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掲載ページ
1

パナソニックミュージアム
Panasonic Museum

家電の進化を知ろう！

パナソニックミュージアム

門真市大字門真1006番地

2

VR ZONE OSAKA

知的好奇心が高まる最新 VR 体験！

VR ZONE OSAKA

大阪府大阪市北区角田町5-15
HEP FIVE 8F、9F

2

気軽にタコパ！
たこ焼き教室 無限

たこ焼き教室

株式会社グローバルブラスト

大阪市港区海岸通1-5-31

3

舞洲スカイネットアドベンチャー

大阪市此花区港緑地2-1-128
舞洲バーベキューパーク内

3

舞洲スカイネットアドベンチャー 空中アスレチックとチームビルディング

万博エリア特集

4-5

NIFREL（ニフレル）

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

5

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

6

吹田市千里万博公園 2-1
EXPOCITY 内 OEV

6

PARK

OSAKA ENGLISH VILLAGE
日本初 !
（オオサカイングリッシュビレッジ） 体験型英語教育施設

PARK

OSAKA ENGLISH VILLAGE
（オオサカイングリッシュビレッジ）

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

7

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

7

国立民族学博物館

みんぱくワークシート

国立民族学博物館

吹田市千里万博公園 10-1

8

太陽の塔と
EXPO'70 レガシーツアー

EXPO’70 の専門家、マニアによる万博公園レガシーツアー（園内
万博記念公園マネジメント・パートナーズ 吹田市千里万博公園 1-1
ガイド）もしくは EXPO’70 内の講演会場での万博レガシー講演会

8

万博記念公園

万博記念公園

日本庭園

万博 BEAST( ビースト )

日本庭園鑑賞ツアー

アスレチックタワー体験学習

万博記念公園日本庭園ボランティアの会

吹田市千里万博公園 1-1

9

株式会社 SE アミューズメント

吹田市千里万博公園 10-16

9

商店街特集

10-12

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
占い教室の体験学習

福島聖天通商店街振興組合

大阪市福島区福島 7-5-19-503

12

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

13

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

13

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

14

玉造日之出通南商店街協同組合

地元特産物商店街販売・三光神社体験

玉造日之出通南商店街協同組合

大阪市天王寺区玉造元町 15-18

14

商人体験申込書

15

東大阪ものづくり特集

16-19
in

Japan を支えるおっちゃんたちの熱い思いを体感！！

16

モノづくり観光とは？

Made

受付と仕組み

受付から実施迄の流れと行程案

17

実施についての Q ＆ A

最大何人迄受け入れ可能？時間的にどの程度必要？ Q ＆ A を参照下さい。

18

訪問工場の例

約 70 社の訪問工場のうちホンの一例をご紹介

大正・港ものづくり特集

18・19
20-21

中村工業㈱
（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
大阪市大正区泉尾 6-5-40
( 大正区役所政策推進課内 )

22

㈱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
大阪市大正区泉尾 7-1-1
( 大正区役所政策推進課内 )

22

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
大阪市大正区鶴町 2-5-27
( 大正区役所政策推進課内 )

23

㈱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
大阪市大正区南恩加島 5-8-6
( 大正区役所政策推進課内 )

23

体験メニュー施設名称

体験内容

団体名

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
大阪市大正区千島 3-18-9
( 大正区役所政策推進課内 )

24

㈱フィル /WALPA
壁紙屋本舗（大正区ものづくり）

壁紙ミュージアム見学 & 壁紙貼り体験

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
大阪市大正区小林西 1-15-12
( 大正区役所政策推進課内 )

24

味の素冷凍食品㈱
大阪工場（大正区ものづくり）

冷凍米飯の製造工程見学
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
大阪市大正区平尾 1-3-29
( 大正区役所政策推進課内 )

25

有限会社飛鳥鉄工所
（大正区ものづくり）

工場見学と溶接体験

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
大阪市大正区千島 1-1-47
( 大正区役所政策推進課内 )

25

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
大阪市大正区鶴町 1-16-13
( 大正区役所政策推進課内 )

26

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
大阪市大正区鶴町 2-20-47
( 大正区役所政策推進課内 )

26

紀洋木材㈱
( 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
大阪市大正区小林西 1-16-2
( 大正区役所政策推進課内 )

27

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
大阪市港区弁天 6-4-31
( 大正区役所政策推進課内 )

27

㈱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
大阪市大正区三軒家東 3-1-7
( 大正区役所政策推進課内 )

28

成光精密㈱
( 港区ものづくり )

機械工場見学

大正・ 港ものづくり事業実行委員会事務局
大阪市港区波除 1-4-35
( 大正区役所政策推進課内 )

