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地区 地下街名・地下駅名 地下街・駅管理者 接続ビル建物名   

大阪駅 

周辺 

ホワイティうめだ 大阪地下街㈱ ABC-MART梅田ビル  1 

ヘップファイブ  2 

ヘップナビオ  3 

梅田阪急ビル  4 

阪急グランドビル  5 

OSビル  6 

大阪富国生命ビル  7 

パインラーク梅田ビル＜工事中＞   

曽根崎警察署  8 

ZETTA 清蓮ビル  9 

曽根崎ビル＜工事中＞   

AD ビル梅田  10 

梅田セントラルビル  11 

大阪日興ビル  12 

阪急三番街（阪急ターミナルビル、阪急梅田駅）  13 

メッセージ梅田ビル  14 

コフレ梅田  15 

清和梅田ビル  16 

YANMAR FLYING-Yビル  17 

OIT 梅田タワー  18 

新阪急ビル＜工事中＞   

大阪駅前ダイヤモンド地下街 

（ディアモール大阪） 

大阪市街地開発㈱ 大阪第一生命ビル  19 

梅田スクエアビル  20 

梅田 DTタワー  21 

イーマビル  22 

㈱大阪マルビル  23 

大阪駅前第１ビル  24 

大阪駅前第２ビル  25 

大阪駅前第３ビル  26 

大阪駅前第４ビル  27 

桜橋駐車場・曽根崎地下歩道  28 

大阪神ビル  29 

ドージマ地下センター ㈱ドーチカ 西梅田 MIDビル  30 

堂島アバンザビル  31 

近鉄堂島ビル  32 

紀陽ビル  33 

堂島グランドビル  34 

ホテルエルセラーン大阪  35 

西梅田地下道 西梅田地下道管理協議会 ハービス ENT  36 

ハービス OSAKA  37 

パシフィックマークス西梅田  38 

大阪モード学園・HAL大阪  39 

大和ハウス大阪ビル  40 

梅田ダイビル  41 

マルイト西梅田ビル  42 

明治安田生命大阪梅田ビル  43 

大阪中央病院  44 

毎日新聞ビル  45 

ヒルトンプラザウエスト  46 

ブリーゼタワー  47 

大阪駅前地下道 大阪市建設局 大阪神ビル【再掲】   

サウスゲートビル  48 

梅田阪急ビル【再掲】   

大阪第一生命ビル【再掲】   

新阪急ビル＜工事中＞【再掲】   

ヒルトンプラザイースト  49 

地下鉄 梅田駅 

（御堂筋線） 

大阪市交通局 ヨドバシカメラ梅田店  50 

ノースゲートビル  51 

阪急三番街【再掲】   

梅田阪急ビル【再掲】   

地下鉄 東梅田駅 

（谷町線） 

大阪市交通局 清和梅田ビル【再掲】   

コフレ梅田【再掲】   

梅田セントラルビル【再掲】   

大阪日興ビル【再掲】   

地下鉄 西梅田駅 

（四つ橋線） 

大阪市交通局 ヒルトンプラザイースト【再掲】   

ハービス ENT【再掲】   

ヒルトンプラザウエスト【再掲】   

大阪駅前第１ビル【再掲】   

西梅田 MIDビル【再掲】   

JR 北新地駅 

（JR東西線） 

西日本旅客鉄道㈱ 

関西高速鉄道㈱ 

大阪駅前第２ビル【再掲】   

阪神 梅田駅 

（阪神本線） 

阪神電気鉄道㈱ 大阪神ビル【再掲】   

地下街・地下道、地下駅、接続ビル等 (その 1) 2018.3.27 
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地区 地下街名・地下駅名 地下街・駅管理者 接続ビル建物名   

中之島 中之島地下街 ㈱朝日ビルディング 中之島フェスティバルタワー  1 

中之島フェスティバルタワー・ウエスト  2 

地下鉄 肥後橋駅 

（四つ橋線） 

大阪市交通局 大同生命大阪本社ビル  3 

アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉  4 

ワキタ本社ビル  5 

新石原ビル  6 

ディーグラフォート大阪 NYタワー肥後橋  7 

パシフィックマークス肥後橋  8 

損保ジャパン日本興亜肥後橋ビル  9 

明治安田生命肥後橋ビル  10 

ろうきん肥後橋ビル  11 

京阪 渡辺橋駅 

（京阪中之島線） 

京阪電気鉄道㈱ 

中之島高速鉄道㈱ 

中之島ダイビル  12 

中之島三井ビルディング  13 

中之島フェスティバルタワー・ウエスト【再掲】   

淀屋橋 

・北浜 

地下鉄 淀屋橋駅 

（御堂筋線） 

 

大阪市交通局 

 

