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　このサービス、実はお客様のニーズにお応えしたも
の。もともと当会場ではお客様にご利用頂く際、イベン
トやコンベンションに不可欠な専門の提携企業を紹介
していました。例えば会場の看板やサイン、舞台の音響
や照明、装花、電気工事、特別清掃…。多い時には7～
8社にのぼります。それぞれの企業へ見積もりを取り、打
ち合わせをして進行を管理して、最後に請求や振り込み
までを行うお客様の負担は大きく、「何とかしてほしい」
「窓口を一本化できないか」という声が聞かれるように
なったのです。
　つまり、これまではご紹介するだけだった専門の提携

企業との煩雑なやり取りを私どもが代行。お客様の手間
をぐっと軽減させることになりました。

　ワンストップサービスのメニューは多岐にわたってお
り、主催者様にとって必要なあらゆる分野のサポートを
網羅しています。代表的なところが「音響、映像、照明」
関係。舞台や会議室といった会場のレイアウト、同時
通訳システムなども含めて、現場での仕切りは（株）コ
ムエンスに業務委託しています。また立て看板や吊り
看板、垂れ幕、パネル設営などをお願いしているのが
（株）テクノ・アイ。両社とも10年以上、当会場と連携
してきた企業で、仕事のクオリティにおいては絶対の

信頼を寄せています。
　その他にも電気工事、ゴミ処理や清掃、情報通信シス
テム、パソコンや事務機器のレンタル、特別清掃などの
各専門分野の企業と提携し、私どもが取りまとめること
でお客様のストレスを軽減しています。現在は装花、ケー
タリングがまだ直接発注になっていますが、今後はワンス
トップサービスに組み入れていく予定です。

　ワンストップサービスによって、お客様の声が現場に
届きにくくなるのでは…との心配は一切不要です。逆に
私どもが窓口になることで、お客様の希望を現場にわか
りやすく伝えたり、様々な企業を知っているからこその
広い視野で問題解決をご提案できるでしょう。私どもの
営業スタッフは、年間1000件以上の会議や展示会に関
わっている経験から、十分な知識とノウハウを備えた
コーディネーター集団です。安心してサポートをお任せく
ださい。もちろん高度で専門的なご提案をする際には、
現場のプロフェッショナルと話していただく機会を設け
るなど、臨機応変な対応も心がけています。
　まだスタートして間もないワンストップサービスです

が、お客様の評判は上々です。より便利に、よりスムーズ
に。グランキューブ大阪の新しいサポート体制を、ぜひ実
感していただきたいと思います。

お客様の声から生まれた
サービス

様々な分野を網羅するサービス

グランキューブ大阪の

ワンストップサービス
「ワンストップサービス」という言葉には
“一度の手続きで関連作業を完了できる”
という意味があります。
グランキューブ大阪では、
昨年より業務のワンストップサービスを
スタートさせました。

One
Stop

Service

OICC SPECIAL

舞台技術

電気工事

情報通信

バス手配

コピー機
パソコン

看板
ディスプレイ

グラン
キューブ
大阪

お客様

あらゆる窓口をひとつに。
ビジネスはシンプルになるほど
スムーズになります
営業部カスタマーサービス課長　脇田 善隆
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ワンストップサービスの提携企業よ
り

　このサービス、実はお客様のニーズにお応えしたも
の。もともと当会場ではお客様にご利用頂く際、イベン
トやコンベンションに不可欠な専門の提携企業を紹介
していました。例えば会場の看板やサイン、舞台の音響
や照明、装花、電気工事、特別清掃…。多い時には7～
8社にのぼります。それぞれの企業へ見積もりを取り、打
ち合わせをして進行を管理して、最後に請求や振り込み
までを行うお客様の負担は大きく、「何とかしてほしい」
「窓口を一本化できないか」という声が聞かれるように
なったのです。
　つまり、これまではご紹介するだけだった専門の提携

企業との煩雑なやり取りを私どもが代行。お客様の手間
をぐっと軽減させることになりました。

　ワンストップサービスのメニューは多岐にわたってお
り、主催者様にとって必要なあらゆる分野のサポートを
網羅しています。代表的なところが「音響、映像、照明」
関係。舞台や会議室といった会場のレイアウト、同時
通訳システムなども含めて、現場での仕切りは（株）コ
ムエンスに業務委託しています。また立て看板や吊り
看板、垂れ幕、パネル設営などをお願いしているのが
（株）テクノ・アイ。両社とも10年以上、当会場と連携
してきた企業で、仕事のクオリティにおいては絶対の

信頼を寄せています。
　その他にも電気工事、ゴミ処理や清掃、情報通信シス
テム、パソコンや事務機器のレンタル、特別清掃などの
各専門分野の企業と提携し、私どもが取りまとめること
でお客様のストレスを軽減しています。現在は装花、ケー
タリングがまだ直接発注になっていますが、今後はワンス
トップサービスに組み入れていく予定です。

