
試験・資格講習 主催者様へ

試験での会場利用のご提案

大阪南港ATCホール



試験・資格講習主催者のみなさまから伺いました。

試験会場さがしの3大課題

□ ① ソーシャルディスタンスの確保

□ ② レイアウト作成、物品等の手配

□ ③ 会場および周辺の環境

受験者の安全安心はもちろん、試験に集中できる環境は必須！

ただ、席間隔を広くとると従来より大きい会場になり費用が膨らむ。

初めて使う会場だと新たなレイアウト作成や物品手配も必要で、手間が増大している…

試験規模にマッチする会場を新たに探すのは大変・・・

準備の手間も増えるから、3大課題をクリアできる会場を押さえたいんだ。

主催者さま



大阪南港ATCホールにおまかせください！

試験会場に求められる条件が揃っています。
① ソーシャルディスタンスの確保

→対人距離確保での、試験利用実績が多数！

国家資格試験も可能な広大な会場スペック。

② レイアウト作成、誘導サイン、物品等の手配

→ワンストップサービスでお手間を減らします！

③ 会場および周辺の環境

→海に面した試験に集中できるしずかな環境！

レストラン・コンビニ併設、駅直結、大型駐車場

も完備、近隣には多数ホテルが隣接。



まずは大型複合施設「ATC」の全体像をご案内します。

大阪のベイエリア「咲洲（さきしま）」に位置し、2025年に予定

されている大阪・関西万博会場の夢洲にもっとも近い大型複合

施設です。

大阪湾を望む海沿いに建ち、平日はオフィスワーカー、休日はファ

ミリー層が来場層の中心を占めます。

大阪メトロ・ニュートラムの「トレードセンター前駅」に直結しアクセ

スも便利。

オズとITMの二つの棟から構成され、館内には多数のレストランや

ショップ、オフィスエリア、ショールームが入居。

大阪南港ATCホールはオズ棟の1Fと地下に併設しています。

そのため、館内は賑わいながらも、ホール内では隔離された静か

な試験環境が整います。

所在地 ：大阪市住之江区南港北２−１−10

敷地面積：68,000㎡

延床面積：336,000㎡

オズ棟 ：地上6F、地下2F

ITM棟 ：地上12F、地下1F

運営会社：アジア太平洋トレードセンター株式会社

2019年に撮影 2019年に撮影



ATCホールは大型複合施設「ATC」に併設。

館内には様々な規模の会場があり、ATCホールと連動した開催が可能。

なるほど！ATCホール以外にも会場が選べるのか。受験者数にあわせて会場を増やせるし、

ふたつ以上の試験を同日開催することもできるな。

ATCホール・会議室フロアはじめ、ATC内に多彩な会場ラインナップをご用意しています。（詳細は後述）

オズ南館6F会議室フロア

オズ南館1F・地下ATCホール

ITM棟12F ITMホール

ITM棟2F ATCギャラリー

オズ北館3Fウミエールキューブ

ピロティ広場（屋外） 大阪湾

ATC全景

主催者さま



ATCホール

【ご利用例】 国家資格試験、大規模の民間資格試験、一般向け展示販売会、ビジネス展示会など

Aホール：試験での使用例 Cホール：試験での使用例

【POINT】
1）Aホールは2,900㎡、天井高8ｍの大空間。

約1,260席の収容が可能。（幅1,800mmの机に２名がけの場合）

受験者数の多い国家資格試験に最適で、ご利用実績も豊富です。

隣接する1,000㎡の無柱空間のCホールは約430席を収容可能。あわせて約1,690席の試験が実施可能です。

ふたつのホールにつながるBホールは受験者の入場動線になるほか、休憩時間には自習スペースにもなります。

また試験本部やスタッフ控室にはDホール・Eホールをご用意。開催規模に合わせて5つのホールを組み合わせてご利用いただけます。

2）各ホールは独立した会場として使用できますが、つなげて会場展開することも可能。

たとえばAホールで試験Aを開催しながら、同時にCホールで試験Bをすることもできますし、

A・Cホールを連結してひとつの試験を開催することも可能。

試験のいくつもの資格級や受験者数にあわせて多彩なレイアウトで実施いただけます。

3）ホールは地下に位置し、場外の音の影響はなく試験に集中できます。

1Fのエントランス前には広場があり、入場前の検温スペースでの活用も便利です。

総面積約7,000㎡の多目的ホール。開催規模に応じて最適な会場をご提案いたします。

会場のご紹介 【資料請求歓迎】 ATCホール、会議室の詳しい概要はパンフレットをご参照ください。

Bホール：試験動線での使用例 Eホール：試験本部での使用例Dホール：試験での使用例

ATCホールエントランス



会場のご紹介

会議室

コンベンションルーム（一例）

【POINT】

1）2つのコンベンションルームはそれぞれ定員150名、120名。
定員32名の部屋が3室、50名の部屋が5室。本部、予備受験室にご利用可能な2室もございます。

あわせてワンフロア全12室あり、多彩な配室が可能。 ※定員は収容人数100％の場合。50％の場合は1/2となります。

2）机を入れ替えることで（別途費用）、幅・奥行き次第ですが1室の席数を増大可能。受験者数に応じて可能です。

3）ATCホールとは吹き抜けのエレベーターによる垂直移動で連結しています。
地下のホールでは試験を実施し、6Fの会議室は第2試験会場としてのほか、試験本部や運営スタッフ様の控室など、

