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大阪市、守口市、枚方市、八尾市
寝屋川市、大東市、柏原市、門真市

東大阪市、四條畷市、交野市



1 観光

2 ルート情報あり 観光

3 観光

大阪城天守閣

補足情報

https://www.osakacastle.net/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

- 1 -

昭和6年に市⺠の寄付⾦により創建されて以来、⼤阪のシンボルとして内外にその存在をアピールしてきま
した。特別展、テーマ展など⽂化財保護法に基づく重要⽂化財「公開承認施設」としての⻑所を活かした

 催事を展開。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

水都大阪（水の回廊）

2015年6月に大阪市港区築港エリアにオープンしたクラシックカー博物館です。100年近い歴史を持ち、近
代化遺産として価値の高い築港赤レンガ倉庫をリモデルし、往時のロンドンやニューヨークの裏路地を再
現されているところが見所であり、ステーキハウスやカフェを併設した複合施設。また、すべてのスペー

 ス、展示車をレンタル利用することが可能。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞、食事など。

GLION MUSEUM

関連URL http://glion-museum.jp/

 川で都心部をロの字に囲まれた世界でも稀な地形
 ★★アピールポイント★★

クルーズ船や遊歩道で、歴史や文化、水辺の魅力を感じる空間をめぐることができます。

補足情報

関連URL https://www.suito-osaka.jp/

受入可能人数 —

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市



4 観光

5 ルート情報あり 観光

6 ルート情報あり 観光

高崎神社

補足情報

https://www.takasakijinja.com/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

- 2 -

1755年、加賀屋甚兵衛が産土神の水分神を勧請して大和川河口に祭り、1837年、現在地に移築して同時に
天照大神、柿本人麻呂を合祭したと言われています。一方、社伝では、1835年、高砂神社焼失後に新たに

 加賀屋新田の氏神として1839年に創建されたとされています。
 ★★アピールポイント★★

1957年12月、北島町2丁目（現平林南2丁目）に御旅所を設け、1959年10月、材木町鎮守の平林高崎神社
としました。末社に五社神社と大多田大明神があります。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

コスモタワー

ニバーサル・スタジオ・ジャパン®  に隣接するエンターテインメント商業施設です。
 ★★アピールポイント★★

アメリカンテイストあふれる街並みに個性的なレストランやショップが勢揃い！本場ハリウッドの感動と
興奮・・・。今まで日本に無かった新しい楽しさと、ここだけにしかない最高のエンターテインメントを
味わうことができます。

ユニバーサル・シティウォーク大阪

関連URL ucw.jp/

大阪コスモスクエア地区のシンボルとして大阪湾にそびえる高さ256.0m、地上55階・地下3階建ての超高
 層ビルです。

 ★★アピールポイント★★
地上252m、360度さえぎるもののない壮大なパノラマ展望スペースからは天界から見下ろしたような感動
的な眺望が広がります。

補足情報

関連URL http://www.wtc-cosmotower.com/

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市



7 ルート情報あり 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

梅田スカイビル

補足情報 大阪観光局情報提供

https://www.kuchu-teien.com/observatory/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人
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 新梅田シティ内にある地上40階・地下2階、高さ約173メートルの超高層ビルです。
 ★★アピールポイント★★

屋上の「空中庭園展望台」では、地上170mの高さから大阪の町並みを一望できます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

四天王寺

 大阪・浪速の台所と言われる市場・商店街です。
 ★★アピールポイント★★

鮮⿂店が多く、その他⻘果・乾物など様々な業種の店がひしめき合っています。

⿊門市場

関連URL www.kuromon.com/

今から1400年以上前の推古天皇元年（593）に建立されました。昭和20年（1945）の大阪大空襲により、
 境内のほぼ全域が灰燼に帰してしまいましたが再興され、現在ではほぼ旧観に復しています。

 ★★アピールポイント★★
伽藍配置は「四天王寺式伽藍配置」といわれ、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に
並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式の一つです。

補足情報

関連URL www.shitennoji.or.jp/

受入可能人数 30人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 ルート情報あり 観光

あべのハルカス

補足情報 大阪観光局情報提供

https://www.abenoharukas-300.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

- 4 -

 地上300m日本一の超高層ビルです。
 ★★アピールポイント★★

展望台である「ハルカス300」からは、気候条件が良ければ、京都から六甲山系、明石大橋から淡路島、
⽣駒⼭系、そして関⻄国際空港なども⼀望いただけます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

