アクセスニュースのテーマ ＆ 調査先 一覧

調査先１：らくらく登山道
調査先２：むろいけ園地

※UP できていないものもあります。
ＮＯ１３【リレーウォーク１】
ＮＯ１【古い町並み１】

調査先１：須磨周辺

調査先１：京都三条
ＮＯ１４【リレーウォーク２】
ＮＯ２【古い町並み２】

調査先１：泉大津周辺

調査先１：奈良まち
ＮＯ１５【大阪府民の森２】
ＮＯ３【古い町並み３】

調査先１：箕面記念の森

調査先１：神戸南京町周辺
ＮＯ１６【日本の香り風景百選】
ＮＯ４【古い町並み４】

調査先１：法善寺（線香の香り）

調査先１：神戸異人館

調査先２：鶴橋周辺のにぎわい（焼き肉・キムチの香り）
調査先３：枚岡神社（楠・杉等の樹木及び草花の香り）

ＮＯ５．【渡し舟】
調査先１：天保山渡船場

ＮＯ１７【マイナスイオンの旅】

調査先２：桜島渡船場

調査先１：嵐山周辺

調査先３：落合上渡船場
ＮＯ１８【大人の社会見学】
ＮＯ６【京阪電鉄中之島線】

調査先１：サントリー工場

調査先１：中之島線の各駅と周辺
ＮＯ１９【日本一】
ＮＯ７【ビッグクリスマスツリー】

調査先１：天神橋筋商店街（日本一長い商店街）

調査先１：天王寺ＩＯ

調査先２：天保山（日本一低い山）

調査先２：梅田スカイビル

調査先３：肥後橋商店街（日本一短い商店街）

調査先３：南港ＡＴＣ，ＷＴＣ
ＮＯ２０【博物館】
ＮＯ８【地下街】

調査先１：交通科学博物館

調査先１：あべちか

調査先２：大阪歴史博物館

調査先２：ホワイティうめだ

調査先３：大阪科学技術館

調査先３：ディアモール大阪

調査先４：住まいのミュージアム

調査先４：ＮＡＭＢＡなんなん
調査先５：クリスタ長堀

ＮＯ２１【名百橋】

調査先６：京橋コムズガーデン

調査先１：淀屋橋

調査先７：ドージマ地下センター

調査先２：難波橋
調査先３：高麗橋

ＮＯ９【桜百選】

調査先４：心斎橋

調査先１：大阪城公園

調査先５：長柄橋

調査先２：万博記念公園

調査先６：住吉の反橋

調査先３：造幣局桜の通り抜け
ＮＯ２２【みかん狩り】
ＮＯ１０【こいのぼり】

調査先１：南楽園

調査先１：芥川桜堤公園

調査先２：やまびこ園

ＮＯ１１【大阪四大緑地】

ＮＯ２３【大型ショッピングセンター】

調査先１：鶴見緑地

調査先１：近鉄百貨店阿倍野橋店

調査先２：大泉緑地

調査先２：イオンモール北花田プラウ

調査先３：久宝寺緑地

調査先３：ハービスＥＮＴ

調査先４：服部緑地

調査先４：なんばＣＩＴＹ
調査先５：イオン大日ショッピングセンター

ＮＯ１２【大阪府民の森１】

調査先６：マイカル茨木

ＮＯ２４【タイムスリップ１】

ＮＯ３８【もみじ】

調査先１：平城遷都１３００年祭の平城宮跡

調査先１：五月山公園

ＮＯ２５【空港１】

調査先２：箕面公園

調査先１：関西空港

調査先３：万博公園日本庭園
調査先４：奈良公園

ＮＯ２６【空港２】
調査先１：伊丹空港

ＮＯ３９【アニメおたく】
調査先１：名探偵コナン像（読売テレビ前）

ＮＯ２７【空港３】

調査先２：鉄人２８号モニュメント

調査先１：神戸空港

調査先３：アニメイト京橋店、日本橋店、天王寺店
調査先４：まんだらけ（心斎橋店）

ＮＯ２８【タイムスリップ２】