28

山忠木材㈱
（大正区ものづくり）

体験施設 所在地

舞洲エリア

掲載ページ

29

大阪エヴェッサ・
おおきにアリーナ舞洲

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 5 万円 ~+ 食事代 ④ B
リーグ試合見学

セレッソ大阪（セレッソスポーツ
パーク舞洲・舞洲グラウンド・
ヤンマースタジアム長居）

大阪市此花区北港緑地 2-2-15

30

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 ③プロコーチによ ㈱セレッソ大阪
る夢授業 ④練習見学（タオルマフラー付き）

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

30

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

31

大阪広域環境施設組合
舞洲工場

ごみ焼却工場見学

大阪広域環境施設組合

大阪市此花区北港白津 1-2-48

31

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

32

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 2-193

32

Amazing Kart ISK 大阪舞洲店
（サーキット場）

②電動ろくろ体験

ヒューマンプランニング㈱

舞洲工場

新規掲載施設特集
～

P1 〜 P3

2020 年度新たに掲載された施設です

施設名

体験内容

～
所要時間

パナソニックミュージアム
Panasonic Museum

家電の進化を知ろう！

VR ZONE OSAKA

知的好奇心が高まる最新 VR 体験！

気軽にタコパ！
たこ焼き教室 無限

たこ焼き教室

約 50 分

舞洲スカイネットアドベンチャー

空中アスレチックと
チームビルディング

2 時間～

― 1 ―

約 90 分

約 120 分～ 180 分

新規施設

パナソニックミュージアム Panasonic Museum
パナソニックミュージアム
■所在地：〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地
■最寄駅：京阪
「西三荘」
駅
■連絡先：TEL ０６－６９０６－０１０６
■ＵＲＬ：https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/panasonic-museum.html

■体験プログラム内容

家電の進化を知ろう！

施設基本情報
■オープン時間
9:00～17:00（休館日：日曜、年末年始）
■入場料金

無料
■観覧に要する平均時間
90～120分
■観光バス駐車場
5台
■各種サービス
ショップ、コインロッカー、多目的ルーム、AED

テレビやラジオなど、身近な家電製品が、100
年の間にどのように進化してきたのかを学ぶ
ことができるプログラムです。
展示室や収蔵庫でパナソニック家電製品第1号
機をはじめ、歴代製品の本物 約550点を見な
がら、その進化、くらしがどう変化してきた
かを学べます。
世界中の人々のくらしを、より便利に、より
豊かなものにしたいと願った松下幸之助の思
いとともに、
子供たちの
「くらし」
「ものづくり」
への興味、好奇心を高めます。
① 家庭の電化および家電の進化を解説
② 体感：昔の家電製品に触れてみよう！
③ ものづくりイズム館の見どころ紹介
（通常非公開の収蔵庫をご案内）
～自由見学

■所要時間
約90分
■受入可能時期
通年
（月曜日～金曜日）
■受入可能時間
10：00～17：00
■休日等
日曜日、祝日、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：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：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
パナソニックミュージアム

TEL ： ０６-６９０６-０１０６
FAX ： ０６-６９０７-６１５９

■受入可能人員
最低実施人数
最大受け入れ可能人数：30人
■プログラム料金
無償

新規施設

VR ZONE OSAKA
VR ZONE OSAKA
■所在地：〒 530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8F、9F
■最寄駅：阪急電車「大阪梅田駅」から徒歩約3分、阪神電車「大阪梅田駅」から徒歩約5分、JR線「大阪駅」御堂筋口から
徒歩約4分、御堂筋線「梅田駅」から徒歩約5分、谷町線「東梅田駅」から徒歩約5分、四ツ橋線「西梅田駅」より徒歩約10分
■連絡先：TEL 06-6366-3734
（※受付時間11:00 - 18:00） ■ＵＲＬ：https://vrzone-pic.com/osaka/

■体験プログラム内容

知的好奇心が高まる最新VR体験！
専用コントローラー「バチコン」を使って、VRならではの新しい演
奏を体験できる「太鼓の達人 VRだドン！」や、 本当の激流下りのよ
うに、次々訪れる絶体絶命のピンチを切り抜ける「冒険川下りVR
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ラピッドリバー」をはじめ、RPG・シューティング・絶叫・ホラー・
©BANDAI NAMCO Amusement Inc.
アドベンチャー・スポーツなど、バラエティに富んだ14種類の最
新アクティビティが遊び放題で体験できます。
施設基本情報
VR体験は7歳以上から可能となっており、最新デジタル技術と当社
■オープン時間：11:00～22:30（最終入場時間21:30） の筐体開発技術を駆使したVRエンターテインメント体験はお子さ
まの「知的好奇心」を満たす場としてお楽しみいただけます。
■観覧に要する平均時間：約120分～180分
■入場料金：＜団体料金＞は右記参照
＜個人＞
【平日】フリーパス 平日のみご利用いただけます
大人3,500円 学生3,200円 子ども2,900円
【休日】フリーパス 土日祝日および施設指定の休日のみご利用いただ
けます
大人4,400円 学生4,100円 子ども3,800円
ナイトパス 18時以降にご利用いただけます
大人2,600円 学生2,300円 子ども2,000円
*対象アクティビティを何度でもご利用いただける、入場券付きチケッ
トです。*[子ども]：対象年齢は7歳以上13歳未満となります。*[学生]：
窓口で学生証の提示が必要です。*ドラゴンクエストVR及びCG STAR
LIVEのご利用には、別途専用の利用券が必要です。

