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ています。
※あくまでサービスの一 例です。個別のご要 望にもできる限りお応えし
※ビジネスセンターについては7ページをご覧ください。

グランキューブ大阪の

学
営業部

からの
メッセージ

Academic Meeting

会

全会議室 、主催者控 室、ホール、各階多目
に設置した情報コンセント
的広間（ホワイエ）
トイーサーＬＡＮ環境をご
ッ
ギガビ
を利用して、
利用いただけます。各発表会場とサーバーを
当ＬＡＮ環境を利 用して接続することで、講

Q

グランキューブで開催される
「学会」は多いのですか？

学会だけをクローズアップすれば、
年間50件ほどでしょうか。学会の開
催は4〜6月、9〜12月に集中してお
り、シーズン中の週末には会場予約
が重なるのです。悲しいかな、メイン
ホールも特別会議場も1カ所しかあり
ませんので…。

年間でコンスタントに
開催されているわけでは
ないのですね。

Q

そうですね。ほとんどの学会は、3
年前くらいに事務局が設 立されます
から、その時点で開催日程を含めたご
相談をいただけるのがベストです。現
在、すでに2016年〜2017年の予約
が少しずつ埋まり始めている状況な
ので、ぜひお早めに（笑）。

Q

学会開催における、
グランキューブの魅力とは？

一番はアクセスです。大阪には2つ
の空港と、新幹線の駅がある。全国か
ら関西に来られる先生方は、どちらか
を使われますから、交通面では圧倒的
に便利です。また宿泊施設も非常に多
く、中之島界 隈から梅田に行くまで
に、1万室はあります。しかもファイブ
スタークラスからビジネスまで、非常

ケータリング
サービス

レストラン・カフェを除く全館にWi-Fiアクセ
スポイントを設置 。館内で自由にインター

大人数の 立食パーティか
ら少人数 のカジュアル宴
会、会議室へのお弁当ま

ネットを利用いただけます。

で。食事と飲み物のケータ
リングサービスをどのお部
屋にもご提供します。

演進行サポートなどにご活用できます。

「 学会なら、グランキューブ大阪 」。
そんな声をもっと、いただけるように
誘致一課長

無料Wi -Fiサービス

（3系統 ）、
情報コンセント
LAN環 境（ギガビットイーサ ）

にズームイン！

営業部

1

グランキューブ大阪の学会サービス

芳賀

貴臣

会社紹介 サービス
ディスプレイ、
看板、装花、
電気工事やビデオ設置、
人材派遣など…関連会社

をご紹介します。

利用できます。

Q

「トータル力」でしょうね。学会とい
うのは、メインホールでの研究発表ば
かりではありません。いくつかの分科
会に分かれて会議をしたり、製薬会社
や医療機器メーカーの展示もある。さ
らに先生同士の親睦を深めるための
懇親会も盛んです。グランキューブに
は、そのような多様なニーズに応える
スペースがギュッと詰まっています。メ
インホールからイベントホール、大小
の会議室、喫茶スペース、そして隣に
はリーガロイヤルホテル。
「 学会」とい
う、重層的なイベントにぴったりな施
設だといえるでしょう。

Q

サービスやサポートにおける
特色はありますか？

学会運営に必要なサービスは全て
整っていると自負しています。
特にIT環
境は、常に時代に先がけることを意識

し、日々改善を重ねてきました。例えば
研究発表がスライドからパワーポイン
トに移行する前に、館内LANを整備し
たり。
今は無料のWi-Fiサービスを全館
で運用していますが、これもタブレット
端末の普及を見越した取り組みです。

常に最先端の環境を
提供しているのですね

Q

もちろん、単純にハードを整えるだ
けが目的ではありません。肝心なこと
は、先生方が何を考え、何を求めてい
るのかを常にキャッチするという姿勢
です。私どもの誇りは先生方との距離
の近さ。これは他のどんな施設にも負
けません。個々のケースに合わせた細
やかなコミュニケーションを常に心が
けています。

Q

具体的にはどのような
コミュニケーションですか？

お声がけいただいた時から、
打合せや
各種手配、
さらに当日のお迎えまで、
基
本的に一人の営業担当者が窓口になり
ます。
長くなると3〜4年のおつき合いで
すね。
その中で、
できる限りコミュニケー
ションの密度を上げることを徹底してい
ます。
すると先生方も
「こんな風にした
いけれど可能だろうか」
と、
様々な相談
を持ちかけてくださるようになります。

けください。

これは、大阪府立国際会
を創設いたしました。
このたび『国際会議誘致・開催支援制度』
での開催を決定して頂
当会議場
、
催者様に
れている主
さ
開催を計画
議場で国際会議の
支援プロ
くことを目的として、弊社も主催者様と一体となって誘致・開催に努める主催者
い。
さ
だ
く
してご指名
この機会に大阪府立国際会議場を開催地と
グラムです。
※詳しくは弊社営業担当者にお尋ねください。

に多種多彩なホテルが揃っています。

アクセスとホテル、それ以外に
メリットはありますか？

余興（歌手・寄席・バンド・
司会者など）、記念写真撮
影、送迎バスやハイヤー、
筆耕など…各種サポート
の手配も、気軽にお申し付

新・支援制 度

ビジネスセンター
コピーやカラー出力、製本
などの印刷 関係をはじめ、
宅配便や文具販売まで…
便利なビジネスセンターを

その他各 種
サポート

Q

学会を運営する代理店ではなく、
直接に相談を？
学会の多彩なプログラムを、どのよ
うに各会場に振り分けるのか…効率
的な導線を描くことに関して、最も現
場に即したアドバイスができるのは、
やはり私どもではないかと思います。
そういう意味では、運営のプロフェッ
ショナルである代 理店さんと協力関
係を結び、1つのチームとして学会を
つくりあげていきたい。

Q

例えば、学会の規模がグランキューブ
の施設スケールを超える場合も、問題
はありません。隣接するリーガロイヤル
ホテルや堂島リバーフォーラムなど、
周囲の施設と連携したアライアンス体
制で、大 型の学 会にも対応していま
す。今年5月の「糖尿病学会」には1万4
千人の参加者が集まりましたし、来年
4月の「日本循環器学会」は約2万人
規模になる予定です。
「できることをす
る」のではなく、
「 どうすればできるの
か」を共に考え実現していくのが、私ど
ものミッションなのです。

最後に、主催者の方々に向けて
メッセージはありますか？

学会を主催される先生方は、それぞ
れ千差万別の希望や理想を持ってお
られるでしょう。これはできるのか、で
きないのか…迷われた時は私どもに
一度ご相談いただきたいと思います。

代理

德田
店の声

第57回日本糖尿病学会年次学術集会

京子さん

日本コンベンションサービス株式会社

関西支社 メディカル部

副部長

施設を知りつくしたスタッフの方が、私達のパートナーとなっ
て学会やイベントを成功に導いてくれる…それが大阪国際会
議場の大きな魅力だと思います。例えばイレギュラーな要望を
相談した時にも、柔軟で的確な解決方法を提示いただけるこ
とが多く、運営サイドとしては頼もしい限り。1イベントに1人
の担当者がついて、長くおつき合いできるシステムも意思疎
通が楽で効率的ですね。さらに規模の大きな催しにおいて
は、周囲の施設とうまく連携を図ってもらえます。お陰 様で
数々の大規模学会もスムーズに運営できています。

2

ています。
※あくまでサービスの一 例です。個別のご要 望にもできる限りお応えし
※ビジネスセンターについては7ページをご覧ください。

グランキューブ大阪の

学
営業部

からの
メッセージ

Academic Meeting

会

全会議室 、主催者控 室、ホール、各階多目
に設置した情報コンセント
的広間（ホワイエ）
トイーサーＬＡＮ環境をご
ッ
ギガビ
を利用して、
利用いただけます。各発表会場とサーバーを
当ＬＡＮ環境を利 用して接続することで、講

Q

グランキューブで開催される
「学会」は多いのですか？

学会だけをクローズアップすれば、
年間50件ほどでしょうか。学会の開
催は4〜6月、9〜12月に集中してお
り、シーズン中の週末には会場予約
が重なるのです。悲しいかな、メイン
ホールも特別会議場も1カ所しかあり
ませんので…。

年間でコンスタントに
開催されているわけでは
ないのですね。

Q

そうですね。ほとんどの学会は、3
年前くらいに事務局が設 立されます
から、その時点で開催日程を含めたご
相談をいただけるのがベストです。現
在、すでに2016年〜2017年の予約
が少しずつ埋まり始めている状況な
ので、ぜひお早めに（笑）。

