
公益財団法人 大阪観光局 MICE 推進部
大阪市中央区南船場 4-4-21 TODA BUILDING 心斎橋 5F

TEL : 06-6282-5911
E-mail : convention@octb.jp

会議・展示会・イベント等 MICE主催者の皆様へ

大阪開催のご提案
私たちは、主催者に寄り添い、感動を共創するパートナーです。

感動 ・ 共創 ・ OSAKA♡

WaO!
- We are Osaka -をデザインする



大阪観光局 理事長

Hiroshi Mizohata

大阪で開催すれば、盛り上がる！

溝畑 宏
からのメッセージ

ＭＩＣＥは経済発展・地域活性のエンジンであり、世界最高水準の
国際観光都市を目指す大阪は、MICE推進を重要政策の一つに位
置付けています。大阪は、大阪観光局と大阪府、大阪市、経済界が
連携してＭＩＣＥを推進する協力体制を構築しているのが強みです。

「日本No.1、アジア有数のMICE都市」の実現を目指し、今まで以上
に積極的、かつ先進的な取組みを行っていく所存です。大阪は歴
史、文化、人情にあふれた街。大阪城や道頓堀など、たくさんの伝統
的・現代的な文化観光資源があります。さらに、「くいだおれの街」と
呼ばれるほど食文化も豊かです。大阪観光局は、大阪でのＭＩＣＥ
開催を全力でサポートいたします。
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緊急事態宣言後、日本初の大規模展示会「第12回関西ホテル・レストラン・ショー」 
(7月29~31日＠インテックス大阪)で、溝畑理事長が開会式でテープカットを行いました。

溝畑理事長はメディア、イベント等に活発に
登場するなど、大阪観光のPRに全力を尽く
しています。

みぞはた・ひろし / 自治省（現総務省）入省後、大分トリニータ代表取締役、観光庁長官、など
を経て2015年より現職。常に10年先を見据え「ピンチはチャンス」の精神で、観光立国、
震災振興、IR、ラグビーW杯の誘致に尽力。日本における観光分野の第一人者。



田中 嘉一
MICE政策統括官

大阪が選ばれる理由
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大阪は皆様のMICEを開催する場所として非常に優れた都市です。
その主な理由を3つ紹介します。

田中 嘉一
MICE

政策統括官
（兼）MICE推進部長

立石 衣利子 
営業推進 

スポーツMICE
担当

水野 宏重 
営業推進 

SDGs for MICE
運営推進担当

日髙 ちひろ 
統計調査担当 
営業推進

ルーカス 
ジョナサン 
広報PR 
営業推進

芳田 隆 
常務理事

塩見 麻子
営業推進統括

木村 絵里 
LGBTQ分野
担当

西村 智史 
広報PR 
営業推進 

大阪観光局 MICE推進部のメンバー

1
ユーモアを好み、親しみやすく、外からの訪問客を温かく迎える大阪の人々。味にうるさい大阪の人々の要求に耐え抜いた、世界中
のバラエティ豊かな食事。夜や休日に楽しめる豊富で多彩なエンターテイメント。歴史と文化を感じさせる多数の由緒ある建造物や
「水都大阪」と言われる美しい景観…など枚挙にいとまがありません。これらの特長は以下のデータでも立証されています。

① 世界で最も住みやすい都市ランキング ： 日本１位、世界2位（エコノミスト誌 2021年調査）
② 世界の不動産投資先ランキング ： 世界１位（ジョーンズ・ラング・ラサール 2019年調査）

MICE参加者を楽しませる魅力が揃っています。
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2019年にはG20サミットやツーリズムEXPOジャパンといった世界水準の大規模イベントを成功。さらに、新型コロナ禍による緊急
事態宣言後に日本で初めてMICEを再開（第12回関西ホテルレストランショー）。ニューノーマルにおける新しいMICEの開催方式を
生み出したのも大阪。大阪にはどんな状況にも対応する元気とノウハウ、経験があります。

