
[ 講座受付時間 ]　月〜金 10：00 -13：00   14：00 -18：00 
[ 講座開講時間 ]　月〜金 10：00 - 21：30 ／ 土 10：00 -16：45 ／ 日 10：30 -12：00

[Facebook]

[Facebook]

https://www.facebook.com/IICOSAKA

https://www.facebook.com/SpazioArteIIC

http://www.iicosaka.esteri.it 

〒 530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18　中之島フェスティバルタワー 17 階
Tel：06-6227-8556　Fax：06-6229-0067　E-mail：corsi.iicosaka@esteri.itイタリア文化会館 - 大阪
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アクセス
・京阪中之島線渡辺橋駅すぐ・地下鉄四つ橋線肥後橋駅 4 番出口から徒歩 3 分
・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅 7 番出口から徒歩 10 分・JR 北新地駅から徒歩 10 分

ココにもイタリア !

L'Italia anche qui!

イタリア語・イタリア文化の普及を主たる目的に活動するイタ
リア政府機関「イタリア文化会館 - 大阪」は、ショップやレス
トラン、フェスティバルホール等さまざまな施設のある中之島
フェスティバルタワーの 17 階にあります。入門から上級まで

のイタリア語講座の他にも、日本語でも行われるラテン語講座、
美術史講座、食文化講座など語学以外の文化コースも常時開催
しております。

[HP]

イタリア文化会館-大阪
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA-OSAKA

夏期講座案内
2018 年 7 月 2 日～ 9 月 23 日

SPAZIO ARTE
スパツィオ・アルテ（Spazio Arte) は、当館が誇る小さなアー
トギャラリースペースです。イタリア関連の展示を常時開
催し、日頃からイタリアを感じることができます。
また、スパツィオ・アルテでは、展覧会のオープニング時
に毎回パーティーを開催。アート鑑賞をしながら、ワイン
とおつまみのアペリティーボが楽しめます。お一人でもお
友達とでも、お気軽にお立ち寄りください。

Shinya Sakurai Flavio Gallozzi lorenzo Bernardi&yukari yamamura yukio TaGawa 
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La cucina italiana UEKI
ラ クチーナ イタリアーナ ウエキ

Policalupo
ポリカルポ

地下鉄 
四ツ橋駅

地下鉄 
谷町四丁目駅

Cuccagna
クッカーニャ

地下鉄 
肥後橋駅

Officina del gusto 
オフィチーナ・デル・グスト

地下鉄 
肥後橋駅

　住所：大阪市西区北堀江 1-10-2 クレストギザビル 1 Ｆ   　

　住所：大阪市中央区大手通 1-3-7 日宝大手ビル 1F   　

　住所：大阪市西区京町堀２丁目３−４    　

住所：大阪市西区 京町堀 2-2-15-103                                   　　　　　　 　　　　　　

KYOTO京 都 府
ながぐつ亭 京阪電車

神宮丸太町駅

Ristorante Casa Bianca
リストランテ・カーサ・ビアンカ

京阪出町柳駅 / 
地下鉄烏丸線今出川駅

Ristorante divo-diva
リストランテ・ディボ・ディバ

阪急烏丸駅 /
地下鉄四条駅

地下鉄
四条駅

PIZZA MERCATO KYOTO 
ピッツァ・メルカート京都

Atelier peacock 
アトリエ・ピーコック

JR
丹波口駅

グラスワイン 1 杯サービス ( ご本人と同席者１名）

グラスワイン又はジュース 1 杯サービス ( ご本人と同席者１名）
　住所：京都府京都市上京区今出川通寺町西入ル大原口 214　                                     

ディナータイムのみ食前酒のサービス（ご本人と同席者１名）

店内全商品 15%OFF（ご本人のみ）

　住所：京都府京都市中京区蛸薬師通高倉東入ル雁金町 361　                       

　住所：京都市中京区堺町通四条上ル 八百屋町 544 AXIS 錦小路 1F                

アルコール含むドリンク一杯またはジェラートシングルサイズサービス（ご本人と同席者１名）
　住所：京都府京都市下京区朱雀正会町 1-1 kyoka 会館　                             

Swissotel Nankai Osaka
スイスホテル南海大阪 南海・難波駅直結

イタリアン「タボラ３６」、スポーツバー「ナンバー１０」、中国料理「エンプレスルーム」、日本料理「花暦」、鉄板焼き
「みなみ」、ワイン＆ダイン「シュン」にて、ご本人と同席者 10 名まで、レストランご利用１０パーセントＯＦＦ

