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Figure 1 

地 区 見学施設名 電話番号 休館日 小学生 先生 駐車場 雨天時 
奈良市 東大寺 大仏殿（注１） 0742-22-5511 無休 ２００ 無料 3000 見学可 
奈良市 若草山 0742-22-0375 無休 ６０ １２０ 3000 不可 
奈良市 唐招提寺 0742-33-7900 無休 １６０ 無料 2h2420 見学可 
奈良市 薬師寺（注２） 0742-33-6001 無休 ２７０ 無料 2200 見学可 
奈良市 平城宮いざない館 

（注３） 
0742-36-8780 2･4･7･11 月の第二月曜 

（祝日の場合は翌日） 
無料 無料 2000 

（乗降のみ） 

見学可 

奈良市 平城宮跡資料館【遺構展示館】 0742-30-6753 月（月が祝日の時は火） 無料 無料 無料 見学可 
斑鳩市 法隆寺 0745-75-2555 無休 ６００ 無料 2800 見学可 
明日香村 石舞台古墳 0744-54-4577 無休 ５０ 無料 3000 見学可 
明日香村 飛鳥寺 0744-54-2126 無休 １７０ 無料 3000 見学可 
明日香村 飛鳥資料館 0744-54-3561 月（月が祝日の時は火）  無料  無料 3000 見学可 
明日香村 橘寺 0744-54-2026 無休 １００ 無料 3000 見学可 
明日香村 高松塚壁画館 0744-54-3340 年末年始  ５０ 無料 無料 見学可 
生駒市 生駒山上遊園地 0743-74-2172 木 無料 無料  2000 不可 
橿原市 考古学博物館 0744-24-1185 月（月が祝日の時は火） １５０ 無料  無料 見学可 
橿原市 橿原市昆虫館 0744-24-7246 月（月が祝日の時は火）  ９０  無料  無料 見学可 
（注１） 東大寺のバス乗降は奈良公園バスターミナルになります。（事前予約） 

事前予約が満車の場合は当日予約が可能です。０７４２－８１－８９２０までお電話下さい。 
（注２） 薬師寺は玄裝三蔵院伽藍の拝観料が含まれます。白鳳伽藍のみの見学は 180 円です。 
（注３） バス駐車場は予約制です。 
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地 区 見学施設名 電話番号 休館日 小学生 先生 駐車場 雨天時 
中央区 大阪城天守閣 06-6941-3044 年末年始 無料 無料 1h1500 見学可 
中央区 ピース大阪 06-6947-7208 月･月末の最終日･

祝日の翌日 
無料  無料 1h1500 見学可 

中央区 大阪歴史博物館 06-6946-5728 火（火が祝日の時は水）  無料  無料 1h1500 見学可 
北区 大阪市立科学館 

 
06-6444-5656 月（月が祝日の時は火） 

 
プラネタ 

２４０ 
プラネタ 

２４０ 
 
1h1000 

 
見学可 

北区 キッズプラザ 06-6311-6601 第２・３月曜 
(月が祝日の時は火) 

４８０ ９６０ 1h1100 見学可 

港区 海遊館 06-6576-5533 2022 年  1/10 ・

1/11 
７２０  無料 2500 見学可 

港区 レゴランドディスカバリー大阪 06-6573-6010 (火) （水） １１００ 5名に1名無料  2500 見学可 
西区 大阪科学技術館 06-6441-0915 第 1・3 水曜日・4/29  映画 110 無料 無料 見学可 
天王寺区 天王寺動物園（注１） 06-6771-8401 月（月が祝日の時は火） 25 年より有料 

