
２０１６年９月１５日現在 

大阪検定ポスター展 各駅の掲出場所について 

 

NO. 路線名 駅名 掲出場所 

1 JR 大阪環状線 大阪 御堂筋口入って左手、環状線ホームに向かう通路の左手 

2 JR 大阪環状線 福島 改札入って乗り場に向かう階段の左手 

3 JR 大阪環状線 野田 改札入って正面の壁面左寄り 

4 JR 大阪環状線 西九条 改札入って奥のエレベーター乗り場の手前左手。なお１・２番ホームから 

エスカレーターで降りても到達できます。 

5 JR 大阪環状線 弁天町 １番乗り場真ん中 

6 JR 大阪環状線 大正 １番乗り場前寄り 

7 JR 大阪環状線 芦原橋 ２番乗り場前寄り 

8 JR 大阪環状線 今宮 改札入って左側の掲示板 

9 JR 大阪環状線 新今宮 ３，４番乗り場前寄り降りて、西出口に向かう通路右手 

10 JR 大阪環状線 天王寺 １３，１４番乗り場の東出口行エスカレーター上がってすぐの壁面 

11 JR 大阪環状線 寺田町 北出口改札出た左側の掲示板 

12 JR 大阪環状線 桃谷 ２番乗り場後寄り（鶴橋側） 

13 JR 大阪環状線 鶴橋 １番乗り場前寄り 

14 JR 大阪環状線 玉造 改札入って左手階段の途中 

15 JR 大阪環状線 森ノ宮 １番乗り場真ん中 

16 JR 大阪環状線 大阪城公園 ２番乗り場階段上がる右手壁面（移動の可能性有とのこと） 

17 JR 大阪環状線 京橋 ４番乗り場真ん中 

18 JR 大阪環状線 桜ノ宮 ２番乗り場真ん中 

19 JR 大阪環状線 天満 １番乗り場やや前寄り 

20 御堂筋線 江坂 ホームから改札階に降りるエレベータの少し千里中央側にある C階段を 

下りて左に回り込んだ右手の壁 

21 御堂筋線 東三国 ホーム中央部にある待合室のガラス扉の上部 

22 御堂筋線 西中島南方 千里中央行きホームの５号車付近の壁 

23 御堂筋線 梅田 千里中央行きホーム４号車あたりの位置にある上りと下りのホームの間に 

ある壁 

24 御堂筋線 淀屋橋 ホーム中央から１０番出口に向かう D階段をあがって左に回り込んだ壁 

25 御堂筋線 本町 ホームの最もなかもず側の階段をあがり 改札をでて ９番出口に向かう左

手の壁 

26 御堂筋線 心斎橋 ホームの最も千里中央側の階段をあがり、改札を出て、３番出口に向かう右

側の壁 

27 御堂筋線 なんば ホーム中ほどのエスカレーターをあがり、改札とは反対側のトイレ付近の壁 

28 御堂筋線 動物園前 改札外。西改札を出て左折、4番出口の階段上がる手前 

29 御堂筋線 昭和町 なかもず方面行きホームほぼ中央の壁面 



30 御堂筋線 長居 千里中央方向行きホーム後方Ｆ階段前 

31 御堂筋線 あびこ 千里中央方面行きホームの進行方向後方の壁面 

32 御堂筋線 新金岡 改札を出てすぐ左手の壁面 

33 御堂筋線 なかもず 改札外。改札を出て左折し直進。7番出口方面へ。7番出口に向かう階段手前

の右壁面。 

34 谷町線 守口 改札外。３番、４番出口付近。 

35 谷町線 千林大宮 改札出て右。1番、2番出口方面。 

36 谷町線 東梅田 大日・都島行きホームのＩ階段の手前。 

37 谷町線 南森町 西改札口へ向かう階段を昇りきった右手付近です。 

38 谷町線 天満橋 改札手前右手。奥にお手洗いがあります。 

39 谷町線 谷町六丁目 改札の手前入って左手広報板です 

40 谷町線 谷町九丁目 西改札口手前右手。精算機付近 

41 谷町線 四天王寺前

夕陽ケ丘 

５番改札口を出て直進。階段を登った踊り場の掲示板 

42 谷町線 天王寺 南側改札口左手の御堂筋線連絡通路に進み、すぐ向かって、通路左側の壁面

にあります。 

43 谷町線 阿倍野 南改札を出て直進。７番出口の案内に従って右折すぐ。 

44 谷町線 平野 北改札を出て、１番、２番出口方面へ。地下通路を直進すると、左側の壁 

45 谷町線 喜連瓜破 改札を出て左折。３番、４番付近。 

46 谷町線 八尾南 改札階。A階段の横。 

47 四つ橋線 西梅田 堂島側の改札口を入って、ホーム階段とは逆側の通路左手壁面 

48 四つ橋線 本町 西梅田方面行きホームの後方寄りにあります。 

49 四つ橋線 四ツ橋 ホームから本町側出口に向かう途中の通路左手壁面 

50 四つ橋線 なんば 西梅田寄りの改札を出て左に折れてすぐの場所にあります。 

51 四つ橋線 花園町 住之江公園方面ホームにあります。 