Q

学会開催における、
グランキューブの魅力とは？

一番はアクセスです。大阪には2つ
の空港と、新幹線の駅がある。全国か
ら関西に来られる先生方は、どちらか
を使われますから、交通面では圧倒的
に便利です。また宿泊施設も非常に多
く、中之島界 隈から梅田に行くまで
に、1万室はあります。しかもファイブ
スタークラスからビジネスまで、非常

ケータリング
サービス

レストラン・カフェを除く全館にWi-Fiアクセ
スポイントを設置 。館内で自由にインター

大人数の 立食パーティか
ら少人数 のカジュアル宴
会、会議室へのお弁当ま

ネットを利用いただけます。

で。食事と飲み物のケータ
リングサービスをどのお部
屋にもご提供します。

演進行サポートなどにご活用できます。

「 学会なら、グランキューブ大阪 」。
そんな声をもっと、いただけるように
誘致一課長

無料Wi -Fiサービス

（3系統 ）、
情報コンセント
LAN環 境（ギガビットイーサ ）

にズームイン！

営業部

1

グランキューブ大阪の学会サービス

芳賀

貴臣

会社紹介 サービス
ディスプレイ、
看板、装花、
電気工事やビデオ設置、
人材派遣など…関連会社

をご紹介します。

利用できます。

Q

「トータル力」でしょうね。学会とい
うのは、メインホールでの研究発表ば
かりではありません。いくつかの分科
会に分かれて会議をしたり、製薬会社
や医療機器メーカーの展示もある。さ
らに先生同士の親睦を深めるための
懇親会も盛んです。グランキューブに
は、そのような多様なニーズに応える
スペースがギュッと詰まっています。メ
インホールからイベントホール、大小
の会議室、喫茶スペース、そして隣に
はリーガロイヤルホテル。
「 学会」とい
う、重層的なイベントにぴったりな施
設だといえるでしょう。

Q

サービスやサポートにおける
特色はありますか？

学会運営に必要なサービスは全て
整っていると自負しています。
特にIT環
境は、常に時代に先がけることを意識

し、日々改善を重ねてきました。例えば
研究発表がスライドからパワーポイン
トに移行する前に、館内LANを整備し
たり。
今は無料のWi-Fiサービスを全館
で運用していますが、これもタブレット
端末の普及を見越した取り組みです。

常に最先端の環境を
提供しているのですね

Q

もちろん、単純にハードを整えるだ
けが目的ではありません。肝心なこと
は、先生方が何を考え、何を求めてい
るのかを常にキャッチするという姿勢
です。私どもの誇りは先生方との距離
の近さ。これは他のどんな施設にも負
けません。個々のケースに合わせた細
やかなコミュニケーションを常に心が
けています。

Q

具体的にはどのような
コミュニケーションですか？

お声がけいただいた時から、
打合せや
各種手配、
さらに当日のお迎えまで、
基
本的に一人の営業担当者が窓口になり
ます。
長くなると3〜4年のおつき合いで
すね。
その中で、
できる限りコミュニケー
ションの密度を上げることを徹底してい
ます。
すると先生方も
「こんな風にした
いけれど可能だろうか」
と、
様々な相談
を持ちかけてくださるようになります。

けください。

これは、大阪府立国際会
を創設いたしました。
このたび『国際会議誘致・開催支援制度』
での開催を決定して頂
当会議場
、
催者様に
れている主
さ
開催を計画
議場で国際会議の
支援プロ
くことを目的として、弊社も主催者様と一体となって誘致・開催に努める主催者
い。
さ
だ
く
してご指名
この機会に大阪府立国際会議場を開催地と
グラムです。
※詳しくは弊社営業担当者にお尋ねください。

に多種多彩なホテルが揃っています。

アクセスとホテル、それ以外に
メリットはありますか？

余興（歌手・寄席・バンド・
司会者など）、記念写真撮
影、送迎バスやハイヤー、
筆耕など…各種サポート
の手配も、気軽にお申し付

新・支援制 度

ビジネスセンター
コピーやカラー出力、製本
などの印刷 関係をはじめ、
宅配便や文具販売まで…
便利なビジネスセンターを

その他各 種
サポート

Q

学会を運営する代理店ではなく、
直接に相談を？
学会の多彩なプログラムを、どのよ
うに各会場に振り分けるのか…効率
的な導線を描くことに関して、最も現
場に即したアドバイスができるのは、
やはり私どもではないかと思います。
そういう意味では、運営のプロフェッ
ショナルである代 理店さんと協力関
係を結び、1つのチームとして学会を
つくりあげていきたい。

Q

例えば、学会の規模がグランキューブ
の施設スケールを超える場合も、問題
はありません。隣接するリーガロイヤル
ホテルや堂島リバーフォーラムなど、
周囲の施設と連携したアライアンス体
制で、大 型の学 会にも対応していま
す。今年5月の「糖尿病学会」には1万4
千人の参加者が集まりましたし、来年
4月の「日本循環器学会」は約2万人
規模になる予定です。
「できることをす
る」のではなく、
「 どうすればできるの
か」を共に考え実現していくのが、私ど
ものミッションなのです。

最後に、主催者の方々に向けて
メッセージはありますか？

学会を主催される先生方は、それぞ
れ千差万別の希望や理想を持ってお
られるでしょう。これはできるのか、で
きないのか…迷われた時は私どもに
一度ご相談いただきたいと思います。

代理

德田
店の声

第57回日本糖尿病学会年次学術集会

京子さん

日本コンベンションサービス株式会社

関西支社 メディカル部

副部長

施設を知りつくしたスタッフの方が、私達のパートナーとなっ
て学会やイベントを成功に導いてくれる…それが大阪国際会
議場の大きな魅力だと思います。例えばイレギュラーな要望を
相談した時にも、柔軟で的確な解決方法を提示いただけるこ
とが多く、運営サイドとしては頼もしい限り。1イベントに1人
の担当者がついて、長くおつき合いできるシステムも意思疎
通が楽で効率的ですね。さらに規模の大きな催しにおいて
は、周囲の施設とうまく連携を図ってもらえます。お陰 様で
数々の大規模学会もスムーズに運営できています。

2

グランキューブ大阪の

PICK UP

7月以降のプログラム

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

学会・イベント
2014年の春に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

日米数理生物学会合同大阪大会
2014年7月28日（月）〜8月1日（金）

日米共催で､数理モデルによって生物現象を理解する
数理生物学の発展を目指す

第34回日本脳神経外科コングレス総会

バレエの見所を集めたガラコンサート

脳神経外科の生涯教育を担う学術総会
約4,000名が参加

2014年5月16日(金)〜18日(日)

グランキューブ大阪が出来て最初に上演されたバレエが「バレエスー
パーガラ」です。
以降、毎年夏に開催され、今年で第１６回目を迎えます。
国内外の第一線で活躍しているバレエダンサーや振付家を集め、日
ごろバレエに馴染みがない方、バレエ鑑賞が初めての方でも、飽きず
に楽しめるバレエの見所を集めたガラコンサート形式で上演します。
上演時間は、途中１５分の休憩を挟み、約２時間半。
（MRB松田敏子リラクゼーションバレエ

代表

松田 敏子）

お問い合わせ
MRB 06-6377-1507
MRBについて詳しくはこちら
http://mrb.matsudatoshiko.net

委員長

京阪中之島線の駅から直結のアクセス。
黒川紀章氏が設計した堂々たる建築。
少人数の会議から大規模な展示会まで
目的に合わせた多彩なスペースを備えています。
まずはご相談ください。
グランキューブ大阪なら、
思い出に残る催しが実現できます。
サービスメニュー
ケータリングサービス
イベントサポート

記念写真、
ベビーシッター、宿泊施設案内、
送迎バス、筆耕、打ち上げパーティなど

会社紹介サービス

看板、装花、
ディスプレイ、電気工事、

ビデオ撮影、人材派遣など）

ビジネスセンター

コピー、
ファックス、印刷、製本、名刺、
宅配便、文房具など

申込みおよび
問合せ窓口

3

株式会社大阪国際会議場 営業部

〒530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．
０６−４８０３−５５５５ ＦＡＸ．
０６−４８０３−５６２０
http://www.gco.co.jp/

2014年5月8日（木）〜10日（土）

平成26年5月16日から18日の3日間、九州大学脳神経外科、飯原弘
二教授を会長として大阪国際会議場にて第34回日本脳神経外科コ
ングレス総会を開催致しました。日本脳神経外科コングレス総会は、
脳神経外科の生涯教育を目的とした学会であり、本年度も専門領域
以外の分野についても最新の知識を得られるように脳神経外科すべ
ての領域からプログラムを作成しました。また今回の総会では「脳神
経外科の可視化」というテーマを掲げ、我々を取り巻く膨大な情報の
中から脳神経外科の現状と課題を捉える技術（可視化）を会得する
ことを目的としたセッションも設けました。参加者数は約4,000名と
なり、本総会を通して日本脳神経外科コングレス会員に脳神経外科
のより良い未来を構築するメッセージを発信できたと考えています。
（九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 教授

