分
■受入可能時期：通年
■受入可能時間
（1日5回の時間制／所要時間45分）
体験時間 10：00～ 11：30～ 13：00～
14：30～ 16：00～
■休日等：毎月第3日曜日、第3火曜日、年末年始
■その他・特記事項：
※茶の湯体験学習は1日5回実施可能です。
※コースの前後に、南宗寺・堺伝統産業会館・妙國寺・
堺刃物工房等の周辺観光を含むことも可能です。
※その他堺市内の観光・昼食の手配、観光ボランティ
アガイドの手配などお気軽にお問合せください。
体験プログラムの申込について
■事事前申込：要
■申込受付期限：原則1ヶ月前
■申 込に関する特記事項：茶の湯体験は7日前に
人員確定、以後変更取消不可
■キャンセル時の取扱等：（公社）堺観光コンベン
ション協会までご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
（公社）
堺観光コンベンション協会

TEL：072-233-6601
FAX：072-233-8448

に ん と く て ん の う りょう こ ふ ん

(公社）堺観光コンベンション協会
■所在地：〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁大仙公園内
（堺市博物館）
■最寄駅：ＪＲ百舌鳥駅 徒歩約10分
■連絡先：TEL 072−233−6601 FAX 072−233−8448
■ＵＲＬ：https://www.sakai-tcb.or.jp/

■体験プログラム内容

仁徳天皇陵古墳ＶＲツアー

施設基本情報
■オープン時間
9：30～
■観覧に要する平均時間
ＶＲと見学で1時間30分		
■入場料金
800円
■観光バス駐車場 1回1000円
■各種サービス

■受入可能人員
最低実施人数：1名
最大受け入れ可能人数：25名程度
（45席に増席予定）
■プログラム料金
ひとり800円(税込）
博物館常設展示見学を含む
■所要時間
ＶＲのみは約30分
見学入れて約1時間30分
■受入可能時期
第一月曜日は不可
■受入可能時間
10：00～16：30まで
■休日等
年末年始、第一月曜日
■その他・特記事項

― 53 ―

体験プログラムの申込について
■事前申込：要（10名以上は要予約)
■申込受付期限：要相談
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
(公社）
堺観光コンベンション協会

TEL：072-233-6601    
FAX：072-233-8448
E-mail：pro@sakai-tcb.or.jp

歴史・文化

 仁徳天皇陵古墳ＶＲツアー

製作・文化

わ

が

し
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 和菓子（練きり）作り体験
(公社）堺観光コンベンション協会
■実施所在地：〒590-0950 堺市堺区甲斐町東1−2−18
（まち家カフェSacay）
■最寄駅：阪堺電車 「大小路」
駅 徒歩4分
■連絡先：TEL 072−233−6601 FAX 072−233−8448
■ＵＲＬ：https://www.sakai-tcb.or.jp/

■体験プログラム内容

和菓子（練きり）作り体験

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

制作・文化

		

■受入可能人員
最低実施人数：2名
最大受け入れ可能人数：20名程度
（それ以上は場所含め要相談）
■プログラム料金
ひとり2,500円(税込）2名以上
■所要時間
約1時間半
（相談可）
■受入可能時期
随時
（要相談）
■受入可能時間
随時
（要相談）
■休日等
定休日でも相談可能。
■その他・特記事項
少し汚れる可能性あり。
体験後、抹茶と一緒にお召し上がりいただ
けます。			

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：要相談
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
(公社）
堺観光コンベンション協会

TEL：072-233-6601    
FAX：072-233-8448
E-mail：pro@sakai-tcb.or.jp

たいけん

 みせるばやお（ものづくり体験ワークショップ）
みせるばやお
■所在地：〒581-0803 大阪府八尾市光町2-60
■最寄駅：近鉄八尾駅直結
■連絡先：TEL：072-920-7128
■ＵＲＬ：http://miseruba-yao.jp/

■体験プログラム内容

ものづくり体験ワークショップ

施設基本情報
■オープン時間
10：00～18：00（休館日：火曜日、年末年始）
■観覧に要する平均時間
約30～120分
■入場料金
小学生以上は200円（年会費）、就学前児は無料
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス

企業が様々なワークショップを開催し、子ど
もから大人まで「おっ！」と驚くワクワク体験
ができます。あなたの知らないものづくりの
スゴさ、おもしろさに触れることのできる『も
のづくりエンターテインメント』をぜひご体感
ください。
ワークショップはご相談を受けてからの調整
になりますので業種や体験内容など希望がご
ざいましたら、お申し付けください。
■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：100名
■プログラム料金：
小学生以上1名200円
（年会費）
ものづくり体験ワークショップご参加の場
合は別途材料費が必要です。
■所要時間
60～120分
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
10：30～17：30
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リノアス8階

■休日等
火曜日、年末年始
■その他・特記事項
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（TEL/メール）
■申込受付期限
2カ月前までにご相談ください。
■申込に関する特記事項
オーダーメイドも可能
■キャンセル時の取扱等
下記にご連絡お願いいたします。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
八尾市

産業政策課

産業政策係

TEL：072-924-3845
FAX：072-924-0180
Email:sangyou@city.yao.osaka.jp

製作 ･ 文化

も り

の

 森野サンプル
森野サンプル
■所在地：〒547−0001 大阪市平野区加美北6−1−19
■最寄駅：ＪＲ大和路線
「平野」
駅 徒歩10分
■連絡先：TEL 06−6792−7543
■ＵＲＬ：http://www.morino-sample.jp    

■体験プログラム内容

食品サンプル製作体験会

【製作体験会の内容】

1 パ
 フェ、ケーキ（小物入れ）、パンケーキ、ワッ
フルの中から1つ選んで頂き、サンプル製作
をして頂きます。
バナナ・キウイ・みかん・イチゴetc（ 20
種類）を使ってトッピングを考え、組み立
て製作して頂きます。
2 サンプル製作工程のご説明やご質問にお答
えさせて頂きます。
3 サ ンプルの仕上げ（トッピングソースをか
けた後、ニスを塗る）
をした後、クリアケー
スに入れ、袋詰めしてお持ち帰りして頂き
ます。

施設基本情報
■オープン時間(最終入館)
予約時開催時間の5分前
■入場料金
3,000円
■観覧に要する平均時間
90分〜120分
■観光バス駐車場 あり（有料）
■各種サービス

製作 ･ 文化

■受入可能人員
80名 ※対象：小学生以上
■プログラム料金
3,000円
■所要時間
90分〜120分
■受入可能時期
ご相談
■受入可能時間
ご相談

しょくひん

■休日等
不定期
■その他・特記事項
弊社営業日であれば工場見学もセットに
なっています。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：前々日pm5時
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：直接森野サンプル
へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
森野サンプル

TEL：06-6792-7543
E-mail：info@morino-sample.jp
電話やメールでの予約受付は平日のみ

 食品サンプル デザインポケット

おおさかほんしゃ

大阪本店

■体験プログラム内容

思い出のお持ち帰り
道具屋筋モノづくり体験

施設基本情報
■オープン時間
AM9：30～PM18：00
AM9：30～PM20：00（金、土、祝前日）
■入場料金 無
■観光バス駐車場 無
■各種サービス
クレジットOK

※経済産業局 近畿経済産業局より、各地域の強み
である地域資源を活用して、新商品の開発・生産
などを行う「地域産業資源活用事業」に認定されま
した。

日本の伝統的な厨房機器、刃物、鉄器などの
キッチン用品が集まる千日前道具屋筋商店街
（大阪市中央区難波）の道具や職人技術を学ぶ
「モノづくり体験ツアー」
です。
【体験メニュー】
①食品サンプル制作体験
おいしそう！をカタチに。その技術を体験。
②グラスアート体験
可愛い柄シールでデザインするグラス作り。
③チョークアート体験
オイルパステルを使いオリジナル看板作り。
④ちょうちん書き体験
祭りや飲食店で見かける提灯の墨入れ体験。
■受入可能人員
①④/1～300名
（要事前予約）
②1～15名③2～10名
■プログラム料金：各１名／税込
①2,480円～ ②③3,480円 ④2,980円
■対象年齢：①3歳〜 ②③④6歳〜
小学生以下は保護者の付添必須
■所要時間
①30分～45分 ③④約60分 ②約90分
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■受入可能時期：通年
■受入可能時間
①④10:00～17:00 ②③10:00～16:00
■休日等：①無休／②③④は提携店の休業日は
不可
■その他・特記事項
掲載メニュー以外にも体験プログラムが
ご ざいますので詳しくはホームページ又は
お電話ください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：3ヶ月前から
■申込受付期限：①空きがあれば当日可 ②④
3日前 ③1日前
（団体予約は1ヶ月前まで）
■申込に関する特記事項：
インターネット予約が可能になりました
■キャンセル時の取扱等：
①当日および無断キャンセル100％
②③④人員確定後のキャンセル100％
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
株式会社デザインポケット

TEL：06-6586-6251
FAX：06-6630-1124

制作・文化

食品サンプル デザインポケット大阪本店
■所在地：〒542−0075 大阪府大阪市中央区難波千日前10−11
■最寄駅：Osaka Metro各線
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、南海
「なんば」
駅
■連絡先：TEL 06−6586−6251 FAX 06−6630−1124
■ＵＲＬ：https://designpocket.net

製作 ･ 文化

 メッセージローズ®（プリザーブドフラワー）
株式会社ブラン
■本店所在地：〒105−0001 東京都港区虎ノ門5−3−1 第一榎ビル
■実施所在地：〒542−0074 大阪市中央区千日前2−11−10 いちびり庵3階
■最 寄 り 駅：Osaka Metro各線
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、南海
「なんば」
駅
■連 絡 先：TEL 03−6435−8321
（株式会社ブラン 東京本店）
■U
R
L：http://www.87blanc.jp

■体験プログラム内容

メッセージローズ
（プリザーブドフラワー）
制作体験

施設基本情報
■オープン時間(最終入館)
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

製作 ･ 文化

■受入可能時期
通年
■受入可能時間
11：00～16：00
■休日等
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
■その他・特記事項

世界に一つだけのオリジナルのメッセージ
ローズ®を製作体験。長期間保存可能なプリ
ザーブドフラワーの花びらへイラストなどと、 体験プログラムの申込について
スワロフスキー・クリスタル®を貼って制作い
■事前申込：要
ただけます。
■申込受付期限：要相談
※プリザーブドフラワーとは
■申込に関する特記事項：
生 花を特殊液の中に浸ける事で枯れること
担当：岡田
（有）
へご連絡願います。
がなく、生花のみずみずしさの状態を保っ
■キャンセル時の取扱等：キャンセルは、1週
ているお花になります。
間前までにお願いします。
※2013年：ケネディ駐日米国大使の着任時、
外務省より、当社のメッセージローズが贈 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
呈されました。
株式会社ブラン
担当：岡田
（有）
へご連絡願います。
■受入可能人員
TEL：03-6435-8321
最低実施人数：5人
FAX：03-6435-8327
最大受け入れ可能人数：40人
対象：修学旅行生
（小学生～高校生）
■プログラム料金
3,000円/1人
■所要時間
30分～45分

か み が た う き よ え か ん

 上方浮世絵館
上方浮世絵館
■所在地：〒542−0076 大阪市中央区難波1－6－4
■最寄駅：Osaka Metro各線・南海
「なんば」
駅、阪神・近鉄
「大阪難波」
駅、JR
「JR難波」駅
■連絡先：TEL 06－6211－0303 FAX 06－6211－0393
■ＵＲＬ：http://www.kamigata.jp

■体験プログラム内容

浮世絵摺り体験

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
11：00〜18：00（17：30）
■入場料金
大人500円 小・中学生300円
■観覧に要する平均時間
30分〜60分
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

■受入可能人員
①初級コース 3名以上 ②中級コース 3名以上
③上級コース 3名以上
■プログラム料金
①初級コース 1名500円 ②中級コース 1名800円
③上級コース 1名1000円
■所要時間
①初級コース 約30分 ②中級コース 約30～45分
③上級コース 約45～60分
■受入可能時期・時間：どのコースも応相談
■休日等：月曜日
（祝日の場合は翌日）
■その他・特記事項
講師の都合により、ご希望の日時に添えな
い場合があります。

