マップ面（表面）A2 サイズ 594×420mm
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Osaka
o
t
i
Su

大阪新阪急ホテル

水 都 大 阪ぐるっとマップ
ベイ
エリア

海遊館

グランフロント大阪

ユニバーサル
シティポート

USJ

線
中央
tro
e
M
aka
Os
大阪港駅

水辺のシンボルツリー

キッズプラザ大阪

ライトアップされる箇所
北大阪サイクルライン

©（公財）大阪観光局

大阪ふれあいの水辺

海遊館西はとば
キタハマミズム
muse riverside
18
restaurant & BBQ
旧造幣寮鋳造所
正面玄関

大阪港

旧桜宮公会堂
泉布観

曽根崎川跡碑
大阪市中央公会堂
地下1階
中之島LOVE
中之島ソーシャルイート アウェイク
CENTRAL

堂島米市場跡の碑

若松浜船着場
03

フェスティバル
シティ

福沢諭吉誕生地碑

水辺のシンボルツリー

D

17

中之島香雪美術館

適塾・
緒方洪庵旧宅

コンラッド
大阪

04

江戸堀コダマビル
大阪中之島美術館

芝川ビル

G

天満青物市場跡の碑

A

02

01

12

北浜テラス

F

いずみホール

大阪
京阪シティモール
ルポンドシエル
キャッスル
ホテル
川の駅はちけんや
YUP!NOP!RIVERSIDE DINER
天下の台所 大起水産 八軒家浜まぐろスタジアム

大阪取引所

旧小西家住宅
史料館

八軒家浜
サクヤルミナ

船場ビルディング

泥の河文学碑

E
10

綿業会館

MIRAIZA-OSAKA JO

四つ橋線
Osaka Metro

ぽんぽん船テラス
日本聖公会
川口基督教会

雑喉場魚市場跡碑

β本町橋

09

シティプラザ大阪

COOL JAPAN
PARK OSAKA

Osaka Metro中央線
KKRホテル

12 ルポンドシエル
大阪市建設局提供

大阪府西大阪治水事務所提供

大阪農林会館

Osaka Metro長堀
鶴見緑地線

堺筋線
Osaka Metro

トコトコダンダン

立売堀ビル

中之島の景観に溶け込んだレト
ロビル。フランス料理「ルポン
ドシエル」
、和食ダイニングバー
「さがん」
、20 名〜120 名まで利
用可能なバンケットもある。
06-6947-0888

谷町線
Osaka Metro

大阪府立江之子島
文化芸術創造センター

御堂筋線
Osaka Metro

芭蕉
終焉の地

川口居留地跡



05

中之島GATE
サウスピア

D ほたるまち

大阪府庁
本館

大阪科学技術館

安治川橋
顕彰碑

大阪開港の地碑

線
緑地
鶴見
長堀
etro
ka M
Osa

中之島GATE
ノースピア

11

大阪城御座船 JO-TERRACE
OSAKA

生駒ビルヂング

OMMビルの屋上から

C 大阪市中央公会堂

新井ビル

大阪府立中之島図書館
２階
スモーブローキッチン
ナカノシマ
青山ビル
伏見ビル

THE GARDEN
ORIENTAL OSAKA

北浜レトロ

キタハマミズム GARB
weeks

大阪ガスビル

おおさかふくしま・
中之島ゲート海の駅

B 道頓堀

13

藤田美術館

旧大阪市
公館

極楽
橋

水辺を回遊できるみどり溢れる遊歩道
沿いに植栽されているシンボルツリー。
水辺を散歩しながら見ても、船でクルー
ズしながら見ても、水辺のランドマーク
として魅力ある景観を形成している。

