
所＝所在地、☎＝電話番号、交＝最寄駅等
※開館時間、休館日等については、各施設のホームページ等でご確認ください。

１．教育・文化施設

対象施設等 合格者特典 施設情報

大阪城天守閣 天守閣入場券　大人600円→540円
所：大阪市中央区大阪城1-1
☎：06-6941-3044
交：JR「大阪城公園駅」、Osaka Metro「谷町四丁目駅」ほか

展示場２割引(プラネタリウム除く)

大人400円→320円、高校・大学生300円→240円

・常設展（のみ）割引
大人600円→540円、高大生400円→360円

・メモ帳（10cm×10cm）

大阪市立長居植物園
入園料　200円→180円
※令和4年3月末まで改修工事に伴う休園予定

所：大阪市東住吉区長居公園1-23
☎：06-6696-7117
交：Osaka Metro・JR「長居駅」

(常設展のみ）
大人300円→270円、高大生200円→180円

キッズプラザ大阪特製クリアファイルプレゼント
（ご入館される方、合格証提示１枚につき１枚進呈）

大阪府立花の文化園

入園料100円引き　 大人　 550円→450円
　　　　　　　　　　　　 高校生230円→130円
冬季（12,1月）　　　　大人   340円→240円
　　　　　　　　　　　　 高校生140円→40円

所：大阪府河内長野市高向2292-1
☎：0721-63-8739
交：南海バス「奥河内くろまろの郷」「上高向」

（常設展のみ期間）

一般310円→250円、高大生・65歳以上210円→170円

(企画展開催期間)

一般430円→340円、高大生・65歳以上330円→260円

（特別展開催期間)

一般650円→520円、高大生・65歳以上450円→360円

（常設展のみ期間）

一般310円→250円、高大生・65歳以上210円→170円

(企画展開催期間)

一般430円→340円、高大生・65歳以上330円→260円

（特別展開催期間)

一般650円→520円、高大生・65歳以上450円→360円

大阪市立科学館
所：大阪市北区中之島4-2-1
☎：06-6444-5656
交：Osaka Metro「肥後橋駅」、京阪「渡辺橋駅」ほか

    第１２回なにわなんでも大阪検定 合格者特典一覧

キッズプラザ大阪
所：大阪市北区扇町2-1-7
☎：06-6311-6601
交：Osaka Metro「扇町駅」、JR「天満駅」

大阪歴史博物館
所：大阪市中央区大手前4-1-32
☎：06-6946-5728
交：Osaka Metro「谷町四丁目駅」

大阪市立自然史博物館
所：大阪市東住吉区長居公園1-23
☎：06-6697-6221
交：Osaka Metro・JR「長居駅」

大阪府立
弥生文化博物館

所：大阪府和泉市池上町4丁目8-27
☎：0725-46-2162
交：JR「信太山駅」

大阪府立
近つ飛鳥博物館

所：大阪府南河内郡河南町大字東山299番地
☎：0721-93-8321
交：金剛バス「近つ飛鳥博物館前」

第12回大阪検定に合格された皆様が特典を受けられる施設と特典内容は下記の通りです。是非、沢山の施設をご利用いた

だき、大阪の魅力をさらに感じてください。なお、今回も大変多くの施設にご協力いただきました。この場をお借りして

御礼申し上げます。

特典をご希望の方は同封の合格証を各施設の窓口でご提示ください。

（合格証の提示がなければ特典を受けることはできません。また合格バッジを提示しても特典を受けることはできません。）

特段の記載がない限り特典を受けられる対象は合格者ご本人様のみです。特典の有効期限は原則2023年2月28日までですが、

一部の施設につきましては期限が異なりますのでご注意ください。

諸般の事情により特典が変更・中止される場合もございますので、予めご了承ください。また、一部のホテル・レストラン

については除外日や対象外プラン等がございますので、ご利用の際には事前に各施設にお問合せください。

合格者特典と他の割引等との併用はできません。
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１．教育・文化施設