料金は下記へ 
4h 

5000 
不可 

東住吉区 長居公園自然史博物館 06-6697-6221 月（月が祝日の時は火）  無料  無料 3h 
3000 

見学可 

鶴見区 咲くやこの花館（注２） 06-6912-0055 月（月が祝日の時は火）  無料  無料 1h 600 見学可 
吹田市 国立民族学博物館 06-6876-2151 水（水が祝日の時は木）  無料  無料 4h1780 見学可 
吹田市 万博自然文化園（注３） 06-6877-7387 水（水が祝日の時は木）  ５０  無料 4h1780 不可 
吹田市 日本庭園（注３） 06-6877-7387 水（水が祝日の時は木） ５０  無料 4h1780 不可 
吹田市 ニフレル 0570-022060 年中無休 ５００ 無料 4h1780 見学可 
高槻市 あくあぴあ芥川（注４） 072-692-5041 月（月が祝日の時は火）  無料  無料 3000 見学可 
東大阪市 ドリーム２１ 072-962-0211 

 
月（月が祝日の時は火） 
祝日の翌日  各８０づつ 
のびのび広場・プラネタ・探検広場 

 ８０ 
３２０ 
２４０ 

 
１h400 
(上限 2000) 

 
見学可 

豊中市 服部緑地 民家集落 06-6862-3137 月（月が祝日の時は火） １５０  無料 4h1050 不可 
池田市 インスタントラーメン

発明記念館 
072-752-3484 
（注５） 

火(火が祝日の時は水)  無料 
ﾏｲｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾌｧｸﾄﾘｰ４００ 

 無料 
４００ 

美術の杜Ｐ 
2500 

見学可 

堺市 浜寺公園 072-262-6300 無休  無料  無料 4h1050 不可 
堺市 ビックバン（注６） 0722-94-0999 月（月が祝日の時は火） ６４０  無料 1000 見学可 
枚方市 山田池公園 072-851-4761 無休 無料  無料 4h1050 不可 
和泉市 弥生文化博物館 0725-46-2162 月（月が祝日の時は火） 無料 無料  無料 見学可 
河内長野市 関西サイクルスポーツ

センター 
0721-54-3101 火 

 
パスポート 
１０００  無料 

 
 2000 

 
不可 

河南町 近つ飛鳥博物館 0721-93-8321 月(月が祝日の時は火)  無料  無料 無料 見学可 
（注１） 天王寺動物園の駐車場は先着順になります。 

２時間まで３０００円。以降１時間ごと１０００円 
     入園料 ３０名以下    ２００円（先生５００円） 
         ３１名～４９名  １８０円（先生４５０円）（１割引） 
         ５０名～９９名  １６０円（先生４００円）（２割引） 
         １００名以上   １４０円（先生３５０円）（３割引） 
（注２） 駐車場は２０分２００円（上限なし） 
（注３） ４月は無休です。 
（注４） あくあぴあ芥川の駐車場は、摂津峡下の駐車場になります。 

予約をおすすめします。０７２－６８３－００８１ 
（注５） 美術の杜バスポートは予約制です。ＴＥＬ０７２－７５１－４６００ＦＡＸ０７２－７５１－４６０１ 
（注６） ５月は無休予定。 



 
 
 

 
 

地 区 見学施設名 電話番号 休館日 小学生 先生 駐車場 雨天時 
大津市 南郷水産センター 077-546-1153 火 １５０  無料 ９００ 不可 
大津市 石山寺 077-537-0013 無休 ２００  無料  2000 見学可 
大津市 ミシガン８０ 077-524-5000 無休 1420 2830  2190 欠航有 
大津市 烏丸半島～琵琶湖大橋航路 077-524-5000 （注１） 確認が必要です。  回送 欠航有 
大津市 三井寺 077-522-2238 無休 １５０ 無料  2000 見学可 
草津市 琵琶湖博物館 077-568-4811 月（祝日の時は開館）  無料 ８００  1700 見学可 
信楽町 信楽陶苑 たぬき村 0748-83-0126 無休 湯のみ絵付け５５０ 

