No.

書誌ID
雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
記事タイトル（抄）
1 5113956460 SPA! 2016-1-12合併号 / 第65巻 第3号 / 3478号
p.22-23
猪瀬 直樹
次は2025年・大阪万博を獲りにいく
2 5114151078 選択 2016年8月 / 42巻 8号 / 498号
p.51
万博の夢よ、もう1度
3 5114165051 サンデー毎日 2016-9.18 / 第95巻 第40号 / 5358号
p.30
粟野 仁雄
東京が2度目なら大阪も･･･？
4 5114203497 週刊新潮 [2016年]11月17日号 / 第61巻 第44号 / 3063号 p.108-109 ﾔﾝ・ﾃﾞﾝﾏﾝ
万博という夢
5 5114197616 実業界 2016-12 / No.1054
p.28
大阪万博'25: 招致失敗五輪用地
6 5114218793 週刊エコノミスト 2016-12/13 / 第94巻 第50号 / 4479号
p.17
大阪万博に奔走する経産省 官邸が狙う維新の取り込み
7 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2017年1月23日
p.58
大阪鉄道網 関空とのアクセスを強化
8 5114236336 リベラルタイム 2017-2 / 第17巻 第2号 / 189号
p.14
IR(カジノ)法 スピード成立の裏に「大阪万博」と「陛下の譲位」
9 5114264862 新建築 2017-3 / 第92巻 3号
p.15
2025年の大阪万博誘致を目指し、3月下旬に誘致委員会設立
10 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2017年3月13日
p.19
山崎 一邦
日建連次期会長に大成建設の山内氏、経団連副会長にも内定
11 5114272063 週刊エコノミスト [2017]-3/27号臨増 / 第95巻 第12号 / 4493号
p.3-114
【特集】大阪万博IR / リニアが来る！
12 5114301704 日経アーキテクチュア 2017年4月27日号 / 1094号
p.10
谷口 りえ
2025年大阪万博の誘致を決定
13 5114303453 月刊THEMIS（テーミス） 2017年5月 / 26巻 5号 / 295号
p.26-27
確固たる信念か勇み足発言か橋下徹･･･IRや万博で大阪を活性化･
14 5114303428 リベラルタイム 2017-6 / 第17巻 第6号 / 193号
p.16
万博誘致の経済効果は1.9兆円
15 5114310069 財界 2017-6/6 / 第65巻 第12号 / 1626号
p.92-93
堺屋 太一
万国博覧会を成功させよう
16 5114318312 群像 2017-7 / 第72巻 第7号
p.292-293 近藤 正高
知への嫌悪を乗り越える知を
17 5114337353 Voice [2017]-8 / 476号
p.160-167 松井 一郎
大阪万博の誘致について語る
18 5114363864 KANSAI空港レビュー 2017年8月 / 第465号
p.10-23
溝畑 宏
大阪の都市魅力創造と観光戦略
19 5114345186 経済界 2017-9月号 / 第52巻 13号 / No.1093
p.18-21
松本 正義 他 2025大阪万博で関西、日本は飛躍する
20 5114375621 経済界 2017-11月号 / 第52巻 15号 / No.1095
p.44-47
鈴木 博之
万博とMICE・IRの夢洲への誘致こそが関西経済活性化の近道だ
21 5114391107 プレジデント 2017.11.13号 / 第55巻 第23号 / 986号
p.122-123 大前 研一
万博誘致に益なし、わが大阪メガシティ構想
22 5114403507 週刊文春 [2017年]11月23日号 / 第59巻 第44号 / 2946
p.16-17
芦部 聡
ダウンタウンと松井一郎大阪府知事
23 5114442676 週刊新潮 [2018年]2月8日号 / 第63巻 第5号 / 3123号
p.35
大阪も見習う？2025パリ万博や～めた！
24 5114444448 選択 2018年2月 / 44巻 2号 / 516号
p.51
万博誘致「パリ撤退」は朗報か？
25 5114447988 財界 2018-2/27 / 第66巻 第5号 / 1643号
p.104
大阪万博に突然の追い風 パリの辞退で楽観論広がる（経産省）
26 5114455995 財界 2018-3/13 / 第66巻 第6号 / 1644号
p.58-61
松本 正義 他 2025年大阪万博誘致を関西発展の起爆剤に
27 5114455995 財界 2018-3/13 / 第66巻 第6号 / 1644号
p.62-63
鈴木 博之
2025年大阪万博招致成功を！
28 5114464029 週刊エコノミスト [2018]-3/26号臨増 / 第96巻 第12号 / 4543号
p.3-62
ザ・関西 VOL.5 来たれ!2025年万博∥毎日新聞出版∥330
【特集】来たれ！2025年万博
29 5114464145 財界 2018-3/27 / 第66巻 第7号 / 1645号
p.88-89
堺屋 太一
熾烈な万国博開催権競争
30 5114464037 プレジデント 2018.4.2号 / 第56巻 第7号 / 995号
p.16
堺屋 太一
大阪万博誘致を楽観視するな
31 5114474649 Sports Graphic Number [2018]-4/12 / 第39巻 第8号 / 949p.114
おぐらりゅうじ 新刊ドラフト会議『オリンピックと万博』
32 5114486315 生産と技術 2018年4月春号上巻 / 70巻 2号
p.8-20
溝畑 宏
関西を観光で元気にする: 大阪の発展、IRから万博へ
33 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2018年4月23日
p.23
山崎 一邦
御堂筋で「全面歩道化」構想、まず側道の車両排除
34 5114468468 航空情報 ( AIREVIEW ) 2018-5 / 第68巻 5号 / No.896
p.24
航空会社で初ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝが2025万博誘致ｼﾞｪｯﾄを就航
35 5114470678 経済界 2018-5月号 / 第53巻 6号 / No.1103
p.84-85
関西が世界に発信する未来社会のデザインとは
36 5114470678 経済界 2018-5月号 / 第53巻 6号 / No.1103
p.95-96
2025年の大阪万博で広がる関西と日本の可能性
37 5114475482 AIRLINE 2018-5 / 第38巻 第6号 / 467号
p.82
ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ、peach 2025万博誘致をｻﾎﾟｰﾄ：1970年の感動をも
38 5114497868 財界 2018-5/29 / 第66巻 第11号 / 1649号
p.24-27
松井 一郎
日本の新しい仕組みづくりへ
39 5114508284 日経ビジネス 2018年6月4日 / 1944号
p.68-69
石川 智久
万博をベンチャーの登竜門へ
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No.