調査先５：オタロード（日本橋）

調査先１：ＥＸＰＯ７０パビリオン
ＮＯ４０【農業公園】
ＮＯ２９【大型家電量販店】

調査先１：ハーベストの丘

調査先１：ヨドバシカメラ梅田

調査先２：ワールド牧場

調査先２：Ｎamb LABI ヤマダ電機
調査先３：ジョーシン電機（日本橋）

ＮＯ４１【おもちゃ屋＆キャラクター専門店】

調査先４：ビックカメラ（難波）

調査先１：キディランド梅田店
調査先２：トイザらす住之江店

ＮＯ３０【高校野球観戦】

調査先３：どんぐり共和国なんば店

調査先１：甲子園球場

調査先４：ＧＡＮＤＡＭＳ（日本橋）
調査先５：ポケモンセンター（梅田）

ＮＯ３１【寺神社】

調査先６：ディズニーストア（梅田）

調査先１：四天王寺

調査先７：ジャンプショップ（梅田）

調査先２：大阪天満宮

調査先８：サンリオギャラリー（心斎橋）

調査先３：お初天神

調査先９：ＭＢＳグッズショップ（梅田）

調査先４：道明寺天満宮
調査先５：あびこ観音

ＮＯ４２【小さい春、大きい春】
調査先１：錦織公園の梅

ＮＯ３２【京都１】

調査先２：桃ヶ池公園の梅

調査先１：東本願寺、渉成園

調査先３：淀川河川公園のつくし
調査先４：桜ノ宮公園の桜

ＮＯ３３【兵庫】

調査先５：夙川公園の桜

調査先１：明石周辺
ＮＯ４３【社会見学】
ＮＯ３４【雰囲気だけワールドツアー】

調査先１：アサヒビール吹田工場

調査先１：ユニバーサルシティウォーク大阪

調査先２：インスタントラーメン発明記念館

調査先２：神戸南京町

調査先３：まほうびん記念館

調査先３：生野コリアタウン

調査先４：八尾市立リサイクルセンター
調査先５：阿倍野防災センター

ＮＯ３５【遊歩百選】
調査先１：上町台地北

ＮＯ４４【工場】

調査先２：明日香村一帯

調査先１：グリコピア神戸

調査先３：百舌鳥古墳群エリア

調査先２：松下幸之助記念館

調査先４：旧居留地と花の回廊
ＮＯ４５【Ｊリーグ選抜、日本代表】
ＮＯ３６【京都２】

調査先１：長居スタジアム

調査先１：平等院鳳凰堂
ＮＯ４６【大きい春パート 2】
ＮＯ３７【和歌山】
調査先１：和歌山城

調査先１：元茨木川緑地

NＯ４７【グランドオープン】

ＮＯ５６【大トリックアート展】

調査先１：あべのキューズモール

調査先１：大丸心斎橋店イベントホール

調査先２：大阪ステーションシティ
ＮＯ５７【大型児童館】
ＮＯ４８【本屋】

調査先１：ビッグバン

調査先１：ユーゴー書店（あべの）

調査先２：キッズプラザ大阪

調査先２：近鉄ブックセンター（あべの）
調査先３：ＡＳＡＨＩＹＡ書店（あべの）

ＮＯ５８【モーターショー＆Ｂ級グルメ】

調査先４：紀伊国屋書店（梅田）

調査先１：インテックス大阪

調査先５：ジュンク堂書店（難波）
調査先６：ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店（梅田）

ＮＯ５９【昭和レトロ】
調査先１：ビッグバン

ＮＯ４９【図書館】

調査先２：食いしんぼ横丁（天保山マーケットプレイス）

調査先１：大阪府立中之島図書館

調査先３：滝見小路（スカイビル）

調査先２：大阪市立中央図書館
ＮＯ６０【パワースポット】