　ワンストップサービスによって、お客様の声が現場に
届きにくくなるのでは…との心配は一切不要です。逆に
私どもが窓口になることで、お客様の希望を現場にわか
りやすく伝えたり、様々な企業を知っているからこその
広い視野で問題解決をご提案できるでしょう。私どもの
営業スタッフは、年間1000件以上の会議や展示会に関
わっている経験から、十分な知識とノウハウを備えた
コーディネーター集団です。安心してサポートをお任せく
ださい。もちろん高度で専門的なご提案をする際には、
現場のプロフェッショナルと話していただく機会を設け
るなど、臨機応変な対応も心がけています。
　まだスタートして間もないワンストップサービスです

が、お客様の評判は上々です。より便利に、よりスムーズ
に。グランキューブ大阪の新しいサポート体制を、ぜひ実
感していただきたいと思います。

コミュニケーションを
活性化するサービス

株式会社コムエンス  オフィスマネージャー
松村 契氏

グランキューブ大阪の開業以来、16年にわたっ
て館内の「音響、映像、照明」および舞台や会議
室のレイアウトを一手に担当してきました。いわゆ
る舞台技術の会社は“音響なら音響だけ”という
風に、1社で1業種というケースが少なくありませ
ん。その点、あらゆる業務を総合的にサポートでき
ることが当社の強みです。グランキューブ大阪の
建物を知り尽くし、館内のあらゆる構造や個性を
熟知しているからこその、最適なソリューションを
常にご提供いたします。

開業からのお付き合い。
16年のノウハウが
最適なソリューションに

株式会社テクノ・アイ  第一営業部
藤江 寛樹氏

主に会場内の吊り看板、垂れ幕、立て看板といった
看板関係が我々の業務。また講演会場のバックパ
ネルを立てたり、学会のポスターパネルを設置したり、
装飾関係をメインにサポートしています。インクジェッ
トやラミネート等、各種加工機を完備し、社内一貫制
作で確実な仕上がりを短納期で実現。グランキュー
ブ大阪においては約10年、お客様のディスプレイ計
画をサポートしてきました。我々の強みは“小回りのき
く会社”であること。ちょっとしたトラブルやニーズにも
すぐ駆けつけ、対応いたします。

「小回りのきく」対応が
イベントの開催を
しっかりサポート

主催者様の声

　私どもは2001年3月に初めてご縁を頂き、その後毎年利用させて頂いており
ます。今年も1月の開催では、アクセスが良くなったことも手伝って主にメインホー
ルと10階で約6000名の参加者が集いました。
　私どもの団体の歴史はグランキューブ大阪の歴史と共にあると言っても過言
ではありません。グランキューブ大阪では、集いの人数や規模に応じて、都度必
要十分な会場や施設を準備して頂けます。そして何よりもスタッフの方々には、
私どもの要望に応じた適切且つスピーディな対応、更には利用者の側に立った
提案や発想など、全幅の信頼を置いております。
　今回のワンストップサービスによって、（株）コムエンス様はじめ各方面の窓口
が一本化し、打合せ、業務、精算処理まで、益 ト々ータルで安心してお任せ出来
るようなシステムになったように感じております。今後とも宜しくお願いします。

（GLA近畿本部  澤田 種夫様）

　平成21年から毎年、『幼児器楽合奏大会』会場としてメインホールを利用さ
せていただいていますが、毎回円滑に開催できるのも素晴らしい設備とスタッフ
の細やかで迅速な対応によるものと感謝申し上げます。出場園や保護者の皆様
からも好評いただいております。
　さらに、今回より技術員費や看板関連費が大阪国際会議場様からの一括ご
請求により、事務処理の手間も省かれ大変助かります。
　今後ともよろしくお願いいたします。

（西日本幼児器楽合奏大会実行委員会  事務局  浦川 栄二様）

GLA「2016新年の集い」

西日本幼児器楽合奏大会
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グランキューブ大阪の

第116回目を迎える本学術集会の今回のテーマは、「新しい外科学
の価値を創造する」とさせていただきしました。近年の外科学の進歩
は目覚ましいものがあり、内視鏡手術、ロボット手術等、ますます手
術術式の多様化低侵襲化が進んでおります。また、分子標的治療に
代表される新規治療と連携・融合する革新的技術の進歩も期待され
ております。さらに、再生医療分野におきましても、iPS細胞の登場
で、外科手術との集学的治療が今後さらに活発化することが予想さ
れます。本学術集会では「新しい外科学の価値」に焦点を当て、芽吹
いている新しい科学、テクノロジーから、将来その価値が創造できる
ような示唆に富んだ研究の成果を発表していただき、活発な議論をし
ていただければと思います。
（第116回日本外科学会定期学術集会  会頭  
大阪大学大学院 心臓血管外科  澤 芳樹様）

第76回日本消化器内視鏡技師学会

グローバルな視点での内視鏡技師の役割
～内視鏡技師の質の向上には～

2016年5月13日（金）・14日（土）

第116回日本外科学会定期学術集会

これから開催される学会・イベント
をご紹介します。

新しい外科学の価値を創造する
2016年4月14日（木）～16日（土）

一般社団法人日本心エコー図学会
第27回学術集会

Echo-Based Cardiology
エコーで考える心血管病学

2016年4月22日（金）～24日（日）

一般社団法人日本心エコー図学
会は設立以来、既に四半世紀を経
過し、今では約5600名の会員を
有するまでになりました。またアメ
リカ心エコー図学会、ヨーロッパ
心エコー図学会、韓国心エコー図
学会などの海外学会とも積極的
に交流しグローバル化を図ってお
ります。今後も発展を続け、社会
に貢献していくことが本学会に託
されている使命と確信しており、こ
の使命を果たす一環として学術集
会は極めて重要な位置づけにあり
ます。

