
※1　点検は、朝・夕ラッシュを避けた時間帯（9:00～17:00）にて行います。

※2　不良部品の交換等が必要となった場合は、緊急作業（延長作業）を行う場合があります。

※3　各駅周辺のイベント開催等により、中止及び作業日程変更する場合があります。

※4　HPアップは、日程調整のため遅くなることがあります。

た行

行 駅 設置場所 停止階 １回目 ２回目

た 太子橋今市駅 3号出入口 コンコース階～地上 4日 18日

た 太子橋今市駅 今里筋線東改札 今里筋線ホーム～コンコース階 5日 19日

た 太子橋今市駅 今里筋線ホーム（北側） 今里筋線ホーム～谷町線ホーム 11日 25日

た 太子橋今市駅 今里筋線谷町線連絡通路 今里筋線コンコース階～谷町線コンコース階 11日 25日

た 大正駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 8日 22日

た 大正駅 4号出入口 コンコース階～地上 8日 22日

だ だいどう豊里駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 1日 15日

だ だいどう豊里駅 2号出入口 コンコース階～駐輪場階 1日 15日

だ だいどう豊里駅 コンコース階 コンコース階～地下1階 1日 15日

だ だいどう豊里駅 1号出入口 地下1階～地上 1日 15日

だ 大日駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 5日 19日

た 高井田駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 8日 22日

た 田辺駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 9日 23日

た 谷町九丁目駅 3号出入口 コンコース階～地上 12日 25日

た 谷町九丁目駅 千日前線西改札 千日前線ホーム～谷町線上りホーム 12日 25日

た 谷町九丁目駅 千日前線中改札 千日前線ホーム～谷町線下りホーム 12日 25日

た 谷町九丁目駅 4号出入口 コンコース階～地上 11日 25日

た 谷町四丁目駅 谷町線北改札 谷町線下りホーム～コンコース階 4日 18日

た 谷町四丁目駅 谷町線北改札 谷町線上りホーム～コンコース階 4日 18日

た 谷町四丁目駅 谷町線南改札 谷町線上りホーム～コンコース階 5日 19日

た 谷町四丁目駅 8号出入口 コンコース階～地上 5日 19日

た 谷町四丁目駅 中央線東改札 中央線下りホーム～コンコース階 3日 17日

た 谷町四丁目駅 中央線東改札 中央線上りホーム～コンコース階 3日 17日

た 谷町四丁目駅 谷町線南改札 谷町線下りホーム～コンコース階 12日 26日

た 谷町四丁目駅 中央線連絡通路 中央線下りホーム～連絡通路 2日 16日

た 谷町四丁目駅 中央線連絡通路 中央線上りホーム～連絡通路 2日 16日

た 谷町四丁目駅 谷町線中改札 谷町線上りホーム～中央線下りホーム 12日 26日

た 谷町六丁目駅 谷町線コンコース階 谷町線ホーム～コンコース階 4日 23日

た 谷町六丁目駅 3号出入口 コンコース階～地上 23日 －

た 谷町六丁目駅 長堀鶴見緑地線西改札 長堀鶴見緑地線ホーム～コンコース階 4日 23日

た 谷町六丁目駅 7号出入口 コンコース階～地上 4日 23日

た 玉川駅 北東改札 下りホーム～地上 9日 24日

た 玉川駅 3号出入口 上りホーム～地上 9日 24日

た 玉造駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 9日 23日

た 玉造駅 6号出入口 コンコース階～地上 9日 23日

た 玉出駅 南改札 ホーム～コンコース階 10日 24日

た 玉出駅 南改札 コンコース階～地上 10日 24日

つ 鶴橋駅 西改札 ホーム～コンコース階 8日 22日
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行 駅 設置場所 停止階 １回目 ２回目

つ 鶴橋駅 4号出入口 コンコース階～地上 8日 22日

つ 鶴見緑地駅 2号出入口 地上～コンコース階 5日 18日

つ 鶴見緑地駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 8日 22日

で 出戸駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 4日 22日

で 出戸駅 2号出入口 地下通路～地上 11日 25日

で 出戸駅 2号出入口 コンコース階～地下通路 11日 25日

て 天下茶屋駅 コンコース階 2･3番線ホーム～コンコース階 12日 26日

て 天下茶屋駅 コンコース階 1番線ホーム～コンコース階 12日 26日

て 天神橋筋六丁目駅 谷町線コンコース階 谷町線ホーム～谷町線コンコース階 11日 24日

て 天神橋筋六丁目駅 谷町線コンコース階 堺筋線コンコース階～谷町線コンコース階 11日 24日

て 天神橋筋六丁目駅 堺筋線コンコース階 堺筋線ホーム～堺筋線コンコース階 2日 15日

て 天王寺駅 御堂筋線東改札 御堂筋線下りホーム～コンコース階 2日 16日

て 天王寺駅 御堂筋線東改札 御堂筋線上りホーム～コンコース階 2日 16日

て 天王寺駅 谷町線北改札 谷町線下りホーム～コンコース階 4日 18日

て 天王寺駅 谷町線北改札 谷町線上りホーム～コンコース階 4日 18日

て 天王寺駅 谷町線北改札 コンコース階～アベノ地下センター 3日 17日

て 天王寺駅 御堂筋線西改札 御堂筋線上りホーム～コンコース階 2日 16日

て 天王寺駅 谷町線南改札 谷町線下りホーム～コンコース階 11日 25日

て 天王寺駅 谷町線南改札 谷町線上りホーム～コンコース階 8日 22日

て 天満橋駅 北改札 ホーム～コンコース階 3日 23日

て 天満橋駅 南改札 コンコース階～地上 2日 23日

て 天満橋駅 南改札 ホーム～コンコース階 1日 26日

ど 動物園前駅 5号出入口 コンコース階～地上 10日 22日

ど 動物園前駅 北改札 堺筋線ホーム～御堂筋線下りホーム 2日 16日

ど ドーム前千代崎駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 11日 25日

ど ドーム前千代崎駅 1号出入口 コンコース階～地下1階 11日 25日

と トレードセンター前駅 コンコース階 ホーム～コンコース階 11日 24日


