水都大阪・春めぐり
川・まち・ひとの交流拠点

水都大阪「川の駅」
2011.3.26 START!
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2009 年にオープンした「川の駅はちけんや」に続き、2011年春から、
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大阪都心部の「水の回廊」で、15か所の常設「川の駅」がスタートします！
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淀屋橋駅

クルーズとまちあるきで、水の回廊を楽しもう！
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クルーズで、お食事で、まちあるきで、
「川の駅」をお楽しみください。
なんば駅

1

大阪城港

2

毛馬桜之宮公園

3「川の駅」はちけんや
八軒家浜船着場（大阪府）
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淀屋橋港

10：00 ‒17：00

10：00 ‒17：00

10：00 ‒17：00

10：00 ‒17：00

大阪水上バスの船着場。約 60分の大阪城・中之
島をめぐるアクアライナークルーズが1 時間ごとに
発着。

日本初の水陸両用バスの入
水スロープ場所で、バスが船に変わる瞬間が楽しめ
る。大川に沿って続く桜並木はお花見の名所。

大阪都心部のクルーズ拠点。桜の季節には、
「大川
さくらクルーズ」が5〜15分毎に出発。水陸両用バ
ス・大阪ダックツアー発着場。

大阪水上バスの船着場。約60
分の大阪城・中之島をめぐるア
クアライナークルーズが1時間ごとに発着。

5 DOJIMA RIVER
FORUM [CAFE]

6

福島港（ほたるまち港）
（大阪府）

11：30 ‒23：00

大阪国際会議場
国際会議場前港（大阪府）

シティプラザ大阪
本町橋船着場（大阪市）

9：00 ‒19：00

9：00 ‒17：00

2008年にまちびらきした ほたる
まち にあるカフェ。堂島川がきれ

7

8：00 ‒20：00

堂島川に面して建つ、人・モノ・情報の国際交流拠点。 大阪城の外堀・東横堀川沿いにある、天然温泉が
各種会合・催しに対応。
楽しめるホテル。１階にはほっこりできる足湯も。

いに見渡せる。
いざよい
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泉州旬味

十六夜

10

OUI（ウイ）

11

MOTO COFFEE

11：00 ‒14：00 17：00 ‒22：00（L.O.）
土曜は夜のみ 日祝休

11：00 ‒14：00（土 11:30 ‒14:30）
17：00 ‒22：00（L.O.）日祝休

泉州鮮魚を使った料理がおいし
い和風居酒屋。大阪川床「北浜
テラス」参加店舗。

水辺の景色を眺めながら、季
2010 年 3 月に、難波橋（通
節の食材を使ったイタリアン
称：ライオン橋）のたもとに
フレンチが楽しめる。大阪川床「北浜テラス」参加店舗。 オープンしたカフェ。大阪川床「北浜テラス」参加店舗。

13 アジア舟

14

18：00‒23：00
日祝休

TiTAN（タイタン）

太左衛門橋船着場（大阪市）

18：00‒23：00
金土日11：30‒翌朝5：00 月休

陽気なママが迎えてくれる小さ
な台湾料理店。 ここでしか食べ
られない 台湾屋台料理をどう
ぞ。

とんぼりリバーウォークの
南側歩道に面した、イタリ
アンバール。リバーウォー
クにテラス席も。

12：00 ‒18：30（L.O.） 日祝休

15

8 ULTRA 2nd
COFFEE AND DINER

ぽんぽん船船着場

日祝休

八軒家浜近くのケーク・サレとホッ
トサンドイッチが人気のカフェ。水
辺不動産など水都情報も豊富。

12

アップリケ

kitahama sandwich

11：30 ‒15：00
毎月 3 日、10 日

日祝休

東横堀川沿いにある、こだ
わりの「北浜サンド」が大
人気のカフェ。川を一望できる水辺のテラスがステキ。

ピクトグラム解説
各「川の駅」における施設を表しています。

10：00 ‒16：00
土日のみ

宮本輝氏の小説「泥の河」の
舞台となった場所に位置す
る船着場。ボートやカヌーの
臨時係留もできる
（要予約）。

船着場

食事

トイレ

ショップ

案内

バリアフリー

カフェ
内容は変更されることがあります

水都大阪・春めぐり「川の駅」を楽しもう

イベントガイド
Riverside Station
event guide

「川の駅」を楽しむクルーズやツアー、イベントなどをご案内。
詳細は、大阪の食と遊びの観光情報サイト「大阪たのしも」www.osaka.cci.or.jp/tourism をご覧ください。
※掲載内容から変更される場合があります。