      作陶１６５０ 
２７５ 
８２５ 

 
無料 

 
見学可 

信楽町 陶芸の森 0748-83-0909 月（月が祝日の時は火）  無料  無料  無料 不可 
野洲郡 希望ヶ丘（アスレチック） 077-588-3251 4 月～11 月は無休 ２８０ 無料  1600 不可 
甲南町 甲賀流忍術屋敷 0748-86-2179 当面の間、土日祝

のみの営業 
３５０  無料  無料 見学可 

甲賀町 甲賀の里忍術村 0748-88-5000 月（月が祝日の時は火） ８００ １１００  無料 一部不可 

（注１） チャーター船になります。船によって料金が異なりますので、その都度ご確認下さい。 
 

上野市 伊賀流忍者博物館 0595-23-0311 年末年始 ４００ ７００  1500 見学可 
鈴鹿市 鈴鹿サーキット 0593-78-1111 ６/８～１０ 

     ３回券 
   パストート 

 
1100 
1900 

  
 無料 
無料 

 2500 一部不可 

地 区 見学施設名 電話番号 休館日 小学生 先生 駐車場 雨天時 
北区 神戸市立森林植物園 078-591-0253 水（水が祝日の時は木） １３５ ２７０  2000 不可 
須磨区 須磨海浜水族園（※１） 078-731-7301 11 月末まで無休 ２７０  無料  2000 見学可 
伊丹市 伊丹スカイパーク 072-784-8134 無休 無料  無料  3000 不可 
中央区 神戸ポートタワー（注２） 078-391-6751 改装工事のため休業中 １５０  無料 2h1530 見学可 
中央区 神戸海洋博物館（注２） 078-327-8983 月（月が祝日の時は火） １５０  無料 2h1530 見学可 
中央区 神戸市立青少年科学館 078-302-5177 水（水が祝日の時は木）入館 210 

   プラネタ 140 
無料 

 無料 
 
無料 

 
見学可 

中央区 人と防災未来センター 078-262-5050 月(月が祝日の時は火） 無料 無料 無料 見学可 
灘区 王子動物園 078-861-5624 水  無料  無料 3000 不可 
伊丹市 伊丹市昆虫館 0727-85-3582 火（火が祝日の時は水）  ８０ ３２０  3000 見学可 
（注１） 須磨海浜公園の再整備事業に伴う園内工事の為３/１より本館のみの営業になります。 

（2024 年リニューアル予定） 
（注２） ポートタワー改装工事のため休業中、２０２３年リニューアルオープン予定。 

※ 行き先がお決まりになりましたら、必ず休館日を現地へご確認下さい。 
※ 休館日以外に臨時休館する場合がございますのでご確認下さい。 
※ この一覧表に記載の料金等は予告なく変更になる場合があります。 
※ この一覧表に記載の料金は小学校（学校団体）の団体割引料金です。 
※ 中学校は大人料金基準の割引のため別途お問合せください。 
※ 子供会など一般団体の場合は割引料金が異なる場合がありますので必ず各施設へご確認ください。 



 
 

地 区 施 設 名 電話番号 地 区   施 設 名 電話番号 
高石市 大阪ガス科学館 0722-68-0071 枚方市 関西リサイクルシステムズ 072-808-9888 
枚方市 ミツカン大阪工場 072-858-0331 高槻市 明治製菓 0726-85-5011 
池田市 ダイハツ池田工場 0727-54-3048 北区 毎日新聞大阪本社 06-6346-8403 
守口市 パナソニック乾電池工場 06-6994-4351 神戸 灘浜サイエンススクエア 078-882-8136 
大阪北区 朝日新聞 06-6231-0131 中央区 ＮＨＫBK プラザ 06-6937-6020 
枚方市 アピカノート 072-858-1151 枚方市 ダイコロ 072-850-0771 
茨木市 大阪府中央卸売市場 0726-36-2013 高石市 大阪オール印刷（読売新聞） 072-268-3811 
伊丹市 キューピーマヨネーズ 06-6422-1521 貝塚市 明治なるほどファクトリー関西 072-431-1236 
大阪北区 大阪造幣局 06-6351-5361 池田市 インスタント発明記念館 072-752-3484 
久御山町 近畿コカコーラ京都 0774-43-5522 堺市 関西電力ＰＲ館 0722-41-5470 
大阪港区 ＡＴＣエイジレスセンター 06-6615-5123 大阪北区 読売新聞大阪本社 06-6366-1532 
大阪中央区 読売テレビ 06-6947-2055 大阪福島区 トッパンメディアプリンテック関西 06-6454-3636 
三重県鈴鹿 HONDA 鈴鹿製作所 059-378-1212  伏見区 朝日新聞京都工場 075-603-3213 