A 中之島の夜景

15 C
14

日本銀行
大阪支店旧館

藤田邸跡公園

こども本の森 中之島
“R”RIVERSIDE
GRILL＆BEER GARDEN

堂島リバーフォーラム
フェスティバルホール

桜ノ宮桟橋

©（公財）大阪観光局

大阪市立東洋陶磁美術館
【休館中：2023年秋まで】

16

13 “R”RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN

四ツ橋顕彰碑

01 川の駅はちけんや

心斎橋跡（高欄、
ガス灯）

02 北浜テラス

堂島川と土佐掘川の中州にあ
る緑豊かな癒しの空間。中之
島公園バラ園内にあり、涼し
みながら気持ちよく BBQ がで
きる。
06-6202-0112



■ 水都大阪ガイドマップ

住友銅吹所跡

14 GARB weeks
F 川の駅はちけんや

大阪府西大阪治水事務所提供

07

08

水辺を使った様々なイベント、アクティビ
ティ、クルーズ船が楽しめる、水都大阪を
代表する水辺の情報発信施設。館内に
はレストランやカフェも併設。八軒家浜
でのイベントや撮影なども随時受付中。
https://8ken-ya.osaka/

土佐堀川に面する「北浜テラス」は川
の桟敷席。この川床（かわゆか）がで
きてから、川がぐっと近くなり、対岸の
中之島からは、にぎわいのある水辺の
風景として定着している。
https://kitahamaterrace.com/

03 ほたるまち

04 中之島バンクス

安井道頓・道卜紀功碑

B

緑 豊 かな 中 之 島 公 園 の 真 ん
中、季 節を感じるオープンエ
アのガーデンテラスで、本格
ナポリピッツァや季 節の素材
を活かした料理がいただける。
06-6226-0181



E 大阪城

15 中之島ソーシャルイート アウェイク

重要文化財・大阪市中央公会
堂 B1階にオープン。ミシュラン
シェフ米村昌泰氏を料理監修
に迎え、和の素材を用いたクー
ルモダンなフレンチ・イタリア
ンが楽しめる。
06-6233-9660



16 中之島 LOVE CENTRAL

Osaka Metro千日前線

TAGBOAT̲TAISHO
RIVER STATION

朝日放送、
ABCホール、
堂島クロスウォー
ク、堂島リバーフォーラムなどで構成。
レストランやカフェもあり、水辺の賑わ
い施設として親しまれている。

G ばらぞの橋

05 おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅

06 TUGBOAT̲TAISHO

07 キャナルテラス堀江

08 とんぼりリバーウォーク

09 β本町橋

10 MIRAIZA-OSAKA JO

京阪中之島駅直結の親水空間です。堂島
川沿いの風光明媚でフォトジェニックな空
間には水上レストランにレザー＆アパレル
ブランドの旗艦店やチャペル、バー、ダイ
ナーズカフェが点在。クルーズサービスも。
https://www.nakanoshima-banks.com/

11 JO-TERRACE OSAKA

恋人や家族、友だちと過ごすレ
ストラン、カフェ、宴 会 場 は、
水辺の空間も楽しめるベスト
ビュー。ウエディングスペースや、
水都大阪の魅力を発見するク
ルージングも。
06-6362-1000



06

17 スモーブローキッチン ナカノシマ

重要文化財である大阪府中之島図
書館２階にある北欧をテーマにした
cafe restaurant です。食 材は淡 路
島を始め、関西近郊の契約農家か
ら取り寄せた季節の野菜をふんだ
んに使った料理を提供しています。
06-6222-8719



18 muse riverside restaurant & BBQ
「遊ぶ」
「学ぶ」
「働く」
「暮らす」ことの可
能性を広げる水辺の実験基地。動力船・
人力船・レンタルスペース・曜日替りラン
チやドリンクなどが楽しめます。
https://hommachibashi.jp
06-7504-1846



写真：㈱伸和

大阪らしい観光地としてその名を全国に
知られる道頓堀に 2004 年12月に誕生。
様々なイベントが行われ、川沿いにはお
いしいお店がたくさん。ゆっくり散策も
できる水辺の遊歩道。

大阪城本丸広場の歴史的建造物「旧第四
師団司令部庁舎」（もと大阪市立博物館）
が、飲食店や物品販売店などが揃う複合
施設として生まれ変わりました。屋上に行
けば、天守閣を最も間近に感じながら、
食事が楽しめます。 06-6755-4320



マスコミにも取り上げられる大阪お洒落
スポット。特徴ある 5 店舗（和・洋）が
ランチタイム〜深夜営業中 !