■観光バス駐車場：なし
■各種サービス：wifi、飲料自動販売機、コインロッ
カー
（有料）、スマートフォン充電器
（有料）

※施設にご入場後、館内の対象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。また、館内貸し切りプランもございます。
詳しくはお問い合わせください。

■
受入可能人員：
最低実施人数：15名～
最大受け入れ可能人数：300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。

■
プログラム料金：
＜団体料金＞
【平日】フリーパス 平日のみご利用いただけます
大人3,200円 学生2,900円 子ども2,700円
【休日】フリーパス 土日祝日および施設指定の
― 2 ―

休日のみご利用いただけます
大人4000円 学生3,700円 子ども3600円
ナイトパス 18時以降にご利用いただけます
大人2,300円 学生2,000円 子ども1,800円
※13歳未満のお子様の入場には、保護者の同伴が必要です。
※7歳以上の方でアクティビティの体験を希望される場合、館内注
意事項およびVRアクティビティ注意事項、各アクティビィティ
の利用条件をよくお読みいただきますようお願いします。

■
所要時間：約120分～180分
■
受入可能時期：通年（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：11：00～21：30
■休日等：不定休
■
その他・特記事項：貸し切りプランもございます。
詳しくは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：WEB申込（団体予約ページからお
申込みください）
■申込受付期限：実施予定日の1か月前まで
■
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…》

mail ： VRZONEOSAKA_group@am.bandainamco.jp

新規施設

き が る

や

きょうしつ

む げ ん

気軽にタコパ！たこ焼き教室 無限
株式会社グローバルブラスト
■所在地：〒552-0022 大阪市港区海岸通1-5-31
■最寄駅：Osaka Metro
「大阪港」
駅下車 徒歩4分
■連絡先：TEL 06-4394-8467
■ＵＲＬ：https://www.blast-tour.com/takoyaki-mugen-jp/

■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）
11：00〜20：00
■観覧に要する平均時間
約50分
■入場料金

1,200円
■観光バス駐車場
海遊館駐車場をご利用ください
■各種サービス

新規施設

大阪の代表的なソウルフードのたこ焼き。
プロがあなたに美味しいたこ焼きの作り方、材料か
ら中身の具材、生地の作り方まで伝授します。場所
は海遊館のすぐ近く。
子供から大人まで楽しめる食のエンターテイメント
教室。美味しいたこ焼きのレシピ付き。
１２歳以下の体験しないお子様の同伴は無料。ベジ
タリアンの方も楽しめます。
お一人様１２個、お二人で２４個を協力して焼いて
頂くスタイルです。トッピングや具材の組み合わせ
を調整すれば一つ一つの味に変化を持たせることが
出来ます。定番のソース、マヨネーズ、ポン酢、しょ
うゆ、岩塩、出汁等、飽きることなくお召し上がり
いただけます。
たこ焼き教室無限では通常のたこだけでなく、具材
料として、貝柱、イカ、エビなどの魚介類から、ソー
セージ、コーン、ツナ、餅、チーズ、シソ、ネギ、
桜エビ、トマトなど選べる具材が盛りだくさん。あ
なた好みのたこ焼きを探してみては？

■受入可能時期
通年
■受入可能時間
11：00～20：00
■休日等
不定休
■その他・特記事項
英語 対応可 中国語のマニュアル有
ムスリム対応可
アレルギーにも出来る限り対応します。
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：前日まで
■申込に関する特記事項：早めにご相談くだ
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…》

■受入可能人員
最低実施人数：2名
最大受け入れ可能人数 44名
■プログラム料金
お一人様 1,200円
（たこ焼き１２個）
■所要時間
約５０分

TEL ： 06-4394-8467
（(株)グローバルブラスト 担当：山田）

FAX ： 06-4394-8476
mail ： yamada@blast-tour.com

ま い し ま

舞洲スカイネットアドベンチャー
舞洲スカイネットアドベンチャー
■所在地：大阪市此花区港緑地2-1-128 舞洲バーベキューパーク内
■最寄駅：ＪＲ
「桜島」
駅から北港観光バス
■連絡先：TEL 090-6050-0319