ＮＯ５０【家具店】

調査先１：おもかる地蔵尊（四天王寺）

調査先１：ＩＫＥＡ鶴浜店

調査先２：ぽんぽん石（四天王寺）

調査先２：ＩＤＣ大塚家具（南港ＡＴＣ店）

調査先３：愛染めの霊水（勝鬘院）

調査先３：ニトリ平野店

調査先４：腰痛封じの石（勝鬘院）
調査先５：玉出の滝（清水寺）

ＮＯ５１【三都タワー】

調査先６：肌守りの木（御霊神社）

調査先１：京都タワー

調査先７：なで子持曲玉石（玉造稲荷神社）

調査先２：神戸ポートタワー

調査先８：鎮石（安部晴明神社）

調査先３：通天閣

調査先９：杭全神社の狛犬

ＮＯ５２【鳥観察】

ＮＯ６１【ボウリング】

調査先１：大阪南港野鳥園

調査先１：ラウンドワン梅田店

調査先２：神戸花鳥園
ＮＯ６２【春のプチ調査】
ＮＯ５３【大阪名物食べ歩き】

調査先１：鶴見緑地風車の丘のチューリップ

調査先１：新世界「横綱」の串カツ

調査先２：ぼくらの町のお花見スポット

調査先２：「梅田阪神百貨店」のイカ焼き＆岩おこし
調査先３：道頓堀「コナモンミュージアム」のたこ焼

ＮＯ６３【水族館】

調査先４：難波「道楽わなか」のたこ焼

調査先１：京都水族館

調査先５：戎橋商店街「５５１」の豚まん

調査先２：かわいい水族館（梅田）

調査先６：戎橋商店街「北極」のアイスキャンデー
ＮＯ６４【朝ドラカーネーション舞台地】
ＮＯ５４【市役所 vs 大阪府庁】

調査先１：コシノ洋裁店

調査先１：大阪府庁舎、大阪府新別館

調査先２：ＮＨＫギャラリーカーネーション

調査先２：大阪市役所 本庁舎
ＮＯ６５【全国ご当地名産品】
ＮＯ５５【ギャンブル】

調査先１：よしもと４７ご当地市場

調査先１：住之江競艇

調査先２：阪神ふるさと名産

調査先２：尼崎競艇
調査先３：パチンコキョーイチ難波店

ＮＯ６６【サーカス】

調査先４：ウインズ難波

調査先１：木下大サーカス鶴見緑地特設会場

調査先５：ナムコランド梅田
調査先６：ＪＲ天王寺駅構内宝くじ売場

ＮＯ６７【あじさい】

調査先７：南海難波駅構内 1 階宝くじ売場

調査先１：山田池公園のあじさい

調査先８：大阪駅前第 4 ビル特設売場

調査先２：長瀬川沿いのあじさい
調査先３：四天王寺のあじさい

ＮＯ６８【遊園地】

調査先４：フェスティバルタワー＆フェスティバルプラザ

調査先１：ひらかたパーク
調査先２：生駒山上遊園地

NO８０【コーヒーショップ】
調査先１：スターバックスコーヒーあべの HOOP 店

NO６９【東映太秦映画村】

調査先２：タリーズコーヒーあべのキューズモール店

調査先１：東映太秦映画村

調査先３：シアトルズベストコーヒー梅田 DT タワー店
調査先４：プロントコーヒー＆バー梅田楽天地ビル店

NO７０【アイドルショップ】

調査先５：サンマルクカフェ大阪戎橋店

調査先１：ジャニーズショップ(心斎橋)

調査先６：ドトール心斎橋 1 丁目店

調査先２：ハロープロジェクトオフィシャルショップ(心斎橋)
調査先３：artbox(なんば)

NO８１【ディスカウントショップ】

調査先４：K-BOOKS なんば壱番館

調査先１：ドンキホーテ道頓堀店

調査先５：韓流ショップ(鶴橋)

調査先２：ナカヌキヤ心斎橋店

調査先６：韓流ショップ(京橋)