今回の学術集会では「Echo-Based Cardiology　エコーで考える心
血管病学」をテーマといたしました。心エコー図から得られる情報は
豊富かつ貴重なものですが、それを最大限に活かすためには"考える"
ということが何よりも重要だと考えたからです。学術集会において
は、いろいろな方面からこのテーマにアプローチし、参加された方々
の臨床、教育、研究に役立つものとしたいと考えています。
（大阪大学大学院医学系研究科  保健学専攻機能診断科学講座
教授  中谷 敏様）

日本消化器内視鏡技師会
は、学術集会として1974
年（昭和49年）5月に第1回
研究会を東京で開催し、
2016年（平成28年）春に
は第76回学会を迎えよう
としています。40年余りの
歴史の中で、内視鏡に関す
る診断や治療技術はめまぐ
るしく発展してきました。そ
の中でも日本の消化器内
視鏡の分野は世界でもトッ
プレベルにあると思いま
す。近年、国を超えて東アジ
ア圏での内視鏡技師（看護
師）の交流がなされるよう
になってきました。今回は南

アジア圏へもこの交流を拡大し、世界的に見る内視鏡医療・看護
の現状を知り、更なる内視鏡技師（看護師）の質の向上と役割を考
えたいと思います。教育講演、特別講演、東アジア内視鏡フォーラ
ム、シンポジウム、一般演題を予定しております。
（一般社団法人  日本消化器内視鏡技師会  
第76回日本消化器内視鏡技師学会長  尾﨑 貴美様） 

The 6th International 
Congress on Chemical, 
Biological and 
Environmental Sciences
（ICCBES 2016）

環境問題、専門分野を含めた広い国際交流
2016年5月10日（火）～12日（木）

環境問題、専門分野を含めた国際会議ではありますが、専門分野
の交流に偏ることなく、また制限されることなく意見交換、気軽
に質問できる雰囲気の国際会議です。研究者も一般の方も参加
でき、文化交流のように気軽に聞けることが良いところだと思い
ます。
研究者にとっては、他の分野の研究者と意見交換できる機会が
あり、一般の方も意見を交換できる国際会議です。
多くの外国の研究者と地球の未来を語る良い機会となることを
期待しています。
（大阪学院大学  教授  上地 宏様）

PICK UP
4月以降のプログラム
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グランキューブ大阪の 学会・イベント

明浄学院高等学校吹奏楽部 
創部50周年記念  第43回定期演奏会

明浄学院高等学校吹奏楽部 創部50周年記念、第43回定期演奏会
を行いました。本当にたくさんのお客様にご来場いただきました。
Ⅰ部　コンサートステージ
（ウエストサイドストーリーセレクション、美女と野獣など、全６曲）
Ⅱ部　OGステージ
（エルザの大聖堂への行列、「千と千尋の神隠し」よりハイライトなど、
全４曲）
Ⅲ部　マーチングステージ
（Arrietty's song［カラーガードパフォーマンス］、It Don't Mean a Thing
［ステージドリル］、Gayaneh［MB全国大会出場曲］など、全９曲）
帰り際に、「ありがとう。よかったよ。」と声をかけて下さるお客様もい
らして、胸が熱くなりました。このような演奏会を行えたのは、たくさん
の方々のご支援・ご協力の賜物と心より、心より感謝申し上げます。
（明浄学院高等学校吹奏楽部  顧問  引田 菜美様） 

感謝の気持ちをこめて精一杯の演奏・演技を！
2016年2月7日（日）

2015年の冬以降に開催された学会や
イベントの一部をご報告します。

第30回人権啓発研究集会

一日目は、オープニング
の太鼓演奏をかわきり
に、差別撤廃のための
取組等に関する地元報
告、「憲法・民主主義・人
権」をテーマにした高橋
源一郎さん（作家、明治
学院大学教授）による
講演が続きました。
二日目は、６つの会場に
わかれ、被差別部落、外
国人、障害者、LGBT、ひ
とり親、HIV、水俣病、ハ
ンセン病、見た目（あざ・
変形・アルビノ等）、自
死、沖縄といった多岐に
わたる人権課題につい

て、当事者等による報告が行われました。あわせて、西成、大正、生野、
大阪人権博物館、大阪ハンセン病ゆかりの地などのフィールドワーク
も実施しました。
本集会をきっかけに、全国における人権啓発・教育のよりいっそうの
推進がはかられることを願います。
（第30回人権啓発研究集会  事務局  棚田 洋平様）

大阪の地で　今日の人権課題について
３,５００名が学ぶ

2016年2月4日（木）・5日（金）
第36回日本脳神経外科コングレス総会

脳神経外科におけるアートとサイエンス

2016年5月20日（金）～22日（日）

本学会は脳神経外科医の
生 涯 教 育を目的として
1981年に設立され、35年
の歴史を経て、参会者が
5000名を超える大きな学
会に成長しています。第36
回総会の主題は「脳神経外
科におけるアートとサイエ
ンス」です。脳神経外科に
おける最先端手技（アート）
と、その有効性を裏付ける
最先端科学（サイエンス）に
ついて、トップランナーの
講演で学習する機会を提
供いたします。文化講演で
は「燃える男」として知られ
る星野仙一氏をお招きする