当館オリジナル版木（はがきサイズ）で、上質の手す
き和紙に3～4色で「摺り」ます。
・初めての方でも、絵具の塗り方・ばれんのこすり方・圧
力の加え方などの違いにより、仕上がりに個性がでます。
浮世絵の中の「摺り」の重要さを体感してください。
・完成品はお持ち帰りいただけます。
●浮世絵「摺り」体験は、下記の3コースの中からお選
び下さい。
①初級コース
初めての方のチャレンジに３色摺り。図柄は、歌
舞伎の十八番の一つ「景清」と「弁慶」。魔を除く呪術的
な力をあらわすとされる役者の赤い隈取、その目力が
体験プログラムの申込について
強い隈取を力強く仕上げます。
■事前申込：要
②中級コース
■申込受付期限：どのコースも3日前までに予
主版からはじめる本格的な４色摺り。図柄は、今
約
（先着優先）
も残る法善寺横丁の佇まいと可愛らしい町娘の組み合
■申込に関する特記事項：
わせ。細かい石畳や着物の柄・色をデリケートに仕上
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
げます。
ます。
③上級コース
高度な技にチャレンジする４色摺り。法善寺の石
畳にグラデーションをきかせたり、上方浮世絵館の外 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
観シンボルである歌舞伎招き猫に二度摺りするなど、 上方浮世絵館
TEL ：06-6211-0303
高度な技法を使うことで、立体感のある作品を仕上げ
FAX：06-6211-0393
ます。
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 大阪欄間工芸協同組合
大阪欄間工芸協同組合
（地域団体商標登録 第5004521号）
■所在地：〒566−0052 摂津市鳥飼本町１丁目4番26号 サンハイツ西本101号
■連絡先：TEL 072−646−8470 FAX 072−646−8471
■ＵＲＬ：http://www.kougei.or.jp/ranma/
■E-mail：osakaranma@onyx.ocn.ne.jp

■体験プログラム内容

欄間彫刻技術を使った作品制作

欄間技術を使った彫刻を体験します。
●便利板制作
●ミニ彫刻欄間

施設基本情報

■受入可能人員
4名以上：
（協力欄間店）
※多人数の場合は別会場を準備します。
※小学4年生以上
■プログラム料金
便利板：1名2,500円
ミニ彫刻欄間：1名4,000円
以上（要問い合わせ）
■所要時間
便利板・ミニ彫刻欄間：1時間30分〜2時間
■受入可能時期
盆期間・年末年始除く通年 ※要問合せ
■受入可能時間
随時 ※要問合せ

■オープン時間（最終入館）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場
■各種サービス

製作 ･ 文化

お お さ か

し

■休日等
盆期間・年末年始
■その他・特記事項
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：体験の30日前まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：体 験 日 の10日 前
までに大阪欄間工芸協同組合へご連絡願
います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪欄間工芸協同組合

TEL：072-646-8470
FAX：072-646-8471

り つ

 大阪市立クラフトパーク

■体験プログラム内容

①1日体験教室
②団体体験教室

施設基本情報
■オープン時間
9：30〜17：00
■入場料金
入館無料/各種体験教室は別料金(予約制)
■観覧に要する平均時間
館内見学20分〜40分
■観光バス駐車場
大型バス3台 1,000円/日

①体験教室は毎週日曜日に開催しています。
（吹きガラス、サンドブラスト、とんぼ玉
ステンドグラス、陶芸、金工、織物）
②各種団体(こども会・PTA・サークルなど)
の20名以上の皆様にご利用いただけます。レ
クリエーションやイベントの企画などに是非
にご利用ください。
■受入可能人員
①5～12人
（教室によって異なります）
②20人〜
■プログラム料金
①1人2,000円～3,500円
②小学生…1000円 中学生以上…1,600円
■所要時間
①2時間～2時間30分（教室によって異なります）
②午前10:00～12:00 午後2:00～4:00
(館内見学：20～40分、体験時間：60～90分)
■受入可能時期・時間
①定員に空きがあれば当日でも受付できます。
②お問合せください。
■休日等：火曜、年末年始
（12/28～1/4）
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■その他・特記事項
◆対象年齢：吹きガラス・サンドブラスト・陶芸
…小学1年生以上、織物…小学4年生、バーナーワー
ク・ステンドグラス、金工…小学５年生以上
◆陶芸 器やお皿などを制作していただきます。
◆サンドブラスト ウッディーポットや、ガラス
のプレートなどに模様を彫り、制作していただき
ます。
団体体験・団体1日体験利用者の方にはオプショ
ンとして、がんこ平野郷屋敷での食事パックも可
能です。利用の方はご相談ください。(昼食 2,300
円～/夕食3,200円～
体験プログラムの申込について
■事 前申込：要 電話または、直接来館でお
申込ください(先着順)。
■申 込受付期限：※定員に空きがあれば当日
でも受付できます。
■申 込に関する特記事項：①吹きガラスの作
品の出来上がりは約1週間、陶芸は約1カ月
半かかり、作品を当日お渡しはできません。
■キ ャンセル時の取扱等：大阪市立クラフト
パークにご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市立クラフトパーク

TEL：06-4302-9210
FAX：06-4302-9212

制作・文化

大阪市立クラフトパーク
■所在地：〒547−0012 大阪市平野区長吉六反1−8−44
■最寄駅：Osaka Metro
「出戸」
駅より大阪シティバス
「六反一丁目
（クラフトパーク前）
」
、
Osaka Metro
「長
原」
駅より徒歩 JR大和路線・おおさか東線
「久宝寺」
駅より徒歩
■連絡先：TEL 06−4302−9210 FAX 06−4302−9212
■ＵＲＬ：http://www.craftpark.net

製作 ･ 文化

か ち う ん の て ら

 勝運の寺

か つ お う

じ

勝尾寺

応頂山 勝尾寺
■所在地：〒562−8508 箕面市勝尾寺
■最寄駅：阪急
「箕面」
駅よりタクシーで約15分
■連絡先：TEL 072－721－7010 FAX 072－722－6665
■ＵＲＬ：http://www.katsuo-ji-temple.or.jp

■体験プログラム内容

勝運を掴み取る勝ちダルマ祈願

世界に一つ あなただけのオリジナル
「勝ちダルマ」を作ってください。
■受入可能人員
最低実施人数：規定なし
※受入可能人数については要相談
■プログラム料金
勝ちダルマの代金のみ
最小サイズ
（10号ダルマ2,000円〜）
※別途入山料金が必要です。
■所要時間
約40分
■受入可能時期
通年
（要相談）
■受入可能時間
9：00～15：00
（要相談）
■休日等
無し
■その他・特記事項
特に無し

施設基本情報
■参拝時間
平 日 8：00～17：00
土曜日 8：00～17：30
日曜日 8：00～18：00
■参拝に要する平均時間
約40分
■入山料（入場料金）
個人：高校生以上 400円
小・中学生 300円
幼稚園以下無料
■観光バス駐車場
有料 6台(2,000円／日)
■各種サービス

製作 ･ 文化

お お さ か

ふ

り つ ち か

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：前日でも可能。
■申込に関する特記事項：
◆詳細はお電話にてお問合せください。
◆お早めにお申込、お問合せください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
勝運の寺 勝尾寺

TEL：072－721－7010
FAX：072－722－6665

あ す か は く ぶ つ か ん

 大阪府立近つ飛鳥博物館
大阪府立近つ飛鳥博物館
■所在地：〒585−0001 大阪府南河内郡河南町大字東山299
■最寄駅：近鉄長野線
「喜志」
または
「富田林」
駅下車 金剛バス15分 「近つ飛鳥博物館前」
行き終点
■連絡先：TEL 0721−93−8321 FAX 0721−93−8325
■ＵＲＬ：http://www.chikatsu-asuka.jp

■体験プログラム内容

博物館見学＋体験プログラム

○博物館見学
古 墳時代から飛鳥時代の歴史について、古
墳からの出土品・復元模型・パネルなどを
使って、わかりやすく展示しています。
施設基本情報
ま た博物館周辺は、国史跡一須賀古墳群の
■オープン時間(最終入館）
一部を整備し近つ飛鳥風土記の丘として公
開館：午前9：45（展示室への入館は午前10：00から）
開しております。
閉館：午後5：00（展示室への入館受付は午後4:30まで） ○例：勾玉づくり体験
■休館日
自分だけの勾玉を作って宝物にしよう！
・毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日が休館）
※その他修羅曳き・ウォークラリーもあります。
・年末年始（12/28～1/4）
（要問い合わせ）
※上記以外に臨時休館日がございます。
■入場料金
大人310円
高校・大学生・65歳以上の方210円
※中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介助
者1名を含む）は無料
※特別展、
企画展の開催中は、
入館料が異なります。
※20名以上の団体割引、また各種会員割引があ
ります。
※団体でのご利用につきましては、事前にお申し
込みいただきますと入館受付がスムーズです。
お電話もしくは下見などでのご来館時にお申し
込みください。
※学校団体での申し込みの場合は、教員の方は無料

■受入可能時間
10：00～16：00（お申し込み時にお問い
合わせください）
■休日等
月曜日
（祝日等の場合は翌日）
、年末年始
（12
月28日～1月4日）
、臨時休館日
■その他・特記事項
「大阪府立近つ飛鳥博物館」入館とセットに
なっております。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：随時
■申 込に関する特記事項：詳細はお電話でお
問い合わせください。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。

■受入可能人員
最低実施人数：20名
（お申し込み時にお問い合わせください）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■プログラム料金
大阪府立近つ飛鳥博物館
博物館入館料＋勾玉材料費（136円 or 300円）
/1人
（小学生・中学生の博物館入館料は無料） TEL：0721-93-8321
FAX：0721-93-8325
■所要時間
約90分
（博物館見学時間を除く。
）
■受入可能時期
通年
（休館日を除く）
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製作 ･ 文化

ひがしおおさかしりつまいぞうぶんかざい

はっくつ

かん

 東大阪市立埋蔵文化財センター「発掘ふれあい館」
東大阪市立埋蔵文化財センター
「発掘ふれあい館」
■所在地：〒579−8054 東大阪市南四条町3－33
■最寄駅：近鉄奈良線
「瓢箪山」
駅 南へ徒歩約700ｍ
■連絡先：TEL 072－983－2340 FAX 072－982－9411
■ＵＲＬ：http://www.city.higashiosaka.lg.jp/00000036111.html

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：特に無し
■申 込に関する特記事項：詳細はお電話にて
お問い合わせ下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡下さ
い。

■体験プログラム内容

勾玉づくり

■受入可能人員
最低実施人数：1名
最大受け入れ可能人数：110名
対象：小学生以上
■プログラム料金
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
45円～130円／材料費
東大阪市立埋蔵文化財センター
1個
（石の種類により価格が違います）
「発掘ふれあい館」
■所要時間
約1時間～約1時間30分
TEL： 072-983-2340
■受入可能時期
FAX： 072-982-9411
火曜日～日曜日
■受入可能時間
9：30〜15：00
■休日等
月曜日
（祝日の場合は開館）
、祝日の翌日
（土、
日、祝の場合は開館）
年末年始
（12月29日～1月3日）
■その他・特記事項
館内・展示等ご希望あれば案内させて頂き
ます。
その他の体験学習はホームページをご覧下
さい。

施設基本情報
■オープン時間
9：30〜16：30
■観覧に要する平均時間
約30分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
２台（無料）
■各種サービス

制作・文化

か わ ち な が の し り つ りんぎょうそうごう

きんこんかん

 河内長野市立林業総合センター「木根館」

■体験プログラム内容

大阪の木「おおさか河内材」で
木工体験と林業体験

①自分でつくる木製カトラリー（スプーン・フォーク・おはし）

施設基本情報
■オープン時間
9：00～17：00（最終受付 16：00）
■入場料金
無料
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
道の駅奥河内くろまろの郷（徒歩5分）
■各種サービス
昼食の手配

