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主な商業施設・商店街
商業施設（17件）
芝・三田エリア
№

白金・高輪エリア
名

称

住

所

1 世界貿易センタービル

港区浜松町2-4-1

2 東京タワー(フットタウン)

港区芝公園4-2-8

№

名

称

名

称

住

所

住

所

（該当なし）

芝浦・港南エリア
新橋エリア
№

№
名

称

住

所

1 品川シーズンテラス

港区港南1-2-70

1 汐留シティセンター

港区東新橋1-5-2

2 品川インターシティ

港区港南2-15-4

2 カレッタ汐留

港区東新橋1-8-2

3 アトレ品川

港区港南2-18-1

3 汐留シオサイト

港区東新橋1先

4 虎ノ門ヒルズ

港区虎ノ門1-23-1～4

お台場エリア
№

麻布エリア
№

名

称

1 六本木ヒルズ

住

所

名

称

住

1 デックス東京ビーチ

港区台場1-6-1

2 アクアシティお台場

港区台場1-7-1

所

港区六本木6-10-1

青山・赤坂エリア
№

名

1 アークヒルズ

称

住

所

港区赤坂1-12-32

2 赤坂サカス

港区赤坂5-3-1～3

3 東京ミッドタウン

港区赤坂9-7-1

4 スパイラル

港区南青山5-6-23

5 Ao（アオ）

港区北青山3-11-7

注：商業施設の抽出基準
下記の出典に「商業施設」として掲載された施設のうち、
２つ以上の出典に掲載されたものを抽出。（令和２年２月現在）
・東京都観光公式サイト「GO TOKYO」
・港区観光協会HP･観光マップ（個店を除く）
・口コミ情報サイト大手「トリップアドバイザー」(口コミ50件以上)
・経路探索サイト大手「NAVITIME」
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商店街（54件）
芝・三田エリア
№

青山・赤坂エリア
名

称

№

名

1 芝商店会
2 森永エンゼル街

1 赤坂福榎商店会
2 エスプラナード赤坂商店街振興組合

3 田町センタービルピアタ会
4 三田商店街振興組合

3 赤坂みすじ通り会
4 赤坂一ツ木通り商店街振興組合

5 三田地蔵通り商店会
6 芝神明商店会

5 赤坂通り商店会
6 赤坂第一商店会

7 大門振興会

7 青山南一商振会
8 青山一・二丁目商栄会

新橋エリア
№

名

称

1 新橋仲通り会
2 新橋ニ丁目烏森通り商店会

称

9 青山表参道商店会
10 青山外苑前商店街振興組合
11 青山三･四丁目商店会
12 南青山外苑西通り商店会

3 ニュー新橋ビル地下商店会
4 ニュー新橋ビル一階商店会

白金・高輪エリア

5 ニュー新橋ビル二階商店会
6 ニュー新橋ビル三階三栄会

№

名

称

名

称

名

称

1 魚らん銀座商店会協同組合
2 メリーロード高輪

7 ニュー新橋ビル四階商店会
8 新橋駅前ビル商店会

3 高輪泉岳寺前商店会
4 高輪台商店会

9 新橋鳥森通商店会
10 新橋赤レンガ通り発展会

5 白金プラザ会
6 白金商店会

11 鳥森商店会
12 新橋柳通商店会

7 白金北里通り商店会
8 プラチナヒルズ商栄会

13 新橋西口通り共栄会
14 新橋駅表口通り愛柴会

芝浦・港南エリア
麻布エリア
№
1 六本木三栄商店会
2 六本木商店街振興組合
3 六本木材木町商店会
4 麻布十番商店街振興組合
5 東麻布商店会
6 新一の橋商店会
7 日赤通り商栄会

№
名

称

1 品川駅港南商店会
2 芝浦一丁目商店会
3 芝浦二丁目商店会
4 芝浦商店会
お台場エリア
№

1 デックス東京ビーチテナント会
2 アクアシティお台場テナント会
（令和２年２月現在）
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大使館（84件）
芝・三田エリア
№

名

称

住

1 チリ共和国大使館

港区芝3-1-14 芝公園阪神ビル8階

2 ボツワナ共和国大使館

港区芝4-5-10 ユニゾ芝四丁目ビル6階

3 キルギス共和国大使館

港区三田1-5-7

4 オーストラリア大使館

港区三田2-1-14

5 イタリア大使館

港区三田2-5-4

6 ハンガリー大使館

港区三田2-17-14

7 オランダ王国大使館

港区芝公園3-6-3

所

新橋エリア
№

名

称

1 マーシャル諸島共和国大使館

住

所

港区西新橋3-13-7 VORT虎ノ門サウスビル3階

2 コソボ共和国大使館

港区西新橋3-13-7 VORT虎ノ門サウスビル10階

3 ナイジェリア連邦共和国大使館

港区虎ノ門3-6-1

麻布エリア
№

名

称

1 大韓民国大使館

住

所

港区南麻布1-2-5

2 フィンランド大使館

港区南麻布3-5-39

3 コンゴ民主共和国大使館

港区南麻布3-6-3

4 イラン・イスラム共和国大使館

港区南麻布3-13-9

5 ドイツ連邦共和国大使館

港区南麻布4-5-10

6 パキスタン・イスラム共和国大使館

港区南麻布4-6-17

7 フランス大使館

港区南麻布4-11-44

8 ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館

港区南麻布5-3-29 ガーデニアビルディング2階、3階

9 スイス大使館

港区南麻布5-9-12

10 ノルウェー王国大使館

港区南麻布5-12-2

11 オーストリア共和国大使館

港区元麻布1-1-20

12 マダガスカル共和国大使館

港区元麻布2-3-23

13 カタール国大使館

港区元麻布2-3-28

14 スロバキア共和国大使館

港区元麻布2-11-33

15 ジャマイカ大使館

港区元麻布2-13-1

16 アルゼンチン共和国大使館

港区元麻布2-14-14

17 中華人民共和国大使館

港区元麻布3-4-33

18 サンマリノ共和国大使館

港区元麻布3-5-1

19 リトアニア共和国大使館

港区元麻布3-7-18

20 ガーナ共和国大使館

港区西麻布1-5-21

21 ラオス人民民主共和国大使館

港区西麻布3-3-22

22 ウクライナ大使館

港区西麻布3-5-31

23 ルーマニア大使館

港区西麻布3-16-19

24 ギリシャ大使館

港区西麻布3-16-30

25 ベネズエラ・ボリバル共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング7階703号室

26 ホンジュラス共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング8階802号室

27 エルサルバドル共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング8階803号室

28 ボリビア多民族国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング8階804号室

29 エクアドル共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング8階806号室

30 イエメン共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング8階807号室

31 コスタリカ共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階901号室

32 ニカラグア共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階903号室

33 ドミニカ共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階904号室

34 グアテマラ共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階905号室
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麻布エリア
№