予定です。誰もが認める名将から教育に関する熱いメッセージを
受け取って頂きたいと思います。皆様の御来聴をお待ちしており
ます。
（第36回日本脳神経外科コングレス総会  会長  吉村 紳一様） 

第40回神戸笹波会展

神戸笹波会会員による仮名書作品の展示
2016年5月4日（水）・5日（木）

神戸笹波会役員・会員の仮名書作品を約600点展示します。
神戸笹波会は桑田笹舟先生が創設した仮名書を研究発表する会
で、笹舟先生の理念を継承し40年を迎え、神戸を拠点に活動してい
ます。今年は40回の記念展でこの国際会議場にて盛大に開催い
たします。
会　長　田頭　一舟　　副会長　寺岡　棠舟
理事長　田頭　央俄
（神戸笹波会  第一展覧会部長  中原 朱穂様） 

REPORT
開催されたプログラム
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　昨年の9月、「豪商、どうでしょう」という特集をした。江
戸時代に諸藩の蔵屋敷が密集した中之島には、お上をお
びやかすほどの財力を持った大坂商人たちがいたのだが、
お金持ちのイメージでしかなかった彼らの実態を改めて解
き明かしたものだ。なぜそのタイミングだったかというと、
ちょうど9月最終週からNHKで新しい朝の連続テレビ小
説『あさが来た』がスタートするというニュースがあったか
らだ。ヒロイン・白岡あさのモデルは、女性実業家の広岡
浅子。大同生命保険の創業者の一人として知られており、
土佐堀川に架かった肥後橋の南詰にある大阪本社は、旧
ビルのヴォーリズ建築を引き継いだ意匠が見事だ。３月に
入り、いよいよドラマの展開もクライマックス。最寄り駅の
京阪電車渡辺橋駅は現在『あさが来た』仕様になってい
て、パネルになったあさたちが舞台地で出迎えてくれる。
　広岡浅子の生涯をさかのぼると、同地に本宅を構えてい
た両替商「加島屋」にたどり着く。大坂有数の豪商に嫁ぎ、
女性ながらに経営に参加し、幕末の混乱を乗り越えて家を
立て直したことが、浅子自身と取り巻く人々の経営意識を

がらりと変えた（そのあたりは、ドラマらしい脚色はありつ
つも、劇中でしっかり描写されているところだ）。
 
　では逆に、時代に翻弄された「豪商」とは、何者だった
のか。
　加島屋と同じく、江戸時代に名を馳せた大坂の豪商を
挙げてみると、今も財閥として残る「住友」に「三井」、「鴻
池」、そして淀屋橋を架けた「淀屋」が有名だろう。実は、
財を築いて家を大きくしたという点は共通しているのだが、
その職業や出自に迫ってみると十人十色。実際、先述した
豪商の面々はタイプが異なる４家だ。
彼らにとって、江戸幕府の廃止から明治政府の成立は、淘
汰の波そのもの。各々の経営センスが生存か倒産かの明暗
を分けた試練の時だった。この背景を改めて知ることで、
ドラマが二重に面白く感じられると思う。

　江戸時代の大坂・中之島が、蔵屋敷が立ち並ぶ物資の
集散基地だったことは、このコラムでもご紹介したトピック

だが、そんな「天下の台所」を支えていたのが豪商たちだっ
た。まずは、その基盤を整えた豪商を見ていこう。
　17世紀に入り、中之島のインフラ整備を担当したのが、
初代・淀屋常安だ。土木工事や河川改修といった公共事
業を請け負っていた彼の働きによって、大坂の流通ネット
ワークはぐんと広がり、諸国から商品が集まりやすくなっ
た。淀屋はさらに開拓を重ね、青物市・魚市・米市を設置。
抜け目なく商品の運送から倉庫管理に至るまでの流通を
独占し、大坂三大市場を牛耳ることに成功した。
　江戸時代初期から中期にかけて成功したのは、このよう
な公的開発を請け負ったデベロッパー型豪商だ。バックに
公権力をつけるのは豊臣秀吉の天下統一以前からあった
流れで、当時は武器商人として諸侯に重宝されていた。し
かし、鎖国後は日本国内に目が向いていったため、幕府と
組む淀屋のような「御用商人」が権力を得ることになった。 

　淀屋の開発によって、次第に
物が集まるようになった大坂で
は、その物の種類だけ職業選択
が増えた。自らの資本によって、
生活必需品である米や油を大量
に買い付けて確実な儲けを見込
む者、魚や青物など新たに流通
し始めた物資を仕入れる者。い
わゆる「問屋」の誕生だ。
　また、江戸の金貨と上方の銀
貨、流通する貨幣の違いに注目
し、お金でお金を買う「両替」
が商売になったのもこの頃。問
屋の副業としての商売が一転

し、大坂豪商のイメージはこの両替商というのが多い。実
は、この職業が豪商たちの命運を握っているのだが…。
　ここで、鴻池と住友という豪商を紹介する。名だたる財
閥も、出発点はそれぞれ偶然当たった酒造り、あるいは地
道に銅を吹き分ける家業とさまざまだった。鴻池は手広い