飯原 弘二）

日本小児外科学会創立50周年を迎えた今年、大阪で第51回日本小
児外科学会学術集会を開催いたしました。次の50年に向けての第１
回目の学術集会と位置づけ、
『 小さな命への新たなる一歩 - Next
First Step for Sick Children -』をテーマに掲げ、教育を目的にシン
ポジウムなどを企画いたしました。世界７か国からの招待ならびに一
般参加者を含めて、通常集会としては過去最多の1,008名が参加し、
なにわにぴったりの728題の講演ならびに最新の研究成果をもとに
活発な議論が交わされました。

難波 利幸）

水の都、中之島。
思い出に残る学会やイベントは
グランキューブ大阪で。

第51回日本小児外科学会学術集会
創立50周年を迎えて、新たな一歩となる
過去最高の1,008名が参加した学術集会

日本数理生物学会とSociety for Mathematical Biologyとの合同大
会が大阪で開催されます。中国と韓国の数理生物学会の後援を受
け，アメリカ・ヨーロッパやアジア各国を含む500名を超える参加者
が見込まれます。数理科学の応用によって、生物学・生命科学・医学
の様々な問題の解決を目指す数理生物学の最先端の講演と活発な
議論が行われます。
9名の秀でた演者による招待講演の他、世界各国の研究者の提案に
よる約70のミニシンポジウムと200を超える口頭・ポスターでの一般
講演が予定されています。海外の優れた研究者との交流により、日本
とアジアの若手研究者に大きな刺激を与えることが期待されます。
（日米数理生物学会合同大会/大阪2014組織委員会

開催されたプログラム

バレエスーパーガラ 2014
2014年8月3日（日）

The Joint Annual Meeting of the Japanese Society for
Mathematical Biology and the Society for Mathematical
Biology (JSMB/SMB Osaka 2014)

REPORT

（関西医科大学外科学講座小児外科

教授

濵田 吉則）

第４２回「日本の書展」関西展

参加無料
野村総合研究所主催
「NRI未来創発フォーラム2014」大阪

2014年5月29日（木）〜6月1日（日）

2014年10月9日（木）

現代を代表する書家の作品を、会派を超えて一堂に

多様な専門家の視点をもとに日本の未来を探る。
8月上旬より、参加者1,000名を募集

今年も3階のイベントホールを使用し、第42回展を開催しました。
文化勲章受章者、日本芸術院会員を含む現代書壇巨匠・現代書壇代
表の作品89点をはじめ、関西２府５県・中国４県・四国４県在住作家
の計1,098点を展示。1,000点を超える書作品が、2,600㎡のフロア
に並ぶ光景は圧巻です。
当展覧会のサブタイトルに＜会派を超えて一堂に＞と掲げている通
り、会派やジャンルにとらわれず、漢字・かな・調和体（近代詩文書）
・
小字数（大字書）
・篆刻と、様々な書体の作品を鑑賞できます。
毎年5月下旬の木曜日から日曜日の４日間、入場無料で公開してい
ます。

一人ひとりが未来のために出来ることを一緒に考えてみませんか？
「NRI未来創発フォーラム」は、講演やパネルディスカッションを通し
て、5年後、10年後の世界や日本が直面する課題と、それを乗り越え
るためには今何をすべきかについて、多様な専門家の視点をもとに考
えていくフォーラムです。2014年は、3都市（大阪、名古屋、東京）で開
催します。多くの方のご参加をお待ちしています。
8月上旬より、
Webにて受付開始予定
未来創発フォーラムについて詳しくはこちら
http://www.nri.com/jp/event/forum/
（株式会社野村総合研究所「NRI未来創発フォーラム2014事務局」）

第57回日本糖尿病学会年次学術集会
2014年5月22日（木）〜24日（土）

（公益財団法人 全国書美術振興会

事務局長

坂本 敏史）

「糖尿病とともに生きる 〜夢から実践へ〜」
「糖尿病とともに生きる 〜夢から実践へ〜」をメインテーマに掲げ、
14,000名を超える医師・メディカルスタッフの方々にご参加いただ
き、開催いたしました。糖尿病学研究をさらに発展させるための「夢」
と、糖尿病を持つ患者さんの人生をいかに豊かに過ごしていただくか
という「実践」に関し、全国各地から集まった参加者が発表・議論を
行いました。3題の特別講演、2題の会長特別企画、27題のシンポジ
ウム、6題のControversy、2,755題の一般演題はいずれも満員で、立
ち見も出る大盛況でした。本会の参加者が、明日からの診療・研究に
邁進する勇気を得て現場に戻られたとしたら、主催者としてこれ以上
の喜びはありません。
（大阪医科大学 内科学 Ⅰ

教授

花房 俊昭）
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グランキューブ大阪の

PICK UP

7月以降のプログラム

これから開催される学会・イベントをご紹介します。

学会・イベント
2014年の春に開催された学会やイベントの一部をご報告します。

日米数理生物学会合同大阪大会
2014年7月28日（月）〜8月1日（金）

日米共催で､数理モデルによって生物現象を理解する
数理生物学の発展を目指す

第34回日本脳神経外科コングレス総会

バレエの見所を集めたガラコンサート

脳神経外科の生涯教育を担う学術総会
約4,000名が参加

2014年5月16日(金)〜18日(日)

グランキューブ大阪が出来て最初に上演されたバレエが「バレエスー
パーガラ」です。
以降、毎年夏に開催され、今年で第１６回目を迎えます。
国内外の第一線で活躍しているバレエダンサーや振付家を集め、日
ごろバレエに馴染みがない方、バレエ鑑賞が初めての方でも、飽きず
に楽しめるバレエの見所を集めたガラコンサート形式で上演します。
上演時間は、途中１５分の休憩を挟み、約２時間半。
（MRB松田敏子リラクゼーションバレエ

代表

松田 敏子）

お問い合わせ
MRB 06-6377-1507
MRBについて詳しくはこちら
http://mrb.matsudatoshiko.net

委員長

京阪中之島線の駅から直結のアクセス。
黒川紀章氏が設計した堂々たる建築。
少人数の会議から大規模な展示会まで
目的に合わせた多彩なスペースを備えています。
まずはご相談ください。
グランキューブ大阪なら、
思い出に残る催しが実現できます。
サービスメニュー
ケータリングサービス
イベントサポート

記念写真、
ベビーシッター、宿泊施設案内、
送迎バス、筆耕、打ち上げパーティなど

会社紹介サービス

看板、装花、
ディスプレイ、電気工事、

ビデオ撮影、人材派遣など）

ビジネスセンター

コピー、
ファックス、印刷、製本、名刺、
宅配便、文房具など

申込みおよび
問合せ窓口

3

株式会社大阪国際会議場 営業部

〒530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番５１号
ＴＥＬ．
０６−４８０３−５５５５ ＦＡＸ．
０６−４８０３−５６２０
http://www.gco.co.jp/

2014年5月8日（木）〜10日（土）

平成26年5月16日から18日の3日間、九州大学脳神経外科、飯原弘
二教授を会長として大阪国際会議場にて第34回日本脳神経外科コ
ングレス総会を開催致しました。日本脳神経外科コングレス総会は、
脳神経外科の生涯教育を目的とした学会であり、本年度も専門領域
以外の分野についても最新の知識を得られるように脳神経外科すべ
ての領域からプログラムを作成しました。また今回の総会では「脳神
経外科の可視化」というテーマを掲げ、我々を取り巻く膨大な情報の
中から脳神経外科の現状と課題を捉える技術（可視化）を会得する
ことを目的としたセッションも設けました。参加者数は約4,000名と
なり、本総会を通して日本脳神経外科コングレス会員に脳神経外科
のより良い未来を構築するメッセージを発信できたと考えています。
（九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 教授

飯原 弘二）

日本小児外科学会創立50周年を迎えた今年、大阪で第51回日本小
児外科学会学術集会を開催いたしました。次の50年に向けての第１
回目の学術集会と位置づけ、
『 小さな命への新たなる一歩 - Next
First Step for Sick Children -』をテーマに掲げ、教育を目的にシン
ポジウムなどを企画いたしました。世界７か国からの招待ならびに一
般参加者を含めて、通常集会としては過去最多の1,008名が参加し、
なにわにぴったりの728題の講演ならびに最新の研究成果をもとに
活発な議論が交わされました。