調査先３：ジャパン針中野店

調査先７：AKB48 CAFE＆SHOP
NO８２【不思議スポット】
NO７１【古本まつり】

調査先１：中津高架下

調査先：ＯＲＣ２００

調査先２：全興寺(平野)
調査先３：新世界

NO７２【高野山】
NO８３【初詣】
NO７３【三ノ宮】

調査先１： 住吉大社
調査先２：今宮戎神社

NO７４【カラオケ】
調査先１：ジャンボカラオケ広場喜連瓜破店

NO８４【ハッピードリームサーカス】

調査先２：ビッグエコー千日前店
調査先３：シダックス住吉長居クラブ

NO８５【工場】
調査先１：ヤクルト神戸工場

NO７５【避難訓練】
調査先１：駒川公園

NO８６【フェリーターミナル】

調査先２：田辺小学校

調査先１：大阪港国際フェリーターミナル

調査先３：早川福祉会館

調査先２：コスモフェリーターミナル

調査先４：長居公園

調査先３：天保山客船ターミナル
調査先４：大阪南港フェリーターミナル

NO７６【大阪マラソン】

調査先５：キャプテンライン

調査先１：チャレンジランコース
調査先２：ミズノ大阪店

NO８７【天王寺七坂】
調査先１：真言坂、源聖寺坂、口縄坂、愛染坂、清水坂、天神坂、逢

NO７７【期間限定企画】

坂

調査先１：トリックアート(京セラドーム)
調査先２：タツノコプロ展(阪神百貨店)

NO８８【社会見学】

調査先３：相棒プレミアム２(大丸梅田店)

調査先１： アサヒビール吹田工場

調査先４：オクトーバーフェスト 2012(天王寺公園)
調査先５：水都大阪フェス 2012（中ノ島公園）

NO８９【川の駅】
調査先１：淀屋橋港

NO７８【障害者スポーツセンター】

調査先２：八軒家浜船着場

調査先１：長居障害者スポーツセンター

調査先３：はちけんや川の駅

調査先２：舞洲障害者スポーツセンター

調査先４：大阪国際会議場前港
調査先５：大阪国際会議場(川の駅)

NO７９【2012 年リニューアル】

調査先６：福島港(ほたるまち港)

調査先１：阪急三番街

調査先７：DOJIMA RIVER FORUM(川の駅)

調査先２：エキマルシェ大阪

調査先８：毛馬桜ノ宮公園

調査先３：阪急百貨店うめだ本店

調査先９：大阪城港

調査先 10：ぽんぽん船船着場
調査先 11：本町橋船着場

NO９６【半沢直樹ロケ地】

調査先 12：シティプラザ大阪(川の駅)