書誌ID
雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
40 5114513517 女性セブン [2018年]6月28日号 / 第56巻 第23号 / 第2616号
p.136-139 山田 直稔 他
41 5114519216 財界 2018-7/10 / 第66巻 第14号 / 1652号
p.110-111 堺屋 太一
42 5114560221 週刊ダイヤモンド 2018-9/22 / 第106巻 36号 / 4745号
p.68-69
毛利 英昭
43 5114556429 財界 2018-9/25 / 第66巻 第19号 / 1657号
p.90-91
堺屋 太一
44 5114575116 週刊エコノミスト 2018-10/23 / 第96巻 第41号 / 4572号
p.15
45 5114578998 財界 2018-11/6 / 第66巻 第22号 / 1660号
p.102-103 堺屋 太一
46 5114578929 プレジデント 2018.11.12号 / 第56巻 第22号 / 1010号
p.16
橋下 徹
47 5114587604 週刊文春 [2018年]11月15日号 / 第60巻 第43号 / 2994
p.39
飯島 勲
48 5114586358 サンデー毎日 2018-11.18 / 第97巻 第62号 / 5504号
p.38-41
内田 樹
49 5114601149 週刊金曜日 2018-11-30 / 第26巻 第45号 / 1211号
p.27
粟野 仁雄
50 5114578927 経済界 2018-12月号 / 第53巻 14号 / No.1111
p.14-17
榊原 定征 他
51 5114593831 財界 2018-12/4 / 第66巻 第24号 / 1662号
p.60-62
堂場 伊作
52 5114593831 財界 2018-12/4 / 第66巻 第24号 / 1662号
p.104-105 堺屋 太一
53 5114600278 週刊新潮 [2018年]12月6日号 / 第63巻 第46号 / 3164号 p.16-17
54 5114602965 週刊東洋経済 2018-12/8 / 第6830号
p.96-97
55 5114598660 サンデー毎日 2018-12.9 / 第97巻 第66号 / 5508号
p.158
56 5114607360 日経ビジネス 2018年12月10日 / 1970号
p.12
吉岡 陽
57 5114604756 週刊新潮 [2018年]12月13日号 / 第63巻 第47号 / 3165号 p.37-38
58 5114604756 週刊新潮 [2018年]12月13日号 / 第63巻 第47号 / 3165号 p.61
古市 憲寿
59 5114604757 週刊文春 [2018年]12月13日号 / 第60巻 第47号 / 2998
p.49
60 5114611186 日経アーキテクチュア 2018年12月13日号 / 1133号
p.8-10
菅原 由依子
61 5114611186 日経アーキテクチュア 2018年12月13日号 / 1133号
p.85
宮沢 洋
62 5114603055 週刊朝日 [2018]-12･14 / 第123巻 第67号 / 5548号
p.25
63 5114601148 FRIDAY [2018]-12/14 / 第35巻 第50号 / 第1877号
p.66-67
やまだともカズ
64 5114610226 週刊金曜日 2018-12-14 / 第26巻 第47号 / 1213号
p.59
宮本 徹
65 5114607312 週刊東洋経済 2018-12/15 / 第6831号
p.63
66 5114614968 週刊金曜日 [2018]-12-21合併号 / 第26巻 第48号 / 1214号p.32
横田 一
67 5114607458 サンデー毎日 2018-12.23 / 第97巻 第69号 / 5511号
p.46
荻原 博子
68 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2018年12月24日
p.24-25
夏目 貴之
69 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2018年12月24日
p.74-79
野中 賢
70 5114618512 日経アーキテクチュア 2018年12月27日号 / 1134号
p.12
71 5114616709 週刊東洋経済 [2018]-12/29 / 第6833号
p.103
72 5114616709 週刊東洋経済 [2018]-12/29 / 第6833号
p.109
73 5114616709 週刊東洋経済 [2018]-12/29 / 第6833号
p.164-165
74 5114616709 週刊東洋経済 [2018]-12/29 / 第6833号
p.179
75 5114616709 週刊東洋経済 [2018]-12/29 / 第6833号
p.199
76 5114616710 週刊ダイヤモンド 2018-12/29新年合併特大号 / 第107巻 1号
p.196
/ 4759号
77 5114607319 プレジデント 2018.12.31号 / 第56巻 第25号 / 1013号
p.17
橋下 徹
78 5114607319 プレジデント 2018.12.31号 / 第56巻 第25号 / 1013号
p.122-127
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記事タイトル（抄）
オリンピックおじさん×万博おばさん
「2025年万国博」に全力を
カジノ・万博誘致、再開発計画で沸く大阪ワンルーム投資
「万国博展」に是非どうぞ
台風での関空閉鎖響く？大阪万博誘致に悲観論
万博の活気をもう一度
実現するか「大阪万博」
大阪万博、油断は禁物
あらかじめ失われた大阪万博の熱
「大阪万博」が決定 狙いは「賭博王国」づくり
大阪万博を日本経済の起爆剤に
オールジャパン体制で誘致活動を展開 関西経済再生の「切り札」大
日本に活気を、若者に夢を、「極めて重要」な次期万国博
gamble ゴミに咲く夢 2025年大阪万博決定 （グラビア）
膨らむ「大阪復権」の夢-大阪万博再来で始まる費用とカジノの綱引き
大阪万博会場夢洲の環境問題: よみがえる豊洲市場の“悪夢”
万博開催決定、IR誘致に沸く 大阪、止まらぬ「インバウンド依存」
万博決定に大はしゃぎ「橋下徹」は「衆参W選の顔」を狙っている
いつの時代やねん（誰の味方でもありません 80回）
万博誘致レース 大阪勝利を決めたミシュラン接待
大阪万博決定、期待は「IR」 注目集まるベイエリア、関西経済の起爆
編集部が選ぶ10大建築人2019 橋爪紳也氏 2025万博を奪取
大阪万博で「カジノ誘致」松井府知事と安部政権の“密約”
「大阪万博2025」は世界の笑いをとれるのか
他
開催決定はめでたいが
誰も喜んでいない大阪万博
少数異見: 2018年を振り返る 大阪人たちの本音
大阪万博誘致カジノめぐり与野党激突
大阪万博・カジノ構想は、捕らぬ狸の皮算用!? （幸せな老後への一歩
万博で変わる大阪の交通網－鉄道計画が目白押し、道路橋の拡幅
日経コンストラクションで振り返る2018年
写真で見る10大ニュース 大阪万博の開催決定動き出す「関西大改造
特集2019大予測 Part1 国内産業58 ゼネコン
特集2019大予測 Part1 国内産業64 旅行
特集2019大予測 Part3 国内政治･経済98 キャッシュレス決済
特集2019大予測 Part4 株&マネー105 達人3 複眼経済塾
特集2019大予測 Part5 スポーツ&カルチャー122 劇場
総予測2019 産業 ｾﾞﾈｺﾝ 不安視される19年ﾋﾟｰｸｱｳﾄ説 大阪万博が
大阪万博「誘致成功」が持つ大きな意味（「橋下徹」通信 65）
万博誘致成功！なぜ大阪は外国人に選ばれるか：目指すは世界最大

No.