名

称

住

所

35 ハイチ共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階906号室

36 ウルグアイ東方共和国大使館

港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング9階908号室

37 スペイン王国大使館

港区六本木1-3-29

38 サウジアラビア王国大使館

港区六本木1-8-4

39 スウェーデン王国大使館

港区六本木1-10-3-100

40 シンガポール共和国大使館

港区六本木5-12-3

41 フィリピン共和国大使館

港区六本木5-15-5

42 カザフスタン共和国大使館

港区麻布台1-8-14

43 トンガ王国大使館

港区麻布台1-9-10 飯倉ITﾋﾞﾙ2階

44 モルディブ共和国大使館

港区麻布台1-9-10 飯倉ITﾋﾞﾙ8階

45 ロシア連邦大使館

港区麻布台2-1-1

46 アフガニスタン・イスラム共和国大使館

港区麻布台2-2-1

47 フィジー共和国大使館

港区麻布台2-3-5 ノア・ビルディング14階

48 ナミビア共和国大使館

港区麻布台3-5-7 AMEREXビル

49 キューバ共和国大使館

港区東麻布1-28-4

50 パナマ共和国大使館

港区東麻布2-21-7 Samon Bldg. 2階

51 パラオ共和国大使館

港区東麻布2-21-11

青山・赤坂エリア
№

名

称

住

所

1 アメリカ合衆国大使館

港区赤坂1-10-5

2 バーレーン王国大使館

港区赤坂1-11-36 Residence Viscountess710号

3 ジョージア大使館

港区赤坂1-11-36 Residence Viscountess220号

4 アルメニア共和国大使館

港区赤坂1-11-36 Residence Viscountess230号

5 レバノン共和国大使館

港区赤坂1-11-36 Residence Viscountess410号

6 ミクロネシア連邦大使館

港区赤坂1-14-2 霊南坂ビルディング2階

7 シリア・アラブ共和国大使館

港区赤坂6-19-45 ホーマット・ジェイド

8 カナダ大使館

港区赤坂7-3-38

9 レソト王国大使館

港区赤坂7-5-47 U&M赤坂ビル3階

10 カンボジア王国大使館

港区赤坂8-6-9

11 モロッコ王国大使館

港区南青山5-4-30

12 スロベニア共和国大使館

港区南青山7-14-12

13 ブラジル連邦共和国大使館

港区北青山2-11-12

白金・高輪エリア
№

名

称

1 クウェート国大使館

住

所

港区三田4-13-12

2 ウズベキスタン共和国大使館

港区高輪2-1-52

3 スリランカ民主社会主義共和国大使館

港区高輪2-1-54

4 エチオピア連邦民主共和国大使館

港区高輪3-4-1 高輪偕成ビル2階

5 マラウイ共和国大使館

港区高輪3-4-1 高輪偕成ビル7階

6 セルビア共和国大使館

港区高輪4-16-12

7 アイスランド共和国大使館

港区高輪4-18-26

8 リベリア共和国大使館

港区白金4-14-12 Shirokane K. House

9 エリトリア国大使館

港区白金台4-7-4 白金台STビル第401号室

10 ジンバブエ共和国大使館

港区白金台5-9-10
(令和元年12月現在)
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（３）文化財
＜国指定（217件）＞
国宝・重要文化財（建造物）
№
名
1 旧台徳院霊廟惣門
2 旧朝香宮邸正門
3 旧朝香宮邸茶室
4 旧朝香宮邸本館
5 旧朝香宮邸倉庫
6 旧朝香宮邸自動車庫
7 旧東宮御所（迎賓館赤坂離宮）
8 慶応義塾三田演説館
9 慶応義塾図書館
10 瑞聖寺大雄宝殿
11 増上寺三解脱門
12 明治学院インブリー館
13 有章院（徳川家継）霊廟二天門
14 武家屋敷門

称

国宝・重要文化財（美術工芸品）
№
名
称
15 井戸茶碗（細川）
16 井戸茶碗（柴田）
17 一山一寧墨蹟（正和丙辰十月下澣）
18 雨漏茶碗
19 花白河蒔絵硯箱
20 解剖存真図（南小柿寧一筆）
21 柿蔕茶碗（毘沙門堂）
22 楽焼赤茶碗（雪峯）〈光悦作／〉
23 観世音菩薩受記経
24 観普賢経〈（裝飾経）／〉
25 丸壺茶入（相坂）〈瀬戸／〉
26 岩偶
27 岩版
28 犧首饕餮虺竜文尊
29 犧首饕餮虺竜文方罍
30 菊枝蒔絵手箱
31 居涇和尚墨蹟〈弔白雲恵曉偈／〉
32 虚堂智愚墨蹟〈与閲禅者偈頌／〉
33 桐竹鳳凰蒔絵文台及硯箱
34 金光明最勝王経註釈〈巻第二断筒／（飯室切）〉
35 金銅鉢
36 金襴手下蕪花生
37 金襴手六角瓢形花生
38 金襴手六角瓢形花生
39 継色紙（きみをおきて）
40 月江正印墨蹟〈玉泉字号偈／至正八年仲冬〉
41 月江正印墨蹟〈与楚雙峯偈語／至正三年二月十八日〉
42 月礀文明墨蹟〈拈香語／〉
43 兼輔集断簡
44 堅手茶碗（長崎）
45 絹本著色阿弥陀如来像
46 絹本著色愛染明王像
47 絹本著色愛染明王像
48 絹本著色愛染曼荼羅図
49 絹本著色華厳五十五所絵
50 絹本著色金剛界八十一尊大曼荼羅図
51 絹本著色五百羅漢図〈伝明兆筆／東福寺伝来〉
52 絹本著色釈迦如来像
53 絹本著色釈迦八相図

国宝・重要文化財（美術工芸品）
№
名
称
54 絹本著色春日宮曼荼羅図
55 絹本著色春日補陀落山曼荼羅図
56 絹本著色清滝権現像
57 絹本著色銭塘観潮図
58 絹本著色善光寺如来縁起絵
59 絹本著色大威徳明王像
60 絹本著色大日如来像
61 絹本著色那智滝図
62 絹本著色普賢十羅刹女像
63 絹本著色仏涅槃図
64 絹本著色法相宗曼荼羅図
65 絹本著色豊臣秀吉像〈／慶長三年八月日賛〉
66 絹本著色夕陽山水図〈馬麟筆／〉
67 絹本著色林檎花図
68 絹本著色躑躅図〈尾形光琳筆／〉
69 絹本著色鶉図
70 絹本墨画古木牧牛図〈毛倫筆／〉
71 絹本墨画羅漢図〈／（第五諾矩尊者）〉
72 古伊賀花生〈銘からたち／〉
73 古今集〈藤原為氏筆／〉
74 古備前火襷水指
75 後鳥羽院御抄〈并／〉越部禅尼消息
76 江戸城造営関係資料（甲良家伝来）
77 高麗青磁蓮華唐草文水瓶
78 今鏡（新世継）
79 根本百一羯磨〈巻第六／〉
80 紺紙銀字華厳経巻第卌六〈（二月堂焼経）／〉
81 嵯峨山蒔絵硯箱
82 子元祖元墨蹟（弘安三年中夏）
83 志野芦絵水指（古岸）
84 紙本金地銀泥四季草花図下絵和歌巻
85 紙本金地著色燕子花図〈尾形光琳筆／六曲屏風〉
86 紙本金地著色泰西王侯騎馬図〈／四曲屏風〉
87 紙本金地著色藤花図〈円山応挙筆／六曲屏風〉
88 紙本金地著色南蛮人渡来図〈／六曲屏風〉
89 紙本淡彩観瀑図
90 紙本淡彩山水図〈／横川賛〉
91 紙本淡彩山水図〈祥啓筆／〉
92 紙本淡彩山水図〈伝周文筆／〉
93 紙本淡彩送海東上人帰国図
94 紙本著色瓜虫図〈呂敬甫筆／自賛がある〉
95 紙本著色絵過去現在因果経〈巻第二／〉
96 紙本著色三十六歌仙切〈（順）／佐竹家伝来〉
97 紙本著色四季花鳥図〈／六曲屏風〉
98 紙本著色十二因縁絵巻
99 紙本著色天狗草紙
100 紙本著色病草紙断簡（不眠の女）
101 紙本著色法華経絵巻
102 紙本墨画煙寺晩鐘図〈伝牧谿筆／〉
103 紙本墨画漁村夕照図〈伝牧谿筆／〉
104 紙本墨画山水図
105 紙本墨画善教房絵詞
106 紙本墨画禅機図断簡〈因陀羅筆／（智常・李渤図）〉
107 紙本墨画禅機図断簡〈因陀羅筆／（布袋図）〉
108 紙本墨画淡彩山水図〈曽我紹仙筆／〉
109 紙本墨画竹雀図
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国宝・重要文化財（美術工芸品）
№
名
称
110 紙本墨画竹林山水図
111 紙本墨画竹林七賢図〈雪村筆／六曲屏風〉
112 紙本墨画風雨山水図
113 宗峰妙超墨蹟（元亨壬戌）
114 秋野蒔絵手箱
115 春日山蒔絵硯箱
116 順正理論巻第六残巻
117 小倉山蒔絵硯箱
118 色絵花鳥文八角大壺〈伊万里／〉
119 色絵五艘船図大平鉢〈伊万里／〉
120 色絵山寺図茶壺〈仁清作／〉
121 寸松庵色紙（たかための）
122 清水・住吉図蒔絵螺鈿西洋双六盤
123 青磁花瓶
124 青磁筒花生〈銘大内筒／〉
125 石造如来立像
126 石造浮彫十一面観音龕
127 染付松樹文三脚皿〈鍋島／〉
128 染付龍濤文大瓶
129 鼠志野亀甲文茶碗（山端）
130 双羊尊
131 相良家文書
132 対馬宗家関係資料
133 大かうさまくんきのうち〈太田牛一筆／〉
134 大慧宗杲墨蹟〈尺牘／四月八日〉
135 大慧宗杲墨蹟〈尺牘／性禅姪宛〉
136 大乗掌珍論〈巻上残巻／〉
137 大乗法界無差別論疏〈成弁筆／〉
138 大唐内典録〈巻第九 第十残巻／〉
139 大燈国師墨蹟〈孤桂字号／〉
140 大燈国師墨蹟〈与明輪禅尼法語／〉
141 大般若経巻五十七残巻
142 大般若経巻第二十三
143 大般若経巻第二百六十七
144 註楞伽経〈巻第七／〉
145 蝶螺鈿蒔絵手箱
146 唐物肩衝茶入（油屋）
147 唐物肩衝茶入〈銘松屋／〉
148 藤原佐理筆書状（離洛帖）
149 銅造〈釈迦如来／多宝如来〉並坐像
150 内大臣殿歌合〈／元永二年七月〉
151 南楚師説墨蹟（至正二年秋）
152 日英修好通商条約
153 日仏修好通商条約
154 日米修好通商条約
155 日米条約調印書〈／安政四年五月二十六日〉
156 日米和親条約批准書交換証書〈／安政二年正月五日〉
157 飛鳥井雅経筆懐紙（詠暁紅葉和歌）
158 不空三蔵表制集巻第五
159 浮線綾螺鈿蒔絵手箱
160 武蔵国日吉矢上古墳出土品
161 宝相華銀平文袈裟箱
162 蓬莱山蒔絵櫛箱
163 無学祖元墨蹟
164 無準師範墨蹟〈与聖一国師尺牘／〉
165 無量義経（裝飾経）
166 明極楚俊墨蹟（元徳二年仲春上澣五日）