事業で成功を収め、住友は逆に銅関係の家業を極めるこ
とで幕府や諸藩から信用を得て財を成していった。淀屋と
は逆に、小規模の商売からコツコツと出世した彼らは、今
でいうベンチャー型といったところだろうか。
 
　では、加島屋の最初の職業は何だったかというと、精米
業である。元は精米業から始めたものの、諸藩の蔵屋敷で
管理する年貢米や物産の売却管理、諸藩が発行する「米
切手」を担保に米取引を行う仲買人への事業資金融資、さ
らに諸藩の蔵屋敷事情を把握したうえで行う「大名貸し」
が収入源となっていった。これらの金融システムは、大同
生命が所蔵する史料から、ごく最近明らかになった。この
研究成果については、大阪本社で開催中の特別展示で直
接目にすることを強くお薦めしたい。
 

　しかし、豪商たちが築いた大坂の繁栄は終焉を迎える。
幕末の不景気により大名から借金が返ってこないあたりで
雲行きは怪しくなっていたのだが、幕府や明治新政府から
の大量の借り上げ、それに続く蔵屋敷の廃止や廃藩置県
で大名らの借金が帳消しになるなど、大手両替商らに大
打撃が続いた。結局、新時代に名を残すことができたのは、
両替商に頼らなかった住友や、多角経営が成功した鴻池
や庶民相手の薄利多売が功を奏した三井など。そして新
政府を金銭面で援助し、炭鉱事業や銀行業などの産業に
関わり、最終的に生命保険業
に進出した加島屋だった。
　こうして、あの「天下の台
所」のにぎわいはどこへや
ら、暗雲たちこめる明治初期
の大阪に颯爽と現れたのが、
五代友厚その人である。生き
延びたにも関わらず保守的
な大阪商人に喝を入れて一
致団結させ、「東洋のマン
チェスター」と呼ばれるまで
に導いていくのだが…続き
は、絶賛配布中の『月刊島
民』３月号にて。

幕末、中之島のまわりで起こった
大坂豪商のお家存続ドラマ。

朝ドラのモデルは、
土佐堀川沿いの大同生命。

数多の大坂商人たちが、
「天下の台所」を回す。

豪商

文／江口由夏（月刊島民プレス）

中之島の人気フリーペーパーとのコラボ企画

中之島的
聖地巡礼

第6回
月刊島民がおくる

2008年8月に創刊した中之島のフリーマガ
ジン。歴史、建築、人などさまざまなテーマを特
集。毎月1日発行、グランキューブ大阪ほか、
京阪電車主要駅や書店などで配布中。

『月刊島民』とは…

京都三井家から大坂豪商に嫁ぎ、経営の第一線に
立った広岡浅子。（大同生命保険蔵）

肥後橋の南詰にはかつて加島屋の本屋敷があり、一帯が敷地だった。
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関わり、最終的に生命保険業
に進出した加島屋だった。
　こうして、あの「天下の台
所」のにぎわいはどこへや
ら、暗雲たちこめる明治初期
の大阪に颯爽と現れたのが、
五代友厚その人である。生き
延びたにも関わらず保守的
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致団結させ、「東洋のマン
チェスター」と呼ばれるまで
に導いていくのだが…続き
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踏んだり蹴ったりの豪商たち。
そして大阪再建プロジェクトに続く。

土佐堀川沿いにあった淀屋の屋敷跡
碑。江戸幕府を脅かすほどの財を築
き、それが災いして取り潰しにあった。

大阪本社２階のメモリアルホールにて、１日数百人が訪れる特別展示は、９月30日（金）まで
開催中。☎06-6447-6111

特集号では、亡くなる直前までの18年
間、五代がいかに大阪をプロデュースして
いったかを追う。（国立国会図書館蔵）

江戸時代中期から、町民の間で好んで作られた情報紙「番付表」。両替商ランキングには、加島屋や鴻池の名前も。（大阪府立中之島図書館蔵）



安全と快適のために いつも安心、もっと快適に。2つの取り組みをご案内
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2015年末より、当館ではWi-Fiのアクセスポイントを従来の25か所から100か所へと増設。パソコンやスマホを
使われるお客様が多く集まる場にふさわしい、スムーズなWi-Fi環境を整えました。また、当初1ギガだった光
回線を２倍にし、LANスイッチを10倍の20ギガにバージョンアップし、よりスピーディーなインターネット速度
が実現。端末1万台の使用を想定し、今後も随時使いやすい電波環境をお届けします。

北に堂島川、南に土佐堀川…そんな立地条件を踏まえて、当館で
は浸水被害を想定した防災訓練を年に1度実施しております。例え
ば、水の浸入を防ぐために土嚢を積み上げる訓練。効率良く水をせ
き止めるための位置や向きなどを意識しながら、実地に即した訓練
を徹底しております。施設面では、センサーで浸水を感知し、防災セ
ンターにて確認後、安全に防潮板を上げるシステムや、浸水を建物
外部へ汲み出す排水ポンプなどの防水設備を完備しています。

