
 

 
 

          平成２４年５月１８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４回「なにわなんでも大阪検定」 ５月２２日の受験申込締切を前に 

２０以上の企業・団体が団体受験を表明 

 
～合格者特典もますます拡大～ 

 
 
  

 
 
 
 
○大阪商工会議所が主催し、７月１日に実施する第４回「なにわなんでも大阪検定」（以下「大阪検定」）

は、５月２２日（火）まで受験申込を受け付けているが、現在のところ、少なくとも２０以上の企

業・団体から各々１０～３００名規模での団体受験希望が寄せられている
 

。 
 
  ＜団体受験予定企業・団体＞  ※名称公表可の受験団体のみ 

アシスト、ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪、大阪市、大阪市信用金庫、大阪信用金庫、 
大阪府、関西アーバン銀行、関西ハイタク事業協同組合、京阪電気鉄道、サクラクレパス、 
ジェイティービー、摂津水都信用金庫、大同生命保険、日本政策金融公庫堺支店、 
阪急阪神ホテルズ、ホテルニューオータニ大阪、丸紅、三菱ＵＦＪリース、 
リーガロイヤルホテル（大阪）、りそな銀行  

  
○また、３級から１級合格者を対象に提供される様々な特典もほぼ固まった。特典を提供する施設・

団体には、「川の駅」を設置する飲食店や公園施設など、新たに１１カ所が加わり、計７０施設・

団体から様々な特典が提供される（資料１参照）

 

。このうち、１級合格者（過年度合格者を含む）

については、本人の希望と選考を経て、大阪府立大学２１世紀科学研究機構観光産業戦略研究所の

客員研究員に推薦される。大阪の都市魅力向上に資する研究とその成果発表の場を設けること等に

より、１級合格者の活躍の場を提供する。 

                                          以 上 
 
添付資料： 
資料１ 第４回「なにわなんでも大阪検定」合格者特典一覧（５月１８日現在） 
資料２ 第４回「なにわなんでも大阪検定」受験要項（http://www.osaka-kentei.jp/） 

記者配布資料 

【お問合先】○大阪商工会議所 地域振興部（中野、山元、笹本） 
☎ ０６-６９４４-６３２３  

○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。 

 

 

http://www.osaka-kentei.jp/�


2012年5月18日現在

●合格者のうちから抽選で進呈する特典

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

ユニバーサル・
スタジオジャパン

抽選で２名にペア入場券進呈 抽選で１名に４名分入場券進呈

大阪フィルハーモ
ニー交響楽団

抽選で５名にペア入場券進呈

一本松海運
抽選で５名に「とんぼりリバー
JAZZボート」ペア乗船券進呈

抽選で５名に「落語家と行く なにわ
探検クルーズ」ペア乗船券進呈

●合格者に配布するクーポンによる特典

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

2012－2013シーズン ホームゲー
ム　2階自由席

2012－2013シーズン ホームゲー
ム　2階自由席

2012－2013シーズン ホームゲーム
2階自由席

大人　1,800円→1,620円 大人　1,800円→1,000円 無料招待券2枚
小・中・高生　800円→720円 小・中・高生　800円→400円 その他同伴者は

　大人　1,800円→1,000円

　小・中・高生　800円→400円

日本テレマン協会

協会主催マンスリーコンサート
（2012年9月1日～2013年8月31
日開催分）の入場料金を合格者
本人1名に限り3000円→1000円

（複数開催日の利用可）

協会主催マンスリーコンサート
（2012年9月1日～2013年8月31
日開催分）の入場料金を合格者
本人1名に限り3000円→500円

（複数開催日の利用可）

協会主催マンスリーコンサート
（2012年9月1日～2013年8月31日開
催分）の入場料金を合格者本人1名
に限り無料（複数開催日の利用可）

<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＞

大人1,700円→1,530円 大人1,700円→1,530円 ペア招待券１組
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

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

なにわの海の
時空館

大人600円→540円 大人600円→540円 大人600円→540円

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）
大阪城

西の丸庭園
大人200円→180円 大人200円→160円 大人200円→140円

（特別展・企画展・常設展とも） （特別展・企画展・常設展とも） （特別展・企画展・常設展とも）

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）

(平常展のみ) (平常展のみ) （平常展のみ）
一般300円→150円 一般300円→150円 一般300円→150円

高大生200円→100円 高大生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
高大生300円→240円 高大生300円→240円 高大生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) （常設展のみ） （常設・特別展）
大人600円→540円 無料券1枚 無料券1枚

高大生400円→360円

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

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

高大生200円→180円 高大生200円→180円 高大生200円→180円

大人1,200円→960円 大人1,200円→960円 入館料無料（本人と同伴者１名）

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→500円 大人　600円→500円 大人　600円→500円

高大生300円→200円 高大生300円→200円 高大生300円→200円

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

天保山大観覧車

第４回なにわなんでも大阪検定合格者特典一覧

日本プロバスケッ
トボールチーム大

阪エヴェッサ

大阪水上バス
[アクアライナー・

サンタマリア]

大阪城天守閣

大阪市立東洋
陶磁美術館

大阪市立美術館

大阪市立科学館

大阪歴史博物館

大阪市立自然史
博物館

キッズプラザ大阪

大阪くらしの
今昔館

交通科学博物館

資料１ 



大人2,000円→1,900円 大人2,000円→1,900円 大人2,000円→1,900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
入場料割引（本人と同伴者5名ま 入場料割引（本人と同伴者5名ま 招待券5枚