ホールと連動したご利用が便利です。
フロア全体を施錠し立入制限が可能。複数日程でのご利用の際、試験問題や解答用紙を保管する場合にも最適です。

【ご利用例】 ATCホールとの連動利用、中規模・小規模試験、資格取得講習など

会議室（一例） 吹き抜けB6会議室（本部利用想定）

ワンフロアに全12室。ATCホールとはエレベーターで直結。多目的での利用が可能です。

【資料請求歓迎】 ATCホール、会議室の詳しい概要はパンフレットをご参照ください。



ウミエールキューブ

【資料請求歓迎】 ATCホール、会議室の詳しい概要はパンフレットをご参照ください。

展示会を想定した仕様で、有効面積

約350㎡の中規模スペース。大ガラス

の向こうは海。商業エリア内にあり、飲

食店が近接。

ホール開催時のサテライト会場にもご利

用ください。

ATC館内には、ATCホール・会議室だけでなくバラエティゆたかなイベントスペースが点在しています。

単独のご利用でも、ホール・会議室と組み合わせたご利用も可能です。様々なご要望に対応いたします。

ピロティ広場（屋外） ITMホールATCギャラリー

海に面した有効面積約3,800㎡の屋

外催事スペース。

通常時は大型車両の駐車場として稼

働。イベント会場またはイベント専用駐

車場として終日貸切が可能（別途費

用）です。

有効面積約516㎡の中規模スペース。

オフィス区画内に位置し、静かなフロア

環境です。

場内に控室兼バックヤードを併設。

研修会、講演会などにご利用ください。

Aホールに次ぐ有効面積約1,313㎡の

大会場。

会場前は吹き抜け広場になっており、会

場前に数百人規模の待機列をつくるこ

とが可能。式典、発表会などにもご利用

ください。

会場のご紹介



それでは、大阪南港ATCホールがお役に立てることをご案内いたします。

① ソーシャルディスタンスの確保

→対人距離確保での、試験利用実績が多数！

国家資格試験も可能な広大な会場スペック。

② レイアウト作成、誘導サイン、物品等の手配

→ワンストップサービスでお手間を減らします！

③ 会場および周辺の環境

→海に面した試験に集中できるしずかな環境！

レストラン・コンビニ併設、駅直結、大型駐車場

も完備、近隣には多数ホテルが隣接。



①ソーシャルディスタンスの確保

【通常時とコロナ禍での収容席数について】

ホール名 展示面積 コロナ対策定員
コロナ対策座席数

（W1,800mmの長机に対し
2名掛けの場合）

天井高 床仕様

Aホール 2,900㎡ 約1,260席 8.0m タイルカーペット

Bホール 1,130㎡ 8.0m タイルカーペット

Cホール 1,000㎡ ホール内滞留数 約432席 6.8m フローリング

Dホール 270㎡ 計約2,200名 約85席 3.0m タイルカーペット

Eホール 250㎡ 約90席 3.0m エンビシート

コロナ禍でのATCホール内の定員は下表のようになります。

豊富な試験利用実績をもとに、受験者数に合わせて最適なホール配置をご提案させていただきます。

（レイアウト図面作成、備品手配についてもご相談ください。）

またコロナ禍での稼働実績をもとにコロナ対策事例をご紹介します。感染予防・消毒ツールの手配（有料）もおまかせください。

オープンスペースのため、動線、
試験本部としての利用を想定

Bホールにパーティションを設置して試験本部をつくれば、D・Eホールも受験会場にまわせるな。

A・C・D・Eホールだと合計約1,867席になる。足りない席数は会議室フロアを充てよう。
主催者さま



入場口からエスカレーターで地下のホールにアクセス。

上り下りを入場時・退場時にタイミリーに切り替える

ことで、一方通行の動線をつくり混雑を緩和。

地下に下りた先は天井高8ｍ大空間、Bホール。一方

通行の動線をつくり消毒・検温スペースを配置。入場

待機場所としても活用できます。男女トイレ完備。

約80ｍの通路に待機列をつくることができま

す。雨天時も安心。閉鎖空間ではないため一

定距離を保った整理入場の運営が可能。

ソーシャルディスタンスを確保したレイアウトをお手伝い。多目的ホールとしての豊富な事例をもとにお役に立つ実例のご提案をいたします。

直近一年以内の実例より

2,000名を超える受験者数の各種試験でもご利用実績

多数。1名がけ、2名がけの両方に対応可能。ホール間を

完全に仕切れますので、試験＋別催事の併催もご心配無

用です。換気設備も完備。

事例の一部をご紹介いたしました。

詳しくはお打合せにてご案内させていただきます。
入場口は1Fに設置。地下に向かうエスカレーター

前も一本道の動線がつくれます。運営スタッフ専用

出入口もありますので2動線をとることができます。

Aホールでの展示会の様子。通路幅を4ｍ確保しゆった

りとブースを配置。混雑緩和したことで、かえって展示物

の説明がしやすくなり、売上が向上したブースも。

①ソーシャルディスタンスの確保



初めて使う会場だと、一からレイアウトや誘導サインを考えないといけないな。それに物品手配や音響、

設営作業に、消毒や検温も準備して・・・ 手配業務が多すぎて負担が増えるんじゃないかな？

②レイアウト作成、誘導サイン、物品等の手配

レイアウト作成、搬入出、施工管理、運営スタッフまで。当施設より一括手配可能。主催者様のお手間を省きます。

おまかせください。ワンストップで当施設が手配のお手伝いをいたします！

各分野のパートナー企業と連携してスムーズな試験準備、運営のサポートを実現します。
（指定業者制ではございませんので、主催者様ご指定の企業様がございましたらご相談ください。）