国宝・重要文化財（美術工芸品）
№
名
称
167 明染付花卉文大皿
168 木造地蔵菩薩立像
169 竜巖徳真墨蹟〈与無夢一清偈／至順二年辛未重陽後十日〉
170 圜悟克勤墨蹟（建炎二年二月十二日）
171 葆光彩磁珍果文花瓶〈板谷波山作／〉
172 蘆屋松梅図真形釜
173 銹藍金絵絵替皿〈尾形乾山作／〉
174 饕餮夔鳳文瓿
175 饕餮夔鳳文方彝
176 饕餮虺竜文尊
177 饕餮文斝
178 饕餮文方盉
179 荻生徂徠墓
180 旧芝離宮庭園
史跡名勝天然記念物
№
名
181 旧新橋停車場跡
182 旧白金御料地
183 江戸城外堀跡
184 高輪大木戸跡
185 佐藤一斎墓
186 浅野長矩墓および赤穂義士墓
187 善福寺のイチョウ
188 東禅寺
189 品川台場
190 キリスト友会フレンズセンター
191 菊池家住宅茶室
登録有形文化財（建造物）
№
名
192 菊池家住宅茶室待合
193 菊池家住宅茶室門及び塀
194 菊池寛実記念智美術館別館
195 虎ノ門大坂屋砂場店舗
196 国際文化会館本館
197 三菱電機高輪荘主屋
198 三菱電機高輪荘蔵
199 三菱電機高輪荘洋館
200 常照院本堂内陣
201 心光院表門
202 大橋茶寮茶室葵
203 大橋茶寮茶室桂
204 大橋茶寮茶室山吹
205 大橋茶寮茶室守貧庵
206 大橋茶寮茶室如庵写
207 大橋茶寮中門
208 大橋茶寮表門
209 大橋茶寮不老門
210 大橋茶寮塀
211 大倉集古館陳列館
212 東京タワー
213 東京水産大学雲鷹丸
214 堀商店
215 妙定院熊野堂
216 妙定院上土蔵
217 廣度院表門及び練塀

称

称

出典：文化庁「国指定文化財データベース」（令和２年２月現在）
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＜東京都指定（37件）＞
天然記念物
№
1 芝東照宮のイチョウ
2 旧細川邸のシイ
史跡
№
3
4
5
6
旧跡
№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

名

称

名

称

西久保八幡貝塚
亀塚
芝丸山古墳
杉田玄白墓

名
最初のアメリカ公使宿館跡
最初のフランス公使宿館跡
最初のオランダ公使宿館跡
安島直円墓
巌谷小波宅跡
毛利甲斐守邸跡
浅野土佐守邸跡
水野監物邸跡
大国隆正墓
英一蝶墓
曽根吉正墓
勝安房邸跡
佐藤直方墓
井部香山墓
林鶴梁墓
西郷・勝両氏会見地
江川氏調練場跡
福沢・近藤両翁学塾跡

称

有形文化財（古文書）
№
25 武蔵名勝図会稿本
26 善福寺文書

名

称

有形文化財（考古資料）
№
名
称
27 萩藩毛利家下屋敷跡出土地鎮具
28 飯田町遺跡 735 号遺構出土理兵衛焼
29 東片町遺跡 第 199 号遺跡講出土品一括
有形文化財（彫刻）
№
名
称
30 木造十六羅漢像（三解脱門安置）
31 木造阿彌陀如来坐像
32 木造釈迦如来及び両脇侍像（三解脱門安置）
33 木造四天王立像 康伝作
34 木造広目天立像
35 木造徳川家康坐像
有形文化財（建造物）
№
36 氷川神社社殿
37 増上寺経蔵

名

称

出典：東京都「東京都文化財情報データベース」（令和２年２月現在）
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＜港区指定（135件）＞
有形文化財（建造物）
№
名
1 明治学院記念館
2 増上寺旧方丈門（黒門）
3 旧乃木邸及び馬小屋
4 明治学院礼拝堂
5 銅鳥居
6 増上寺景光殿(旧広書院)表門
7 清正公堂及び山門
8 善福寺本堂
9 旧協働会館
10 大門
11 承教寺鐘楼

称

有形文化財（絵画）
№
名
称
12 五百羅漢図（絹本着色）
13 長沢芦雪筆人物図
14 一の谷・屋島合戦図屏風
15 羅漢図
16 法然上人行状絵
17 法然上人伝絵詞（紙本着色）
18 琴棋書画図屏風
19 阿弥陀三尊図（絹本着色）
20 英一蝶筆釈迦如来画像（絹本着色）
21 寒山拾得図（紙本墨画）
22 涅槃図（紙本着色）
23 涅槃図
24 月岡芳年筆『ま』組火消し絵馬
釈迦八相祇園精舎曼荼羅 付『萬松山曼陀羅之記』
25
『文化五辰年於阿弥陀寺泉岳寺開帳全』
絹本着色普照国師（隠元隆き）像 土佐光起筆
26
高泉性とん賛
27 広尾稲荷拝殿天井墨龍図
高橋由一筆
28 涅槃図
29 紙本着色蓮舟観音図
加藤信清筆
30 紙本着色箱根詣図
建部巣兆筆
31 紙本墨画五百羅漢図下図
狩野一信筆
32 紙本墨画五百羅漢図下図
狩野一信筆
33 紙本着色出山釈迦図
加藤信清筆
34 絹本着色出山釈迦図
円山応挙筆
35 絹本着色当麻曼荼羅図
36 絹本着色観智国師肖像
有形文化財（彫刻）
№
名
称
37 毘沙門天像（木造）
38 銅造阿弥陀如来及両脇侍立像
39 木造釈迦如来及阿難・迦葉像
40 神楽面 付「神楽面目録」
41 木造阿弥陀如来立像
42 閻魔大王坐像および司録・司命半跏像
43 木造阿弥陀如来坐像
44 漆喰造彩色天野屋利兵衛像
入江長八作
45 木造仁王像
46 木造僧形坐像