書誌ID
雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
79 5114607319 プレジデント 2018.12.31号 / 第56巻 第25号 / 1013号
p.144
80 5114603057 財界 2019-1/1 / 第67巻 第1号 / 1663号
p.16
81 5114607304 Voice [2019]-1 / 493号
p.46
82 5114609361 女性セブン [2019年]1月1日号 / 第57巻 第1号 / 第2639号 p.127-131
83 5114614934 新聞ダイジェスト 2019-1 / 第53巻 第1号 / No.735 '18.11 p.42
84 5114619555 新建築 2019-1 / 第94巻 1号
p.15
85 5114620450 月刊THEMIS（テーミス） 2019年1月 / 28巻 1号 / 315号
p.50-51
86 5114616770 SPA! 2019-1-1合併号 / 第68巻 第1号 / 3604号
p.141-143
87 5114621019 日経ビジネス 2019年1月7日号 / 1973号
p.92
88 5114623040 日経アーキテクチュア 2019年1月10日号 / 1135号
p.22-25
89 5114620424 週刊東洋経済 2019-1/12 / 第6834号
p.40-41
90 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2019年1月14日
p.62
91 5114612207 財界 2019-1/15 / 第67巻 第2号 / 1664号
p.182-183
92 5114620449 Kansai Walker 2019年1月5日→2019年1月15日 / 26巻 2号 /p.42
616号
93 5114625402 週刊金曜日 2019-1-18 / 第27巻 第2号 / 1216号
p.59
94 5114630168 日経アーキテクチュア 2019年1月24日号 / 1136号
p.44-51
95 5114631204 日経ビジネス 2019年1月28日号 / 1976号
p.102
96 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2019年1月28日
p.78-81
97 5114624658 女性セブン [2019年]1月31日号 / 第57巻 第4号 / 第2642号p.44-45
98 5114619625 SAPIO 2019-1.2 / 第31巻 第1号 / 601号
p.36
99 5114613886 Will 2019-2月 / 170号
p.6
100 5114614961 日経マネー 2019-2 / No.441
p.5
101 5114614961 日経マネー 2019-2 / No.441
p.130-131
102 5114614961 日経マネー 2019-2 / No.441
p.153
103 5114616928 ZAITEN -財界展望- 2019-2 / 第63巻 第2号 / 782号
p.70
104 5114618578 家庭画報 2019-2 / 第62巻 第2号 / 第732号 感動の「温泉宿」へ
p.170-173
105 5114619559 実業界 2019-2 / No.1080
p.56
106 5114619607 日経エンタテインメント! 2019.2 / 第23巻 第2号 / 345号
p.91
107 5114620416 リベラルタイム 2019-2 / 第19巻 第2号 / 213号
p.13
108 5114620416 リベラルタイム 2019-2 / 第19巻 第2号 / 213号
p.39
109 5114621658 Voice [2019]-2 / 494号
p.122
110 5114623934 月刊Newsがわかる 2019-2月号 / 第21巻 第2号 / 238号 p.18
111 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経ESG 2019年2月号
p.79
112 5114626918 DAYS JAPAN 2019-2 / Vol.16 No.2 / 182号
p.43
113 5114632870 日経トップリーダー 2019年2月 / 413号
p.70-75
114 0014650417 大阪春秋 第173号 特集堺台場と幕末大阪湾防備
p.4-9
115 5114653483 ESTRELA ( エストレーラ ) 2019年2月 / 299号
p.52-55
116 5114634489 日経ビジネス 2019年2月4日号 / 1977号
p.89
117 5114630821 週刊エコノミスト 2019-2/5 / 第97巻 第5号 / 4586号
p.23
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著者･語り手
記事タイトル（抄）
茂木 健一郎 2度目の大阪万博を成功に導くには（世界一の発想法 179）
25年万博開催地は大阪に決定 課題は400億円の民間支出
結城 豊弘
大阪万博もあるでー（西南、南西、テレビ風 27）
山田 詠美 他 2018年のおっさんたちへ ・・・大阪万博決定と平成の･･･
大阪万博開催が決定：2025年大阪万博 55年ぶり開催
大阪万博が2025年に開催決定
経済効果や災害に不安あり 大阪万博＋カジノ「松井知事」突進の危
2018年の事件を総括 大阪の半グレ摘発の背後に万博とIR誘致？
茂木 友三郎 外国人が多数訪れる今 日本の伝統的な食文化を世界に発信する好
五輪前年、景気どうなる？ 潮目が来るか、識者8人が占う2019年以
堺屋 太一
多様な社会への道が開けた“次世代日本人”を増やそう
大阪万博地下鉄延伸や湾岸開発に熱視線
堺屋 太一
2025年万国博会に期待する「3度目の日本」のきっかけに（創業の時
澤田 佳代
「2025大阪･関西万博」の実情に迫る！
近藤 喜夫
万博って楽しいですよ
ニッポン大改造 万博決定で湾岸から変革の波－大阪・京都・神戸
丹羽 宇一郎 自国第一主義が蔓延何が真実か世界中が惑う年（賢人の警鐘）
東西ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大阪万博･IR－“夢の島”に集まるﾋﾞｯｸﾞﾏﾈｰ
ちゃうねん、その大阪！'25年万博開催決定に沸く“なにわ”の街で今
大前 研一
2020東京五輪と2025大阪万博は「ハゲ山の一夜」で終わる
2025年大阪・関西万博開催記念特集 万博がみせる未来
2019年のおめでた上昇株85 周年株・50周年
広木 隆
2019年は本当に悪材料ばかりか（ザ･相場道 22）
山本 伸
世界的な不透明感漂う今は内需関連株で勝負（ネクスト爆騰銘柄 6
大阪万博に“付き合いきれへん"大阪財界
森下 竜一 他 大阪2025年日本万国博覧会決定！大阪から世界に向けて未来の健
大阪万博が悩むお金の話
秋元康、吉本興業も本格参戦 関西で外国人向け施設が急増
大阪万博 「カジノ施設」とセットの事業計画となるのか?
川村 二郎
本気度が感じられない「大阪万博」（川村二郎の日本人の矜持）
松井 一郎
大阪万博でアンチエイジング
大阪万博未来をデザイン
今月のESG政策 2018年11月22日～12月17日の主な動き
斎藤 美奈子 東京五輪だけじゃ足りない!?大阪万博に踊る愚の骨頂
ビジネススクール化する商業高校－「商品開発」は得意「貿易」もお任
橋爪 紳也
春秋対談トークショー 万博少年 しんや君とひでお君
鈴木 豊
2度目の万博、未来語るか（老記者のつぶやき 11）
小田嶋 隆
500kmの距離感 （「pie in the sky」～絵に描いた餅ベーション）
高橋 知史
万博の経済効果を中小企業にも還元

No.
