
カード乗車券提示で、電車・バスの利用日に限り各施設 1 回ずつ無料で利用できます。
ただし04、05、06はいずれか1つのみ利用可、34と35はどちらか1つのみ利用可。

カード乗車券提示で　　　　で利用できる施設無 料

※通常料金は大人1人分の料金です。
※�料金は改定される場合があります。通常料金など詳しくは施設に
お問い合わせください。

各施設の営業状況は必ず事前にご確認ください！！
各施設は、天候、メンテナンス、イベント開催などにより臨時に休業する場合があります。
04、05、06、27、28、29、30、33、34、35、43、44、54に関しては上記のほか、河川の状況や
改修、船舶の修理などにより、予告なく運休する場合があります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
各施設が利用できなかった場合でも、払い戻し等はいたしません。

施設のお休みはカレンダーでチェック！≫
（随時更新中）

http://www.osaka-info.jp/osp/jp/大阪周遊パス施設の最新情報はHPで

　　  は期間限定で行われる施設又は、無料で利用でき
る期間が決まっている施設です。

　休定休日　 注意事項　￥通常料金

施設名 期間中の定休日／注意事項 通常 
料金

掲載 
ページ

01 道頓堀ZAZA 休不定休
ZAZAお笑いライブのみ 500円 P7

02 上方浮世絵館 休月（祝の場合は翌日）、12/29～
1/1 500円 P7

03 JAPAN NIGHT 
WALK TOUR

休不定休 1,000円 P7

04 とんぼり
リバークルーズ

休 7/13・24・25、8/5
チケット売り場は平日12:00、土・

日・祝10:00 開場　 満席の場合は
乗船不可　 小雨運航 夕方以
降の便は早めに完売する為、日中の
引き換えをおすすめします。

900円 P7

05 とんぼりRiver 
JAZZ Boat

期間限定運航  5・6・9・10・11月の
土・日・祝、7・8月の土
休 8/5

各便先着５名
チケット引換えは11:00～12:00

限定　 雨天運休

1,800円 P7

06 中之島
リバークルーズ

休7/13・24・25、8/5、12/26～1/3　
（1/4以降運休の場合あり）

チケット売り場は通常16:00、
4/29・30、5/3～7、8/11～15は12:00 
開場　 満席の場合は乗船不可

小雨運航

900円 P10

04、05、06はいずれか１つのみ利用可
 チケット売り場でカード乗車券を提示し、便指定の乗船券に引換える必要あり

07 梅田スカイビル　
空中庭園展望台

休無休
夕方以降は混雑が予想されます 1,000円 P10

08 HEP FIVE観覧車 休不定休 500円 P11

09 天然温泉
なにわの湯

休不定休
タトゥーがある方は入浴不可
タオルは付いていません
岩盤浴は別料金

800円 P11

10 大阪くらしの今昔館
（住まいのミュージアム）

休火、12/29～1/2
常設展のみ 600円 P11

11 大阪市立科学館 休月（祝の場合は翌平日）、12/28～
1/4。5/1、8/14は特別開館

プラネタリウムは別料金
400円 P11

12 大阪市立
東洋陶磁美術館

無料入場は平常展（8/12～9/10）、
企画展（9/23～12/3）開催時のみ　
休月（祝の場合は翌平日）、展示替
期間　

平常展
500円

企画展
900円

P11

13 梅田ジョイポリス
ワイルドリバー

休不定休
身長制限あり（110cm以上） 600円 P11

14 通天閣 無料入場は月～金のみ
休無休　 土・日は使用不可 700円 P14

15 四天王寺　　　　
（中心伽藍、本坊庭園）

休無休（庭園は4/22と毎月1～10日ま
で休園。ただし、4・8・12・1月は除く）

境内で２か所目の利用時は再度
カード乗車券提示要

各300円 P14

16 大阪市立美術館 無料入場はコレクション展のみ。コ
レクション展（予定）4/8～6/4、7/7
～19、8/1～10/1、10/14～1/21、
2/24～3/25　休月（祝の場合は翌
平日）、12/28～1/2、展示替期間　

