
※赤字は変更点 2021年1月6日

地域 施設名 電話番号 予約時期 入園料（生徒） 入園料（先生） 駐車場代（１台） 休館日など 備考

大阪府 朝日新聞　大阪本社 ０６－６２０１－８０３３ ５ヶ月前の１日から 無料 無料 ６０００円（長堀駐車場６時間まで） 土日祝 小学校４年生以上が対象

大阪ガス　ガス科学館 ０７２－２６８－００７１ １年前より 無料 無料 無料 土（第２・４土曜以外）日・祝 バス高さ3.8m以下

大阪市立自然史博物館 ０６－６６９７－６２２１ 無料 無料 ７００円／１時間（中央駐車場） 月曜（月曜祝日の場合翌日）

大阪城 ０６－６９４１－３０４４ 無料 無料 大阪城公園1500円/1時間

大滝ダム学べるｽﾃｰｼｮﾝ ０７４６－５３－２３７２ 無料 無料 無料 水曜日

大阪歴史博物館 ０６－６９４６－５７２８ 無料 無料 大阪城公園1500円/1時間 火曜（火曜祝日の場合翌日） 減免申込書事前FAX後、当日持参要

７２０円（身６００円） 無料(2歳児ｸﾗｽ有料） ３・４・５歳￥３２０            

ｱｶﾃﾞﾐｰ２００円（身：同額）無料 ２歳以下無料

最寄り：美術の杜ﾊﾞｽﾎﾟｰﾄ 火曜（火曜祝日の場合翌日） ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ(対象4年生以上)無料・ﾏｲｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ無料

２５００円／1回

関西ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ０７２１－５４－３１０１ １０００円（入場・乗り放題） 無料 ２０００円／１日 火曜日(12月・1月は変動)

関空展望ﾎｰﾙ　Sky　View ０７２－４５５－２０８２ 6ヶ月前より わくわく関空見学ﾌﾟﾗﾝ（ﾊﾞｽﾂｱｰ）60分14,200円/１台・ｽｶｲﾐｭｰｼﾞｱﾑﾂｱｰ60分14,200円/１回

関西電力㈱【新規施設】
①PR館エルクールさかいこう
②堺港発電所
③堺太陽光発電所
～日本最大級の
メガソーラー発電所～

０７４５－２３－２０１７ 無料 無料 無料 土・日・祝

見学コース時間①②③合わせて9：30～12：00まで
団体80名程度まで（超過する場合は要相談）
事前申込要：PR館内ホールでの昼食可能（雨天対応可）
堺太陽発電所は別途名簿の提出が必要
※近隣には泉佐野漁協青空市場があり、14：00～セリの見学とあわせるのも
オススメ　水曜定休日

キッズプラザ大阪 ０６－６３１１－６６０１ ４８０円（身：２４０円） ９６０円（介：４８０円） １，１００円／１時間
第２、第３月曜（祝日の場合
は翌日）・臨時休館有り

手帳持参の生徒乗車バスは駐車場1,100円/1日(原本要)
乗降のみ30分まで550円

日本庭園前駐車場（平日）１３３０円／３時間
（平日）１７８０円／４時間　予約不可

当日学校行事証明書（原本）提出要　

生徒人数の１割・引率の先生無料　海遊館とのセット料金あり　

ダイハツ池田 ０７２－７５４－３０４８ ２ヶ月前の第一営業日 無料 無料 無料 土日祝・工場休業日

鶴見緑地 平日２００円／２０分　 ０６－６９１３－２０７７／中央第２P　

(咲くやこの花館) 中央第２P（予約不可） 団体利用申請書提出必要

のびのび広場 ８０円 ８０円

たんけん広場 ８０円 ２４０円

プラネタリウム ８０円 ３２０円

富田林すばるホール ０７２１－２５－０２２２ プラネタリウム ２００円（身：無料） ４００円（身：４００円） 無料（予約制） 月曜 団体２０名以上料金

一般２００円 一般　５００円

30人以上　１８０円 30人以上　４５０円

50人以上　１６０円 50人以上　４００円

100人以上　１４０円 100人以上　３５０円

ニフレル ０５７０－０２２－０６０ ９０日前より ５００円（身：５００円） 無料 最寄り：万博公園中央駐車場 年1回不定休 駐車場（平日）1330円／3時間　・　1780円／4時間