イベント一括管理

主催者さま

レイアウト図面の一例。

ソーシャルディスタンス、動線を考

慮して制作ディレクションをいたし

ます。

ブロック分け、配席についてはご指

示ください。

設営作業風景。

作業には当施設スタッフも立ち合います。

検温・受付・試験スタッフの御用命も

ご相談ください。



ATC館内の受験者動線に最適な誘導の制作を手配可能。

（受験会場のテキスト原稿、受験番号の割当など、素材はご支給ください。）

誘導サイン制作

②レイアウト作成、誘導サイン、物品等の手配

トレードセンター前駅からATCホールエントランスまでの館内経路には、４ヶ所のポスター枠

を配置。会場へのスムーズな誘導をサポート。掲出は無料ですが、内容はテキスト＋矢印

となります。その他掲出はご相談にて。

会議室では各室にスタンドをご用意。 誘導強化には仮設スタンドでご対応。

●ご要望に応じて各種サインの制作を承ります。（有料）



当施設の机、イス等のお貸出しのほか、試験運営に応

じた外部レンタル品の手配も一括で可能。

検温器、サーモグラフィー、消毒液もご用命ください。

当施設の館内音響や外部レンタル機材、音響オペレー

ターを手配可能。運営内容に沿ってマイク、ステージ等

の機材をご準備いたします。リスニング試験対応もお任

せください。（マイク、ステージは有料、その他内容により有料）

スタッフ様のお弁当、コーヒー等もおまかせ下さい。

ATC内テナント、近隣ホテル、ケータリング専門会社

など、豊富なバリエーションからご要望に応じてご案

内いたします。

物品一括手配 音響機材

お弁当・ケータリング

②レイアウト作成、誘導サイン、物品等の手配

試験監督席イメージ

検温器イメージ消毒スペースイメージ

●ご要望に応じて各種備品をお手配。（下記は当施設備品の一例です）

●当施設備品の一例

※飲食の持込には特に制限はございません。

主催者様の手配された弁当・ケータリング業者もご利用可能です。



海とフェリーを眺めるベンチに、

芝生の広場。試験の合間

に飲食やリフレッシュができま

す。

ATCホールのエントランス前に受

付を設ければ、ホール内の混雑

を緩和できます。

入場前の検温場所にもご利用

いただけます。

ATCホールの周辺には、海に面した屋外広場が隣接しています。

入場開始までの待機スペース、試験開催中の休憩・食事場所として広々とご利用いただけます。

入場前の検温・受付スペース設置にも適しています。

場外にこのような場所があると「安心感がある」とのお声も頂戴しております。

入場までに検温や受付を済ませてもらいたいから、充分な間隔を空けて列整理をしたい。

休憩時間に混雑せずに受験者やスタッフがリラックスができる広々としたスぺースが周辺にあるとありがたい。

ホールエントランス前には座ってく

つろげるスペースが複数。受験

者の集合場所にも最適です。