■体験プログラム内容

空中アスレチックと
チームビルディング
施設基本情報
■オープン時間
10：00-18：00
■観覧に要する平均時間
30分		
■体験料金
大人：2,500円～、小人2,000円～
■観光バス駐車場
可能
■各種サービス
自動販売機

①空中アスレチック
空という非日常的な環境下で自ら考え、自ら動き出す
体験は、心身の成長にも繋がります。仲間と助け合っ
たり、思考を巡らせたりと、空中のコースに独自の攻略
法で挑みます。セーフティネットに囲まれている為、ハー
ネスや命綱が不要の安心・安全設計です。

■受入可能人員
最低実施人数：応相談
最大受け入れ可能人数：320人
■プログラム料金
3,000円/1人
■所要時間
2時間～
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
8：00-18：00
（お申込時にお問い合わせ下さい）
■休日等
不定休
■その他・特記事項

②チームビルディング
社会問題となっている「いじめ」
「不登校」
「学級崩壊」
などの様々な問題を、心を育て人間関係を豊かにする
ことで未然に防ぐ効果を狙いとしています。
体験プログラムの申込について
冒険教育を基に「体験」・
「失敗」から学ぶという基本
■事前申込：要
理念で活動を行っています。冒険教育は、体・頭を使っ
■
申込受付期限：実施日の1ヵ月前
て実体験をすることによって、本来の自分の身に付く経
■
申込に関する特記事項：
験となります。
■
キャンセル時の取扱等：実施日の2週間前
活動を進めていくファシリテーターはグループへの課題
を与える中で、参加者主体となる体験を提供します。ファ
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
シリテーターが教えるのではなく自ら学べるよう誘導し
TEL ： 090-6050-0319
ていくことを狙いとしています。遊んでいるような活動
FAX ： 0749-27-6569
から課題解決を行う様々なゲームを通して、学びや気
付きがある体験型プログラムです。
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万博エリア特集
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魅力的な施設がたくさん！
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門真市

バスも電車 も約 20 分

東大阪JCT

奈良

アクセスがとても便利です。
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ガンバ大阪 ・
Panasonic Stadium Suita
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生きているミュージアム NIFREL（ニフレル）
NIFREL（ニフレル）
■所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内ニフレル
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅 徒歩約2分
■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		
■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

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、館内を、いろ・わざ・お
よぎ・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

― 5 ―

■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、学校印が必要で
す。
◆
館 内でのお弁当等、お持ち込みのご飲食
はご遠慮いただいておりますので、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 ：0570-022060
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
一般 2,800円
学生 2,250円
小学生 1,700円
■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）
■各種サービス
多目的
トイレ

自動
販売機

■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。

無料ロッカー

英

語

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、
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。

■プログラム料金
◆時間：2時間
（延長60分毎）
		
◆料金：
一般 2,600円
（延長1,100円）
学生 2,150円
（延長900円）
小学生 1,600円
（延長700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（オオサカイングリッシュビレッジ）
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

日本初！
体験型英語教育施設
施設基本情報
■営業時間
10：00～18：00（チケット販売時間 9：30～17：00）
■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）
■対象年齢：幼稚園年中児～
※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。
■各種サービス
多目的
トイレ

自動
販売機

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。様々なシチュエーショ
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
のシチュエーションルームの、自分の英語
力に適したレベルのレッスン開始時間を確
認しましょう。
２ シチュエーションルームの前で待ちます。
※先 着順です。行きたいルームには早めに
並びましょう。
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。
積極的に英語で会話しましょう。
４ レッスン以外でも、どんどんインストラク
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名（貸切見積要）
■レッスン 1回30分（※例外あり）
■各レッスン定員 12〜16名

無料ロッカー
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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：不定休（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。
体験プログラムの申込について
■事前申込：要
（来場日の1年前より予約可）
■申 込に関する特記事項：団体専用申込書にてお
申し込みください。※詳しくはお問合せください。
■
キャンセル時の取扱等：
詳しく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…》
OSAKA ENGLISH VILLAGE
オオサカイングリッシュビレッジ

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
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/

■体験プログラム内容

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
9:00～17:30
■観覧に要する平均時間
60～120分		
■入場料金
大人1,000円、小中500円
（講演料は１人につき500～1,000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、チームスタッフ・元選手など
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選手向け昼食
④プロサッカー練習見学
⑤サッカー練習体験
⑥Ｊ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500～1,000円		
③選手向け昼食 1人2,000円
④プロサッカー練習見学 1人2,000円(タオルマフラー付)

