
 

 

          平成２１年４月２８日 

大阪経済記者クラブ会員各位                        

（同時資料提供：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ、堺市政記者クラブ、関西レジャー記者クラブ）  

 
「なにわなんでも大阪検定」合格者特典について 

 

 

 
 
 
  

～新たに抽選でクルージング無料招待を追加～ 

○ 大阪商工会議所が、平成２１年６月２１日（日）に実施する「なにわなんでも大阪検定」 

の合格者向け特典の内容が確定し、新たに合格者の中から抽選でクルーズの無料招待券が

進呈されることになった。今後、特典に追加があれば、ホームページ等で案内する。 
 

【主な特典の概要】 

  ＜合格者の中から抽選で進呈するもの＞ ※詳細は資料１ご参照 

    大阪水上バス株式会社、一本松海運株式会社、ＮＰＯ法人観濠クルーズSakaiの協賛によ

り、アクアライナー、なにわ探検クルーズ、堺のんびりクルーズ等の無料招待券を抽選で

５～１０組に進呈。 

＜合格者全員に対する特典＞ ※詳細は資料２ご参照 

大阪府、大阪市、堺市、大阪観光コンベンション協会、観光関連企業等の協力により、博物

館、美術館などの公的施設や観光事業、計２４カ所で料金割引等を提供。 

  ＜その他＞ 

・各級の成績優秀者５名は、次年度の上位級の受験料が無料。 

・大阪商工会議所、大阪市、大阪観光コンベンション協会等が実施する大阪ナイトカルチャ

ー事業、大阪あそ歩まちあるきイベントで、合格者向け優待プログラムを案内。 
 

【特典の提供方法等】 

平成２１年８月５日（水）（予定）に試験結果、合格証（合格者のみ）を発送するのに併せて、

各特典の利用方法の詳細を案内する。 

・抽選による特典および成績優秀者に対する次回の受験料無料については、それぞれ該当者

にのみ案内する。 

・合格者全員に対する特典については、合格証発送の際にクーポン券を同封する。割引等の

適用を受ける場合は、クーポン券（基本的に１施設１枚）を利用する。 

 
以 上 

 

添付資料： 資料１「なにわなんでも大阪検定」新たに追加する抽選による合格者特典について 

資料２「なにわなんでも大阪検定」合格者の特典一覧 

資料３「なにわなんでも大阪検定」各級ごとの例題 

【お問合先】 ○大阪商工会議所 地域振興部（中野、堤） 
☎ ０６-６９４４-６３２３  
携帯０９０－９１１１-４３７９（中野） 

○大阪検定事務センター 
☎ ０６－６４５２－７７２８ 

※紙面等にてご紹介いただく場合は大阪検定事務センターの電話番号のご掲載

をお願いいたします。 

 

記者資料配布 



資料１ 

平成２１年４月２８日 

 

「なにわなんでも大阪検定」 

新たに追加する抽選による合格者特典について 
 

 

○水上バス アクアライナー 無料招待 

  対 象：２級合格者のうち抽選で１０組２０名を無料招待 

  抽選結果：８月５日（水）に送付予定の試験結果とともに当選者に対し発送 

  提 供 元：大阪水上バス株式会社（http://suijo-bus.jp/） 

  水上バスアクアライナーについて： 

   ・四季折々の風情のある大阪・大川を周遊 

   ・通常料金は大人１，７００円 

   ・所要時間６０分、定員１０８名 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪港帆船型観光船 サンタマリア デイクルーズ 無料招待 

  対 象：

大阪城港、八軒家浜船着場、淀屋橋港、ＯＡＰ港のいずれの港から乗船し大川を

周遊するコース 

２級合格者のうち抽選で１０組２０名を無料招待 

  抽選結果：８月５日（水）に送付予定の試験結果とともに当選者に対し発送 

  提 供 元：大阪水上バス株式会社（http://suijo-bus.jp/） 

  大阪港帆船型観光船 サンタマリア デイクルーズについて： 

   ・新大陸に到達した、コロンブスの旗艦「サンタマリア号」をモチーフに約２倍の規

模で建造、大阪ベイエリアを周遊する観光クルーズ船 

   ・通常料金は大人１，６００円 

   ・所要時間４５分 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海遊館西はとばから大阪港を遊覧する約１２㎞のコース 
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○落語家と行くなにわ探検クルーズ 無料招待 