通天閣

 通天閣にジャンジャン横丁、大きなフグ提灯の看板などで有名な、大阪市南部の下町です。
 ★★アピールポイント★★

南北130mの間に串カツ屋、どて焼き屋、囲碁将棋クラブなど約50軒の店が軒を連ねる「ジャンジャン横
丁」や通天閣がある。

新世界

関連URL https://osaka-info.jp/page/shinsekai

 なにわのシンボル「大阪のエッフェル塔」です。
 ★★アピールポイント★★

5階には大阪を一望できる展望台や、足の裏をなでると幸運が訪れるという神・ビリケン像があります。

補足情報

関連URL https://tsutenkaku.co.jp/

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市



13 ルート情報あり 観光

14 ルート情報あり 観光

15 ルート情報あり 観光

法善寺横丁

補足情報 大阪観光局情報提供

https://osaka-info.jp/page/hozenji-yokocho関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

- 5 -

 ミナミの繁華街にありながら、静かななにわ情緒を漂わせている街です。
 ★★アピールポイント★★

⻑さ80m、幅3mの2本の路地が東⻄に伸びる横丁内には、⽼舗の割烹やバー、お好み焼き、串カツ店など
がずらり、風情ある石畳に行き交う足音がコツコツと鳴り響きます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

天神橋筋商店街

 難波から日本橋のあいだ「千日前」に広がる飲食店街です。
 ★★アピールポイント★★

大阪グルメの代表 お好み焼きや串カツを始め、焼肉ホルモン、寿司、海鮮居酒屋、焼鳥、ラーメン、イ
タリアンバル、ハワイアンと個性的で本格的な名店が並びます。

裏なんば

関連URL https://osaka-info.jp/page/uranamba-torameyokocho

 天神橋を起点として、北は天神橋筋七丁目まで伸びる、全⻑約2.6キロの⽇本⼀⻑い商店街です。
 ★★アピールポイント★★

昔ながらの大衆食堂、惣菜屋、代々刀鍛冶の刃物屋、明治元年創業のお茶屋、豆腐、コロッケ、陶器に着
物…と、およそ600店舗が連なっています。

補足情報

関連URL www.tenjin123.com/

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市



16 観光

17 観光

18 観光

ひらかたパーク

補足情報

http://www.hirakatapark.co.jp関連URL

市町村 枚方市
受入可能人数 50人以上

- 6 -

 開園1910年。現在まで営業し続けている遊園地の中では最も古い歴史を持つ。
 ★★アピールポイント★★

年間入場者数は約120万人で、大阪府内の遊園地・テーマパークではUSJに次いで第２位。

補足情報

花園ラグビー場

日本で初めて人車一体の専用の祈祷殿を設けたことから『交通安全祈願の成田山』として市内外からの来
 訪者が多数あり、関⻄屈指の信仰の聖地として有名です。

 ★★アピールポイント★★
祈祷、写経、瞑想体験。

成田山不動尊（大本山成田山大阪別院 明王院）

関連URL http://www.osaka-naritasan.or.jp/

 日本最初のラグビー専用スタジアム。
 ★★アピールポイント★★

ラグビーワールドカップ開催に向けリニューアルした、世界基準のスタジアムの見学。

補足情報

関連URL http://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/21-14-1-0-0.html

受入可能人数 50人

市町村 寝屋川市
受入可能人数 40人

市町村 東大阪市



19 観光

20 観光

21 観光

四條畷神社

補足情報

http://www.city.shijonawate.lg.jp/kanko_sangyo_bunka/kanko/meisho_kyuuseki/1409793535948.html関連URL

