
大阪MICE
開催支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

大阪観光局は大阪でのMICE開催に際し、
さまざまなサポートをお約束いたします。

（公財）大阪観光局



ステージ Ⅰ ＭＩＣＥ開催企画・検討段階には
１．開催プラン作りのご支援

全くの白紙からご一緒させていただきます

● ＭＩＣＥ会場や宿泊施設等の紹介

● ＭＩＣＥ会場や宿泊施設の見積

● パーティー会場の紹介

● 同行者プログラムの紹介

● 大阪のプロモーション写真提供（HPからのダウンロード）

● 大阪観光ＤＶＤ等の貸出

● 企画提案書作成のお手伝い

● ＭＩＣＥ運営会社や旅行会社等の紹介

２．開催地選定段階のご支援

ノウハウとネットワークでご支援します

● 国際本部への働きかけ

● 開催提案書の作成協力

● 海外キーパーソンの招聘のサポート、会場等視察の調整

● 大阪府知事の公式招聘状の手配

● 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協力

大阪コンベンション
施設ガイド

提案書の例

大阪観光局 ＭＩＣＥ開催支援

ステージ Ⅱ ＭＩＣＥの開催準備段階には
１．ＭＩＣＥ運営体制の構築を支援

● ＭＩＣＥ運営会社、旅行会社等の会議関連専門事業者の紹介

● ＭＩＣＥ会場、パーティー会場等の提案

２．ＰＲ支援

参加登録者を増やす面でも、ご支援いたします

● 大阪府、大阪市への後援名義をはじめ、行政機関への協力依頼

● 「大阪観光局ニュース」でご紹介するなど、広報活動もお手伝いします。

大阪観光局ニュース



ステージ Ⅲ ＭＩＣＥ開催期間中には
参加者の皆様が楽しんで頂ける、忘れられない思い出作りをご支援します

① 市内観光地図等の提供

参加者の皆様に、大阪市内観光地図を500部、観光ガイドブックを

２００部まで無料提供。 （日本語・英語 ※韓国語・簡体字・繁体字５０部まで）

② 通訳ボランティアのご紹介

主催者からのご依頼に応じて、英語等の語学ボランティアを派遣し、ご支援。

③ ウェルカムボードでの歓迎表示の提供

関西国際空港のウェルカムボードに会議開催を表示し、歓迎の意を表します。

④ レセプション、パーティー等での特別なおもてなしの提供

今宮戎神社の「福娘」の派遣、和太鼓あるいは鏡割りの提供など、大阪ならではの

アトラクションを提供します。※「福娘」の派遣は国際会議に限ります。

ご希望に合わせたチームビルディングを開発・提供します。

コングレスバックの無料提供。（500枚まで：物的支援メニューの１つとなります）

観光マップ

大阪観光局のMICE誘致開催支援制度

国際会議（学会）

国内会議（学会）

● 国際会議誘致開催助成金（財政援助）（～最大1500万円）

・参加者数300名以上で周回性のある会議 ・総参加者数のうち海外からの参加者が50名以上

・参加国が日本を含む5カ国以上 ･ 会期3日間以上

・他の候補地と競合する ･ 開催総経費の20％を超えることはできない

● 国際会議誘致開催支援（物的支援）（～最大50万円相当額）

・参加者数100名以上 ・総参加者数のうち海外からの参加者が20名以上

・参加国が日本を含む3カ国以上 ･ 会期2日間以上

・開催総経費の20％を超えることはできない ・支援は原則として支援限度額内で提供可能な1品目

● 各種助成制度のご紹介

・日本政府観光局(JNTO)の「寄付金募集制度」や各種助成制度をご紹介します

● 国内会議誘致開催助成金（財政援助）（～最大200万円）

・参加者数1,000名以上 ・近畿圏以遠の参加者が多く見込める

・会期3日間以上 ・他の候補地と競合する

･ 開催総経費の20％を超えることはできない

● 国内会議誘致開催支援（物的支援）（～最大30万円相当額）

・参加者数500名以上 ・近畿圏以遠の参加者が多く見込める

・会期2日間以上 ・開催総経費の20％を超えることはできない

・支援は原則として支援限度額内で提供可能な1品目

支援に際しては各種審査がございます。詳細は大阪観光局までお問い合わせ下さい。



太閤園
太閤園は、隣接する藤田美術館、大阪市公館とともに、大実業家と
して一時代を画した旧藤田男爵邸、網島御殿の一部として、90年以
上の歴史を誇ります。広大な日本庭園を観賞しながらのパーティー
をお楽しみください。