  対 象：２級合格者のうち抽選で５組１０名を無料招待 

  抽選結果：８月５日（水）に送付予定の試験結果とともに当選者に対し発送 

  提 供 元：一本松海運株式会社（http://www.ipponmatsu.co.jp/） 

  なにわ探検クルーズについて：  

   ・落語家の案内で大阪の街を川から案内するツアー 

   ・通常料金は大人２，５００円 

   ・コースは次の２コースのうちいずれか 

     ❒川のゆめ咲線コース 所要時間９０分、定員４０名 

ユニバーサルシティポート発→太左衛門橋着→湊町船着場着 

  安治川水門、京セラドーム大阪、中之島、大阪市中央公会堂、東横堀川水門、

道頓堀などを落語家の案内で巡るクルージング 

          ❒川の環状線コース  所要時間９０分、定員４０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○とんぼりリバークルーズ 無料招待 

  対 象：

湊町船着場発→湊町船着場着 

道頓堀川水門、京セラドーム大阪、中之島、大阪市中央公会堂、東横堀川   

水門、道頓堀などを落語家の案内で巡るクルージング 

２級合格者のうち抽選で５組１０名を無料招待 

３級合格者のうち抽選で１０組２０名を無料招待 

  抽選結果：８月５日（水）に送付予定の試験結果とともに当選者に対し発送 

  提 供 元：一本松海運株式会社（http://www.ipponmatsu.co.jp/） 

  とんぼりリバークルーズについて：  

   ・大阪ガイド・クルーの案内で普段味わうことのできないミナミ・道頓堀の「川から

の眺望」を楽しむクルージング 

   ・通常料金は大人７００円 

   ・所要時間２０分、定員は通常便で４０名  

太左衛門橋船着場→日本橋→湊町リバープレイス前 

 

 

 

 

 

 

 

 

→太左衛門橋船着場着 
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○環濠都市 堺のんびりクルーズ 無料招待 

  対 象：２級合格者のうち抽選で５組１０名を無料招待 

       ３級合格者のうち抽選で５組１０名を無料招待 

  抽選結果：８月５日（水）に送付予定の試験結果とともに当選者に対し発送 

  提 供 元：NPO 法人観濠クルーズ Sakai（http://www.kc-sakai.com） 

  堺のんびりクルーズについて： 

   ・観光船で中世堺が自由都市だった頃にできた環濠を、のんびりめぐるツアーです。

クルーズ中はガイドが堺の歴史や見どころをご案内いたします。   

    ・通常料金は大人１，０００円 

   ・所要時間約５０分、定員１８名 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上 

南海本線堺駅前から乗船し、旧市街の環濠（内川・土居川）と旧堺燈台や龍女神

像のある堺旧港を周遊するコース 



資料２ 

平成２１年４月２８日 

 

対象 

「なにわなんでも大阪検定」合格者の特典一覧 
 

 

○合格者の中から抽選で進呈するもの 

 

２級合格者対象 ３級合格者対象 

水上バスアクアライナー 

（通常大人 1,700 円） 

抽選で１０組２０名無料招待 ― 

大阪港帆船型観光船サンタマリア 

デイクルーズ（通常大人 1,600 円） 

抽選で１０組２０名無料招待 ― 

落語家と行くなにわ探検クルーズ 

（通常大人 2,500 円） 

抽選で５組１０名無料招待 ― 

とんぼりリバークルーズ 

（通常大人 700 円） 

抽選で５組１０名無料招待 抽選で１０組２０名無料招待 

堺のんびりクルーズ 

（通常大人 1,000 円） 

抽選で５組１０名無料招待 抽選で５組１０名無料招待 

ＪＲ西日本 オレンジカ－ド 1000 円分 抽選で１０名 ― 

 

 

○合格者全員に対する特典 

対象 ２級合格者対象 ３級合格者対象 

海遊館 入館料 入館料5%割引 

空中庭園展望台 

5%割引 

入場料金 入場料金10%割引 

ＷＴＣコスモタワー展望台 

10%割引 

入場料割引（本人と同伴者 5 名まで） 

大人 800 円→500 円 

中学生400 円→250 円 

小学生

入場料割引（本人と同伴者 5 名まで） 

大人 

200 円→100 円 

800 円→700 円 

中学生400 円→350 円 

小学生

大阪城天守閣 

200 円→150 円 

入館料 入館料100 円割引 

大阪城ふれあいパークトラム 

[ロードトレイン] 