大阪城公園利用者の為に設立された、
飲食等も楽しめる複合施設。総合イン
フォメーションや、大阪土産も揃う公式
ショップを併設。
06-6314-6444



大阪・大正ならではの飲食店がぎゅっと
16 店舗つまった複合施設。
ライブや DJ スペースから聞こえる音楽や
水辺の景色と一緒に、バラエティ豊かな
食を楽しめます！
tugboattaisho@retown.co.jp

川沿いに面した開放感あふれるテ
ラスが魅力のcafe restaurant です。
ランチはビュッフェスタイルで、ディ
ナーは厳選したお肉を「シュラスコ」
にてご提供。夏場は、ビアーガー
デンとしても楽しめます。
06-6882-3566







水都大阪コンソーシアム https: //www.suito-osaka.jp 2022 年 3月発行

2017 年春に誕生した都心部では初となる
「海の駅」
。100 f 級の大型クルーザーも入
港可能な水の回廊と海をつなぐ拠点。
「ざ
こばの朝市」
「ふくしま水辺フェス」など
多数のイベントも開催。
0120-887-897

●中之島 GATE PARK BBQ
大阪初水上 BBQ 施設が、2019
年 春中之島にOPEN。中之島
で手ぶらで楽しめる水上 BBQ。
こだわりの空間でこだわりの
食事を楽しめる。パーティもで
き、SNS映え間違いなし！！
0120-887-897

クルーズ面（裏面）A2 サイズ 594×420mm

⑥運営会社

アクアライナー 大阪城・中之島めぐり

中之島

夢洲

5

3

ミナミ

大阪港駅

06-6573-8222



①海遊館西はとば、ユニバーサルシティポート
②海遊館〜ユニバーサルシティ ③約10分
（片道）
④［片道］大人：800円、小学生：400円 、
幼児（4 歳〜）
：300円［往復］大人：1,500 円、
小学生：700円、幼児
（4 歳〜）
：500 円
⑤持ち込み ○ ／船内販売なし
⑥㈱キャプテンライン

45 分 1,600 円




大阪ベイエリアを周遊する水都大阪で最大級の観光船。
船内にはフードカウンターもある。

ベイ
エリア

25 分 1,200 円

TUGBOAT̲TAISHOとユニバーサルシティポートを結ぶ片道 25分の定期船。

06-6556-6979

①TUGBOAT̲TAISHO RIVER STATION、ユニバーサルシティポート
②TUGBOAT̲TAISHO 〜ユニバーサルシティ
[ 中之島コース ][ 大正コース ]
③片道約 25 分 ④大人：1,200 円、子ども：1,000 円
⑤持ち込み×／船内販売なし
⑥㈱ RETOWN

06-6675-5180

① 8 名 ②17,600 円〜
（貸切）
③相談 ④T&S オフィス

TUGBOAT̲TAISHO RIVER STATION 他

TUGBOAT̲WATERBUS


海遊館西はとば

乗船場

ダゼロ号
@suitoosaka.story
@suitoosaka
@suito̲osaka

水都大阪クルーズ情報

https://www.suito-osaka.jp/cruise/

SUITE SHIPS

0120-887-897

船で川をあっちこっち
気軽に乗るならこれっ！



06-6121-2539

①日本橋船着場 ②道頓堀周遊 ③約 20 分
④大人（12歳以上）
：1,000円
小人（4〜11歳）
：800円 3歳までは無料
⑤持ち込み×／船内販売なし
⑥トップリバークルーズ㈱