無料

月曜（月曜祝日の場合翌日）

月曜（月曜祝日の場合翌日）０６－６９１２－００５５ 無料

水曜（水曜祝日の場合翌日）

プラネタリウム身障者無料当日手帳コピー可
身障者１名につき介護１名無料
乗降のみでも駐車場代１時間×往復要（路上乗降NG）
保護者・カメラマン有料＠320円
「学校園団体観覧料適用申請書」当日提出要

団体20名以上料金　　当日学校行事証明書提出要
昼食：屋内団体休憩所（マーケットプレイス）
身障者：当日手帳コピー可　　バス切り離し車番連絡要

遠足の下見も有料
身障者：無料（証明書原本提示要）
保育園・幼稚園無料（先生も）

月曜（月曜祝日の場合翌平日）

ﾘﾊﾟｰｸ天王寺公園
ﾊﾞｽ駐車場0120-325-130
３０００円／２時間
以後１０００円／１時間
３ヶ月前からWEB予約可

４００円／１時間
団体20名以上料金　Web予約のみ(ID取得必要)
バス乗降のみ３０分以内無料

月曜（月曜祝日の場合翌日）
祝日の翌日休館

月曜（月曜祝日の場合翌日）
5・6・10・11月は休館日なし

１０００円／１日
送迎はＦｒｅｅ

３ヶ月前より
２５００円／５時間
乗降のみでも２５００円要

２５００円／５時間
乗降のみでも２５００円要

展示場　無料
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ２４０円

（身：無料）

展示場　無料
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ２４０円

（介：無料）

学校遠足利用施設

１０００円／１時間

団体20名以上料金 駐車場：ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ･ﾊｰﾍﾞｽﾄの丘同額
手帳当日持参要（コピー可）

無料

大阪市立科学館

海遊館 ０６－６５７６－５５３３

０６－７６５７－５７１９

ｶｯﾌﾟﾇﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ大阪池田

サンタマリア号 ０５７０－０４－５５５１

０７２－９６２－０２１１

大型児童館ビッグバン ０７２－２９４－０９９９ ６４０円（身：４００）

ドリーム２１

国立民族学博物館 ０６－６８７６－２１５１ 無料

天王寺動物園

０７２－７５１－０８２５ １年前より 無料 無料

６４０円(団体１５名以上)

予約不要

無料（小・中学生）

１４４０円(団体１５名以上)

０６－６７７１－８４０１
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地域 施設名 電話番号 予約時期 入園料（生徒） 入園料（先生） 駐車場代（１台） 休館日など 備考

大阪府 ハーベストの丘 ０７２－２９６－９９１１ ４００円 無料 無料 不定休 減免申請書FAX必要

万博公園 ０６－６８７７－７３８７ ５０円（園内有料施設あり） 無料（園内有料施設あり） 最寄り：万博公園中央駐車場 毎週水曜(水曜が祝日の場合は木曜) 駐車場（平日）1330円／3時間　・　1780円／4時間

BKプラザ（NHK　大阪放送局） ０６－６９３７－６０２０ ２ヶ月前の１日から 無料 無料 大阪城公園1500円/1時間 毎週火曜日

予約開始日：１０月～翌３月分→４月

　　　　　　　　　翌年４月～９月分→１０月

ひらかたパーク ０７２－８４４－３４７５ ３３４０円（身：３１８０円） 無料（２５名以上団体） ３０００円／１日 水曜　他 入園＋ﾌﾘｰﾊﾟｽ 25名以上団体料金　手帳ｺﾋﾟｰ可

明治なるほどファクトリー関西 ０７２－４３１－１２３６ １年前より 無料 無料 無料 土日祝 別途休館日あり

きっづ光科学館ふぉとん ０７７４－７１－３１８０ 無料 無料 無料
月・火曜
（月曜祝日の場合翌日と翌々日）

京都市動物園 ０７５－７７１－０２１０ 無料 ６２０円 ２６００円／１日(岡崎公園) 月曜（月曜祝日の場合翌日）

京都水族館 ０７５－３５４－３１６０ 700円(身：550円） 無料
梅小路公園2100円/3時間
以後500円/1時間

園児400円(身：350円） 申込み学校印FAX要

金閣寺 ０７５－４６１－００１３ 予約不可 ３００円（身：無料） 無料 １０００円／１時間先着順 駐車場３０分追加ごとに５００円　身障者手帳原本

コカ・コーラ　京都工場 ０７７４－４３－５５２２ ２ヶ月前同日 無料 無料 無料 月曜（月曜祝日の場合は営業） 基本は５０名まで　５０名以上は要相談

平等院 ０７７４－２１－２８６１ ２００円（２５名以上） 無料 ２８００円／１日

文化パルク城陽 ０７７４－５５－７６６７ ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ２４０円 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ４８０円 ２００円／１時間 月曜（月曜祝日の場合翌日）

