尼崎のシンボル、大鳥居がそびえる尼崎えびすにて、日本文化を体験

巫女体
験

「尼のえべっさん」
地元民からも親しまれている
商売繁盛の神様です。
司さん
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阪神電車の高架沿いにそびえる大鳥居。
関西でも有数のパワースポットとして人
気です。

元キャビンアテンダントという太田垣 亘世

さんが宮司を務め、
2ヶ月毎に行われる
「し
あわせ講話」
は大人気のイベントです。

巫女の装束を着て、神域である神楽殿で、
福鈴にふれる体験や、
境内で記念撮影もで

き、
日本文化に触れられる体験です。

（※外国人女性の方のみ対象です）

開催日時/体験可能時間

年末年始、十日えびす大祭、
七五三詣(10月中旬〜11月末)、
その他神社例祭とその前後
※対応可能言語/日本語・英語

< 巫女体験 >
外国人女性の方のみ受け付け。

他にはない「尼崎えびす」ならではのオリ

ジナルの可愛いお守りをご用意しており

ます。 ①うすら笑いのえべっさん（600

円）/蔵の形になっている金運アップのお
守りです。 ②夢叶まもり
（600円）/発売後

すぐに売り切れるほど人気です。③御朱印
帳（2,000円）/可愛らしいデザインで御朱

日時については
お問い合わせください。
10：00〜17：00
※神社の繁忙期は実施しておりません。

②

印女子にも人気です。

「尼崎えびす神社」
醍醐天皇以前の創建であると伝承されており、
尼崎で商売繁盛の神様
「えべっさん」
の愛称で親しまれています。他にも、
「世にも不思議な月
像石」
や恋愛成就の神様
「猿田彦大神と天宇受命」
「
、願掛けきつねさ
ん」
等、
ありがたいスポットがございますので、
ぜひ、
ご参拝ください。

1人1回、60分/
2,000円

2名以上/完全予約制
●申込方法／尼崎えびす神社ホームページのお問合せフォームより申し込み。
神社又は宮司の都合により、
内容を変更することがございます。

DATA

住 尼崎市神田中通3-82
○
○ 06-6411-3859
交 阪神尼崎駅より徒歩3分
○

https://www.amaebisu.com

＜地図はこちら＞

Experience Japanese culture at Amagasaki Ebisu Shrine,
a symbol of Amagasaki with a soaring torii gate.

Shrine maiden ex
perience

Ama no Ebessan'
A shrine well-known to locals
that does a thriving business.
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A grand torii gate soars next to the
elevated railroad tracks of Hanshin
Electric Railway. It's popular as one of the
leading spiritual vortexes in the Kansai
area.

Former ﬂight attendant Nobuyo Otagaki
serves as the chief priest, and her
bimonthly "happiness lectures" are
popular events.

Dates and times available

For dates and times, please ask.
10：00〜17：00
Notes: • Not available during
busy times at the shrine.
During the year end and new year holidays,
the Toka Ebisu Festival,
Shichi-Go-San (mid-October to late November)
and around other regular shrine festivals

• The languages available are Japanese and English.

< Shrine maiden experience >
Only available to non-Japanese women.

Once per day.
60 minutes: ¥2,000
Two people or more.
By reservation only.

In this experience, you'll wear the costume of
a shrine maiden and experience fukusuzu
bells in the kagura hall in the shrine
precincts. You can take commemorative
photos in the precincts and experience
Japanese culture.
(Note: Only available to non-Japanese women.)

There will be cute good luck charms
original to Amagasaki Ebisu Shrine
available to purchase.
1. Slightly smiling Ebessan (¥600). This charm that
brings monetary luck is shaped like a storehouse.
2. Charm to make your dreams come true
(¥600). So popular it sells out immediately.
3. Goshuin (seal) notebook (¥2,000). Its cute
design makes it a hit with girls who like to
stamp goshuin seals as a hobby.

「尼崎えびす神社」
Amagasaki Ebisu Shrine
Legend has it this shrine was built before the time of Emperor
Daigo (885-930), and it is also known in Amagasaki as
"Ebessan," the nickname of the god of business success. It has
many appreciated spots such as Tsuki Ishi rock; a statue of
Sarutahiko no Okami and Amano Uzume no Mikoto, gods of
ﬁnding a romantic partner; and Gankake Kitsune (praying foxes),
so be sure to pay it a visit.
DATA
Address:3-82 Kanda Naka-dori, Amagasaki City
Phone:06-6411-3859
Directions:3 min. walk from Hanshin Amagasaki Station
https://www.amaebisu.com

＜For a map＞

How to sign up: Sign up through the website of Amagasaki Ebisu Shrine.
The details of the experience may change depending on the circumstances of the shrine or the chief priest.