書誌ID
雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
118 5114634454 週刊東洋経済 2019-2/9 / 第6839号
p.70
119 5114634454 週刊東洋経済 2019-2/9 / 第6839号
p.92-94
120 5114638174 週刊東洋経済 2019-2/16 / 第6841号
p.33-35
121 5114641925 日経グローカル 2019年2月18日 / 793号
p.28-31
122 5114641191 週刊東洋経済 2019-2/23 / 第6842号
p.93
123 5114648043 日経アーキテクチュア 2019年2月28日号 / 1138号
p.17-19
124 5114648043 日経アーキテクチュア 2019年2月28日号 / 1138号
p.42-43
125 5114626970 日経マネー 2019-3 / No.442
p.149
126 5114627122 経済界 2019-3月号 / 第54巻 4号 / No.1115
p.73-85
127 5114635206 日経おとなのOFF 2019-3 / No.215
p.86
128 5114636069 日経WOMAN 2019-3 / No.438
p.11-13
129 5114646798 日経デザイン 2019年3月 / 381号
p.34-37
130 5114639818 食品商業 2019-3 / 第48巻 第3号 / 638号
p.62-64
131 5114641172 学習の友 2019-3 / No.787
p.54-57
132 5114649731 月刊THEMIS（テーミス） 2019年3月 / 28巻 3号 / 317号
p.79
133 5114643947 FRIDAY [2019]-3/8 / 第36巻 第10号 / 第1889号
p.72
134 5114649680 週刊東洋経済 2019-3/9 / 第6844号
p.42-44
135 5114645701 財界 2019-3/12 / 第67巻 第6号 / 1668号
p.44-47
136 5114653413 週刊エコノミスト 2019-3/19 / 第97巻 第11号 / 4592号
p.17
137 5114701357 外交 ( DIPLOMACY ) 2019年3.4月 / 54号
p.6-11
138 5114643040 鉄道ジャーナル 2019-4 / 第53巻 第4号 / No.630
p.52-55
139 5114648118 実業界 2019-4 / No.1082
p.42
140 5114649667 日経エンタテインメント! 2019.4 / 第23巻 第5号 / 348号
p.112-113
141 5114652016 世界 2019-4 / no.919
p.174-182
142 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経ESG 2019年4月号
p.50-53
143 5114653375 文藝春秋 [2019年]4月特別号 / 第97巻 第4号
p.162-170
144 5114661658 月刊公論 2019-4 / 第52巻 4号
p.42-47
145 5114665718 週刊エコノミスト [2019]-4/8号臨増 / 第97巻 第14号 / 4595号
146 5114670096 日経パソコン 2019年4月8日号 / 815号
p.10
147 5114671775 FRIDAY [2019]-4/26 / 第36巻 第17号 / 第1896号
p.60-61
148 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経ESG 2019年5月号
p.42-43
149 5114670147 Voice [2019]-5 / 497号
p.198-201
150 5114676888 財界 2019-5/14 / 第67巻 第10号 / 1672号
p.149
151 5114681450 週刊エコノミスト 2019-5/14 / 第97巻 第19号 / 4600号
p.18
152 5114681450 週刊エコノミスト 2019-5/14 / 第97巻 第19号 / 4600号
p.34
153 5114681450 週刊エコノミスト 2019-5/14 / 第97巻 第19号 / 4600号
p.77
154 5114681486 Kansai Walker 2019年5月8日→2019年5月21日 / 26巻 11号 p.40
/ 625号
155 5114691240 日経アーキテクチュア 2019年5月23日号 / 1144号
p.68-69
156 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2019年5月27日
p.18
4

著者･語り手
記事タイトル（抄）
牧野 知弘
夢洲（大阪市）万博開催予定地の負の歴史（人が集まる街、逃げる街
竹原 信夫
日本のゲームを世界に発信 万博を誘致したスペイン人（なにわ社長
伊原 薫
「おおさか東線」が全線開業 大阪で次々と生まれる新線 外国人客
万博･IRを機に復権目指す大阪…先送りした交通アクセス整備が課題
江口 克彦
堺屋太一氏を悼む
人手不足は五輪後に緩和も 2024年以降に再燃
検証平成建築史 後編 2009-2019平成後期
山本 伸
経験則が通用しない相場 好材料を持つ銘柄を打診買い（ネクスト爆
松本 正義 他 関西 飛躍への序章 大阪万博開催で始まる関西経済の成長路線
藤原 久敏
資産寿命の延ばし方 怖いけれども、気になる怪しい投資話に乗って
気になる彼女の1ページ 日野未奈子さん(パラリンピック女子マラソン
デジタル×デザインがつくる新ユニバーサル社会 【総論】多様な人々
藤野 光太郎 2026年オリ･パラ、万博…狂熱の宴は過ぎて（一話完結ビジネス･フィ
桜田 照雄
大阪万博とカジノ
堺屋太一 万博に賭けた男の死: 大阪都、少子化、移民問題などで存
吉村 孝司
堺屋太一が友人に託した「遺言」 「大阪万博」は見果てぬ夢だったの
現金主義の人にもわかる！ キャッシュレスQ&A
家次 恒 他
第57回関西財界セミナー 大阪万博、G20、ラグビーワールドカップな
大阪・関西万博に影 都構想とIR同時進行
松本 正義
2025年大阪・関西万博 ソフト･レガシーを生かして関西経済の起爆剤
宇都宮 浄人 関西の鉄道を展望する：大阪万博とその先
大阪万博よりも日々の生活
中島信也 ポップでキッチュから共感の時代へ（平成の証言 2）
森 裕之
ディストピア 都構想・万博・カジノ：分断都市大阪の民主主義
Interview ペドロ･コンセイソン氏 SDGsの「合格のハンコ」を企業に
橋下 徹
さわば我が師、堺屋太一 先生に口説かれて…「もう一度、万博をや
第57回関西財界セミナー 大阪万博は関西財界の試金石 今試される
ザ・関西 VOL.6 2025年万博開催決まる!
IoT機器のセキュリティ問題 国が調査に乗り出す
西成のﾎｰﾑﾚｽが大阪万博で「排除」される「あいりん総合ｾﾝﾀｰ」が3月
外務省鈴木秀生氏 G20の焦点はSDGs 議長国として課題の解決を
石井 威望
堺屋太一さんを偲ぶ 「技術立国」の原点・大阪万博
佐藤 ゆかり ずいひつ 東京一極集中の今 万博を起爆剤に関西の再生を
前川 健太郎 都市開発 五輪後も大型案件が続く 万博・カジノで長期需要も
小林 大純
令和に上がる!株 6分野41銘柄 五輪 ラグビーW杯 万博
キャッシュレスの経済効果 大阪万博の2025年までに普及率40%でGD
田村 のりこ
万博開催地･夢洲の隣の「舞洲」に動きあり！
日本人建築家の優位性って何? 海外から見た日本ブランド
高力ボルト不足で橋の復旧2ヵ月遅れ 貨物船衝突の大島大橋

No.
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

書誌ID
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114676002
5114676002
5114676002
5114681298
5114694780
5114698437
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114691499
5114705800
5114687981
5114687981
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114711526
5114711526
5114715847
5114715845
5114715906
5114722921
5114703751
5114721995
5114726182
5114740620
5114740620
5114709452
0014739027
5114724041
5114734740
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114730671
5114717852
5114735769
5114735769
5114735769
5114739028
5114742806
5114738544
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
日経コンストラクション 2019年5月27日
p.81
日経マネー 2019-6 / No.445
p.49
河合 達憲
日経マネー 2019-6 / No.445
p.55
日経マネー 2019-6 / No.445
p.56-58
嶋中 雄二
日経トレンディ 2019-6 / No.447
p.24-27
新建築 2019-6 / 第94巻 8号
p.11
E+B ( ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ ) 2019spring / No.42 IPテーマパークの勝算
p.64-67
橋爪 紳也
日経コンストラクション 2019年6月10日
p.36-37
日経コンストラクション 2019年6月10日
p.38-39
財界 2019-6/11 / 第67巻 第12号 / 1674号
p.50-53
堂場 伊作
日経ビジネス 2019年6月24日 / 1996号
p.78-81
日経マネー 2019-7 / No.446
p.76-81
日経マネー 2019-7 / No.446
p.82-89
日経クロストレンド 2019年07号
p.2-12
月刊THEMIS（テーミス） 2019年7月 / 28巻 7号 / 321号
p.28-29
月刊THEMIS（テーミス） 2019年7月 / 28巻 7号 / 321号
p.68-69
CEL: Culture, energy and lfe 2019年7月 / 122号
p.50-51
池永 寛明
生産と技術 2019年7月夏号下巻 / 71巻 3号
p.81-84
杉田 映理
週刊ダイヤモンド 2019-7/20 / 第107巻 28号 / 4786号
p.33
日経ビジネス 2019年7月29日 / 2001号
p.12-15
日経マネー 2019-8 / No.447
p.78-79
日経デザイン 2019年8月 / 386号
p.6-7
月刊THEMIS（テーミス） 2019年8月 / 28巻 8号 / 322号
p.14-15
運輸と経済 2019年8月 / 79巻 8号 / 866号
p.96-102 曽根 幸一
運輸と経済 2019年8月 / 79巻 8号 / 866号
p.103-109 暮沢 剛巳
リベラルタイム 2019-8 / 第19巻 第8号 / 219号 変貌する「東京」
p.15
大阪春秋 第175号 特集おおさかの城-城郭研究最前線- p.92-95
村田 幸雄
週刊文春 [2019年]8月8日号 / 第61巻 第30号 / 3030
p.22
日経アーキテクチュア 2019年8月22日号 / 1150号
p.44-46
日経コンストラクション 2019年8月26日
p.80-83
週刊エコノミスト 2019-8/27 / 第97巻 第33号 / 4614号 伸びる消える鉄道
p.23-25
伊原 薫
日経マネー 2019-9 / No.448 株主優待で楽しく稼ぐ!