有形文化財（工芸品）
№
47 増上寺梵鐘
48 圓通寺梵鐘
49 承教寺梵鐘

名

称

有形文化財（書跡）
№
名
称
50 奈良時代写経
51 瑞聖寺所蔵墨蹟
52 松平不昧 狂歌小幅
53 大田蜀山人筆
狂歌屏風・漢詩屏風
54 勝海舟書画巻
55 白隠慧鶴筆「金剛窟」（室号）
有形文化財（古文書）
№
名
称
56 松平不昧・月潭書状
57 足利直義御教書
58 足利成氏文書
59 徳川将軍家朱印状
付目録・条目・写し
60 吉良氏朱印状
61 増上寺所蔵文書
62 伊奈半十郎忠治書状
63 『天文・永禄年間 古券巻』
64 増上寺十三世正誉廓山自筆涅槃図置文
65 源誉存応関係文書
66 反町文書
67 久保家文書
68 麻布本村町沽券図
69 宇田川家文書
70 山本家文書
71 観智国師書状〈伝通院宛〉
有形文化財（古記録）
№
名
称
72 亜墨利加ミニストル旅宿記
73 外国書願留
74 御祭礼番附留
75 芝新銭座町 御高札物揚場諸事記録』
76 弘化年間 『屋鋪五方相対替一件』記録
77 門前水帳
78 善福寺出張中日記
有形文化財（考古資料）
№
名
79 伊皿子貝塚遺跡出土遺物
80 雁木坂上遺跡Ｎ地点出土遺物
81 西久保八幡貝塚出土遺物

称
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有形文化財（歴史資料）
№
名
称
82 広尾の庚申塔
83 弥陀種子板碑
84 黒田清輝墓誌及び副葬品
85 魚籃観世音霊験記等版木
86 金杉町 焼印札
87 弥陀種子板碑
88 明治学院インブリー館
建設関係資料
89 伝真柄直基所用 野郎頭兜
90 元禄七年銘納経石塔
91 弥陀三尊種子板碑
92 古写真〈井関盛艮旧蔵コレクション〉
93 大巓宗碩関係資料
94 官軍兵士軍服 付 外套・シャツ
95 桜田学校設立奉賀帳
96 徳川家霊廟天井板
97 石製胞衣容器蓋
丹波篠山藩青山家中屋敷跡出土
98 牛供養塔及び二千七百六十人之霊供養塔
99 後久洋家具店製作家具図面及び関連書類
100 亀山碑
101 メーソン＆ハムリン社製 リードオルガン
102 海蔵寺の庚申塔
103 青山の庚申塔
104 弥陀種子板碑
105 倉松屋嘉兵衛町屋敷絵図
絵画及び歴史資料
№
名
称
106 狩野一信関連資料〈逸見家伝来〉
歴史資料及び絵画
№
107 松平不昧関係遺品

名

称

歴史資料及び有形民俗文化財
№
名
称
108 仙台藩伊達家胞衣桶 付青銅製外容器及び内容物一括
109 会津松平家由来
常香盤（香盤時計）

無形文化財
№
名
110 工芸技術・木工芸指物制作
111 工芸技術 江戸表具
112 工芸技術三味線製作

称

有形民俗文化財
№
名
称
113 芝金杉の漁具
114 銅造地蔵菩薩坐像
115 魚籃寺奉納絵馬及び掛軸
116 芝大神宮の力石
117 日限地蔵尊略縁起等版木
118 祭礼山車行列額絵
119 浄瑠璃人形かしら及び衣装
120 奉納絵馬
121 絵馬 市川莚升 大星由良之助図
史跡
№
122
123
124
125
126
127

普光観智国師墓
ヒュースケン墓
伊澤蘭軒墓
肥前佐賀藩主鍋島家墓所
日本経緯度原点
看護婦教育所発祥の地

旧跡
№
128
129
130
131
132

名
称
尾崎紅葉生誕の地
大槻玄沢埋葬の地
日本近代初等教育発祥の地（小学第一校・源流院跡）
永井荷風旧居「偏奇館」跡
明和の大火死者供養墓

名

名勝
№
133 旧岩崎邸庭園
天然記念物
№
134 増上寺のカヤ
135 氷川神社のイチョウ

称

名

称

名

称

出典：港区立郷土資料館「港区文化財総合目録登録一覧」（平成30年９月現在）
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宿泊施設（262件）
芝・三田エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル
3 旅館・ホテル
4 旅館・ホテル
5 簡易宿所
6 簡易宿所
7 簡易宿所
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 旅館・ホテル
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 旅館・ホテル
14 旅館・ホテル
15 旅館・ホテル
16 旅館・ホテル
17 旅館・ホテル
18 旅館・ホテル
19 旅館・ホテル
20 簡易宿所
21 旅館・ホテル
22 旅館・ホテル
23 旅館・ホテル
24 簡易宿所
25 旅館・ホテル
26 旅館・ホテル
27 旅館・ホテル
28 旅館・ホテル
29 旅館・ホテル
30 旅館・ホテル
31 旅館・ホテル
32 旅館・ホテル
33 旅館・ホテル
34 旅館・ホテル
35 旅館・ホテル
36 旅館・ホテル
37 旅館・ホテル
38 旅館・ホテル
39 旅館・ホテル
40 旅館・ホテル
41 旅館・ホテル
42 旅館・ホテル
43 簡易宿所
44 旅館・ホテル
45 旅館・ホテル
46 旅館・ホテル
47 旅館・ホテル
48 簡易宿所
49 旅館・ホテル
50 旅館・ホテル
51 旅館・ホテル
52 旅館・ホテル
53 旅館・ホテル
54 旅館・ホテル

名
称
ヴィラフォンテーヌ浜松町
くれたけインプレミアム浜松町
宿坊 正伝寺
東京グランドホテル(曹洞宗檀信徒会館)
クレア芝公園
クレア芝公園
クレア芝公園
芝公園ハウス
芝公園ハウス
三田会館
スーパーホテル東京・芝
サンシャインタワー201
サンシャインタワー202
サンシャインタワー203
ホテル ザ セレスティン 東京芝
春日旅館
春日旅館
グラスビル3階02 TOKYO
グラスビル5階01 TOKYO
駐健保会館
アパホテル＜三田駅前＞
SSK健保会館芝
芝5丁目
田町 BAY HOTEL(ベイホテル)
東京さぬき倶楽部
京急EXイン品川･泉岳寺駅前
島嶼会館
ベイサイドホテル アジュール竹芝
ホテルタビノス浜松町
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
ホテルマイステイズプレミア浜松町
MusBee東京浜松町
ホテルマイステイズ浜松町
名鉄イン浜松町
変なホテル東京 浜松町
ハーモニーレジデンス浜松町201
ハーモニーレジデンス浜松町202
ハーモニーレジデンス浜松町203
ハーモニーレジデンス浜松町301
ハーモニーレジデンス浜松町302
ハーモニーレジデンス浜松町303
スーパーホテル東京・浜松町
リブポート浜松町
三交インGrande東京浜松町
京王プレッソイン浜松町
相鉄フレッサイン浜松町大門
京急EXイン浜松町・大門駅前
カプセルイン浜松町
芝パークホテル(別館)
芝パークホテル
リッチモンドホテル東京芝
ホテル メルパルク東京
東京プリンスホテル
ザ･プリンスパークタワー東京

