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平成２６年７月２２日 

  

 

南海電気鉄道株式会社 
高野山真言宗 総本山金剛峯寺 

 

  

南海電鉄（社長：亘 信二）と高野山真言宗総本山金剛峯寺（管長：松長 有慶）では、８月１日（金）

から３１日（日）までの１カ月間、なんばパークスとなんばＣＩＴＹにおいて、世界遺産「高野山」をテ

ーマとした催事「高野山カフェin なんば」を実施します。 

「高野山カフェ」は、平成２７年に迎える開創１２００年記念大法会を前に「高野山」と、現地へのア

クセスを担う南海電鉄の認知度向上を図ることを目的に、 “都心で気軽に高野山を体験できる期間限定イ

ベント”として平成１９年から継続的に東京において開催していたもので、なんばでの開催は初めてです。

なんばから高野山へは特急こうやで約９０分。高野山とつながるなんばから、高野山の魅力を発信します。

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんばパークスとなんばＣＩＴＹで、高野山を楽しもう！ 

「高野山カフェ inなんば」を開催します！ 

実施する主な内容 

・参加店舗で高野山をテーマとしたメニューや商品を展開 

・高野山関連グッズを販売 

・高野山を体感できる様々な「体験イベント」を実施 

・法具や法衣の「高野山特別展示」を実施 

・高野山旅行券やグッズを抽選でプレゼント 

・ＦＭ８０２の番組で高野山の魅力を発信 

高野山カフェで行われた声明ライブ（平成２３年９月、東京・丸の内） 

「高野山カフェin なんば」パンフレット 
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別 紙 １         

「高野山カフェin なんば」について 
１． 開催日時 

開設期間 平成２６年８月１日（金）から８月３１日（日）まで 

開催場所 なんばパークス なんばＣＩＴＹ 

休館日 ８月１８日（月） ８月２１日（木） 

 ※各コンテンツによって、開催時間が異なります。 

※すべてのイベントの内容・スケジュールは、予告なく中止・変更となる場合がございます。 

２． 内 容 

●各店舗で高野山を味わおう！楽しもう！ 

期間中、飲食店舗では、高野山開創１２００年をテーマにしたメニューを提供します。注目のメ

ニューは、お肉を使わずに高野豆腐や野菜などを使ったヘルシーな料理。体に優しいメニューをお

楽しみください。また、物販店舗では、高野山に関連する商品を取り扱います。参加店舗は以下の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加店舗＞ 

・なんばＣＩＴＹ（飲食１１店舗、物販３店舗） 

寒ざらしそば 芦生、そじ坊、蒸し料理ダイニング すちぃ～む、カフェチョコモ、神戸凮月堂、サンタアンジェロ、有機茶寮、 

ブラザーズカフェ、デリステーション＆カフェ、CAFE 英國屋、正流田舎そば、旭屋書店、ヒビヤカダンスタイル、ムラサキスポーツ 

・なんばパークス（飲食２店舗、物販１１店舗） 

ヴィラモウラ、コリアンカフェ ダイニング ダンミ、ハーブギャラリー生活の木、北野エース、ブックス＆カルチャー クラスシーズン、 

ルル・プラス プラス、伊織、ルル・コスメ、ニュースタイル、ファイテン、エイ アンド エフ カントリー、スーパースポーツ ゼビオ、 

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 

●高野山関連グッズを販売！ 

「こうやくんグッズ」「天空グッズ」の販売会を行います。うち、２日（土）

と３日（日）には高野山商工会青年部による「高野山特産品販売会」を開催

します。 

実施日時 ８月２日（土）、３日（日）、１６日（土）、１７日（日）、 

３０日（土）、３１日（日） １０：００～１９：００ 

実施場所 なんばＣＩＴＹ本館地下２階「時の広場」 

ヘルシーなワンプレートを開創1200年にちなんで、1200円で 

提供（カフェチョコモ） 

がんもどきの原型ともなった「フィリョース」を中心としたデザートを

開創1200年にちなんで、1200円で提供（ヴィラモウラ） 

高野山開創1200年記念大法会 

マスコットキャラクター 

「こうやくん」 
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●高野山を体感できる「体験イベント」 （一部有料） 