おおさか河内材の「ヒノキ」を使って、自分だけのカト
ラ リ ー を 作 り ま す。（時 間:ス プ ー ン・ フ ォ ー ク は 約
120分、おはしは約60分／料金:スプーン・フォーク
は各１本1,200円、おはしは600円）

②うづくりスタンプづくり体験

うづくりという技法をつかい、年輪模様のスタンプを
作 ります。エコバック、ランチョンマット、てぬぐい、
のいずれかにスタンプします。
（時間:約60分／料金:
1セット1,000円）

③ミニ杉玉をつくろう

■プログラム料金
左記のとおり
■所要時間
左記のとおり
■受入可能時期
年中可能。ただし休館日を除く。
■受入可能時間
9:00-17:00（最終受付15:00）
■休日等
月曜日、ただし祝日の場合は翌日が休館日。年末年始。
■その他・特記事項
⑥各施設の移動手段の手配および費用は別途必要です。
バスの駐車場はすべての施設にございます。

体験プログラムの申込について
■事前申込：必要。⑤･⑥は必ず1ヶ月前までに
人数関係なく事前申込が必要。それ以外は団
④フォトフレームづくり体験
体（6名以上）は必要。
思い出を飾れる木製フォトフレームをつくれます。
■申込に関する特記事項：①-④も先約の場合あ
（時間:約60分／料金:1セット500円）
り詳しくはお問合せください。記載以外の人
⑤かんなのはな「バラのコサージュ」づくり体験
本来は捨ててしまう「かんなくず」を使ったバラのコサー
数や内容のご相談も承ります。
ジュ作りです。
（時間:約120分／料金:1セット2,000円）
■キャンセル時の取扱等：団体（ 6名以上）の場
⑥林業の一連を知ろう（林業体験プログラム）
合は、利用日の1ヶ月～10日前までは5割、
林業の川上から川下までを体験できる林業体験プログ
9日～当日は全額キャンセル料がかかります。
ラムです。間伐体験、木材の競り市や加工所の見学、
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
木 工 製 品 作 り を し ま す。（時間:午前2時間、 午後4時
河内長野市立林業総合センター「木根館」
間の合計6時間／料金:20名までの1グループとして
河内長野市内の酒蔵（天野酒）の周辺を彩る杉玉のミニチュ
ア版を作ります。
（時間:約60分／料金:1セット1,000円）

60,000円）

※定員は全て1人～20人
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TEL:0721-64-8151 FAX:0721-63-0930
メール：kinkonkan@sinrin.org

制作・文化

河内長野市立林業総合センター
「木根館
（きんこんかん）
」
■所在地：大阪府河内長野市高向1818-1
■最寄駅：南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅からバス ●南海バス「滝畑ダム」行き乗車「奥河内くろま
ろの郷」バス停より徒歩5分 ●南海バス「高向」または「滝畑ダム」行き乗車「中高向」バス停より徒歩10分
■連絡先：0721-64-8151  ■メール：kinkonkan@sinrin.org  ■URL：http://www.honjo-osaka.or.jp

制作・文化

か わ

ち

な

が

の

し

り

つ

れ き し が く し ゅ う か ん

 河内長野市立ふるさと歴史学習館
河内長野市立ふるさと歴史学習館
■所在地：〒586-0036河内長野市高向２２３０番地の５
■最寄駅：南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅からバス ●南海バス「滝畑ダム」行き乗車「奥河内くろまろ
の郷」バス停下車約５００ｍ ●南海バス「高向」または「滝畑ダム」行き乗車「中高向」バス停下車約８５０ｍ
■連絡先：TEL 0721-64-1560 FAX 0721-64-1900
■E-mail：f-rekigaku@city.kawachinagano.lg.jp ■HP検索：ふるさと歴史学習館／河内長野市ホームページ

■体験プログラム内容

チャレンジ歴史体験いろいろ
いろいろな歴史体験にチャレンジできます。
体験メニュー

施設基本情報
■オープン時間
9：00～17：00
■入場料金
無料
■観覧に要する平均時間
１時間
■観光バス駐車場
道の駅奥河内くろまろの郷（徒歩7分）
■各種サービス

時間

②石包丁
③ミニ石包丁

６０分

④土笛

小学生以上

⑤型紙のしおり
⑥くるみボタン

4０分

⑦綿の実ネックレス

６０分

⑧車輪石

12０分 小学校高学年以上

⑨泥めんこ

中学生以上

3０分

小学生以下

ー

どなたでも

⑩綿繰り・糸つむぎ

車イス有（1台） 車椅子用トイレ

対象

①勾玉

■受入可能人員
最低実施人数：1人
最大受け入れ可能人数：36人

※体験メニューにより異なります。お問い合わせください。

■プログラム料金
①勾玉
②石包丁
③ミニ石包丁

３００円
３００円
１００円

④土笛
３００円
⑤型紙のしおり
５０円
⑥くるみボタン
５００円
⑦綿の実ネックレス ７００円
⑧車輪石
３００円
⑨泥めんこ
無料
⑩綿繰り・糸つむぎ
無料
■所要時間：３０分～１２０分（左表のとおり）
■受入可能時期：休館日以外は年中受入可能
■受入可能時間：9:30〜11:00、13:00〜16:00の受付まで
■休日等：祝日以外の月曜日、祝日の翌日、
年末年始（１２月２９日～１月３日）
■その他・特記事項
小学校低学年以下は保護者同伴。展示見学の
ご希望があればご案内させていただきます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：体験メニュー⑦は必要。他の体験メ
ニューは不要。但し、10人以上の団体は要予約。
■申込受付期限：体験メニュー⑦は前日（休館日を
除く）まで。他の体験メニューは当日。但し、10
人以上の団体は1ケ月前までにお申し込みください。
■申込に関する特記事項：電話でご相談ください。
■キャンセル時の取扱等：決まり次第電話でご連絡ください。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
河内長野市立ふるさと歴史学習館

TEL：0721-64-1560 FAX：0721-64-1900

 おおさかATCグリーンエコプラザ

環境学習

おおさかATCグリーンエコプラザ
■所在地：〒559−0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC・ITM棟11階
■最寄駅：Osaka Metro
「トレードセンター前」
駅
■連絡先：TEL 06−6615−5888 FAX 06−6615−5890
■ＵＲＬ：http://www.ecoplaza.gr.jp

■体験プログラム内容

環境総合学習

 おさかATCグリーンエコプラザで見学を通
お
して環境問題を学びます

施設基本情報
■オープン時間
10：00〜17：00
■観覧に要する平均時間
60分～90分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場 有
■各種サービス

■受入可能人員
最大300名前後まで可能
（応相談）
■プログラム料金
無料
■所要時間
60～90分
（応相談）
■受入可能時期
通年
（休館日除く）
■受入可能時間
10：00～17：00
■休日等
月曜・年末年始
■その他・特記事項
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
おおさかATCグリーンエコプラザ

TEL：06-6615-5688
FAX：06-6615-5890

ほうじんおおさかかんこう

きょう か い

NPO法人大阪観光ボランティアガイド協会

平和学習

NPO法人大阪観光ボランティアガイド協会
■所在地：〒540−0002 大阪市中央区大阪城3−11
（大阪城パークセンター内）
■最寄駅：（大阪城公園）：Osaka Metro「天満橋」「谷町４丁目」「森ノ宮」駅、JR「森ノ宮」「大阪城公園」駅、京阪「天満橋」駅
■連絡先：TEL 090−3059−6923 / 090−3493−9269
（AM10：00～PM3：30）
■ＵＲＬ：http://ovgc.jp/

■体験プログラム内容

①大阪城公園内の歴史散策ツアー
②戦跡ウォーク

①大 阪城公園内の歴史的建造物等を巡る歴史
散策ツアー
②大 阪城公園内に残る戦争の傷跡をご案内し
ます。平和学習の一環としてご利用くださ
い。ピース大阪の見学前後に実施すること
もできます。

施設基本情報
■オープン時間(最終入館)
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場：約50台
■各種サービス

■その他・特記事項
◆大阪城天守閣内のガイド案内はできません。
◆
「大阪城公園界隈」の他、
「上町台地北部」
「キタ・船場」
「ミナミ界隈」のコースもご
相談に応じます。
◆警 報等によりやむを得ずガイドを中止す
る場合がございます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施日の10日前まで
■申込に関する特記事項：申込みはTEL（ 10：
00～15：30）またはHPよりお申込ください。
■キャンセル時の取扱等：大阪観光ボランティ
アガイド協会へご連絡願います。

■受入可能人員
１名から可
■プログラム料金
2,000円/ガイド1名につき
※ガイドの交通費他必要経費として
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
※ご案内の時間は2時間まで、お客様人数は、
NPO法人大阪観光ボランティアガイド協会
ガイド1名あたり10～12名程度
TEL：090-3059-6923 /
■所要時間
090-3493-9269
1回につき1～2時間が目安です。
■受入可能時期
要相談
■受入可能時間
10：00～15：30
■休日等
年末年始
（12/28～1/3）

お お さ か こ く さ い へ い わ

ピースおおさか（大阪国際平和センター）

平和学習

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
9：30〜17：00（16：30）
■入場料金
個人：大人250円 大学生250円 高校生150円
中学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
団体：大人200円 大学生200円 高校生100円
中学生以下は無料
※学校団体の引率教員は無料
■観覧に要する平均時間 90分
■観光バス駐車場 なし
※近隣に有料駐車場あり
■各種サービス

音声ガイド

大 阪空襲を語り継ぐ平和ミュージアム。展示
（常設・特別）
、調査研究、講演会の開催等を行っ
ています。
●語り部紹介：戦争体験（特に大阪大空襲の体
験）の語り部を紹介します。60分程度のお
話を聞く、または聞き取りをしていただけ
ます。
●図書室での調べ学習：関連図書3万冊を有す
る図書室での調べ学習ができます。
●映 画鑑賞：テーマに関連したアニメーショ
ンビデオ等の鑑賞ができます。
（講堂にて1
日4回上映）
●
「いのち」

へのメッセージの発信：見学後、
感想をメッセージとして表現できます。
■受入可能人員
制限なし、映画鑑賞要予約
■プログラム料金
無 料 ※入館料要（ただし、語り部謝礼代
10,000円程度が必要です）
■所要時間
1時間〜1時間30分
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体験プログラムの申込について
■事前申込：団体の場合 要
■申込受付期限：見学の6ヶ月前から
■キ ャンセル時の取扱等：ピースおおさかへ
ご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ピースおおさか
（
（公財）
大阪国際平和センター）

TEL：06-6947-7208
FAX：06-6943-6080

平和学習

戦争と平和について考える

■受入可能時期
要相談
■受入可能時間
9：30〜17：00
（入館は16：30）
■休館日
月曜日、国民の祝日及び振替休日の翌日（月
曜日が祝日の場合、翌日の火曜日は開館）
、
月末、年末・年始
■その他・特記事項
◆語り部の日程等は直接交渉
◆平和の教材（①ビデオ・DVD ②展示パネ
ル ③紙芝居 ④16mmフィルム ⑤空
襲体験画）
無料貸出
（8日間）

環境学習

■体験プログラム内容

制作・文化

ピースおおさか
（
（公財）
大阪国際平和センター）
■所在地：〒540−0002 大阪市中央区大阪城2−1
■最寄駅：Osaka Metro・JR
「森ノ宮」
駅
■連絡先：TEL 06−6947−7208 FAX 06−6943−6080
■ＵＲＬ：http://www.peace-osaka.or.jp

福

ATCエイジレスセンター

祉

ATCエイジレスセンター
■所在地：〒559−0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC・ITM棟11階
■最寄駅：Osaka Metro
「トレードセンター前」
駅
■連絡先：TEL 06−6615−5123 FAX 06−6615−5240
■ＵＲＬ：http:///www.ageless.gr.jp/

■体験プログラム内容

ATCエイジレスセンター見学

（車いす試乗や装具をつけての高齢者疑似体験）
健康・福祉・介護に関する機器等の常設展示
場です。高齢者疑似体験や車いす試乗・車い
す介助などの体験コースもぜひご利用下さい。