おおさかだいがくそうごうがくじゅつはくぶつかん

⑤サッカー練習体験 5万円～
⑥Ｊ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 60～120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。④プロサッカー練習見学、
⑤サッカー練習体験、⑥Ｊ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：施設運営課へご連
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 施設運営課

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

歴史・文化

こ く り つ み ん ぞ く は く ぶ つ か ん

国立民族学博物館
国立民族学博物館
■所在地：〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園前」
駅、
「公園東口」
駅分
■連絡先：TEL 06-6876-2151
■ＵＲＬ：http://www.minpaku.ac.jp/

■体験プログラム内容

みんぱくワークシート
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
90分
■入場料金
一般580円（490円）
大学生250円（200円）
高校生以下無料 （ ）は団体料金（20名以上）
■観光バス駐車場
専用駐車場なし（万博記念公園の駐車場は利用可）
■各種サービス
レストラン ミュージアムショップあり

テーマに沿って本館展示場を見学できるもの、
特別展や企画展にまつわるもの、自主学習が
できるものなどをご用意。希望のものを見つ
け、事前にダウンロードしてご活用ください。
年に２回（春、秋）に遠足・校外学習 事前見学
＆ガイダンスを行い、遠足や校外学習など、
博物館見学の準備や事前・事後の学習に役立
つツールをご紹介しています。
また、当館で活動する団体「みんぱくミュージ
アムパートナーズ（ MMP）
」による小学校向け体
験型見学プログラムもあります。
（事前申込の
上、来館して打ち合わせが必要になります）詳
細はホームページでご確認ください。

■受入可能時間
10：00〜17：00
■休日等
毎週水曜日

（※ただし、水曜日が祝日の場合
は翌日が休館日）
、年末年始
（12月28日～1月
4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：
■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：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
国立民族学博物館 案内所

TEL ：06-6878-8341
FAX ：06-6878-8441

■
受入可能人員
■プログラム料金
■所要時間
約９０分
■受入可能時期
通年

歴史・文化

ば ん ぱ く き ね ん こ う え ん

た い よ う

万博記念公園

と う

太陽の塔とEXPO'70

万博記念公園マネジメント・パートナーズ
■所在地：〒565-0826 吹田市千里万博公園1番1号
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅
■連絡先：TEL 06-6816-2270
■ＵＲＬ：https://www.expo70-park.jp/

■体験プログラム内容

太陽の塔と
EXPO'70レガシーツアー

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
約2時間30分
■入場料金
ホームページ参照
■観光バス駐車場
有
■各種サービス

EXPO’70の専門家、マニアによる万博公園レガ
シーツアー（園内ガイド）もしくはEXPO’70内の
講演会場での万博レガシー講演会
2018年から50年ぶりに内部公開をした太陽の塔
の内部見学と1970年に開催された日本の高度経
済成長期の象徴である70年大阪万博当時の鉄鋼
館を利用したEXPO'70パビリオンの見学後、当時
の万博レガシーについて万博専門家やマニアの
ガイドで公園内のレガシーをご案内いたします。
園内には、70年万博当時に膨大な費用を費やし
開園した日本庭園やBBQエリアや広大な芝生エリ
ア、体験施設も有り様々な目的に応じて一日お
楽しみ頂く事が出来ます。徒歩圏内のエリアに
はEXPOCITY多数等の商業施設が有ります。
■受入可能人員

最低実施人数：20名
最大受け入れ可能人数：160名

■プログラム料金
（20名以上）
大学生以上：960円、高校生：560円
小学生以上：240円
上記プラスガイド費用等 20,000円（税別50名まで）
※50名以上の場合は別途ご相談下さい。
※上記小中高校生の費用は学校団体に限る。学校
団体以外の場合は別途ご相談下さい。
■所要時間：約2時間30分
■受入可能時期：通年
■受入可能時間：9：30～15：00受付
■休日等：水曜日（4月～5月6日・10月11月を除く）
■その他・特記事項
お支払いは事前振り込みをお願い致します。
ガイド他費用については現地払いにてお願いします。

体験プログラムの申込について
■事前申込：6か月前以降可能
■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：1か月前より一定の
取り消し代金が必要。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
万博記念公園マネジメント・パートナーズ

TEL ：06-6816-2270
FAX ：06-6816-2280
担当：松尾・石村まで
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歴史・文化

ば ん ぱ く き ね ん こ う え ん

に ほ ん て い え ん

万博記念公園 日本庭園
万博記念公園日本庭園ボランティアの会
■所在地：〒565-0826 吹田市千里万博公園1番1号
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅より徒歩１０分
■連絡先：TEL 06-6816-2270
■ＵＲＬ：https://www.expo70-park.jp/