難波 利幸）

水の都、中之島。
思い出に残る学会やイベントは
グランキューブ大阪で。

第51回日本小児外科学会学術集会
創立50周年を迎えて、新たな一歩となる
過去最高の1,008名が参加した学術集会

日本数理生物学会とSociety for Mathematical Biologyとの合同大
会が大阪で開催されます。中国と韓国の数理生物学会の後援を受
け，アメリカ・ヨーロッパやアジア各国を含む500名を超える参加者
が見込まれます。数理科学の応用によって、生物学・生命科学・医学
の様々な問題の解決を目指す数理生物学の最先端の講演と活発な
議論が行われます。
9名の秀でた演者による招待講演の他、世界各国の研究者の提案に
よる約70のミニシンポジウムと200を超える口頭・ポスターでの一般
講演が予定されています。海外の優れた研究者との交流により、日本
とアジアの若手研究者に大きな刺激を与えることが期待されます。
（日米数理生物学会合同大会/大阪2014組織委員会

開催されたプログラム

バレエスーパーガラ 2014
2014年8月3日（日）

The Joint Annual Meeting of the Japanese Society for
Mathematical Biology and the Society for Mathematical
Biology (JSMB/SMB Osaka 2014)

REPORT

（関西医科大学外科学講座小児外科

教授

濵田 吉則）

第４２回「日本の書展」関西展

参加無料
野村総合研究所主催
「NRI未来創発フォーラム2014」大阪

2014年5月29日（木）〜6月1日（日）

2014年10月9日（木）

現代を代表する書家の作品を、会派を超えて一堂に

多様な専門家の視点をもとに日本の未来を探る。
8月上旬より、参加者1,000名を募集

今年も3階のイベントホールを使用し、第42回展を開催しました。
文化勲章受章者、日本芸術院会員を含む現代書壇巨匠・現代書壇代
表の作品89点をはじめ、関西２府５県・中国４県・四国４県在住作家
の計1,098点を展示。1,000点を超える書作品が、2,600㎡のフロア
に並ぶ光景は圧巻です。
当展覧会のサブタイトルに＜会派を超えて一堂に＞と掲げている通
り、会派やジャンルにとらわれず、漢字・かな・調和体（近代詩文書）
・
小字数（大字書）
・篆刻と、様々な書体の作品を鑑賞できます。
毎年5月下旬の木曜日から日曜日の４日間、入場無料で公開してい
ます。

一人ひとりが未来のために出来ることを一緒に考えてみませんか？
「NRI未来創発フォーラム」は、講演やパネルディスカッションを通し
て、5年後、10年後の世界や日本が直面する課題と、それを乗り越え
るためには今何をすべきかについて、多様な専門家の視点をもとに考
えていくフォーラムです。2014年は、3都市（大阪、名古屋、東京）で開
催します。多くの方のご参加をお待ちしています。
8月上旬より、
Webにて受付開始予定
未来創発フォーラムについて詳しくはこちら
http://www.nri.com/jp/event/forum/
（株式会社野村総合研究所「NRI未来創発フォーラム2014事務局」）

第57回日本糖尿病学会年次学術集会
2014年5月22日（木）〜24日（土）

（公益財団法人 全国書美術振興会

事務局長

坂本 敏史）

「糖尿病とともに生きる 〜夢から実践へ〜」
「糖尿病とともに生きる 〜夢から実践へ〜」をメインテーマに掲げ、
14,000名を超える医師・メディカルスタッフの方々にご参加いただ
き、開催いたしました。糖尿病学研究をさらに発展させるための「夢」
と、糖尿病を持つ患者さんの人生をいかに豊かに過ごしていただくか
という「実践」に関し、全国各地から集まった参加者が発表・議論を
行いました。3題の特別講演、2題の会長特別企画、27題のシンポジ
ウム、6題のControversy、2,755題の一般演題はいずれも満員で、立
ち見も出る大盛況でした。本会の参加者が、明日からの診療・研究に
邁進する勇気を得て現場に戻られたとしたら、主催者としてこれ以上
の喜びはありません。
（大阪医科大学 内科学 Ⅰ

教授

花房 俊昭）
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少しリッチに？ 格安で？ 中之島周辺のホテルをご紹介

Nakanoshimap
Trip
ナカノシマップ・トリップ

世界のVIPに愛される
中之島のランドマーク

宿泊施設の多さも中之島エリアの魅力です。グランキューブを訪れる際は、ぜひゆっくりお泊まりを。

01

02

ザ・リッツ・カールトン大阪
ホテル王のこだわりが息づく
名門ホテル

グランキューブに
隣接する格式ある
ホテル。最高級の
おもてなしと洗練
されたハイグレー
ドな客室は、心地
よいステイを体感
させてくれます。ホ
テル内には和食だ
けでなく、イタリアン、フレンチなど美味なるレスト
ランがずらり。
「食のロイヤル」と言われるこだわり
の料理もぜひご賞味ください。

r 千陽〔CHIHARU〕

北新地駅

福島店

線

環

状

南森町駅

09 アパホテル 大阪肥後橋駅前

出入橋きんつば屋

福島駅

JR東西線

大江橋駅

r 大阪 土山人

r espace

京阪中之島線

渡辺橋駅

（エスパス）

r

r551 蓬莱
福島店

旧ヤム邸
中之島洋館

01 リーガロイヤルホテル

06 リーガ中之島イン

Google MAP

ビクトリー

04 ホテルNCB

靱公園

08 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
江戸三・大和屋

立地も、施設も快適なホテル

「駅から徒歩すぐ」
「近隣
に飲食店が多数」
「ホテル
と直結するコンビニ」な
ど心地よい宿泊条 件が
揃ったリーガ中之島イン。
至便のアクセスに加えて、
客室もモダン＆シンプル
の快適空間。女性用フロ
アもあります。ビジネス
に、旅行に、いつでも愛用
したいホテルです。
■DATA
住所／大阪市西区江戸堀１−１３−１０ 住友成泉
ビル ☎06−6447−1122 アクセス／地下鉄四
つ橋線「肥後橋駅」10号出口すぐ

r

Google MAP

中之島プラザ

r（レストラン）

07

快適ステイもグルメも実現する
シティホテル

都心の喧騒を忘れるよ
うなウォーターフロント
にあるホテル。広々と落
ち着いた客室は、ヨーロ
ピアン調の洋室からく
つろぎの和室まで様々
なタイプを用意。館内は
多数のレストラン、
フィッ
トネスも備え、宿泊と同
時にグルメや癒しも楽し
めます。

■DATA
住所／大阪市北区中之島6−2−39 ☎06−6449−
6901 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より約3分。
JR
「大阪駅」
市バス53系統船津橋行
「船津橋」
下車すぐ

Google MAP

松屋町筋

■DATA
住所／大阪市北区中之島3−4−15 ☎06−6444
−1131 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」よ
り約5分。
京阪中之島線
「渡辺橋駅」
より約3分

05 三井ガーデンホテル大阪プレミア

07 中之島プラザ

堺筋

〜大阪に新しい心地よさを〜

中之島駅

Google MAP

06

本線

地下鉄堺筋線

05

リーガ中之島イン

京阪

肥後橋駅
下福島公園

御堂筋

三井ガーデンホテル
大阪プレミア

■DATA
住 所／大 阪 市 北 区 堂 島 浜１−３−１ ☎ 0 6 −
6 3 47−1112 アクセス／京阪中之島線「大江橋
駅」より約3分。JR東西線「北新地駅」より約5分

中之島公園

北浜駅

地下鉄御堂筋線

■DATA
住所／大阪市北区梅田２−５−25 ☎06−6343
−7000 アクセス／阪神「梅田駅」より約5分。地
下鉄四つ橋線「西梅田駅」より約5分

Google MAP

北新地の中心地に位
置するシティホテル。
施設も客室も大満足
のラグジュアリー空
間は、世界的ホテル
ブランド、クラウンプ
ラザならでは。夜は
窓からロマンチックな中之島の夜景も一望。また
JR大阪駅からホテルまでの無料シャトルバスが
約30分毎に運行しているので大変便利です。

なにわ橋駅

淀屋橋駅

四つ橋筋

5

西梅田駅

02 ザ・リッツ・カールトン大阪

新福島駅

2014年3月にオープンした注目のホテル。靴を脱ぎ
素足で寛げるフローリングスタイルで、バスルーム・
洗面・トイレの水まわり３点が独立した客室。最上
階には人工炭酸泉を使用した庭園SPAを完備。
Google MAP

線

JR

グランキューブまで3分。水辺の風景を楽しめるロ
ケーションと、リーズナブルで快適な客室が人気
のホテルです。館内のレストランにはリーガロイヤ
ルホテルのシェフによる洗練の味わい。緑の庭園
を眺めて朝食はいかが？

■DATA
住所／大阪市北区中之島６−２−２７ ☎06−6443
−2255 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より約
3分。
地下鉄千日前線・中央線
「阿波座駅」
より約7分