100 円割引 

乗車料金 乗車料金10%割引券２枚 

大阪城水上バス 

[アクアライナー/サンタマリア] 

10%割引券１枚 

アクアライナー６０分コース/サンタマリア 

デイクルーズを

アクアライナー６０分コース/サンタマリア 

デイクルーズを10％割引 

キャプテンライン 

10％割引 

乗船料 乗船料50％割引 

天王寺動物園・天王寺公園 

10％割引 

入園料 入園料20％割引 

大阪市立美術館 

10％割引 

通常一般 300 円を150 円に割引 

高大生 200 円を

一般 300 円を

100 円に割引 

(常設展のみ) 

150 円に割引 

高大生 200 円を

大阪歴史博物館 

100 円に割引 

(常設展のみ) 

入館料 通常大人 600 円を1 回無料 

 (常設展のみ) 

540 円に割引 

通常高大生 400 円を

大阪市立東洋陶磁美術館 

360 円に割引 

(常設展のみ) 

入館料 入館料 1 回無料 

大阪市立科学館 

団体入館料金 

展示場 展示場20％割引 

(プラネタリウム・オムニマックス除く) 

20％割引 

(プラネタリウム・オムニマックス除く) 
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大阪市立自然史博物館 入館料 入館料10％割引 

(常設展のみ) 

長居植物園 

10％割引 

(常設展のみ) 

入園料 入園料10％割引 

大阪城西の丸庭園 

10％割引 

入園料 入園料20％割引 

(観桜ナイター期間を除く) 

咲くやこの花館 

10％割引 

(観桜ナイター期間を除く) 

入館料 20％割引 

大阪くらしの今昔館 

入館料 10％割引 

通常一般 600 円を 通常一般 600 円を540 円に割引 

（常設展のみ） 

なにわの海の時空館 

540 円に割引 

（常設展のみ） 

入館料 10％割引 

(映像施設は除く) 

キッズプラザ 

入館料 10％割引 

(映像施設は除く) 