住 所
港区芝1-6-5
港区芝1-8-18
港区芝1-12-12
港区芝2-5-2
港区芝2-18-8 1階
港区芝2-18-8 2階202
港区芝2-18-8 4階
港区芝2-18-9 1階
港区芝2-18-9 2階
港区芝2-20-12
港区芝2-31-17
港区芝3-12-9 201
港区芝3-12-9 202
港区芝3-12-9 203
港区芝3-23-1
港区芝3-28-8
港区芝3-43-18
港区芝3-32-13 301
港区芝3-32-13 501
港区芝3-41-8
港区芝4-4-8
港区芝5-11-1
港区芝5-23-14
港区芝5-27-10
港区三田1-11-9
港区三田3-11-26
港区海岸1-4-15
港区海岸1-11-2
港区海岸1-13-3
港区海岸1-16-2
港区浜松町1-8-5
港区浜松町1-16-11
港区浜松町1-18-14
港区浜松町1-19-14
港区浜松町1-24-11
港区浜松町1-26-6 201号室
港区浜松町1-26-6 202号室
港区浜松町1-26-6 203号室
港区浜松町1-26-6 301号室
港区浜松町1-26-6 302号室
港区浜松町1-26-6 303号室
港区浜松町2-2-1
港区浜松町2-5-3 2階
港区浜松町2-7-18
港区芝大門1-1-26
港区芝大門1-2-7
港区芝大門1-15-4
港区芝大門1-16-6
港区芝公園1-5-10
港区芝公園1-6-6
港区芝公園2-3-4
港区芝公園2-5-20
港区芝公園3-3-1
港区芝公園4-8-1
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新橋エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル
3 旅館・ホテル
4 旅館・ホテル
5 簡易宿所
6 旅館・ホテル
7 旅館・ホテル
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 簡易宿所
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 旅館・ホテル
14 旅館・ホテル
15 旅館・ホテル
16 旅館・ホテル
17 旅館・ホテル
18 旅館・ホテル
19 旅館・ホテル
20 簡易宿所
21 簡易宿所
22 簡易宿所
23 簡易宿所
24 旅館・ホテル
25 簡易宿所
26 旅館・ホテル
27 旅館・ホテル
28 簡易宿所
29 旅館・ホテル
30 簡易宿所
31 旅館・ホテル
32 簡易宿所
33 旅館・ホテル
34 旅館・ホテル
35 旅館・ホテル
36 旅館・ホテル
37 旅館・ホテル
38 旅館・ホテル
39 簡易宿所
40 旅館・ホテル
41 旅館・ホテル
42 旅館・ホテル
43 旅館・ホテル
44 旅館・ホテル
45 簡易宿所
46 旅館・ホテル
47 旅館・ホテル
48 旅館・ホテル
49 旅館・ホテル

名
称
ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留
パークホテル東京
コンラッド東京
ヴィラフォンテーヌグランド東京汐留
豪華カプセルホテル安心お宿プレミア新橋汐留店
三井ガーデンホテル汐留イタリア街
THE BLOSSOM HIBIYA
第一ホテル東京
からくさホテルプレミアム東京銀座
Book Tea Bed(ブック ティー ベッド)
相鉄フレッサイン新橋日比谷口
相鉄フレッサイン新橋日比谷口別館
ダイワロイネットホテル新橋
新橋アーバンホテル
チェックイン新橋
ホテルユニゾ新橋
カンデオホテルズ東京新橋
ホテル新橋三番館
アネックスチェックイン新橋
Hotel owl Tokyo shinbashi
カプセルホテル新橋
カプセルイン新橋
カプセルホテル安心お宿新橋店
相鉄フレッサイン新橋烏森口
レインボーホテル
THE HOTEL SHINBASHI
東急ステイ新橋
bnb+ 和 -Shinbashiスーパーホテル新橋･烏森口
bnb+ Post town Sinbashi
Yホテル新橋
Rooms(ルームス)
ホテル1899東京
アパホテル＜新橋御成門＞
HOTEL LiVEMAX新橋
ホテルウィングインターナショナル新橋御成門
IT1(アイティワン)
ザ･ビー新橋
bnb+ Trip Community Tokyo Three
Swwitch House Central Tokyo 5
Swwitch House Central Tokyo 6
Swwitch House Central Tokyo 7
アパホテル＜新橋虎ノ門＞
日比谷シティホテル
ファーストキヤビン愛宕山
NEXUS DOOR TOKYO
アンダーズ東京
The Okura Tokyo
新橋愛宕山東急REIホテル

住 所
港区東新橋1-6-3
港区東新橋1-7-1
港区東新橋1-9-1
港区東新橋1-9-2
港区東新橋2-7-8
港区東新橋2-14-24
港区新橋1-1-13 18～27階
港区新橋1-2-6
港区新橋1-6-6
港区新橋1-9-1 新橋二光ビル5階
港区新橋1-14-3
港区新橋1-15-4
港区新橋1-17-2 2～14階
港区新橋2-11-9
港区新橋2-15-17
港区新橋3-5-2
港区新橋3-6-8
港区新橋3-10-9
港区新橋3-10-10
港区新橋3-15-7 2階
港区新橋3-16-4
港区新橋3-21-3
港区新橋3-21-6
港区新橋4-10-2
港区新橋4-15-6
港区新橋4-20-1
港区新橋4-23-1
港区新橋5-1-5 ル･グラシエルBLDG.11
港区新橋5-16-4
港区新橋5-20-1 ル･グラシエルBLDG.5
港区新橋5-28-7
港区新橋5-29-2 新正堂第2ビル2階
港区新橋6-4-1
港区新橋6-10-3
港区新橋6-20-1
港区新橋6-20-8
港区西新橋1-11-6
港区西新橋1-17-13
港区西新橋1-23-10 南和ビル3階
港区西新橋1-23-10 南和ビル5階
港区西新橋1-23-10 南和ビル6階
港区西新橋1-23-10 南和ビル7階
港区西新橋2-6-9
港区西新橋2-8-10
港区西新橋3-10-7
港区西新橋3-23-16
港区虎ノ門1-23-4
港区虎ノ門2-10-4
港区愛宕1-6-6

3階
4階
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麻布エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル
3 旅館・ホテル
4 旅館・ホテル
5 旅館・ホテル
6 旅館・ホテル
7 旅館・ホテル
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 旅館・ホテル
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 簡易宿所
14 簡易宿所
15 旅館・ホテル
16 旅館・ホテル
17 旅館・ホテル
18 簡易宿所
19 旅館・ホテル
20 旅館・ホテル
21 旅館・ホテル
22 旅館・ホテル
23 旅館・ホテル
24 旅館・ホテル
25 旅館・ホテル
26 旅館・ホテル
27 旅館・ホテル
28 旅館・ホテル
29 旅館・ホテル
30 旅館・ホテル
31 旅館・ホテル
32 旅館・ホテル
33 簡易宿所
34 旅館・ホテル
35 旅館・ホテル
36 旅館・ホテル
37 旅館・ホテル
38 旅館・ホテル
39 旅館・ホテル
40 旅館・ホテル
41 旅館・ホテル
42 旅館・ホテル
43 旅館・ホテル
44 旅館・ホテル
45 簡易宿所
46 旅館・ホテル
47 簡易宿所
48 旅館・ホテル
49 簡易宿所
50 旅館・ホテル
51 旅館・ホテル
52 簡易宿所
53 旅館・ホテル
54 簡易宿所

