
■H29東京教育観光マップ　掲載許可施設一覧 別紙２

政治・経済 1 国会議事堂　参議院 参議院
2 衆議院憲政記念館 衆議院事務局
3 法務省（法務史科展示室・メッセージギャラリー） 法務省　大臣官房秘書課
4 警察博物館 警視庁
5 警視庁本部 警視庁
6 東証アローズ 株式会社日本取引所グループ
7 造幣東京博物館 独立行政法人造幣局　東京支局
8 東京都庁 東京都庁
9 日本銀行本店 日本銀行　情報サービス局

国際協力 10 JICA地球ひろば　1階体験ゾーン JICA地球ひろば
11 赤十字情報プラザ 赤十字情報プラザ
12 ユニセフハウス 公益財団法人日本ユニセフ協会

マスコミ 13 NHKスタジオパーク 日本放送協会
14 TBS放送センター 株式会社TBSテレビ
15 日テレタワー 日本テレビ放送網株式会社
16 アド・ミュージアム東京 (公財)吉田秀雄記念事業財団
17 テレビ朝日 株式会社テレビ朝日
18 フジテレビ 株式会社フジテレビジョン
19 朝日新聞東京本社 株式会社朝日新聞社
20 毎日新聞社　東京本社 株式会社毎日新聞社
21 読売新聞東京本社 読売新聞東京本社

交通 22 旧新橋停車場　鉄道歴史展示室 (公財)東日本鉄道文化財団
23 地下鉄博物館 (公財)メトロ文化財団
24 物流博物館 （公財）利用運送振興会
25 TOKYO　CRUISE 東京都観光汽船（株）
26 東京みなと館 (一社)東京都港湾振興協会
27 船の科学館 (財)日本海事科学振興財団
28 ANA機体メンテナンスセンター 全日本空運輸株式会社
29 JAL工場見学～SKY　MUSEUM～ 日本航空株式会社
30 羽田空港国内線旅客ターミナル　ビッグバード 日本空港ビルデング(株)

展望・ランドマーク 31 東京スカイツリー® 東武タワースカイツリー(株)
32 東京タワー 日本電波塔株式会社
33 世界貿易センタービル40階展望台シーサイド・トップ (株)世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
34 表参道ヒルズ 表参道ヒルズＰＲ事務局
35 サンシャイン60展望台 株式会社サンシャインシティ
36 六本木ヒルズ 森ビル株式会社

歴史的建築物 37 旧岩崎邸庭園 (公財)東京都公園協会
38 国民公園　皇居外苑 環境省皇居外苑管理事務所
39 桜田門　 環境省皇居外苑管理事務所
40 浅草寺 宗教法人浅草寺
41 増上寺 増上寺
42 明治神宮 明治神宮
43 江戸東京たてもの園 (公財)東京都歴史文化財団
44 ニコライ堂（東京復活大聖堂） 日本ハリストス正教会教団
45 湯島天満宮（湯島天神） 湯島天満宮
46 東京駅 JR東日本東京支社
47 浜離宮恩寵庭園 (公財)東京都公園協会本社
48 法務省旧本館（赤れんが棟） 法務省大臣官房秘書課

科学技術 49 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館
50 国立天文台　三鷹キャンパス 国立天文台
51 先端技術館@TEPIA (一財)高度技術社会推進協会
52 がすてなーに　ガスの科学館 東京ガス株式会社

53
地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

東京都立産業技術研究センター

54 日本科学未来館 日本科学未来館
55 ソニー・エクスプローラサイエンス ソニー・エクスプローラサイエンス
56 Daiichi　Sankyo　くすりミュージアム 第一三共株式会社
57 パナソニックセンター東京 パナソニック株式会社

環境・エネルギー 58 東京都水道歴史館 東京都水道歴史館
59 東京都水の科学館 東京都水道局
60 夢の島熱帯植物館 都立夢の島公園・夢の島熱帯植物館

ゴミ・リサイクル 61 有明清掃工場 東京二十三区清掃一部事務組合
62 中央防波堤埋立処分場 東京都廃棄物埋立管理事務所
63 PCB廃棄物処理施設 中間貯蔵・環境安全事業(株)　

防災 64 東京消防庁　池袋防災館 東京消防庁池袋防災館
65 東京臨海広域防災公園・そなエリア東京 東京臨海広域防災公園
66 本所都民防災教育センター（本所防災館） 東京消防庁