300円 P14

17 天王寺動物園 休月（祝の場合は翌平日）、12/29～1/1 500円 P14

18 慶沢園 休月（祝の場合は翌平日）、12/29～1/1 150円 P14

19 大阪市立
長居植物園

休月（祝の場合は翌平日）、12/28～1/4
20 を利用せずに長居植物園の

み利用時には TOKU×2 を要提出。
周遊パスで電車・バス利用日のみ
利用可

200円 P15

施設名 期間中の定休日／注意事項 通常 
料金

掲載 
ページ

20 大阪市立
自然史博物館

休月（祝の場合は翌平日）、12/28～
1/4

常設展のみ
長居植物園にも入場可

300円 P15

21 大阪城天守閣 休 12/28～1/1　 兜・陣羽織の
試着体験は別料金 600円 P16

22 大阪城西の丸庭園 休月（祝の場合は翌平日）、12/28～
1/4　 長期休園の場合あり 200円 P16

23 重要文化財
大阪城の櫓

期間限定公開  2017年4/1～11/26の
土・日・祝　

4/1～9は毎日公開、7/22～8/31
は月を除く毎日公開
休不定休　 西の丸庭園前の
チケット売り場にて受付

700円 P16

24 大阪歴史博物館 休火、12/28～1/4　 常設展のみ 600円 P17

25 大阪企業家
ミュージアム

休日・月・祝、8/13～16、12/27～
1/4 300円 P17

26 ピースおおさか　
（大阪国際平和センター）

休月・月末・祝の翌日（月が祝の場
合、翌日は開館。祝の翌日及び月末
が日の場合は火）、12/28～1/4

250円 P17

27 大阪水上バス　　
アクアライナー

無料乗船期間  12月～2018年2月
休 1 / 1 7・1 8、2 / 7・8

大阪城・中之島めぐり周遊コース
又は区間コースに利用可

季節・のりばによって出航時刻
及び最終便に変動あり

1,700円 P17

28 大阪水上バス
天満橋ベストビュー
クルーズ

期間限定運航  5/2～11/30 
休月（祝の場合は運航）7/7・8・25

満席の場合は乗船不可
1,500円 P17

29 大川さくらクルーズ 期間限定運航  2017年4/1～16　
休無休　 雨天減便 1,200円 P17

 27 、28、 29は窓口でカード乗車券を提示し、乗船券と交換
30 大阪城御座船 期間限定運航  2017年4/17～

2018年3/31　休 12/28～1/3 1,500円 P17

31 咲くやこの花館 休月（祝の場合は翌日）、12/28～
1/4 500円 P16

32 天保山大観覧車 休 1/17・18、2/7・8 800円 P18

33 キャプテンライン 休不定休（USJ休園日及び海遊館
休館日は全便運休）

往復利用可（時間帯によって
片道のみの場合あり）

1,300円 P18

34 帆船型観光船　　
サンタマリア
デイクルーズ

休 12/31、1/9～2/2、2/7・8
天候によりコース変更の場合

あり
1,600円 P18

35 帆船型観光船　　
サンタマリア　　
トワイライト
クルーズ

期間限定運航  2017年4月下旬～
10/29の土・日・祝
休無（但し、貸切便のぞく）

8月のみ毎日運航
貸切便の場合は乗船不可

2,100円 P18

34と35はどちらか１つのみ利用可

36 大阪府咲洲庁舎
展望台

休月（祝の場合は翌日）、1/1 700円 P19

37 レゴランド®・
ディスカバリー・
センター大阪

休不定休
大人のみ、小人のみの入場不可
通常の営業日のみ利用可
混雑時は入場制限あり

2,300円 P19

38 天然露天温泉
スパスミノエ

休不 定 休
タトゥーがある方は入浴不可　
タオルは付いていません

平日
650円

土日祝
750円

P19

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

無料
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カード乗車券提示で、割引などの特典が受けられます。※12、14、16、30、40、41、42、49、51、53、55 は「TOKU×２」クーポン提出要

割引・プレゼントなど　　　　　が受けられる施設
カード乗車券と TOKU×2 クーポンで

特 典

大阪周遊パスの利用についてのご注意

▲

�1日券の利用時間は無料利用可能施設では利用日の施設開館時
間から最終入場時間までです。交通機関でのご利用は始発から終
電までです。（利用開始時刻から 24 時間という利用はできません）

　※施設及び交通機関は 24 時間での営業はしておりません。

▲

小児用はございません。

※大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線１日乗り放題エンジョイエコカード（小児
300 円）がございます。

