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【交】南海 河内長野より南海バス
金剛山ロープウェイ前、
近鉄/富田林より金剛バス
千早ロープウェイ前又は金剛登山口下車
【☎】0721-21-7557
（千早赤阪村観光案内所）

大阪府の最高地点
(1,056m)を有し、標高は
1,125m。四季折々の絶景が
楽しめます。

金剛山 V-9

【交】JR 百舌鳥 【☎】072-955-1115

日本最大規模の前方後円墳で、世界三大墳墓の一つに
も数えられます。約2.8kmの周遊路は一周するのに徒歩で
約50分が必要です。

仁徳天皇陵古墳

【交】京阪 枚方公園
【☎】072-844-3475

開業から100年を超える大型遊園
地。40種以上のアトラクションや動
物ふれあい広場がそろい、夏は大型
プール「ザ・ブーン」、冬は屋 外ス
ケートや雪遊び、
イルミネーションな
ど、四季を通じて楽しめます。

ひらかたパーク U-4

【交】大阪モノレール 万博記念公園 【☎】06-6170-5590

マーブルビーチ Q-9

【交】JR 野崎 【☎】072-876-2324

5月の「野崎まいり
（無縁経法要）」に
は、参道に100軒以上の露店が並び参
詣者で賑わいます。浄瑠璃「お染久松」
の比翼塚があることでも知られます。

野崎観音 U-5

【交】阪急 池田 【☎】072-752-3484

インスタントラーメン誕生のエピソード等を
様々な展示で楽しく紹介する施設。好きな
スープと具材を選べる｢マイカップヌードル
ファクトリー｣
（ 1食300円）
が人気です。

【交】南海 岡田浦 【☎】072-483-8191

【交】阪堺 宿院、
南海 堺東・堺より南海バス宿院下車
【☎】072-260-4386

天下一の茶人・千利休と歌人・与謝
野晶子の生涯や人物像を通して堺
の魅力を発信。茶室や立礼茶席で
の本格的な茶の湯体験も可能です。
（茶室は要予約）

さかい利晶の杜
T-7

富田林寺内町 U-8

【交】南海 忠岡 【☎】0725-21-6000

中世の水墨画や墨蹟を中心に、茶道具、仏教美術
作品、考古資料などを幅広く所蔵しています。国宝3
件、重要文化財13件を含む所蔵品は約1300点にの
ぼります。毎年、春季展と秋季展が開催され、開館中
の土、日、祝日には国登録有形文化財に指定されて
いる正木記念邸で呈茶をお楽しみいただけます。

正木美術館 S-8

【交】近鉄 富田林・富田林西口

富田林寺内町は、江戸時代から続く町並み
が残る地域であり、大阪府内で唯一、国の重
要伝統的建造物群保存地区に選定されて
います。最近では古民家を改装した食事処
やカフェも増えており、
また四季折々のイベ
ントが開催されるなど賑わいを見せています。

【交】近鉄・南海 河内長野より南海バス
観心寺下車 【☎】0721-62-2134

楠木正成ゆかりの建掛塔や首塚などがある寺。
金堂や本尊などの国宝の他、重要文化財が多
数保存されています。

アサヒビール吹田工場 T-4

【交】JR 高槻より市バス塚脇行き塚脇下車
【☎】072-674-7516
（ 高槻市役所 公園課）

高槻市を流れる芥川上流に続く渓谷。春の桜、
夏の新緑、秋の紅葉と季節ごとの自然の風景が
見事。公園や散策路も整備されています。

摂津峡 U-3

大阪府民の森 ほしだ園地

V-4

【交】南海 堺、阪堺 妙国寺前
【☎】072-227-1001

堺打刃物、線香、和ざらし・ゆかた、自転
車、敷物など、堺が誇る伝統産業が一堂
に会するミュージアム。購入もできます。

堺伝統産業会館
Wi-F i T-7

【交】近鉄 喜志より金剛バス
近つ飛鳥博物館前下車
【☎】0721-93-8321

「仁徳天皇陵古墳」の築造当時の復原
模型や埴輪、石棺、甲冑など、大阪を中
心とする古墳時代から飛鳥時代の出土
品などを展示しています。

大阪府立
近つ飛鳥博物館 U-8

【交】南海 蛸地蔵
【☎】072-436-0914

300年の伝統を受け継ぐ「 岸和田だんじり
祭」。実物のだんじり３台と大迫力の映像、
大工方や鳴り物体験など祭の熱気と興奮を
1年中、楽しめる空間です。

岸和田だんじり会館 R-8

【交】近鉄 八戸ノ里、河内小阪
【☎】06-6726-3860

日本を代表する作家、司馬遼
太郎の精神や世界観を「感
じる」
「考える」記念館。

司馬遼太郎
記念館 U-6

【交】JR 星田、京阪 私市
【☎】072-891-0110
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【交】JR・阪急 吹田 【☎】06-6388-1943