道本

地下鉄四つ橋線

中之島の自然と調和した
スタイリッシュなホテル

04

洗練と安らぎが調和する
都会の楽園

03

東海

わ筋
なに

ホテルNCB

Google MAP

ANAクラウンプラザ
ホテル大阪

JR

03 ANAクラウンプラザホテル大阪

数々の賞やランキングで堂々トップクラスを誇る最
高級のホテル。一歩足を踏み入れれば、そこは18
世紀の英国貴族の邸宅。ロビーは、絵画や美術品
が飾られ、客室もヨーロッパ調で統一された優雅
な空間です。食の楽しみも多彩で、フレンチ、イタ
リアン、中華に和食、どれも至福のクオリティ。
■DATA
住所／大阪市北区中之島５−３−６８ ☎06−6448
−1121 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
直結。
JR
「大阪駅」
より無料シャトルバスで約10分

東梅田駅

あみだ池筋

リーガロイヤルホテル

ラグジュアリーなシティホテルから、コストパフォーマンスの良いビジネスホテルまで…。

08

（おみやげ）のお店紹介は9ページをご覧ください

09

湯元「花乃井」スーパーホテル
大阪天然温泉

アパホテル 大阪肥後橋駅前〉

より質の良い睡眠を追求する
“スーパー”なステイ

ビジネスも旅行も便利な
駅近の好立地

スーパーホテルは、
「ぐっすり」をコン
セプトに心地よい
ベッドと選べる枕
を取り揃えていま
す。また天然温泉
や有機野菜たっぷ
りの 無 料 朝 食 な
ど、ビジネスホテル
とは思えないサービスもたくさん。快適な目覚めと
コストパフォーマンスの良さが嬉しいホテルです。
■DATA
住所／大阪市西区江戸堀3−6−35 ☎06−6447
−9000 アクセス／地下鉄千日前線・中央線
「阿波座
駅」
より約5分。
京阪中之島線
「中之島駅」
より約8分

Google MAP

全国にチェーン展開す
る人気ホテル。地上30
階、総 客室850と西日
本最大級の規模を誇り
ます。ホテルの大きな
魅力が「アパカードシス
テム」
。宿泊や直営レス
トランでポイントがつ
き、キャッシュバックや
アパリゾートの利用券
と交換可能と特典が盛
り沢山です。

■DATA
住所／大阪市西区土佐堀1−2−1 ☎06−6449
−9111 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」直
結。京阪中之島線「渡辺橋駅」より約3分

Google MAP

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。※DATAの右にあるQRコードを読み取れば、グーグルマップに場所が表示されます。

6

少しリッチに？ 格安で？ 中之島周辺のホテルをご紹介

Nakanoshimap
Trip
ナカノシマップ・トリップ

世界のVIPに愛される
中之島のランドマーク

宿泊施設の多さも中之島エリアの魅力です。グランキューブを訪れる際は、ぜひゆっくりお泊まりを。

01

02

ザ・リッツ・カールトン大阪
ホテル王のこだわりが息づく
名門ホテル

グランキューブに
隣接する格式ある
ホテル。最高級の
おもてなしと洗練
されたハイグレー
ドな客室は、心地
よいステイを体感
させてくれます。ホ
テル内には和食だ
けでなく、イタリアン、フレンチなど美味なるレスト
ランがずらり。
「食のロイヤル」と言われるこだわり
の料理もぜひご賞味ください。

r 千陽〔CHIHARU〕

北新地駅

福島店

線

環

状

南森町駅

09 アパホテル 大阪肥後橋駅前

出入橋きんつば屋

福島駅

JR東西線

大江橋駅

r 大阪 土山人

r espace

京阪中之島線

渡辺橋駅

（エスパス）

r

r551 蓬莱
福島店

旧ヤム邸
中之島洋館

01 リーガロイヤルホテル

06 リーガ中之島イン

Google MAP

ビクトリー

04 ホテルNCB

靱公園

08 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
江戸三・大和屋

立地も、施設も快適なホテル

「駅から徒歩すぐ」
「近隣
に飲食店が多数」
「ホテル
と直結するコンビニ」な
ど心地よい宿泊条 件が
揃ったリーガ中之島イン。
至便のアクセスに加えて、
客室もモダン＆シンプル
の快適空間。女性用フロ
アもあります。ビジネス
に、旅行に、いつでも愛用
したいホテルです。
■DATA
住所／大阪市西区江戸堀１−１３−１０ 住友成泉
ビル ☎06−6447−1122 アクセス／地下鉄四
つ橋線「肥後橋駅」10号出口すぐ

r

Google MAP

中之島プラザ

r（レストラン）

07

快適ステイもグルメも実現する
シティホテル

都心の喧騒を忘れるよ
うなウォーターフロント
にあるホテル。広々と落
ち着いた客室は、ヨーロ
ピアン調の洋室からく
つろぎの和室まで様々
なタイプを用意。館内は
多数のレストラン、
フィッ
トネスも備え、宿泊と同
時にグルメや癒しも楽し
めます。

■DATA
住所／大阪市北区中之島6−2−39 ☎06−6449−
6901 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より約3分。
JR
「大阪駅」
市バス53系統船津橋行
「船津橋」
下車すぐ

Google MAP

松屋町筋

■DATA
住所／大阪市北区中之島3−4−15 ☎06−6444
−1131 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」よ
り約5分。
京阪中之島線
「渡辺橋駅」
より約3分

05 三井ガーデンホテル大阪プレミア

07 中之島プラザ

堺筋

〜大阪に新しい心地よさを〜

中之島駅

Google MAP

06

本線

地下鉄堺筋線

05

リーガ中之島イン

京阪

肥後橋駅
下福島公園

御堂筋

三井ガーデンホテル
大阪プレミア

■DATA
住 所／大 阪 市 北 区 堂 島 浜１−３−１ ☎ 0 6 −
6 3 47−1112 アクセス／京阪中之島線「大江橋
駅」より約3分。JR東西線「北新地駅」より約5分

中之島公園

北浜駅

地下鉄御堂筋線

■DATA
住所／大阪市北区梅田２−５−25 ☎06−6343
−7000 アクセス／阪神「梅田駅」より約5分。地
下鉄四つ橋線「西梅田駅」より約5分

Google MAP

北新地の中心地に位
置するシティホテル。
施設も客室も大満足
のラグジュアリー空
間は、世界的ホテル
ブランド、クラウンプ
ラザならでは。夜は
窓からロマンチックな中之島の夜景も一望。また
JR大阪駅からホテルまでの無料シャトルバスが
約30分毎に運行しているので大変便利です。

なにわ橋駅

淀屋橋駅

四つ橋筋

5

西梅田駅

02 ザ・リッツ・カールトン大阪

新福島駅

2014年3月にオープンした注目のホテル。靴を脱ぎ
素足で寛げるフローリングスタイルで、バスルーム・
洗面・トイレの水まわり３点が独立した客室。最上
階には人工炭酸泉を使用した庭園SPAを完備。
Google MAP

線

JR

グランキューブまで3分。水辺の風景を楽しめるロ
ケーションと、リーズナブルで快適な客室が人気
のホテルです。館内のレストランにはリーガロイヤ
ルホテルのシェフによる洗練の味わい。緑の庭園
を眺めて朝食はいかが？

■DATA
住所／大阪市北区中之島６−２−２７ ☎06−6443
−2255 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
より約
3分。
地下鉄千日前線・中央線
「阿波座駅」
より約7分

道本

地下鉄四つ橋線

中之島の自然と調和した
スタイリッシュなホテル

04

洗練と安らぎが調和する
都会の楽園

03

東海

わ筋
なに

ホテルNCB

Google MAP

ANAクラウンプラザ
ホテル大阪

JR

03 ANAクラウンプラザホテル大阪

数々の賞やランキングで堂々トップクラスを誇る最
高級のホテル。一歩足を踏み入れれば、そこは18
世紀の英国貴族の邸宅。ロビーは、絵画や美術品
が飾られ、客室もヨーロッパ調で統一された優雅
な空間です。食の楽しみも多彩で、フレンチ、イタ
リアン、中華に和食、どれも至福のクオリティ。
■DATA
住所／大阪市北区中之島５−３−６８ ☎06−6448
−1121 アクセス／京阪中之島線
「中之島駅」
直結。
JR
「大阪駅」
より無料シャトルバスで約10分