浸水被害を想定して
訓練と設備で防ぎます

防火訓練についても、年に2度定期的に行われています。消火器や放水銃などの関連する法令に基づい
た設備の確認はもちろん、火災時にお客様を誘導する訓練を実施。社内のみならず協力会社全員で自衛
消防隊を結成し、火元の消火にあたる初期消火班や、お客様を素早く建物から退出させる避難誘導班な
ど、一連の役割を一人ひとりが分担します。大勢の人々が集まる建物では、お客様の安全な避難が最優先。
実際に災害が起きた時も落ち着いて迅速に対応できるよう繰り返し身体で覚えることを目的としております。

多くの人が集まる施設として
万全の防災対策を

アクセスポイントを4倍に増設、
快適な電波環境を実現しました

Wi-Fi 環境が改善

グランキューブの防災

自衛消防隊を結成して
避難誘導をシミュレーション

営業部施設管理課課長補佐
喜作　智朗

水防

防火

1つ20㎏の土嚢 防潮板

防火訓練中

当館は大規模地震で想定される震度6以上の地震でも倒壊しない構造（新耐震基準）となっております。
突然の地震が起こった場合、最も憂慮することはお客様のパニックによる二次災害です。そこで、私どもは、
お客様の安心安全を図るために、気象庁からの緊急地震速報（震度5弱以上）を館内に放送し、お客様
に身の安全を呼びかけるとともに混乱を防止し、安心して行動していただく誘導のお願いを行います。また
私どもは、定期的な防災訓練、AED操作の講習会などを積極的に行い、有事の際に落ち着いて行動でき
るスタッフ教育にも力を注いでおります。

有事に備えて普段から
意識を高く持っておくこと

年に2回の訓練

Wi-Fiパスワードは館内で
ご確認ください

地震



靭公園
大阪城公園

桜之宮公園

造幣局
南天満公園

大阪天満宮南森町
北新地

西梅田
東梅田

梅田
大阪

新福島

中之島

渡辺橋 大江橋

なにわ橋

天満橋

北浜淀屋橋肥後橋

福島

耳よりインフォメーション

グランキューブピープル

株式会社ジェイアール西日本メ
ンテック

大阪国際会議場営業所　所長

大和田　弘基

春の陽射しに誘われて… 中之島周辺の花見スポットをご紹介
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館内の清掃・メンテナンスは
おまかせください

大阪城公園

時には1日に何千人ものご利用者が訪れるグランキュー
ブ大阪。広い館内を素早く完璧にクリーニングする技
術と知識が私たちの強みといえるでしょう。JRの関連
会社として列車の清掃で培ったノウハウがあり、スタッ
フの多くはビルクリーニング技能士などの資格を持っ
ています。清掃はもちろん「ゴミ箱はいっぱいになって
いないか」「吸い殻はあふれていないか」をチェックす
る巡回も欠かせません。利用する全てのお客様に衛生
的で美しい環境の中、快適な時間を過ごして欲しい、
そんな気持ちで日々の業務に取り組んでいます。

豊臣秀吉の築城した大阪城
を取り囲む史跡公園。園内
には約3000本の桜があり、
春に巨大な石垣や濠との美
しい調和が楽しめます。
大阪市中央区大阪城
http://osakacastlepark.jp

大阪市北区天満１-１-７9
http://www.mint.go.jp

造幣局
大阪の春の風物詩「桜の通り抜
け」。特筆すべきは品種の多さで、
約130種の桜が咲き誇る通りは紅
手毬、大手毬など珍しい桜も。ひ
と味違ったお花見が楽しめます。

大阪市北区天満橋１
http://www.city.osaka.lg.jp

桜之宮公園
ゆったり流れる大川に沿って、
4800本もの桜が植えられている
リバーサイドパーク。幾重にも連
なる花のトンネルはいつまでも歩
いていたくなる魅力があります。

大阪市北区天満４-１
http://www.city.osaka.lg.jp

南天満公園
川沿いに桜がずらりと並んでいる
公園。毎年4月頃に様々な屋台が
登場し、お祭り気分も満喫。また
シーズンのみの夜間ライトアップ
で夜桜見物と洒落込みませんか？

大阪市西区靱本町２-１
http://www.city.osaka.lg.jp

靭公園
お昼休みを利用して訪れるビジネ
スマンや、近所の家族連れなど多
くの人が憩う公園。周囲には雰囲
気の良いカフェやレストランも多
いオシャレスポットです。

快適環境を

ささえる

縁の下の

存在です
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※アクセス「約○分」はすべて徒歩時間です。

路地裏のホテルのロビーをイメージした店内は居心地よく、タ
パスとワイン1杯でも歓迎してくれるにぎやかさと懐の深さがあ
ります。定番は魚介の旨みが染みこんだパエリア。また、この2
月より新シェフが得意とするイタリアンの要素が加わり、パスタ
メニューも登場します。

ウラロビー

タカムラ・ワイン&コーヒーロースターズ

生産地や品質にこだわったワイ
ンとコーヒーの専門店。200坪以
上のフロアには、1,000円以下
のものから100万円以上のもの
まで、ワインがずらりと並んでいま
す。有名ソムリエも御用達。さまざ
まなシチュエーションに応えてくれ
ると評判です。何かと集まりが多
い春、スタッフのアドバイスで通も
「おっ」とうなるワインは、お持たせ
にいかが。

チョイスしだいで一目置かれる！ ワイン専門店。

■DATA
住所／大阪市北区中之島4-3-37 常安ビル
1F  ☎06-6459-7577  営業時間／17:00～
25:00（L.O.／日曜～23:00）  休／水曜  アク
セス／京阪中之島線「中之島駅」より約１分。

シーフードパエリア　１人前1,058円（２人前～）
日替わりタパス　302円・410円
グラスワイン　518円～

ぐるぐるめ
ナカノシマ この春、

食べたい＆体験したい
ニュースなスポット！！

おみやげにいかが ?