①11名 ②33,000円〜
（貸切）
※スパーク
リングワイン付 ③中之島 BANKS
④㈱ロジエ http://bar-banks.com
ラグジュアリー空間で音楽と
水上から見える景色の非日常体験

090-5007-1230

キャプテンライン

設備の整った美しい屋形船で、豪華料理と飲み放題を満喫。
オープンデッキ席あり・冷暖房完備・男女別水洗トイレ有。60
インチ画面モニター、
カラオケ設備あり、
マイク4 本同時使用可。
外国語が話せるスタッフを手配可。

06-6928-3354

①38名 ② 9,180 円〜 / 1 名（和食と飲み放題付き）
※船貸しプラン有り ③八軒家浜船着場
④屋形船大喜丸 http://www.daikimaru.jp/

ビジョンボート号

開放的なフリースタイルボート
モニター使用要相談

06-6623-9110

①20 名
②50,000 円（90 分貸切）
③安全協会管理桟橋全て発着
④㈱ GLORIA http://gondola-bar.com

ぽんぽん船 チャータークルーズ
昔ながらの素朴な雰囲気を残しながら快適に楽
06-6946-8363
しめるオープン型の遊覧船・ぽんぽん船。使い方、 一本松汽船㈱
楽しみ方は自由！思い通りにコース設定を。
http://www.ipponmatsu-kisen.com/

大型船

中型船

小型船

料金：99,000 円〜
（60 分）

料金：66,000 円〜（ 60 分）

料金：27,500 円〜（60分）

たまえ・やまと：イス 48 名

きんせん：イス 11名
きんせんⅡ：イス 12 名
ふなつ：イス 6 名

懇談会や水都大阪探訪
など幅広く活躍。トイレ
有 / 屋根取付可 / 電気可

大人数対応、
イベントに
最適。トイレ有 / 屋根
取付可 / 電気可

はたて：イス 78 名
てんま：イス 76 名

（車椅子で乗船可能）

おおえ・すいと：イス 44 名

船を一隻貸切って大阪港の景色が
楽しめるチャータークルージング

06-6573-8222

①52 名 ②90,000 円〜
（60 分貸切）
③海 遊 館 西はとば、ユニバーサルシ
ティポート ④㈱キャプテンライン
http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/

ダゼロウォーターリムジン
プライベートチャータークルーズ・アニバーサリーフォトクルーズなどご利用いただけます！

090-1023-6253

0120-0489-14

少人数仕様、取材・撮影
も便利に。トイレ無 /
屋根取付不可 /電気可

① 9 名 ②25,000 円〜
（貸切）
③相談 ④SUITE SHIPS

①28人
（他に定員 5 名乗りの小型船もあり）
②60,000 円〜
③大阪市中央卸売場前港など
④おおさかふくしま中之島ゲート海の駅

水翔

06-6445-7705

水上の完全個室のプライベート空間で優雅な時間を。

①2 〜12名 ②
【90分のチャータークルーズ】デイクルーズ（日没より前 33,000 円）
トワイライトクルーズ（日没をまたぐ44,000 円）ナイトクルーズ
（日没以降 44,000 円）
【アニバーサリーフォトクルーズプラン】110 万円〜 ③八軒家浜船着場、湊町船着場、
本町橋船着場、国際会議場前港、ユニバーサルシティポート、ローズポート等
④ダゼロ㈱ https://www.watertaxiosaka.jp/

水上さんぽガイドツアー
水の都大阪を、丸いシティサップボートで探訪し
ます。どのコースもフィールドを熟知したガイドが
ご案内しますので、年齢を問わず安心して水上さ
んぽを楽しむことができます。希望者はパドルを
使った漕ぎ体験も OK ！お気軽にご参加ください。
●集合／β本町橋（本町橋船着場）
●日時／ 11 〜17 時（火曜休）