軽い食事や休憩場所にも。

喫煙所も近くにございます。

入場前の待機列の作り方は豊富

な事例がございます。ホールエントラ

ンスから数千人規模の待機列でも

設置が可能です。

エントランスホールには雨天でも

一定人数の待機列を屋内設

置することが可能です。

また雨天時には上階から雨にぬ

れずアクセスする動線も可能。

③会場および周辺の環境

主催者さま



私たちの試験には他府県からの受験者も多い。コロナ対策のため自家用車での来場や、混雑を避けるため

早朝に到着したり、前日から宿泊する受験者もいるだろう。駐車場・早朝営業の店舗・ホテルが必要だ。

③会場および周辺の環境

近隣店舗

ATC館内には、豊富なレストラン、

カフェ、コンビニや文房具店等の

物販店が入居。

ATCホール付近にはローソン、ファ

ミリーマート、複数の飲食店が近

接しています。

テイクアウト商品販売店舗もあり。

一部店舗は早朝より営業しており、

開場前に到着した受験者の利用

も可能です。

ATCホールエントランスより、隣接するハイアット

リージェンシー大阪までは徒歩8分ほど（空中

経路利用で）。

ホールエントランス正面にはタクシー乗降場もあ

り、離れたエリアに宿泊の方も便利です。

周辺ホテル

ハイアットリージェンシー大阪

さきしまコスモタワーホテル

クインテッサホテル大阪ベイ

ホテルフクラシア大阪ベイ

大型駐車場

第一駐車場・第二駐車場

計約1,200台完備

営業時間

7：00〜24：00

駐車料金

200円（30分ごと）

平日最大料金 800円

※年末年始・お盆・特定日除く

土日祝最大料金 1,000円

主催者さま



大阪市内中心部より約20分

自動車をご利用の場合

最後に、アクセス情報です。

ATCホールへは大阪メトロのご利用で、大阪市内中心部より約20分。最寄り駅直結。

雨天時動線

ATCは、最寄り駅のニュートラム

「トレードセンター前駅」直結。

雨天時も、改札からホールまで

館内を通ってぬれずにアクセスが

可能。



ご覧いただき誠にありがとうございました。

「詳しい資料のご請求」、 「空き状況のご照会」

「お見積のご依頼」、 「会場視察のご要望」
などなど、お待ちしております。

ご興味を持っていただけた方は、ぜひお問合せくださいませ。

【 お問合せ窓口 】

アジア太平洋トレードセンター株式会社 ホール事業部

「試験・資格講習主催者様 サポートチーム」 奥田尚利、田中康樹、前川直殻、奥祐介

TEL：06-6615-5006（平日10：00〜17：30)     メール：atchall@atc-co.com

〒 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM12F

ATCホールHP   https://atchall.com/

「DMを見て」
と、お伝え
ください。