施設基本情報

■受入可能人員
1名〜
■プログラム料金
無料
■所要時間
館内見学約60分
■受入可能時期
通年
（休館日除く）
■受入可能時間
10：00〜17：00
（各体験受付は16：00まで）
■休日等
月曜、年末年始
■その他・特記事項

■オープン時間
10：00〜17：00
※休館日/月曜・年末年始
■入場料金
入場無料/説明が必要な団体のみ要予約
■観覧に要する平均時間 約60分
■観光バス駐車場 30台 2,500円/日
■各種サービス

防

つ

な み

体験プログラムの申込について
■事 前申込：団体の場合は事前に申込んでく
ださい。
（個人の場合は不要）
■申込受付期限：随時
■申込に関する特記事項：団体見学の場合は、
先に予約状況をご確認ください。
※見学時間については応相談
■キ ャンセル時の取扱等：団体見学・館内ア
テンド予約した場合は、ATCエイジレスセ
ンターにご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ATCエイジレスセンター

TEL：06-6615-5123
FAX：06-6615-5240

た か し お

津波・高潮ステーション

災

津波・高潮ステーション
■所在地：〒550−0006 大阪市西区江之子島2−1−64
■最寄駅：Osaka Metro中央線・千日前線
「阿波座」
駅徒歩2分
■連絡先：TEL 06−6541−7799 FAX 06−6541−7760
■ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.jp/nishiosaka/tsunami/index.html

■体験プログラム内容

①津波と高潮についての学習
②展示見学

施設基本情報
■オープン時間
10：00〜16：00
■観覧に要する平均時間
1時間〜1.5時間
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
要相談
■各種サービス

地表の高さが満潮時の平均海水面よりも低い土
地（海抜ゼロメートル地帯）は3大都市圏を中心
に存在します。大阪平野もそのひとつで、大阪
府には約40km2の海抜ゼロメートル地帯が広
がり、様々な災害の要因となっています。この
施設ではかつて大阪を襲った高潮や、近い将来
必ず発生すると言われている南海トラフ地震と
津波についての正しい知識を習得していただく
とともに、地震、津波発生時の対応などを学べ
ます。津波と高潮について同時に学べる施設は
全国でここだけです。①津波や高潮の発生メカ
ニズムや、これらの防災対策などを映像で学び
ます。②海抜ゼロメートル地帯の潜在的な危険
性や、過去の高潮災害の悲惨さを伝える資料展
示、災害をのりこえた着実な高潮対策、地震津
波の仕組みを「見て、聞いて、触って」体験して
もらいます。また、津波災害体感シアターでは
大阪のまちをのみ込む濁流を特撮やCGを使っ
た映像で体験します。
■受入可能人員
最大受け入れ可能人数：100名程度
（要相談）

― 62 ―

■プログラム料金
無料
■所要時間
1時間～1.5時間
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
10：00～16：00
■休日等
火曜
（祝・休日の場合は翌平日）
、年末年始
■その他・特記事項
15名未満の場合でも案内が必要な方は、ご
相談下さい。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（団体の場合）
■申込受付期限：実施日の10日前まで
■申 込に関する特記事項：まず電話で日程を
ご相談ください
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
津波・高潮ステーション

TEL：06-6541-7799
FAX：06-6541-7760

防

ひがしおおさかししょうぼうきょく

ぼうさいがくしゅう

東大阪市消防局 防災学習センター

災

東大阪市消防局 防災学習センター
■所在地：〒578−0925 東大阪市稲葉1－1－9
■最寄駅：近鉄奈良線｢若江岩田｣駅 北へ600ｍ
■連絡先：TEL 072－966－9998 FAX 072－966－9990
■ＵＲＬ：http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000006800.html

■体験プログラム内容

防災学習・防災体験

 さんに防災への知識や取り組みの必要性・重
皆
要性について総合学習していただく施設です。

施設基本情報
■オープン時間
午前9時30分～午後5時
■観覧に要する平均時間
1時間30分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし（要相談）
■各種サービス
QRコード

美

■受入可能人員
最低実施人数：1名から
最大受け入れ可能人数：60名
■プログラム料金
無料
■所要時間
約1時間30分
（相談可）
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
午前9時30分～午後4時
■休日等
毎週月曜日
（但し祝日にあたる場合は翌日）
年末年始
（12月29日～1月3日）
■その他・特記事項

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（10名以上の団体の場合）
■申 込受付期限：予約の開始は、利用する日
の6ヶ月前です。
■申 込に関する特記事項：まずお電話で日程
をご相談ください。
■キャンセル時の取扱等：利用日の5日前まで
に下記へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
東大阪市消防局 防災学習センター

TEL：072-966-9998
FAX：072-966-9990

お お さ か し り つ と う よ う と う じ び じ ゅ つ か ん

大阪市立東洋陶磁美術館

術

大阪市立東洋陶磁美術館
■所在地：〒530−0005 大阪市北区中之島1−1−26
■最寄駅：Osaka Metro・京阪
「淀屋橋」駅・
「北浜」
駅、京阪中之島線
「なにわ橋」
駅
■連絡先：TEL 06−6223−0055 FAX 06−6223−0057
■ＵＲＬ：http://www.moco.or.jp

■体験プログラム内容

ボランティアガイドによる
展示美術品の解説

災
美
術
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TEL：06-6223-0055
FAX：06-6223-0057

防

中学生以下無料

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市立東洋陶磁美術館

祉

■オープン時間
9：30〜17：00
■観覧に要する平均時間
1.5時間
■入場料金
一般500円 高大生300円
（特別展・企画展は別料金）
■観光バス駐車場
2台（要予約、日祝不可）
■各種サービス

■受入可能人員
1グループ 5～15名で1回に最大3グルー
プ
（約45名）
まで受け入れ可能
対象：一般
■プログラム料金
無料
（入館料要、但し、中学生以下無料）
■所要時間
1時間～1時間30分
■受入可能時期
常設展・企画展開催期間中
■受入可能時間
9：30～17：00
■休日等
月曜（祝日の場合翌日）
、年末年始（ 12/28
〜1/4)、展示替え期間
■その他・特記事項
ボランティアの日程調整がつかず、対応で
きない場合があります

福

施設基本情報

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：2週間前まで
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。

美

お お さ か し り つ び じ ゅ つ か ん

大阪市立美術館

術

大阪市立美術館
■所在地：〒543−0063 大阪市天王寺区茶臼山町1−82
■最寄駅：Osaka Metro・JR「天王寺」
駅、近鉄
「大阪阿部野橋」
駅
■連絡先：TEL 06−6771−4874 FAX 06−6771−4856
■ＵＲＬ：https://www.osaka-art-museum.jp

■体験プログラム内容

学芸員による展示美術品の解説

校外学習の小・中・高・大学生の団体などに
限り、学芸員が展示美術品の解説を20分程度
行います。

施設基本情報
■オープン時間
9：30～17：00
■観覧に要する平均時間
■入場料金
中学生以下無料
■観光バス駐車場
天王寺公園バス専用駐車場。要予約。
駐車場問い合わせ先：070-4576-2529
■各種サービス

美

■受入可能人員
最低実施人数：20名
最大受け入れ可能人数：100名
対象：校外学習の小・中・高・大学生など
の団体
■プログラム料金
無料
（要入館料）
■所要時間
20分
■受入可能時期
展覧会開催期間 要問合せ
■受入可能時間
9：30～17：00
■休日等
月曜日(祝日の場合は翌平日）
年末年始、展示替え期間
■その他・特記事項

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：下記へご連絡願い
ます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市立美術館

TEL：06-6771-4874
FAX：06-6771-4856

こ く り つ こ く さ い び じ ゅ つ か ん

国立国際美術館

術

国立国際美術館
■所在地：〒530−0005 大阪市北区中之島4−2−55
■最寄駅：京阪中之島線
「渡辺橋」
駅、Osaka Metro四つ橋線
「肥後橋」
駅
■連絡先：TEL 06−6447−4680
（代）
■ＵＲＬ：http://www.nmao.go.jp/

■体験プログラム内容

スクール・プログラム

目的・人数に応じて、さまざまな取り組み方
をご用意しています。

■その他・特記事項
スクール・プログラムを希望される際には、
事前にご連絡下さい。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：
実施日の一ヵ月前まで
（予約状況によってはこの限りではありません）
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：できるだけ早く下
記へご連絡願います。

■受入可能人数
最低実施人数：要相談
最大受け入れ可能人数：ギャラリートーク
施設基本情報
40名、オリエンテーション150名
対象：小中高・特別支援学校
■オープン時間
■プログラム料金
10：00〜17：00（入場は16：30まで）、金土の
無料（ただし、展覧会によっては高校生の観
夜間開館についてはHPをご覧ください。
覧は有料）
■観覧に要する平均時間
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
30分～2時間
■所要時間
国立国際美術館
■入場料金（コレクション展）
30分～2時間
TEL：06-6447-4680
一 般430円、大学生130円 （高校生以下ならび
■受入可能時期
に18歳未満、65歳以上及び心身に障害のある方
開館時
とその付添者1名は無料）
■受入可能時間
※入場料金は変更になる場合がございます。
開館時間
■観光バス駐車場
■休日等
大阪市立科学館の団体バス駐車場（有料）
月曜
（祝日の場合は開館し、翌火曜日に休館）
、
※事前予約制（予約受付期間：ご利用日の1ヶ月前から１
年末年始、展示替期間
週間前まで。同日に大阪市立科学館もご利用の場合は、
※ただし、4/30
（火）
は開館
先に科学館へお問合せ下さい。）
■各種サービス

AED
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自

お お さ か ふ り つ は な

ぶ ん か え ん

大阪府立花の文化園

然

大阪府立花の文化園
■所在地：〒586-0036 大阪府河内長野市高向2292-1
■最寄駅：南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅からバス  ①南海バス「滝畑ダム」行き乗車「奥河内くろまろの郷」
バス停より徒歩5分  ②南海バス「高向」または滝畑ダム」行き乗車「中高向」バス停より徒歩10分
■連絡先：TEL 0721-63-8739
（開園時間のみ） FAX 0721-63-8741
■ＵＲＬ：http://gfc-osaka.com/ E-mail：info@gfc-osaka.com

■体験プログラム内容

「植物を学んで楽しむ」いろいろ体験

施設基本情報
■オープン時間
3月〜9月
9：30～17：00
10月、11月、2月 10：00～17：00
12月、1月
10：00～16：00
※入園は閉園の1時間前まで。
休園日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
■入場料金
【2月〜11月】大人：540円 高校生：220円
大人団体（30名以上）：430円
高校生団体（30名以上）：180円
【12月、1月】大人：330円 高校生：130円
大人団体（30名以上）：220円
高校生団体（30名以上）：100円
※中学生以下は無料 ※年間パスポート：2,200円
■観覧に要する平均時間：30分〜60分
■観光バス駐車場：有り（無料）
※道の駅「奥河内くろまろの郷」をご利用ください。
■各種サービス

貸室

（研修室等）
（予約不可）

身障者用トイレ （予約不可）

貸室あり（有料）

障がい者手帳をお持ちの方と介護者（1名様）は無料。

自

■プログラム料金
①押し葉標本づくり
５００円
②季節の花摘み体験
３００円
③種だんごをつくろう！
３００円
④見どころ花・植物ガイド 無料
⑤植物クイズラリー
無料
※料金はひとりあたりの金額です。※入園料が別
途必要です。①と③は、貸室料金が別途必要です。
■所要時間：３０分～６０分
■受入可能時期：休園日以外は年中受入可能
※ただし、②は4月下旬～10月下旬（要問い合わせ）
■受入可能時間：開園時間に準じる
■休日等：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
■その他・特記事項：下見・見学のご希望があれ
ばご案内させていただきます。（無料・要事前連絡）

