
 

 
 

          平成２３年５月２５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） 

 

「第３回なにわなんでも大阪検定」 ６月１日の受験申込締切を前に 

１３企業・団体が団体受験を表明 
～佐藤大商会頭も受験予定～ 

 
 
  

 
 
 
○大阪商工会議所が主催する「第３回なにわなんでも大阪検定」（以下「大阪検定」）は、６月１日に

受験申込を締め切るが、現在のところ、以下１３企業・団体から各々１０～３５０名規模での団体

受験希望が寄せられている。大阪府では今年度から職員の昇格（主事→副主査）の際の加点要素と

して大阪検定３級合格が位置づけられる予定。 
  アシスト、★大阪市、大阪市信用金庫、大阪信用金庫、大阪府、★北新地社交料飲協会、 

京阪電気鉄道、★摂津水都信用金庫、★大同生命保険株式会社、阪急阪神ホテルズ、★阪和興業、 
★ホテルニューオータニ大阪、ロイヤルホテル    ＜★は初の団体受験、計１３企業・団体＞ 

 
○大阪商工会議所では、昨年、第２回大阪検定を団体受験した天神橋筋商店連合会と共同で、検定合

格者がいる店舗の目印となるよう、「大阪案内人」と記載したステッカー（資料１）を作成。現在、

７店舗で掲示されており、商店主自らが大阪検定で得た大阪の知識を活用し、来街者に対応してい

る。こうした取り組みを広げるため、同ステッカーを希望する受験団体には、大阪商工会議所が無

料配布する。団体受験を通じて、域外からの来訪者に対し、まちや企業をあげて大阪を常時案内、

紹介していく環境を醸成していくことを目指す。 
 
○団体受験や一般受験の合格者には３級から１級合格者向けに４３施設・団体から様々な特典   

（資料２）を提供する。特に１級合格者には通天閣や大阪城天守閣といった複数の施設の無料招待

特典を提供する予定。 
 
○大阪検定当日（７月１０日）は、会場（大阪府立大学中百舌鳥キャンパス）にて、昨年同様大阪産

の飲食や物販を楽しめる「大阪まるかじりフェア」を開催する（詳細は調整中）。 
 
○なお、大阪商工会議所の佐藤茂雄会頭は、本年も１級を受験する。 
 
添付資料： 
資料１ 大阪案内人ステッカーデザイン 
資料２ 第３回「なにわなんでも大阪検定」合格者の特典一覧（５月２５日現在） 

記者配布資料 

【お問合先】 

○なにわなんでも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。 

 

 



資料１ 

大阪案内人ステッカー 

デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ○サイズは２種類（①12cm×12cm ②14.5cm×14.5cm） 

   ○なにわなんでも大阪検定受験団体のうち希望団体には無料で配布 
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資料２ 平成23年5月25日

対象施設

1
大阪フィルハーモ
ニー交響楽団

2
ユニバーサル・ス
タジオ・　ジャパン

対象施設 ３級合格者対象 ２級合格者対象 １級合格者対象
2010－2011シーズン ホームゲー
ム　2階自由席

2010－2011シーズン ホームゲー
ム　2階自由席

2010－2011シーズン ホームゲーム2
階自由席

大人　1800円→1620円 大人　1800円→1000円 無料招待券2枚
小・中・高生　500円→450円 小・中・高生　500円→400円 その他同伴者は

　大人　1800円→1000円
　小・中・高生　500円→400円
（合格証提示で何度でも割引）

2 日本テレマン協会 協会主催コンサート　１割引 協会主催コンサート　１割引 協会主催コンサート　２割引

<アクアライナー60分コース> <アクアライナー60分コース>
サンタマリア デイクルーズのペア招
待券１組

大人1,700円→1,530円 大人1,700円→1,530円
小人800円→720円 小人800円→720円
<サンタマリア デイクルーズ> <サンタマリア デイクルーズ>
大人1,600円→1,440円 大人1,600円→1,440円
小人700円→630円 小人700円→630円

一般700円→630円 一般700円→350円 無料招待券2枚

同伴者1名乗車可能 同伴者1名乗車可能

5 咲くやこの花館 大人500円→450円 大人500円→400円 大人500円→350円

大人600円→540円 大人600円→540円 大人600円→540円
（映像施設除く） （映像施設除く） （映像施設除く）
入館料100円割引 入館料100円割引 無料券1枚

（合格者を含め5名様まで招待）
大人200円→180円 大人200円→160円 大人200円→140円
※ただし観桜ナイター期間を除く ※ただし観桜ナイター期間を除く ※ただし観桜ナイター期間を除く