■DATA　住所／大阪市西区江戸堀
2-2-18  ☎06-6443-3519  営業時間／
11:00～19:00（L.O.）  休／水曜  アクセ
ス／京阪中之島線「中之島駅」、地下鉄四
つ橋線「肥後橋駅」より約６分。

中之島に生まれ、『あさが来た』でも登場した福
澤諭吉。自伝に書かれている適塾生の食事描
写を参考にした「適塾御膳」が、大阪大学中之
島センター内のレストランの名物になっていま
す。学生たちが食べた牛鍋や葱と薩摩芋の難
波煮が、シェフの想像力でよみがえりました。

カフェテリア  スコラ

■DATA　住所／大阪市北区中之島4-3 - 53  大阪大学中之島センター２F  ☎
06-6444-5214  営業時間／ランチ11:30～14:00（L.O.） カフェ14:00～16:30（L.O.）  休
／不定休  アクセス／京阪中之島線「中之島駅」より約5分。

中央卸売市場から仕入れた魚をメイン
に、旬の野菜を取り入れた和食が人気。
たとえば焼き魚が選べるランチなら糠漬
けにしたサンマを囲炉裏で焼いた「ぬか
さんま」。夜の一皿なら、春キャベツや新
じゃがが主役に。シンプルな囲炉裏焼で
春を味わえます。

旬野菜　聖護院

■DATA　
住所／大阪市福島区福島2-2-2  
2F  ☎06-6343-7765  営業時
間／ランチ11:40～15:00（L.O.
／平日のみ） ディナー17:00～
22:00（L.O.／金・土は～23:00）  
休／日曜・祝日  アクセス／京阪
中之島線「中之島駅」、JR東西線
「新福島駅」より約3分。

あみだ池筋

中
之
島
通

土佐
堀
通

京阪
中之
島線

JR東
西線

な
に
わ
筋

中之島

堂島リバーフォーラム

リーガロイヤル
ホテル

渡辺橋

三井ガーデンホテル
大阪プレミア

新福島

ABCホール

大阪市立科学館

国立国際美術館

堂島ホテル

カフェテリア　スコラ

タカムラ・ワイン&コーヒーロースターズ

ウラロビー

旬野菜　聖護院

ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト

適塾御膳　1,030円（要電話予約）

なになに？
今号の「ぐるぐるめ」は
春のおすすめグルメ!!

朝ドラにも登場した、
偉人のエッセイを元に。

街
角
の

ス
ペ
イ
ン
バ
ル
は

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
て
。

細い路地にひっそりと佇むイタリア
ン。人気の秘密は、シェフの故郷・
和歌山の古座川から届く季節野
菜、新鮮な魚や肉の絶妙な組み
合わせ。この春は、菜の花や蛤を
使った特別な一皿がお目見えしま
す。目にも美しい春の便りを、街の
真ん中で受け取ってください。

ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト

■DATA
住所／大阪市福島区
福島2-10-12  ☎
06-6451-5454  営
業 時 間 ／ランチ
12:00～14:00（L.O.） 
ディナー17 : 3 0～
22:00（L.O.）  休／月
曜（祝日の場合は翌日
火曜）  アクセス／京
阪中之島線「中之島
駅」より約７分、JR東
西線「新福島駅」より
約２分。

淡路の天然桜鯛のオーブン焼き
古座川の春野菜と八代蛤のスープ仕立て
2,700円
グラスワイン756円～

福
島
の
路
地
か
ら
届
け
る
春
の
便
り
。

春の食材を
大事に扱った一皿なら。

ランチ定食　1,000円
（自家製豆腐や造り、小鉢にデザート付き）
本まぐろスペアリブ　380円

（写真＝㊧）オーパス・ワン2012　38,800円
（写真＝㊥）ドンペリニヨン2004　14,364円
（写真＝㊨）ブルーナン・ゴールド・リーフ
　　　　　1,280円
※価格が変更になる場合があります。
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6月5日まで

年中おもろいことがある

この春、大阪で開催されるイベントをご紹介。
グランキューブ大阪へお越しの際に楽しんでみては？

大阪カレ
ンダ
ー

大阪城の櫓 重要文化財 内部特別公開

4月3日

場所：舞洲オートキャンプ場

Pocket Marche in 舞洲 -9th-

「ヨーロピアン＆アメリカン」が
コンセプトの蚤の市。全国各
地より100店を超える有名
ショップが大集合します。所
狭しと並んだ雑貨やハンドメ
イド商品は見ているだけで楽
しい気分になれそう！その他
にもアンティーク＆JUNK、家
具も充実の品揃えですよ。
成人のみ入場料100円。