東梅田駅

あみだ池筋

リーガロイヤルホテル

ラグジュアリーなシティホテルから、コストパフォーマンスの良いビジネスホテルまで…。

08

（おみやげ）のお店紹介は9ページをご覧ください

09

湯元「花乃井」スーパーホテル
大阪天然温泉

アパホテル 大阪肥後橋駅前〉

より質の良い睡眠を追求する
“スーパー”なステイ

ビジネスも旅行も便利な
駅近の好立地

スーパーホテルは、
「ぐっすり」をコン
セプトに心地よい
ベッドと選べる枕
を取り揃えていま
す。また天然温泉
や有機野菜たっぷ
りの 無 料 朝 食 な
ど、ビジネスホテル
とは思えないサービスもたくさん。快適な目覚めと
コストパフォーマンスの良さが嬉しいホテルです。
■DATA
住所／大阪市西区江戸堀3−6−35 ☎06−6447
−9000 アクセス／地下鉄千日前線・中央線
「阿波座
駅」
より約5分。
京阪中之島線
「中之島駅」
より約8分

Google MAP

全国にチェーン展開す
る人気ホテル。地上30
階、総 客室850と西日
本最大級の規模を誇り
ます。ホテルの大きな
魅力が「アパカードシス
テム」
。宿泊や直営レス
トランでポイントがつ
き、キャッシュバックや
アパリゾートの利用券
と交換可能と特典が盛
り沢山です。

■DATA
住所／大阪市西区土佐堀1−2−1 ☎06−6449
−9111 アクセス／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」直
結。京阪中之島線「渡辺橋駅」より約3分

Google MAP

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。※DATAの右にあるQRコードを読み取れば、グーグルマップに場所が表示されます。
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Osaka
International
Convention
Center
Information

グランキューブよりお知らせ

グランキューブ情報局

飲食施設が装いも新たに！

11階ビジネスセンター

施設クローズアップ

コピーや印 刷から機 器レンタル、宅 配 受 付 、文 具 販 売まで。
グランキューブ館 内にあるから便 利なビジネスセンター。

車椅子･ベビーカーを貸し出します

2014年7月より、飲食施設（2階カフェ、5階カフェテリア）をリニュー

2014 年5月より総合案内において車

アルします。お客様により一層お楽しみ頂けるメニューを揃え、只今準

椅子10台、ベビーカーの貸し出しをして

備中です。営業を再開しましたら、当会議場のホームページ等でお知ら

います。ベビーカーはリクライニング角

せしますので、楽しみにお待ちください。

度が深い新生児対象のA型を2台、リク

なお、12階レストラン「グラントック」は、平常通り営業しています。ぜ

ライニング角度の浅い（着座姿 勢の角

ひご利用ください。

度のみ）B型3台をご用意しており、ご
来館のお客様に大変喜ばれています。幅広い年齢層の方々に、当会

グランキューブ11階の「ビジネスセンター」をご
存知でしょうか。学会やイベント開催にあたって必

「憩いのスペース」
でほっと一息つきませんか

要な、あらゆるサポートを行うオールマイティな利
便施設です。

議場を安心･快適にご利用いただけるよう今後も取り組んで参ります。
ご要望の際は、遠慮なく1階受付にお声がけください。

隣接する住友病院と当会議場の間に
「憩いのスペース」が誕生しました。

サービスの内容は多種多彩。例えば「印刷サー

大きく成長した楠の木陰にテーブルとベンチを配置し、とても気持ちの

ビス」は資料のコピーはもちろん、印刷や製本、名

良い空間となっています。ランチタイムや会議の合間の休憩所として自

刺のスピード印刷まで 痒いところに手が届く メ

由にご利用ください。

みなさまのご意見、お待ちしています！
お客様の声を少しでも多く

ニューがずらり。またノートパソコンやコピー機などを貸し出す「レンタルサービス」は、

お聞かせいただき、皆さまに

お客様の控室にIT環境を作ることが可能です。他にも催事用のお荷物を無料でお預か

愛される会議場となることを

りしたり、ステーショナリー類がひと通り揃った「文房具販売コーナー」があったり、主催

目指して、1階 総合案内横に

者にうれしく便利な、ビジネスのコンビニエンスストアです。お困りなことがあれば、ぜひ

「来 館 者アンケートBOX」を

ビジネスセンターにご相談ください。

設置しています。ご要望やお
気づきの点など、いつでもお
寄せください。
ビジネスセンター
［大阪府立国際会議場11階］
営業時間／8：30〜19：00
TEL／06-4803-5570 FAX／06-6225-9661
E-MAIL／info@bizplus.jp

耳より情報

サービスメニューの一例

文具販売コーナー

パソコンコーナー

■パソコン使用・出力
パソコン使用…￥108／10分
インターネット使用料
…￥216円／10分
カラー出力
（B5~A3）…￥92／片面
モノクロ出力
（B5~A3）
…￥22／片面

「催事のことなら何でもご相談ください。」

私のお気に入りスポット

■スピード名刺
片面モノクロ…￥3,670／100枚
両面モノクロ…￥5,760／100枚

「中之島なつまつり」が賑やかに開催されます。場
所はグランキューブ大阪の1階プラザ。あの河内家

■大型出力（マット紙）
A0…￥4,400
A1…￥3,600
B1…￥4,000

菊水丸を迎えての盆踊り大会、市民ボランティアに
よる音楽やパフォーマンス、さらにはリーガロイヤ

■レンタルサービス
ノートパソコン…￥14,040／1日
コピー機…￥59,400／1〜5日
レーザーファックス
…￥27,000／1〜3日
インクジェットプリンタ
…￥9,504／1日

総合案内

木本

摩耶

ルホテルをはじめとした中之島人気飲食店のグル
メ屋台など…。夏の夜を思いっきり楽しく、おいし
く、過ごしませんか？
■日時

2014年8月28日（木）17：00〜21：00（予定）

■会場

大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）
1階プラザ

■入場

無料（グルメチケットは有料）

■お問い合わせ

自然を身近に感じられる総合案内で、
おもてなしと憩いの時間をお届け。

？
…

コピー、
ファクシミリコーナー

盛夏を過ぎてもまだまだ暑い、8月の末。今年も

ゆるキャラブームの
ずっと前から
グランキューブの
マスコットさ。

TEL:06-6446-0860（中之島なつまつり実行委員会）

ブラックキューブ
降臨

http://nakanoshima-natsumatsuri.jp

あいつらには
負けてないはず
なのに…

グランキューブ大阪を訪れたお客様を最初にお迎えするのが

着ぐるみがないんだ

そう、グランキューブでは、5月からベビーカーの貸出しもスタート

!!

の状況に合わせたお声がけもできるのが嬉しいですね。またここ
は時折、お隣の住友病院やご近所の方のお散歩コースになって

よーし、今年の
ゆるキャラ
グランプリは

優勝だ！
！

ごめんよキューブくん！

いることも（笑）
。お孫さんとご年配の方もよく見かけます。そう

のきらめきを感じられるのはもちろん。天候や来館されたお客様

キミには

場の風景が大好きです。壁一面がガラス張りのため、青空や木々

河内家菊水丸

私の仕事場。施設の顔である総合案内から見えるエントランス広

こんなにイケメンで
スタイリッシュなのに
ナゼいまひとつ

■セルフコピー
カラー
（B5~A3）…￥92／片面
モノクロ
（B5~A3）…￥16／片面

■ラミネート加工
カード…￥108／1枚
B5&A4…￥410／1枚
B4&A3…￥626／1枚

「中之島なつまつり2014」で夏を惜しもう！

ボクは

キューブくん！
！

人気が出ない

■ファクシミリサービス
受信（国内・海外）…￥65／1ページ
国内送信（通話料込み）
…￥108／1ページ
海外送信（通話料別途）
…￥205／1ページ

■製本
中とじ…￥162／1冊
テープ・リング・シェア・くるみ
…￥324／1冊

キューブくん

しました。より皆さまに親しみやすい施設をめざしています。
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グランキューブよりお知らせ

グランキューブ情報局

飲食施設が装いも新たに！

11階ビジネスセンター

施設クローズアップ

コピーや印 刷から機 器レンタル、宅 配 受 付 、文 具 販 売まで。
グランキューブ館 内にあるから便 利なビジネスセンター。
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2014 年5月より総合案内において車

アルします。お客様により一層お楽しみ頂けるメニューを揃え、只今準
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ひご利用ください。
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来館のお客様に大変喜ばれています。幅広い年齢層の方々に、当会

グランキューブ11階の「ビジネスセンター」をご
存知でしょうか。学会やイベント開催にあたって必

「憩いのスペース」
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刺のスピード印刷まで 痒いところに手が届く メ
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お客様の控室にIT環境を作ることが可能です。他にも催事用のお荷物を無料でお預か
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耳より情報

サービスメニューの一例
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？
…
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グランキューブ大阪の