高野山カフェで大人気の金剛峯寺僧侶とのトークイベントを実    

施します。題して「話してスッキリ！なんばで僧侶と語ろう！」。   

普段はなかなか話す機会がない僧侶に、相談や質問をするチャン 

スです。ほかにも高野山を体感できるイベントが満載です。 

・「こうやくん」との記念撮影会 

・阿字観（真言宗の瞑想法） 

・絆写経（１人１文字ずつ写経して完成させる「般若心経」） 

・声明ライブ（お経に旋律をつけて唱える密教声楽） 

・密教の音色体験（密教法具に触っていただける体験） 

また、高野山を山ガールや写ガールの切り口でお楽しみいただける講座イベントを、スーパースポ

ーツ ゼビオ なんばパークス店、カメラのキタムラ なんばＣＩＴＹ店などの店舗とタイアップして

実施します。 

各イベントのスケジュールなど詳細については、別紙２をご参照ください。 

●高野山に触れてみる「高野山特別展示」 

高野山の魅力を伝える写真や高野山を感じられる法具、法衣、鉄道アクセス情報などを展示しま

す。 

実施日時 ８月１日（金）～８月３１日（日）１０：００～２１：００ 

実施場所 なんばＣＩＴＹ本館地下２階「時の広場」 

●あなたを高野山にご招待？！スペシャルプレゼント 

期間中、「高野山カフェinなんば」参加店舗に抽選応募券を設置します。同応募券に必要事項を

記入のうえ、なんばＣＩＴＹ本館地下２階「時の広場」の高野山特別展示会場にある応募ＢＯＸに

投函いただくと、抽選で高野山旅行券や「こうやくん」グッズなどをプレゼントします。 

      （応募券はなくなり次第終了） 

●ＦＭ８０２番組で高野山の魅力を発信 

８月に開催する同イベントに先駆けて、ＦＭ８０２女性ＤＪが７月に高野山を取材し、高野山で

体験した模様や感想、鉄道アクセスの魅力や利便性情報を８月の番組内（毎週木曜日「FLiPLiPS」

11：00～15：00内、毎週水曜日「BEAT EXPO」19：00～20：48内）で紹介します。また、８月２日

（土）・３日（日）、なんばＣＩＴＹ本館地下１階ガレリアコートで公開収録されるＦＭ８０２番組

「FLiPLiPS」において、金剛峯寺僧侶が高野山の魅力を紹介します。ゲストには住岡梨奈（2日13：

00）、UNISON SQUARE GARDEN（2日 15：00）、KANA-BOON（3日 14：00）、湘南乃風※（3日 16：00）

を迎えます。 

※湘南乃風はRED RICE、SHOCK EYEのみ参加します。 

 

３． お客さまのお問い合わせ先 

南海テレホンセンター TEL ０６－６６４３－１００５（８：３０～１８：３０） 

 

≪ご参考≫ 高野山開創１２００年記念大法会について 

高野山は、弘法大師空海によって弘仁７年（８１６年）に真言密教の道場として開かれました。そして、平成２７年に開創 

１２００年目を迎えます。これを記念して同年４月２日から５月２１日にかけての５０日間、高野山では「生かせいのち大師

のみおしえいまここに」をテーマに「高野山開創１２００年記念大法会」が執り行われます。 

金剛峯寺僧侶 
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別 紙 ２ 

体験イベントスケジュール 

場所 体験内容/所要時間 日時 申込み方法 締め切り その他 

なんばＣＩＴＹ 

本館Ｂ２Ｆ 

（カフェチョコモ） 

「話してスッキリ！ 

なんばで僧侶と語ろ

う！」 

 