9
大阪市立

東洋陶磁美術館
入館料 団体入館料金 入館料無料 入館料無料（本人と同伴者１名）

(常設展のみ) (常設展のみ) （常設展のみ）
一般300円→150円 一般300円→150円 一般３００円→１５０円
高大200円→100円 高大200円→100円 高大生２００円→１００円

大人400円→320円 大人400円→320円 大人400円→320円

高大300円→240円 高大300円→240円 高大300円→240円
(プラネタリウム・全天周映像除く) (プラネタリウム・全天周映像除く) (プラネタリウム・全天周映像除く)
(常設展のみ) 無料券1枚 無料券1枚
大人600円→540円 （常設展のみ） （常設・特別展）
高大生400円→360円

13
天王寺動物園
天王寺公園

大人500円→450円 大人500円→400円 大人500円→350円

14 長居植物園 大人200円→180円 大人200円→180円 大人200円→180円

(常設展のみ） (常設展のみ） (常設展のみ）
大人300円→270円 大人300円→270円 大人300円→270円
高大200円→180円 高大200円→180円 高大200円→180円
大人1200円→960円 大人1200円→960円 無料招待券 ２枚

小中学生600円→480円 小中学生600円→480円

（常設展のみ） （常設展のみ） （常設展のみ）
大人　600円→540円 大人　600円→540円 大人　600円→540円
高大生300円→270円 高大生300円→270円 高大生300円→270円

第３回なにわなんでも大阪検定合格者特典一覧

○合格者の中から抽選で進呈するもの
１級合格者対象

抽選で５名に９月２０日(火)の定期演奏会ペア入場券進呈

抽選で２名にペア入場券進呈

○合格者全員に対する特典

1

日本プロバスケッ
トボールチーム大

阪エヴェッサ

3

大阪水上バス[ア
クアライナー・サン

タマリア]

4 天保山大観覧車

6
なにわの海の

時空間

7 大阪城天守閣

8
大阪城西の丸庭

園

10 大阪市立美術館

11 大阪市立科学館

12 大阪歴史博物館

15
大阪市立自然史

博物館

16 キッズプラザ

17
大阪くらしの

今昔館
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大人400円→320円 大人400円→320円 大人400円→320円

小人(4歳以上)100円→80円 小人(4歳以上)100円→80円 小人(4歳以上)100円→80円

大人2000円→1900円 大人2000円→1900円 大人2000円→1900円

小中学生900円→850円 小中学生900円→850円 小中学生900円→850円

大人　700円→630円 大人　700円→630円 10％ＯＦＦ＋無料招待券5枚
中学生500円→450円 中学生500円→450円
小学生300円→270円 小学生300円→270円
大人中学生以上200円→180円 大人中学生以上200円→180円 無料招待券3枚
小学生以下・70歳以上100円→90
円

小学生以下・70歳以上100円→90
円

大人高校600円→540円 大人高校600円→300円 無料招待券5枚

小中学生300円→270円 小中学生300円→150円

一般400円→320円 合格者専用展示室入館パス 合格者専用展示室入館パス
高大生250円→200円 　無料進呈 　無料進呈
小中生120円→100円
一般500円→400円 一般500円→400円 一般500円→400円

高校生300円→200円 高校生300円→200円 高校生300円→200円

25 大阪府民牧場 一般500円→400円 一般500円→400円 一般500円→400円

（常設展） （常設展） （常設展）
一般300円→240円 一般300円→240円 一般300円→240円
高大65歳以上200円→160円 高大65歳以上200円→160円 高大65歳以上200円→160円
（企画展） （企画展） （企画展）
一般400円→320円 一般400円→320円 一般400円→320円
高大65歳以上300円→240円 高大65歳以上300円→240円 高大65歳以上300円→240円
（特別展） （特別展） （特別展）
一般600円→480円 一般600円→480円 一般600円→480円
高大65歳以上400円→320円 高大65歳以上400円→320円 高大65歳以上400円→320円
（常設展） （常設展） （常設展）
一般300円→240円 一般300円→240円 一般300円→240円
高大65歳以上200円→160円 高大65歳以上200円→160円 高大65歳以上200円→160円
（企画展） （企画展） （企画展）
一般400円→320円 一般400円→320円 一般400円→320円
高大65歳以上300円→240円 高大65歳以上300円→240円 高大65歳以上300円→240円
（特別展） （特別展） （特別展）
一般600円→480円 一般600円→480円 一般600円→480円
 高大65歳以上400円→320円  高大65歳以上400円→320円  高大65歳以上400円→320円
（常設展） （常設展） （常設展）
一般250円→200円 一般250円→200円 一般250円→200円
高大150円→100円 高大150円→100円 高大150円→100円
（特別展） （特別展） （特別展）
一般500円→400円 一般500円→400円 一般500円→400円
高大300円→200円 高大300円→200円 高大300円→200円
一般250円→200円 ※受験者も同様 一般250円→200円 ※受験者も同様 一般250円→200円 ※受験者も同様

