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新大阪ユースホステル

都市型ユースホステル
だからこその快適性を

追求し続ける

あらゆる目的で滞在するお客さまに
この旅で何かを
持ち帰っていただくために
「どの店に入っても間違いない」と言われるほどの食
いだおれの街「大阪」。海 外からの旅行客にも人気
の観光スポットも多く、スポーツや音楽イベントなど
に全国から人が集まる大都市には、何度訪れても新
しい発見がある。
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D ATA

新大阪ユースホステル

〒533-0033

大阪市東淀川区東中島1-13-13 KOKO PLAZA 10F
TEL:06-6370-5427

E-mail shin-osaka@osaka-yha.or.jp

URL https://osaka-yha.or.jp/shin-osaka

新大阪駅東口から南へ歩いて5分。住宅街の落ち
着いたエリアに立地。JRと大阪メトロの駅があり、
関西広域や大阪市内へのアクセスが便利。

一部の部屋や10階の食堂からは、大阪梅田の景色が一望。夏には大阪淀川花火大会も楽しめる。

大阪の玄関、新大阪駅前の立地と
複合施設の中にあるという特殊性
新大阪駅の東口から歩いてわずか5分。
周辺でも、
ひときわ個性的なデザインのビル
「大阪市立青少年センター
（KOKO PLAZA）
」
の9階と10階のフロアに新大阪ユースホ

どのお客さまにもご満足いただける
ように滞在中の快適性を追求
多目的の宿泊客を迎える都市型のユースホステルとしてできることは、
「いかに快
適に泊まっていただけるかということ」
と、吉田マネージャーはきっぱりと言う。
「リ

ステルはある。
他のフロアにある会議室、
研修室、
音楽練習室や小ホールなども含め、

ゾートホテルならプールでもエステでも何でもあって、
そこで完結できます。
でも、

新大阪ユースホステルが大阪市の指定管理者という立場で全館を運営している。

さまざまな目的を持ったお客さまが訪れる都市型ユースホステルは非完結型の

「音楽練習室で練習をして、
その成果をユースホステルの

宿泊施設です。私たちにできるのは、
その目的達成のための力を与えること。すな

宿泊者を対象にロビーでミニコンサートとして披露する。

わち、安心、清潔、快適な一夜を提供することです｣。

泊まるだけのつもりで来られたお客さまにとってはサプラ

2004年のオープンの際には、ユースホステルだけでなく、
さまざまな施設を見て

イズ、
演者にとっては腕試し。
音楽イベントを実施する宿泊

回り、お客さまが快適に過ごすためによいと思ったことは、
できる限り取り入れた

施設は多くありますが、
うちの場合は計算された演出があ

という吉田マネージャー。
ドミトリーの各ベッドにカーテンを付け、
コンセントや

るわけではないので、
あくまで偶然の出会いですし、
だか

フットライト、小物置き場も設けた。
また荷物ロッカーには鍵がかかるようにした

らこそドラマがそこにはあるんです。
いかにもユースホステルらしいと思っています。

り、廊下には毛布や防水シート、小さめのスリッパ、消臭スプレーなどを置き、使い

ちなみに、
50人規模のKOKO CAFE、
最大230人収容のホールと、
ステップアップのため

たい人が自由に使えるようにと工夫している。
ロビーも、
テーブル＆椅子席、
ソファ

の施設もありますよ」
と吉田マネージャーは話す。

席、桟敷席があって、思い思いにくつろげる。
「新大阪ユースホステルを訪れるゲスト

新幹線の駅から近く、
大阪中心部の観光スポットへはもちろん、
在来線で神戸や京都、

の方々は国籍も目的もさまざま。普通の

奈良、
和歌山へもアクセスしやすいという好立地は、
宿泊の目的を選ばない。
「観光はもちろん、
合宿や研修旅行、
就職活動、
受験など、
さまざまな用途に利用してい

