
主催｜船場博覧会実行委員会
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※外部からの観覧になります。建物内部には入れません。

田辺三菱製薬株式会社
1階エントランス

船場商家

9:00～17:00

MAP10

のお雛さま

2 27 3 3日[木] 日[火]月 月2020

の小さなお雛さま

※外部からの観覧になります。建物内部には入れません。

生駒家

9:00～18:00

登録有形文化財

生駒ビルヂング
堺筋側ショーウィンドウ

MAP 17

新井家
三原家
12:00～17:00

登録有形文化財 伏見ビル１階
「ギャラリーもず」 MAP13

のお雛さま
登録有形文化財 芝川ビル4階
「芝川ビル モダンテラス」 

芝川家

11:00～18:00

MAP 6

のお雛さま のお雛さま

登録有形文化財

少彦名神社

別所家

9:30～17:00

MAP16

※3/3（火） 15：00まで ※期間中、ひなまつり御朱印配布（有料）

のお雛さま

ギャラリーラウンジ

豊田家

9:00～19:00

MAP 5

小川香料プレゼンツ
春の香りのおもてなし
ひなまつりにこめられた、
女の子の健やかな成長と幸せを願う思い、春の訪れを、
桃のさわやかでいて甘く優雅な香りで表現し
皆様をお出迎えいたします。

雛飾り展示協力：
アートコーディネーター　伊部寿夫（The 14th. MOON）

北船場ゆかりの7家に代々伝わる雛人形を6つの会場で特別展示公開します。

船場のおひなさま展
2月27日[木]～3月3日[火] 申込不要・無料

外からの
観覧のみ

外からの
観覧のみ

三菱UFJ銀行大阪ビル1階

SEMBA EXPO2020 SPRING

SEMBA
EXPO
2019

12枚1組 1,000円（税込）

「船場のおひなまつり」
ポストカードセット

MAP 6

新井家、芝川家、別所家の厳選した
雛飾り写真のポストカードセットを
販売しております。
ご希望の方は、芝川ビル1階管理室まで。

神宗ゆかりのお雛さまを展示しています。
是非お立ち寄り下さい。

会場：芝川ビル　　　 少彦名神社 　　　三菱UFJ銀行

時間は各会場に準じる。

主催：小川香料株式会社

2月27日[木]～3月3日[火]

［申込不要・無料］　

MAP 6 MAP16 MAP 5

三原家

豊田家

9:30～18:00 ※土曜16:０0まで

神宗 淀屋橋本店 MAP 4

※3/1（日）はご覧いただけません。
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地下鉄淀屋橋駅11番出口に直結する三菱UFJ銀行大阪ビルのギャラリーラウンジ。「船場のおひなまつり」への入口
ともいえるこの場所では、大型モニターで雛飾りや展示会場に関する情報をご覧いただけます。ご来場の際には是非お
立ち寄りください。

MAP 5展示場所：三菱UFJ銀行 大阪ビル 1階 ギャラリーラウンジ

撮影：増田好郎

「船場のおひなまつり」インフォメーションラウンジ

7:00～22:00（土日祝 21：00まで）
2月20日[木]～3月3日[火]
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り

江戸時代より大阪の中心として栄え、豊かな文化を育んできた船場。
戦争と、戦後の経済成長はまちの姿を大きく変えましたが、
今なお、上質な文化の数々がまちの其処此処に息づいています。
「船場のおひなまつり」は、船場ゆかりの旧家に伝わる散逸しつつある雛飾りを発掘、公開することで、
船場の歴史や文化の厚みに思いを馳せていただくための取り組みです。
春を迎えるこの季節、日本の未来である子供達の成長を寿ぎ、
現代に甦った華やかなひなまつりをお楽しみください。