カテゴリー NO 施設名 社名



食 67 アメ横商店街連合会 アメ横商店街連合会
68 月島もんじゃ振興会協同組合 月島もんじゃ振興会協同組合
69 マヨテラス キユーピー株式会社　
70 ヱビスビール記念館 サッポロビール株式会社
71 雷5656茶屋 (株)常磐堂雷おこし本舗
72 東京おかしランド 東京ステーション開発(株)

伝統文化 73 歌舞伎座 松竹株式会社　　
74 江東区深川江戸資料館 （公財）江東区文化コミュニティ財団
75 台東区立　江戸下町伝統工芸店 台東区役所
76 江戸東京博物館 （公財）東京と歴史文化財団
77 相撲博物館 (公財）
78 台東区立下町風俗資料館 台東区立下町風俗資料館

伝統工芸 79 東京染ものがたり博物館 ㈱富田染工芸
80 染の里　二葉苑 株式会社　二葉
81 東京手描友禅工房　協美 東京手描き友禅工房　協美
82 江戸すだれ（株）)田中製簾所 江戸すだれ（株）田中製簾所
83 向山楽器店 向山楽器店
84 江戸押絵羽子板　むさしや豊山 江戸押絵羽子板むさしや豊山
85 彩り硝子工芸 彩り硝子工芸
86 江戸切子　浅草おじま 江戸切子　浅草おじま
87 有限会社日伸貴金属 （有）日伸貴金属
88 赤塚べっ甲製作所 （有）赤塚べっ甲製作所
89 元祖食品サンプル屋合羽橋ショールーム 株式会社　岩崎
90 坂森七宝工芸店 坂森七宝工芸店

美術 91 東京都現代美術館 （公財）東京都歴史文化財団
92 東京国立近代美術館 独立行政法人国立美術館
93 東京国立近代美術館工芸館 独立行政法人国立美術館
94 国立新美術館 独立行政法人国立美術館
95 東京国立博物館 東京国立博物館
96 国立西洋美術館 独立行政法人国立美術館
97 21_21　DESIGN　SIGHT 21_21　DESIGN　SIGHT
98 東京トリックアート迷宮館 ㈱エス･デー
99 根津美術館 公益財団法人　根津美術館

衣料 100 杉野学園衣裳博物館 杉野学園衣裳博物館
101 白洋舍　多摩川工場 株式会社　白洋舍
102 文化学園服飾博物館 文化学園服飾博物館

アニメーション 103 杉並区アニメーションミュージアム 杉並アニメーションミュージアム
104 東京ワンピースタワー 株式会社アミューズクエスト
105 東京アニメセンターwithあるあるcity 一般社団法人日本動画協会
106 東京キャラクターストリート 東京ステーション開発株式会社
107 J-WORD　TOKYO 株式会社ナムコ
108 長谷川町子美術館 長谷川町子美術館

歴史 109 品川区立品川歴史館 品川区立品川歴史館
110 都立第五福竜丸展示館 (公財)第五福竜丸平和協会
111 東京大空襲・戦災資料センター 東京大空襲・戦災資料センター
112 江東区芭蕉記念館 江東区芭蕉記念館
113 帝国データバンク資料館 株式会社帝国データバンク
114 東京都慰霊堂（都立横網町公園内） (公財)東京都慰霊協会

動・植物園 115 恩賜上野動物園 (公財)東京動物園協会恩賜上野動物園
116 サンシャイン水族館 (株)サンシャインシティ
117 東京都薬用植物園 東京生薬協会
118 エプソン　アクアパーク品川　 (株)横浜八景島
119 しながわ水族館 (株)サンシャインエンタプライズ
120 東京都葛西臨海水族園 (公財)東京動物園協会

観劇 121 四季劇場【春】・【秋】 四季株式会社
122 本多劇場 本多劇場
123 ルミネtheよしもと ㈱よしもとクリエイティブエージェンシー

スポーツ 124 国立代々木競技場 独立行政法人日本スポーツ振興センター
125 東京ドームシティアトラクションズ 株式会社東京ドーム
126 日本サッカーミュージアム (公財)日本サッカー協会

社会学習・その他 127 東京農業大学「食と農」の博物館・バイオリウム 東京農業大学
128 日本銀行金融研究所貨幣博物館 日本銀行金融研究所
129 早稲田大学 早稲田大学
130 東京交通会館ビル (株)東京交通会館
131 東京都立皮革技術センター台東支所「かわとはきもの」ギャラリー 東京都立皮革技術センター台東支所
132 容器文化ミュージアム 東洋製罐グループHD（株）