クルーズで巡る大阪味わいツアー

t o u r

大阪名物豚まんの手づくり体験
＆道頓堀クルーズ

JAZZ＆クルーズと大衆演劇の異色コラボ
芝居と音楽のまち・大阪ミナミ体感ツアー

3月19日
（土）12:50〜15:15
難波周辺

3月20日
（日）10:30〜15:00

集合場所

集合場所

大阪城公園駅周辺

料金

￥6,000- クルーズ、手づくり豚まん体験、お土産含む
20人 小学生以上

料金

￥5,500- クルーズ、昼食、演劇含む
18人 小学生以上

詳しい集合場所は、お申し込み後にご連絡いたします
定員

詳しい集合場所は、お申し込み後にご連絡いたします
定員

イベント

eve n t

北浜テラス・川床開き安全祈願祭
3月26日
（土）10:00〜12:00
場所

少彦名神社、北浜テラス各店舗

川に向かって張り出したテラス席が心地
よい「北浜テラス」。
「川開き」にあわせ、
北浜界隈を練り歩いたあと、船上から各川
床をお祓いする安全祈願祭を催行します。
詳細はHPまで www.osakakawayuka.com
主催 北浜水辺協議会 tel.06-6538-4880

ミナミど真ん中・道頓堀フェスタ
大阪城港▶JAZZライブクルーズ▶太左衛門橋船着
場▶昼食（今井）▶大衆演劇鑑賞（満劇団）
（道頓堀ZAZA）▶解散

蓬莱本館（手づくり豚まん体験）▶ミナミまち歩き▶
とんぼりリバークルーズ▶蓬莱本館（自分たちでつくった豚まん
の受け取り）▶解散

スケジュール

スケジュール

大阪ミナミは、江戸時代から音楽と芝居のまちでした。あの活気を
もう一度…当時流行っていた「船に乗ってミナミに芝居を見に行
く」という粋なエンターテインメントを体感する大人のツアーで
す。当日は、大衆演劇界ではめずらしい20代の女座長が率いる
「満（みつる）劇団」による大衆演劇と、JAZZの異色の組み合わ
せをお楽しみください！
主催 大阪「川の駅」設置推進チーム、大阪商工会議所
運営 ㈱インプリージョン
tel.06-6624-8555

大阪でも人気の豚まん。ジブン豚まんを作ってみませんか？人気
のまちあるき＆とんぼりリバークルーズをしている間に、美味しく
出来上がります！楽しくおいしいミナミ満喫ツアーです。
主催 大阪「川の駅」設置推進チーム、大阪商工会議所
運営 ㈱インプリージョン
tel.06-6624-8555

※このほか、
「桜クルーズ＆老舗の食〜船場のほんまの味くらべ〜」
（米忠味噌店主のお話と美々卯特別弁当）」
「大阪の台所 中央卸売市場でほんまもん体験ツアー」も実施予定です。詳細は、www.osaka.cci.or.jp/tourismをご覧ください。

クルーズ

c r u i s e
大川さくらクルーズ×
「川の駅」
セットチケット

3月26日
（土）〜造幣局通り抜け終了まで、
10:00〜19:00、5〜15分毎に出港
料金

3月26日
（土）〜造幣局通り抜け終了まで
八軒家浜船着場
「川の駅」参加店舗（表面 8 9 10 12 13 14 ）
￥2,000-

販売場所

八軒家浜船着場
大人￥1,000- 小人￥500-

料金

さくらクルーズと「川の駅」参
加店舗とのセットチケットを販
売。セットチケットで、おトクに、
クルーズとご飲食をお楽しみく
ださい！

大川沿いの見事な桜を、船上か
ら楽しむ大人気のクルーズ。満
開の桜に映える、大阪城や水辺
の近代建築などの眺めもすばら
しい。
主催

大阪シティクルーズ推進協議会 tel.06-6942-5511

主催

アクアライナー

c r u i s e

落語家と行く なにわ探検クルーズ
大阪都心部を囲んで流れる水の回廊を落語
家とともに巡る大人気クルーズ。水の都の魅
力を、小噺を交え面白おかしくご案内。約90
〜105分。1日4〜5便。
一本松海運㈱ tel.06-6441-0532