①押し葉標本づくり【時間:約60分  定員:1～30人】
植物の同定方法や解説を交えながら、世界
にひとつだけの標本が作れます。
（標本は1人２セットをお持ち帰りいただけます）
②季節の花摘み体験【時間:30～40分 定員:1～50人】
園内に咲いているお花を摘んでブーケにして
お持ち帰りいただけます。花の種類は季節に
よって、数は花の種類によって変わります。
③種だんごをつくろう！【時間:約30分 定員:10～50人】
粘土や肥料に、季節のお花やハーブの種を
混ぜた「だんご」を作ります。おとなから小
さいお子様でも楽しくできる簡単ガーデニ
ングです。			
体験プログラムの申込について
④見どころ花・植物ガイド【時間:30～40分 定員:10～25人】 ■事前申込：必要（※完全予約制）
言われなければ見落としてしまいそうな草
■申込受付期限：体験日の３ヶ月前まで。
花や木々、見頃の植物の豆知識や、ちょっ
※ただし、④は２ヶ月前でも可。
とした裏話なども、楽しくご紹介します。
■申込に関する特記事項：メールまたは電話でご相談ください。
⑤植物クイズラリー
【時間:約30分 定員:なし】 ■キ ャンセル時の取扱等：キャンセルの場合、
園内に散らばるクイズを解いて、楽しみな
1週間前までに必ず連絡をお願いします。
がら植物の知識を深めてみませんか。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
※定員は１回あたりの人数です。それ以上の場合は、
大阪府立花の文化園
回数をわけての実施も可能ですので、ご相談ください。
TEL：0721-63-8739 FAX：0721-63-8741
■受入可能人員 ※体験メニューにより異なります
MAIL：info@gfc-osaka.com
最低実施人数：1人 最大受け入れ可能人数：50人
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大阪市立大学理学部附属植物園
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大阪市立大学理学部附属植物園
■所在地：〒576−0004 交野市私市2000
■最寄駅：京阪交野線
「私市」
駅徒歩約６分
■連絡先：植物園事務所 TEL 072−891−2059
■ＵＲＬ：http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/

■体験プログラム内容

園内ガイドツアー

（四季折々の見どころをわかりやすく解説）
施設基本情報

TEL：072-891-2059

自
然
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《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市立大学理学部附属植物園

術

■受入可能人数
①個人 1名～
②団体 5名～
（要予約）
対象：特になし
■プログラム料金
無料
（入園料 高校生以上350円）
■所要時間
約１時間
■受入可能時期
①個人：定期3月～11月（7・8月を除く）の
水曜日・土曜日･日曜･祝日
②団体：通年平日
（火～金曜日）
■受入可能時間
①個人：定期13：30～
（9月は10：30～）
②団体：開園時間内
（12時～13時除く）
■休園日
月曜日
（祝日を除く）
、年末年始

美

■オープン時間
9時30分～16時30分
■観覧に要する平均時間
2～3時間
■入場料金
【有料】大人（高校生以上）350円
【無料】中 学生以下、大阪市民で65歳以上の方、
障がい者手帳をお持ちの方
■観光バス駐車場
3台（2000円/日）、普通車30台（500円/日）

 個人
①
【3月～11月】
②団体
【通年】

体験プログラムの申込について
■事前申込：団体のみ要
■申込受付期限：１週間前まで
■キャンセル時の取扱等：電話で連絡願います。
■申 込に関する特記事項：団体案内は予約状
況によりご希望に添えない場合有
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咲くやこの花館

然

咲くやこの花館
■所在地：〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2−163
■最寄駅：Osaka Metro長堀鶴見緑地線
「鶴見緑地」
駅 徒歩約10分
■連絡先：TEL 06−6912−0055
■ＵＲＬ：https://www.sakuyakonohana.jp

■体験プログラム内容

①フラワーツアー

～行こう、世界の花旅へ！～
 熱帯から乾燥地帯、高山、極地圏までの、地球
上のさまざまな気候帯に育成する植物の解説やエ
ピソードなどを、ガイドスタッフが楽しく紹介し
ます。

施設基本情報
■オープン時間
10：00〜17：00（入館は16：30まで）
■観覧に要する平均時間
約1時間
■入場料金
500円
中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方及び大
阪市内在住の65歳以上の方（要証明証）は無料
■観光バス駐車場
中央第一：大型バス16台、普通車899台
中央第二：大型バス8台、普通車200台
■各種サービス

②クイズラリー

～小さなお子様からお年寄りまで
みんなが楽しめる！～
 館内の様々な植物についてのクイズラリーを用
意しています。よく観察しながらクイズに答えて
いくことで、植物について詳しくなり、より親し
みを感じていただけます。
※団体様は、ご来館前に当館HPよりクイズシート
をダウンロードしていただき、印刷してお持ち
ください。解答はご来館時にお渡しします。
※季 節やイベントによって、内容が変わる場合が
あります。
＊バ ニラの香り体験、トックリキワタの繊維に触
れるコーナーなど、体験プログラムへのご参加
以外の方も当館の展示を楽しむことができます。
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体験プログラムの申込について（団体での利用の場合）
■事前申込：要
■申込受付期間：実施日の1ヶ月前まで（ 1ヶ月未満
の場合は要相談）
■申 込に関する特記事項：イベント実施時等、都合
により実施できない場合があります。必ず事前に
ご相談ください。
■キャンセル時の取扱等：下記へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
咲くやこの花館

■プログラム料金
①、②無料 ※要入館料
■所要時間
①約30分間 ②約30～40分

自

■受入可能時期
①、②通年（要事前相談）
■受入可能時間
①11：00～、13：00～、15：00～
※個 人の場合は開始30分前より受付開始。団体
の場合は事前予約要。
②開館時間内
■受入可能人数
①原則20名まで
■休日等
月曜日（休日の場合はその翌平日）
年末年始（12/28～1/4）
■その他・特記事項
（特に無し）

TEL：06-6912-0055
FAX：06-6913-8711
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里山の自然学校「紀泉わいわい村」
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里山の自然学校
「紀泉わいわい村」
■所在地：〒590−0511 泉南市信達葛畑207
「和泉砂川」
駅から泉南市コミュニティバス
「童子畑」
バス停下車徒歩約60分
（ハイキングでどうぞ）
■最寄駅：JR
■連絡先：TEL 072−485−0661 FAX 072−485−0662
■ＵＲＬ：http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/index.html
■E-mail：ymca-waiwaimura@osakaymca.or.jp

■体験プログラム内容

茅葺風コテージを使った
里山生活体験プログラム

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
10：00〜17：00
■施設利用料
550円（棟舎使用料別）
■観光バス駐車場 無料
■各種サービス

●当施設は、自然と共生していた頃の里山の風景が残
る谷あいに再現された、自然環境の体験学習施設で
す。山、小川、田んぼに囲まれた宿泊体験棟は、泉
南地域特有の茅葺建築をモデルに、いろり、かまど、
五右衛門風呂を備えており、当時の生活空間を再現
しています。
ここでのプログラムは、コテージを利用した昔なが
らの里山生活体験（かまどを使ったご飯炊き・囲炉
裏を囲んでの食事・薪で沸かす五右衛門風呂）や田
んぼや山、川といったフィールドを利用したさまざ
まな体験プログラムをご要望に応じて提供します。
■受入可能人員
コテージ（宿泊棟）大 合計64名 定員 8名：1棟
定員10名：4棟 定員16名：1棟
コテージ（宿泊棟）小 合計32名 定員 8名：4棟
※炊事等はキャンプ場の炊事棟、シャワー棟のご
利用となります。寝具はご用意しています。
※定員は大人めやす。小学生以下の場合、応相談。
キャンプ場：112名収容
■プログラム料金：宿泊料金
コテージ大 1泊2食（自炊材料込/人）：大人（高校生
以上）5,220円〜、 小人（小・中学生）4,260円〜
コテージ小 1泊2食（自炊材料込/人）：大人（高校生
以上）4,370円〜、小人（小・中学生）3,940円〜

― 66 ―

キャンプ場1泊2食（自炊材料込/人）
：小学生以上
3,730円〜
コテ ージ大・小・キャンプ場1泊：3才から入学
前910円〜
自然体験プログラム：要相談
■所要時間：プログラム内容により変わります。
■受入可能時期：通年 ※要確認
■受入可能時間
チェックイン15：00 チェックアウト10：00
■休日等：なし
■その他・特記事項
◆初日チェックイン前又は、2日目チェックアウト後
に半日程度の自然体験プログラム実施が可能です。
◆食 堂はありますが、食材を管理する場所とさせて
いただいております。食事は行っていません。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：団体（ 30名以上）は1年前より予約
可 その他は6ヶ月前より予約可
■申 込に関する特記事項：自然体験プログラムにつ
いては予約時にご相談下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：紀泉わいわい村にご連絡
願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
里山の自然学校「紀泉わいわい村」

TEL：072-485-0661
FAX：072-485-0662
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大阪府立青少年海洋センター
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大阪府立青少年海洋センター
■所在地：〒599−0301 大阪府泉南郡岬町淡輪6190
■最寄駅：南海
「淡輪」
駅 ■車：阪和自動車道
「泉南IC」
より30分
■連絡先：TEL 072−494−1811 FAX 072−494−1735
■ＵＲＬ：http://www.osaka-kaiyo.com ■E-mail：info@osaka-kaiyo.com  

■体験プログラム内容

海洋活動チャレンジプログラム


海洋センターでは、様々なマリンプログラムに挑
戦することで、子ども達が試行錯誤を重ね、問題
解決していくプロセスを大切にしています。

施設基本情報
■施設利用料金（平成31年4月現在）
青少年

青少年

一般

区分 （20歳未満） （20歳以上30歳未満） （30歳以上）
宿泊

日帰り

宿泊

日帰り

宿泊

日帰り

府内 1,550円 700円

2,310円

１,050円 3,030円 １,400円

府外 1,850円 840円

2,780円

１,250円 3,700円 １,680円

※宿泊は１人１泊、日帰りは１人
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
6台 利用者は無料
■各種サービス

自

仲間と海を感じる
ヨット、カヌー、カッターボート、いかだ作り、
などのマリンスポーツの体験を通じてチーム
ワークの大切さを学びます。
海の冒険への挑戦
カッターボートや大型クルーザーで大海原へ乗
り出し、自分自身の新たな可能性と出会います。
海の環境から学ぶ
生き物観察、ビーチでの漂流物調査などを通じ、
環境について体験的に学びます。
※海洋センターでは、上記以外のプログラムも多
く用意しておりますので、ご相談ください。
■受入可能人員
（目安）
カッターボート
（小学生高学年〜大人向け）
 m/6〜16人乗り×4艇・7m/10～20人乗り×2艇・
6
9m/12〜30人乗り×3艇
大型クルーザー
（幼児〜大人向け） 定員25名
中型ヨット（高校生〜大人向け） 2〜3人×7艇
小型ヨット（小学生高学年〜中学生向け） 4〜6人×30艇
カヌー（小学生高学年〜大人向け） 1〜3人×70艇
いかだ（小学生高学年〜中学生向け） 4〜8人最大120名

ふ
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府民の森
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■プログラム料金
カッター
（1人1時間未満310円）
カヌー

（1人乗り1時間620円 2人乗り1,240
円 3人乗り1,750円）
いかだ（1人250円）
・小型ヨット【OP】
（1艇2
時間1,540円）
中型ヨット
【ディンギー】
（1艇2時間2,470円）
大型ヨット【クルーザー】（1人1時間510円）
※別途、施設利用料金が必要
■所要時間：60分〜120分
（プログラムにより）
■受入可能時期：*要問合せ
■利用時間帯：日帰り利用9：00〜17：00 宿
泊利用15：00〜翌日14：00
プ ログラム実施時間9：30〜11：30 13：
30〜15：30
■休日等：12月31日〜2月末日
■その他・特記事項
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1年前の5月から受付可能
■申込に関する特記事項：事前打ち合わせ有
■キャンセル時の取扱等：大阪府立青少年海洋セ
ンターにご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪府立青少年海洋センター

TEL：072-494-1811
FAX：072-494-1735

E-mail：info@osaka-kaiyo.com
※お電話でのお問い合わせ時間：9:00～17:00

ん

ち

くろんど園地

府民の森 くろんど園地 案内所
■所在地：〒576－0052 大阪府交野市大字私部3192－1
■最寄駅：京阪交野線
「私市」
駅下車、ハイキングコースを徒歩約50分
■連絡先：TEL 072－891－4488
■ＵＲＬ：http://osaka-midori.jp/mori/kurondo/index.html