大規模イベントを多数開催してきた実績。
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西日本最大のMICE会場「インテックス大阪」をはじめ、多様なニーズに対応できるMICE会場があることに加え、リーズナブルからラ
グジュアリーまで、大阪には11万3千室（2019年現在）の宿泊施設があるのが強みです。

多数かつ多様なMICE施設と宿泊施設。

MICEを成功させるためには、会場選定に始まり、MICE開催後のエクスカーションなど、参加者を満足させるための様々
な準備が不可欠です。私どもは大阪・関西の政治行政、経済界、学術会にわたる強固なネットワークを生かし、皆様の
MICEを大成功に導きます。ぜひお気軽にご相談いただき、大阪での開催をご決断いただきますようお願い申しあげます。

Yoshikazu Tanaka

たなか・よしかず / 展示会・見本市、
国際会議の主催、運営事業に23年
間携わった後、2020年から現職。
各地のMICE振興アドバイス、地域生
活化事業に力を注ぐ。
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大都市のパワー
世界が評価する都市、大阪

ブルッキングス研究所
グローバルシティズ・イニシアチブ  （2016年度）

世界250都市のトップ10入り！西日本最大、日本第2の経済都市大
阪で開催することにより、国際会議・学術集会・展示会・イベントの
ブランド認知が日本全体に広がります。

ブランド力
ING Media
世界の最も話題になっている都市ランキング （2019年度）

大阪の賑わいを代表する道頓堀。

大阪は、ホテルやオフィスなどの商業用不動産において世界で最も
変化に富む都市です。2025年には、「大阪・関西万博2025」の開催
も控えており、今後の大阪の成長は世界から注目を集めております。

急成長
ジョーンズ・ラング・ラサール
都市活力ランキング （2019年度）

大阪・関西万博の開催地になる夢洲。
提供：２０２５年日本国際博覧会協会

エコノミスト誌の調査部門（EIU）による「2021年世界で最も住みや
すい都市ランキング」で大阪が世界第2位に選ばれました。

安全・安心
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
世界で最も住みやすい都市ランキング （2021年度）

2つの川の間に挟まれ、
水と緑が豊かな中之島公園。

大阪を開催地に選べば、イベントを開催するためのグローバル・パワーを手に入れたも同然です。大阪はいつの時代も
金融市場と大手企業のハブとみなされ、「世界資本と人材が流入する重要な結節点」と評価されています。
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国内外からのアクセスが抜群
関西空港は26か国91都市から直行便。特にアジア路
線は日本最多。空港から大阪市内へアクセス良好。さ
らに、大阪は西日本最大の国内線空港（伊丹空港）、
西日本最大の鉄道ターミナル（大阪駅、新大阪駅）も
有し、国内からのアクセスも抜群です。

関西国際空港

会議施設と宿泊施設が豊富
大阪には充実した会議施設とイベント施設が多数
揃っています。大阪府内に、ビジネスからラグジュア
リーまで、予算に応じた1,672のホテル・旅館がありま
す。（11.3万室、2019年現在）

ATC ホール

豊かな観光資源
外国人に大人気な大阪城や、世界最大級の大きさを
誇る水族館「海遊館」や、「ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン™」、そして大阪湾クルーズなど、多様な観光
がお楽しみいただけます。

大阪城

魅力的な食文化とショッピング環境
大阪は「くいだおれのまち」と呼ばれるほど、安くて旨い
B級グルメ。また、高級料理、各国料理まで、食文化が
充実した都市。梅田、なんば、天王寺など、コンパクト
なエリアにショッピングエリアが密集し、便利です。

道頓堀

大都市なのに物価が安く、
人々がフレンドリー
大阪の物価は、競争に基づいた適正価格。大阪は伝
統的に「義理人情の街」として有名です。フレンドリー
なコミュニケーションで知られる大阪の人々は、国内、
海外からのお客様を歓迎いたします。