調査先１：阪急うめだ本店

調査先 13：太左衛門橋船着場

調査先２：ヒルトンプラザ
調査先３：恵比須

NO９０【ゲームセンター】

調査先４：新世界

調査先１：梅田エリア

調査先 5：戎橋

調査先２：なんばエリア

調査先 6：宗右衛門町

調査先３：あべのエリア

調査先 7：とんぼりリバーウォーク
調査先 8：相合橋

NO９1【バラ園】
調査先１：中之島公園バラ園

NO９７【オリンピック元候補地】

調査先２：鶴見緑地公園バラ園

調査先１：舞洲スポーツアイランド

調査先３：浜寺公園バラ庭園

調査先２：長居スタジアム

調査先４：服部緑地バラ園
NO９８【ガチャポン】
NO９2【オープンラッシュ 2013】

調査先１：ヨドバシカメラ梅田

調査先１：ビエラ森之宮

調査先２：ラウンドワン梅田

調査先２：天王寺 MIO プラザ館

調査先３：オタロード

調査先３：天王寺 ekimo

調査先４：ビックカメラ難波店

調査先４：あべの歩道橋
調査先５：グランフロント大阪

NO９９【忠臣蔵ゆかりの地】

調査先６：UMEGUL-BUS

調査先１：吉祥寺

調査先７：あべのハルカス近鉄本館タワー館

調査先２：青蓮寺

NO９３【七夕短冊】

NO100【専門店街】

調査先１：谷町 4 丁目駅

調査先１：阪急古書のまち

調査先２：大阪天満宮

調査先２：千日前道具屋筋商店街

調査先３：梅田スカイビル滝見小路

調査先３：黒門市場

調査先４：四天王寺

調査先４：道修町
調査先５：でんでんタウン

NO９４【クールスポット】

調査先６：松屋町筋商店街

調査先１：明治安田生命ビル横

調査先７：はきはきタウン

調査先２：生國魂神社

調査先８：ゆめっせ新大阪センイシティ

調査先３：生玉公園
調査先４：湊町浮庭橋
調査先５：うつぼ公園
調査先６：露天神社
調査先７：法善寺水掛不動
調査先８：大阪ステーションシティ風の広場、時空の広場
調査先９：玉出の滝
調査先 10：口縄坂
調査先 11：国際会議場
調査先 12：中ノ島駅周辺
調査先 13：とんぼりリバープレイス
調査先 14：みおつくしプロムナード
調査先 15：NU 茶屋町
NO９５【お化け屋敷】
調査先１：梅田ジョイポリス生人形、貞子３D
調査先２：呪い歯(梅田スカイビル)
調査先３：死ん装開店(心斎橋)
調査先４：死ん世界(新世界)
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NO101【えべっさん】

調査先４：セレッソ天然芝練習場(舞洲)

調査先１：西ノ宮神社

調査先５：キンチョースタジアム、ヤンマースタジアム

調査先２：堀川戎神社
調査先３：今宮戎神社

NO1１1【世界のクリスマス】
調査先１：北欧のクリスマス(阪急うめだ本店)

NO10２【節分祭】

調査先２：ドイツのクリスマス(梅田スカイビル)

調査先１：成田山不動尊

調査先３：ディズニーのクリスマス(グランフロント大阪)

調査先２：石切劔箭神社
調査先３：あびこ観音

NO1１２【映画味園ユニバースのロケ地】
調査先１：味園ビル

NO10３【気象庁植物季節観測用標本】

調査先２：難波 ROKETS 前

調査先１：王子動物園よめいよしの

調査先３：浪速公園

他

調査先２：大阪城西の丸庭園そめいよしの
NO１１３【六甲道駅ホーム柵】
NO10４【あべのハルカス】
調査先１：ハルカス３００(展望階)

NO1１４【摩耶山】

調査先２：フォトスポット
NO1１５【桃の節句＆端午の節句】
NO10５【阪神タイガース応援】

調査先１：大阪くらしの今昔館(桃の節句)

調査先１：阪神甲子園球場

調査先２：松屋町筋商店街(桃＆端午の節句)

調査先２：すさのお神社

調査先３：南港 ATC(端午の節句)

調査先３：ショップアルプス
調査先４：阪神百貨店タイガースショップ

NO1１６【空中散歩】
調査先１：もりのみやキュースモールベースのエアトラック

NO10６【ワールドカップ 2014 応援】

調査先２：梅田スカイビルの空中庭園

調査先１：阪急うめだ本店祝祭広場
調査先２：サッカーKAMO 梅田店

NO1１７【戦跡めぐり】

調査先３：DRUNK BEARS NU 茶屋町店

調査先１：戦艦大和展(南港 ATC)

調査先４：HUB なんばダ・オーレ店

調査先２：戦時中の動物園展(天王寺動物園)

調査先５：服部天神宮

調査先３：大阪城公園内の戦跡
調査先４：北野高校の機銃掃射跡

NO10７【千利休ゆかりの地】

調査先５：西淡路の高射砲台跡

調査先１：映画｢利休にかずねよ｣セットの待庵

調査先６：柴島浄水場の弾痕跡

調査先２：千利休屋敷跡

調査先７：森之宮神社の弾痕が残る狛犬台座

調査先３：武野屋敷跡

調査先８：田辺の模擬原爆投下跡地碑

調査先４：今井屋敷跡
調査先５：開口神社

NO1１８【２０１５年で１００周年】

調査先６：妙国寺

調査先１：高校野球１００周年で、甲子園、写真展

調査先７：妙法寺

調査先２：天王寺動物園１００周年

調査先８：堺トラム

調査先３：ムーミン作者生誕１００周年(阪急うめだ本店)
調査先４：コカコーラ 100 周年（ウエストハピネスラボ）

NO10８【ピンボール＆スマートボール】
調査先１：シルバーボールプラネット

NO119【足湯】

調査先２：ニュースター

調査先１：萬の湯健康足湯(梅田)
調査先２：箕面温泉ゆずるの足湯

NO10９【ロボット】

調査先３：箕面駅湯もみじの足湯

調査先１：パトレイバー(南港 ATC)