市町村 四條畷市
受入可能人数 —

- 7 -

 明治23年に鎮座。楠正行を主祭神として一族の将士を配祀する。
 ★★アピールポイント★★

自然豊かななかでの参拝。

○ほしだ園地に隣接。

補足情報 土日・祝日は混雑する可能性あり。

磐船神社

 全⻑280ｍ、最⼤地上⾼50ｍの⽊床版吊り橋。
 ★★アピールポイント★★

人道吊り橋としては全国的にも最大級の規模。眼下には四季折々に美しい森が広がる。交野市で最も有名
な観光スポットで、近年は外国人も訪れている。

星のブランコ（⼤阪府⺠の森ほしだ園地）

関連URL http://osaka-midori.jp/mori/hoshida/hoshinoburanko.html

 「天の磐船」といわれる巨石をご神体とする古社。修験道の行場である岩窟をめぐることができる。
 ★★アピールポイント★★

「天の磐船」は高さ12m・幅12mの舟形巨石。加藤清正が大阪城の石垣にしようとして断念したとの逸話
が残る。天の磐船はじめ多数の巨石の間を歩く岩窟めぐりが人気。

補足情報

関連URL http://www.osk.3web.ne.jp/~iw082125/index-j.html

受入可能人数 30人

市町村 交野市
受入可能人数 50人

市町村 交野市



22 ルート情報あり 観光

23 文化

24 文化

海遊館

補足情報 大阪観光局情報提供

kaiyukan.com/index.html関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

- 8 -

 世界最大級の水族館です。
 ★★アピールポイント★★

大きなジンベイザメが悠々と泳ぐ巨大水槽や自然を体感するエリアなどがあり、ダイナミックな太平洋を
イメージしたつくりとなっています。

補足情報

大阪市立自然史博物館

古代の宮殿難波宮の遺跡上に立つ高層の博物館。 常設展は「都市おおさか」の歴史や文化を、古代から近
 代にいたるまで模型と実物資料で紹介。ボランティアによる体験学習や遺跡ガイドも充実。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

大阪歴史博物館

関連URL http://www.mus-his.city.osaka.jp/

「身近な自然」「地球と生命の歴史」「生命の進化」「生き物のくらし」「大阪の自然誌」をテーマとす
る自然史系の専門博物館。身近な生物の誕生や進化を体感しながら、自然の成り立ちとその関わり方を学

 ぶことができる。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

関連URL http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

受入可能人数 内容による

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市



25 文化

26 文化

27 文化

大阪市立美術館

補足情報

https://www.osaka-art-museum.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

- 9 -

1936年に開館した歴史と伝統のある美術館。購入・寄贈によって集まった日本、中国の絵画・彫刻・工芸
 など8,300 件をこえる館蔵品、寺社などから寄託された作品を随時展示。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

H31.3末まで工事のため休館予定

補足情報

大阪市立科学館

世界的に有名な安宅コレクションの中国・韓国陶磁を中心とした陶磁器専門美術館。国宝２点と重要文化
 財13点を含む約6,000点の館蔵品は質、量ともに世界第一級を誇っている。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

大阪市立東洋陶磁美術館

関連URL http://www.moco.or.jp/

日本を代表する科学博物館。「宇宙とエネルギー」をテーマに、科学を楽しむ文化を発信しています。世
界最大級のプラネタリウムと展示場、サイエンスショーなどで、科学のしくみや、楽しさ、美しさを実感

 できる。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

関連URL http://www.sci-museum.jp/

受入可能人数 内容による

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市



28 文化

29 文化

30 文化

国立文楽劇場

補足情報

https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

- 10 -

 ⽂楽をはじめ邦楽・舞踊・⺠俗芸能・歌舞伎・⼤衆芸能などの伝統芸能を上演。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

大阪府立上方演芸資料館

1977年、国内外の現代美術を中心とした作品を収集・保管・展示し、関連する調査研究及び事業を行うこ
 とを目的として開館。2004年に⼤阪・中之島⻄部地区に、完全地下型の美術館として新築、移転。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