宿屋は、その設備やサービスが泊まり

ただいています。
ただ、
便利過ぎて到着が遅くなるため、
お客さま同士が交流する時間

の要素の100％。でも、ユースホステル

が少ないのが残念。
それでも、
大阪ではいろいろなイベントが開催されるので、
同じイ

はせいぜい70％です。残りの30％は、地

ベントに参加した他のグループ同士が仲良くなったりしています。
一般のホテルでは

域の方々、ボランティアの皆さん、
そして
泊まり合わせた各地からの旅行者などによるものです。だからこそ、我々はその

なかなかないことだろうなと思います」
。

30％にも力を入れています。ボランティアの方とイベントを開催したり、
ご近所の
新大阪

新大阪
ユースホステル

おいしいお店を紹介したり、地元の方々のお力をお借りして、滞在された方お一人
お一人に100点満点の旅になるように、
と考えています」。

ご近所グルメ

P.11へ

新大阪ユースホステル

大阪
梅田

吉 田 隆 マネージャー
京橋

1989年、いったん就職したものの、学生時代か
ら親しんでいたユースホステルに携わりたい

森ノ宮

思いが強く、1990年に大阪ユースホステル協
会に転職。パラグライダーやトレッキングなどア
ウトドアスポーツのツアーを企画・実施。
2004

JR難波

大阪観光スポット
P.11へ

天王寺

年、新大阪ユースホステルのオープニ
ングスタッフとして関わり、2年後に
大阪府立少年自然の家で6年間勤
務。2012年から新大阪ユースホ
ステルに戻り、マネージャーを
務める。
兵庫県在住。
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❶

KOKO CAFE

❹

TEL：06-6326-6761
営業時間：11:30〜19:00
（18:40 LO）
定休日：第3水曜日、年末年始
※貸切パーティ利用時は23:30
まで営業（要予約）

❶直営レストラン
「KOKO CAFE」

ランチメニューもあり、
カフェ

❹

としての利用も可能。合宿の

懇親会や打ち上げ、宴会にも
対応している。

❸

❷フォークソングナイト

KOKO CAFEのステージで、す

でに100回近く開催されてい

る人気イベント。
❸客室

世界一清潔なユースホステル
に選ばれたこともあり、
清掃の

行き届いた客室。
ドミトリー、

ツインルーム、
和室、
ユニバー
サルルームなどがある。

❺
❸

❸
❹共用スペース ソファやテーブル席が用意

旅の目的は何であれ
このユースホステルに泊まることで
何かを持ち帰ってほしい

されている共用スペース。

❺音楽練習室 音楽練習室のほか、
ダンスの

レッスンに使える鏡付の貸室も。

❻大浴場 大浴場には男女とも個別の脱衣場

も用意されている。

❺

❻

自身も旅が好きで、
釧路高原をただ歩いたり、
沖縄の離島を1周する旅を楽しんだこ
ともある吉田マネージャー。
ユーレイルパスを持っているのをいいことに、
スペイン
ではたまたまホームに停車していた特急に身をゆだねてしまったことも。
このユー
スホステルを拠点に、
お客さまにはどんな旅を楽しんでほしいのだろう。
「ここを便利に使ってもらって、
ここに泊まることで何かを持ち帰ってほしい。
博物館
巡りであっても、
就職活動であっても、
『よっしゃ、
これや』
という何かを得て下さった
ら、
旅のお世話をさせていただく者としてこんなに嬉しいことはありません。
新大阪
駅に到着して、
そこからすぐにどこかへ観光するのもいいのですが、
いったんユース
ホステルに荷物を下ろしてから近所をぶらぶらしたり、喫茶店でコーヒーを飲んで
地元の人と交流したり、
そんなゆったりした時間を過ごすのもいい。大阪の道頓堀

❼

❽

のような観光名所でも、
ガイドブックには載っていないおいしいお店がたくさんあり
ますから、
自分の感性でピンとくる店を見つけるなどして、
自分だけの思い出を持ち
帰ってもらえたらいいなと思います」
。
もちろん、
ユースホステルでの交流を楽しめる工夫も多彩である。
館内の音楽練習室では
ボランティアパフォーマーを募集し、
オカリナ、
尺八とフルート、
ハーモニカなどの演奏会を
開催。
ボランティアで似顔絵を描いてくれる人の前には行列ができることもあり、
みんなで
絵ができ上がる様子を見ながら、
笑い声が起きる。
共有スペースにはスタッフが持ってきた
自由に着られるコスプレ衣装があり、
海外からのお客さまが写真を撮り合って楽しむ姿も。

❼フロント フロントは10階。9階の客室フ

ロアへは１階からはエレベーターで上が

れないシステムで、
セキュリティ面も安心。

❽食堂 食堂には自動販売機や無料の給茶器、簡単な自炊ができる自炊室もある。
❾朝食 朝食は520円でご用意。和食と洋食を日替わりで提供。

また、
月1回は1階直営レストラン
「KOKO CAFE」
でフォークソングナイトを開催。
吉田
マネージャーもパーカッションを自ら担当。
参加者はリストから好きな曲をリクエス
トし、
自分で歌うことも可能。
「2時間の予定が、
なぜかいつも2時間半ぐらいになって
しまいます
（笑）
」
という吉田マネージャー。
大阪を代表するユースホステルはどこま
でも温かいサービス精神に満たされた場所だ。