52 四つ橋線 岸里 住之江公園方面ホームの中程にあります。 

53 四つ橋線 北加賀屋 住之江公園方面ホームにあります。5両目先頭あたりで乗るといいかも。 

54 四つ橋線 住之江公園 ホーム西梅田寄りの階段を上がったところにあります。 

55 中央線 大阪港 ホーム『待合室』の入口の上 

56 中央線 九条 長田方面ホームの先頭車両付近 

57 中央線 阿波座 長田方面ホーム最後尾、西北改札３号出口を出た正面。きっぷ売り場の横。 

58 中央線 本町 中央線ホーム東端のｈ・i階段をのぼり、東改札出て右折、セブンイレブン前 

59 中央線 堺筋本町 長田方面ホーム前方（先頭車両付近） 

60 中央線 長田 改札を出て右折、４番出口方面へ向かう左側壁面 

61 千日前線 野田阪神 中央改札口を出て左に、3、4番出口方面に向かう通路壁面右手側。 

62 千日前線 玉川 野田阪神行き前方 4号車から降りてすぐの改札を出てすぐの正面壁面。 

63 千日前線 阿波座 野田阪神行きホームやや後ろ寄りの改札階への階段を登ったところ右手側 

64 千日前線 桜川 野田阪神行き電車前方 4 号車降りて近くの階段を上がり改札を出たところ右

手側 



65 千日前線 なんば 近鉄東改札側から入ったほうの千日前線なんば駅改札を入ったところ 

66 千日前線 日本橋 野田阪神行きホーム中央やや前の上り口から堺筋線ホームへ。すぐ近くの改

札を出て右手側。2 番出口方面の壁面。 

67 千日前線 谷町九丁目 東改札口を出て左折したところすぐの左手側壁面 

68 千日前線 鶴橋 2 番出口階段付近の壁面 

69 千日前線 今里 １，２番出口方面改札の手前左手側 

70 千日前線 小路 野田阪神行きホーム中央やや後方にあるエレベーターで改札階に上がったと

ころのすぐ右手側 

71 千日前線 南巽 改札を出て左に曲がったところすぐの右手側 

72 堺筋線 天神橋筋 

六丁目 

北改札近くの駅長室の向かい側 

73 堺筋線 扇町 天下茶屋方面行きホーム後方。A 階段近く 

74 堺筋線 南森町 天神橋筋六丁目方面行きホームから北西改札出てすぐ。左手壁面 

75 堺筋線 北浜 北改札を出て左折、E階段を上った左手壁面 

76 堺筋線 堺筋本町 天神橋筋六丁目方面行きホームの中程の壁面 

77 堺筋線 長堀橋 ホームの一番南側（日本橋側）D 階段を上って南改札手前の左手壁面 

78 堺筋線 日本橋 天神橋筋六丁目方面行きホーム側の改札を出てすぐ。 

79 堺筋線 恵美須町 北改札出て左折。１-B 号出口に向かう通路入口付近の右手壁面 

80 堺筋線 動物園前 北改札出て右折。３・４号出口へ向かって上る階段の手前 

81 長堀鶴見緑地線 大正 改札外です。改札を出て右折。大阪環状線との連絡通路左手壁面です。 

82 長堀鶴見緑地線 ドーム前 

千代崎 

改札内です。改札入って左折。奥の通路右手壁面 

83 長堀鶴見緑地線 西長堀 改札外です。改札出て左折。４番出口手前の通路右手壁面です。 

84 長堀鶴見緑地線 心斎橋 四ツ橋駅との連絡通路の左手通路です。途中にムービングウオーク（動く歩

道）がありますが、ムービングウオークに乗ってしまうと行過ぎてしまいま

すのでご注意を。 

85 長堀鶴見緑地線 長堀橋 改札外です。北改札口出て左。クリスタ長堀連絡通路の右手です。 

86 長堀鶴見緑地線 松屋町 改札外です。改札出て１～４番出口方面へすぐ右の壁面です。 

87 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 改札外です。改札出て左７番出口方面へすぐ右の壁面です。 

88 長堀鶴見緑地線 玉造 改札を出て左に行き、右手に貼られていました。 

89 長堀鶴見緑地線 ＯＢＰ 改札出て右手壁面 

90 長堀鶴見緑地線 京橋 改札を出て右にいったところの左手 

91 長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 改札を出て右手にあります。 

92 長堀鶴見緑地線 今福鶴見 3 番出口階段付近にあります。 

93 長堀鶴見緑地線 横堤 改札口で出て左 5番出口方面へすすみ、通路右手の壁面 

94 長堀鶴見緑地線 門真南 ポスターは改札を出て右にいったところにあります。 

95 今里筋線 蒲生四丁目 長堀鶴見緑地から今里筋線へのラッチ内乗り換え連絡通路にあります。 

以上 