■体験プログラム内容

自然体験活動・森林整備
体験・野外料理体験など

施設基本情報
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《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
一般財団法人 大阪府みどり公社
森林緑地チーム

TEL：06-6266-1038
FAX：06-6266-8665

然

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：50名
対象：小学生以下は、保護者同伴
■プログラム料金
プログラムによる
※府 民の森は、大阪府が府政100年を記念して、 ■所要時間
金剛生駒紀泉国定公園の身近で豊かな自然に親し
プログラムによる
めるよう、森や施設を整備した自然公園施設です。 ■受入可能時期
プログラムによる
■受入可能時間
プログラムによる
■休日等
火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始
（12/29～1/4）

体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：2ヶ月前まで
■申込に関する特記事項：事前打ち合わせ有り
■キャンセル時の取扱等：

自

■オープン時間
入園自由。
通年 9：00～17：00
■観覧に要する平均時間
■入場料金
無料
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

府民の森くろんど園地をフィールドに、府民
の森パークレンジャーが様々な自然体験プロ
グラムを実施します。団体様を対象に、府民
の森のガイドや野外料理体験、森林整備体験
等の環境教育等、ご希望のプログラムを実施
します。

■その他・特記事項
要望に応じて、他の府民の森でも実施可能。

自

ふ み ん

もり

え ん ち

ほし

し ぜ ん

府民の森 ちはや園地 ちはや星と自然のミュージアム

然

府民の森 ちはや園地 ちはや星と自然のミュージアム
■所在地：〒585－0051 大阪府南河内郡千早赤阪村大字千早1313－2
■最寄駅：難波より南海高野線「河内長野」駅下車または、天王寺より近鉄長野線「富田林」駅下車、「金剛山/千早
ロープウェイ」行きバスで終点下車、金剛山ロープウェイに乗り換え、
「金剛山」駅より徒歩10分。
■連絡先：TEL/FAX 0721－74－0056 ■ＵＲＬ：http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/

■体験プログラム内容

星空観察会

施設基本情報
■オープン時間
4月～9月
10：00～16：30
土日祝（4月～9月）10：00～17：00
10月－11月
10：00～16：30
12月－3月
10：00～16：00
■観覧に要する平均時間
20分（ミュージアム内展示施設）
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし（麓に府立駐車場あり）
■各種サービス

400mm の反射望遠鏡による季節に応じた
天体観測や観察会等を開催します。
月、惑星、恒星、星団、星雲等の観察と解説、
ペルセウス座流星群等の観察も可能。
雨天曇天時のスライド解説や簡単な天文関
係の工作・実習など。

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：40名
対象：小学生以上
■プログラム料金
700円/人
（工作・実習費は別途）
■所要時間
プログラムによる
■受入可能時期
3月末～11月中旬
■受入可能時間
19：30～21：00（季節、目標天体、対象
※府 民の森は、大阪府が府政100年を記念して、
年齢などにより変更可能）
金剛生駒紀泉国定公園の身近で豊かな自然に親し
めるよう、森や施設を整備した自然公園施設です。

■休日等
火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始
（12/29～1/4）
ただし、夏休み期間中を除く
■その他・特記事項
宿泊を原則とする（宿泊費は別途） 宿泊は
ちはや園地金剛山キャンプ場（ 0721－74
－0056）か 香 楠 荘（ TEL 0721－74－
0321） なお、当日の天候によっては中止
です。雨天プログラム
（天文実習・工作など）
を用意することは可能。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：観察会希望日の概ね2ヵ月以上前
■申込に関する特記事項：深夜から未明にかけ
て実施する流星群観察など特殊な観察会では
別途費用が必要な場合があります。
■キ ャンセル時の取扱等：天候による星空観
察会中止はキャンセル料はかかりませんが、
宿泊費については別扱いになります。各宿
泊施設へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
ちはや星と自然のミュージアム

TEL：0721-74-0056
FAX：0721-74-0056

自

ふ み ん

も り

え ん ち

も り

こ う さ く か ん

府民の森 むろいけ園地 森の工作館

然

府民の森 むろいけ園地 森の工作館
■所在地：〒575－0011 大阪府四條畷市逢坂458－2
■最寄駅：JR学研都市線
「四条畷」
駅
■連絡先：TEL 072－862－1724
■ＵＲＬ：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hawaii_8011/

■体験プログラム内容

自然体験プログラム
”わくわく教室”

施設基本情報

大阪府民の森内で社会人・大学生・高校生・
中学生・小学生・幼稚園・保育園を対象に総合
学習・環境学習のための自然体験プログラム

■オープン時間
通年 9：00～17：00
■観覧に要する平均時間
20分
■入場料金
イベント以外は無料
■観光バス駐車場 あり 平日のみ利用可（要予約）
■各種サービス
自由に見れる展示室あり

■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：150名
■プログラム料金
自然解説：1人100円、ガイドウォーク：1
人200円、自然素材工作1人200円～400円
■所要時間
プログラムによる
■受入可能時期
通年
※府 民の森は、大阪府が府政100年を記念して、 ■受入可能時間
金剛生駒紀泉国定公園の身近で豊かな自然に親し
9：30～17：00
めるよう、森や施設を整備した自然公園施設です。 ■休日等
火曜日(休日の場合は翌日)及び年末年始
（12/29～1/4）
■その他・特記事項
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体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：1週間前まで
■申込に関する特記事項：他団体との重なりの
都合上可能な限り事前にご相談ください。
■キ ャンセル時の取扱等：森の工作館へご連
絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
森の工作館

TEL：072-862-1724  
FAX：072-862-1724

い っ ぽ ん ま つ か い う ん

一本松海運

船

一本松海運（株）
■所在地：〒530−0005 大阪市北区中之島6−4−7
■乗船場：湊町船着場 ■最寄駅：JR「JR難波」駅、Osaka Metro各線・南海「なんば」駅、阪神・近鉄「大阪難波」駅
■乗船場：ユニバーサルシティポート ■最寄駅：JR
「ユニバーサルシティ」
駅
■連絡先：TEL 06−6441−0532  FAX 06−6441−0530 ■ＵＲＬ：http://www.ipponmatsu.co.jp

■体験プログラム内容

落語家と行く
なにわ探検クルーズ

施設基本情報
■予約受付
9：00〜18：00

「天下の台所」

と呼ばれ川を中心に発展してき
た、水の都・大阪。その歴史ある街並みや観光
スポットを、最新鋭の旅客船に乗り込み探検し
ます。皆さんを案内するのは、上方文化の伝承
者である若手落語家。大阪にまつわるクイズや、
小噺や諸芸も楽しみのひとつです。また、コー
ス中にある水門は、パナマ運河と同じ仕組みで、
水位調整や水質浄化といった水門の役割も学べ
ます。
普段目にする大阪とは一味違う、新しい大阪を
再発見していただけます。

■所要時間
約90分〜105分
■出航可能時刻
運航スケジュールをHPでご覧いただくかお
問い合わせください。
■休日等
年末年始、その他はお問い合わせください。
■その他・特記事項
◆運 航当日の気象・海象・潮位・水門の稼働
時間・河川工事・河川イベント・船舶の状
況等の関係で、コース変更・延着・運休・オー
プンタイプの代替船での運航となる場合が
あります。
◆お弁当の注文も承ります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申 込受付期限：貸切クルーズの場合は2週間
前まで受付。乗合クルーズの場合は空席があ
る時に限り当日予約可。
■取消の取扱等：貸切クルーズの場合は乗船予
定日の39日前から、乗合クルーズの場合は
10日前から取消料がかかります。一本松海
運（株）にご連絡願います。
※詳細は予約時にご説明します。

■受入可能人員
1隻あたり定員40名
（貸切の場合48名迄可。49名以上は応相談）
■プログラム料金
貸切クルーズ1隻あたり
118,800円
乗合クルーズ1名あたり
おとな（中学生以上）3,000円
こども（小学生）1,000円
※桜スペシャルクルーズ（3月下旬～4月上旬） 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
は、貸切クルーズ1隻あたりは、138,600
一本松海運
（株）
円、乗合クルーズのおとな料金は3,500円、
TEL：06-6441-0532
所要時間は約120分となります。

FAX：06-6441-0530

い っ ぽ ん ま つ き せ ん

一本松汽船

船

一本松汽船（株）
■所在地：〒540−0025 大阪市中央区徳井町2丁目2−13
■乗船場：湊町リバープレイス（なんば）、大阪国際会議場前港（ロイヤルホテル北側）、大阪ドーム千代崎港（木津川）、
大阪ドーム岩崎港（尻無川）、太左衛門橋船着場（道頓堀川ドン・キホーテ前）、若松の浜船着場（天満警察署前）、
八軒家船着場（大阪キャッスルホテル北側）、福島港（朝日放送南側）、ぽんぽん船船着場（土佐堀川）
■連絡先：TEL 06−6946−8363 FAX 06−6946−8364 ■ＵＲＬ：http://www.ipponmatsu-kisen.com

■体験プログラム内容

修学旅行限定!!
ぽんぽん船にて水都探索の旅

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

かつて「水の都」と呼ばれた大阪の町を、オー
プン船で探索します。秀吉が開削した運河の
名残や、大正時代に建てられた浪漫あふれる
建造物を見学することができます。
また、ぽんぽん船船着場の近隣には今注目の
「津波・高潮ステーション」があり見学コース
として協力連携しています。

◆河 川工事・河川イベントなどの関係上、
発着の場所の変更、または出航が不可能
な場合があります。
◆雨 天の場合、コースにより「おおえ」
「た
まえ」
「すいと」
「てんま」は簡易屋根をお
付けします。
「はたて」には簡易屋根はあ
りません。
◆飲 食物の持込可。ただし、ゴミはお持ち
帰り下さい。
◆オ ープン船仕様のため、雨天時は雨具を
ご用意下さい。

然
船
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自

体験プログラムの申込について
■受入可能人員
一隻あたり40名までなら
「おおえ」
「たまえ」 ■事前申込：要
■申込受付期限：希望乗船日の3週間前
「すいと」
利用
■申込に関する特記事項：
一隻あたり70名までなら「てんま」「はたて」利用
■キャンセル時の取扱等：乗船予定日の2日前
■プログラム料金
からキャンセル料がかかります。一本松汽
1隻 「おおえ」
クラス 80,000円
船
（株）
にご連絡願います。
1隻 「てんま」
クラス 150,000円
※詳細は予約時にご説明致します。
（いずれも貸切船）
税別
■所要時間：約1時間30分
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■受入可能時期：要問合せ
一本松汽船
（株）
■休日等：12/25 〜 1/30
TEL：06-6946-8363
■その他・特記事項
FAX：06-6946-8364
◆各乗船場から乗下船可能です。
◆潮汐・水門の関係上、発着の場所の変更、
または出航が不可能な場合があります。

お お さ か

大阪ダックツアー

船

日本水陸観光株式会社
■所在地：〒540−0031 大阪市中央区北浜東１－２ 川の駅はちけんや
■最寄駅：京阪・Osaka Metro谷町線「天満橋」
駅
■連絡先：TEL 06－6941－0008 FAX 06－6941－0009
■ＵＲＬ： http://www.japan-ducktour.com

■体験プログラム内容

水陸両用観光バス

施設基本情報
■オープン時間
■観覧に要する平均時間
■入場料金
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

 本発！水陸両用観光バスでめぐる「大阪ダッ
日
クツアー」。陸と川の両方から乗り換えなしで
観光できるツアーの目玉は、なんといってもバ
スに乗ったまま川へのスプラッシュイン！未体
験の興奮とおもしろガイドの楽しさをぜひ！

■休日等
点検整備のため運休することがあります
■その他・特記事項
①天候・潮位により運行できない場合があります
②河川工事、イベント等によるコース変更があります
③窓 はオープン仕様のため雨の場合はレインコー
ト等をご用意ください
④車内は禁煙、また飲食物の持ち込みはご遠慮ください
⑤桜シーズンはコース・料金変更あり