p.100-105
土木技術 ( CIVIL ENGINEERING ) 2019-9 / Vol.74 No.9 万博と土木
p.14橋爪 紳也
土木技術 ( CIVIL ENGINEERING ) 2019-9 / Vol.74 No.9 万博と土木
p.21魚路 学
土木技術 ( CIVIL ENGINEERING ) 2019-9 / Vol.74 No.9 万博と土木
p.27丸毛 篤也
月刊THEMIS（テーミス） 2019年9月 / 28巻 9号 / 323号
p.64-65
選択 2019年9月 / 45巻 9号 / 535号
p.100-101
週刊東洋経済 2019-9/7 / 第6876号 爆熱 観光立国
p.81日経コンストラクション 2019年9月9日
p.34-37
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記事タイトル（抄）
催し物案内 これからの都市交通 6月14日
令和の観光客と動画視聴者に照準
大きな時代の変化を捉える 20年チャートで爆騰株を発掘
日本経済は第3の勃興期 2024年に黄金サイクル到来
平成と何が変わる？見えた！消費の新キーワード
在阪建築系4団体が大阪万博を視野に共同提言書『ARCHI-4 KANS
2025年大阪･関西万博始動！「いのち輝く未来社会のデザイン」実現
交通インフラ･まちづくり 地域に不可欠な「足」の維持目指す
観光･人手不足対策 東京は五輪に向けて準備大詰め
カギを握るのはIR誘致 関西経済浮揚の起爆剤・大阪万博始動
編集長インタビュー 田川博己氏 日本の観光を考え直そう
2019年のIPOはここを狙え! IPOのプロと達人が斬る
2019年春上場26銘柄総点検 伸びるIPO株はこれだ!
「日本版MaaS」元年の歩き方 モビリティ革命に向けた取り組みが急ピ
鈴木宗男や松沢成文も擁し「維新の会」急拡大…大阪万博とIRで関西
半田晴久の悲願 絶滅ライオンオオカミを大阪万博へ・・・日ロプロジ
万博を考える（私たちが考える万博 第1回）
社会を映すトイレの課題: 発展途上国のトイレ、大阪万博に向けたトイ
大阪への“恩"を金で報いる? 万博拠出金で揺らぐ住友の結束
参院選、与党勝利も「3分の2」割れ 超長期政権に「求心力」の壁
隣の勝ち組さんが値上がり期待で狙う新興銘柄
ユニオン社長 立野純三 ドアハンドル一筋でシェア約9割
橋下徹氏は首相と連携し衆院へ 維新 大阪都･IR･万博へ剛腕振るう
万博で育ったのりものの技術: 都市･機械･アート
幻の万博「紀元二千六百年記念万国博覧会」と交通･都市計画
大阪市「カジノ管理委員会」設置先送りで「大阪の統合型リゾート」に
大阪の万博と大阪のタワー（大阪検定客員研究員ゼミ報告 2）
安倍政権が注力 カジノ 大阪万博 沖縄で“吉本動きます"
消えた「駆け込み需要」消費増税後の市場は下り坂
うねるコンクリート 上下2層で分岐･合流－阪急京都線･千里線連続立
大阪で新線開業の明暗くっきり 30年越しの「なにわ筋線」始動：阪神
会社予想とアナリスト予想の差に注目（第228回 株の達人に聞く 今月
いのち輝く未来社会のデザイン 2025年日本国際博覧会(大阪･関西万
大阪･関西万博の経済波及効果と多様な効果: 博覧会を契機とした未
1970大阪万博
今や吉本は芸能集団を超え政府や維新と組み大阪万博やカジノ利権
大阪万博「カネ集め」の四苦八苦 経産省と財界は早くもお手上げ
観光最前線－新幹線で始まった英語アナウンスの舞台裏
全体動向 利益率に陰り、今こそ成長投資を

No.
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

書誌ID
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114744919
5114734815
5114739318
5114740665
5114762952
5114759583
5114755958
5114763294
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114766258
5114769532
5114773013
5114776488
0014788025
5114771356
5114783731
5114769531
5114769531
5114791409
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114797581
5114795861
5114795861
5114795861
5114784362
5114798542
5114812956
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114806826
5114809609
5114809609
5114809609
5114795252
5114798634
5114797632
5114813165
5114819196

雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
記事タイトル（抄）
日経コンストラクション 2019年9月9日
p.47-52
分野別ランキング 「トンネル」好調、「地盤」期待大
日経アーキテクチュア 2019年9月12日号 / 1151号
p.71-75
業績好調･2018年度決算 続く好決算、研究開発を後押し
Hanada 2019-10 / 41号 韓国という病
p.244-253 百田 尚樹 他 大反響！連続対談 大阪万博＋IRで世界一の都市へ われらの大阪
日経トレンディ 2019-10 / No.451 飲むべき薬・見直すべき薬p.9
どこでも離着陸できる小型機…「空飛ぶクルマ」の実験成功
文學界 [2019年]10月号 / 第73巻 第10号 阿部和重『Orga(ni)sm』を体験せよ
p.212-233 横尾 忠則 他 さかのぼり日本のアート 画家への転向と、アートの終着点-ウォーホ
TALK TALK ( トークトーク ) 2019年10月 / 75号
p.48-51
第31回「関西･経営と心の会」2025年に大阪で万博を。これからは関
建築雑誌 2019年10月 / 1729号
p.20-38
万博から考える関西の未来: 大阪の役割･可能性を構想する
日経コンピュータ 2019年10月3日号 / 1000号 ドラえもんとシンギュラリティー
p.30-37
10年以内に叶いそうな8道具…誰もが映画の主役に
日経ビジネス 2019年10月21日 / 2013号
p.21
関西電力の金品受領問題 支柱失う関西財界の不安
日経ESG 2019年11月号
p.60-63
大林組蓮輪賢治氏 2050年見据えインフラの王者に (未来戦略インタ
日経デザイン 2019年11月 / 389号
p.58-67
特許庁が「デザイン経営」を自ら実践、自分で考える難しさ、楽しさを
しびる 2019年11月 / Vol.36
p.1-4
黒田 章裕 他 夢洲は、関西の未来都市化へ向けた“壮大な実験場”
救急医学 Vol.43 / No.13 / 第536号 ﾏｽｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ･ﾒﾃﾞｨｼﾝ p.1730-35 北川 喜己
ケースごとの準備･対策･対応 万国博覧会
CEL: Culture, energy and lfe 2019年11月 / 123号
p.48-51
池永 寛明
大阪･関西万博2025に盛りこみたいもの（私たちが考える万博第2回）
大阪春秋 第176号 特集お父さんはお人好し-長沖一の作品世界p.96-99
前阪 恵造
大阪の万博と鉄道（大阪検定客員研究員ゼミ報告3）
E+B ( ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ ) 2019autumn / No.43 シネコンの革新
p.82-87
橋爪 紳也
1970年大阪万博から2025年大阪･関西万博へ
日経アーキテクチュア 2019年11月28日号 / 1156号
p.18-20
佐藤 隆良
建設会社の好業績は東京五輪後も続くのか?
