
窓口名称 窓口所在地

1 ラオックス株式会社　秋葉原本店 東京都千代田区外神田一丁目２番９号　ラオックス秋葉原本店１階

2 ＧＲＩＤＳ秋葉原インフォメーションセンター 東京都千代田区東神田二丁目８番16号

3 庭のホテル　東京　インフォメーションデスク 東京都千代田区三崎町一丁目１番１６号

4 ラオックス株式会社　銀座EXITMELSA店 東京都中央区銀座五丁目７番10号　中村積善会ビル４－６階

5 ラオックス株式会社　銀座本店 東京都中央区銀座七丁目９番17号　銀座ヤマトビル１－３階

6 ロイヤルパークホテル 東京都中央区日本橋蠣殻町二丁目１番１号

7 ＧＲＩＤＳ日本橋イーストインフォメーションセンター 東京都中央区日本橋久松町４番７号

8 京成高速バスラウンジ 東京都中央区八重洲一丁目７番17号　八重洲バスロータリービル１階

9 ラオックス株式会社　デックス東京ビーチ店 東京都港区台場一丁目６番１号　デックス東京アイランドモール３階

10 グランドニッコー東京　台場 東京都港区台場二丁目６番１号

11 浜松町総合センター 東京都港区浜松町二丁目４番１号　世界貿易センタービル別館バスターミナル１階

12 パークホテル東京／コンシェルジュデスク 東京都港区東新橋一丁目７番１号　汐留メディアタワー

13 六本木ヒルズ　総合インフォメーション 東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー２階

14 ラオックス株式会社　新宿本店 東京都新宿区新宿三丁目１番20号　メットライフ・ＪＴＢ新宿スクエア５－８階

15 ラオックス株式会社　ＷＡＴＣＨ店 東京都新宿区新宿三丁目29番11号

16 ホテルサンライト新宿 東京都新宿区新宿五丁目15番８号

17 ホテルニューショーヘイ 東京都新宿区四谷一丁目７番９号

18 文京区観光インフォメーション 東京都文京区春日一丁目16番21号　文京シビックセンター１階

19 東武ホテル　レバント東京 東京都墨田区錦糸一丁目２番２号

20 第一ホテル両国 東京都墨田区横網一丁目６番１号

21 お台場SKYツーリストインフォメーション 東京都江東区青海一丁目２番１号　東京テレポート駅前広場

22 ラオックス株式会社　ヴィーナス店 東京都江東区青海一丁目３番15号

23 ヴィーナスフォート 東京都江東区青海一丁目３番15号

24 ツーリストインフォメーションセンター（平成29年８月新設予定） 東京都江東区白河二丁目８番４号　１階

25 江東区地域振興部文化観光課観光推進係 東京都江東区東陽四丁目11番28号

26 ラオックス株式会社　羽田国際空港店 東京都大田区羽田空港二丁目６番５号　羽田空港国際ターミナル地上３階

27 MOSHI MOSHI BOX 原宿観光案内所 東京都渋谷区神宮前三丁目23番５号

28 表参道ヒルズ　インフォメーションカウンター 東京都渋谷区神宮前四丁目12番10号

29 ホテルラングウッド 東京都荒川区東日暮里五丁目50番５号

30 立川市観光案内コーナー 東京都立川市曙町二丁目２番27号　立川タクロス１階　窓口サービスセンター内

31 吉祥寺まち案内所 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目15番２号

32 御岳登山鉄道　滝本駅 東京都青梅市御岳二丁目483番地

33 フォレスト・イン 昭和館 東京都昭島市拝島町4017番地３

34 調布市観光案内所　ぬくもりステーション 東京都調布市小島町

35 深大寺観光案内所 東京都調布市深大寺元町五丁目12番７号先

36 国分寺市観光協会 東京都国分寺市戸倉一丁目６番１号

今回指定の東京観光案内窓口一覧（３６か所）　 別紙 



窓口名称 窓口所在地

1 学校法人佐野学園　専門学校神田外語学院 東京都千代田区内神田二丁目13番13号

2 ホテルニューオータニ　コンシェルジュ 東京都千代田区紀尾井町４番１号

3 千代田区観光協会 東京都千代田区九段南一丁目６番17号

4 アキバ・インフォ 東京都千代田区外神田四丁目14番１号　秋葉原ＵＤＸ２階

5 TIC TOKYO 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 　丸の内トラストタワーN館1階

6 新丸の内ビルディング　インフォメーションカウンター 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

7 丸の内ビルディング　インフォメーションカウンター 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

8 東京シティアイ　　観光・ビジネス情報センター 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号　ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ地下1階