今宮戎神社 福娘

大阪が評価される理由
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なんばパークス

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™

大阪海遊館

住吉大社

大阪市中央公会堂 四天王寺

レジャー 大阪には、観光スポットが多く、
思い出に残る体験が可能。

歴史・文化 大阪は昔から賑わいとして
知られ、史跡・文化遺産が豊か。

MICE参加者を満足させる、
「オンリーワン」のコンテンツ！
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©GAMBA OSAKA
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食 「くいだおれ」と知られる街、B級グルメから高級料理まで食事が盛りだくさん！
大阪は「出汁（だし）」発祥の地。ミシュランガイドに200店舗以上が登録されている。

スポーツ 大阪は野球、サッカー、バスケットボール、
バレーボールなど様 な々プロスポーツが観戦可能！

MICE参加者を満足させる、
「オンリーワン」のコンテンツ！
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Deep Experience Osaka
ディープで思い出深い体験を楽しめるプログラム

可愛いデコ巻きずし作り

相撲体験

抹茶体験

PINK KAWAII カフェ体験

忍者体験

SUP体験ツアー

たこ焼き教室

EXPLORE
大阪サイクリングツアー

ENJOY
日本橋
オタクツアー

FEEL
箕面大滝
ハイキングツアー

「連獅子」体験

ガイドツアー 体験

詳細はこちらから：
deep-exp.com/ja/osaka
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大阪のナイトライフ
あらゆる好みに対応できる、多種なエンターテインメント

Dine

Dance

マジックBAR手品家

裏なんば  はしご酒ツアー ラ・ポッチャポッチャ

GIRAFFE JAPAN

クラブピカデリー梅田大阪 マハラジャ ミナミ

Relax
中之島 貸切VIPクルーズ

リラクゼーションスパ ベロア 空庭温泉

Play
ラウンドワンスタジアム千日前店（スポッチャ）

ザ・シルバーボール プラネット 梅田バッティングドーム

Explore
新世界

アメリカ村 裏天満

詳細はこちらから：
osaka-nightout.info/ja



大阪観光局の開催支援

開催企画・検討
開催プラン作りを、お手伝いさせていただきます。
開催地選定をノウハウとネットワークで支援します。

■ MICE会場や宿泊施設の紹介・見積取得
■ ユニークベニュー・同行者プログラムの紹介
■ 大阪のプロモーション写真・動画提供
■ 企画提案書の作成協力
■ 国際本部への動きかけ
■ 開催提案書の作成協力
■ 海外キーパーソンの招聘サポート、会場等視察の調整
■ 大阪へのMICE誘致に際しての各種支援制度（助成金、物的支援）
■ 海外向けプレゼン資料の作成努力
■ 大阪府知事・大阪市長等の公式招聘状の手配

開催準備
MICE運営体制の構築、開催PRも支援します。

■ MICE運営会社、旅行会社等の専門事業者の紹介
■ MICE会場、パーティ会場等の提案
■ 日本最多のアクセスを誇る大阪観光局のWEBサイト、
　 SNSへの掲載や大阪観光局ニュースでご紹介する等、
　 広報活動のお手伝いをします。

開催期間中のサポート
参加者の皆様に楽しんでいただけるよう、
様々なご支援をします。

■ 大阪ガイドマップ・ガイドブックの提供
■ 関西空港到着ロビーでのウェルカムメッセージ表示支援
■ 通訳ボランティアのご紹介
■ レセプション、パーティーでの特別なおもてなしの提供 大阪観光局公式ガイドブック
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大阪らしいプログラムをアレンジ
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パーティーに始まり、MICE開催中に行われる体験プログラムや観光ツアーなど、私たちは地元との
ネットワークを活かして、参加者の皆様にとって忘れられない思い出作りにご協力します。

支援プランの一例
主要条件を満たせば、開催支援プランから１つご選択いただけます。

□ 大阪ノベルティー □ 今宮戎神社の福娘の派遣 □ 大阪名産品（樽酒・ワイン等）

日本の伝統文化を体験できる楽しいプログラムをご紹介します。

□ 能・体験講座と能楽堂ツアー □ 折り紙体験 □ 忍者体験

参加型体験プログラム体験プログラムの紹介

過去の実績

▲ 大阪人の美味しい台所と知られている黒門市場 にて、
「食いだおれの街 大阪グルメナイト」

▲ATCホール屋外で、美しい港をバックに非日常を楽しんだパーティー＆ライブ
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大阪の主要なMICE会場
下記以外も多数の会場があります。大阪観光局MICE推進部までお気軽にご相談ください。