SEMBA EXPO2020 SPRING

天保年間創業の老舗和菓子店・菊寿堂義信のおひ
なまつりのお菓子といえば「いただき」。子供の成長
を願う宮中行事に由来するお菓子で、そのやわらか
い形と色合いは、女の子のおまつりを華やかに彩って
くれます。

京都丸平の雛飾りを愛でながら、吉兆の創業者・湯木
貞一が考案した「松花堂弁当」をいただく…。こんな贅
沢なおひなまつりは如何でしょうか。数寄屋の名手・
平田雅哉による旧本店の部材を活用して昨年7月にリ
ニューアルした建物の趣もあわせてお楽しみください。

𠮷兆 高麗橋本店

「松花堂弁当」12,000円（サービス料・税別。飲物別途）
取扱期間：2月27日[木]～3月31日[火]（要予約）
取扱時間：11：30～13：30（最終ご退席時間14：30）

※「松花堂弁当」は昼席のみ（夜席、日・祝はご予約いただけません。）
※個室ご希望の場合、別途室料が必要です。
※ご予約、お問い合わせは吉兆 高麗橋本店（06-6231-1937）まで。

高麗橋2-6-7 MAP 9

昼11:30～14:00　夜17:00～21:00　日祝休（応相談）

※「ひなちらしランチ」は昼席のみ
※ご予約、お問い合わせは 𠮷野寿司本店（Tel.06-6231-7181）まで。

天保12年の創業以来、170余年にわたり大阪寿司
の伝統を守り続けている老舗寿司店。3代目が考
案した「箱寿司」が有名ですが、おひなさまの季節
には「ちらし寿司」もお楽しみいただけます。上品な
お味の彩り豊かなちらし寿司とにゅうめんのセットで、
ひと足はやい春をご堪能ください。

𠮷野寿司 本店 淡路町3-4-14 MAP 7

11:00～18:00　土日祝休

「ひなまつり限定 ひなちらしランチ」1,950円（税込）
取扱期間：2月27日[木]～3月3日[火]（予約可）　
取扱時間：11：00～14：00

「ひなちらしランチ」を1,750円（税込）でご提供

菊寿堂義信

「いただき」2個850円（税込/テイクアウトのみ）
販売期間：2月27日[木]～3月3日[火]（要予約）　
※ご予約、お問い合わせは 菊寿堂義信（Tel.06-6231-3814）まで。

高麗橋2-3-1 MAP11
10:00～16:30　日祝休（土曜日は予約限定）

天保元年、加賀国出身の伊助が創業した料理旅館
「加賀伊」。幕末には志士達が集い、「大阪会議」の
成功を祝って、木戸孝允が「花外楼」と命名した老舗
料亭です。土佐堀川に広 と々開ける「水都大阪」なら
ではの景色とともに、限定の松花堂弁当をお楽しみく
ださい。

花外楼 北浜本店

松花堂弁当 11,000円（サービス料・税込／飲物別途）
取扱期間：2月27日[木]～3月3日[火]（要予約）　
取扱時間：11：00～15：00
※「松花堂弁当」は昼席のみ
※ご予約、お問い合わせは 花外楼 北浜本店（Tel.06-6231-7214）まで。

北浜1-1-14 MAP14

写真はイメージです。

「いただき」2個を800円（税込/テイクアウトのみ）でご提供

「松花堂弁当」お召し上がりの方にお抹茶とお菓子をサービス

着物特典

日本の素材を大切に、本物を志向した洋菓子を通し
て、船場北浜から上質な文化を発信し続けている五
感。春のおもてなしは、ひなまつり期間限定のミル
フィーユです。甘みと酸味のバランスが絶妙な「ここ
ろ苺」を「桜」風味のカスタードクリーム、生クリームとと
もにパイで挟み、チョコレートの桃の花を飾りました。
ひと足早い春を五感でお楽しみください。

五感 北浜本館

「こころ苺と桜のミルフィーユ」  702円（税込）
販売期間：2月27日[木]～3月3日[火]
※イートイン、テイクアウト共に可
※お問い合わせは 五感北浜本館（Tel.06-4706-5160）まで。