・ダイアモンドホール1000人 ゴールデンホール600人 ガーデンホール700人

http://www.taiko-en.com/

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できます。

・大集会室（ホール）1階 810人 2階 350人
・3階 中集会室 500人 小集会室 150人

http://osaka-chuokokaido.jp/

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。重厚な扉の先に広がる
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
クラシカル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
心溢れるさり気ない演出を適度に交え、上質な寛ぎに満ちた大人の
パーティを叶えます。
・立食150人 着席120人

http://produce.novarese.jp/smk/

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パーティプラン
｢肉問屋の肉バル デル・ソーレ道頓堀｣本格肉料理パーティ店舗前
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。最低実施人数は２０名～店舗貸切は３０名～

http://www.ipponmatsu.co.jp/

料亭 天王殿
2013年11月21日 リニューアルオープン！
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)をご用意いたしております。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。

http://www.tennouden.com/

ザ ガーデンオリエンタル 大阪
本館、庭園を含めた13,680㎡の敷地は、桜之宮公園に隣接し、庭園
からは、造幣局の桜並木や天神祭の船渡御をはじめ、四季折々の風
情のある大川を望むことができます。
※昭和34年秋に第5回日米市長及び商工会議所会頭会議が大阪で開催
されるのを機に、迎賓館として建造された大阪市公館が新たに、
ザ・ガーデンオリエンタル大阪としてオープン。
・立食140人 着席112人
http://www.gardenoriental.com/

思い出に残るユニークベニューの紹介



住吉大社 吉祥殿
住吉大社は2011年、神功皇后が鎮祭されて以来1800年を記念する
「御鎮座大祭」を迎えます。その悠久の歴史を偲ぶ受け皿としてリ
ニューアルオープンされたのが『吉祥殿』で、最大750名の立食パー
ティーが可能です。

・明石大ホール 500名 明石 300名 須磨 200名

http://www.sumiyoshitaisha.jp/

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ハリウッド映画から生まれたテーマパーク「ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン」内の『ステージ３３』は、本物の映画スタジオを模
したパーティー会場で、立食で最大800名の収容が可能です。USJな
らではのオリジナルのイベントを企画できます。

・「ステージ３３」 800名

http://www.usj.co.jp/

空中庭園
大阪のランドマーク「梅田スカイビル」。地上180mから広がる大都
会の眺望をご堪能ください。特に夜景は絶品です。

・36階 A 180名 L 150名 R 80名 B 70名

http://www.kuchu-teien.com/

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・落語などの伝統芸能を気軽に
楽しむ事ができる。日・英・中国・韓国など多言語による解説付き、
もしくは字幕付公演も可能。また、パーティやレセプション会場と
して能舞台を見ながらの飲食も楽しむことができる。他に能・茶
道・いけばな・書道・着物等を実際に体験することも可能。
・立食 150人 着席30人
http://www.noh-theater.com/

帆船型観光船「サンタマリア」
コロンブスのサンタマリア号を2倍の規模で復元しました。大阪ベイ
エリアをクルーズします。貸切パーティも可能です。

・チャータークルーズ（全船貸切）200名 展望の部屋貸切 80名

http://suijo-bus.jp/cruise/santmaria.aspx

大阪リバークルーズ「ひまわり」
レストラン・クルーズ船「ひまわり」。水の都大阪を流れる「大
川」からの迫力満点の大阪城や巨大なビル街、中之島の美しい夜景
など、船上から眺める大阪は、一味違う魅力があります。

http://suijo-bus.jp/cruise/himawari.aspx

思い出に残るユニークベニューの紹介



特別なおもてなしの提供

歓迎パーティに始まり、コンベンション開催中に行われる同伴者および体験プログラムや観光ツアー、
閉会式・・・会議以外の社交行事は数多くあります。私たちは、様々な地元とのネットワークを活か
し、これらの社交行事をお手伝い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。