■受入可能人員
最大受け入れ可能人数：40名
（1便につき）
体験プログラムの申込について
■プログラム料金
■事前申込：要
大人3,500円、小学生以下2,000円、2歳
■申込受付期限：空席があれば当日でも可
以下500円
（座席なし）
■申 込に関する特記事項：予約後の日時変更
【 12月1日 ～3月19日 は、 大 人2,900円、
はお1人200円要
小学生以下1,800円、2歳以下400円（座席
乗船名簿作成のため参加者全員のお名前、
】
なし）
ご年齢をお知らせください
■所要時間
■キャンセル時の取扱等：10日前より取消料
90分
（陸上60分、水上30分）
を申し受けます
【 12月1日 ～3月19日 は75分（陸 上45分、
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
水上30分）
】
大阪ダックツアー
■受入可能時期
通年
TEL：06-6941-0008
■受入可能時間
FAX：06-6941-0009
9:15、11:15、13:15、15:15、17:15
【 12月1日 ～3月19日 は10:00、11:45、
13:30、15:15】

おおさかすいじょう

大阪水上バス（サンタマリア）

船

大阪水上バス（サンタマリア）
■所在地：〒552−0022 大阪市港区海岸通り1−1−10
■最寄駅：Osaka Metro中央線
「大阪港」駅
■ＵＲＬ：http://suijo-bus.osaka

■体験プログラム内容

帆船型観光船サンタマリア
ビュッフェディナークルーズ

コロンブスがアメリカ大陸到達時に使用した「サン

施設基本情報
■オープン時間
■入場料金
■観覧に要する平均時間
■観光バス駐車場
■各種サービス

タマリア」号。この「サンタマリア」号を約2倍の規
模で復元した帆船型観光船「サンタマリア」で、夜
の大阪港をクルージングします。
USJや大観覧車のイルミネーションをはじめとす
る天保山の夜景のほか、港に架かる橋の幻想的な
ライトアップや、大阪南港にひときわ高くそびえ
るコスモタワーなど、見どころたくさんです。
全船貸し切りの贅沢なクルージングで、大切な旅
行の一コマを、一層印象深く演出します。

海遊館エントランスビル2階

◆駐車場は天保山ハーバービレッジ駐車場のご
利用となります。
◆お 食事はビュッフェ形式のご提供となりま
す。一度にお食事のできる最大人数は180名
です。180名を超える場合は、
2回転
（前半組・
後半組）
にてのご提供となります。
◆学校団体割引適用のため、学校行事証明書が
必要です。ご引率の先生の乗船料は一部無料
です（飲食代は有料）
。業者の方は乗船料・飲
食代ともに有料です。
◆デイクルーズ乗船
クルーズ時間約45分
［大阪港の現状体験］
最大400名〜500名位まで（定期便に相乗り）
1名1,600円（15名以上は1名1,440円。学校
団体様は960円）11:00〜16:00（発時刻）
※季節により17:00も有。
（要問合せ）

■受入可能人員：80名〜180名 ※180名以上は
食事2回転（最大約240名） ※対象：修学旅行生
体験プログラムの申込について
■プログラム料金：貸切乗船料（2,500円/人）80名
■事前申込：要
保証※学生団体料金＋ビュッフェ（2,500円/人〜）
■申込受付期限：1ヶ月前
■所要時間：1時間45分
■申 込に関する特記事項：詳細につきましては、
■受入可能時期：2月中旬〜12月中旬
お電話にてお問合せください。
■受入可能時間：19：00発
（ユニバーサルシティ
■キャンセル時の取扱等：10日前までに大阪水上
港からは19：15発）
バス
（株）
予約センターへ直接ご連絡願います。
■休日等：1月上旬〜1月下旬、2月の平日
（不定休）
12/31、他（イベントクルーズ運航日等）
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
■その他・特記事項
大阪水上バス
（株） 予約センター
◆の りばは海遊館西はとばです。
（ユニバーサ
TEL：06-6942-5511 FAX：06-6942-5510
ルシティ港からも可。要問合せ）
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おおさかすいじょう

大阪水上バス（アクアライナー）

船

大阪水上バス（株）
予約センター
■所在地：〒540−0002 大阪市中央区大阪城2番地先
■最寄駅：JR大阪環状線
「大阪城公園」
駅 その他
■連絡先：TEL 06−6942−5511  FAX 06−6942−5510
（大阪水上バス・予約センター）
■ＵＲＬ：http://suijo-bus.osaka

■体験プログラム内容

低い橋を通過する体験

■受入可能人員
1隻あたり80〜100名まで
■プログラム料金
1隻120,000円
（学校団体一隻102,000円）
■所要時間
約50分
■受入可能時期
4/16〜3/27
■受入可能時間
10：00〜16：00
（大阪城港発時刻）
■休日等
3/28〜4/15（除 外 日）
、6/27～30、
7/25の午後全便、1月～2月の間の平日に
不定休有り

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
大阪城港発着 10：00発〜16：00発
■入場料金
一般大人1,700円・小人850円
■観覧に要する平均時間 約55分
■観光バス駐車場 なし
■各種サービス

■その他・特記事項
大阪城港
（JR
「大阪城公園」
駅）
八軒家浜船着場（Osaka Metro・京阪「天満
橋」
駅）
淀屋橋港
（Osaka Metro・京阪
「淀屋橋」
駅
OAP港
（JR
「桜ノ宮」
駅）
※他に30名定員のオープン船「アクアmini」も
あります。
（料金・運航可能日等要問合せ）
※淀屋橋港〜大阪城港等の区間乗船も可能です。
（所要時間）
定期便
（乗り合い）
約55分
貸切船約50分となります。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：2週間前まで
■申 込に関する特記事項：詳細につきまして
は、お電話にてお問合せ下さい。
■キ ャンセル時の取扱等：予約センターへご
連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪水上バス
（株）
予約センター

TEL：06-6942-5511
FAX：06-6942-5510

お

ふ ね

御舟かもめ

船

御舟かもめ
■所在地：（主要発着所：八軒家浜船着場） 〒540−0032
■最寄駅：京阪・Osaka Metro
「天満橋」
駅
■連絡先：TEL 050−3736−6333
■ＵＲＬ： http://www.ofune-camome.net

■体験プログラム内容

まるで川に浮かぶ小さな家！
最大10名ののんびりクルーズ

施設基本情報

■受入可能人員
最低実施人数：2名
最大受け入れ可能人数：10名
対象：
■プ ログラム料金：大人おひとり2,100円よ
り
（貸切平日18,000円より／定員10名）
■所要時間：50分より
■受入可能時期：通年
（要問い合わせ）
■受入可能時間：9：20発～20：20発（毎時
20分発／要予約）
■休日等：不定休

■その他・特記事項
◆乗り合いのプラン（朝ごはん、ドボク、カ
フェ、バーの各クルーズ）または貸切のプ
ランからお選びいただけます。詳しくは
WEBをご覧下さい。
◆自 然条件などによりコースやダイヤが変
更になる場合があります。
◆オープンデッキに床座スタイルの船です。
動きやすい服装でお越し下さい。
◆帽 子や上着などで暑さ寒さの対策をお願
いいたします。
◆救 命胴衣（ウエストポーチ型膨張式）を設
置おります。必ず着用をお願いします。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申 込受付期限：3日前の正午まで（空席があ
れば当日もご案内可能）
■申込に関する特記事項：
■キ ャンセル時の取扱等：2日前より所定の
キャンセル料が必要です。下記事務所まで
ご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
御舟かもめ

TEL：０５０-３７３6-6333
FAX：０５０-３７３７-７３９３
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船

■オープン時間
9：20発～20：20発（毎時20分発／要予約）
■観覧に要する平均時間
50分より（コースにより異なる）
■入場料金
大人2,100円より
■観光バス駐車場
なし
■各種サービス

大阪の川で心地よく過ごすためにデザインし
た、世界にひとつだけの船でご案内します。
定員10名だから、環境、歴史、水都の文化な
ど、お客様の興味に合わせて船長がガイドし
ます！コテコテガヤガヤのイメージが変わる
小さな船旅です。

大阪市中央区天満橋京町1−1
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舞洲
～日本にここだけ！プロ３チームの拠点のあるスポーツアイランド～
（P73 〜 P76）
2025年万博の開催地の夢州（ゆめしま）の北に位置し、橋を渡った東側にはユニバーサルスタ
ジオジャパンが立地している舞洲（まいしま）。舞洲は、プロバスケットボールチームの大阪エヴェッ
サ、プロ野球チームのオリックス・バファローズ、そしてプロサッカーチームのセレッソ大阪のプ
ロ３チームの関連施設が立地している、日本にここにしかない人工島です。プロスポーツ関連施
設のほかにもごみ焼却工場や、サーキット場、陶芸館、ドッグランと犬の訓練施設を兼備えた複
合施設、バーベキュー施設、宿泊施設など様々な施設があり、１日過ごすことができます。
その中から、修学旅行生が体験可能な施設6施設を紹介します。

常吉

舞洲 MAP

大橋

常吉

ドッグウォーキング

北港緑地
Amazing Kart ISK

大阪舞洲店
（サーキット場）

此花大橋

おおきにアリーナ舞洲
舞洲陶芸館

セレッソスポーツ
パーク舞洲

大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合 舞洲工場

北港白津

夢舞大橋

施設名

大阪エヴェッサ・
おおきにアリーナ舞洲

体験内容

所要時間

①プロバスケットボール選手・ヘッドコーチ・スタッフ講演＋レストランでの食事
②プロバスケットボール練習見学＋レストランでの食事
③バスケットボール練習体験＋レストランでの食事
④ B リーグ試合見学

2 〜 3 時間

① J リーグ プロサッカー試合観戦・スタジアムツアー
②プロコーチによるサッカー教室
（セレッソスポーツパーク舞洲・舞洲
③プロコーチによる夢授業
グラウンド・ヤンマースタジアム長居）
④練習見学（タオルマフラー付き）

セレッソ大阪

大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合 舞洲工場

ごみ焼却工場見学（電話予約必要）

舞洲陶芸館

① 手びねり体験

ドッグウォーキング

警察犬訓練士によるデモンストレーション

②電動ろくろ体験
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60 ～ 90 分
90 分

③絵付け体験

90 分
60 分

洲

初めてのモータースポーツ体験プログラム

舞

Amazing Kart ISK
大阪舞洲店（サーキット場）

1 時間〜 5 時間

おおさか

まいしま

大阪エヴェッサ・おおきにアリーナ舞洲

スポーツ・文化

ヒューマンプランニング株式会社
■所在地：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地２−２−１５
■最寄駅：JR「桜島」
駅から北港観光バスで
「おおきにアリーナ舞洲前」
■連絡先：TEL 0120-937-625
■ＵＲＬ：https://www.evessa.com/

■体験プログラム内容

①プロバスケットボール選手・ヘッドコーチ・
スタッフ講演＋レストランでの食事
②プロバスケットボール練習見学＋レストランでの食事
③バスケットボール練習体験＋レス
トランでの食事
④Bリーグ試合見学

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）
おおきにアリーナ舞洲 9：00〜18：00
■観覧に要する平均時間
2時間
■入場料金

大人2,700円～
■観光バス駐車場
あり
■各種サービス

大阪市をホームタウンとするプロバスケットボールBリーグ・大
阪エヴェッサ。屈強なプロバスケットボール選手を身近に感じた
り、スポーツを取り囲む仕事や仕組みを学ぶことが出来ます。
現役選手とのふれあいやコーチの講演は、成功や失敗の体験談が
生徒の心に響きます。またプロアスリートの選手食堂「アスリート
テーブル」では大阪エヴェッサの管理栄養士・調理師監修のスポー
ツ栄養学に基づく食事を体験。クラブ活動をしている生徒や指導
者のみなさまの食の学び場としてもご利用ください。

小中高1,000円～

■所要時間
２時間～3時間
■受入可能時期
①②③応相談④10月〜翌年4月
■受入可能時間
①午後2時〜4時 ②午前中 ③午後２時〜
４時 ④試合開催時間による
■休日等
■その他・特記事項
実施時期内容は都度打ち合わせさせていた
だきますのでご連絡ください。時期や日程
によりプログラムを実施できない場合もご
ざいます。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：実施の2ヶ月前まで
■申込に関する特記事項：実施事項は都度打
ち合わせ
■キャンセル時の取扱等：