四季折々の風情ある大川を周遊し、大阪の
名所・旧跡の数々を川面から巡るコース。大
阪城港、八軒家浜船着場、淀屋橋港、OAP
港を60分で周遊。1時間に1便出航。
大阪水上バス㈱ tel.06-6942-5511

水陸両用バス「大阪ダックツアー」

水都号アクアmini

日本初の水陸両用バスで桜ノ宮公園からス
プラッシュイン！楽しいおしゃべりガイドが案
内する約100分のクルーズとバスツアー。
1日4〜5便。
日本水陸観光㈱ tel.06-6929-0110

大阪城港と、繁華街ミナミを結ぶシャトルク
ルーズ。緑豊かな大阪城公園や大川、大仕掛
けの水門がある東横堀川、両岸が賑やかな道
頓堀川が楽しめる50分コース。1時間に1便
出航。 大阪水上バス㈱ tel.06-6942-5511

グルメ・ミュージック船 ひまわり

御舟かもめ

帝国ホテルの料理を味わいながら優雅に水
都大阪を満喫。ランチクルーズ、アフタヌー
ンクルーズ、ディナークルーズがある。OAP
港発着。完全予約制。
大阪水上バス㈱ tel.06-6942-5511

川に浮かぶ小さな家をイメージした、定員
10人の小型船。ウッドデッキに足を投げ出
し、水面を吹く風が楽しめる。朝ごはんク
ルーズ、
ドボククルーズ、うたたねクルーズ、
Barクルーズなど。
※このほか、チャーター船として、
●小人数のクルーズに最適な小型船（10人・20人）
伴ピーアール㈱ tel.06-6314-3773
●浪花の船遊びを粋に楽しむ宴会屋形船（10〜50人）
大阪屋形船 tel.0120-0489-14
三上遊船屋形船 tel.06-6584-6401
●水陸両用観光タクシー（5人） 日本水陸観光㈱
●イベント船（40〜80人） 一本松汽船㈱ tel.06-6946-8363
などもあります。

とんぼりリバークルーズ
道頓堀川を大阪ガイド・クルーの案内で楽し
む20分のミニクルーズ。目の前に現れるグリ
コの看板や、遊歩道や橋を行きかう人たちと
手を振りあうなど、大阪らしさ満点。30分間
隔で運航。
一本松海運㈱ tel.06-6441-0532

問合せ：大阪商工会議所地域振興部

道頓堀商店街旧角座跡

とんぼりフェスタ

場所

とんぼりリバーウォーク
（南側）

繁華街ミナミの真ん中を流れる道頓堀川
沿いの遊歩道「とんぼりリバーウォーク」
で、毎月第一日曜日に、アンティークマー
ケットやフリーマケット、音楽ライブを開催。
主催 道頓堀水辺活性化協議会
運営 ㈱モアイ tel.06-6222-0131

大阪シティクルーズ推進協議会 tel.06-6942-5511

水都大阪のクルーズ（定期便）

発行：大阪「川の駅」設置推進チーム、大阪商工会議所

場所

ミナミのど真ん中・道頓堀の旧角座跡にて、
大阪はじめ全国のおいしい食、そして大阪
土産を集めたグルメ＆ショッピングフェスタ
を開催。16:00〜は、ダンスやお笑い、音
楽のライブエンターテイメントとともに。
主催 大阪商工会議所、道頓堀商店会、戎橋筋商店街振興組合、
心斎橋筋商店街振興組合、宗右衛門町商店街振興組合
tel.06-6944-6323

4月3日
（日）、5月1日
（日）、
6月5日
（日）10:00〜16:00

大川さくらクルーズ

発着場所

3月26日
（土）11:00〜20:00

「川の駅」とは?
川の近くにある拠点で、
トイレや休憩場所があり、
地域の情報を提供するとともに、
人がいて簡単な受け答えを通じて、
人と人との出会いと交流を
促進する空間施設です。

「川の駅」には、
下記４つの基本機能があります。
休憩機能

案内機能

誰でもトイレが
利用でき
気軽に休憩
できます。

人がいて
周辺のこと等に
ついて
案内します。

交流機能

連携機能

地域の人と
来訪者の
出会いと交流を
サポートします。

川の駅同士を
ネットワークし
協力連携を
促進します。

発行：2011 年 3 月

tel.06-6944-6323

助成：水都大阪推進委員会「恒常的な水辺のにぎわい創出活動支援事業」

町民社会ルネッサンス

大阪シビック・プライド醸成事業

