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大阪港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

粉もん（たこ焼き・お好み焼き）  
  

キャベツをたっぷり、そこへ豚肉や魚介などお好みの具を入れて焼く「お好み焼き」、そして、小麦粉をダシでのばした生

地を一口大に丸く焼き、タコを入れた「たこ焼き」は、言わずと知れた大阪「粉もん文化」の代表メニュー。（写真：たこ焼

き） 

  
 

 

所在地・開催地 大阪府内全域 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

 

鍋物  
  

ダシ文化の真髄である、うどんすき。てっちりで使うフグは大阪で全国の約半分を消費するほど。しゃぶしゃぶ、うどんす

き、かにすきは、それぞれ大阪が発祥地でもあります。（写真：てっちり） 

  
 

 

所在地・開催地 大阪府内全域 

アクセス  

季節 冬 

関連リンク  

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900   

ホームページ: https://osaka-info.jp/ (一般向け) https://octb.osaka-info.jp/ (事業者向け) 

 

心斎橋筋商店街・道頓堀周辺  
  

創業数百年の老舗から、最新の流行を取り入れたショップ迄が揃う人気のショッピングエリア「心斎橋筋商店街」。戎橋、

グリコやかにの看板などお馴染スポット道頓堀。「食いだおれのまち大阪」の象徴として外せないスポットです。（写真：道

頓堀） 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
個人: 電車で地下鉄御堂筋線 心斎橋駅 または なんば駅
（大阪港より約 7km） 

季節 通年 

関連リンク 

心斎橋筋商店街 
http://www.shinsaibashi.or.jp/ 
道頓堀商店会 
http://www.dotonbori.or.jp/ 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.shinsaibashi.or.jp/
http://www.dotonbori.or.jp/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
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大阪港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

あべの周辺  
  

高さ 300m 日本一の超高層複合ビル「あべのハルカス」。また、天王寺公園・美術館・てんしばも、あべのエリアの話題の

人気スポットです。（写真：あべのハルカス） 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
個人: 電車で JR または地下鉄 天王寺駅よりすぐ（大阪
港より約 10km） 

季節 通年 

関連リンク 

あべのハルカス 
http://www.abenoharukas-300.jp/ 
あべのキューズモール 
http://qs-mall.jp/abeno/ 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

 

大阪城  
  

豊臣秀吉が権力の象徴として築いた巨城は、大阪夏の陣で焼け落ち、徳川家光が再建した天守閣も落雷で再び消失しまし

た。現在の天守閣は 1931 年、多くの市民の寄付によって徳川時代の石垣の上に再建されたものです。内部は、重要文化財

など貴重な歴史資料を公開する博物館になっています。 

  
   

 

所在地・開催地 〒540-0002大阪市中央区大阪城 1-1  

アクセス 
個人:地下鉄中央線谷町 4 丁目駅下車より徒歩 20 分（大阪港よ
り約 11km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

50台 

関連リンク 
大阪城天守閣 
http://www.osakacastle.net/ 

お問合せ【大阪城】 

電話番号:06-6941-3044 

 

天保山ハーバービレッジ  
  

チャーミングな表情のワモンアザラシやジンベイザメが人気の、世界最大級の水族館「海遊館」。また、明石海峡大橋まで

見渡せる「天保山大観覧車」。そして、「天保山マーケットプレース」には個性派ショップが大集合です。（写真：海遊館） 

  
 

 

所在地・開催地 〒552-0022大阪市港区海岸通 1  

アクセス 大阪港よりすぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

98台 

関連リンク 
海遊館 
http://www.kaiyukan.com/index.html 

お問合せ【海遊館インフォメーション】 

電話番号:06-6576-5501 

http://www.abenoharukas-300.jp/
http://qs-mall.jp/abeno/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.osakacastle.net/
http://www.kaiyukan.com/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.6473126,135.5139100,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.6878499,135.5258842,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.6561741,135.4302046,17z
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大阪港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®  
  

異なる表情を持つさまざまなエリアは、感動がいっぱいの別世界。 

ハリウッドの超大作映画をテーマにした興奮のライドやショー、季節ごとのイベントなど、子どもから大人まで楽しめる、 

ワールドクラスのエンターテインメントを集めたテーマパーク。 

  
 

 

所在地・開催地 〒554-0031大阪市此花区桜島 2-1-33  

アクセス 
ツアー: バスで約 10分（大阪港より約 6km） 

個人: 電車で JRユニバーサルシティ下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

100台 

関連リンク 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 
http://www.usj.co.jp/ 

お問合せ【インフォメーションセンター】 

電話番号:0570-20-0606（※PHSや一部の IP電話からは利用できません。ご了承ください。） 

© & ® Universal Studios.  All rights reserved.  CR14-0761/SA14-178 

 