国立国際美術館

関連URL http://www.nmao.go.jp/

上方演芸に関する資料等の収集、保存、展示等を行う資料館。上方演芸の魅力を体験できる施設に改修
 し、平成31年４月にリニューアルオープン予定。

 ★★アピールポイント★★
「笑い」をはじめとする上方演芸の文化を守り、継承する全国で唯一の演芸資料館。

補足情報

関連URL http://wahha-kamigata.jp/

受入可能人数 20⼈〜30⼈

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市



31 文化

32 文化

33 食

鍵屋資料館

補足情報

http://kagiya.hirakata-kanko.org/about/関連URL

市町村 枚方市
受入可能人数 30人

- 11 -

 江⼾時代の東海道の延⻑部「京街道」の宿場町であった枚⽅宿の歴史を紹介する唯⼀の展⽰施設。
 ★★アピールポイント★★

枚方市指定有形文化財の「主屋」と「別棟」の２つの建物があり、別棟２階の大広間では、枚方にちなん
だ料理を召し上がっていただける「大広間茶屋」がある。

補足情報

杉・五兵衛

 百済王氏（くだらのこにきし）一族が建立したといわれている寺。
 ★★アピールポイント★★

昭和27年に国の特別史跡に指定され、昭和43年には全国初の史跡公園として整備された。枚方八景の一
つ。

百済寺跡

関連URL http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000767.html

 甲子園球場の2倍ほどある園内で様々な野菜果物、山菜や花などを育てており、農園料理を提供している。
 ★★アピールポイント★★

園内散策や収穫体験、農園野菜を使用した会席料理等。

補足情報

関連URL http://sugigohei.com/

受入可能人数 50人

市町村 枚方市
受入可能人数 30人

市町村 枚方市



34 食

35 食

36 食

柏原ふどう狩り

補足情報

http://www.osaka-ja.co.jp/ja/nakakawachi/product/grapepicking.html関連URL

市町村 柏原市
受入可能人数 20人

- 12 -

 ふどう園においてぶどう狩り。
 ★★アピールポイント★★

日本での農業体験及びもぎたてのぶどうの飲食。

○酒蔵⾒学は1⽉中旬〜3⽉末で対応可。

補足情報

山野酒造株式会社

 大宴会場を備えた飲食施設。
 ★★アピールポイント★★

ぶどうを使用したメニューと絶景なロケーション。

サンヒル柏原

関連URL http://www.sunhillkashiwara.com/

江⼾時代末期創業。⽇本酒の製造・販売。
 

 ★★アピールポイント★★
⽣駒⼭系の豊富な伏流⽔と関⻄を中⼼とする上質の酒⽶を⽤いて、昔ながらの⼿作りの酒をつくってい
る。全国新酒鑑評会での⼊賞（⾦賞含む）多数。酒蔵⾒学は知識豊富で気さくな社⻑が丁寧に説明しなが
ら案内してくれる。

補足情報

関連URL http://katanosakura.com/

受入可能人数 20人

市町村 柏原市
受入可能人数 50人

市町村 交野市



37 食

38 自然

39 自然

大門酒造株式会社

補足情報

https://www.daimonbrewery.com/index.html関連URL

市町村 交野市
受入可能人数 30人
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 1826年 (文政九年)創業。日本酒の製造・販売。
 ★★アピールポイント★★

伝統と文化に裏打ちされた地酒を世界に発信している。酒蔵を改造した酒亭「無垢根亭」では、旬の素材
を⽣かした料理と、⼿塩にかけて醸した酒の数々が味わえる。社⻑は英語話者。海外からの⾒学ツアー受
入実績多数。

交野いきものふれあいの里駐車場より徒歩15分。

補足情報

交野山（山頂）

 飯盛山東方にある総面積18.7haの池で、周辺は豊かな自然に恵まれている。
 ★★アピールポイント★★

美しい池を眺めながらの散策。

室池

関連URL http://www.city.shijonawate.lg.jp/kanko_sangyo_bunka/kanko/meisho_kyuuseki/1409793535948.html

交野のシンボル山。標高341m。山頂の大岩（観音岩）からは、六甲山系から大阪平野、京都までが一望で
 きる。

 ★★アピールポイント★★
山頂からの360度の眺望は府下随一。天気が良ければ明石海峡大橋も見える。古くから人々の信仰を集め
た山でもあり、観音岩には大梵字が彫られている。

補足情報

関連URL https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018031600043/

受入可能人数 30人

市町村 四條畷市
受入可能人数 ―

市町村 交野市



40 自然

41 産業

42 ルート情報あり 産業

大阪市立大学理学部附属植物園

補足情報

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/index.html関連URL

市町村 交野市
受入可能人数 50人
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 昭和25年発足。日本産樹木約450種を植栽し、日本の代表的な11種類の森の型（樹林型）を復元。
 ★★アピールポイント★★

同園のメタセコイアは、皇室とのゆかりが深く、平成29年には秋篠宮殿下が視察された。（なおメタセコ
イアは元園⻑の三⽊茂⽒が新種と発⾒した。）サミット開催時期には、絶滅危惧種の⽔⽣植物が開花す
る。
園内ガイドツアーを開催中。

補足情報

Garage Taisho（株式会社木幡計器製作所）

2015年4月に大阪市が設置。イノベーションにつながるプロジェクトを創出・支援するためにイベントや
 セミナー等を実施。

 ★★アピールポイント★★
イベント見学。

大阪イノベーションハブ（OIH）

関連URL https://www.innovation-osaka.jp/ja/

 IoT・ライフサイエンス系ベンチャーのものづくりをサポートするイノベーション創出支援施設。
 ★★アピールポイント★★

3Dプリンターや、CNC加工機といった最新のデジタル工作機器や各種測定機器・試験装置を備え、熟練し
た職人・エンジニアが、製品開発や加工、試験検査業務を支援し、当施設に集う人々・アイディア・マー
ケットを繋ぎ、新しい技術・製品・サービスを創出。