調査先４：京福電鉄嵐山駅足湯

調査先２：アンドロイドのミナミちゃん(大阪高島屋)

調査先５：ふれあい温泉矢田足湯
調査先６：源気温泉八尾おゆば足湯

NO1１０【セレッソ大阪応援】

調査先７：湯の華廊つかしん天然温泉足湯

調査先１：セレッソメガストア(南港 ATC)

調査先８：万博記念公園森の足湯

調査先２：セレッソカフェ(南港 ATC)

調査先９：歓喜の湯足湯(生駒)

調査先３：セレッソミュージアム(南港 ATC)

調査先 10:宝乃湯足湯(宝塚市)

調査先 11:シティプラザ大阪足湯
NO１２6【チョコレート】
NO１２０【あさがきた】

調査先 1：チョコレート展(グランフロント大阪)

調査先 1：ゆかりの地 11 箇所めぐり

調査先２：チョコレート博覧会(阪急うめだ本店)

調査先２：NHK 大阪放送局、セット展示

調査先３：バレンタインスタジアム(阪神百貨店)
調査先４：ショコラブティックレコラ(リーガロイヤルホテル)

NO１２１【昔話発祥の地】

調査先５：GODIVA(ららぽーとエキスポシティ)

調査先 1：一寸法師（住吉大社）

調査先６：マックスブレナー(ルクアイーレ)

調査先２：一寸法師（浮世小路）
調査先３：七夕伝説（京阪「枚方市」駅前）

NO１27【映画破門ロケ地】

調査先 4：七夕伝説（かささぎ橋）

調査先 1：はんば Hatch

調査先５：七夕伝説（天津橋）

調査先２：アメリカ村

調査先 6：七夕伝説（機物神社）

調査先３：あべのハルカス

NO１２２【ポケモン GO】

NO１２8【団子】

調査先１：難波千日前

調査先 1：おはぎの丹波屋駒川店
調査先２：長居公園

NO１２３【ゴジラ破壊】

調査先３：喜八洲総本舗あべのハルカス店

調査先１：ツイン２１

調査先４：甘党まえだあべのキューズモール店

調査先２：大阪城

調査先５：阿倍野団子

調査先３：天保山

調査先６：桃ヶ池公園
調査先７：ファミリーマート東天満店

NO１２４【真田幸村＆大坂の陣】

調査先８：毛馬桜ノ宮公園

調査先 1：真田丸展(大丸梅田店)

調査先９：OAP プラザ

調査先２：安居神社

調査先 10:大阪天満宮

調査先３：三光神社
調査先４：茶臼山

NO１２9【将棋】

調査先５：鎌八幡

調査先 1：
「3 月のライオン展」(NU 茶屋町)

調査先６：真田丸顕彰碑

調査先２：「羽海野チカの世界展」(大丸梅田本店)

調査先７：四天王寺庚申堂

調査先３：関西将棋会館

調査先８：心眼寺

調査先４：更科食堂(村山聖棋士ゆかり)

調査先９：真田幸村緒戦勝利之碑

調査先５：前田アパート(村山棋士ゆかり)

調査先 10:大阪城

調査先６：王将碑(通天閣下)

調査先 11:真田幸村休憩所

調査先７：将棋クラブ(ジャンジャン横丁)

調査先 12:志紀長吉神社
調査先 13:樋尻口地蔵堂

NO１30【ハートフルゲート】

調査先 14:平野郷樋尻口門跡

調査先 1：大仙公園

調査先 15:全興寺
調査先 16:誉田八幡宮

NO１31【鉄ちゃん】

調査先 17:応神天皇陵古墳

調査先 1：
「夢の超特急展」(大阪高島屋)

調査先 18:大坂夏の陣道明寺合戦記念碑

調査先２：SANZEN 広場(くずはモール)

