
申込日：    年  月  日 

おおさか ATC グリーンエコプラザ 見学申込書 
＊マイクロバス・観光バスでご来館の場合、お客様より駐車場のご予約をお願い致します。 
＊ご来館・お帰りの際は、必ずエレベーターをご利用ください。（エスカレーターのご利用はご遠慮ください。） 

＊館内では、走ったり・騒いだりしないようにお願いいたします。館内での飲食・動画撮影はご遠慮ください。 

＊ご見学中、館内スタッフの指示・注意・誘導に必ず従ってください。 

ご見学希望日時 

     年    月    日（  ） 

ガイダンス開始    時    分 ～ 退館時間   時   分 

（見学前にエコプラザの概要説明、注意事項などのガイダンスを 5 分程度行わせていただきます） 

＊見学時間：10:30～16:00 の範囲でご記入ください ＊定休日：月曜日・年末年始 

団体様名 
（御社名、学校名） 

 

ご住所 

〒 

代表者様 

（ご担当者） 
所属  ご氏名  

お電話番号     －    － メール 

アドレス 
 

ＦＡＸ番号     －    － 

※学校の場合 学年（    年生） 
学習シート： ・使用する  ・使用しない 

（※学習シートをＨＰよりダウンロードして、人数分お持ちください） 

ご見学者人数 
大人：   名様 

子供：   名様 

※事務局欄（   班） 

多目的   セミナー   企画展示   報告書   その他（   ） 

ご来館方法 
（○を付けてください） 

・地下鉄/ニュートラム    ・自家用車(注 1)     ・マイクロバス(注 2) 

・観光バス(注 2)       ・その他（      ） 

(注 1)自家用車の場合、駐車場(ＩＴＭ棟第 1 駐車場)は有料となります。 

(注 2)マイクロバス・観光バスの場合、事前に直接駐車場の空き状況のご確認とご予約をお願い致します。 

【バス料金 2,500 円/日】予約先：ATC 管理事務所 06-6615-5007 

ご見学の目的 
（○を付けてください） 

・視察  ・研修  ・環境教育  ・修学旅行  ・課外学習 

・その他（                        ） 

特にご関心の 

ある事柄は？ 
（○を付けてください） 

・CSR 報告書  ・地球温暖化  ・エコマーク  ・省エネ  ・SDGs 

・３R（リデュース・リユース・リサイクル） ・すまい省エネ  ・環境防災 ・その他（     ） 

＊事前に私どもに知らせたいこと等、ご自由にお書きください。 

（                                  ） 

利用について 
（○を付けてください） 

・初めて  ・2 回目（前回ご利用   年   月） 

どちらで当施設をお知

りになりましたか。 ・チラシ  ・DM  ・セミナーにて  ・インターネット検索  ・ご紹介  ・その他（     ） 

昼食場所について 
＊昼食場所(屋内広場)   ・希望しない   ・希望する（使用時間   時  分～  時  分） 

※テーブル・椅子はございませんのでシートをご持参下さい。 

※事務局欄 

ガイダンス アテンド ①  ②  ③  

     

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10ATC ビル ITM 棟 11 階 おおさか ATC グリーンエコプラザ事務局 

担当：オオヒラ  TEL：06-6615-5688  FAX：06-6615-5890  

E メール：office@ecoplaza.gr.jp 
*おおさか ATC グリーンエコプラザ事務局が、ご見学の様子を後方より撮影させていただいた写真は、 

ご出展者様の環境報告書・ホームページ・広報などで使用させていただくことがございます。 
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おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪環境産業振興センター
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11Fへ

① 駅出口
トレードセンター前駅の改札を出て左
側のスロープを下り、ATC 館内へ入り
ます。

② エスカレーターを下り直進
ATC 館内入ってすぐのエスカレーター
を下り、そのまま直進します。

梅田・本町・なんば方面からは、地下鉄中央線「本町駅」
から「コスモスクエア駅」でニュートラムに乗り換え、
「トレードセンター前駅」下車（本町駅から約18分）改札
からATC ITM棟2階まで直結、徒歩3分。

