
１．大１．大１．大１．大 阪阪阪阪 府府府府
（北（北（北（北 部）部）部）部）

豊中市、池田市、吹田市、高槻市
茨木市、箕面市、摂津市、島本町

豊能町、能勢町



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

カップヌードルミュージアム 大阪池田

補足情報 火曜日定休日

https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/osaka_ikeda/関連URL

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可
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 1999年開館。
 ★★アピールポイント★★

オリジナルカップヌードルを作成。

補足情報 火曜日定休日

万博記念公園

 1952年開園。
 ★★アピールポイント★★

日本にいるウォンバット７頭のうち５頭が生息。

五月山動物園

関連URL http://www.satsukiyamazoo.com/

 1970年の大阪万博の広大な跡地を整備した、「緑に包まれた文化公園」
 ★★アピールポイント★★

48年ぶりに内部を一般公開した「太陽の塔」や1970年当時の造園技術の粋を集めた「日本庭園」等があ
る。

補足情報

関連URL http://www.expo70-park.jp/

受入可能人数 太陽の塔：30分毎に、80名

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可

市町村 吹田市



4 観光

5 観光

6 観光

摂津峡公園

補足情報

http://www.takatsuki-kankou.org/settsukyo/関連URL

市町村 高槻市
受入可能人数 30人
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 大阪北摂地域随一の景勝地。
 ★★アピールポイント★★

春の桜、夏の清流での水遊び、秋の紅葉、冬の温泉等四季折々の楽しみ方があり、ハイキングコースも整
備。

案内は日本語のみ

補足情報

総持寺

 淀川流域最大級の前方後円墳「今城塚古墳」を古墳公園にリニューアル。
 ★★アピールポイント★★

公園内の古墳の上を歩けるほか、一角にハニワの大行列を再現。11月には日本最大級の古墳フェスを実
施。

いましろ大王の杜

関連URL http://www.takatsuki-kankou.org/imashiro-daio/

 ⾼野⼭真⾔宗の寺院。⻄国22番札所。4⽉には「⼭蔭流庖丁式」が⾏われる。
 ★★アピールポイント★★

寺院の見学（日本語での案内可）。

補足情報

関連URL http://sojiji.or.jp

受入可能人数 50人程度は可能

市町村 高槻市
受入可能人数 30人

市町村 茨木市



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 ルート情報あり 観光

勝尾寺

補足情報

http://www.katsuo-ji-temple.or.jp/関連URL

市町村 箕面市
受入可能人数 100人
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 境内の見学、参拝、勝ちダルマの目入れ祈願。
 ★★アピールポイント★★

・古くから続く勝ち運のお寺。
・境内の各所にダルマが置いてあるなど、景観にも優れている。

大阪観光局情報提供

補足情報

エキスポシティ

1240年、離宮の旧跡で後鳥羽上皇を祀ったことにはじまる。国指定重要文化財である「客殿」「茶室（灯
 心亭）」など、多くの文化財がある。

 ★★アピールポイント★★
境内拝観のほか、大阪府下で唯一、環境省による全国名水百選に選ばれている「離宮の水の試飲」ができ
る。

水無瀬神宮

関連URL http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/kyouikukodomobu/shougaigakushuuka/

 万博記念公園にある日本最大級 大型複合施設です。
 ★★アピールポイント★★

中核店舗となる「ららぽーとEXPOCITY」のほか、複数の大型エンターテイメント施設が入居していま
す。

補足情報

関連URL https://www.expocity-mf.com/expo/

受入可能人数 50人

市町村 島本町
受入可能人数 30人

市町村 吹田市



10 文化

11 文化

12 文化

⽇本⺠家集落博物館

補足情報

http://www.occh.or.jp/minka/?s=index関連URL

市町村 豊中市
受入可能人数 30人

- 4 -

⽇本各地の代表的な⺠家を移築復元し、関連⺠具と合わせて展⽰する為に1956年（昭和31年）に⽇本で最
 初に設置された野外博物館です。

 ★★アピールポイント★★
岐⾩県⼤野郡⽩川村の合掌造りの⺠家をはじめ、岩⼿県南部の曲家（まがりや）、奄美⼤島の⾼倉など、
⽇本各地の代表的な⺠家を移築復元した珍しい野外博物館です。

火曜日定休日

補足情報 展覧会会期中の月曜日は休館

落語みゅーじあむ

 1957年/2010年開館。
 ★★アピールポイント★★

建物は国登録有形文化財に認定(小林一三記念館)。古筆、古経、絵巻、中近世の絵画、陶磁器、漆芸品等
美術工芸品5,500点を所蔵。

逸翁美術館/小林一三記念館

関連URL http://www.hankyu-bunka.or.jp/itsuo-museum/

 2007年開館。
 ★★アピールポイント★★

上方落語の資料を常設展示。

補足情報

関連URL http://www.ikedashi-kanko.jp/recommend-spot04.html

受入可能人数 20人以上可

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可

市町村 池田市



13 文化

14 文化

15 文化

池田呉服座

補足情報 月末、月中間1日休館

http://www.gofukuza.com/ikeda.html関連URL

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可
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 江⼾時代に建てられた芝居⼩屋、呉服座の優れた建築様式を⼀部再現してできた⼤衆演劇場。
 ★★アピールポイント★★