●乗物／丸型シティサップボート（定員 4

名）
※1名様より開催・団体参加も可／要相談
●コース／体験コース、道頓堀コース、一周コース
●料金／550 円〜（コースにより異なる）
●主催／日本シティサップ協会
https://www.citysup.jp 06-6125-0550



①28 人
（他に定員 5 名乗りの小型船もあり）
②60,000 円〜
③大阪市中央卸売場前港など
④おおさかふくしま中之島ゲート海の駅

10 分 800 円



キャプテンライン

0120-887-897

大喜丸

06-6623-9110

BAR BANKS に隣接された中之島バンクス
より出航するラグジュアリーなチャーター
便クルーズ。水の回廊を周遊後はテラス席
でのプレミアム BBQ 等各種コースも有り。







大阪ミナミ・道頓堀を個性的な船で満喫できる、
約 20 分のクルーズです。

海遊館西はとば 他

06-7175-4200

掘りごたつスタイルでお鍋なども楽しめ
るテーブルつきの船でクルージングを
楽しみませんか？？



乗船場

バーバンクス号

06-6121-2539

①24名
②6,000円〜/1名（食事・飲み放題 ）
③八軒家浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/osakayakatabune/

①10 名
②80,000 円（90 分貸切）
③八軒家浜船着場
④㈱ GLORIA http://gondola-bar.com

①10 名 ②20,000 円〜
（貸切 /隻）
大人 4,000 円〜（乗合い）
③相談 ④御舟かもめ
http://www.ofune-camome.net/

風切天神

水雅

0120-0489-14

最大10 名まで箱貸しできる
マルチなボート



20 分 1,000 円

ベイ
エリア

スタンディングスタイルで楽しめるカウンター
つきの船でクルージングを楽しみませんか？？

ハウスボート

10 名様から１隻貸切。
乗船料込みのお得な BBQ プランが大好評です。
①54名 ②3,000 円 / 1 名（60 分乗船料）
BBQ プラン/6,500 円〜/1名（2 時間・飲み放題付）
③ローズポート、八軒家浜船着場
④トップリバークルーズ㈱
http://pirates-of-osaka.com

0120-0489-14

本格イタリアンを船上で愉しむ
「エレガントクルーズ」





日本橋船着場

06-6314-3773

PIRATES-Blue

06-6121-2539

最新のエンターテイメント設備を整えた
新しいスタイルの屋形船。

078-857-3566

①12 名 ②乗り合いクルーズ 1,000円〜
貸切クルーズ 30,000 円（90分）10 : 00〜17:00、
35,000 円（90分）17 : 00 〜22 : 00
③日本橋船着場、八軒家浜船着場
④インディクルーズ http://indy-watercruise.com/

①30名 ②6,000円〜/1名
（食事・飲み放題付）他相談可
③若松浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/grace/

06-6623-9110

「川に浮かぶ小さな家」。
木のデッキを備えた遊覧船。





乗船場

水切天神

GRACEⅡ

①11名
②33,000 円（90 分貸切）
③安全協会管理桟橋全て発着
④㈱ GLORIA http://gondola-bar.com

御舟かもめ

大阪の夜景を堪能できる
ナイトクルーズが好評

オープンラウンジでソファータイプのパーティーボート！
特別な空間を大切な方と。





⑤持ち込み×／船内販売あり
⑥一本松海運㈱

⑥一本松海運㈱

最大乗船人数 11名までの
オープンな小型船

06-6147-7097

①28名
②6,000円〜/1名（食事・飲み放題 ）
③八軒家浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/osakayakatabune/

0120-0489-14

グッドメモリーズ号

①24 名
②66,000 円〜（貸切 / 隻）
③相談
④伴ピーアール㈱
http://www.banpr.co.jp/

※大人１名につき１名を超える場合は子ども
通常料金 1,000 円が必要になります

雅遊

0120-0489-14

クルーズパーティーでシェフ自慢の
お料理と夜景を満喫。

インディクルーズ

①9名 ②20,000 円（60 分貸切）
③ローズポートなど
④トップリバークルーズ㈱
http://pirates-of-osaka.com

①40名 ②6,000 円〜/1 名
（食事・飲み放題付）
③若松浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/grace/

