
主催｜船場博覧会実行委員会

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9家に代々伝わる雛人形を
8つの会場で期間中特別展示公開します。

船場のおひなさま 展

申込不要・無料

2022
SEMBA EXPO
博覧会
船場

撮影：増田好郎

ご来場の際には、マスクの着用やこまめな手洗い、消毒など、
新型コロナウイルス感染予防対策に万全を期していただきますようお願い申し上げます。

船場の
おひなまつり

SEMBA EXPO2023 SPRING

2023春の船場博覧会
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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。

※外部からの観覧になります。
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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。

※密を避けるため
　入場制限を行うことがあります。

※外部からの観覧になります。
　建物内部には入れません。

※最終日の３日（金）は１７時まで
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※期間中、ひなまつり御朱印配布（有料）
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10：00～17：00

神宗 淀屋橋本店

MAP15 MAP18

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、
期間中（時間は各会場に準じる）皆様をお迎えいたします。

会場：芝川ビル 少彦名神社
三菱UFJ銀行ギャラリーラウンジ（9：00～19：00）

主催：小川香料株式会社

申込不要・無料

芝川ビル モダンテラス

芝川家別所家

「船場のおひなまつり」ポストカードセット

「船場のおひなさま」紹介動画

12枚1組 1,000円（税込）
ご希望の方は、芝川ビル1階管理室まで。

※2/26（日）はご覧いただけません。

鷹岡株式会社
本社ビル1階

鷹
岡
家

10：30～17：00

期間中、三菱UFJ銀行ギャラリーラウンジ　　　　 大阪証券取引所ビル1階アトリウム　　　　
では各家の雛飾りをご紹介する動画を上映いたします。
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2月27日（月）
会場：重要文化財 旧小西家住宅史料館 MAP 4

17：00～18：30（16：30開場）

※撮影は各自でお願いいたします。
※譲り合っての撮影をお願いいたします。
※雛飾りのみの撮影を目的とする入場はご遠慮下さい。

「五人囃子」(太鼓・大鼓・小鼓・笛・謡)の演奏

申込不要・定員50名（先着順）・無料

主催：（株）三菱UFJファイナンシャル・グループ
共催：（公財）山本能楽堂　www.noh-theater.com

主催：三休橋筋商業協同組合・三休橋筋愛好会
共催：汎愛地域活動協議会

会場：三菱UFJ銀行 大阪ビル1階
　　　ギャラリーラウンジ

MAP17

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

3月3日（金）12：30～13：00（12：00開場）

主催：船場近代建築ネットワーク　協力：百又株式会社

年中行事として我々の生活に深く根ざす三月の節供。ひな人形を飾り、桃の花や
白酒・ひし餅をお供えします。このようなひな祭りはいつ始まったのでしょうか。大
阪では、どのようなひな祭りが行われているのでしょうか。2020年にコニシ㈱の
創業150周年記念事業として改修、一般公開（予約制）されている旧小西家住宅史
料館で、大阪歴史博物館 学芸員の澤井浩一氏に、三月節供の風習や関連する行事
などをご紹介いただきます。

今回初登場。近代建築の魅力満載の三休橋筋とお雛さま展示を巡り、
鰻料理の老舗・本家柴藤でランチを召し上がっていただく盛りだくさんツアーです。

関連イベント

講師： 大阪歴史博物館 学芸員 澤井浩一

2月25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解放いたします。

ひなまつりこども撮影会

10：00～10：45 会場：芝川ビル４階 MAP16

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）
協力：褻の茶、 HIYORI BROT、 mayumimade

2日26日（日）11：00～　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 MAP16

※「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。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントを中止したり、内容を変更する場合があります。
詳しくは「船場ナビ　船場博覧会」ウエブサイトでご確認ください。

ひなまつり野点茶会

3月1日（水）

3月1日（水）

芝川ビルのテラス&ポルティコにお席を設け、一日限定のひなまつり茶
会を開催いたします。菊寿堂義信のお菓子とともに、一服のお抹茶で
ほっとひと息、お寛ぎいただけたらと存じます。

申込不要　※当日、会場でお茶券 1,000円をご購入下さい。

要申込（2月8日（水）締切）・20名・4,500円（柴藤（鰻料理）ランチ付き）

主催：百又株式会社

会場：芝川ビル4階 モダンテラス MAP16
14：00～　売り切れ次第終了

要申込・定員16名・無料
主催：船場博覧会実行委員会　協力：コニシ（株）

集合場所：綿業会館1階ロビー

主なルート：綿業会館（館内見学）→ 船場ビルディング → 田辺三菱製薬本社ビル →
浪花教会 → 高麗橋ビル → 芝川ビル（芝川家お雛さまと建築の解説付き）→
愛珠幼稚園 → グランサンクタス淀屋橋 → 本家柴藤（鰻料理のランチ）