今橋2-1-1 MAP15
9:30～20:00　土日祝 ～19:00

サロンご利用の方に季節のプティフールを１つ進呈（お持ち帰り不可）着物特典

着物特典

着物特典

着物特典

着物特典

写真はイメージです。

※昼席・夜席ともにご注文いただけます。
※価格はうなぎの時価により変動する場合があります。
※お問い合わせは本家柴藤（Tel.06-6231-4810）まで。

※営業時間内でも鰻がなくなり次第終了となります。

享保年間創業の「柴藤」。創業者・初代治兵衛は、
将軍家に献上する川魚商を営んでいましたが、八
代将軍・吉宗の勧めにより大阪城付近で御拝領の
屋形船の料理屋「柴藤」を開業しました。研究熱
心な治兵衛は、かの有名な「間蒸し」を考案し、以
後、落語にも登場する上方鰻の代表的な老舗として
今も愛され続けています。

本家柴藤 高麗橋2-5-2 MAP 8
昼 11：00～14：30（ラストオーダー13：50）
夜 17：00～20：45（ラストオーダー20：00）　月日祝休

昼 11：00～15：00　夜 17：00～21：00　日祝休（応相談）

「ひなまつり御膳」6,050円（税込）
取扱期間：2月27日[木]～3月3日[火]

ご来店の方に粗品進呈

北船場地域には、大阪船場の上質な伝統・文化を受け継ぎ、今に伝える老舗・名店があります。
ひなめぐりとともに、この季節ならではのおもてなしをご家族・ご友人とともにお楽しみください。

船場の老舗・名店を味わう

うどんが主役のお鍋、大阪名物の「うどんすき」。その
発祥のお店として知られる美々卯では、厳選した上
質な素材のみを使用した麺類料理と和食をいただ
くことができます。期間中は限定の「ひな膳」も登場。
ご家族・ご友人とお誘いあわせの上お越しください。

美々卯

「ひな膳」（口取、季節のそば又はうどん、蒸し寿司、デザート）
1,870円（税込）
取扱期間：2月27日[木]～3月中旬まで
※1日限定20食のご用意となります。
※お問い合わせは 
　美々卯（本店・本店別館 Tel.06-6231-5770）まで。

本店／平野町4-6-18 MAP 2 本店別館／道修町4-4-6 MAP 1

写真はイメージです。

ご来店の方に美々卯のうさぎのロゴ入り塗箸一膳をプレゼント

11：30～21：30　本店：定休日なし　本店別館：土日祝休天明元年に初代・神嵜屋宗兵衛が大坂・靭に海産物問
屋を構え、嘉永年間に塩昆布等の製造・卸業へ移行し、
以来、品質と味覚の向上に日々精進を重ねてきた老舗。
江戸時代の町家を模した店舗で、大阪が誇る「塩昆布」
の深い味わいをご堪能ください。

神宗 淀屋橋本店

塩昆布煮汁ソフトクリーム（小豆付き）300円（税込）
取扱期間：2月27日[木]～3月3日[火]
　　　　　　　2月29日（土）は取扱なし

高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル1階 MAP 4

平日 9:30～18:00、土 9:30～16:00　日祝休

※各日、売切れ次第終了とさせていただきます。
※お問い合わせは 神宗 淀屋橋本店（0120-39-1600）まで。

着物特典 税込1,080円以上お買い上げのお客様に

「神宗の飲むだし」を1袋進呈 

写真はイメージです。

船場の老舗・名店では、
お着物でご来店の方に特別なサービスをご用意しておりますので、
是非この機会に華やかなお着物でのまち歩きをお楽しみ下さい。

船場のおひなまつりを
お着物で楽しみませんか？

※老舗・名店の着物特典のご提供は
　2月27日（木）から3月3日（火）の期間中のみです。
※着物特典をご利用の際は、
　「船場のおひなまつり」のパンフレットをご提示ください。
※着物特典に関するお問い合わせは、各店舗にお願いいたします。