名
称
オリンピックイン麻布
葡道
MONO
IBASHO Hiroo 4F
IBASHO Hiroo 7F
ホテル グランツ カスカータ
HOTEL Azabu
ホテルS
アパホテル＜西麻布＞
ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京六本木
ホテルオークラ東京(別館)
アパホテル＜六本木―丁目駅前＞
谷川ビル2階
谷川ビル3階
六本木アパルトメント
ザ･ビー六本木
相鉄フレッサイン東京六本木
The Wardrobe Hostel Roppongi
国際文化会館
谷島ハイツ401
谷島ハイツ502
角井ハウス403
角井ハウス505
ホテルアルカトーレ六本木
アパホテル＜六本木駅前＞
カンデオホテルズ東京六本木
グランドハイアット東京
STUDIO BLUE(スタジオ ブルー)
STUDIO WHITE(スタジオ ホワイト)
TOWER OF VABEL(タワーオブバベル)
レム六本木
六本木プラザホテル
カプセルイン ミナミ
アクトホテル六本木
ホテル六本木
ホテル IROHA
東京アメリカンクラブ
OMOTENASHIバケーションレンタルAZABU701
OMOTENASHIバケーションレンタルAZABU702
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO
８０２
ホテル ザ グランツ
ナビ 麻布十番1
ナビ 麻布十番2
／２ NIBUNNO(ニブンノ)
花築タワーホテル
Guest House Tokyo Azabu
In The Hood Higashi Azabu
ZABUTTON
ホテルアルファイン
lin étoffe(ラン エトッフ)
Book Tea Bed Azabu+
hotel azabu ten
Binemu(ビネム)

住 所
港区南麻布1-7-37
港区南麻布1-19-3
港区南麻布3-2-4
港区南麻布4-13-8 プランドール南麻布4階
港区南麻布4-13-8 プランドール南麻布7階
港区西麻布1-3-2
港区西麻布1-3-21
港区西麻布1-11-6
港区西麻布4-4-5
港区六本木1-6-2
港区六本木1-10-16
港区六本木2-3-9
港区六本木3-6-8 谷川ビル2階
港区六本木3-6-8 谷川ビル3階
港区六本木3-6-9
港区六本木3-9-8
港区六本木3-10-1
港区六本木4-1-26
港区六本木5-11-6
港区六本木5-11-30 谷島ハイツ401号室
港区六本木5-11-30 谷島ハイツ502号室
港区六本木5-11-31 角井ハウス403号室
港区六本木5-11-31 角井ハウス505号室
港区六本木6-1ｰ23
港区六本木6-7-8
港区六本木6-7-11 3階～16階
港区六本木6-10-3
港区六本木6-11-17 第2竹皮屋ビル5階
港区六本木6-11-17 第2竹皮屋ビル6階
港区六本木7-13-7
港区六本木7-14-4
港区六本木7-15-13 六本木ダイヤハイツ6階
港区六本木7-15-13 3階
港区六本木7-17-15
港区六本木7-19-4
港区六本木7-20-7
港区麻布台2-1-2
港区麻布十番1-2-9 新一の橋ハイツ701
港区麻布十番1-2-9 新一の橋ハイツ702
港区麻布十番1-5-23
港区麻布十番2-5-11 麻布メゾン802
港区麻布十番2-21-3
港区麻布十番3-9-6 スバルMビル201号室
港区麻布十番3-9-6 スバルMビル202号室
港区東麻布1-8-2
港区東麻布1-13-7
港区東麻布1-17-9 アネックス東麻布3階・4階
港区東麻布1-27-7
港区東麻布1-29-20
港区東麻布2-8-3
港区東麻布2-12-7 1階
港区東麻布2-22-6
港区東麻布2-26-8
港区東麻布3-4-16
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青山・赤坂エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル
3 簡易宿所
4 旅館・ホテル
5 旅館・ホテル
6 簡易宿所
7 旅館・ホテル
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 旅館・ホテル
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 旅館・ホテル
14 簡易宿所
15 旅館・ホテル
16 旅館・ホテル
17 旅館・ホテル
18 旅館・ホテル
19 旅館・ホテル
20 旅館・ホテル
21 旅館・ホテル
22 旅館・ホテル
23 簡易宿所
24 簡易宿所
25 簡易宿所
26 旅館・ホテル
27 旅館・ホテル
28 旅館・ホテル
29 旅館・ホテル
30 旅館・ホテル
31 簡易宿所
32 旅館・ホテル
33 簡易宿所
34 簡易宿所
35 旅館・ホテル
36 簡易宿所
37 旅館・ホテル
38 旅館・ホテル
39 旅館・ホテル
40 旅館・ホテル
41 旅館・ホテル
42 旅館・ホテル
43 旅館・ホテル
44 簡易宿所
45 簡易宿所
46 旅館・ホテル
47 旅館・ホテル
48 旅館・ホテル
49 旅館・ホテル
50 旅館・ホテル
51 旅館・ホテル
52 旅館・ホテル
53 旅館・ホテル
54 旅館・ホテル
55 旅館・ホテル

名
称
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京
変なホテル東京 赤坂
INNO Hostel Roppongi(イノホステル ロッポンギ)
赤坂アーバンホテル アネックス
赤坂アーバンホテル
The Wardrobe Hostel Wonder
インソムニア赤坂
HOTEL REX
ホテルシャンティ赤坂
ホテルマイステイズプレミア赤坂
イチホテル赤坂
SUハウス赤坂1
Only Cool Stay
TOKYO LITTLE HOUSE
赤坂クリスタルホテル
マツリホテル第2クワムラビル4F
赤坂グランベルホテル
センチュリオンホテル･ヴィンテージ赤坂
ザ センチュリオンクラシック赤坂
センチュリオンホテルレジデンシャル赤坂
HOTEL FELICE AKASAKA
センチュリオンホテル･レジデンシャルアネックス
センチュリオンホテル･レジデンシャルキャビンタワー
ファーストキャビン赤坂
The Wardrobe Hostel LIBRERIA
スーパーホテルLohas赤坂
ホテルリズベリオ赤坂
センチュリオンホテルグランド赤坂
アパヴィラホテル＜赤坂見附＞
ザ･ビー赤坂見附
CENTURION CABIN&SPA LADIES
ホテルビスタプレミオ東京[赤坂]
PREMIUM
赤坂の里
3F PREMIUM
ナインアワーズ赤坂
ホテルモントレ赤坂
Tokyo House Akasaka H
Tokyo House Akasaka I
グランツ赤坂(Grants Akasaka)
京王プレッソイン赤坂
相鉄フレッサイン東京赤坂
相鉄フレッサイン東京赤坂別館
Kaisu(カイス)
かぷせるイン赤坂
赤坂陽光ホテル
マロウドイン赤坂別館
マロウドイン赤坂
富山県赤坂会館
ザ･ビー赤坂
HOTEL LiVEMAX 赤坂
MIMARU東京赤坂
アジア会館
ザ･リッツ･カールトン東京
南青山1st

住 所
港区赤坂1-12-33
港区赤坂2-6-14
港区赤坂2-7-2
港区赤坂2-10-1
港区赤坂2-12-2
港区赤坂2-13-14 福富ビル4階
港区赤坂2-14-14
港区赤坂2-14-34 1､3～6階
港区赤坂2-16-15
港区赤坂2-17-54
港区赤坂2-17-55
港区赤坂2-19-12 LAPiSアカサカⅡ 102号室
港区赤坂2-20-15 Jビル2～4階
港区赤坂3-6-12 深澤ビル2階
港区赤坂3-9-3
港区赤坂3-9-15 第2クワムラビル4階
港区赤坂3-10-9
港区赤坂3-10-13
港区赤坂3-11-8 1･4･5･7階
港区赤坂3-12-3
港区赤坂3-12-5
港区赤坂3-12-16 2～3階
港区赤坂3-12-16 4～9階
港区赤坂3-13-7
港区赤坂3-16-4 中村ビル3階
港区赤坂3-16-7
港区赤坂3-18-1
港区赤坂3-19-3
港区赤坂3-19-10
港区赤坂3-21-7
港区赤坂4-2-4 赤坂Leeビル5階
港区赤坂4-3-2
港区赤坂4-3-13 (株)三泉社ビル1階
港区赤坂4-3-13 (株)三泉社ビル2階
港区赤坂4-3-13 (株)三泉社ビル3階
港区赤坂4-3-14
港区赤坂4-9-24
港区赤坂4-10-21 フジヒロビル301号室
港区赤坂4-10-21 フジヒロビル302号室
港区赤坂4-11-11 グランツ赤坂
港区赤坂6-2-13
港区赤坂6-3-17
港区赤坂6-3-18
港区赤坂6-13-5
港区赤坂6-14-1
港区赤坂6-14-12
港区赤坂6-15-15
港区赤坂6-15-17
港区赤坂7-5-51
港区赤坂7-6-13
港区赤坂7-9-4
港区赤坂7-9-6
港区赤坂8-10-32
港区赤坂9-7-5
港区南青山1-4-3
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青山・赤坂エリア
№
区分
56 簡易宿所
57 旅館・ホテル
58 簡易宿所
59 旅館・ホテル
60 簡易宿所
61 旅館・ホテル
62 旅館・ホテル
63 旅館・ホテル