06-6623-9110

江戸時代の三十石船を現代風に
アレンジした遊覧船

06-6121-2539

美味しいお料理で貸切宴会を。



浪切天神 II

予約推奨

PIRATES-Red





①湊町船着場 ②道頓堀周辺 ③約 40 分
④大人：1,800 円、学生：1,000 円、子ども（小学生
以下）
：無料 ※大人１名につき１名を超える場合は子ど



①海遊館西はとば ②大阪港周遊
③約 45 分 ④大人：1,600 円、こども：800 円
⑤船内販売あり ⑥大阪水上バス㈱



予約推奨

GRACEⅠ

0120-0489-14

お好みのコースでお料理を楽しめる
水上レストランバー

10 名様から１隻貸切。乗船料込みの
お得な寿司プランが大好評です。

天満橋駅から徒歩1分、手ぶらで
BBQ が楽しめる！「大阪初の
2 階建てグランピング船」です！

日本橋駅

①60 名 ②6,600 円〜
③八軒家浜船着場
④㈱ One Osaka リバークルーズ
https://merrygreen.jp/

①50名
②6,000円 〜/1名（食事・飲み放題 ）
③八軒家浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/osakayakatabune/

①2 2名
②8,000円 〜/1名
（食事・飲み放題付）
③八軒家浜船着場・ローズポート
④㈱ GLORIA http://gondola-bar.com

90 分 3,000 円

06-6441-0532

0120-0489-14

船上で BBQ が楽しめる
オープンエアクルーズ。

MERRY GREEN

日本橋船着場
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ジャズの生演奏を聴きながら道頓堀川を周遊するミュージックボート

サンタマリア

湊町船着場 他

①湊町船着場、ユニバーサルシティポートほか
②［川の環状線コース］［川のゆめ咲線コース］
③両コースとも約 90 分
④大人：3,000円、 学生：2,000 円、
子ども（小学生以下）
：無料

5 月〜11月末までの土日祝

乗船場

GondolaBar

最新鋭の旅客船で水の回廊を一周できる大人気クルー
ズ。水の都の魅力を、
落語家が、軽妙な語り口でご案内。

湊町船着場

雅流

①24名
②8,000 円〜 /1名（食事・飲み放題付）
③若松浜船着場など
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/grace/

なにわ探検クルーズ

40 分 1,800 円

道頓堀パイレーツクルーズ

GRACE GARDEN

06-6441-0532

乗船場

なんば駅

湊町船着場

06-6584-6401





とんぼりリバージャズボート

太左衛門橋船着場

掘りごたつ貸切屋形船。10 名様〜大人
数の宴会も可能。冷暖房完備・トイレ有。

淀川スタジアム

11

①54 名 ②3,000 円 /1名
（60分乗船料）
寿司プラン／ 6,500 円〜／１名（２時間・
飲み放題付） ③ローズポート、八軒家
浜船着場 ④トップリバークルーズ㈱
http://pirates-of-osaka.com

①52名
②6,000円〜 /1名（食事・飲み放題 ）
③八軒家浜船着場
④カトープレジャーグループ
http://www.kpgrivercruise.jp/osakayakatabune/

20 分 1,000 円

落語家と行く

侍パイレーツ

06-6942-6699

屋形船としては大阪最大の５２名までのご
宴会に対応可。料理は本格日本料理。

蘇れ!! 淀川の舟運（一本松海運）
淀川浪漫紀行（大阪水上バス）

柳
出町
条・
至三
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陽雅

●

太左衛門橋船着場

道頓堀川水門

①44名 ②昼間コース 5,500 円〜/1名
夜コース 7,700 円〜/1名（食事込）
※花見料金は別 ③八軒家浜船着場
④三上遊船
http://mikami-yusen.com/