地 区 見学施設名 電話番号 休館日 小学生 先生 駐車場 雨天時 
左京区 京都市動物園 075-771-0210 月（月が祝日の時は火）  無料 ６２０  2600 一部可 
左京区 京都府立植物園 075-701-0141 年末年始 無料  無料  2550 不可 
左京区 銀閣寺 075-771-5725 無休 ３００  無料  2610 見学可 
左京区 宝ヶ池子供の楽園 075-781-3010 年末年始  無料  無料  回送 不可 
右京区 東映太秦映画村（注１） 075-864-7716 4 月・5 月・6 月 無休 ９００  無料 3h/3000 見学可  
南区 京都市市民防災センター 075-662-1849 月(月が祝日の時は火) 

第二火曜 
  
無料 

 
無料 

 
無料 

見学可 

下京区 京都鉄道博物館（注２） 
 

075-323-7334 水(水が祝日の時は木)入館４００ 
6/7・8・9  SL 乗車１００ 

無料 
３００ 

3h2100 
以後 1h
毎 500 

 
見学可 

下京区 京都水族館（注２） 075-354-3130 無休 ７００  無料 見学可 
中京区 二条城 075-841-0096 年末 ２００  無料 2h/2600 見学可 
東山区 清水寺 075-551-1234 無休 ２００ 無料 2610 見学可 
東山区 三十三間堂 075-561-3334 無休 ２５０  無料 無料 見学可 
東山区 京都国立博物館 075-541-1151 月（月が祝日の時は火） 無料 無料 3h2000 見学可 
北区 金閣寺 075-461-0013 無休 ３００  無料 1h1000 見学可 
北区 国際平和ミュージアム 075-465-8151 日曜 4/30・5/6 １５０  無料  無料 見学可 
伏見区 青少年科学センター（注３） 075-642-1601 木（木が祝日の時は金） １８０ ９４０  無料 見学可 
宇治市 文化パルク城陽 

（注４） 
0774-55-1900 
0774-55-7667 

月(月が祝日の時は火) 
5/2・6・9～12 

  無料 
２４０ 

 無料 
４８０ 

 
1h 200 

見学可 

宇治市 鴻ノ巣山運動公園（注５） 0774-55-6222 無休  無料 無料 2h 無料 不可 
宇治市 平等院鳳凰堂 0774-21-2861 無休 ２００ 無料  2800 見学可 
宇治市 太陽が丘 0774-24-1313 公園は無休  無料  無料  1530 不可 
（注１） 映画村駐車場は、３時間半３８００円・４時間４６００円・４時間半５４００円です。 
（注２） 梅小路公園の駐車料金は３時間２０００円で以後１時間ごと５００円です。 
（注３） 青少年科学センターの料金はプラネタリウムを含みます。小人入場 ９０円 プラネタ ９０円 
                               大人入場４７０円 プラネタ４７０円 
（注４） 上段の電話番号、料金はプレイルーム、下段の電話番号、料金はプラネタリウムの料金です。 
（注５） 鴻ノ巣山運動公園は 2 時間まで駐車料金無料です。2ｈ～3ｈ600 円、3ｈ～4ｈ800 円 4ｈ～1000 円 