③ インフォメーションの右を進む
直進すると正面にインフォメーション
がありますので右の通路を進みます。

④ アウトドアショップを右手に
階段を上がる
アウトドアショップを右手に通路を進
み、階段（スロープ）を上がります。

⑤ 左奥のエレベーターへ進む
階段（スロープ）を上がり、左奥の黄
色いエレベーター（6 番）へと進みます。

⑥ エレベーターで 11 階へ
6 番エレベーターで 11 階までお上がり
下さい。

⑦ エレベーターを降り右へ
エレベーターを降り、右へ吹き抜け沿
いに進みます。

⑧ エコプラザ到着
吹き抜け沿いに進むとエコプラザが見
えてきます。

電車でお越しの方

最寄り駅「トレードセンター前」からへのアクセス手順



⑤ 広場を進む
階段を上がると広場（催事場）に出ます
ので、赤い柱を目印にお進みください。

⑥ No.6 エレベーター
黄色い柱が見えてきましたら、そちらが
No.6 エレベーターとなります。
※さらに奥にNo.7エレベーターもございま
す。No.7エレベーターをご利用の場合は下記
をご覧ください。

⑦ エレベーターで11階へ
エレベーターは3基あります。11階まで
お越しください。

⑧ 吹き抜け沿いに進む
11階に上がられましたら、右方向へ吹き
抜け沿いに進むとエコプラザ受付がご
ざいます。

① バス駐車場からエントランスへ
バス駐車場（ピロティ広場）からATC
エントランスへ移動します。

② ATCエントランス
こちらのエントランスからATC館内へ
お入りください。

③ 道なりに進む
ATC館内に入りましたら、道なりにお進
みください。

④ 階段を上がる
右手に階段が見えてきますので、階段を
上がります。
※左手に2Fまでの少人数用エレベーターもご
ざいます。

No.7 エレベーター
No.7エレベーターをご利用の場合は
さらに奥にお進みください。

エレベーターで11階へ
エレベーターは3基あります。11階まで
お越しください。
※近くにトイレもございます。

エレベーターを降り左へ
11階に上がられましたら、左方向へ吹き
抜け沿いに進むとエコプラザ受付がご
ざいます。

エコプラザ受付

こちらがエコプラザ受付となります。
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No.6エレベーター

おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪環境産業振興センター



⑤ 道なりに進んで階段(スロープ)
　 を上がる
アウトドアショップを右手に通路を進
み、階段（スロープ）を上がります。

⑥ No.6 エレベーター
少し奥に進むと見えてくる黄色い柱が
No.6 エレベーターとなります。
※さらに奥にNo.7エレベーターもございま
す。No.7エレベーターをご利用の場合は下記
をご覧ください。

⑦ エレベーターで11階へ
エレベーターは3基あります。11階まで
お越しください。

⑧ 吹き抜け沿いに進む
11階に上がられましたら、右方向へ吹き
抜け沿いに進むとエコプラザ受付がご
ざいます。

① 一時停車場からエントランスへ
バス一時停車場からATCエントランス
へ移動します。
※左手の郵便局が目印です。

② ATCエントランス
こちらのエントランスからATC館内へ
お入りください。

③ エスカレーターで2Fへ
ATC館内に入りましたら、左手にあるエ
スカレーターで2Fへ上がってください。

④ 直進して突き当りを右へ
2Fに上がりましたら真っすぐ進んで突き
当りを右へ曲がります。
※正面にインフォメーションがございますの
で、不明点などありましたらお尋ねくださ
い。

No.7 エレベーター
No.7エレベーターをご利用の場合は
さらに奥にお進みください。

エレベーターで11階へ
エレベーターは3基あります。11階まで
お越しください。
※近くにトイレもございます。

エレベーターを降り左へ
11階に上がられましたら、左方向へ吹き
抜け沿いに進むとエコプラザ受付がご
ざいます。

エコプラザ受付

こちらがエコプラザ受付となります。
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乗降のみ一時停車場からへのアクセス手順

No.7エレベーター

インフォメーション

No.7エレベーター

No.6エレベーター

おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪環境産業振興センター