名
称
The Micro Museum Hostel Aoyama
東急ステイ青山プレミア
Albida Hotel Aoyama
CARAVAN HOTEL TOKYO
ホテル アドネス
Omotesando Condominium
島根イン青山
ホテル アラマンダ青山

住 所
港区南青山2-27-6 Reve南青山ビル2階
港区南青山2-27-18
港区南青山3-1-5
港区南青山3-13 COMMUNE2nd内
港区南青山4-3-2 2階、3階
港区南青山5-1-25 メゾンドラミア701
港区南青山7ｰ1-5
港区北青山2-7-13

白金・高輪エリア
№
区分
1 簡易宿所
2 旅館・ホテル
3 旅館・ホテル
4 簡易宿所
5 簡易宿所
6 旅館・ホテル
7 旅館・ホテル
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 旅館・ホテル
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 旅館・ホテル
14 旅館・ホテル
15 旅館・ホテル
16 旅館・ホテル
17 旅館・ホテル
18 旅館・ホテル
19 旅館・ホテル
20 簡易宿所
21 旅館・ホテル
22 簡易宿所
23 旅館・ホテル
24 旅館・ホテル
25 旅館・ホテル
26 旅館・ホテル

名
称
Koru Takanawa Gateway Hostel,Café & Bar
東急ステイ高輪（泉岳寺駅前）
アパホテル〈品川 泉岳寺駅前〉
ARAIYA（アライヤ）
ポルタ品川
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
ザ･プリンスさくらタワー東京
京急EXホテル品川
都シティ東京高輪
品川東武ホテル
東京療院新館
京急EXホテル高輪
品川プリンスホテルNタワー
品川プリンスホテルイーストタワー
品川プリンスホテルメインタワー
品川プリンスホテルアネックスタワー
別館ホテル品川
東横イン品川駅高輪口
プラチナヒルズホテル
NearbyRoppongi(ニアバイロッポンギ)
H2O Stay 広尾
フレックステイイン白金
シェラトン都ホテル東京
オリーブスパ白金台 PENTHOUSE Room1
オリーブスパ白金台 PENTHOUSE Room2

住 所
港区高輪2-6-7
港区高輪2-16-29
港区高輪2-16-30
港区高輪2-17-1
港区高輪3-10-38
港区高輪3-13-1
港区高輪3-13-1
港区高輪3-13-1
港区高輪3-13-3
港区高輪3-19-17
港区高輪4-7ｰ6
港区高輪4-9-16
港区高輪4-10-8
港区高輪4-10-18
港区高輪4-10-18
港区高輪4-10-30
港区高輪4-10-30
港区高輪4-21-4
港区高輪4-23-2
港区白金1-15-36 プラチナヒルズ2階､3階､4階
港区白金5-1-2 レジデンス白金103号室
港区白金5-2-2
港区白金5-10-15
港区白金台1-1-50
港区白金台4-9-2 PANTHEON白金台2階
港区白金台4-9-2 PANTHEON白金台2階

芝浦・港南エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル
3 旅館・ホテル
4 旅館・ホテル
5 旅館・ホテル
6 旅館・ホテル
7 旅館・ホテル
8 旅館・ホテル
9 旅館・ホテル
10 旅館・ホテル
11 旅館・ホテル
12 旅館・ホテル
13 簡易宿所
14 旅館・ホテル

名
称
農林中央金庫品川研修センター
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
港湾労働者品川宿泊所
東京港湾福利厚生センター
港湾労働者第一宿泊所
日本通運(株)NEX-TEC芝浦
港湾労働者第三宿泊所
チサンホテル浜松町
ホテルグランマーチ東京芝浦
プルマン東京田町
ホテルグレイスリー田町
相鉄フレッサイン東京田町
bnb+ Tokyo Tamachi
ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京田町

港区港南2-10-13
港区港南2-16-1
港区港南5-2-13
港区海岸3-9-5
港区海岸3-9-40
港区海岸3-11-15
港区海岸3-21-1
港区芝浦1-3-10
港区芝浦2-17-11
港区芝浦3-1-21
港区芝浦3-8-1
港区芝浦3-14-21
港区芝浦3-20-9
港区芝浦4-2-8

お台場エリア
№
区分
1 旅館・ホテル
2 旅館・ホテル

名
ヒルトン東京お台場
グランドニッコー東京台場

港区台場1-9-1
港区台場2-6-1

称

住

所

住

所

出典：港区「旅館業施設一覧表」(令和元年12月現在)
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サイクルポート（110件）
芝・三田エリア
№
名
称
1 住友芝公園ビル
2 NTT三田ビル
3 三田いきいきプラザ
4 セブン-イレブン 三田駅北店
5 ピーアーク三田
6 三田国際ビル
7 東京さぬき倶楽部
8 パークプレイス三田
9 三田Avanti
10 汐留ビルディング
11 竹芝客船ターミナル
12 鈴与竹芝ビル
13 鈴与浜松町ビル
14 プレミア海岸ビル
15 Hi-NODE（ハイノード）
16 セブン-イレブン 港区汐彩橋店
17 セブン-イレブン 港区芝浦ふ頭店
18 ピアシティ芝浦ビル
19 神明いきいきプラザ
20 港区立エコプラザ
21 浜松町クレアタワー
22 港区役所
23 KDX浜松町プレイス
24 機械振興会館
25 東京タワー（休止中）

住
所
港区芝2-7-17
港区芝3-7-1
港区芝4-1-17
港区芝4-3-5
港区芝5-22-5
港区三田1-4-28
港区三田1-11-9
港区三田3-7-31
港区三田3-11-28
港区海岸1-2-20
港区海岸1-12
港区海岸1-13
港区海岸2-1-16
港区海岸2-2-6
港区海岸2-7-103
港区海岸3-3-20
港区海岸3-12-7
港区海岸3-18-1
港区浜松町1-6-7
港区浜松町1-13-1
港区浜松町2-3-1
港区芝公園1-5-25
港区芝公園1-7-6
港区芝公園3-5-8
港区芝公園4-2-3

新橋エリア
№
名
称
1 汐留シティセンター
2 アーバンネット内幸町ビル･THE BLOSSOM HIBIYA
3 新虎通りCORE
4 新橋プラザビル
5 環二新橋四丁目
6 きらきらプラザ新橋
7 ホテルリブマックス新橋
8 西新橋1丁目(外堀通り)
9 西新橋2丁目(新虎通り)
10 KDX西新橋ビル(北側)
11 KDX西新橋ビル(西側)
12 虎ﾉ門1丁目暫定自転車置場(外堀通り)
13 虎ﾉ門ヒルズ
14 虎ﾉ門二丁目タワー
15 虎ノ門ツインビルディング
16 NTT虎ノ門ビル
17 ニッセイ虎ノ門ビル
18 城山ガーデン
19 愛宕グリーンヒルズ