着物特典

会 場
MAP

イベント会場お雛さま展示
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会場：緒方ビルクリニックセンター 地下セミナー室

春の船場博覧会2020 designed by takeshikawamura.com

ヴァイオリンの名門ジュリアード音楽院で学び、手
の届く距離で真に楽しめる演奏会を各地で行う金
関環と、幅広いジャンルで演奏活動を行う宮川真由
美による贅沢なワンコインコンサート。夭逝の天
才・貴志康一の作品やツィゴイネルワイゼンのほか、
馴染みのポップスなどをお楽しみください。

おひなさまから飛び出した「五人囃子」が、謡・笛・小
鼓・大鼓・太鼓の生演奏を披露します。

「五人囃子」(太鼓・大鼓・小鼓・笛・謡)の演奏

［申込不要・無料］

MUSIC

主催：（公財）山本能楽堂　www.noh-theater.com　
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）、
　　　独立行政法人日本芸術文化振興会

会場：三菱UFJ銀行 大阪ビル1階
　　 ギャラリーラウンジ

MAP 5

山本能楽堂 山本章弘（重要無形文化財総合指定保持者）ほか

ヴァイオリン 金関 環 電子ピアノ 宮川真由美

3月3日[火] 17:00～17:30（16：30開場）

※安全確保のため入場制限を行う場合があります。

EVENT

EXHIBITION

船場のおひなまつり
春の船場博覧会2020

企画｜船場博覧会実行委員会

船場博覧会実行委員会

本パンフレットは、公益財団法人東教育財団および一般財団法人大阪集英教育会の補助金を活用して作成しています。

お問い合わせ：06-6681-6170（平日10:00～16:00）

委員長：池田吉孝（高麗橋二丁目振興町会会長）　副委員長：髙岡伸一（近畿大学建築学部准教授）

主催｜

船
場
の

お
ひ
な

ま
つ
り

会場：芝川ビル4階

①16：00～16：40（15：30開場） ②18：00～18：40（17：30開場）

春のヴァイオリンコンサート （2回公演）

主催：オフィス・ムジーク　協力：百又株式会社

※当日11：00～芝川ビルで整理券を配布いたします。
※未就学児の入場も可。
※定員を超えた場合は、立ち見でご覧いただけます。

3月3日[火]

［申込不要・定員各回60名・有料 500円］　

MAP 6

 

堺筋アメニティ・ソサエティ　船場近代建築ネットワーク
協賛｜

後援｜
協力｜

㈱池田商店、百又㈱（千島土地グループ）、三菱UFJ銀行、㈱清林社、大阪シティ信用金庫、三井住友銀行
光世証券㈱、廣田証券㈱、上野製薬㈱、南都銀行、今橋藤浪ビル、豊田産業㈱、（一社）大阪毛織会館、
（一社）大阪ビルディング協会、タカラベルモント㈱、五代友厚プロジェクト、京都銀行
大阪市
船場倶楽部、小川香料（株）、船場のまちの多くの企業と皆さま

緒方ビル地階セミナー室で特別展としてお雛様（軸
物）と百人一首数種、緒方家に伝わる品々の展示公開
を行います。また同ビル４階ではかつて猛威を振るっ
た感染症・天然痘に立ち向かった緒方洪庵の業績を
常設展示しております。

［申込不要・無料］
2月27日[木]～3月3日[火]

展示｜緒方家ゆかりの品々

主催：（一財）緒方洪庵記念財団

MAP 3
13:30～16:00（土曜日午後、日祝は休館）

北新地芸妓 清一

3月3日[火]

社殿での優美な奉納舞を是非ご覧ください。

神農さん｜奉納舞

春のアロマクラフト講座

［申込不要・無料］
主催：少彦名神社

会場：少彦名神社 MAP16

13:00～13：30

2月29日[土]