対象施設等 合格者特典 施設情報

入館料
一般250円→200円
高校150円→100円

箕面公園昆虫館 入館料　高校生以上280円→200円
所：大阪府箕面市箕面公園1-18（箕面公園内）
☎：072-721-7967
交：阪急「箕面駅」

服部緑地都市緑化植物園 都市緑化植物園入園料　大人220円→150円
所：大阪府豊中市寺内1-13-2
☎：06-6866-3621
交：北大阪急行「緑地公園駅」

堺市立ビッグバン 合格者本人　入館料半額
所：大阪府堺市南区茶山台1丁9番1号
☎：072-294-0999
交：泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」

堺市茶室「伸庵」 呈茶の方にポストカード進呈
所：大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁（大仙公園内）
☎：072-233-5258（（公社）堺観光コンベンション協会）
交：JR「百舌鳥駅」

堺市 大仙公園 日本庭園
入園料 2割引
大人200円→160円、小中学生100円→80円

所：大阪府堺市堺区大仙中町大仙公園内
☎：072-247-3670
交：JR「百舌鳥駅」

オリジナルグッズ進呈（１点限り）

　１級　ルーペ＋特別展図録

　準１級・２級　日本手ぬぐい＋特別展図録

　３級･４級　クリップマグネット＋特別展図録

　１級・準１級　　年間パス　進呈
試験結果通知日(2022年2月2日）から2022年4月30日までに
来館し、合格証提示により年間パス進呈。
（年間パスの有効期限は進呈日から1年間）

　２級・３級・４級　入館料　大人300円→200円

２．ホテル・飲食店

対象施設等 合格者特典 施設情報

ホテルグランヴィア大阪
宿泊：通常料金の10％割引
レストラン：通常料金の10％割引（※一部商品・店舗を除く）

所：大阪市北区梅田3-1-1
☎：06-6344-1235
交：JR「大阪駅」すぐ

帝国ホテル大阪

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
※一部商品・店舗を除く
※除外日あり

所：大阪市北区天満橋1-8-50
☎：06-6881-1111
交：JR「桜ノ宮駅」徒歩約5分

大阪キャッスルホテル 直営レストラン：通常料金の5％割引
所：大阪市中央区天満橋京町1-1
☎：06-6942-2401
交：Osaka Metro・京阪「天満橋駅」すぐ

リーガロイヤルホテル（大阪）
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
※どちらも他の優待・割引等の併用不可

所：大阪市北区中之島5-3-68
☎：06-6448-1121
交：京阪「中之島駅」すぐ

大阪第一ホテル
宿泊：通常料金の10％割引
※ご予約時に特典の利用をお申し出下さい。

所：大阪市北区梅田1-9-20大阪マルビル
☎：06-6341-4411
交：JR「大阪駅」徒歩約3分　ほか

ホテル阪急インターナショナル
直営レストラン：通常料金の5％割引
（※一部店舗を除く）

所：大阪市北区茶屋町19-19
☎：06-6377-2100
交：阪急「大阪梅田駅」茶屋町口徒歩約3分

大阪新阪急ホテル
直営レストラン：通常料金の5％割引
（※一部店舗を除く）

所：大阪市北区芝田1-1-35
☎：06-6372-5101
交：Osaka Metro「梅田駅」、阪急「大阪梅田駅」すぐ

千里阪急ホテル
直営レストラン：通常料金の5％割引
（※一部店舗を除く）

所：大阪府豊中市新千里東町2-1
☎：06-6872-2211
交：北大阪急行・大阪モノレール「千里中央駅」徒歩約5分

以上、日本ホテル協会大阪兵庫支部加盟ホテル

ピースおおさか
（大阪国際平和センター）

所：大阪市中央区大阪城2番1号
☎：06-6947-7208
交：Osaka Metro・JR「森ノ宮駅」

学校法人常翔学園
常翔歴史館

所：大阪市旭区大宮5丁目16-1
☎：06-6955-7762
交：Osaka Metro「千林大宮駅」「太子橋今市駅」
　　 大阪シティバス「大宮小学校前」

大阪企業家ミュージアム
所：大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館B1F
☎：06-4964-7601
交：Osaka Metro「堺筋本町駅」
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２．ホテル・飲食店