高校150円→100円 ※受験者も同様 高校150円→100円 ※受験者も同様 高校150円→100円 ※受験者も同様

宿泊施設使用料 宿泊施設使用料 宿泊施設使用料
4歳～中学 510円→無料 4歳～中学 510円→無料 4歳～中学 510円→無料
高校以上 1,020円→無料 高校以上 1,020円→無料 高校以上 1,020円→無料
（本人含め5名[家族・グループ
等]）※食事代・シーツ代等別途

（本人含め5名[家族・グループ
等]）※食事代・シーツ代等別途

（本人含め10名[家族・グループ等]）
※食事代・シーツ代等別途要

（平日） （平日） （平日）
１人１回500円→400円 １人１回500円→400円 １人１回500円→400円
（土日祝または休日） （土日祝または休日） （土日祝または休日）
１人１回600円→500円 １人１回600円→500円 １人１回600円→500円
大人1000円→700円 大人1000円→700円 大人1000円→700円
小人500円→350円 小人500円→350円 小人500円→350円
小型炉・中型炉使用料金 小型炉・中型炉使用料金 小型炉・中型炉使用料金
最初の１時間無料 最初の１時間無料 ２時間無料
※事前予約制 ※事前予約制 ※事前予約制

35 堺市茶室「伸庵」
立礼席呈茶料（抹茶一服干菓子
付)300円→240円

立礼席呈茶料（抹茶一服干菓子
付)300円→240円

立礼席呈茶料（抹茶一服干菓子
付)300円→240円

18  交通科学博物館

19 海遊館

20 空中庭園展望台

21

大阪城ふれあい
パークトラム

[ロードトレイン]

22 キャプテンライン

23

大阪府立
上方演芸資料館

（ワッハ上方）

24
大阪府立

花の文化圏

26
大阪府立

弥生文化博物館

27
大阪府立

近つ飛鳥博物館

28

リバティおおさか
（大阪人権博物

館）

29

ピースおおさか
（大阪国際平和セ

ンター）

30
大阪府立少年

自然の家

31
石川河川公園
パークゴルフ場

32
服部緑地

ウォーターランド

33
二色の浜公園

バーベキュー場

34 大阪府立大型
児童館ビッグバン

入場料2割引（本人） 入場料半額（本人） 入場料無料（本人）
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一般200円→160円 一般200円→160円 一般200円→160円

小中学生100円→80円 小中学生100円→80円 小中学生100円→80円

大人1,000円→800円 大人1,000円→800円 大人1,000円→800円

小人500円→400円 小人500円→400円 小人500円→400円

38
大阪企業家
ミュージアム

大人 300円→200円 年間パス無料進呈 年間パス無料進呈

39 OSAKA旅めがね ツアー通常料金より1000円引き ツアー通常料金より1000円引き ツアー通常料金より1000円引き

40 通天閣

大人600円→500円
学生500円→400円
中高400円→300円
小幼300円→200円
（本人と同伴者５名まで）

大人600円→500円
学生500円→400円
中高400円→300円
小幼300円→200円
（本人と同伴者５名まで）

無料招待(本人)

41
日本ホテル協会
大阪兵庫支部

対象

1
２級、３級

成績優秀者５名

2
１級合格者への
その他の特典

以上

36
堺市 大仙公園

日本庭園

新聞記事の作成や通常は入ることのできない施設のバックヤード見学など１級合格者のためのプレミアム
企画を随時ご案内
(第２回大阪検定実績：新聞記事執筆、大阪府ＨＰ記事執筆、造幣局での特別見学会、星空コンサート無
料招待)

37
堺のんびり
クルーズ

加盟約２０ホテルにおいて宿泊や直営飲食店の割引サービス(５～１０％程度)の特典を進呈予定。各ホテ
ルの特典詳細については合格発送時に明示する。

○その他の特典
特典内容

次年度の上位級の受験料無料
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