
会場／大阪港 天保山エリア
7時入港／23時出港予定

キュナード・ライン
キャンペーンブース
キュナード・ライン
キャンペーンブース入港歓迎セレモニー入港歓迎セレモニー 航海安全祈願祭／神輿奉舁航海安全祈願祭／神輿奉舁

問合せ：大阪市総合コールセンター（年中無休 8：00～21：00）
　　　 TEL.06-4301-7285　FAX.06-6373-3302

詳しくは、「大阪観光局ホームページ」を検索 大阪観光局 検索

大阪港へ「クイーン・エリザベス」を見にいこう!!
3/15（木）・3/22（木）クルーズ・カーニバル開催！

クイーン・エリザベス
大阪港入港

祝
クイーン・エリザベス
大阪発着クルーズ

大阪港開港
150年記念

3/15
14：00～15：00

3/22
15：00～17：00

3/22
17：00～17：30

ほか

主 催：大阪港クルーズ客船誘致推進会議　　後 援：駐日英国大使館

天保山マーケットプレース 3F
クイーン・エリザベスの船長を招いて
の入港歓迎式典。

サンセット広場
海の守り神「住吉大社」のお神輿が
天保山へ！

天保山岸壁
大阪市立扇町総合高校吹奏楽部
（OHGIES）などによる生演奏！

サンセット広場
キュナードメール会員登録で素
敵なプレゼントが当たる！

岸壁でのおもてなし岸壁でのおもてなし
地図C 地図D 地図D地図B

3/15
3/22

10：00～17：00
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歓迎カラー放水歓迎カラー放水

関 連 イ ベ ン ト関 連 イ ベ ン ト関 連 イ ベ ン ト
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歓迎カラー放水

コスモスクエア駅

海遊館

大阪港駅

天保山

天保山
ハーバービレッジ

ビューポイント⑤
天保山公園

ビューポイント①
コスモスクエア海浜緑地

ビューポイント⑥ さきしまコスモタワー展望台
ビューポイント④ 天保山大観覧車

【アクセス】　お越しの際は、大阪市営地下鉄・バスをご利用ください。
●天保山岸壁・中央突堤
地下鉄中央線「大阪港」駅①号出口徒歩約6分、または市バス｢天保山
ハーバービレッジ」、「天保山」停留所すぐ
●コスモスクエア海浜緑地
地下鉄中央線「コスモスクエア」駅①③④号出口から徒歩約3分

①号出口中央突堤
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サンタマリア乗船場
★

ビューポイント③
サンタマリアに乗船して海からクイーン・
エリザベスを見よう！（10：00～17：00）

合言葉「クイーン・エリザベス」で割引！ 上空からクイーン・エ
リザベスを見よう！（11：00～22：00 ※最終入場21:30）

観覧車から「クイーン・エリザベス」を見よう！ 夜は、
イルミネーションのWelcomeメッセージにも注目！
（9：00～22：00 ※最終チケット販売21：30）

放水の見学はここから！
入出港の見学はここから！

夜には「花の海遊ロード」
イルミネーションも点灯！

ビューポイント②
中央突堤

【場所】大関門 コスモスクエア駅前面海域
大阪市水上消防署の消防艇が、色とりど
りの放水で入港を歓迎します。

【場所】天保山マーケットプレースデッキ
お見送りの方にペンライト（各日300個）
を配布し、出港を見送ります。数に限りが
あります。

レゴ®製「クイーン・エリザベス」の展示

「クイーン・エリザベス」
関連グッズ付限定宿泊プラン

「クイーン・エリザベス」
大阪港入港記念キャンペーン

「クイーン・エリザベス」大阪発着ク
ルーズ記念 大阪周遊パス限定販売

ヨーロッパフェア（「クイーン・エリザ
ベス」アレンジメニューの提供）

「キュナード・ラインの歴史」
巡回パネル展

天保山
マーケットプレース

大阪市総合コールセンター
a06-4301-7285
8：00～21：00（年中無休）

リーガロイヤルホテル
a06-6448-1121
9：00～17：30
リーガロイヤルホテル
a06-6448-1121
9：00～17：30
京阪百貨店（守口店）
a06-6994-1313
10：00～20：00
大阪観光局
a06-6282-5910
平日9：00～17：30