兵庫県 伊丹スカイパーク ０７２－７７２－３４４７ 無料 無料 3,000円／１回

カワサキワールド ０７８－３２７－８９８３ ←海洋博物館 １５０円 無料 付近のP 1530円／2時間 月曜（月曜祝日の場合翌日） 海洋博物館と共通・駐車場２時間以降１時間ごとに５３０円

神戸どうぶつ王国 ０７８－３０２－８８９９ ６００円（身：４００円） 無料 ２０００円／１日 毎週木曜日

人と防災未来センター ０７８－２６２－５０５０ ６ヶ月前月初 無料 無料 無料 月曜（月曜祝日の場合翌日） ＦＡＸ又はWeb申請　先着順　

２２００円／１日 ４回券1250円・３回券1100円＊本田技研見学８０分

入園のみ６００円

忍者博物館 ０５９５－２３－０３１１ ４００円（２０名以上） ７００円 上野公園内1500円／1日 駐車場予約不可

モクモク手づくりファーム ０５９５－４３－０９０９ ４００円（身：２５０円） ４００円 無料（予約可） 4月-11月毎月第2水曜 その他 体験料・食事料金は別途

滋賀県 琵琶湖博物館 ０７７－５６８－４８１１ ←学校団体用 無料 ８００円 １７００円／１日（無予約） 月曜（月曜祝日の場合は営業）

★ 遠足バス、行程等のご相談はロイヤルツーリストまで！担当者にお気軽にお問い合わせくださいませ ★ 　　株式会社ロイヤルツーリスト
　　　〒6308115奈良県奈良市大宮町6-1-11新大宮第二ビル3階

　　TEL：0742-36-1020　FAX：0742-36-1312

梅小路公園2100円/3時間
以後500円/1時間

水曜日

キッザニア甲子園 ０７９７－３３－５４８９ ２９１５円（身１４５２円） １８１５円（身９０２円）

京都鉄道博物館 ０５７０－０８０－４６２ ６ヶ月前より

無料 ３０００円／3時間毎最大
（30分毎800円)  予約制

1月中旬メンテナンス休業有り 障がい者料金適用条件→手帳（コピー）持参不要

下見２名まで　＊学校校印申請書必要
ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄﾐｰﾙｸｰﾎﾟﾝ1200円　　ﾐｰﾙｸｰﾎﾟﾝ500円
ﾊﾞｽ乗降20分間可（ﾊﾞｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞにて乗降)

太秦映画村 ０７５－８６４－７７１６ ９００円（身６００円）

団体20名以上料金　３歳以上１００円（身：１００円）

ＵＳＪ ０６－６４６５－３１００ 身障者手帳原本必要６ヶ月前より
５５００円
（介：４２００円）
発券後変更不可

３６００円
（身：２９００円）
発券後変更不可

５０００円／１日
４日前までに要予約
ﾊﾞｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞに駐車

３００円（身：無料）
30名以上1割引
100名以上2割引

無料

４００円（身：２５０円） 無料

和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ ﾎﾟﾙﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ ０７３－４４８－０３００ 2600円入園･乗り放題 無料

鈴鹿サーキット ０５９－３７８－１３００ フリーパス１８００円 無料

火曜 団体20名以上料金　学校校印申請書必要

２０００円／１日
予約不可

団体申請書・学校印要（当日持参）
駐車場予約不可　海浜公園駐車場利用

無料

３３００円／１日ららぽーとP

（乗降のみでも必要）

フードチケット
６０５円／９３５円

学校よりＷｅｂ申請・ＦＡＸ申込書送付必要
生徒15名につき先生１名無料

月曜日・国民の休日の翌日(9月～
11月を除く)・臨休館日あり大阪城公園1500円/1時間無料無料０６－６９４７－７２０８

京都府

三重県

学校遠足利用施設

和歌山県

ピースおおさか

海浜須磨水族園 ０７８－７３１－７３０１