日本生命保険相互会社本店  1 

ヒューリック大阪ビル  2 

淀屋橋三井ビルディング  3 

三井住友海上大阪淀屋橋ビル  4 

三菱東京 UFJ銀行大阪ビル＜工事中＞   

大阪朝日生命館  5 

明治安田生命大阪御堂筋ビル  6 

京阪 淀屋橋駅 

（京阪本線） 

京阪電気鉄道㈱ 京阪御堂筋ビル  7 

日土地淀屋橋ビル  8 

松崎・児島・京阪合同ビル  9 

大阪島ビル  10 

日本生命淀屋橋ビル  11 

大阪信愛ビル  12 

京阪淀屋橋ビル  13 

資生堂大阪ビル  14 

淀屋橋スクエア  15 

大阪グリーンビル  16 

大阪シティ信用金庫本店  17 

エスリード北浜  18 

平和不動産北浜ビル  19 

京阪 北浜駅 

（京阪本線） 

京阪電気鉄道㈱ 旧北浜三泉ビル＜工事中＞   

北浜中央ビル  20 

大阪証券取引所ビル  21 

北浜一丁目平和ビル  22 

北浜野村ビル  23 

地下鉄 北浜駅 

（堺筋線） 

大阪市交通局 大阪証券取引所ビル【再掲】   

北浜中央ビル【再掲】   

北浜富士ビル  24 

The Kitahama  25 

ダイワロイネットホテル大阪北浜  26 

地下街・地下道、地下駅、接続ビル等 (その 2) 
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地区 地下街名・地下駅名 地下街・駅管理者 接続ビル建物名  

心斎橋 クリスタ長堀 クリスタ長堀㈱ ホワイトドームプラザ 1 

キュープラザ心斎橋 2 

長堀駐車場 3 

地下鉄 心斎橋駅 

（御堂筋線、長堀鶴見緑地線） 

大阪市交通局 心斎橋プラザビル 4 

心斎橋東急ビル 5 

大丸心斎橋店 6 

心斎橋 OPA本館 7 

オー・エム・ホテル日航ビル 8 

地下鉄 四ツ橋駅 

（四つ橋線） 

大阪市交通局 ホワイトドームプラザ【再掲】  

四ツ橋ビルディング 9 

MT長谷ビル 10 

地下鉄 長堀橋駅 

（堺筋線、長堀鶴見緑地線） 

大阪市交通局 長堀プラザビル 11 

難波 なんばウォーク 大阪地下街㈱ 御堂筋グランドビル 1 

北極星ビル 2 

東亜ビル 3 

難波第一ビル 4 

三栄御堂筋ビル 5 

近鉄難波ビル 6 

アークなんばビル 7 

難波御堂筋ビル 8 

エスカールなんばビル（ビッグカメラ） 9 

ミフネビル 10 

なんばウォーク（虹のまちビル）  

ラウンドワンビル 11 

NAMBAなんなん 大阪地下街㈱ 南海ターミナルビル 12 

南海ターミナルビル（高島屋 大阪店） 13 

難波センタービル 14 

東宝南街ビル（なんばマルイ） 15 

なんなん会館 16 

地下鉄 なんば駅 

（御堂筋線、千日前線） 

大阪市交通局 東宝南街ビル（なんばマルイ）【再掲】  

イチエイ総合ビル 17 

コックドールビル 18 

難波御堂筋センタービル 19 

難波御堂筋ビル【再掲】  

ナンバヒップス 20 

東亜ビル【再掲】  

難波第一ビル【再掲】  

三栄御堂筋ビル【再掲】  

御堂筋グランドビル【再掲】  

近鉄 大阪難波駅 

（近鉄難波線） 

近畿日本鉄道㈱ 近鉄難波ビル【再掲】  

地下鉄 なんば駅 

（四つ橋線） 

大阪市交通局 湊町リバープレイス 21 

マルイト難波ビル 22 

JR 難波駅 

（関西本線） 

西日本旅客鉄道㈱   

地下鉄 日本橋駅 

（千日前線、堺筋線） 

大阪市交通局 日本一ビル 23 

近鉄日本橋駅 

（近鉄難波線） 

近畿日本鉄道㈱   

天王寺 あべちか 大阪地下街㈱ 天王寺ミオプラザ館 1 

阿倍野南北線公共地下通路 大阪市都市整備局 あべの nini 2 

あべのキューズタウン 3 

阪堺電気軌道上町線天王寺駅前停留所 4 

地下鉄 天王寺駅 

（御堂筋線、谷町線） 

大阪市交通局 アベノセンタービル 5 

きんえいアポロビル 6 

あべのルシアス 7 

地下街・地下道、地下駅、接続ビル等 (その 3) 