LISTA DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI

HYOGO兵 庫 県
Casareccio
カサレッチョ 

阪急
武庫之荘駅

Osteria L'aranceto
オステリア・アランチェート

ブティック　due colori
ドゥエ・コローリ

三宮

阪急
門戸厄神駅

Ristorante Raffinato
リストランテ・ラッフィナート

JR
芦屋駅

Ristorante Tredici
リストランテ・トレディチ

各線三宮駅 /
JR 阪神元町駅

ドリンク１杯サービス（同席者全員 1 杯半額）
　住所：兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-22-23　                                                
アルコール飲料含むドリンク 1 杯サービス（ご本人と同席者全員）

　住所：兵庫県芦屋市親王塚町 13-15 岸の里ビル　２Ｆ　                            
オールタイム、アルコール飲料を含むドリンクを 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）※他のサービスとの併用不可。

　住所：兵庫県神戸市中央区山本通 3-14-14　                                             
ドリンク１杯サービス（ご本人含むグループ全員）※ディナータイム現金支払いに限る

15％ OFF（ご本人のみ）
　住所：神戸市中央区北野町 4-9-14 山麓ハイツ地下一階ローテローゼ内

　住所：兵庫県西宮市門戸荘 14-10 ピア門戸 1F　                          　　　　　　　     

OSAKA大 阪 府
Italian&Natural wine PORTA BLU

ポルタブル
阪急宝塚線

豊中駅
伊仏食堂　DAI

イフツショクドウ・ダイ
京阪

寝屋川市駅

il tempo 
イルテンポ

京阪
古川橋駅

グラスワインもしくはソフトドリンクを 1 杯サービス（ランチ及びディナー共に可、ご本人と同席者 1 名）
　住所：大阪府豊中市本町６- １- １ヒルズワンビル２F　                              　　　　　
スパークリングワインを 1 杯サービス（ご本人のみ）

　住所：大阪府寝屋川市八坂町 14-16 ジョイフル寝屋川 1F　                       　　　　　

アルコール飲料含むドリンクを 1 杯サービス（ご本人含むグループ全員）
　住所：大阪府門真市幸福町 1-42-101　                                　　　　　　 　　　　　　

NARA奈 良 県
Music Saal Akishino

秋篠音楽堂名画鑑賞会

Club tourism Cafe
クラブツーリズムカフェ

奈良
大和西大寺駅

奈良
近鉄奈良駅

入場料 1,000 円⇒会員 800 円

全メニューより 100 円引き
　住所：奈良市西大寺東町 2-4-1          　                                　　　　　   　　　　　　　

　住所：奈良市東向中町 28 番地　                                　　　　　　          　　　　　　

グラスワイン 1 杯サービス（ご本人と同席の方 1 名様）
TEL：06-6910-6556

TEL：06-6110-0039

TEL：06-6448-3336

TEL：06-6136-3980

TEL：06-6849-7070

TEL：072-397-2448

TEL：06-7713-0413 

TEL：0742-35-7070 

TEL：0742-90-1000

TEL：075-751-8249

TEL：075-241-3023

TEL：075-256-1326

TEL：075-353-4777 

TEL：075-255-5520

TEL：06-6432-3232 

 TEL：0797-35-3444

TEL：078-231-5770 

TEL：078-251-9620

 TEL：0798-57-3822

　住所：大阪市中央区難波５丁目１- ６０

ランチタイムのみ食後のドリンク 1 杯サービス

　住所：京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 20　                                     

ディナータイムのみオリジナルエスプレッソ 1 杯サービス（ご本人のみ）

５００円以上のお買い上げでエスプレッソ 1 杯サービス

CARTA LEONARDO 提携店リスト

Trattoria & Pizzeria Beato
トラットリア＆ピッツェリア　ベアート 地下鉄 谷町四丁駅 

食後酒一杯サービス ( ご本人含むグループ全員）

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 丁目 4-2 TEL：06-6943-6090

Casa tua Satoh
カーサチュアサトウ船大工通り店 北新地駅・淀屋橋駅

住所：大阪市北区堂島 1-4-26 玉家ビル TEL：06-6348-0210

アルコール飲料含むドリンク一杯サービス（ご本人のみ）
TEL：06-6646-1111

夏期講座案内
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2018年夏期講座時間割