▲

電車・バスに乗車する際は、改札機またはバス車載機をご利用ください。

▲

無料で利用できる観光施設ではカード乗車券を施設係員に提示してください。

▲  

カード乗車券と「TOKU × 2」クーポンで利用できる施設には、「TOKU × 2」クー
ポンを切り取り、カード乗車券とともに窓口で提出してください。なお、「TOKU
× 2」クーポンは 2018 年 4 月 30 日までご利用いただけます。

▲  

電車・バスの改札機などを通すと、カード乗車券の裏面に利用日が印字されます。
先に施設をご利用の場合は、カード乗車券の裏面に利用日を係員が記入します。

▲  

近畿日本鉄道、南海電鉄の座席指定制特急列車をご利用の場合は、別途、特
別急行料金等が必要です。

▲  

ご利用の途中でカード乗車券の磁気不良などにより、電車・バスの改札機など
を利用できなくなった場合は、駅係員やバス乗務員にお申し出ください。

▲  

カード乗車券や「TOKU × 2」クーポン付ガイドブックを紛失されても再発行いた
しません。また、「TOKU×2」クーポンを使い終わっても、追加発行はいたしません。

▲  

払い戻しは、カード乗車券裏面に記載の有効期間内で、カード乗車券、「TOKU×2」
クーポン付ガイドブックなど全てが未使用の場合に限り、購入場所にて受付いた
します。なお、その際は所定の手数料が必要です。

　 旅行会社で購入された引換クーポンの払い戻しについては、引換前は発売元の旅
行会社までお問い合わせください。引換後の払い戻しはできません。また、旅行
会社で購入された大阪周遊パスの払い戻しもできません。

▲  

購入された 1 日券を 2 日券、または 2 日券を 1 日券に変更することはできません。

▲  

施設において特別展等開催時は、常設展のみの入場ができない場合があります。
特別展等は、特別料金が必要です。詳しくは、各施設にご確認ください。

▲  

カード乗車券の利用開始後に、一部運輸機関の運行不能や施設の臨時休館等が
生じても払い戻しはいたしません。

▲  

カード乗車券を不正に利用した場合は、カード乗車券と「TOKU × 2」クーポン
付ガイドブックを無効として回収し、各社局・施設などの規程に従って増運賃や
入場料金等を収受いたします。

▲  

カード乗車券の有効区間外にご乗車の際は、有効区間外ご乗車分運賃が別途必
要です。駅の係員にお申し出ください。

▲

カード乗車券・「TOKU × 2」クーポンと、他の割引との併用はできません。　

▲

大阪周遊パスの利用内容について、予告なく変更する場合がございます。

▲  

正規販売店以外（オークションや転売行為を含む）で購入された大阪周遊パスに
伴うトラブルには一切責任を負いません。

INSTRUCTIONS

施設名 期間中の定休日 通常料金／特典内容／注意事項 掲載 
ページ

12 大阪市立東洋陶磁美術館   
TOKU×2

休月（祝の場合は翌平日）、
12/28～1/4、展示替期間

期間特別展開催時（2017年4/8～7/30、12/16～3/25）　￥展覧会によって異なる
特典入場料を1人から団体料金に割引 P11

14 通天閣   TOKU×2
特別展望台天望パラダイス 休無休 ￥500円（別途、通天閣への入場料金必要）

特典入場料300円OFF P14

16 大阪市立美術館   TOKU×2 休月（祝の場合は翌平日）、
12/28～1/2、展示替期間

期間特別展、特別陳列開催時（2017年4/8～6/4、7/7～19ほか）
￥展覧会によって異なる　特典入場料を1人から団体料金に割引 P14

20 大阪市立自然史博物館 休月（祝の場合は翌平日） 期間特別展「瀬戸内海の自然（仮称）」開催時（7/15～10/15（予定））　￥未定
特典当日入場料金より100円OFF P15

27 大阪水上バス　　　　　　
アクアライナー 休 7/25の午後全便運休

期間2017年4/16～11/30、2018年3/1～27
￥1,700円（春季特別期間：～2017年4/15は2,000円）
特典周遊コース＝1,000円、区間コース600円に割引　 春季特別期間は割引料金なし