ぐるぐるめ
レトロ＆シックな空間で、本格カレーに舌つづみ

ふわふわサンドイッチは、
ビジネスマンの幸せの味

旧ヤム邸 中之島洋館
複雑なスパイスに
出汁を合わせたや
みつきの味と豊富
なメニュー。
いつも
賑 わう人 気 店 で
す 。ランチ 、女 子
会、
ファミリーに…
カレー好きのパラ
ダイス。
■DATA
住所／大阪市北区中之島３−６−32 ダイビル本館 2F ☎06-6136-6600 営業時
間／ランチ11:15〜14:00 ディナー18：00〜22：00（L.O. 21：00）※カレーが売り切れ
次第終了 休／不定休、7月8月は日曜ランチ営業 アクセス／京阪中之島線「渡辺橋
駅」
より約3分。地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」
より約5分

Google MAP

「ある時〜？」
の合い言葉でお馴染みの中華店

ビクトリー

■DATA
住所／大阪市西区江戸堀1−23−31
☎06-6441-4147 営業時間／（月
〜金）9：00〜17：00（土）9：00〜
16：00 休／日祝 ア Google MAP
サンドイッチが食べたくなったらここへ。
美味しい クセス／ 京 阪 中 之 島 線
「中之島駅」
より約１０分。
ローストチキン、
カツ、
タマゴ、
ミックス…。
ノスタ 地 下 鉄 四つ橋 線「 肥 後
橋駅」
より約１０分
ルジックな店内にも癒されます。

July

千陽〔CHIHARU〕福島店
野菜ソムリエが選ぶ
新 鮮な食 材を使 用
する粉もん屋 。
「美
味しく健 康に」
を体
現したようなお店の
一押しはすき焼きそ
ば。秘伝のタレがか
らまる麺を溶き卵に
つけて召し上がれ。

関西人のソウルフード551の
豚まん。
もちもちで厚めの皮と
優しい味の餡が、お店でも食
べられます。麻婆豆腐、餃子
に焼売と種類もたくさん…リー
ズナブルなところも魅力です。
■DATA
住所／大阪市福島区福島3−6−10 ☎06-6453-5516 営業時間／ランチ11：
00〜15：00（L.O. 14：30）ディナー17：00〜22：00（L.O. 21：30） 休／第３火曜
日 アクセス／京阪中之島線「中之島駅」
より約8分。JR東西線「新福島駅」
より約3分

Google MAP

伝統と新しさが調和した手打ち蕎麦

■DATA
住所／大阪市福島区福島7−9−1 ☎06-6450-0082 営業時間／17:00〜24:00
（L.O.23:00） 休／火曜日 アクセス／JR大阪環状線「福島駅」
より約1分。JR東西線
「新福島駅」
より約3分

Google MAP

8月
August

樽生ワインとめちゃ旨サングリアが楽しめるバル

大阪 土山人

espace（エスパス）
自慢は毎日製麺し
ている生パスタ、
フ
レッシュなフルーツ
とチーズ。
ピザ、ス
テーキ、
リゾットに
デザートも人気で
す。お酒が苦手な
人でも楽しめる洋
食バル。

王道から変わり種まで、様々なお
そばをいただける土山人。素材は
もちろん、器にまでこだわる通な店
です。
お得なセットメニューや美味
しいお酒もずらりと揃っています。
■DATA
住所／大阪市福島区福島1−1−48 堂島
クロスウォーク1階 ☎06-6345-3360
営業時間／ランチ11：30〜14：30※日祝
は15:00 ディナー17:30〜23：00（L.O.
22:00）
（日祝）17：30〜22： Google MAP
30（L.O. 21:30） 無休 ア
クセス／京阪中之島線「中之
島駅」より約3分。阪神本線
「福島駅」
より約3分

9月

September

■DATA
住所／大阪市福島区福島3−12−19 ツインコート福島1F ☎06-6345-6555 営業
時間／ランチ11：30〜14：00（L.O. 13：30） ディナー18：00〜24：00（L.O. 23：00）
※水曜はランチ休み※金・土・祝前日は25：00まで
（L.O. 24：00） 無休 アクセス／ＪＲ
東西線「新福島駅」
より約2分。
ＪＲ大阪環状線「福島駅」
より約5分

江戸三・大和屋
「佃煮ではなく、大和煮です」
とご主人。最
高級の素材を選び、
添加物は一切使わず
に自社の炊き場でこっくりと煮込んだ大和
煮は、
旨味が芯まで染みた最高の料理で
す。
その深い滋味は、
ご飯のお供に、酒の
肴に最高。
あさり、
うなぎ
（季節限定）、
トロ
まぐろ、
いわし…それぞれの味が生きていま
す。
明治4年の創業以来、
変わらず大阪の
味を伝え続ける関西の名店です。
Google MAP

「大和煮」
を通して、
中之島
から大阪の食文化を発信

出入橋きんつば屋
薄皮なのに もっちり食感 の
皮とたっぷりと詰まった大粒
の小豆。
こちらのきんつばは、
あんこファンを魅了する素朴
な名菓です。甘さ控えめで飽
きがこず、気がつけば次々に
手が伸びていた…なんてこと
も。一 個からでも購 入 可 能
で、
イートインだと熱々のきん
つば三個にお茶付き300円！ ■DATA 住所／大阪市北区堂島3−4
売り切れ次第、店じまいのた −10 ☎06-6451-3819 営業時間／
（月〜金）10：00〜19：00（土）10：00〜
め、
お早めにどうぞ！

Google MAP

イベントカレンダー

5（土）

第25回ダイアナ年代別ゴールデン・プロポーションコンテスト西日本・決勝大会

6（日）

楽天証券サービス開始15周年記念投資セミナー

10（木）〜12（土）

第22回日本乳癌学会学術総会

13（日）

外国人学生のための進学説明会 2014

17（木）〜18（金）

KAT-TUN LIVE TOUR 2014

17（木）〜18（金）

第47回日本整形外科学会

19（土）

BTOBコンサート

19（土）

第130回中材業務及び感染対策研究会

20（日）〜21（月・祝）

SOUL POWER なにわ SUMMIT 2014

20（日）

第26回大阪府理学療法学術大会

21（月・祝）

第8回市民公開講座 慢性疼痛について〜少しは楽に〜

23（水）

琴伝流大正琴 第11回大阪大会

23（水）〜26（土）

第32回日本骨代謝学会学術集会

24（木）〜25（金）

JUNHO（From2PM）Solo Tour

26（土）〜27（日）

LUNA SEA 25th ANNIVERSARY LIVE TOUR THE LUNATIC -A Liberated Will-

2（土）

w-inds.LIVE TOUR 2014

3（日）

バレエスーパーガラ2014

4（月）

TREND VISION 2014 AREA FINAL OSAKA

8（金）〜9（土）

第53回大阪府吹奏楽コンクール

10（日）

平成26年度日本肝臓学会教育講演会（単独開催）

10（日）

日本循環器学会

23（土）〜24（日）

遊助コンサートツアー2014 あの・・最高の出会いを一緒につくりたいんですケド。

30（土）〜31（日）

第24回日本外来小児科学会年次集会

6（土）〜7（日）

遊助コンサートツアー2014 あの・・最高の出会いを一緒につくりたいんですケド。

7（日）

第83回大阪透析研究会

12（金）〜14（日）

第14回日本認知療法学会・第18回日本摂食障害学会

13（土）

Kiramune Fan Meeting in OSAKA

19（金）〜21（日）

第25回日本緑内障学会

骨・軟部腫瘍学術集会

第7回コメディカルセミナー

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。

昭和5年の開業当時から
愛され続ける和スイーツ

おみやげにいかが ?

9

7月

熱々を頬張る幸せ、創作鉄板料理の店

551 蓬莱 福島店

■DATA 住所／大阪市西区江戸堀3
−6−17 ☎06-6446-0055 営業時
間／9：00〜18：00 休／日曜・第２・４
土曜・祝祭日 アクセス／地下鉄千日
前線・中央線「阿波座駅」
より約５分

Event Calendar

Google MAP

18：00 休／日曜・祝日 アクセス／JR
東西線「北新地駅」
より約5分

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。※DATAの右にあるQRコードを読み取れば、グーグルマップに場所が表示されます。
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する粉もん屋 。
「美
味しく健 康に」
を体
現したようなお店の
一押しはすき焼きそ
ば。秘伝のタレがか
らまる麺を溶き卵に
つけて召し上がれ。

関西人のソウルフード551の
豚まん。
もちもちで厚めの皮と
優しい味の餡が、お店でも食
べられます。麻婆豆腐、餃子
に焼売と種類もたくさん…リー
ズナブルなところも魅力です。
■DATA
住所／大阪市福島区福島3−6−10 ☎06-6453-5516 営業時間／ランチ11：
00〜15：00（L.O. 14：30）ディナー17：00〜22：00（L.O. 21：30） 休／第３火曜
日 アクセス／京阪中之島線「中之島駅」
より約8分。JR東西線「新福島駅」
より約3分