大人　500円→400円 大人　500円→400円 （合格者を含め5名まで入場可）

中学生400円→100円 中学生400円→100円

小学生200円→100円 小学生200円→100円

大人(中学生以上)600円→540円 大人(中学生以上)600円→300円 無料招待券5枚

小学生300円→270円 小学生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

高校生300円→200円 高校生300円→200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
高大生・65歳以上200円→160円 高大生・65歳以上200円→160円 高大生・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
高大生・65歳以上300円→240円 高大生・65歳以上300円→240円 高大生・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

高大生・65歳以上400円→320円 高大生・65歳以上400円→320円 高大生・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
高大生・65歳以上200円→160円 高大生・65歳以上200円→160円 高大生・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
高大生・65歳以上300円→240円 高大生・65歳以上300円→240円 高大生・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

高大生・65歳以上400円→320円 高大生・65歳以上400円→320円 高大生・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
高大生150円→100円 高大生150円→100円 高大生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

高大生300円→200円 高大生300円→200円 高大生300円→200円

一般250円→200円 一般250円→200円 一般250円→200円
高校150円→100円 高校150円→100円 高校150円→100円

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）１人１回500円→400円 （平日）１人１回500円→400円 （平日）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

野外炉（小型又は中型）使用料金 野外炉（小型又は中型）使用料金 野外炉（小型又は中型）使用料金
最初の１時間無料 最初の１時間無料 最初の２時間無料

※事前予約制 ※事前予約制 ※事前予約制

大人900円→630円 大人900円→630円 大人900円→630円
中学生500円→350円 中学生500円→350円 中学生500円→350円

小人300円→210円 小人300円→210円 小人300円→210円

高校生以上600円→420円 高校生以上600円→420円 高校生以上600円→420円
中学生400円→280円 中学生400円→280円 中学生400円→280円
4歳以上小学生以下200円→140 4歳以上小学生以下200円→140 4歳以上小学生以下200円→140円

久宝寺緑地
プール

粗品進呈 無料招待 無料招待

枚岡公園 オリジナルレジャーシート進呈 オリジナルレジャーシート進呈 オリジナルレジャーシート進呈

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）

海遊館

空中庭園展望台

大阪府咲洲庁舎
展望台

リバティおおさか
（大阪人権
博物館）

キャプテンライン

大阪府立上方演
芸資料館

（ワッハ上方）

大阪府立
花の文化園

ペア招待券進呈

大阪府立
弥生文化博物館

大阪府立
近つ飛鳥博物館

ピースおおさか
（大阪国際

平和センター）

大阪府立
少年自然の家

石川河川公園
パークゴルフ場

二色の浜公園海
浜緑地（バーベ

キュー場）

浜寺
公園プール

住之江
公園プール



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

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
大阪企業家
ミュージアム

大人300円→100円 年間パス無料進呈 年間パス無料進呈

OSAKA旅めがね ツアー通常料金より1,000円引き ツアー通常料金より1,000円引き ツアー通常料金より1,000円引き

大人600円→500円 大人600円→500円 無料招待(本人)
学生500円→400円 学生500円→400円
中高生400円→300円 中高生400円→300円
小幼300円→200円 小幼300円→200円

(本人と同伴者５名まで) (本人と同伴者５名まで)
ANAクラウンプラ

ザホテル大阪

●合格証提示による特典（日本ホテル協会大阪兵庫支部）

対象施設

ホテルグラン
ヴィア大阪

ホテルニュー
オータニ大阪

リーガロイヤル
ホテル堺

帝国ホテル大阪

ホテルオ－クラ
神戸

神戸ポートピア
ホテル

ウエスティンホテ
ル淡路リゾート＆

コンファレンス

大阪キャッスル
ホテル

クロスホテル大阪

リーガロイヤル
ホテル

守口ロイヤル
パインズホテル

大阪第一ホテル

ホテル阪急イン
ターナショナル

大阪新阪急
ホテル

新阪急ホテル
アネックス

ホテル阪神

千里阪急ホテル

ホテル阪急
エキスポパーク

宝塚ホテル

六甲山ホテル

宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン＆バー・ラウンジ：通常料金の10％割引

堺市 大仙公園 日
本庭園

堺のんびりクルー
ズ

通天閣

直営レストラン：通常料金の10％割引

全級合格者対象

宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引

宿泊　通常料金の10％割引
直営レストラン　通常料金の5％割引

宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

レストラン＆バー　通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン：通常料金の5％割引

3階レストランマエストロ：通常料金の10％割引　注：貸切除く

宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン：通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引　（除外日なし）

宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）

宿泊：通常料金の10％の割引
直営レストラン：通常料金の5％割引　（※一部店舗を除く）



●合格証提示による特典（「川の駅」）

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

シティプラザ大阪

泉州旬味
【十六夜】

ドリンク１杯サービス お刺身盛り合わせ（１５００円相
当）サービス

お食事代金５０％割引（２人グループ
まで）

アジア舟

カジュアル
レストラン【ＯＵＩ】

スパークリングワインボトルプレゼン
ト

●その他の特典

対象
２級、３級

成績優秀者５名

１級合格者へのそ
の他の特典

グループ全員に、グラススパークリングサービス

特典内容

次年度の上位級の受験料無料

大阪府立大学２１世紀科学研究機構 観光産業戦略研究所客員研究員への推薦（※希望者のみ）
新聞記事の執筆（第３回実績：朝日新聞、産経新聞ほか）
通常入ることのできない施設のバックヤード見学などプレミアム企画を随時ご案内（第３回実績：国立文楽
劇場）

宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン：通常料金の5％割引（※一部店舗を除く）

代金10％割引＋台湾ビール1本プレゼント
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