日経トレンディ 2019-12 / No.454 20年ヒット予測+19年ヒット商品
p.30-31
SUPER NINTENDO WORLD
日経トレンディ 2019-12 / No.454 20年ヒット予測+19年ヒット商品
p.84-85
小島 秀夫
ｺｼﾞﾏﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ代表 「つながり」が全く新しいｹﾞｰﾑを生む。
日経アーキテクチュア 2019年12月12日号 / 1157号
p.72-72
10大建築人の選び方
日経コンストラクション 2019年12月23日
p.18-22
写真で振り返る2019年
日経アーキテクチュア 2019年12月26日号 / 1158号
p.6-15
写真で見る10大ニュース2019
週刊東洋経済 2019-12/28 2020-1/4 合併号 / 第6898号 p.149
2020大予測 Part7 金融･商社 迫られる業態の大転換 リース
週刊東洋経済 2019-12/28 2020-1/4 合併号 / 第6898号 p.158
2020大予測 Part8 都市･インフラ 東京五輪後も続く強気 建設
週刊東洋経済 2019-12/28 2020-1/4 合併号 / 第6898号 p.186-187
2020大予測 Part10 お宝銘柄 最高益でもまだ上昇? 高値余地100銘
リベラルタイム 2020-1 / 第20巻 第1号 / 224号 2020年の日本!
p.14
鈴木 哲夫
CONFIDENTIAL IR 「本命･大阪」も安泰ではない 3ヵ所の選定
新建築 2020-1 / 第95巻 1号
p.13NEWS 大阪・関西万博シニアアドバイザーに安藤忠雄氏ら13名が選
懐徳 2020年1月 / 88号
p.2-5
足達 新
懐徳堂と万博
日経コンストラクション 2020年1月13日
p.36-37
2020年の土木界 法制度･市場 M&A 好景気と人不足が再編を後押
日経コンストラクション 2020年1月13日
p.56-57
2020年の土木界 プロジェクト 関西圏鉄道網 新線建設で関空と都
日経ビジネス 2020年1月20日 / 2025号
p.14-15
「2020年はホテル不足」が一転 供給過剰の懸念、震源地は大阪
日経アーキテクチュア 2020年1月23日号 / 1160号
p.42-43
ポスト五輪の日本改造 万博やリニアが都市･建築を変える
日経アーキテクチュア 2020年1月23日号 / 1160号
p.44-45
時間軸で見る5都市の再編 五輪後は開発のピークが分散
日経アーキテクチュア 2020年1月23日号 / 1160号
p.56-61
大阪 働き方 インフラ更新 娯楽 駅前緑地から御堂筋、夢洲へ
日経マネー 2020-2 / No.454 2020年の稼ぎ方&強い株
p.96-101
通期予想を上方修正した割安株（第233回今月の注目銘柄）
日経エンタテインメント! 2020.2 / 第24巻 第2号 / 360号 2020年の新主役100人
p.32-33
新主役100人 ジャニーズ編
ZAITEN -財界展望- 2020-2 / 第64巻 第3号 / 798号 安倍晋三の保護者
p.76
「JR東海」葛西敬之リニアの暴走
山口組・高山若頭が掌握した「大阪万博・カジノ利権」
月刊THEMIS （テーミス）2020年2月 / 29巻 2号 / 328号
p.42-43
地方改革の起爆剤へ「大阪都」誕生で万博→関西活性化成るか
土木学会誌 2020年2月 / 105巻 2号
p.72-77
林 康雄 他
関西圏の鉄道とまちづくり 2025年日本国際博覧会（大阪･関西万博
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書誌ID
雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
記事タイトル（抄）
235 5114817632 選択 2020年2月 / 46巻 2号 / 540号
p.51
関西財界「楽観ムード」と落とし穴 （西風465回）
236 5114817579 日経ビジネス 2020年2月10日 / 2028号
p.20
大阪のIR事業者にオリックスが名乗り 地元財界が覚える一抹の不安
237 5114808508 プレジデント 2020.2.14号 / 第58巻 第4号 / 1040号 オリンピック選手100人の最強メソッド
p.103
山谷 佳之
大阪万博では関西3空港で、関西らしいサービスを提供します
自分を変える
238 5114817047 週刊朝日 [2020]-2・21 / 第125巻 第9号 / 5629号 確定申告で取り戻す
p.100
長谷川 一明 東京五輪、北陸新幹線、大阪万博でインバウンドを迎える
239 5114820104 週刊ダイヤモンド 2020-2/22 / 第108巻 8号 / 4815号 不動産・開発
p.56
危うい狂乱
うめきた2期は最後の大型プロジェクト 大阪中心部・夢洲再開発マッ
240 5114827247 日経アーキテクチュア 2020年2月27日号 / 1162号
p.19-21
佐藤 隆良
ポスト五輪も人手不足は続く 建築コストはさらに上昇か
241 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経ESG 2020年3月号
p.95
主な動き 1月14日経済産業省…大阪･関西万博の登録申請書を公
242 5114827541 新建築 2020-3 / 第95巻 3号
p.11経済産業省,BIEへ提出した2025年大阪・関西万博の登録申請書全体
243 5114806960 経済界 2020-3月号 / 第55巻 3号 / No.1127 令和女史のリーダー哲学
p.76-77
松井 一郎
スタートアップ！関西 提言 世界から英知が集まるイノベーション都
244 5114837865 CEL -CULTURE,ENERGY AND LIFE- 2020年3月 / 124号 p.48-51
池永 寛明
新「万博時代」をどうつくるか （私たちが考える万博第3回）
245 5114831609 日経パソコン 2020年3月9日号 / 837号
p.103
本田 雅一
大阪万博で「空飛ぶタクシー」デビューか（先読みジャーナル第5回）
246 5114827621 BRUTUS 2020-3/15 / 第41巻 第5号 / 911 大阪の正解
p.34-37
万博の正解：大阪万博の熱狂が生み出したレガシー。
247 5114833190 週刊朝日 [2020]-3・20 / 第125巻 第15号 / 5635号 実績No.1
p.142-145
超速報&詳報
太田東大・京大
サトル 他開幕50年 現代に“生きる”大阪万博
248 5114822783 日経マネー 2020-4 / No.457 攻めと守りの2倍株
p.104-109
昨秋の上昇相場で出遅れた増益銘柄 南海電気鉄道 （株の達人に
249 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開 信金中金月報 2020年4月 / 19巻4号 / 572号
p.4-17
品田 雄志
中小企業景気動向調査からみた2019年の回顧と2020年の展望
250 5114858164 生産と技術 2020年4月春号上巻 / 72巻 2号
p.3-7
大阪大学 2025年大阪･関西万博にむけた物質科学の取り組み
251 5114858164 生産と技術 2020年4月春号上巻 / 72巻 2号
p.11-16
石毛 博行
2020年新春トップセミナー 2025年大阪･関西万博がめざすもの
252 5114858164 生産と技術 2020年4月春号上巻 / 72巻 2号
p.17-22
池田 博之
2020年新春トップセミナー 2025年大阪･関西万博の成功、そしてその
253 5114850049 週刊文春 [2020年]4月16日号 / 第62巻 第15号 / 3064
p.43
もう大阪万博に間に合わない コロナでカジノ計画に黄信号
254 5114842537 プレジデント 2020.4.17号 / 第58巻 第8号 / 1044号 最強私学のウラ側
p.84-86 慶應&早稲田
橋下 徹 他
ノーサイド･トーク ゲスト･吉村洋文 大阪万博誘致の成功、その舞台
255 5114850939 旅の手帖 2020-5 / 第44巻 5号 / 577号 アートにふれる旅 p.99
万博で大阪はこう変わる やってくるビッグイベント
256 5114856306 プレジデント 2020.5.15号 / 第58巻 第10号 / 1046号 コロナに負けない!