MAP14
10：30～14：00

その他のイベント

美術品展示即売会「大美アートギャラリー」

講演「三月節供とひな祭り」

三休橋筋＆お雛さまを巡るまち歩きと老舗鰻料理

申込不要・無料

https://tomofujikaiawase.com/

2月25日（土）・26日（日）

婚礼道具や着物の紋様として貝桶や貝合わせは古くより雛祭りの文化を華やかに彩ってきました。
貝合わせは、蛤貝の美しさを観察する伝統遊戯であり感受性を養います。
京都にて蛤貝殻を専門に取り扱っている、とも藤ならではの美しい蛤貝殻と蒔絵の貝桶を
ご覧いただきながら貝合わせ遊びの歴史とルールを体験します。

とも藤の貝合わせ遊び体験

会場：少彦名神社 2階 MAP 7
要申込・10名・1,500円（お茶とお菓子、お土産付き）

主催：百又（株）

※事前申込制のイベントは各イベントに記載の方法でお申し込み下さい。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

2月24日（金）（13：00～18：00）
25日（土）・26日（日）（10：00～17：00）
会場：大阪美術倶楽部 詳細はHPでご確認ください。

要申込・定員各回10名・参加費 500円

2月26日（日）
①13：00～14：00　②14：30～15：30
会場：澁谷利兵衛商店 MAP 2

●おひなさま「水引箸袋＆ようじ入れ作りワークショップ」

会場入口ではひなまつりの設えで皆様をお迎えいたします。

講師：澁谷利兵衛商店　9代目当主 澁谷善雄

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。絵付け終了後は映える撮影もお楽しみ下さい。

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。

※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

※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
※申込多数の場合抽選

※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
※申込多数の場合抽選

※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り

※予約優先、席が空いていたら当日でも可
※お問い合わせ・申し込みは、メールにて：e-jimukyoku@e-yokobori.jp

2月24日（金）

要申込・定員8名・参加費 1,500円（ドリンクとTIKALのおやつ付）

18：00～19：30
会場：芝川ビル4階 MAP16

講師： flower 多鶴乃

講師： 貝合わせ貝覆い とも藤　代表 佐藤朋子

講 師・案 内： 綿業会館（館内見学）：日本綿業倶楽部事務局
　　　　　　芝川ビル（芝川家お雛さまと建築紹介）：千島土地(株)
まち歩きガイド：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

●ひな祭り色「花結びのペンダント」

協力：（株）池田商店

主催：e-よこ会（東横堀川水辺再生協議会）

2月25日（土）

要申込・定員各回10名・参加費 2,000円

①13：00～15：00　②17：00～19：00
会場：アイケイビル9階　アイケイホール MAP11

申込不要・無料

1724年創業、高麗橋西詰に店舗を構える澁谷利兵衛商店店主に学ぶ水引アート。
といっても全然堅苦しいものではありません！明るく楽しい澁谷さんとワイワイ船場のお話をしながら、
ひな祭りをイメージして箸袋とようじ入れを作りましょう！

14：00～（約30分）

※お問い合わせ・申し込みは、メールにて：webinfo@sinnosan.jp

日本の伝統技法の結びで作るペンダント。
基本の結びが学べます。（首にかける長さは、基本75cm前後です）

船場の
おひなまつり

SEMBA EXPO
2023 SPRING

2023春の船場博覧会

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。



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：3月1日（水）～31日（金）（要予約）
取扱時間：11：30～13：30（最終ご退席時間14：00）

※｢松花堂弁当」は昼席2名様以上のみ（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、お問い合わせは𠮷兆 高麗橋本店（06-6231-1937）まで。
※大阪府感染防止認証基準により、上記内容が変更となる場合がございます。

高麗橋2-6-7 MAP12

昼11：30～14：00　夜17：00～21：00　日祝休（応相談）

※ご予約、お問い合わせは吉野　本店（06-6231-7181）まで。

天保12年の創業以来、180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。

本店 淡路町3-4-14 MAP19

10：00～14：00　土日祝休　お持ち帰りのみ

「ちらし寿司」2,646円（税込）
「こがね」（少なめのちらし寿司）1,566円（税込）
取扱期間：2月24日（金）～3月3日（金）（予約可）　
取扱時間：10：00～14：00

菊寿堂義信

「いただき」2個860円（税込/テイクアウトのみ）
取扱期間：2月24日（金）～3月3日（金）（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 MAP 9
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。土佐堀川に広々と開ける「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
下さい。

花外楼 北浜本店

「松花堂弁当」 12,000円（サービス料・税込／飲物別途）
取扱期間：3月1日（水）～3日（金）（要予約）　
取扱時間：11：00～14：00

※「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 MAP 1

写真はイメージです

大阪・北浜から日本の洋菓子を発信するパティスリー
「五感」。日本の素材を大切に、本物を志向した洋菓
子を通して、船場から上質な文化を発信し続けていま
す。桜餅と小豆をパイ生地で包んで焼き上げた季節
限定のパイで、ひと足早い春をお楽しみください。

五感 北浜本館

「桜餅のパイ」  1個260円（税込）
取扱期間：2月24日（金）～4月上旬頃
※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 MAP 5
10：00～19：00

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。
※テイクアウトで「ひなまつり弁当（「う巻弁当」にうざく（小・2切入り）を
　セットにしたお弁当）5,500円」も承っております。
※お問い合わせは本家柴藤（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 MAP10