会場施設
施設名 会議室名等 ： 収容人数 展示会場 ： 展示スペース 所在地

国際会議ホール
VIPルーム、会議室（計25室）

： 250

会議室（6室）
サロン会議室、和室

： 21～204

コンベンションルーム（2室）
会議室（10室）

： 100～300
： 50～100

会議室（3室） ： 20～40

会議室（9室） ： 24～600

ホール ： 1,200

会議室（4室） ： 18～108
フェスティバルホール ： 2,700

第1競技場
第2競技場
多目的ホール

： 3,131
： 800
： 42~96

アリーナ
コンベンションホール

： 10,500
： 150

メインホール
特別会議場

： 2,754
： 414

大ホール
小ホール

： 1,006
： 200

大集会室（ホール）
中集会室

： 1,161
： 500

ライフホール
サイエンスホール

： 420
： 150

会議室（9室）
特別会議室

： 20～330
： 16～40

多目的ホール
大研修室 
中研修室 
小研修室 

： 1,500
： 144
： 90
： 63

-

展示館（1～6館）
屋外展示場

： 計70,000㎡
： 2,900㎡

メインアリーナ
サブアリーナ

： 2,720㎡
： 920㎡

多目的ホール
（舞台）

： 571㎡
  （173 ㎡）

アリーナ面積 ： 13,200㎡

ホール（A～E） ： 計5,550㎡

第1競技場 ： 3,010㎡

イベントホール ： 2,600㎡

大ホール ： 2,280㎡

ホール（A+B+C）： 1,700㎡

ホール ： 1,400㎡

中集会室 ： 926.5㎡

国際会議ホール ： 678㎡

千里ルーム ： 563㎡

ホール（全体） ： 560㎡

展示場（A～F） ： 計4,843㎡

アリーナ 
城見ホール
サブホール

： 3,500㎡
： 651㎡
： 544㎡

ホテル
鳳凰
アイリス・ウィステリア
コスモス・ライラック

： 3,100
： 264
： 60

リージェンシーボールルーム
クリスタルボールルーム
大和

： 2,496
： 960
： 160

孔雀の間
エンパイアルーム
八重の間

： 1,500
： 680
： 324

光琳の間
山楽の間
クラウンルーム

： 2,000
： 800
： 150

ザ・グランド・ボールルーム
ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム
ザ・ガーデンルーム

： 1,500
： 750
： 190

ロイヤルホール
利休
春慶

： 1,530
： 820
： 340

浪華（全）
芙蓉（全）
花桐

： 1,400
： 520
： 180

浪速の間
大和の間
明日香・金剛・葛城

： 1,200
： 720
： 160

桜の間
金の間
真珠の間

： 1,000
： 500
： 240

鳳凰 ： 2,380㎡

リージェンシー
ボールルーム ： 1,790㎡

孔雀の間 ： 1,665㎡

光琳の間 ： 1,360㎡

ザ・グランド・
ボールルーム ： 1,174㎡

ロイヤルホール ： 1,130㎡

浪華 ： 1,120㎡

浪速の間 ： 1,032㎡

桜の間 ： 823㎡

施設名 所在地会議室名等 ： 収容人数 展示会場 ： 展示スペース
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大阪の魅力的なユニークベニュー

旧桜宮公会堂
140年の時を経て新たな美を纏う重要文化
財。メインダイニングは歴史空間を現代の建
築技術で華やかに再現したモダンデザインの
極み。煌びやかなシャンデリアとシンボリック
なステージが、感動的な時間の経過を予感さ
せます。遊び心溢れる演出を適度に交え、上
質な寛ぎに満ちた大人のパーティーを。