入館料 20％割引 

上方演芸資料館（ワッハ上方） 

入館料 20％割引 

通常一般 400 円を320 円に割引 

通常高大生 250 円を200 円に割引 

通常小中生 120 円を

通常一般 400 円を

100 円に割引 

320 円に割引 

通常高大生 250 円を200 円に割引 

通常小中生 120 円を

大型児童館ビッグバン 

100 円に割引 

通常一般 1,000 円を800 円に割引 

通常中学生 800 円を640 円に割引 

通常小学生 600 円を480 円に割引 

通常 3歳以上 400 円を

通常一般 1,000 円を

320 円に割引 

800 円に割引 

通常中学生 800 円を640 円に割引 

通常小学生 600 円を480 円に割引 

通常 3歳以上 400 円を

花の文化圏 

320 円に割引 

通常一般 500 円を400 円に割引 

通常高校生 300 円を

通常一般 500 円を

200 円に割引 

400 円に割引 

通常高校生 300 円を

大阪府民牧場 

200 円に割引 

通常一般 500 円を 通常一般 500 円を400 円に割引 

紀泉わいわい村 

400 円に割引 

日帰利用料通常 530 円を 日帰利用料通常 530 円を無料 

弥生文化博物館 

無料 

常設展通常一般 300 円を240 円に割引 

常設展通常高大 65 歳以上 200 円を 

160 円に割引 

特別展通常一般 600 円を480 円に割引 

特別展通常高大 65 歳以上 400 円

を  

常設展通常一般 300 円を

320 円に割引 

240 円に割引 

常設展通常高大 65 歳以上 200 円を 

160 円に割引 

特別展通常一般 600 円を480 円に割引 

特別展通常高大 65 歳以上 400 円

を  

近つ飛鳥博物館 

320 円に割引 

常設展通常一般 300 円を240 円に割引 

常設展通常高大 65 歳以上 200 円を 

160 円に割引 

特別展通常一般 600 円を480 円に割引 

特別展通常高大 65 歳以上 400 円

を  

常設展通常一般 300 円を

320 円に割引 

240 円に割引 

常設展通常高大 65 歳以上 200 円を 

160 円に割引 

特別展通常一般 600 円を480 円に割引 

特別展通常高大 65 歳以上 400 円

を  

大阪人権博物館 

320 円に割引 

常設展通常大人 250 円を200 円に割引 

常設展通常高大生 150 円を100 円に割引 

特別展通常大人 500 円を400 円に割引 

特別展通常高大生 300 円を

常設展通常大人 250 円を

200 円に割引 

200 円に割引 

常設展通常高大生 150 円を100 円に割引 

特別展通常大人 500 円を400 円に割引 

特別展通常高大生 300 円を

大阪国際平和センター 

200 円に割引 

 

通常一般 250 円を200 円に割引 

通常高校生 150 円を

通常一般 250 円を

100 円に割引 

200 円に割引 

通常高校生 150 円を

大阪府立少年自然の家 

100 円に割引 

宿泊施設使用料 4 歳～中学通常 510 円を無料  

宿泊施設使用料高校以上通常 1,020 円を無料  

宿泊施設使用料 4 歳～中学通常 510 円を

（本人含め 5名[家族・グループ等]） 

※食事代・シーツ代等別途要 

※9/1～翌 3/15 まで 

無料  

宿泊施設使用料高校以上通常 1,020 円を無料  

（本人含め 2 名[夫婦の場合、同行の中

学生以下の子どもも無料]） 

※食事代・シーツ代等別途要 
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 ※9/1～翌 3/15 まで 

 

石川河川公園パークゴルフ場 

 

（平日） 

利用料１人１回 500 円を400 円に割引 

（土日祝または休日） 

利用料１人１回 600 円を

（平日） 

利用料１人１回 500 円を

500 円に割引 

400 円に割引 

（土日祝または休日） 

利用料１人１回 600 円を

堺市茶室「伸庵」 

500 円に割引 

立礼席呈茶料（抹茶一服干菓子付) 

通常 300 円を

立礼呈茶料（抹茶一服干菓子付) 

通常 300 円を240 円に割引 

堺市 大仙公園 日本庭園 

240 円に割引 

通常一般 200 円を160 円に割引 

通常小・中学生 100 円を

通常一般 200 円を

80 円に割引 

160 円に割引 

通常小・中学生 100 円を

堺観光レンタサイクル 

80 円に割引 

堺観光レンタサイクル 

利用料金通常 300 円を

堺観光レンタサイクル 

利用料金通常 300 円を240 円に割引 

（他所返却手数料 200 円は対象外です。） 

堺のんびりクルーズ 

240 円に割引 

（他所返却手数料 200 円は対象外です。） 

環濠都市堺のんびりクルーズ乗船料 

通常大人 1,000 円を800 円に割引 

通常小人 500 円を

環濠都市堺のんびりクルーズ乗船料 

通常大人 1,000 円を

400 円に割引 

800 円に割引 

通常小人 500 円を

大阪企業家ミュージアム 

400 円に割引 

年間無料パス進呈 ― 

ＯＳＡＫＡ旅∞（おおさかたびめがね）

まちあるき 

1,000 円キャッシュバック 1,000 円キャッシュバック 

 

 

 

 

○成績優秀者への特典 

 

対象 特典 

各級成績優秀者上位 5名 次年度の上位級の受験料無料 

 

 

 

○合格者向け特別優待プログラム 

 

対象 特典 

大阪ナイトカルチャーイベント 特別優待 

大阪あそ歩まちあるきイベント 特別優待 

 

以 上   

 



資料３                  

１ 

平成２１年４月 28 日 

 

「なにわなんでも大阪検定」２級・３級 

 

第１回公開試験の問題例 

【３級】 

４月９日に記者発表分に追加・一部修正 

  ・通常問題 90 問、ボーナス問題 10 問の計 100 問で構成 

・通常問題の 80％程度はテキストから出題 

・通常問題の 60％以上正解で合格 ⇒全 100 問中 54 問正解で合格 

 

＜問題例＞ 

※各選択肢のうち下線

社会 

が正解 

●2009 年 1 月に打ち上げられた東大阪で生まれた人工衛星の愛称はどれか。 

（イ）おおきに１号 

（ア）まいど１号 

（ウ）好きやねん１号 

（エ）いくで１号 

 