p.106-108 橋下
免疫力&歯みがき入門
徹 他
ノーサイド･トーク ゲスト･akane 特大の文化祭をどう成功させるか
257 5114861895 日経ビジネス 2020年5月18日 / 2041号
p.30-31
コロナ･エフェクト 所得崩壊 「時代は民泊」と挑戦 借金5000万円の人
258 5114859003 日経エンタテインメント! 2020.6 / 第24巻 第6号 / 364号 YouTube最強の映像メディアへ
p.6-17
なにわ男子 僕らが起こす新たな風
259 5114876917 図書館雑誌 2020-6 / VOL.114 NO.6 / 1159号 児童・生徒の学びをサポート!博物館図書室
p.324-325 林 暢子
吹田市立図書館のレファレンス-大阪万博に思いを馳せて
260 5114859107 大法輪 2020-6 / 第87巻 第6号 <見えない世界>を考える p.156-161 君島 彩子
「新しい仏像」も守りたい(3) 万博と仏像の意外な関係（仏像を守る第
261 5114869637 マンスリー・レビュー 2020年6月 （三井住友銀行）
p.1
新型コロナウイルスと大阪・関西万博
262 5114873017 プレジデント 2020.7.3号 / 第58巻 第13号 / 1049号 コロナ完全対策
p.90-92 自然免疫力を高める生き方
橋下 徹 他
ノーサイド･トーク ゲスト・門上武司 大阪の美食を万博でどう表現す
263 5114912970 市政研究 2020年夏 / 208号
p.92-104 武田 かおり
万博・IRについて考えるための論点
264 5114912970 市政研究 2020年夏 / 208号
p.105-113 田結庄 良昭 夢洲開発のリスク: 南海トラフ巨大地震と粘土層の圧密沈下
265 5114898886 新建築 2020-8 / 第95巻 10号 集合住宅特集
p.11大阪・関西万博会場デザインプロデューサーに藤本壮介氏
266 5114905496 運輸と経済 2020年8月 / 80巻 8号 / 878号
p.97-103 渡邉 亮
いま振り返るオリンピックと万博輸送
267 5114902003 E+B ( ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ ) 2020summer / No.44 水族館・新時代
p.64-67
橋爪 紳也
「登録申請書」提出 大阪・関西万博の開催概要決まる
268 5114903831 日経アーキテクチュア 2020年8月13日号 / 1173号
p.16
大阪万博のプロデューサーに藤本壮介氏
269 5114901998 週刊文春 [2020年]8月13日夏の特大号 / 第62巻 第31号 / 3080
p.79
福岡 伸一
ハカセ、プロデューサーになる（福岡ハカセのパンタレイパングロス59
270 5114908454 日経パソコン 2020年8月24日号 / 848号
p.8
総務省が6Gに向けたロードマップを公表
271 商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 日経コンストラクション 2020年9月14日
p.78-81
KANSAI2025 都市再生の“新環状”万博アクセス路にも…大和川線
272 5114919463 週刊ダイヤモンド 2020-9/19 / 第108巻 36号 / 4843号 都市新序列
p.52
関西 コロナ禍が“私鉄大国"を直撃 IR延期、大阪万博開催に不安 “
273 5114923115 週刊東洋経済 2020-9/26 / 第6945号 コロナ時代の株入門 p.82-83
『大阪が日本を救う』を書いた石川智久氏に聞く…5年後に迫る大阪万
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274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

書誌ID
5114928500
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114928030
5114933924
5114938920
5114944679
5114947451
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114954459
5114957475
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114955837
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114973891
5114973891
5114973891
5114957529
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114975884
5114986759
5114973736
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5114973961
5114986818
5114974713
5114984112
5114995908
5114986910
5114981515
5114982268
5114982268
5114982268
5114982268
5114999361
5114999361
5114997223
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5115022483
5115013778

雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
記事タイトル（抄）
月刊THEMIS(テーミス) 2020年10月 / 29巻 10号 / 336号 p.12-13
大阪都実現→万博も進捗へ「維新」進撃す
日経BPガバメントテクノロジー 2020年10月1日
p.15-23
コロナ禍で試される自治体のIT活用力 サービス･事務のデジタル化
日経エンタテインメント! 2020.11 / 第24巻 第11号 / 369号 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
p.108-113
横山裕「彼に頼めば何とかなる」と思われる人でありたい（関ジャニ∞
Voice [2020]-11 / 515号 菅新政権と日本再生論 大前研一 p.222-225
宮家邦彦ほか
シマダタモツ 他万博ロゴに込めた想い 世の中に迎合しない作品を創る
日経エレクトロニクス 2020年11月号 / 1221号
p.32-33
情報次元の新大陸開拓へ、ゲーム×都市で空間設計
週刊エコノミスト 2020-11/10 / 第98巻 第43号 / 4674号 急伸!中小型株
p.80-82
石川 智久
「コロナ後」未来像がカギ 関西復活の起爆剤に期待：2025年大阪万博
SPA! 2020-11-17 / 第69巻 第38号 / 3681号 <社会人のお金>入門
p.4-5
ｴﾐﾝ･ﾕﾙﾏｽﾞ 他バイデン新政権で日経平均が大躍進するシナリオ 2025年大阪万博
日経コンストラクション 2020年11月23日
p.50-51
山に“捨てられた”建設残土が崩れる
週刊東洋経済 2020-11/28 / 第6957号 地銀最終局面
p.22-23
塩田 潮
フォーカス政治 都構想を葬られた「維新」の前途多難
日経ビジネス 2020年11月30日 / 2068号
p.102-103 橋本 憲二
“大阪の象徴”非情の撤去
日経クロストレンド 2020年12号
p.19-21
豊田 啓介
withコロナ時代の「都市DX」 都市DXの切り札は「ゲームエンジン」
日経エレクトロニクス 2020年12月号 / 1222号
p.78-79
福澤 知浩
空飛ぶクルマを23年度に実現 自動運転と認証獲得に全力
日経コンストラクション 2020年12月14日
p.44-45
排出土受け入れ規制の実情-無条例の自治体を狙い撃ち
日経アーキテクチュア 2020年12月24日号 / 1182号
p.28
現場をつなぐ建設MaaS 竹中工務店とドコモが大阪市内50ヵ所で実証
日経アーキテクチュア 2020年12月24日号 / 1182号
p.48-49
編集部が選ぶ10大建築人 2021 コロナ禍に腰を据え次の5年を見定
日経アーキテクチュア 2020年12月24日号 / 1182号
p.52-53
2位 藤本壮介氏 大阪万博の会場デザイン 超高層頂部には半屋外空
ブレーン 2021-1 / 第61巻 第1号 / VOL.726 ニュースを生み出したクリエイティブ
p.46
大阪・関西万博ロゴマーク
日経コンストラクション 2021年1月11日
p.59