大阪市中央公会堂
青銅の屋根をもつ、大正期ネオルネサンス
建築様式の大阪市中央公会堂は、大阪のシ
ンボルです。３階の「中集会室」では、ヨーロ
ピアンスタイルの優美な趣の中で、ドラマ
チックなパーティーを開催いただけます。

料亭 天王殿
大阪市内でも数少ない広さを誇る 、100名
規模の舞台付の個室(宴会場)を用意してい
ます。緑に囲まれた花道を通り、庭付き 完全
個室の静かな異空間でゆったりと、 高級食
材を贅沢に彩る日本料理をご賞味ください。
全室床暖房完備。

道頓堀 RIVERSIDE PARTY
道頓堀川とんぼりリバーウォークの景観を
活かした、｢肉問屋の肉バル デル・ソーレ道
頓堀｣での、本格肉料理パーティー。店舗前
にいつでも乗降が可能なクルーズ船を用
意。パーティー中及びクルーズ中は船に乗
船しているジャズバンドが楽しい生演奏で盛
りあげます。

住吉大社 吉祥殿
日本建築の外観意匠に、先進技術の可動式
壁面を導入した館内構造の住吉大社吉祥
殿は、様々な人数帯の祝宴にあわせて会場
設営が可能。人数はもちろん、和・洋いずれ
にもフレキシブルに対応できる会場コーディ
ネートで理想を実現いただけます。

ザ・ガーデンオリエンタル・大阪
世界中の賓客をもてなした元大阪市公館。
大阪城エリアで四季の移ろいを感じられる
4,000坪もの敷地に広がる壮麗な芝生と緑
豊かな庭園。夜はライトアップされ優雅にお
過ごしいただけます。お食事だけでなく、庭
園の散策やクルージングなど唯一無二の体
験をご提供いたします。

山本能楽堂
国登録有形文化財の木造三階建ての歴史的建
造物。「国のたから」である文化財の能舞台で、
能・文楽・落語など伝統芸能を気軽に楽しむ事
ができます。多言語による解説付、字幕付公演も
可能。パーティーやレセプション会場として能舞
台を見ながらの飲食ができる他、能・茶道・生け
花・書道・着物等を実際に体験いただけます。

大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館
約65,000㎡の大阪城史跡公園内にある、
大阪城が目前に見渡せる絶好の場所に
APEC95の首脳会議場として建てられた純
和風建築。春にはソメイヨシノ、初夏にはツツ
ジ、秋の紅葉、冬の寒椿など、四季折々の自
然を楽しむことができます。

中之島 LOVE CENTRAL
大阪府が推進する 「中之島にぎわいの森プ
ロジェクト」の集大成として、中央公会堂の
対岸に誕生。約3,000㎡の敷地内にはイタリ
アンレストラン、バンケットホール、バーベ
キューラウンジ、リバークルーズなど様々な
個性を持つ空間が一つに集結。

ミライザ大阪城
大阪城の脇に佇む歴史的建造物「旧第四師
団司令部庁舎(もと大阪市立博物館)」がミラ
イザとして生まれ変わりました。天守閣が目
の前という絶好のロケーションの中で、過去
から現在、そして未来へつづく物語を感じな
がら、記憶に残る唯一無二の時間をお楽し
みください。

下記以外もご要望に応じてアレンジいたします。お気軽にご相談ください。



ロゴマークについて
私たちは、「行って楽しい、来て嬉しい、パワーあふれる都市・大阪」を世界に広めます！
このロゴは、大阪のシンボル・大阪城をモチーフに、世界最高水準の観光都市を目指し、 
旅行者と住民が活発に行き交う「活力あふれる大阪」、バックの光は「世界に輝く
大阪」、そして、太閤秀吉を想起させるイメージによって「歴史・文化あふれる大阪」を
表しています。

大阪はたくさんの川が流れる「水都大阪」として知られており、
非日常的で感動的なリバークルーズ・パーティが可能です。

ぜひご相談ください。

mice.osaka-info.jp

さらに詳しい情報は、大阪観光局
MICEサイトをご覧ください。