補足情報

関連URL https://www.garage-taisho.jp/

受入可能人数 30人

市町村 大阪市
受入可能人数 120人

市町村 大阪市



43 産業

44 産業

45 産業

Garage Minato（成光精密株式会社）

補足情報

https://www.garage-minato.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 30人
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 金属加工品、産業用機械を設計・製作する工場と世界のものづくりイノベーションを支える開発拠点。
 ★★アピールポイント★★

1階に成光精密株式会社の町工場、2階に「Garage Minato」という空間を活かし、研究者、ベンチャー企
業などのアイデアをより早く具現化するアイデアと工場をつなぐプラットフォーム。

(注)一般の方向けのイベント等についてはホームペー
ジ等をご確認ください。

補足情報 (注）一般の方向けの見学についてはホームページ等
をご確認ください。

NLAB（蓄電池評価センター）

 府を代表する中堅ものづくり企業（レンズ成形）
 ★★アピールポイント★★

オプトからメディカルまで幅広い業界で活躍し、その確かな技術力は大手家電メーカーのサプライヤー賞
に4年連続で入賞したのをはじめ、第6回「ものづくり日本大賞2015」での優秀賞受賞など、高い評価を受
ける。

吉川化成株式会社

関連URL https://www.ypc-g.com/

電力供給の安定化、スマートグリッドの構築などに不可欠なインフラとして国内外で導入が進められいる
 定置用大型蓄電池システムの世界最大規模の安全性等に関する試験施設。

 ★★アピールポイント★★
世界最大規模の恒温型チャンバーなどの多目的大型実験棟を有し、国際規格のあらゆる過酷な試験が可
能。

補足情報

関連URL https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/index.html

受入可能人数 20人

市町村 大阪市
受入可能人数 30人

市町村 大阪市



46 産業

47 産業

48 産業

山岡金属工業（株）ミュージアム「夢工房」

補足情報
たこ焼きミュージアムでは、大阪ならではのたこ焼き
の歴史や様々なたこ焼き器を紹介。昔懐かしい昭和の
佇まいが再現されているレトロ館もある。

http://www.silkroom.co.jp/yumekobo/関連URL

市町村 守口市
受入可能人数 十数人
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家庭用並びに業務用たこ焼き器のシェア90％以上を占める同社が、創業50周年を機に文化活動の一環とし
て同社全館を企業ミュージアム化し、同社商品展示の他、たこ焼き・焼き肉・珈琲の歴史、昔懐かしい商

 品などの歴史と文化を展示している。
 ★★アピールポイント★★

「技術・文化館」「技術・開発館」「昭和歴史館たこ焼きミュージアム」「技術・工作館」「技術・組立
館」で構成されており、製品の実際の性能や製造過程を体感できる。

(注)見学情報については、一般の方向けの情報ではあ
りませんので、参考にご覧ください。

補足情報 (注)見学情報については、一般の方向けの情報ではあ
りませんので、参考にご覧ください。

Kubota 枚方製造所

 コマツの主力製品である中型油圧ショベルのマザー工場であり、大型ブルドーザーの一極生産拠点。
 ★★アピールポイント★★

工場見学やミニ油圧ショベルの体験等。

KOMATSU 大阪工場

関連URL http://home.komatsu/jp/company/directory/osaka.html

 農業機械や建設機械などの生産。国内外で災害に強いインフラ整備に貢献。
 ★★アピールポイント★★

建築機械製造の見学、安全管理や人材育成システムの説明など。

補足情報

関連URL https://www.kubota.co.jp/

受入可能人数 30人

市町村 枚方市
受入可能人数 30人

市町村 枚方市



49 産業

50 産業

51 産業

みせるばやお

補足情報

http://miseruba-yao.jp/関連URL

市町村 八尾市
受入可能人数 30人
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『みせるばやお』は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
 ク体験ができるオシゴト、ものづくり体験・体感施設。

 ★★アピールポイント★★
世界初のものづくりエンターテイメント施設。

補足情報

カタシモワイナリー

 義肢装具の最先端
 ★★アピールポイント★★

義肢装具の作業工程を見学。

川村義肢株式会社

関連URL http://www.kawamura-gishi.co.jp/

 ワイン製造工場
 ★★アピールポイント★★

ワイン製造ラインを身近に見学。

補足情報

関連URL http://www.kashiwara-wine.com/

受入可能人数 20人

市町村 大東市
受入可能人数 30人

市町村 柏原市



52 産業

53 産業

54 産業

パナソニックミュージアム

補足情報

https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/panasonic-museum.html関連URL