2021年の土木界 関西圏の道路網 大型工事を控える高速道路
FRIDAY [2021]-1/22 / 第38巻 第3号 / 第1981号
p.62-65
天野 秀夫 他 2021年、主役になる銘柄60 次のキーワードは、…、大阪万博。
日経アーキテクチュア 2021年1月28日号 / 1184号
p.16-17
「空と海」アピール、大阪万博の基本計画…23年着工へ
ZAITEN -財界展望- 2021-2 / 第65巻 第3号 / 813号 「コロナ禍広報」総まくり
p.42
ZAITEN REPORT 関西財界「ホンマはやりたない大阪万博」
日経ESG 2021年2月号
p.94-95
今月のESG政策…2020年11月20日～12月15日の主な動き
日経エンタテインメント! 2021.2 / 第25巻 第2号 / 372号 2021年の新主役100人
p.107
櫻坂46 菅井友香 2025年日本国際博覧会で空飛ぶ車に乗ってみた
新建築 2021-2 / 第96巻 2号 集合住宅特集
p.11
NEWS 大阪・関西万博,2020年度内に一部パビリオンの設計着手へ
文學界 [2021年]2月号 / 第75巻 第2号 創刊一〇〇〇号記念特大号
p.271-273 武田 砂鉄
次は万博ですって （時事殺し 第60回）
財界 2021-2/10 / 第69巻 第4号 / 1714号 アサヒグループHD・小路明善の「国内でビールの進化を図り、グローバル成長を」
p.86
霞が関情報 25年万博へ準備本格化 参加国集めや会場整備に課題
日経アーキテクチュア 2021年2月11日号 / 1185号
p.17
万博需要にらみ大阪三菱ビル建て替え
週刊朝日 [2021]-2・12 / 第126巻 第7号 / 5694号 花粉症で拡大
p.120 コロナ感染
どこへ向かう大阪万博：悩める関西財界 膨らむ建設費、遅れるIR…
日経マネー 2021-3 / No.469 優待&高配当株 2021年の稼ぎ方
p.68
佐藤 勝己
テーマ×配当で選ぶ…東洋テック…
経済界 2021-3月号 / 第56巻 3号 / No.1138 外食産業「夜明け前」
p.56特集<2>打ち克て！関西経済 総論 東京一極集中に歯止めが掛か
経済界 2021-3月号 / 第56巻 3号 / No.1138 外食産業「夜明け前」
p.58深野 弘行
大阪万博は関西の持続的発展への最良の契機となる
経済界 2021-3月号 / 第56巻 3号 / No.1138 外食産業「夜明け前」
p.60松本 正義
ファーストペンギンの心意気を持ち関西の未来を拓く
経済界 2021-3月号 / 第56巻 3号 / No.1138 外食産業「夜明け前」
p.62尾崎 裕
独自性と可能性を磨き大阪・関西の魅力を世界に発信していく
日経エレクトロニクス 2021年3月号 / 1225号
p.22-29
NTT「IOWN」の野望 限界を迎えるインターネット 突破に「光」
日経エレクトロニクス 2021年3月号 / 1225号
p.67-71
Innovator 澤田純氏 光でゲームを変える 海外依存から脱却へ
財界 2021-3/10 / 第69巻 第6号 / 1716号 ﾌｭｰﾁｬｰ・金丸恭文の「国の制度設計にアーキテクチャーを!」
p.51-53
コロナ禍での経済再生デジタル化と万博をどう飛躍につなげるか?
日経ESG 2021年4月号
p.21
コロナ後の未来像示す 大阪･関西万博を踏み切り板に
日経アーキテクチュア 2021年4月8日号 / 1189号
p.42-4
特集意匠権ウォーズ 大林組は「全創作物を出願」 権利で設計の自
FRIDAY [2021]-4/9 / 第38巻 第13号 / 第1991号
p.68-69
シマダタモツ 目玉だらけの賛否両論ロゴができるまで たまたま応募したらまさか
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314
315
316
317
318
319
320
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322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

書誌ID
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5115019249
5115029344
5115032892
5115039063
5115043840
5115043840
5115027957
5115033960
5115039063
5115047700
5115050034
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
5115045480
5115057893
5115060329
5115054713
5115062974
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
商用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

雑誌タイトル・年月次・巻号次
掲載頁
著者･語り手
記事タイトル（抄）
日経コンストラクション 2021年4月12日
p.64-67
万博会場の人工島 「負の遺産」を転生 大阪･夢洲地区
日経コンストラクション 2021年4月12日
p.74
森下 慎一
先の見えない時代こそ、「ぶれない整備」を
E+B ( ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ ) 2021spring / No.45 話題の新施設
p.64-67
橋爪 紳也
「基本計画」発表される
日経エレクトロニクス 2021年5月号 / 1227号
p.88-90
金岡 博士
人機一体 「人型重機」で苦役をゼロに 技術の流通基盤で普及を加
新建築 2021-5 / 第96巻 7号
p.11
「大阪館(仮称)出展基本計画策定業務」公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙで博報堂J
PRI･O ( プリオ ) 2021-5 / 第67巻 第5号 / 752号
p.10-11
大阪･関西万博EXPO2025×PRINTING Vol.1 万博に印刷力を！
日経アーキテクチュア 2021年5月27日号 / 1192号
p.14
森岡 麗
未来都市「スーパーシティ」、21年夏めどに区域指定
日経アーキテクチュア 2021年5月27日号 / 1192号
p.18-20
佐藤 隆良
コロナ禍で落ち込む改装･改修需要 それでも中長期的には明るい
経済界 2021-6 / 第56巻 6号 / No.1141 起業家魂が未来を拓く
p.40
フォトレポート 2025年日本国際博覧会協会 関西･大阪万博に助っ人
世界 2021-6 / no.945 イベント資本主義
p.103
森 裕之
万博誘致の背景 大阪の興行的都市政策：堺屋太一と維新政治
PRI･O ( プリオ ) 2021-6 / 第67巻 第6号 / 753号
p.10-11
大阪･関西万博EXPO2025×PRINTING Vol.2 世界が驚いたロゴマー
日経ビジネス 2021年6月7日 / 2094号
p.76-77
山本 大八朗 天橋立、遊園地事業が苦境・・・大阪万博までは耐えるのみ
週刊東洋経済 2021-6/19 / 第6994号 株の道場
p.54-55
3年で株価2倍を狙う少額株 注目の4銘柄はこれだ!
日経コンストラクション 2021年6月28日
p.64-65
インフラ･環境･エネルギー 維持管理を先端技術で高度化
リベラルタイム 2021-7 / 第21巻 第7号 / 242号 電通の暗部p.66-69
井上 信治
田代沙織のここが聞きたい! 「大阪万博」が掲げる未来
新建築 2021-7 / 第96巻 9号
p.11
万博会場実証実験に竹中工務店ら9件選定
日経ビジネス 2021年7月5日 / 2098号
p.5
石毛 博行
ウルグアイ･ラウンドに学ぶ「本質」「挑戦」「チームワーク」が不可欠
財界 2021-7/7 / 第69巻 第14号 / 1724号 三菱総研理事長・小宮山宏の「有事への対応は『自律・分散・協調』体制で」
p.8
「オールジャパンで成功を目指す」万博協の新会長に十倉氏
日経アーキテクチュア 2021年7月8日号 / 1195号
p.13
大阪万博の実証実験9件が決定-海床ロボットや放射冷却素材で未来
日経コンストラクション 2021年7月12日
p.42-45
入札で「CO2削減」を評価する兆し 工事成績で加点する自治体も
日経クロストレンド 2021年8月
p.16-23
スーパーシティ ～近未来都市の実像～
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