大衆演劇の公演を行っており、池田の歴史・文化を体験できる。

○平成19年 サントリー地域文化賞を受賞／○大阪
ミュージアム構想 ベストセレクションに選択

補足情報

淨るりシアター

銘木関連業者が集まった商業団地。大阪銘木市場は日本中の銘木業者が競りに参加する卸売市場で全国よ
 り集まった銘木を展示。団地内には銘木の専門業者製材所加工所欄間製作所などあり。

 ★★アピールポイント★★
大阪銘木市場を見学。伝統工芸の大阪欄間彫刻の実演見学。

鳥飼銘木団地

関連URL 大阪銘木協同組合http://www.osaka-meiboku.jp/

地域の芸能として江⼾時代から継承されてきた「能勢の浄瑠璃」をキーワードに93年に設⽴された劇場で
す。地域住⺠により形成された「能勢⼈形浄瑠璃⿅角座(ろっかくざ)」による定期公演が毎年6⽉に開催さ
れます。その他、多ジャンルのアーティストによるコンサートや芝居も行っています。また、ロビーでは
浄瑠璃に関するビデオの放映及び常設展示がなされており、能勢の浄瑠璃について学んでいただくことが

 でき、実際に浄瑠璃人形に触れたり、体験することもできます。
 ★★アピールポイント★★

⼈形体験ロビー⾒学 ○平成11年 国の無形⺠俗⽂化財に選択／○平成18年 総務⼤⾂賞（地域創造⼤賞）

補足情報

関連URL https://www.jyoruri.jp

受入可能人数 20人

市町村 摂津市
受入可能人数 80人

市町村 能勢町



16 食

17 ルート情報あり 自然

18 自然

サントリー山崎蒸溜所

補足情報

https://www.suntory.co.jp/whisky/yamazaki関連URL

市町村 島本町
受入可能人数 30人
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1923年に蒸溜所建設に着手。90年余り経った今日、ここで生まれたシングルモルトは世界的に名をはせ、
 島本町が国産ウイスキーの聖地、理想郷と呼ばれるまでに成⻑。

 ★★アピールポイント★★
蒸溜所ツアーでは、シングルモルトウイスキー「山崎」の構成原酒（非売品）のテイスティングができ
る。蒸溜所内のウイスキー館ではウイスキーに関する様々な展示物が人気。

補足情報

初谷渓谷

 大滝の見学、付近の散策。
 ★★アピールポイント★★

・日本の滝百選の一つで落差は33ｍ。
・マイナスイオンだっぷりのパワースポット。夏はクールスポットとしても有名。

箕面大滝

関連URL http://minohkankou.net/sights/area/minohotaki/

 渓谷沿いの散策。
 ★★アピールポイント★★

貴重な⾥⼭環境、⼤阪みどり百選に選定。官⺠共同のアートイベントの舞台となっておりアート作品が展
示。

補足情報

関連URL http://www.toyokan.net/map/img/pdf/s02.pdf

受入可能人数 30人

市町村 箕面市
受入可能人数 60人

市町村 豊能町



19 ルート情報あり 産業

20 ルート情報あり 産業

21 産業

北大阪健康医療都市（健都）

補足情報 ※一般の方向けのイベント等については各施設のホー
ムページ等をご確認ください。

https://kento.osaka.jp/関連URL

市町村 吹田市（摂津市）
受入可能人数 20人
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健都では「健康づくり」と「医療イノベーション」の好循環をコンセプトに、産・官・学の様々な主体が
集う「循環器病予防のまちづくり」を進めており、地区内には、国立循環器病研究センターや駅前商業施

 設、吹⽥市⺠病院等が⽴地。
 ★★アピールポイント★★

国⽴循環器病研究センターや市⽴吹⽥市⺠病院、駅前複合商業施設など、まちの中⼼部に位置する施設
は、おおむね2019年度の完成やオープン予定。

補足情報 ※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。

ヤマト運輸株式会社関⻄⽀社関⻄ゲートウェイ

病院、研究所、オープンイノベーションセンターの３部門からなり、これらを一体として運営。病院は、
 「心臓血管部門」と「脳血管部門」を併設し、連携して最先端の医療を提供。

 ★★アピールポイント★★
2019年7月移転開棟予定

国立循環器病研究センター

関連URL http://www.ncvc.go.jp/

 茨木IC近くに、平成29年に開所した、総合物流ターミナル。
 ★★アピールポイント★★

物流棟内部の見学。
物流の仕組や歴史・未来構想を、実際の設備や展示により見学。

補足情報

関連URL http://www.yamato-hd.co.jp/gateway/visitortour.html

受入可能人数 30人/回

市町村 吹田市
受入可能人数 20人

市町村 茨木市



22 その他高山地区

補足情報

http://www.toyokan.net/history/takayama.html関連URL

市町村 豊能町
受入可能人数 30人
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 棚田の残る農村風景。
 ★★アピールポイント★★

キリスト教の福者となった⾼⼭右近⽣誕の地。棚⽥風景が残り、地域住⺠等による保全活動が活発。

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



大阪北部（先端医療、EXPO’70開催地、インスタントラーメン
発祥の地、日本一長い商店街）を巡るコース

8：00 新大阪
↓（30分）

8：30 勝尾寺
↓（5分）

9：45 箕面大滝
↓（20分）

11：15 万博記念公園
↓（3分）

12：30 ランチ＠エキスポシティ
↓（15分）

14：15   北大阪健康医療都市（健都）
↓（25分）

16:00 カップヌードルミュージアム
↓（30分）

18:30 天神橋筋商店街