④運営会社・HP

優雅なクルーズ船。八軒家浜と枚方を
結ぶ、淀川浪漫紀行も運航！





ミナミ＆
ベイ
エリア

06-6942-5511

06-6147-7097

①太左衛門橋船着場 ②道頓堀周辺
③約 20 分 ④大人：1,000 円、
子ども：400 円（当日発売）
⑤持ち込み ○／船内販売 なし
⑥一本松海運㈱／一本松汽船㈱／
伴ピーアール㈱

⑤持ち込み ○／船内販売なし
⑥一本松海運㈱

三上遊船

①着席60名 /立食 70名
②プランにより異なる
③八軒家浜船着場
④大阪水上バス㈱
https://suijo-bus.osaka

大阪ガイド・クルーの元気な案内で川から道頓堀を
満喫できる。

※大人１名につき１名を超える場合は
子ども通常料金400円が必要になります

大阪港帆船型観光船

40 分 1,980 円

とんぼりリバークルーズ

①福島（ほたるまち）港 ②中之島西部 ③約 20 分
④大人：1,200円、子ども(小学生以下)：無料

乗船場

③船着場

日本橋船着場 他

大阪ワンダークルーズ

06-6441-0532

枚方船着場

大阪城

淀川河川公園



乗船場

乗船場
ミナミ

枚方
エリア

大阪城港

枚方水位観測所
「白い鉄塔」

※飲食物の持ち込みに関しては各船会社にご確認ください。

①日本橋船着場、八軒家浜船着場
②道頓堀川〜東横堀川〜天満橋
③片道 40 分 ④片道 1,980 円
⑤持ち込み ○ ／船内販売あり
⑥㈱ One Osaka リバークルーズ

福島（ほたるまち）港

②料金

道頓堀ルート
（20 分）、パナマ運河方式の水門を通る中之
島ルート
（35分）
など多彩なルートをラグジュアリーな船内
からお楽しみいただけます。WC・待合ブースあり。