P17

30 大阪城御座船   TOKU×2 休無休 期間2017年4/1～16　特典大人200円OFF、小人100円OFF P17

39  なんばグランド花月 休不定休（施設HPで要確認） ￥本公演　1階席4,700円、2階席4,200円　特典本公演の当日券500円OFF
土・日・祝の午後公演、特別興行期間は利用不可　 予約不可、空席の無い場合もあり P7

40  41  42ラウンドワン   TOKU×2 　　
　梅田店・北心斎橋店・千日前店 休無休 ￥500円～　特典ボウリング・カラオケ・ビリヤード・ダーツを1人1,000円以上利用で1

人につき100円割引　 アミューズメント・バッティングは対象外 P7

43 落語家と行く　　　　　　　
　　なにわ探検クルーズ

休 7/13・24・25、8/5、12/29
～1/3

期間 2017年4/10～2018年3/23　￥3,000円（春季特別期間：～2017年4/9、2018年
3/24～31は3500円）　特典大人500円OFF　 春季特別期間は割引なし P7

44 PIRATES OF OSAKA 休月、12/29～1/3 ￥大人1,000円、小人800円　特典大人400円OFF、小人200円OFF P7

45 国立国際美術館 休月（祝の場合は翌日）、
12/28～1/4、展示替期間

￥430円　特典コレクション展・特別展・企画展の入場料金を1人から団体料金に割引
（共催展はその都度決定） P11

46 大阪市内定期観光バス　　
　　OSAKA SKY VISTA

休不定休

￥大人1,500円、小人（4～12歳）1,000円　特典大人200円OFF、小人100円OFF（当日、
大阪駅JR高速バスターミナルチケットセンターでの現金支払い時のみ）　

バスを降りての観光はありません　 荒天時は屋根を閉めて運行の場合あり
所要時間約1時間。安全確保のため3歳以下の乗車不可
運行時刻は予告なく変更する場合あり

P11

47 クラブピカデリー梅田大阪 休日～ 水 ￥21:00～22:00 男性2,500円、女性700円、22:00～翌5:00 男性3,000円、女性1,500円
（いずれも１ドリンク付き）　特典2,500円で終日飲み放題 P11

48 絹谷幸二 天空美術館 休火、12/30～1/3、展示替
期間

￥一般1,000円、大学・高校・中学生600円
特典一般200円OFF、大学・高校・中学生100円OFF P11

49 スパワールド世界の大温泉　
TOKU×2 休無休

￥大人（12歳以上）1,200円～、小人（12歳未満）1,000円～　特典通常期間：大人200円OFF、
小人100円OFF、1,000円キャンペーン期間：大人・小人100円OFF、特別期間：大人3,000円
→2,000円、小人1,700円→1,000円　 期間については施設に要問合せ

P14

50 あべのハルカス美術館 休月（祝は開館）、展示替期間 ￥展覧会によって異なる　特典特別展を1人から団体料金に割引 P14

51 ハルカス300（展望台）   
TOKU×2

休無休 ￥1,500円　特典入場料金を1人から団体料金に割引
特別営業等による営業時間変更あり P14

52 山本能楽堂 休不定休、8/11～15、
1/1～5

￥初心者のための上方伝統芸能ナイト等主催公演3,500円～5,500円
特典主催公演入場で「山本能楽堂×graf」オリジナル手ぬぐい（1,000円）プレゼント P17

53 大衆演劇羅い舞座
京橋劇場   TOKU×2 休不定休、12/26～31 ￥1,600円　特典観劇料300円OFF

特別公演日は使用不可　 別途、貸し座布団代100円要 P17

54 OSAKA WONDER LOOP 休バス：無、SHIP：不定休（施
設ＨＰで要確認） ￥2日間3,000円　特典運賃300円OFF（10％OFF） P17

55 海遊館   TOKU×2 休 1/17・18・2/7・8 ￥2,300円
特典大人1人に限り入館料100円OFF（チケット販売窓口での現金支払時のみ）　 P19

56 GLION MUSEUM 休月（祝の場合は翌日） ￥800円　特典大人300円OFF P19

57 藤城清治 光の楽園展 休無休 期間～5/28　￥1,500円
特典大人1人に限り観覧料100円OFF（会場の当日券売り場で現金支払時のみ） P19

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

※「TOKU×2」クーポンはカード乗車券と一緒に使えば2018年4月30日まで有効。

特典
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