■体験プログラム内容

日本庭園鑑賞ツアー

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
約1時間30分
■入場料金
ホームページ参照
■観光バス駐車場
有
■各種サービス

スポーツ・文化

体験プログラムの申込について
■事前申込：6か月前以降可能
■
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
■

1970 年の日本万国博博覧会に合わせ、世界中から
訪れた方々に日本の造園技術の粋を披露する為に、
日本全国から素材集めて造られた、上代・中世・近
世・現代の 4 つの時代の庭園様式を一同に見ること 《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
が出来る「庭園博物館的な見どころ」を持ち合わせ
万博記念公園日本庭園ボランティアの会
ており、それぞれの時代の庭園様式を取り入れて作
TEL ：06-6816-2270
庭された庭を鑑賞しながら、主任設計者の田治六郎
FAX ：06-6816-2280
の思いやアイデアを随所に感じる事が出来る広大な
日本庭園をボランティアガイドが案内を致します。

■受入可能人員
■プログラム料金
万博記念公園入園料のみ
大学生以上：260円
小中学生：80円
■所要時間
約1時間30分
■受入可能時期
通年
■受入可能時間
9:30～15:00 受付
■休日等
水曜日（４月～５月６日・１０月１１月を除く）
■その他・特記事項 英語対応可能

ば ん ぱ く き ね ん こ う え ん

ばんぱく

万博記念公園 万博BEAST(ビースト)
株式会社SEアミューズメント
■所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園10-16
■最寄駅：大阪モノレール
「万博記念公園」
駅
■連絡先：TEL 050-5576-8086
■ＵＲＬ：https://www.se-amuse.jp/bampakubeast/

■体験プログラム内容

アスレチックタワー体験学習
「万博BEAST」
はドイツ発の独自技術、六角形の足場

を生かしたタワー型アスレチック施設です。クラ
イミングやスラックライン等の様々なアクティビ
ティがこの施設内で楽しめます。その数なんと120
種類。高い安全性能で小学生からシニアまで体験
ができます。4階層で同系統では世界最大。プレイ
ヤーはスタートからゴールまで常にワイヤーへつ
ながっているので安全です。

施設基本情報
■オープン時間：10:00～16:30
（受付）： 10:00～15:00
■ご利用に要する平均時間
１時間（安全器具・講習時間含む）
■入場料金
：大人3,300円
子供2,800円（小学生以下）
※別途自然文化公園入園料が必要です。
■観光バス駐車場
あり
■各種サービス
ヘアゴム・靴ベルト・メガネ用ストラップ貸出あ
り（数に限りあり）

遊び方も簡単でプレイヤーが自ら次のアスレチッ
クを選んで移動。従来のように1つのアスレチック
が混み合い、時間待ちになるようなことが少なく
お楽しみいただけます。
■受入可能人員
団体最低受入人数
15名
団体最大受入人数 1,200名
（時間差あり/最高40名ずつ10分おきにスタート）
■プログラム料金
（税別）
大人：3,300円 子供：2,800円（小学生以下）
※別途自然文化公園入園料が必要です。

■所要時間 1時間
■受入可能時間 10:00～15:00
■休日等 万博記念公園の休日に準ずる

■その他・特記事項
・身長125cm以上、体重120kg未満の方がご利用できます。
・身長140cm未満の方は140cm以上の付き添いの方が必要です。
（付き添いの方も料金が必要です。
）
・小学生以下のお子様は、18歳以上の付き添いが必要です。
・未成年の場合、保護者の同意書が必要です。
・飲酒されている方はご利用できません。
・スマートフォン・携帯電話の持ち込みは禁止です。
・サンダル、ハイヒールではご利用いただけません。
・更衣室はございません。
・ロッカーに大きな荷物は入りません。
・悪天候により途中でプレイを中止する場合でも返金は致
しかねます。
・スタート前の安全講習でご説明したルールを守れない方
はご利用いただけません。

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：実施日の1ヶ月前まで
■
申込に関する特記事項：同意書への記入が必
（未成年の場合、保護者の同意書が必要）
要（別紙）
■
キャンセル時の取扱等：下記コールセンターへ
ご連絡ください。
■
キャンセルポリシー：実施日の20日前を切った
場合、100％のキャンセル料を申し受けます。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
万博BEASTコールセンター

TEL ：050-5576-8086
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商店街体験

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。
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新大阪