昼 11：00～14：30（ラストオーダー13：50）　夜 17：00～20：30（ラストオーダー19：30）　
月日祝休

昼 11：00～15：00　夜 17：00～22：00　日祝休（応相談）

「ひなまつり御膳」6,900円（税込）
取扱期間：2月24日（金）～3月末

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」もご用意して、
皆様のお越しをお待ちしております。

美々卯

「ひな膳」 2,000円（税込）
取扱期間：2月24日(金)～3月中旬まで

御堂筋店／平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル1階 MAP 20

写真はイメージです

写真はイメージです

昼11：30～15：00　夜17：00～21：00　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、明治に佃布等の製造・販売へ移行し、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「昆布」
の深い味わいをご堪能下さい。

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24日（金）～3月3日（金）

高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル1階 MAP15

10：00～17：00　土日祝休

※お問い合わせは 神宗 淀屋橋本店（0120-39-1600）まで。

写真はイメージです

マヤ インカの装飾を纏った船場を代表する美しい近
代建築の一つ芝川ビル。 南米のカカオを中心にシン
グルビーンズチョコを使って一粒一粒丁寧に仕上げ
ました。 イギリスの伝統菓子、ビスケット、スコーンも
贈り物に人気です。

TIKAL by BROADHURST’S

「バッテンバーグ」 550円（税込）
｢桜ショートブレッド」6個入 1,350円(税込)

取扱期間：2月24日(金)～3月3日(金)
※お問い合わせはTIKAL(06-6232-0144)まで。

伏見町3-3-3 芝川ビル1階 MAP16

平日 12：00～19：00　土日祝 12：00～18：00　月休（時期により無休）

※1日限定20食のご用意となります。
※テイクアウトで「そば寿司」（1,210円）も承っております。
※お問い合わせは美々卯 御堂筋店（06-6224-0145）まで。

写真はイメージです
お雛様限定チョコレートも販売いたします。各店、感染症対策に十分留意の上、営業を行っております。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、店舗の営業時間が変更される場合もございます。
詳しくは各店にお問い合わせ下さい。

𠮷野
すし



船場の
おひなさまを
探して

船場各所の春らしい設えが「船場のおひなまつり」に華を添えます。
それぞれの「ひな飾り」を探してみて下さい。

※外部からの観覧になります。建物内部には入れません。
　曜日によってはご覧いただけない場所があります。

MAP

船場の
おひなまつり

SEMBA EXPO
2023 SPRING

2023春の船場博覧会

年2023 2 24 3 3日（金） 日（金）月 月
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。

その歴史や文化の厚みを発信したいとの思いで取り組んできた「船場のおひなまつり」も今年で9回目を迎えます。

現在「ウィズコロナ」のあり方が様々に模索されていますが、感染予防に配慮した形で、今年も開催することにいたしました。

こども達の健やかな成長と幸せを願うひなまつりに、穏やかな日々が一日も早く戻るよう、

皆様とともに静かに祈りたいと思います。

そして、愛らしく華やかな雛飾りが、皆様の心に暖かな明かりを灯してくれますように。

Designed by takeshikawamura.com

企画｜船場博覧会実行委員会

船場博覧会実行委員会

本パンフレット他は、公益財団法人東教育財団、一般社団法人大阪集英教育会および集英地域活動協議会の補助金を活用して作成しています。

お問い合わせ：sembaexpo2022@gmail.com

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｜

船場近代建築ネットワーク

協賛｜

後援｜
協力｜

2023 SPRING SEMBA EXPO春の船場博覧会 2023　船場のおひなまつり

（株）池田商店、百又（株）（千島土地（株）グループ）、三菱UFJ銀行、（株）清林社、大阪シティ信用金庫、三井住友銀行、光世証券（株）、廣田証券（株）、
(一財)大阪毛織会館、上野製薬（株）、南都銀行、今橋藤浪ビル、豊田産業（株）、日本生命保険(相)、小川香料（株）、（株）国元商会、
(一社）大阪ビルディング協会、五代友厚プロジェクト、タカラベルモント（株）
大阪市
船場倶楽部、Cute Glass Shop and Gallery、MUIC Kansai、平和不動産（株）、（株）大阪取引所、
船場のまちの多くの企業と皆さま

春の船場博覧会2023 HP
https://semba-navi.com/event/sembaexpo2023spring

English page available.
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𠮷野　 本店

鷹岡（株）本社ビル

花外楼
北浜本店

神宗
淀屋橋本店

田辺三菱製薬（株）

三菱UFJ銀行
大阪ビル

MUIC
Kansai

東横イン

湯木
美術館

小川香料（株）

綿業会館
本願寺津村別院
（北御堂）

御霊神社

新井ビル
五感北浜本館

少彦名神社

光世証券（株）

大阪シティ
信用金庫

廣田証券（株）
北浜レトロ

上野製薬（株）

今橋藤浪ビル
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会場MAP

美々卯
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イベント会場 ひな飾りお雛さま展示