■受入可能人員
■プログラム料金
①講演料 1人1,500円＋食事代
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
②見学料 1人2,700円（タオルマフラー付き）＋食事代
TEL： 0120-937-625
③５万円～＋食事代
（大阪エヴェッサクラブオフィス 担当 城・高橋）
④大人2,700円～ 小中高1,000円～
（席
 種 に よ り 価 格 は 変 わ り ま す。 団 体 割 引 あ り。 mail：info@evessa.com
2019−20シーズンは価格を変更する可能性もござ
います。）
スポーツ・文化

おおさか

まいしま

まいしま

ながい

セレッソ大阪（セレッソスポーツパーク舞洲・舞洲グラウンド・ヤンマースタジアム長居）
セレッソスポーツパーク舞洲・舞洲グラウンド
■所在地：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地1-2-96
■最寄駅：JR桜島駅から北港観光バス
「セレッソスポーツ舞洲前」
ヤンマースタジアム長居
■所在地：〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1
■最寄駅：Osaka Metro御堂筋線 長居駅、JR鶴ケ丘駅または長居駅

■体験プログラム内容

施設基本情報
■オープン時間（最終入館）：右記参照
■入場料金：右記参照
■観覧に要する平均時間：右記参照
■観光バス駐車場：あり
■各種サービス

①Jリーグ プロサッカー試合観
戦・スタジアムツアー
②プロコーチによるサッカー教室
③プロコーチによる夢授業
④練習見学（タオルマフラー付き）

※② ③については施設の状況によりセレッ
ソフットサルパークにて実施することが
あります。

■受入可能人員
最低実施人数①10名②50名③10名④相談
最大受け入れ可能人数：①②③④相談
対象：小中
■プログラム料金
① 小中：500円 大人1,500円
② 2,000円/一人
③ 1,000円/一人
④ 2,000円
※チーム事情で時間変更の場合は別途相談
■所要時間
①5時間 ②2時間 ③1時間 ④2時間
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■受入可能時期
①基本リーグ開催期間
（3月～12月）
②随時
③随時
④リーグ開催期間
（3月～12月）
■受入可能時間
■休日等
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：6ヶ月前まで
■申込に関する特記事項：
■キャンセル時の取扱等：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
株式会社セレッソ大阪

URL：http://www.cerezo.co.jp
TEL：06-6609-3720（長谷川）
FAX：06-6609-3760

おおさかまいしまてん

じょう

Amazing Kart ISK 大阪舞洲店（サーキット場）

スポーツ・文化

Amazing Kart ISK 大阪舞洲店
■所在地：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2丁目
■最寄駅：JR桜島駅からアクティブバス
「ロッジ舞洲前」
（約10分）
■ＵＲＬ：http://sportskart.com/

■体験プログラム内容

初めてのモータースポーツ
体験プログラム
施設基本情報
■オープン時間
団体
（15人以上）9時～
少人数 平日12時～ 土日祝10時～
■観覧に要する平均時間
1時間～
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
有
■各種サービス

 施設は初めてのモータースポーツ体験を楽しんでい
当
ただくために、安全を確保したマシンをご用意し、サー
キット内も安全なバリアで走行車を守るように作られ
ています。
カートは非力な人、運動の苦手な人、そして、男性も女
性も、大人も子供も、経験したその瞬間から、挑戦し実
行する自分を知ることが出来るスポーツです。挑戦は同
時に、喜びと達成感を与えてくれます。
体験プログラムの申込について
その為、走行後は一緒に味わった感動と達成感を共有す
■事前申込：要
（電話予約）
ることが楽しく、自然とコミュニケーションが広がり、
■申込受付期限：7日前
学生の輪が広がる機会を設けることが出来ます。
■申 込に関する特記事項：ご要望に応じて対
プロのインストラクターがつき、楽しみながら安全にカー
応しますのでご相談ください
ト走行を体験し、モータースポーツの楽しさを実感しな
がら、コミュニケーションの輪を広げ、また「車は急には
止まれない」ということを実感することが出来、交通安全 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
Amazing Kart ISK 大阪舞洲店
の知識も身に付きます。
■受入可能人員：最 低実施人数 1名～最大受
け入れ可能人数：120名
■プログラム料金：少人数（ 15人未満の場合）
4500円 大人数（15人以上）5万円～
■所要時間：約1時間～1時間30分
■受 入可能時期：通年（日・祝日、毎月第4金

おおさかし

曜日を除く）
■受入可能時間
少 人 数 平 日12時 ～20時・ 土 日 祝10時 ～
20時
大人数 全日9時～20時
■休日等：年中無休
■その他・特記事項
所要時間、料金などは利用人数によって変
動がありますのでプロのインストラクター
がご要望に事前に伺い、ご提案をさせて頂
きます。

や

お

し

TEL：06－6466－2022
FAX：06－6466－2024

ま つ ば ら し かんきょう し せ つ く み あ い

ま い し ま こうじょう

大阪市・八尾市・松原市環 境施設組合 舞洲工 場

施設案内

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 舞洲工場
■所在地：〒554-0041 大阪市此花区北港白津1−2−48
■最寄駅：ＪＲ桜島駅から北港観光バス2系統「環境施設組合前」、Osaka Metroコスモスクエア駅から北港観光バス3系統「環境施
設組合前」 ■連絡先：TEL 06−6463−4153 FAX 06−6463−7101
■ＵＲＬ：http://www.osaka-env-paa.jp/kojo/maishima/index.html

■体験プログラム内容

ごみ焼却工場見学

施設基本情報
■オープン時間
①10：00～ ②13：00～
■観覧に要する平均時間
1時間30分		
■入場料金
無料
■観光バス駐車場 有
■各種サービス

③15：00～

おうちから出たごみはどうなるの？		
年間を通じてごみ焼却工場を見学していただ
けます。
（要電話予約）			
ウィーンの芸術家フンデルトヴァッサー氏によ
る外観デザインも魅力的。			
ご予約お待ちしております。 		

《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 舞洲工場

TEL：06-6463-4153
FAX：06-6463-7101

舞

			
■受入可能人員
最低実施人数：１名
最大受け入れ可能人数：60名×3回/日
対象：どなたでも見学いただけます
■プログラム料金
無料
■所要時間
1時間30分
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
①10：00～ ②13：00～ ③15：00～
■休日等
日曜日・祝日

■その他・特記事項
工場見学は7日前までにお電話にて事前申込
みが必要です。				
お申込みなしでのご来場は見学できません
のでご了承ください。			
		
体験プログラムの申込について
■事前申込：要 （電話予約）
■申込受付期限：7日前まで
■申 込に関する特記事項：外国からお越しの
際は通訳の方が必要です。
■キ ャンセル時の取扱等：下記までご連絡願
います。

洲

― 75 ―

制作・文化

ま い し ま と う げ い か ん

舞洲陶芸館
舞洲陶芸館
■所在地：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-2-98
■最寄駅：JRゆめ咲線桜島駅より舞洲アクティブバス
「ホテル・ロッジ舞洲前」
■連絡先：TEL 06-6463-7282
■ＵＲＬ：http://maishima.com/

■体験プログラム内容

①手びねり体験
②電動ろくろ体験
③絵付け体験

施設基本情報
■オープン時間
平日：10:00～1６:00
土日：10:00～1７:00
■観覧に要する平均時間
15分
■入場料金
無料
■観光バス駐車場
なし ※舞洲緑地東をご利用ください。
■各種サービス

職場・自然

①粘 土をひも状に伸ばして積み上げてオリジ
ナルの器作りを楽しめます。手動の手ろく
ろを使います。
②電 動で回転するろくろを使って普段使いの
器作りを楽しめます。
③素 焼きの器にカラフルな絵の具で絵付けを
楽しめます。器は湯のみ、小皿、お茶碗の
中から事前にお選びいただきます。
■受入可能人員
最低実施人数：①②③1人～
最大受け入れ可能人数：①100人まで ②
10人まで
（※応相談） ③100人まで
対象：4歳～
■プログラム料金
①2,500円（税 抜）②3,500円（税 抜）③
1,500円（税抜） ※20名様以上で団体割引
10％OFF
■所要時間
90分

■受入可能時期
相談
■受入可能時間
10：30～12：00、14：00～15：30
※応相談
■休日等
祝日を除く月・金曜日 年末年始
※応相談
■その他・特記事項
館内の案内をご希望の方は事前にお申込み
ください。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
■申込受付期限：3日前まで
■申 込に関する特記事項：※絵付け体験のみ
30名様以上のお申込みは60日前までにお
申込みください。
■キャンセル時の取扱等：3日前までに下記の
連絡先へご連絡願います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
舞洲陶芸館

TEL：06-6463-7282

（平日10:00～16:00

土日10:00～17:00）

FAX：06-6463-7283

ドッグウォーキングR
株式会社アソシエーション
■所在地：〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-93
■最寄駅：JR桜島駅から北港観光バス2系統
「おおきにアリーナ舞洲前」
、Osaka Metoroコスモスク
エア駅から北港観光バス3系統
「おおきにアリーナ舞洲前」
■連絡先：06-6586-9080
（株式会社アソシエーション） ■URL：http://www.dog-walking.jp

■体験プログラム内容

警察犬訓練士による
デモンストレーション

施設基本情報
■オープン時間
10:00～１８:00（季節によって変動）
■観覧に要する平均時間
■入場料金
利用料あり（ホームページ参照）
■観光バス駐車場
有
（要予約）
■各種サービス
ドッグラン、ドッグカフェ、しつけ教室
一時預かり、貸切イベント等

普段は滅多に見られない、警察犬訓練士によ
るデモンストレーションが見学出来ます！
遠隔でのお座り・待て・伏せはもちろん、障
害物の飛び越え、物を取って来る、においの
嗅ぎ分け、犯人（役）から襲撃された時の防御
などの訓練が見られます。
しっかり訓練を受けて厳しい試験に合格した
ワンちゃんが実演してくれますので、安全で
す。
デモンストレーションの他、ワンちゃんとの
ふれあい体験やドーベルマンやシェパード等、
大型犬の訓練体験なども開くことが出来ます。
企業様のご希望に添った貴重な体験会となる
様に、プログラムの変更も可能ですので、お
気軽にお問合せ下さい。
■受入可能人員
最低実施人数：10名
最大受け入れ可能人数：35名以上
（要相談）
■プログラム料金
3,500円
（税込）
／人
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■所要時間
60分
■受入可能時期
通年
（要相談）
■受入可能時間
11:00～16:00
■休日等
お盆、年末年始
（お問い合わせください）
■その他・特記事項
お申込みは、7日前までにお電話にて事前申
込みが必要です。雨天時は開催中止。暑い
季節は時間制限または中止あり。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（電話予約）
■申込受付期限：7日前まで
■申 込に関する特記事項：外国からお越しの
際には通訳の方は必要です。
■キ ャンセル時の取扱等：下記までご連絡願
います。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
株式会社アソシエーション
（平日10：00～18：00）

TEL：06-6586-9080
FAX：06-6571-0956

公益財団法人 大阪観光局 参加体験プログラム担当
行
FAX ０６－６２８２－５９１５ TEL ０６－６２８２－５９００（代）

Eメール：syuryo@octb.jp

商人体験申込書
①取扱旅行社名
名称

担当者名

住所
〒
TEL

FAX

②商人体験する学校名
名称 ふりがな

担当者名

住所
〒
TEL

FAX

③体験を希望する商店街名

④実施希望日

⑤実施時間
年

月

⑥申込人数
生徒総数

日（

）

（内訳）

：

男子
名
添乗員
名

⑦その他
昼食 ※福島聖天通商店街のみ
・

要

[

名
総人数

名

不要

：

女子

名
引率者

～

名

交通手段
]名

貸切バス

公共交通機関

宿泊
無

・

有

ホテル名[

]

特記事項

※行程表と合せてFAXまたはメールください。
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その他