調査先 19:道明寺天満宮

調査先３：新幹線公園(摂津市)

調査先 20:玉手山公園

調査先４：鳥飼車両吉基地

調査先 21:安藤正次墓所

調査先５：梅小路蒸気機関車館

調査先 22:本町橋

調査先６：浜寺公園交通遊園

調査先 23:常光寺

調査先７：ヨドバシカメラ鉄道模型専門ストア

調査先 24:鴫野古戦場碑

調査先８：プラレールショップ(大丸梅田店)

調査先 25:やつるぎ神社

調査先９：鉄道模型の店ポポンデッタ(ららぽーとエキスポシティ)

調査先 26:熊野大神宮

調査先 10:ホビーランドぽち(日本橋)
調査先 11:鉄道コーナー(大丸心斎橋店)

NO１２5【阪堺電車】

調査先 12:近鉄古市駅すぐの線路

調査先 1：天王寺駅前停留所

調査先 13:エヴァンゲリオンプロジェクト(新幹線新大阪駅)

調査先２：すみよし停留所

調査先 14:百済貨物ターミナル駅

調査先 15:NPO ちゅうぶの屋上

調査先６：景品付き自販機(新世界)
調査先７：ガジェットベンダー自販機(日本橋)

NO１32【廃線めぐり】

調査先８：激安自販機(今川)

調査先 1：南海平野線跡

調査先９：牛乳自販機(田辺)

調査先２：阪和貨物線跡

調査先 10:誕生日新聞自販機(大丸梅田店)
調査先 11:3 ヶ国語対応自販機(イオンドーム前店)

NO１33【ポケモン GO の 1 年後】

調査先 12:踊れるアイスクリーム自販機(あべのキューズモール)
調査先 13:お菓子いろいろ自販機(JR 天王寺駅構内)

NO１3４【鮮魚】

調査先 14:ファストフード自販機（JR 天王寺駅構内）

調査先 1：中ノ島漁港

調査先 15:ハンコ自販機(アリオ八尾)

調査先２：街のみなと堺店

調査先 16:車イス用ボタンありタバコ自販機(アリオ八尾)

調査先３：街のみなと八尾店

調査先 17:チケット自販機（チケットスーパー鶴橋店）

調査先４：街のみなとりんくうタウン店

調査先 18:ポン酢自販機(鶴橋商店街)

調査先５：泉佐野漁業協同組合青空市場
調査先６：泉佐野漁港

NO１39【キャラクターショップ】

調査先７：木津卸売市場

調査先 1：ムーミンショップ(ルクア大阪)

調査先８：大阪鶴橋鮮魚卸売市場

調査先２：コナンカフェ(JR 大阪駅時空の広場)

調査先９：黒門市場

調査先３：ゲーム付き自販機(心斎橋ビックステップ)

調査先 10:大阪市中央卸売市場

調査先４：ワンピース麦わらショップ(あべのキューズモール)

調査先 11:大阪市東部中央卸売市場

調査先５：妖怪ウォッチ妖怪タウン(近鉄あべのハルカスウィング店)

調査先 12:出島漁港(とれとれ市場)

調査先６：ガンダムスクエア＆ガンダムカフェ(エキスポシティ)

調査先 13:かっぱ寿司中山寺店

調査先７：エヴァンゲリオンストア(ルクアイーレ)

調査先 14:かっぱ寿司喜連瓜破店

調査先８：ディズニーストア(ルクア大阪店)

調査先 15:くら寿司出戸店

調査先９：ディズニーストア(あべのキューズモール店)
調査先 10:スヌーピーショップ(あべのキューズモール店)

NO１35【ブックカフェ】

調査先 11:ジャンプショップ(ユニバーサルシティウォーク)

調査先 1：蔦谷書店(枚方‐T サイト)
調査先２：蔦谷書店(梅田ルクアイーレ)

NO１40【季節の花】

調査先３：ザ･ロビー(阪急百貨店メンズ館)