2

商人体験

阪神本線

商店街マップ
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西
東

479
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北新地

❶

43
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京橋

東大

大阪城公園

淀屋橋

西九条

❸

❺

ユニバーサルシティ

難波
鶴橋

桜島

線
阪
大
鉄
近

JR
大
阪
環
状
線

❷
新今宮

天王寺

八

近
近畿
畿自
自動
動車
車道
道

南海本
線

大阪市

松虫

南海高
野線

近鉄南大阪線

❹

凡例

東大

布施
河内小阪

26

松原JCT

JR
松原市

私鉄
高速道路

藤井寺市

一般道

商店街名

阪
堺
線

番号
高石市

①

福島聖天通商店街振興組合

三国ヶ丘

中百舌鳥

体験メニュー

あきんど

堺市

②

新世界町会連合会

②地元ＰＲ活動

堺JCT

京橋中央商店街振興組合

商店街体験・地元特産物販売体験

④

駒川商店振興組合

体験店員

⑤

玉造日之出通南商店街協同組合

道

鉄

地元特産物商店街販売・三光神社体験

速

高

大阪狭山市

泉ヶ丘

③

喜志

120名まで

③クイズで楽しむまち歩き

J
R
阪
和
線

大阪狭山市
5名～70名程度
2名～40名
10名～50名

富田林市

北

泉

阪

和田

160名まで

310

泉大津市

和泉中央

羽曳野市

受入人数

美原町

“なにわ商人体験”と“手相教室”２大体験学習
①特産品の販売

309
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河内長野

・ ・ ・ ・ ・ 商店街体験の申込方法について ・ ・ ・ ・ ・
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

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160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

し ん せ か い ち ょ う か い れ ん ご う か い

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

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。

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
120名まで
■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

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

■受入可能時間
①応相談

商店街

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

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これ
からの人生のお役に立つ経験になるはずです。
■受入可能人員
5名～70名程度
（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：大阪観光局へご連
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

商店街

こ ま が わ し ょ う て ん が い し ん こ う く み あ い

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
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。

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

■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

たまつくりひのでどおりみなみしょうてんがいきょうどうくみあい

玉造日之出通南商店街協同組合
玉造日之出通南商店街協同組合
■所在地：大阪市天王寺区玉造元町１５－１８
■最寄駅：JR・Osaka Metro各線
「玉造」
駅
■ＵＲＬ：https://hinode-minami.jimdofree.com/

■体験プログラム内容

地元特産物商店街販売
三光神社体験
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

商店街のスペースを利用して各学校が地元の
物産物販売をして頂けます（イズミヤ玉造店の
協力販売スペースも利用可）
三光神社にて神社体験も一緒にして頂くこと
が可能です(要相談）
真田丸のお膝元の商店街なので三光神社の宮
司手作りの兜を着用しての販売可能
（要相談）
大阪市内の中心の街天王寺区玉造での販売を
通じて修学旅行の思い出としては価値が残る
と思います
（大阪城の隣駅になります）
■受入可能人員
10名～50名
（50人以上は要相談）
■プログラム料金
1,200円/人
■所要時間
２時間ぐらい
■受入可能時期：要相談
■受入可能時間
要相談
■休日等
基本的には各個店対応だが水曜日が多い
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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：実施日の2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：大阪観光局へご連
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

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

②商人体験する学校名
名称 ふりがな

担当者名

住所
〒
TEL

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

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。

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

その他

東大阪ものづくり
東大阪ものづくり

Made in Japan を支えるんは、町工場やねんで !

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!!
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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東大阪ものづくり

P6～P9

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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東大阪ものづくり

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。

訪問工場の例
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東大阪ものづくり

P6～P9

【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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大阪市大正区 ・ 港区のものづくり
～

五感で味わう工場見学

～

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。
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大阪市大正区 ・ 港区のものづくり
大正区・港区 MAP

Osaka Metro

Osaka Metro

Osaka Metro

Osaka Metro
大阪シティ

エリア

会社名

体験メニュー

受け入れ人数

大正区

中村工業株式会社

工場見学

１グループ：10 ～ 15 名
（3 グループまで受入れ可能）

大正区

株式会社 日本電機研究所

工場見学

10 ～ 20 名

大正区

鈴木合金株式会社

工場見学

5 ～ 20 名

大正区

株式会社木幡計器製作所

工場見学と圧力測定体験

30 名まで

大正区

山忠木材株式会社

工場見学と
木のパズルなどのお土産づくり

10 名

大正区

株式会社フィル /WALPA

壁紙屋本舗

壁紙ミュージアム見学＆
壁紙貼り体験

20 ～ 30 名

大正区

味の素冷凍食品株式会社

大阪工場

冷凍米飯の製造工程説明
米飯製造工程体験、試食

５名～ 20 名

大正区

有限会社

飛鳥鉄工所

工場見学と溶接体験

10 ～ 15 名

大正区

福井精機工業株式会社

工場見学と極薄盤の
厚み測定体験

15 名

大正区

大阪市港湾局鶴町機械工場

機械工場見学

40 名

大正区

紀洋木材株式会社

工場内の見学

10 ～ 15 名

有限会社南歯車製作所

工場内の見学

10 ～ 15 名

大正区

株式会社ダイカン

工場内の見学

10 ～ 20 名まで

港区

成光精密株式会社

工場内の見学

10 ～ 15 名

港区

鶴町工場

《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 事務局 ( 大正区役所政策推進課内 )