場所：大阪城 西の丸庭園周辺

大河ドラマ「真田丸」で注目を集めている大阪城。この機会により
多くの方々に大阪の魅力に触れてもらいたい…そんな思いから通
常は年に数日しか観ることができない重要文化財指定の古建造
物「多聞櫓・千貫櫓・焔硝蔵」の内部を、特別に長期にわたり公開
します。また「銃眼」から火縄銃を構えて大手口を狙う体験もできた
り、土日祝には「足軽」も登場したりとお楽しみ要素も盛りだくさん。
入場料は大人700円（高校生以上）、小人300円（中学生以下）
天守閣セット券大人（高校生以上）1,200円。

http://osakacastlepark.jp/events/yagura

http://craft.oc.to/rabbit/event/

4月11日

場所：生國魂神境内

家造祖神社の例祭

家造祖神社とは、生國魂
神社の境内にある8つの末
社のうちの1つ。その名の
通り家づくりの祖神をお祀
りする全国でも珍しい神社
です。祭神は建築業の祖神
である手置帆負神と彦狭
知神。例祭には土木建設
業界から熱心な信仰者が
数多く訪れるお祭りです。

6月14日

場所：住吉大社

御田植神事

全国で行われている田植え
祭りの中でも、ひときわ伝統
を重んじ古式に則って行わ
れる行事。日本三大御田植
神事の1つとも言われてい
ます。音楽を奏で舞踊り穀
物の豊かな実りを祈願する
神聖な儀式は、重要無形
民俗文化財にも指定。

http://www.sumiyoshitaisha.net

6月30日～7月2日

場所：愛染堂勝鬘院

愛染まつり

大阪の人に縁結びの神様
として愛される「愛染さん」
のお祭りです。奉提灯は多
くの企業も参加しており圧
巻の光景。また紅白の布と
「愛染かつら」の花などの
造花で飾った宝恵駕籠に、
浴衣姿の愛染娘たちを乗
せて練り歩く初日のパレー
ドも人気です。

http://www.aizendo.com

写真提供：住吉大社

開催中（6月5日まで）

4月 4月

6月 6月

たもんやぐら せんがんやぐら えんしょうぐら

た ひこ さ

しりのかみ

おき ほおいのかみ



　桜の便りが届きはじめ、春の香りを楽しむ季節となりました。今回の
特集テーマは「ワンストップサービス」ですが、いかがだったでしょうか。
昨年末から実施したこの取り組みは、お客様には大変好評を得ており
ます。今後もさらにサービス向上を目指して努力していく所存ですの
で、お気づきの点や改善点等がありましたら、お気軽にご一報ください
ませ。また、1階受付横にはアンケートBOXもございます。

　また「グランキューブ情報局」では弊社の防災を取り上げました。台
湾の地震、中東でのテロ、北朝鮮のミサイル発射…と世界各地では病
める事件が勃発しております。弊社においては定期的に危機管理体
制を強化し、お客様に安心・安全をご提供できるよう訓練を行っており
ます。引き続き皆様のご利用を心よりお待ち申し上げます。

（K.H）

編集後記

■DATA  ●名称／インテックス大阪  ●住所／大阪市住之江区南港北1-5-102  ●電話／ 06-6612-8800（営業）近藤、三好、長内  
●アクセス／ニュートラム「中ふ頭」駅より徒歩5分、地下鉄中央線「コスモスクエア」駅より徒歩10分  ●総展示面積／ 70,078㎡
（6ホール・10ゾーン）  ●URL／ http://www.intex-osaka.com/

　インテックス大阪は、南港・咲洲地区の大規模展示場。6館10ゾーンの施
設を持つスケールメリットを利用して、展示会や見本市からセミナー、エン
ターテイメントまで多彩な催しが開催されています。
　グランキューブ大阪とインテックス大阪は、共同で大阪への大規模MICE
誘致を推進しております。過去に何度か複合施設であるグランキューブ大阪
と広大な展示施設のインテックス大阪で大規模なMICEが開催され、賑わ
いをみせ好評を博しました。2施設間には距離がありますが、引き続きその
ようなMICEを実現するため、お互いに連携し、誘致に邁進してまいります。

　インテックス大阪では  4月6日（水）～9日（土）  に「JIAM 2016 OSAKA（国際アパレル
機器＆繊維産業見本市）」が開催されます。4年に1度、大阪だけで開催されている国際色豊
かなアパレル加工機器のトレードショーですので、この機会にぜひご来場ください。

Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、Convention またはConference（大会・学
会・国際会議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語。

JIAM 2016 OSAKA（国際アパレル機器＆繊維産業見本市）

〈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15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15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

●編集･発行/株式会社大阪国際会議場   ●発行日/2016年3月11日   ●http://www.gco.co.jp/

この印刷物は環境に配慮した植物油インクを使用しています。
グランキューブ便りは、地球にやさしい広報誌。

OSAKA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER CORP.

　　　　　　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

大規模イベントの開催に好適な「インテックス大阪」

Information on an alliance 連携施設のご紹介

MICEとは

案内板をリニューアルしました。
　グランキューブ大阪へのアクセスをもっと便利にする「案
内板」をリニューアルしました。JR環状線「福島駅」やJR東
西線「新福島駅」、また阪神本線「福島駅」からお越しの方が
迷わないよう、駅からの道路沿いに立っています。青色が目
立つ案内板、ぜひ探してみてください。