対象施設等 合格者特典 施設情報

大阪マリオット都ホテル ライブキッチン　COOKA（クーカ）通常料金の10%割引

所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
☎：06-6628-6111
交：近鉄「大阪阿部野橋駅」直結、
　　Osaka Metro・JR「天王寺駅」すぐ

ホテル近鉄
ユニバーサル・シティ

カジュアルレストラン「イーポック」：通常料金の１０％割引
（同伴者含む）

所：大阪市此花区島屋6-2-68
☎：06-6465-6000
交：JR「ユニバーサルシティ駅」徒歩すぐ

シェラトン都ホテル大阪
直営のレストラン、バー（カフェベルを除く）
ご利用で10％割引<一部商品を除く>
＊他の割引等との併用不可

所：大阪市天王寺区上本町6-1-55
☎：06-6773-1111
交：近鉄「大阪上本町駅」直結、
　　Osaka Metro「谷町九丁目駅」徒歩5分

都シティ大阪天王寺 宿泊料金、通常料金より10%OFF
所：大阪市阿倍野区松崎町1-2-8
☎：06-6628-3200
交：Osaka Metro・JR「天王寺駅」、近鉄「大阪阿部野橋駅」直結

シティプラザ大阪
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

所：大阪市中央区本町橋2-31
☎：06-6947-7702（宿泊予約）
　　 06-6947-7867（レストラン予約）
交：Osaka Metro「堺筋本町駅」徒歩約6分

アジア舟 代金10％割引＋台湾ビール1本プレゼント
所：大阪市中央区本町1-1-4エンジェルビル2F
☎：06-6261-6515
交：Osaka Metro「堺筋本町駅」

カジュアルレストラン【ＯＵＩ】
ランチタイム　カフェドリンクサービス
※合格者本人様のみ

所：大阪市中央区北浜2-1-21北浜ゲイトビル1F
☎：06-6233-1192
交：Osaka Metro・京阪「北浜駅」「淀屋橋駅」

３．スポーツチーム

対象施設 合格者特典 施設情報

2021－22シーズン　大阪エヴェッサ　ホームゲーム

　アリーナ2階自由席　 大人　　　　　　2,000円→1,000円

　　　　　　　　             小・中・高生　1,000円→ご招待
※対象の席種が完売になり次第、企画も終了いたします
※未就学児は膝上観戦の場合は無料です
（大人1名につき未就学児1名まで）
※お問合せは大阪エヴェッサ　ホームタウン担当まで
　　（☎：0120-937-625）

４．その他レジャー施設等

対象施設等 合格者特典 施設情報

日本テレマン協会

日本テレマン協会マンスリーコンサート
　（2022年12月末までの開催分）
　１級　2割引
　準１級・２級・３級・４級　１割引

詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
（http://www.cafe-telemann.com/）
☎：06-6345-1046

乗船料の１割引
（片道、往復　共に）

堺のんびりクルーズ 大人1,000円→800円、小人500円→400円

詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
（http://www.kc-sakai.com/）
☎：072-229-8851
交：南海「堺駅」駅前ロータリー横

大観覧車乗物券
一般(3歳以上）800円→700円
※同伴者５名まで可

B.LEAGUE　大阪エヴェッサ

試合詳細については大阪エヴェッサ公式ＷＥＢサイトでご確認
ください。
（https://evessa.com/）
☎：0120-937-625（大阪エヴェッサ　ホームタウン担当）
（平日10：00～17：00）

大阪水上バス
詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
（http://suijo-bus.osaka/）
☎：06-6942-5511

キャプテンライン
詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
（http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/）
☎：06-6573-8222

・アクアライナー　周遊コース　10%割引
・サンタマリア　デイクルーズ　10%割引

天保山大観覧車
所：大阪市港区海岸通1-1-10
☎：06-6576-6222
交：Osaka Metro「大阪港駅」
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４．その他レジャー施設等