TEL：06-4394-9942

FAX：06-4394-9989
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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（大正区ものづくり）
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

■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。

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

かぶしきかいしゃ

■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

に

ほ ん で ん

き

け ん きゅう じ ょ

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

た い しょう く

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

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

工場の自動化（ Factory Automation）を支える
システム制御の説明と、製造工場の見学。
１９３２年創業の、老舗モノ作り企業から、世
界各国へお届けする製品づくりに興味をもっ
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。
■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
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■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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

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

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

た い しょう く

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

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（大正区ものづくり）
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

■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。

工場見学と
木のパズルなどのお土産づくり
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

・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。
■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
13：00～17：00


かぶしきかいしゃ

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

かべがみやほんぽ

たいしょう く

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

ものづくり

たいしょう く

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 政策推進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説明
米飯製造工程体験、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。
体験や試食を用意していますので、楽しんで
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：
9:00～15:00
（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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

た い しょう く

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

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（大正区ものづくり）
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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

た い しょう く

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。
(大正区役所政策推進課内)
■所要時間
TEL ：06-4394-9942
約1.5時間
FAX ：06-4394-9989
■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

き

よ う も く ざ い か ぶ し き が い し ゃ

たいしょう

く

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

■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。

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

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

みなと く

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

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(大正区ものづくり)
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

■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。

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

ものづくり

		

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。
■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

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

みなと く

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
(大正区役所政策推進課内)

TEL ：06-4394-9942
FAX ：06-4394-9989

舞洲エリア特集
～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～
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。

舞洲 MAP

大橋

常吉

ドッグウォーキング
Amazing Kart ISK
大阪舞洲店（サーキット場）
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

此花大橋

大阪広域環境施設組合
舞洲工場

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

1 時間〜 5 時間

Amazing Kart ISK
大阪舞洲店（サーキット場）

初めてのモータースポーツ体験プログラム

大阪広域環境施設組合
舞洲工場

ごみ焼却工場見学（インターネット予約必要）

90 分

舞洲陶芸館

①手びねり体験

60 分

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

③絵付け体験

60 分

スポーツ・文化

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
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

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～ 小中高1,000円～
■観光バス駐車場
あり
■各種サービス

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
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。

■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
②見学料 1人2,700円（タオルマフラー付き）＋食事代
③５万円～＋食事代
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。2020

−21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

■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：
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》

TEL ： 0120-937-625
（大阪エヴェッサクラブオフィス 担当 城・高橋）

mail ： info@evessa.com

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）

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

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

■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

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/人
③ 1,000円/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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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

スポーツ・文化

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）
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

■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。

 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
体験プログラムの申込について
行する自分を知ることが出来るスポーツです。挑戦は同
■事前申込：要
（電話予約）
時に、喜びと達成感を与えてくれます。
■申込受付期限：7日前
その為、走行後は一緒に味わった感動と達成感を共有す
ることが楽しく、自然とコミュニケーションが広がり、 ■申 込に関する特記事項：ご要望に応じて対
応しますのでご相談ください
学生の輪が広がる機会を設けることが出来ます。
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
ト走行を体験し、モータースポーツの楽しさを実感しな 《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
がら、コミュニケーションの輪を広げ、また「車は急には
TEL ： 06－6466－2022
止まれない」ということを実感することが出来、交通安全
FAX ： 06－6466－2024
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）
5,000円 大人数（15人以上）55,000円～
■
所要時間：約1時間～1時間30分
■
受入可能時期：通年
（GWを除く）

お お さ か こ う い き かんきょう し

施設案内

せ

つ く み あ い

ま い し ま こうじょう

大阪広域環境施設組合

舞洲工場

大阪広域環境施設組合 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。
				
■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
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■その他・特記事項
工場見学は10日前までにインターネットに
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 （インターネット予約）
■
申込受付期限：10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。
《体験プログラムについてのお問合せ・お申込は…》
大阪広域環境施設組合 舞洲工場

TEL ： 06-6463-4153
FAX ： 06-6463-7101

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

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
②10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）③2,000円
（税抜） ※20名様以上で団体割引10％OFF
■所要時間
60分

■受入可能時期
相談
■受入可能時間
10：30～11：30、14：00～15：00
※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：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

職場・自然

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
■所要時間
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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