市町村 門真市
受入可能人数 ※
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 パナソニック株式会社が創業100周年を迎えるにあたり、平成30年3月9日にオープン。
 ★★アピールポイント★★

松下幸之助歴史館では、「経営の神様」と言われた松下幸之助の生涯を知ることができ、ものづくりイズ
ム館では、パナソニック歴代の製品や広告を展示。

視察の受入れ実績が豊富

補足情報 (注)一般の方向けのイベント等についてはホームペー
ジ等をご確認ください。

MOBIO（ものづくりビジネスセンターおおさか）

 府を代表するものづくり中小企業（フィギュア）
 ★★アピールポイント★★

リアルを追求し、フィギュア文化を日本に定着させた、「クールジャパン」の代表格
イギリス大英博物館の収蔵物をミニチュア化した「大英博物館公式フィギュア」を制作し、大英博物館な
らびに日本国内でも販売するなど海外でも高い評価を得ている。

株式会社海洋堂

関連URL http://kaiyodo.co.jp/

 府内ものづくり企業の総合支援拠点
 ★★アピールポイント★★

国内最大級の常設展示場、学術研究機関の先進取組み紹介、伝統工芸品等のものづくり実演・ものづくり
体験。

補足情報

関連URL http://www.m-osaka.com/jp/index.html

受入可能人数 30人

市町村 門真市
受入可能人数 30人

市町村 東大阪市



55 産業

56 ルート情報あり 産業

57 その他

株式会社フジキン

補足情報 (注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

https://www.fujikin.co.jp/関連URL

市町村 東大阪市
受入可能人数 30人
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 府を代表するものづくり企業（特殊バルブ）
 ★★アピールポイント★★

特殊バルブ機器類や制御システムにおける世界トップメーカーであり、原子力発電、海洋開発など超最先
端の技術が必要とされる分野において同社製品が数多く使用される。

川村義肢株式会社においても大東元気でまっせ体操を
実施中

補足情報 大阪観光局情報提供

大東元気でまっせ体操

 日本最大級の国際見本市会場です。
 ★★アピールポイント★★

面積7万平方メートルの敷地内は、屋根つき広場の「インテックスプラザ」と、スカイプラザを囲むように
配置された「センタービル」、そして6つの「展示館」から構成されています。

INTEX OSAKA

関連URL www.intex-osaka.com/

 住⺠主体の介護予防活動事業
 ★★アピールポイント★★

2018.８現在、市内で114グループが活動中。介護予防の他、住⺠間の⾃然な⾒守りにも繋がり、国からも
注目されている事業である。

補足情報

関連URL http://www.city.daito.lg.jp/koureisya/kenkouseikatsu/taisou/index.html

受入可能人数 20人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大東市



58 その他ウィルチェアースポーツ広場

補足情報 スポーツ用車いすの貸出可。

http://日本車いすスポーツ振興協会.com/関連URL

市町村 東大阪市
受入可能人数 20人程度
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 車いすスポーツ専用の屋外施設（広場）。
 ★★アピールポイント★★

障害の有無や年齢、性別等に関わらず誰でも車いすスポーツを体験可能。現在は車いすソフトボールでが
利用の中心。

補足情報

関連URL

補足情報

関連URL

受入可能人数

市町村
受入可能人数

市町村



大阪ベイエリア（サミット会場、ものづくりの町、現代

建築）を巡るコース

9：00 新大阪
↓（30分）

9：30 GLION MUSEUM
↓（5分）

10:45 海遊館
↓

キャプテンラインで移動（10分）
↓

12：00 ランチ＠ユニバーサル・シティウォーク大阪
↓（10分）

13：45舞洲ゴミ処理場byフンデルトヴァッサー
↓（15分）

15：30 INTEX OSAKA
↓（5分）

16：15 コスモタワーから夢洲視察
↓（25分）

17：30 Garage Taisho
↓（30分）

19：30 梅田スカイビル



大阪市内（食文化、寺社、現代建築）を巡るコース

8：30 新大阪
↓（30分）

9：00 黒門市場
↓（8分）

10：30四天王寺
↓（6分）

11:30 あべのハルカス
↓（10分）

12:30 ランチ＠新世界~通天閣
↓（20分）

15:00住吉大社
↓（20分）

17：30法善寺横丁
↓（8分）

18：00 ディナー＠裏なんば