対象施設等 合格者特典 施設情報

OSAKA旅めがね 500円割引／名
詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
（https://www.tabimegane.com/）
☎：06-6624-8500

さきしまコスモタワー展望台
大人800円→700円、小中学生500円→450円
※本人と同伴者5名まで

所：大阪市住之江区南港北1-14-16
☎：06-6615-6055
交：Osaka Metro「トレードセンター前駅」

大阪府立少年自然の家

宿泊施設利用料半額
※本人のみ適用
※食事代、シーツ代等は別途要
※事前予約が必要
※10名未満の団体に適用

所：大阪府貝塚市木積字秋山長尾3350
☎：072-478-8331
交：は～もに～ばす「少年自然の家」

石川河川公園パークゴルフ場
平日・休日　計3ラウンド分無料
貸しクラブ代含む（3本まで）
※有効期限内3ラウンド限り　同伴者の使用も可

所：大阪府羽曳野市駒ヶ谷140
☎：072-956-1900
交：近鉄「駒ヶ谷駅」

二色の浜公園海浜緑地
（バーベキュー場）

野外炉（小型又は中型に限る）使用料金
最初の１時間無料（平日、土日祝日）
※事前予約制（１回２時間以上の利用）

所：大阪府貝塚市二色南町
☎：072-431-9846
交：南海「貝塚駅」下車
　　 水間鉄道バス「海浜緑地公園・国華園前」

浜寺交通遊園

ゴーカートまたは子供汽車の乗車券を進呈
（※交通遊園事務所に提示し乗車券を受け取ってください）
【ゴーカート】大人１人１回　300円→無料
【子供汽車】大人１人片道１回　300円→無料

所：大阪府高石市羽衣公園丁
☎：072-261-8696
交：南海「浜寺公園駅」、阪堺「浜寺駅前駅」

住之江公園プール

プール入場券：
　大人　 640円→450円
　中学生430円→300円
　4歳～小学生220円→160円

所：大阪市住之江区南加賀屋1-1-117
☎：06-6685-9521
交：Osaka Metro・ニュートラム「住之江公園駅」

久宝寺緑地 粗品（しおり）進呈
所：大阪府八尾市西久宝寺323
☎：072-992-2489
交：ＪＲ「久宝寺駅」、近鉄「久宝寺口駅」ほか

枚岡公園 オリジナルグッズ（特製エコバッグ）先着10名
所：大阪府東大阪市東豊浦町12-12
☎：072-981-2516
交：近鉄「額田駅」「枚岡駅」

日本万国博覧会記念公園
日本庭園・自然文化園　共通入園券割引
大人260円→190円、小中学生80円→60円

詳細については、ＨＰ等でご確認ください。
https://www.expo70-park.jp/
所：大阪府吹田市千里万博公園1-1
☎：06-6877-7387
交：大阪モノレール「万博記念公園駅」「公園東口駅」

深北緑地 ミズノオリジナルシューズ袋　先着10名様
所：大阪府大東市深野北4-284
☎：072-877-7471
交：ＪＲ「野崎駅」、「四条畷駅」

山田池公園
オリジナルグッズ
（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ、ﾚｼﾞｬｰｼｰﾄ、折りたたみｸｯｼｮﾝの中から１点）

所：大阪府枚方市山田池公園1-1
☎：072-851-4761
交：ＪＲ「藤阪駅」

せんなん里海公園 オリジナルグッズ進呈
所：大阪府泉南郡岬町淡輪地先
☎：072-494-2626
交：南海「淡輪駅」、「箱作駅」

住吉公園
粗品（ボトルフラワー）進呈
※公園管理事務所窓口に取りに来られた方で先着10名様

所：大阪市住之江区浜口東1-1-13
☎：06-6671-2292
交：阪堺「住吉鳥居前駅」、南海「住吉大社駅」

寝屋川公園 公園グッズ詰め合わせ　先着１０名様
所：大阪府寝屋川市寝屋川公園1707
☎：072-824-8800
交：JR「寝屋川公園駅」
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