20 分 1,200 円

DOTONBORI PIRATES CRUISE

①定員



中之島＆
ミナミ

要予約

チャータークルーズ
ひまわり

全席ソファー仕様のリムジンボートで中之島西エリアの
ライトアップされた美しい景色を楽しめるラグジュアリー
なクルーズ

⑤持ち込み ○ ／船内販売なし

ナイトクルーズもおすすめ

八軒家浜船着場

予約推奨

中之島リバークルーズ

も通常料金 500 円が必要になります

堺筋本町駅

JR難波駅

①大阪城港、太左衛門橋船着場
②大阪城〜道頓堀 ③約 40分
④大人：1,200 円、子ども：600 円
⑤持ち込み○ ／船内販売 なし
⑥大阪水上バス㈱

①八軒家浜船着場
②八軒家〜中之島
③約 25 分
④大人：1,500 円、小学生：750 円
⑤持ち込み×／船内販売あり
⑥大阪水上バス㈱

06-6441-0532

本町駅

大阪城港、太左衛門橋船着場

40 分 1,200 円

大阪城御座船乗り場

●

TUGBOAT̲TAISHO RIVER STATION

水の都大阪の、二大スポット大阪城と道頓堀を、
結ぶシャトルボート。
06-6942-5511 ※期間限定 4 月下旬〜 11 月上旬運航

25 分 1,500 円

乗船場

本町橋船着場

海遊館西はとば

水都号 アクア mini

大阪城

八軒家浜船着場

ぽんぽん船船着場
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大阪城＆
ミナミ

天満橋駅

東横堀川水門

湊町リバープレイス
乗船場

北浜駅

天保山（海遊館）

予約推奨



乗船場

0570-03-5551

淀屋橋駅
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06-6314-3773

NAKANOSHIMA
NIGHT VIEW CRUISE

肥後橋駅

Osaka Metro 中央線

①大阪城港
②大阪城〜中之島
③約 40 分
④大人：1,600 円、子ども：800 円
⑤船内販売あり
⑥大阪水上バス㈱

水辺のサンセットからライトアップが美しい夜景と、時間や
季節で表情を変える天満橋周辺の風景を楽しめる。

ベイ
エリア

06-6942-5511

2
京阪本線





大阪城御座船

10 月 1日〜11月 30日

ミナミ

8

40 分 1,600 円

約40分で大阪城や中之島を巡る水都大阪の定番クルーズ。
四季折々の風景や名所・旧跡が満喫できる。

①大阪城極楽橋西側 ②大阪城内壕
③約 20 分 ④大人：1,500 円、
小人（小・中学生）
：750 円、
65 歳以上：1,000 円
（コロナのため現在飲食を
⑤持ち込み×
お断りしております）／船内販売 なし
⑥伴ピーアール㈱

ミナミ

USJ

大阪城港

大阪ビジネスパーク駅

9

大阪国際会議場前港

20 分 1,500 円
気分は天下人！天守閣を内濠（堀）から見ることができる
貴重なクルーズ。

中之島

乗船場

ユニバーサルシティポート

ローズポート

1

大阪城極楽橋西側

乗船場

黄金の和船

大阪城
中之島

大阪市中央卸売市場前港

淀屋橋港

中之島駅

京阪
本線

①川の駅はちけんや 地下1階 ②大川周遊
③ A 往復約 75 分（陸上約 45 分＋水上約 30 分）
B 往復約 60 分（陸上約 30 分＋水上約 30 分）
④ A 大人：3,500 円 小学生以下：2,000 円
幼児（2 歳以下）
：500 円
B 大人：3,000 円 小学生以下：
1,800 円 幼児（ 2 歳以下）
：400 円
⑤持ち込み× ／船内販売なし
⑥日本水陸観光㈱

中之島

舞洲
ベイ
エリア

予約推奨

A 3 月 20日〜 11月 30日
B 12 月 1日〜 3 月19日

大阪城

⑤飲食

④乗船料（税込）

大江橋駅 京阪中之島線 なにわ橋駅

渡辺橋駅



06-6941-0008

③所要時間

いつでも乗れる定期船

②運航コース

JR京橋駅
京阪・京橋駅

大阪城公園駅

陸上45 分＋大阪城や造幣局を眺めるクルージング
30 分のツアー。楽しいおしゃべりガイドがご案内。

①主な乗船場

京橋駅



75 分 3,500 円

桜ノ宮駅

OAP港



川の駅はちけんやB1

南森町駅



大阪ダックツアー

クルージングマップ

エリアもコースもいろいろ

tro
Me
aka 地線
Os 見緑
鶴
長堀

JR大阪環状線
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乗船場

Map

若松浜船着場

福島（ほたるまち）港



水陸両用
バス

Cruising Guide

Cruising

定期船 、パーティーやナイトクルーズも楽しめる屋形船 、
レストラン船やフルカスタマイズのチャータークルーズの
情報をチェック！

毛馬閘門

Osaka Metro谷町線 Osaka Metro
堺筋線

Osaka Metro四つ橋線 Osaka Metro御堂筋線

1 アクアライナー
運航ルート
2 水都号 アクア mini
3 サンタマリア
4 とんぼりリバークルーズ
5 落語家と行く なにわ探検クルーズ（ 川の環状線コース）
6 落語家と行く なにわ探検クルーズ（川のゆめ咲線コース）
7 中之島リバークルーズ
8 キャプテンライン
9 NAKANOSHIMA NIGHT VIEW CRUISE
10 大阪ワンダークルーズ
11 道頓堀パイレーツクルーズ

至淀川

天満駅

至出町柳

Osaka

大阪市中央公会堂



■ 水都大阪ガイドマップ