社会 

●大阪市天王寺区にある四天王寺を建立したと伝えられている人物は誰か。 

（イ）蓮如 

（ア）聖徳太子 

（ウ）豊臣秀吉 

（エ）淀屋辰五郎 

 

社会 

●現在の大阪商工会議所や大阪証券取引所を設立した写真の人物は誰か。 

（ア）大久保利通 

（イ）西郷隆盛 

（エ）坂本龍馬 

（ウ）五代友厚 

 

体育 

●サッカーＪリーグ「ガンバ大阪」のホームスタジアムはどこか。 

（ア）吹田市立総合運動場 

（イ）うつぼ公園サッカー場 

（ウ）長居陸上競技場 

（エ）万博記念競技場 
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芸術・娯楽 

●2006 年 9 月に大阪市北区の大阪天満宮に接して誕生した落語専門の寄席小屋と

は何か。 

（ア）天神天満繁昌亭 

（ウ）天神落語繁昌亭 

（イ）天満天神繁昌亭 

（エ）天満落語繁昌亭 

 

生活 

●次のうち、大阪発祥ではない

（ア）しゃぶしゃぶ 

とされる料理はどれか。 

（ウ）うどんすき 

（イ）しっぽく料理 

（エ）オムライス 

 

その他 

●大阪市天王寺区にある「四天王寺」で毎年１月に開催される伝統行事はどれか。 

（イ）がやがや 

（ア）どやどや 

（ウ）わいわい 

（エ）どんどん 

 

その他 

●大阪市浪速区にある「通天閣」の頂上で光っているネオンは何を表わしているか。 

（ア）通天閣の一日の来場者数 

（イ）星座占い 

（エ）血液型占い 

（ウ）天気予報 
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【２級】 

  ・通常問題 90 問、ボーナス問題 10 問（ご当地問題）の計 100 問で構成 

・通常問題の 60％程度はテキストから出題 

・通常問題の 70％以上正解で合格 ⇒全 100 問中 63 問正解で合格 

 

＜問題例＞ 

※各選択肢のうち下線

国語 

が正解 

●河内弁や泉州弁などで「ぼっかぶり」と呼ばれるのはどの生き物か。 

 （ア）ブタ 

 

 （ウ）コオロギ 

（イ）ゴキブリ 

（エ）イノシシ 

 

社会 

●江戸時代、八百八橋と讃えられた大阪の代表的風景とされ、浮世絵にも好んで描

かれた「なにわ三大橋」。次のうちこの「なにわ三大橋」に含まれない橋

（ア）天満橋 

はどれか。 

（イ）天神橋 

（ウ）難波橋 

 

（エ）淀屋橋 

●日本最大の前方後円墳「大仙古墳（仁徳陵古墳）」の墳丘は全長何メートルか。 

（ア）286 メートル 

（ウ）886 メートル 

（イ）486 メートル 

（エ）1086 メートル 

 

芸術・娯楽 

●明治末から昭和初期にかけて活躍し、「頬かむりの中に日本一の顔」とうたわれた上

方歌舞伎のスターは誰か。 

（イ）十一代目片岡仁左衛門 

（ア）初代中村鴈治郎 

（ウ）初代坂田藤十郎 

（エ）初代市川団十郎 
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その他 

●江戸時代の後期、「京の着だおれ、大阪のくいだおれ」と並んで堺は何と呼ばれて

いたか。 

（ア）飲みだおれ 

（イ）菓子だおれ 

（ウ）履きだおれ 

 

（エ）建てだおれ 

●大阪市北区にある大阪市中央公会堂は、誰の寄付金によって建設されたでしょう

か。 

（イ）福澤諭吉 

（ア）岩本栄之助 

（ウ）川端康成 

（エ）松下幸之助 

 

ご当地問題 

●次のＪＲ西日本の営業路線にある駅名の読み方の組み合わせとして正しいものはど

れか。 

「我孫子町－美章園」 

（ア）あびこまち －びしょうえん 

（イ）あびこちょう－みしょうえん 

（ウ）あびこまち －みしょうえん 

（エ）あびこちょう－びしょうえん 
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