約１時間 

８日 

18：30～19：30 

・「南海高野ほっと・ねっと」 

で事前応募制(ＵＲＬ：

http://www.nankaikoya.jp

/index.html） 

・応募者多数の場合は抽選 

・当選者にはメールで詳細を

お送りします。 

 

７／３１ 参加費：

1000円 

（デザー

ト＆ドリ

ンク付） 

定員： 

各回15人 

２９日 

18：30～19：30 

８／１９ 

なんばパークス 

７Ｆ（＃７０２ ＣＡ

ＦＥ＆ＤＩＮＥＲ） 

２２日 

18：30～19：30 

８／１４ 

なんばパークス 

７Ｆパークスホール 

「歴女」にオススメ！「阿

字観」の世界を体験 

約１時間 

２８日 

18：30～19：30 

８／１９ 無料 

定員：28人  

なんばＣＩＴＹ 

本館Ｂ１Ｆ 

ガレリアコート 

声明ライブ 

約３０分 

 

２日（16：00～16：30）、 

３日（12：00～12：30） 

自由観覧  無料 

 

なんばＣＩＴＹ 

本館Ｂ２Ｆ 

時の広場 

密教の音色体験 ２日、３日、９日、１０日、１６

日、１７日、２３日、２４日、 

３０日、３１日 

11：00～18：00 

自由観覧  無料 

「こうやくん」撮影会 

約２０分 

２日 

11：00～ 14：00～ 17：00～ 

３日 

11：00～ 13：00～ 15：00～ 

９日、１０日、１６日、１７日 

12：00～ 14：00～ 16：00～ 

２４日 

12：00～ 14：30～ 17：00～ 

３０日、３１日 

12：00～ 17：00～ 

自由観覧  無料 

高野山真言宗について学

ぼう！ 

＜本山布教師＞ 

３０日：家田荘子さん 

    （作家） 

３１日：吉田宥禅さん 

    （落語家） 

３０日、３１日 

13：00～、14：00～、15：00～ 

聴講自由  無料 

 

絆写経 ２日、３日、９日、１０日、１６

日、１７日、２３日、２４日、 

３０日、３１日 

11：00～18：00 

自由参加  無料 
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講座イベントスケジュール 

場所 体験内容/所要時間 日時 申込み方法 締め切り その他 

なんばＣＩＴＹ 

本館Ｂ２Ｆ  

時の広場 

目指せ！癒やしの高野山！

「山ガール」セミナー 

約１２０分 

協力：スーパースポーツ 

ゼビオなんばパークス店 

２３日 

13：00受付 

13：30～15：30 

・「南海高野ほっと・ねっと」 

で事前応募制（ＵＲＬ：

http://www.nankaikoya.jp

/index.html） 

・応募者多数の場合は抽選 

・当選者にはメールで詳細を

お送りします。 

８／１４ 参加費：

500 円(お

茶・お菓子

付) 

プロに教わる！「写ガー

ル」のための一眼レフレ

ッスン 

約１８０分 

協力：カメラのキタムラ 

なんばＣＩＴＹ店 

協賛：富士フイルムイメ 

ージングシステムズ 

２４日 

13：00受付 

13：30～16：30 

８／１４ 参加費：

2500円 

（ 4 Ｇ Ｂ 

ＳＤカー

ド付） 

なんばパークス 

５Ｆ（ＡＢＣクッキ

ングスタジオ） 

【なんばパークス高野山

連動企画】 

旬を味わう夏の和食 

約１２０分間 

協力：ＡＢＣクッキング

スタジオ 

１６日、１７日、２３日、 

２４日、３０日、３１日 

13：30～、15：30～ 

１９日、２５日、２８日 

19：30～ 

・事前応募制 

同スタジオＨＰ（ＵＲＬ：

https://www.abc-cooking.co

.jp/）またはお電話（06‐

6648-7237）からお申し込みく

ださい。 

 参加費：

4000円 

 

 

以 上 

 