調査先 1：舞洲ゆり園のゆり

調査先４：スタンドブックストア（NU 茶屋町）

調査先２：白鷺公園のハス

調査先 5：スタンドブックストア（あべのフープ）

調査先３：万博記念公園のコスモス畑

NO１36【スポーツメーカー】

NO１41【大階段】

調査先 1：ナイキ大阪ランニング

調査先 1：フェスティバルホール

調査先２：プーマストア大阪

調査先２：心斎橋ビックステップ

調査先３：アディダスパフォーマンスセンター大阪

調査先３：グランフロント大阪

調査先４：ミズノ大阪店

調査先４：スパワールド
調査先５：JR 京都駅

NO１37【北欧めぐり】

調査先６：南海難波駅

調査先 1：北欧ヒンメリとクリスマスマーケット(阪急うめだ本店)

調査先７：朝日放送

調査先２：北欧フェア(阪急うめだ本店)

調査先８：湊町リバープレイス

調査先３：ムーミンマーケット(阪急うめだ本店)
調査先４：フライングタイガーあべの店

NO１42【ご当地グルメ】

調査先５：フライングタイガー心斎橋店

調査先 1：甲子園カレー

調査先６：ムーミンスタンド(ユニバーサルシティウォーク)

調査先２：甲子園かちわり氷

調査先７：ムーミンショップ(ルクア大阪店)

調査先３：京橋駅フランクフルト
調査先４：箕面もみじの天ぷら

NO１3８【変り種自動販売機】
調査先 1：スターウォーズコラボ自販機(南海なんば駅))

NO１43【ご当地キティちゃん】

調査先２：炭火焼きあご入りだし自販機（千林）

調査先 1：キティアート展

調査先３：ゲーム付き自販機(心斎橋ビックステップ)

調査先２：天保山マーケットプレイス

調査先４：昆布自販機(田辺、あべの)

調査先３：すさのお神社

調査先５：景品付き自販機(日本橋)

調査先４：梅田スカイビル

調査先５：新幹線「新大阪」駅
調査先６：こち亀展(大丸心斎橋店)
調査先７：阪堺電車
調査先８：地下鉄東梅田駅
NO１44【トリックアート展】
調査先 1：大阪ステーションシティ時空の広場
調査先２：京セラドーム大阪スカイホール
調査先３：大丸心斎橋店
調査先４：大丸梅田店
調査先５：JR 大阪駅周辺地下
NO１45【期間限定企画】
調査先 1：尾崎豊展(心斎橋ビックステップ)
調査先２：エヴァンゲリオンと日本刀展（大阪歴史博物館）
調査先３：みんなのサザエさん展（大丸心斎橋店）
調査先４：アンパンマンとやなせたかし展（

〃 ）

調査先５：甦る恐竜王国（ 〃 ）
調査先 6：いぬ・ぱんだ展（ 〃 ）
調査先 7：アリスインサイエンスワールド（
調査先 8：CAT ART 美術館（ 〃

〃 ）

）

調査先９：ピクサーアドベンチャー（

〃 ）

調査先 10：くれよんしんちゃん展（

〃 ）

調査先 11：こち亀展（ 〃 ）
調査先 12：篠山紀信写真力（グランフロント大阪）
調査先 13：エヴァンゲリオン展（阪急うめだ本店）
調査先 14：アートアクアリウム展（

〃 ）

調査先 15：ハローキティアート展（

〃 ）

調査先 16：近藤喜文展（ 〃 ）
調査先 17：恐竜ランド（ 〃 ）
調査先 18：ディズニーライフスタイルコレクション（ 〃 ）
調査先 19：フラワーガーデン（大阪ステーションシティ時空の広場）
調査先 20：ミッフィー展（大丸うめだ店）
NO１46【コネタ集】
調査先 1：コラボラピート
調査先２：顔はめ看板
調査先３：発祥の地
調査先４：雑貨店
調査先５：無料の展望スペース
調査先 6：マリーナ

わたし

がいしゅつ

私たちもどんどん外出 して、もっとも
くるま

あた

まえ

っと、車 イスでも当たり前にどこにで
れ
もいける社会になりますように････
しゃかい

