
大阪市立長居ユースホステル
～ユニバーサルツーリズムを目指して～



ユースホステルとは

ユースホステル（Youth Hostel）は、20世紀のはじ

めにドイツで生まれた世界的な「旅の宿」ネットワーク
です。だれもが安全に楽しく、そして経済的に旅ができ
るようにと考えられたもので、現在、世界80か国、
4,000か所のユースホステルがあります。日本には北海
道から沖縄まで約220か所のユースホステルがあります。
体験活動を通し、青少年の皆様が自力で成長できる場を
つくることを理念としています。



長居ユースホステルとは
◆1996年リニューアルオープン

◆ヤンマースタジアム内、バックスタンド３階に配置

◆定員数100名

◆6人定員の一般室、シングル、ツイン、和室を完備

◆浴室 ※個別シャワースペースもあり

◆食堂 ※20時～24時はﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽとしても利用可

◆用途に合わせた会議室3室を完備



◆ヤンマースタジアム（長居陸上競技場）のバックスタンド

に位置している世界的にも珍しいユースホステル



館内見取図
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長居ユースホステルはどこに？
◆関西空港からJR阪和線利用で54分

◆JR『大阪』駅まで27分

◆大阪メトロ御堂筋線『なんば』駅まで13分

◆JR『天王寺』駅まで7分

◆最寄のJR阪和線『鶴が丘』駅から徒歩5分

◆大阪メトロ御堂筋線『長居』駅より徒歩10分

◆市営長居公園内のため、自然あふれる環境

※乗用車やバス利用の場合は、

施設までお問い合せください



新型コロナウィルス感染予防対策一例



障がいのある方へ
◆各種アレルギー・きざみ食・ペースト食等の対応可能
★専属シェフができる限り、ご要望にお応えいたします

◆車椅子が入るエレベーター完備

◆大小の和室、車椅子のまま入れる洋室（シングル・ツイン・6名定員
室）など用途に応じて選択可能 ※ドア出入口の間口80㎝

◆1Fエントランスホール、3F宿泊棟エリアに身障者トイレを完備

◆浴室は出入口10㎝の段差あり ※バスチェア3台完備

◆各種支援学校の受け入れ実績あり



お食事のご提案
◆長居ユースホステルでは、お食事がご滞在のメインと捉え、従来の
給食業者から変更し、2021年4月より専属シェフによる調理を行う
ことで、どなた様にもご満足いただけるお料理を目指します。

◆見て楽しい、食べておいしい炎のデザート

『ベイクドアラスカ』がおススメ！！

お食事料金に+150円するだけです。



一般室 6名定員（2段ﾍﾞｯﾄﾞ×3台） 9室

・ベッド（102㎝×200㎝）
※電灯、コンセントあり

・仕切りカーテン
・クローゼット
・デスク
・椅子
・エアコン
・バルコニー
・Free Wi-Fi



ゲストルーム（ツイン） 2名定員 2室
・ベッド（102㎝×200㎝）
※電灯、コンセントあり

・クローゼット
・テレビ
・洗面台
・デスク
・椅子
・エアコン
・バルコニー
・Free Wi-Fi



ゲストルーム（シングル） 1名定員 1室
・ベッド（102㎝×200㎝）
※電灯、コンセントあり

・クローゼット
・テレビ
・バスルーム
・デスク
・椅子
・エアコン
・バルコニー
・Free Wi-Fi



ファミリールーム（和室6畳） 4名定員 1室
・クローゼット
・テレビ
・内線電話
・ユニットバス
・座卓
・座椅子
・エアコン
・Free Wi-Fi



和室大（24畳） 16名定員 1室
・クローゼット
・テレビ
・座卓
・座椅子
・エアコン
・バルコニー
・Free Wi-Fi



和室小（10畳） 6名定員 1室
・クローゼット
・テレビ
・座卓
・座椅子
・エアコン
・バルコニー
・Free Wi-Fi



浴 室
入浴時間
16:00～24:00
07:00～09:00※シャワーのみ

設備
・カランシャワー3基
・個室シャワー3ヶ所
・シャンプー
・リンス
・ボディソープ



食 堂
・席数80席
・朝食
07:00~09:30

・昼食
11:00~14:00

・夕食
17:00~21:30

※予約制です
※パーティー食や会席料理
も承ります



多目的室 会議室1 会議室2
・多目的室
180㎡／定員100名

・会議室1
79.2㎡／定員30名

・会議室2
40.6㎡／定員18名

※土曜、日曜、祝日の使用
料金は上記の2割増し

※プロジェクターレンタル
可能（2,345円／1日）
スクリーン無料

※ピアノについては、多目
的室と会議室2に備え付
けあり（1,020円／1日）

多目的室

会議室１

会議室２



その他

玄 関 ロビー 洗 面

自炊室 コインランドリー フリースペース



利用料金
（円） （円）

（円）

午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日

9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~21:00 9:00~17:00 13:00~21:00 9:00~21:00

平日 5,550 7,400 5,550 14,800 14,800 18,500

土・日・祝 6,660 8,880 6,660 17,760 17,760 22,200

平日 2,300 3,050 2,300 5,350 5,350 7,600

土・日・祝 2,750 3,650 2,750 7,300 7,300 9,120

平日 1,850 2,450 1,850 4,900 4,900 6,100

土・日・祝 2,200 2,950 2,200 5,900 5,900 7,320

2,200～

800

夕食

　

パーティー・宴会

スポーツ食

635

860

1,000

1,200

食事料金

通常食

朝食

昼食

525

宿泊料金

3,750

区分

多目的室

会議室１

3,600

※上記料金にシーツ代（1回のレンタルで3泊まで）200円が追加料金として発生します。

・4歳以上より上記宿泊代金が発生します。

3,400

・ユースホステル会員、非会員ともに同一料金になります。

ゲストルーム（ツイン）

ゲストルーム（シングル）

ファミリールーム

和室大・小

部屋タイプ 通常期 通常期以外

3,200 2,900

3,200 2,900

　　会議室２　延長30分310円（土・日・祝は370円）

会議室使用料

会議室２

一般室

・3歳以下のお子様につきましては、保護者と添い寝の場合のみ施設使用料として300円をいただきます。

・延長料金について

　　多目的室　延長30分925円（土・日・祝は1,110円）

　　会議室１　延長30分385円（土・日・祝は460円）



ご予約・お問い合わせ
◆ご検討時期・ご利用人数・お食事の有無・研修施設利用の有無

などをスタッフにお知らせください。

◆新型コロナウィルス感染予防対策により、定員数や施設の貸し

出し備品の制限を行なっております。

HP　https://www.osaka-yha.or.jp/nagai/

〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1-1

TEL ０６－６６９９－５６３１
FAX ０６－６６９９－５６４４

大阪市立長居ユースホステル

　 ヤンマースタジアムバックスタンド3F
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