新大阪ユースホステル
ペア宿泊券
抽選で
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5名様に

プレゼント！

ご応募は日本ユースホステル協会ホームページの
専用お申込みフォームから！

http://www.jyh.or.jp/hm/
応募締切 2020 年

2月末日

※なお、当選発表は、商品の発送を以てかえさせていただきます。

❾

手作りの汲み出し
豆腐は作りたて

吉田マネージャーのおすすめ

隈
新大阪界
マップ
食べ 歩き

ご 近 所グ ルメ
N

阪駅

新大

E お好み焼き・焼きそば

居酒屋
あかひげ

A 居酒屋 あかひげ

A

たかうち
珈琲店

大阪名物「ホルモン焼きそば（800円）」にハマる人続出！
「ポークかつチーズ焼き」
もおすすめです。

キッチンハウス
SHUKU C
山口本町
公園

E お好み焼き・焼きそば
次玄

B

大阪市東淀川区東中島１-21-2
TEL：06-6328-8868
営業時間：平日17:00〜翌1:00、
日曜日・祝日:17:00〜24:00
定休日：不定休

次玄（じげん）

新駅2号公園

新大阪
ユースホステル

C キッチンハウスSHUKU

B たかうち珈琲店

大阪市東淀川区東中島1-17-27
TEL：06-4809-6606
営業時間：17:00〜23:30（22:30LO）
定休日：土・日曜日、祝日

大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館1F
TEL：06-6320-2210
営業時間：平日9:00〜19:00、
土曜日・祝日10:00〜17:00
定休日：日曜日

黒門市場

鮮魚や肉、野菜など新鮮な食材を
食べ歩きできるフードテーマパー
ク。海外からの観光客でいつも賑
わいます。
大阪市中央区日本橋2-4-1
TEL：06-6631-0007
休：店舗により異なる

大阪市東淀川区東中島4-1-17
TEL：06-6326-7011
営業時間：11:30〜14:00、
17:30〜23:00
定休日：火曜日・祝日

D 九ジュウ

家庭料理のお店。
「1,000円ぐらいで
食事したい」
とお願いすれば、
ご飯
とお味噌汁、お惣菜数点のおまかせ
セットあり。

コーヒーの知識がなくても、好みを言えばマスターが
選んでくれます。
ケーキとドリンクをセットにすれば50
円引き。

ミックス玉はキャベツたっぷり、
卵が2個使われていて750円。一
品料理もいろいろあります。

D 九ジュウ

たこ焼き4個100円、
ミックス焼
き390円は、大阪でもびっくりの
安さ。地元で愛される店です。
大阪市東淀川区東中島4-2-2
TEL：090-8128-0380
営業時間：11:00〜19:00
定休日：火曜日

吉田マネージャーのおすすめ

大 阪 観 光スポット

なんばグランド花月

大阪国際ユースホステル
緑豊かな公園の中、体育館やグランド、バスケットコート、野外バー
ベキュー（ＢＢＱ）場など施設が充実。野外ＢＢＱ場は屋根付きで、
雨の日でも楽しめます。炭を使う常設炉やテーブル、本格的な器具・
用具もすべてレンタルできるので、
手ぶらで行ける手軽さ。
旅行客は
もちろん、
日帰りでスポーツやアウトドアクッキングを楽しむお客さ
まも多く、
地元の方々にも愛されるユースホステルです。

大阪といえばお笑い。1年365
日、吉本新喜劇や漫才を楽し
めるほか、売店では吉本グッズ
のお土産を買えます。
大阪市中央区難波千日前11-6
TEL：06-6641-0888
休：無休

通天閣

新世界エリアのシンボルタワー。夜
はＬＥＤライトでライトアップされ
ます。周辺では大阪グルメが楽し
めます。

D ATA

〒592-0002 大阪府高石市羽衣公園丁1-５
TEL：072-265-8539

E-mail：osakakokusai@osaka-yha.or.jp

URL：http://www.osaka-yha.or.jp/osakakokusai/

大阪市浪速区恵美須東1-18-6
TEL：06-6641-9555
営業時間：8：30〜21：30
（最終入場は21：00まで)
休：無休
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