山本能楽堂  
  

国登録文化財内の浅敷席で、能舞台を眺めながらの昼食をおとりいただけます。食後は、能楽堂内の見学、能や落語など伝

統芸能の鑑賞・体験、活け花やお抹茶、書道などの日本文化体験をお楽しみいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町１丁目３−６  

アクセス 個人：地下鉄谷町 4 丁目駅より徒歩 2 分（大阪港より約 10km） 

季節 通年 

関連リンク 
山本能楽堂 
http://noh-theater.com/ 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

お祭り  
  

大阪そして、近隣の京都・奈良では多くの伝統的な祭りが今も残っています。大阪天満宮の「天神祭」は日本三大祭の一つ

であり、クライマックスの 100 艘以上の船が大川を行き交う船渡御が見もの。そのほか、京都では同じく日本三大祭の一つ

である「祇園祭」や、大阪府南部では「岸和田だんじり祭り」が有名。（写真：天神祭） 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 大阪天満宮：地下鉄南森町駅より徒歩 5分（大阪港より約10km） 

季節 

天神祭：7月 24日～7月 25日 

だんじり祭り：9月～10月(各地で異なる) 

 

関連リンク 

天神祭総合情報サイト 
http://www.tenjinmatsuri.com/ 
 
 
 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

 

http://www.usj.co.jp/
http://noh-theater.com/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.tenjinmatsuri.com/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.6666754,135.4322428,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.683935,135.514997,20z


 

- 4 - 

大阪港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

桜  
  

大阪の春の風物詩、造幣局の桜の通り抜けやお馴染の大阪城以外にも大阪府内の各地に桜の見どころがたくさんあります。

（写真：大阪城） 

  
  

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 3月下旬～4月上旬 

関連リンク 
大阪府の桜お花見スポット：桜前線とれたて便（るるぶ） 
http://www.rurubu.com/season/spring/sakura/list.aspx?Ken
CD=27 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

 

花火  
  

大阪の夏の風物詩・なにわ淀川花火大会や、日本三大祭に数えられる「天神祭」のクライマックス“船渡御”を彩る奉納花

火は、圧倒的なスケールで観客を楽しませます。（写真：天神祭 船渡御） 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 
なにわ淀川花火大会：8月上旬 

天神祭船渡御：7月 25日 

関連リンク 
大阪府の花火（ウォーカープラス） 
http://hanabi.walkerplus.com/list/ar0727/ 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け)  

 

大阪・光の饗宴  
  

「OSAKA 光のルネサンス」や「御堂筋イルミネーション」など、大阪府内各地で展開する光プログラムと連携し「大阪・

光の饗宴」として開催。おもてなしの心を込めて創り上げる冬の大阪ならではの光の文化が街中に広がります。（写真：御

堂筋） 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 11月上旬～12月下旬 

関連リンク 
大阪・光の饗宴 
http://www.hikari-kyoen.com/ 

お問合せ【大阪観光局】 

電話番号:06-6282-5900 

ホームページ: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

http://www.rurubu.com/season/spring/sakura/list.aspx?KenCD=27
http://www.rurubu.com/season/spring/sakura/list.aspx?KenCD=27
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://hanabi.walkerplus.com/list/ar0727/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.hikari-kyoen.com/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.7093735,135.4780768,16z
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大阪港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」と日本遺産「竹内街道・横大路」  
  

2019 年に世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」から、2017 年に日本遺産に認定された日本最古の国道「竹内街道・

横大路」の歴史・文化を巡るコース。難波～飛鳥に至る最古の官道で、多くの古民家が現存している今井町などを含む、 

1400 年続く街並みを楽しめます。（写真：左上）百舌鳥・古市古墳群、右上）橿原市今井町、下）竹内街道） 

  
          所在地・開催地  

アクセス 

仁徳天皇陵古墳：JR 百舌鳥駅 

百舌鳥・古市古墳群古市エリア：近鉄古市駅 

橿原市今井町：近鉄八木西口駅 

季節 通年 

関連リンク 

もっと！もずふる TOP 

http://www.mozu-furuichi.jp/jp/column/index.html 

竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会ホームページ 

http://www.saikonokandou.com/ 

橿原市観光協会 

http://www.kashihara-kanko.or.jp/ 

 
お問合せ【大阪観光局】電話番号:06-6282-5900  

    HP: https://osaka-info.jp/(一般向け)  https://octb.osaka-info.jp/(事業者向け) 

【橿原市観光協会】電話番号: 0744-20-1123  HP: http://www.kashihara-kanko.or.jp/ 
  

 

http://www.mozu-furuichi.jp/jp/column/index.html
http://www.saikonokandou.com/
http://www.kashihara-kanko.or.jp/
https://osaka-info.jp/
https://octb.osaka-info.jp/
http://www.kashihara-kanko.or.jp/