【交】阪急 箕面、北大阪急行 千里中央より
阪急バス箕面下車
【☎】072-723-1885
（箕面 交通・観光案内所）

戦国時代に整備された歴史ある町。
白壁や『むしこ窓』、碁盤の目のよう
な道路など、見て歩くだけでもいにし
えの風情を感じることができます。

つるぎや

【交】近鉄 石切・新石切
【☎】072-982-3621

【交】近鉄 富田林より金剛バス消防分署前下車

段々になった広い棚田では、
日本らしい田舎の美
しい景色が楽しめます。季節折々にのどかな景
色を楽しめるのも下赤阪の棚田の魅力です。

下赤阪の棚田 U-8

【交】南海 大阪狭山市 【☎】072-367-8891

日本最古のダム式ため池狭山池の堤や出土文化
財を移築展示公開するとともに、狭山池を核とした
人・土・水の歴史系博物館。

大阪府立狭山池博物館
T-7

「デンボ
（腫れ物）の神さん」
として病気
平癒のご利益で知られる神社。参道は
占いの館や食品、漢方薬、飲食店など
で賑わいます。

石切劔箭神社 U-5

T-3

【交】北大阪急行 千里中央より阪急バス
30分/阪急 箕面よりタクシー15分
【☎】072-721-7010

箕面市山麓部に広がる自然公園。
公園の入口から落差33mの壮大な箕面
大 滝まで、渓 流 沿いを歩きます。四 季
折々の風情があり、特に春の桜や新緑、
晩秋の紅葉は見事です。

【交】JR 久宝寺、近鉄 久宝寺口
【☎】072-924-6371
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「勝運の寺」
「勝ちダルマ」の寺として知
られ、約8万坪の境内では四季を通じて
桜、
シャクナゲ、アジサイ、特に秋には色
とりどりの紅葉で彩られます。

勝尾寺

明治の森箕面国定公園
T-3
（箕面大滝）

久宝寺寺内町
Wi-F i U-6

予約制の見学コースではビールの様々な知識を学び、
ビー
ルの試飲もできます。
ギフトショップでは工場ならではのグッズの購入も可能。

金剛山・生駒山系にあるアウトド
アスポット
「府民の森」のひとつ。
星 のブランコ（ 吊り橋 ）は延 長
280ｍ、最高地上高50ｍで、木床
板人道吊り橋としては国内最大
級です。

【交】JR 山崎、阪急 大山崎
【☎】075-962-1423

カップヌードルミュージアム
大阪池田 S-4

夕陽百選の絶景と恋人の聖地ハートモニュ
メントが人気の白い大理石のビーチです。

観心寺 U-8

には
REL」
「NIF
い
で珍し
的
性
個
の達が
生きも
！
たくさん

【交】大阪モノレール 万博記念公園
【☎】06-6877-7387

日本一の大観覧車「Redhorse OSAKA WHEEL」、生き
ているミュージアム「NIFREL」
など、大型エンターテインメ
ント施設と約300店舗のららぽーとEXPOCITYからなる、
国内最大級の大型複合施設です。

EXPOCITY

T-4

日本万国博覧会の跡地に整備された文化公園。岡本太
郎氏制作の「太陽の塔」が世界的に有名です。園内では
年間を通して四季折々の花が楽しめます。

万博記念公園

名水の地・山崎にある日本初
のモルトウイスキー蒸溜所。ウ
イスキー館見学や、製造工程
見学後に希少なモルト原酒の
テイスティングができる蒸溜所
ツアーが好評です。
（いずれも
要予約）※ツアーは日本語の
み。オーディオガイド
（英・中・
仏）
は要問合せ。

サントリー山崎蒸溜所 V-3
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