天保山マーケットプレース 3F
レゴランド®・ディスカバリー・
センター大阪内

リーガロイヤルホテル

京阪百貨店（守口店）

天保山サンセット広場　　　　、
ＪＲ大阪駅大阪観光案内所
（１F中央改札口前）

リーガロイヤルホテル
「オールディダイニング
リモネ」

3/1（木）
　～31（土）

3/1（木）
　～22（木）
  （宿泊日）

2/14（水）
　～4/4（水）

3/8（木）
　～31（土）

3/14～
無くなり次第終了

3/1（木）
　～22（木）

「クイーン・エリザベス」を運航する「キュナード・ライ
ン」の歴史をつづるパネル展。「キュナード・ライン」
所有の客船写真などを展示。
平成28年3月の初入港時に作成されたレゴ®クイー
ン・エリザベスを「ミニランド」に特別展示。
※大人のみ、子どものみの入場はできません。

室数限定のオリジナル記念グッズ付宿泊プラン。
（２名１室利用。１室あたり14,000円から）

ヨーロッパ各地の料理をラインナップした「ヨーロッ
パフェア」で、クイーン・エリザベス船内で実際に供
出される料理をアレンジしたメニューが登場。

「クイーン・エリザベス」記念カード付大阪周遊パス
を限定販売。
※天保山サンセット広場は、3/15・3/22のみ販売。

5階リビング用品フロアで、英国ゆかりのキャンペーン対象
商品お買い上げで、「キュナード」メール会員登録をされた
先着50名様にクイーン・エリザベスグッズをプレゼント。

レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪
a06-6573-6010
平日9：30～16：00、土・日・祝9：00～15：00

3/15
3/22

6：15～6：30

3/15
3/22

23：00～

3/15
3/22

6：45～7：00
歓迎演奏歓迎演奏

お見送りイベントお見送りイベント

【場所】天保山マーケットプレース
「関西クルーズ振興協議会」による「クルーズ
客船パネル展」。パネルの前で船長服を着て
写真を撮って、缶バッジにして持ち帰ろう！

11：00～20：00
レゴランド®・ディスカバリー・センター
大阪のショップでのお買い物で、レゴ®
製ミニクイーン・エリザベスをプレゼン
ト。（各日先着250名）
詳細は、a06-6573-6010（平日 9：30
～16：00/土・日・祝 9：00～15：00）

3/15
3/22

3/15

3/15

3/15
3/22

10：00～17：00

3/15
3/22

10：00～17：00

客船パネル展・船長服体験客船パネル展・船長服体験

●限定グッズ販売ブース
●ラグビーワールドカップPRブース
●万博誘致PRブース
●物産ブース
クイーン・エリザベス
限定グッズ販売ブー
ス、2019年日本で開
催されるラグビーワールドカップや2025年
の万博誘致ＰＲブース、大阪府域の自治体に
よる物産ブース（3/22のみ）などが出展。

落語家が案内するクイーン・エリザベス
を海から見学するツアーもあり！
【企画】一本松海運株式会社
詳細は、a06-6441-0532（9：00～18：00）

【場所】天保山岸壁
大阪学院大学・追手門学院大学による吹奏
楽と、マスコットが入港をお出迎えします。

【場所】
天保山マーケットプレース 3F

【場所】サンセット広場

事前予約
優先

イベントブースイベントブース

地図C

地図C

地図C

地図D

地図C

地図A

地図D
地図B

地図C

※悪天候、その他の事情により、予告なく各イベントの内容を変更、または中止することがあります。あらかじめご了承ください。

レゴ®ワークショップ
11：00・13：00・15：00・16：00の4回
レゴ®ブロックで「ミニクイーン・エリザベ
ス」を作ろう！
先着10組（親子）、無料
作った作品のお持ち帰りはできません。

18：00～21：00（最終入場19：00）
普段大人だけでは入場できないレゴラン
ド®・ディスカバリー・センター大阪に、大人
の方（18歳以上）のみ入場可のイベントを
開催。入場料2,000円。

大人のレゴ®ナイト

レゴ®製 ミニクイーン・エリ
ザベス プレゼント

大阪
周遊パス