【支援サービス内容】

●今宮戎神社の“福娘”の派遣 ●「和太鼓演奏者」の派遣 ●大阪名産品(樽酒・ワイン等)の提供

《実施要件》

下記の条件を満たせば、支援サービスから１つ選択して頂けます。

○海外参加者数が20名以上（福娘は50名以上） ○総参加者数が100名以上（福娘は300名以上）

○会期が２日以上（福娘は３日以上）

※ 詳細につきましては、大阪観光局MICE推進部までお問い合わせ下さい

同伴者プログラムの紹介

伝統芸能文化鑑賞

文楽
大阪発祥の日本を代表する人形劇です。世界最高水準の人形芸術
として、世界無形文化遺産に登録されています。国立文楽劇場で
鑑賞できます。英語の音声ガイド(有料）もあります。

能・狂言
14世紀に完成された舞踊。日本的美意識と精神性が息づく。夜、

野外で行われる薪能では、その幻想的な雰囲気がさらに増す。

※山本能楽堂、大槻能楽堂で鑑賞。山本能楽堂では貸切時に演目

を限定して英語字幕対応可。

上方伝統芸能ナイト
国内外のビジターに大阪の伝統芸能のエッセンスを、落語家の司
会と解説付きで次々に上演します。
落語、能、狂言、文楽、上方舞等の中から4演目を上演します。
毎月第1、第3土曜日夜7時から、山本能楽堂で鑑賞できます。
一部の演目には、英、中、韓の字幕が付きます。

・鑑賞料 3500円/人～4500円/人



参加体験型プログラム

同伴者プログラムの紹介

初心者でも楽しい能・体験講座と能楽堂ツアー
国登録文化財の山本能楽堂で楽しく「能」を体験していただけます。能装束
に身を包んだり、普段は見れない楽屋裏や舞台の下などが体験できます。
山本能楽堂。所要時間約90分。2500円/人―(10名以上）

座禅体験
千利休が茶の湯修をした寺として著名な南宗寺で座禅体験ができます。

所要時間 1時間半～2時間程度 ９時―１４時半 1500円/人

浮世絵摺り体験
浮世絵は、絵師の他、彫師、摺師の手を経て出来上がります。

その過程の摺りを体験してもらうことで、その高度な技術と魅力を実感でき

ます。 4色体験コース 約30分 1000円/人（上方浮世絵館 入館料込）

本格浮世絵制作コース 約90分 5000円/人(10名より催行）

日本の伝統文化を実際に体験できる楽しいプログラムをご紹介します。

エクスカーション

大阪のもうひとつの魅力は、そのロケーションにあります。電車でわずか３０分以内の近郊には、古
都・京都をはじめ、世界遺産の街・奈良、山と港の神戸、さらには姫路、宝塚など、魅力あふれる都
市で、エクスカーション、アフターコンベンションを日帰りして楽しむことができます。

姫路 神戸

宝塚 京都

奈良
20分40分

30分 30分

30分

京都 清水寺

京都 金閣寺 奈良 東大寺

神戸 高野山

奈良 東大寺

姫路城

大阪

高野山
90分

チームビルディング
ゲーム感覚で課題に取り組み、参加者のチーム力、参加意識を高めます。

参加人数、目的、時間、開場、予算などご要望に応じたオリジナルプログラ
ムで専門の進行役がリード致します。



お問い合わせ

(公益財団法人）大阪観光局（OCTB）
MICE推進部

Osaka Convention & Tourism Bureau

〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目4番21号

りそな船場ビル5階

TEL 06-6282-5911 FAX 06-6282-5915

E-mail／convention@octb.jp
URL／http://www.osaka-info.jp/