Google MAP

伝統と新しさが調和した手打ち蕎麦

■DATA
住所／大阪市福島区福島7−9−1 ☎06-6450-0082 営業時間／17:00〜24:00
（L.O.23:00） 休／火曜日 アクセス／JR大阪環状線「福島駅」
より約1分。JR東西線
「新福島駅」
より約3分

Google MAP

8月
August

樽生ワインとめちゃ旨サングリアが楽しめるバル

大阪 土山人

espace（エスパス）
自慢は毎日製麺し
ている生パスタ、
フ
レッシュなフルーツ
とチーズ。
ピザ、ス
テーキ、
リゾットに
デザートも人気で
す。お酒が苦手な
人でも楽しめる洋
食バル。

王道から変わり種まで、様々なお
そばをいただける土山人。素材は
もちろん、器にまでこだわる通な店
です。
お得なセットメニューや美味
しいお酒もずらりと揃っています。
■DATA
住所／大阪市福島区福島1−1−48 堂島
クロスウォーク1階 ☎06-6345-3360
営業時間／ランチ11：30〜14：30※日祝
は15:00 ディナー17:30〜23：00（L.O.
22:00）
（日祝）17：30〜22： Google MAP
30（L.O. 21:30） 無休 ア
クセス／京阪中之島線「中之
島駅」より約3分。阪神本線
「福島駅」
より約3分

9月

September

■DATA
住所／大阪市福島区福島3−12−19 ツインコート福島1F ☎06-6345-6555 営業
時間／ランチ11：30〜14：00（L.O. 13：30） ディナー18：00〜24：00（L.O. 23：00）
※水曜はランチ休み※金・土・祝前日は25：00まで
（L.O. 24：00） 無休 アクセス／ＪＲ
東西線「新福島駅」
より約2分。
ＪＲ大阪環状線「福島駅」
より約5分

江戸三・大和屋
「佃煮ではなく、大和煮です」
とご主人。最
高級の素材を選び、
添加物は一切使わず
に自社の炊き場でこっくりと煮込んだ大和
煮は、
旨味が芯まで染みた最高の料理で
す。
その深い滋味は、
ご飯のお供に、酒の
肴に最高。
あさり、
うなぎ
（季節限定）、
トロ
まぐろ、
いわし…それぞれの味が生きていま
す。
明治4年の創業以来、
変わらず大阪の
味を伝え続ける関西の名店です。
Google MAP

「大和煮」
を通して、
中之島
から大阪の食文化を発信

出入橋きんつば屋
薄皮なのに もっちり食感 の
皮とたっぷりと詰まった大粒
の小豆。
こちらのきんつばは、
あんこファンを魅了する素朴
な名菓です。甘さ控えめで飽
きがこず、気がつけば次々に
手が伸びていた…なんてこと
も。一 個からでも購 入 可 能
で、
イートインだと熱々のきん
つば三個にお茶付き300円！ ■DATA 住所／大阪市北区堂島3−4
売り切れ次第、店じまいのた −10 ☎06-6451-3819 営業時間／
（月〜金）10：00〜19：00（土）10：00〜
め、
お早めにどうぞ！

Google MAP

イベントカレンダー

5（土）

第25回ダイアナ年代別ゴールデン・プロポーションコンテスト西日本・決勝大会

6（日）

楽天証券サービス開始15周年記念投資セミナー

10（木）〜12（土）

第22回日本乳癌学会学術総会

13（日）

外国人学生のための進学説明会 2014

17（木）〜18（金）

KAT-TUN LIVE TOUR 2014

17（木）〜18（金）

第47回日本整形外科学会

19（土）

BTOBコンサート

19（土）

第130回中材業務及び感染対策研究会

20（日）〜21（月・祝）

SOUL POWER なにわ SUMMIT 2014

20（日）

第26回大阪府理学療法学術大会

21（月・祝）

第8回市民公開講座 慢性疼痛について〜少しは楽に〜

23（水）

琴伝流大正琴 第11回大阪大会

23（水）〜26（土）

第32回日本骨代謝学会学術集会

24（木）〜25（金）

JUNHO（From2PM）Solo Tour

26（土）〜27（日）

LUNA SEA 25th ANNIVERSARY LIVE TOUR THE LUNATIC -A Liberated Will-

2（土）

w-inds.LIVE TOUR 2014

3（日）

バレエスーパーガラ2014

4（月）

TREND VISION 2014 AREA FINAL OSAKA

8（金）〜9（土）

第53回大阪府吹奏楽コンクール

10（日）

平成26年度日本肝臓学会教育講演会（単独開催）

10（日）

日本循環器学会

23（土）〜24（日）

遊助コンサートツアー2014 あの・・最高の出会いを一緒につくりたいんですケド。

30（土）〜31（日）

第24回日本外来小児科学会年次集会

6（土）〜7（日）

遊助コンサートツアー2014 あの・・最高の出会いを一緒につくりたいんですケド。

7（日）

第83回大阪透析研究会

12（金）〜14（日）

第14回日本認知療法学会・第18回日本摂食障害学会

13（土）

Kiramune Fan Meeting in OSAKA

19（金）〜21（日）

第25回日本緑内障学会

骨・軟部腫瘍学術集会

第7回コメディカルセミナー

主催者の都合により日時や内容等が変更になる場合がありますので、大阪国際会議場ホームページ（http://www.gco.co.jp/）の「イベントカレンダー」をご確認ください。

昭和5年の開業当時から
愛され続ける和スイーツ

おみやげにいかが ?

9

7月

熱々を頬張る幸せ、創作鉄板料理の店

551 蓬莱 福島店

■DATA 住所／大阪市西区江戸堀3
−6−17 ☎06-6446-0055 営業時
間／9：00〜18：00 休／日曜・第２・４
土曜・祝祭日 アクセス／地下鉄千日
前線・中央線「阿波座駅」
より約５分

Event Calendar

Google MAP

18：00 休／日曜・祝日 アクセス／JR
東西線「北新地駅」
より約5分

※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。※DATAの右にあるQRコードを読み取れば、グーグルマップに場所が表示されます。

10

COVER PHOTO STORY
今

表紙のグランキューブ
回の表紙は
「屋上庭園」
。
12階を利用された方は、
ご覧になったことが
あるでしょう。庭園と言っても植栽はなく、水と柱だけのシンプル空

間。
シャープで都会的な印象ですが、
非常に有機的なコンセプトを包含してお
り、
水は天の恵みを、
空に向かって伸びる柱は淀川の葦を象徴しています。
大
阪の豊かさと生命力がここに描かれているのです。
表紙の写真は屋上庭園を上方から撮影したもの。
正面にそびえる逆円錐形の
ドームは特別会議場の屋根であると同時に、
ヘリコプターの緊急離着陸場に
もなっています。
このアングルから実際に眺めていただくことはできませんが、
12階のホワイエでは、
仕切りのない横長のガラスからダイナミックな庭園の
全貌が一望できます。
ぜひご堪能あれ。

写真

岡タカシ

編集後記
本 年 4 月から当 会 議 場 の 指 定 管 理 者として 、
「 挑 戦 」の 5 年

ていきたいと考えています 。

がスタート 致しました 。これまで 以 上 にサービスの 充 実や 設

ご 利 用 いただいた 皆 様をはじめご 来 館 頂 いたお 客 様 から

備 機 能の 強 化を図り、皆 様に大 阪・中之 島にある当 会 議 場を

の お 声は 私どもの『 宝 物 』となります 。アンケートにとどまら

お 選 び 頂 けるよう、また 周 辺 地 域 の 皆 様 にご 支 援 頂 けるよ

ず 、当 会 議 場 スタッフにも直 接 ご 意 見やご 感 想をお 寄 せくだ

う、
「施 設の 運 営 者 」という枠 にとどまらず 、
「 観 光 業 」の 視 点

さい 。本 誌「 グランキューブ便り 」へ の お 声もお 待 ちしており

から魅 力ある中 之 島エリアの 紹 介 のしかたにも工 夫を凝らし

ます 。
（Ｍ）

〈電車〉
京阪中之島線「中之島
（大阪国際会議場）
駅」
（2番出口）
すぐ
JR大阪環状線「福島駅」
から徒歩約10分
JR東西線「新福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
阪神本線「福島駅」
（3番出口）
から徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」
（中央線1号出口・千日前線9号出口）
から徒歩約10分
〈バス〉
JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営バス
（53系統 船津橋行）
または
（55系統 鶴町四丁目行）
で約15分、
「堂島大橋」バス停下車すぐ
シャトルバスが、
「リーガロイヤルホテル」
とJR「大阪駅」桜橋口の間で運行しており、
ご利用いただけます
（定員28名）
中之島ループバス
「ふらら」
で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」
（4番出口・住友ビル前）
から約15分
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大阪市北区中之島 5丁目3番 51号
Tel.06(4803)5555（代表） Fax.06(4803)5620
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