芝川家の雛飾りの前でお子様の記念撮影をされませんか？
開場前の芝川ビルを撮影会場として特別開放いたします。

お好きな香りでオリジナルのハンドクリームまたはルームスプレーをお作り
いただけます。華やかな香りをまとって気分軽やかに春を楽しみましょう！

ひなまつりこども撮影会

［申込不要・無料］

主催：百又株式会社

協力：生駒ビルヂング、船場倶楽部

※安全確保のため入場制限を行う場合があります。
※撮影は各自でお願いいたします。
※マナーを守り、譲り合って撮影していただきますようお願いいたします。
※雛飾りのみの撮影を目的とする入場はご遠慮下さい。

※右QRコードからお申込みフォームにアクセスし、お申込み下さい。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

10:00～10:45

2月29日[土]

［要申込・各回定員10名・参加費 2,000円］

13:30～15:00

3月2日[月]18:30～20:00

会場：芝川ビル４階 MAP 6

会場：生駒ビルヂング地下サロン

会場：船場倶楽部（伏見ビル1階）

MAP17
MAP13

平安時代の貴族の遊びのひとつとして知られる貝合わ
せ。予め金に彩色した一対の蛤に、思い思いの絵を描
いてオリジナルの貝合わせを作りましょう。絵付け終了
後は、皆さんの作品で貝合わせの遊びを楽しみます。

ひなまつりワークショップ｜貝合わせを作ろう

※お子様でもご参加いただけます。

主催：船場近代建築ネットワーク　協力：百又株式会社
※右QRコードからお申込みフォームにアクセスし、お申込み下さい。
※お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

2月27日[木]

［要申込・定員20名・参加費 1,500円（コバトパン工場のコッペパン付）］

18:00～19:30

会場：芝川ビル4階 MAP 6

大日本茶道学会 田中仙陽

ひなまつり茶会

2月28日[金]

宗田家は、江戸時代から道修町で薬種商を営んだ商家で
す。大正14年に建てられた、中庭のある心地よい町屋の
お座敷で、お抹茶と菊寿堂義信のお菓子をお楽しみ下さい。

［要申込・定員各回８名・参加費 2,000円（菊寿堂義信のお菓子付）］
協力：日本精工硝子株式会社、（公財）山本能楽堂
※右QRコードからお申込みフォームにアクセスし、お申込み下さい。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

会場：CuteGlass Shop and Gallery　伏見町 旧宗田家住宅 MAP12
①16：00～ ②17：00～ ③18：00～

SEMBA EXPO2020 SPRING

桃の花咲く会場で、上方の「若旦那」3名による、だし、
押し寿司、チョコレート、3種の「食」の実演をまじえ、春
の上方の食についてじっくりと学び楽しんでいただける
フリートークイベント。当日は限定の軽食やスイーツの
販売もございます。

［申込不要・無料］10:00～15:00

講師：神宗 小山鐘平　𠮷野鮓 橋本卓児　五感 浅田雄太

講師：アロマコーディネーター 米田佳代

春の上方を味わう

2月29日[土]
会場：神宗　淀屋橋本店 MAP 4

芝川ビルのおひなまつり&ひなマルシェ

ひなマルシェ

芝川ビル人気店舗によるひなまつり時期限定のおもてな
し「芝川ビルのおひなまつり」に加え、この時期らしい愛ら
しいお菓子などを販売する1日限定の「ひなマルシェ」を
開催します。

主催：百又株式会社
協力：青空マカロン、 HIYORI BROT、 mayumimade

3月1日[日] 売り切れ次第終了

会場：芝川ビル各店舗&4階モダンテラス MAP 6

11：00～
※「芝川ビルのおひなまつり」の開催日程やおもてなしの内容は、期間中ビル内掲示でご案内いたします。