住
所
港区東新橋1-5-2
港区新橋1-1-13
港区新橋4-1-1
港区新橋4-9-1
港区新橋4-21
港区新橋6-4-2
港区新橋6-20-1
港区西新橋1-12
港区西新橋2-22
港区西新橋3-3-1
港区西新橋3-3-1
港区虎ノ門1-4
港区虎ノ門1-23-1
港区虎ノ門2-3-17
港区虎ノ門2-10-1
港区虎ノ門3-8-8
港区虎ノ門3-17-1
港区虎ノ門4-3-1
港区愛宕2-5-1

麻布エリア
№
名
称
1 ありすいきいきプラザ
2 広尾駅
3 麻布運動場
4 元麻布ヒルズ
5 元麻布三丁目
6 ファミリーマート西麻布霞町店
7 アークヒルズ(サウスタワー)
8 六本木ファーストビル
9 住友不動産六本木グランドタワー
10 三井ガーデンホテル六本木プレミア
11 麻布地区総合支所
12 六本木ヒルズ
13 goodoffice ROPPONGI
14 一の橋
15 ザ・ベルグレイヴィア麻布
16 ブランシェ東麻布
17 飯倉いきいきプラザ

住
所
港区南麻布4-6-7
港区南麻布4-57-25
港区南麻布5-6-33
港区元麻布1-3-1
港区元麻布3-9
港区西麻布2-9-16
港区六本木1-4-5
港区六本木1-9-9
港区六本木3-2-1
港区六本木3-15-17
港区六本木5-16-45
港区六本木6-10-1
港区六本木7-3-24
港区麻布十番4-3-1
港区東麻布1-8-4
港区東麻布1-15-11
港区東麻布2-16-11

青山・赤坂エリア
№
名
称
1 赤坂センタービルディング前(青山通り)
2 明治記念館
3 明治記念館西
4 ファミリーマート特許庁前店
5 セブン-イレブン 港区溜池山王店
6 アークヒルズ(アーク森ビル)
7 国際新赤坂ビル
8 ICI Hotel Akasaka
9 赤坂見附南
10 ビスタホテル赤坂ビル
11 赤坂ガーデンシティ
12 赤坂地区総合支所
13 赤坂パークビルヂング
14 ホテルリブマックス赤坂
15 ホテルアジア会館
16 新青山ビル
17 LIFORK 南青山 北エントランス
18 SHARE GREEN 南青山 西エントランス

住
所
港区元赤坂1-3-13
港区元赤坂2-2-23
港区元赤坂2-2-23
港区赤坂1-3-9
港区赤坂1-4-41
港区赤坂1-12-32
港区赤坂2-14-27
港区赤坂2-17-55
港区赤坂3-2
港区赤坂4-3-2
港区赤坂4-15-1
港区赤坂4-18-13
港区赤坂5-2-20
港区赤坂7-9-4
港区赤坂8-10-32
港区南青山1-1-1
港区南青山1-12-32
港区南青山1-12-32

白金・高輪エリア
№
名
称
1 高輪地区総合支所
2 東海大学 高輪キャンパス
3 ショパン高輪
4 品川プリンスホテル
5 白金プラチナレジデンス
6 白金台駅自転車駐車場
7 白金台いきいきプラザ

住
所
港区高輪1-16-25
港区高輪2-3-23
港区高輪3-9
港区高輪4-10-30
港区白金6-3-15
港区白金台4-6-2
港区白金台4-8-5
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芝浦・港南エリア
№
名
称
1 品川シーズンテラス
2 こうなん星の公園
3 品川インターシティ
4 港区立港南図書館
5 第２東運ビル
6 パークタワー品川ベイワード
7 フェイバリッチタワー品川
8 港南公園Ｃ
9 港南緑水公園
10 浜松町ビルディング
11 シーバンス
12 GLOBAL FRONT TOWER
13 フェイム芝浦インターウェーブ
14 みなとパーク芝浦
15 グランドメゾン田町
16 ローソン芝浦二丁目店
17 msb Tamachi
18 グランパーク
19 芝浦ルネサイトタワー
20 セブン-イレブン 芝浦3丁目店
21 AQUACITY芝浦
22 区立芝浦西運河沿緑地

住
所
港区港南1-2-70
港区港南1-9-24
港区港南2-15-1
港区港南3-3-17
港区港南3-4-27
港区港南3-5-10
港区港南3-7-16
港区港南4-5-3
港区港南4-7-47
港区芝浦1-1-1
港区芝浦1-2-1
港区芝浦1-6-41
港区芝浦1-10-1
港区芝浦1-16-1
港区芝浦2-1-39
港区芝浦2-4-1
港区芝浦3-1-21
港区芝浦3-4-1
港区芝浦3-9-1
港区芝浦3-14-15
港区芝浦4-16-23
港区芝浦4-19

お台場エリア
№
名
1 ヒルトン東京お台場
2 トレードピアお台場

称

住
所
港区台場1-9-1
港区台場2-3-1

出典：ドコモ・バイクシェアHP(令和２年２月現在)
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公園（48件）
芝・三田エリア
№

白金・高輪エリア
名

称

1 本芝公園

住

所

№

名

称

住

所

港区芝4-15-1

1 亀塚公園

港区三田4-16-20

2 浜崎公園

港区海岸1-5-37

2 三田台公園

港区三田4-17-28

3 竹芝ふ頭公園

港区海岸1-12先

3 高松くすのき公園

港区高輪1-5-44

4 芝給水所公園

港区芝公園3-6-7

4 高輪森の公園

港区高輪3-13-21

5 芝公園

港区芝公園4-8-4

5 高輪公園

港区高輪3-18-18

6 白金公園

港区白金3-1-16

新橋エリア
№

名

称

住

所

芝浦・港南エリア

1 イタリア公園

港区東新橋1-10-20

№

2 汐留西公園

港区東新橋2-17-1

1 新浜公園

3 桜田公園

港区新橋3-16-15

2 芝浦公園

港区芝浦1-16-25

4 塩釜公園

港区新橋5-19-7

3 プラタナス公園

港区芝浦4-20-56

5 南桜公園

港区西新橋2-10-13

4 埠頭公園

港区海岸3-14-34

麻布エリア
№

名

称

1 狸穴公園

住

所

港区麻布狸穴町63

2 本村公園

港区南麻布3-4-9

3 有栖川宮記念公園

港区南麻布5-7-29

名

称

住

所

港区芝浦1-1-10

5 芝浦中央公園

港区港南1-2-28

6 こうなん星の公園

港区港南1-9-24

7 東八ツ山公園

港区港南2-8-8

8 汐の公園

港区港南2-16-10

9 杜の公園

港区港南2-16-30

10 港南和楽公園

港区港南4-2-18

4 笄公園

港区西麻布3-12-1

11 港南公園

港区港南4-5-1

5 三河台公園

港区六本木4-2-27

12 港南緑水公園

港区港南4-7-47

6 さくら坂公園

港区六本木6-16-46

7 六本木西公園

港区六本木7-17-8

8 網代公園

港区麻布十番2-15-1

№

9 新広尾公園

港区麻布十番4-5-1

1 お台場レインボー公園

10 飯倉公園

港区東麻布1-21-8

11 ーの橋公園(休止中)

港区東麻布3-9-1

お台場エリア
名

称

住

所

港区台場1-3-1

青山・赤坂エリア
№

名

称

住

所

1 円通寺坂公園

港区赤坂5-2-47

2 一ツ木公園

港区赤坂5-5-26

3 氷川公園

港区赤坂6-5-4

4 高橋是清翁記念公園

港区赤坂7-3-39

5 乃木公園

港区赤坂8-11-32

6 檜町公園

港区赤坂9-7-9

7 青葉公園

港区南青山1-4-4

8 青山公園

港区南青山2-21-12
（令和２年２月現在）
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