9 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目５番１号

10 東京ツーリストインフォメーションセンター有楽町 東京都千代田区有楽町二丁目４番10号　　JTBトラベルゲート有楽町内

11 一般社団法人中央区観光協会 東京都中央区銀座一丁目25番３号　京橋プラザ３階

12 銀座外国人観光案内所 東京都中央区銀座四丁目６番16号　銀座三越　地下１階

13 住庄ほてるインフォメーションカウンター 東京都中央区日本橋小舟町９番14号

14 T-CAT 外国人観光案内所 東京都中央区日本橋箱崎町42番１号

15 ホテルかずさや・インフォメーションセンター 東京都中央区日本橋本町四丁目７番15号

16 日本橋三越本店 東京都中央区日本橋室町一丁目４番１号

17 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 東京都港区赤坂一丁目12番33号

18 芝パークホテル 東京都港区芝公園一丁目５番10号

19 東京タワー　ツーリストインフォメーションセンター 東京都港区芝公園四丁目２番８号　　東京タワーフットタウン３階

20 港区観光インフォメーションセンター 東京都港区浜松町二丁目４番12号　東京モノレール浜松町駅3階コンコース

21 東京セントラルユースホステル 東京都新宿区神楽河岸１番１号　セントラルプラザ18階

22 政府登録ホテル　ホテル白川郷 東京都新宿区歌舞伎町二丁目29番11号

23 新宿　シティーホテルエヌ・ユー・ティー・エス　東京 東京都新宿区新宿一丁目16番５号

24 新宿観光案内所 東京都新宿区新宿三丁目37番2号

25 ホテルたてしな 東京都新宿区新宿五丁目８番６号

26 中部地方インフォメーションプラザin京王新宿 東京都新宿区西新宿一丁目　南口地下街１号

27 かどやホテル 東京都新宿区西新宿一丁目23番１号

28 京王プラザホテル 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

29 都営地下鉄大江戸線　都庁前駅　都営交通案内所 東京都新宿区西新宿二丁目8番１号　大江戸線都庁前駅構内

30 ホテル機山館 東京都文京区本郷四丁目37番20号

31 JAPANKURU CONCIERGE DESK 東京都台東区浅草二丁目５番５号　六区セントラルスクエア１階

32 上野ファーストシティホテル 東京都台東区上野一丁目14番８号

33 ホテル　ニューウエノ 東京都台東区上野七丁目２番５号

34 澤の屋旅館 東京都台東区谷中二丁目３番11号

35 一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会内カウンター 東京都目黒区上目黒二丁目１番３号　中目黒ＧＴ　地下１階

36 産業観光プラザ 「すみだ まち処」 東京都墨田区押上一丁目１番２号　東京スカイツリータウンソラマチ５階

37 両国観光案内所 東京都墨田区横網一丁目3番20号 -両国-江戸NOREN　1階

38 東京ビッグサイト 東京都江東区有明三丁目11番１号

39 しなかんPLAZA 東京都品川区大井一丁目14番１号　大井１丁目共同ビル１階

40 大田区観光情報センター 東京都大田区蒲田四丁目50番11号　ウィングキッチン京急蒲田Ｍ２階

41 京急ツーリストインフォメーションセンター 東京都大田区羽田空港二丁目６番５号　京急電鉄羽田空港国際線ターミナル駅　２階

【参考】　これまでに指定した窓口（６４か所）



42 大田区産業プラザ　観光・産業情報コーナー 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号　大田区産業プラザ２階

43 新宿高島屋 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番２号

44 杉並区産業振興センター 東京都杉並区上荻一丁目２番１号　　インテグラルタワー２階

45 一般社団法人　豊島区観光協会　観光情報センター 東京都豊島区西池袋一丁目19番７号のとやビル３階

46 荒川区産業経済部観光振興課 東京都荒川区荒川二丁目２番３号　荒川区役所本庁舎６階

47 日暮里観光案内所 東京都荒川区西日暮里二丁目19番１号

48 南千住観光おもてなしサロン 東京都荒川区南千住四丁目１番２号

49 いたばし観光センター 東京都板橋区板橋三丁目14番15号

50 八王子インフォメーションセンター 東京都八王子市旭町一丁目１番地先

51 高尾山口観光案内所 東京都八王子市高尾町2241番地　京王高尾山口駅舎内

52 八王子市観光課 東京都八王子市元本郷町三丁目24番１号

53 青梅観光案内所 東京都青梅市本町192番地

54 府中市観光情報センター 東京都府中市宮町３丁目１番地

55 昭島観光案内所 東京都昭島市田中町562番地５

56 まちの案内所　町田ツーリストギャラリー 東京都町田市原町田四丁目10番20号　ぽっぽ町田1階

57 日野宿交流館　観光案内所 東京都日野市日野本町七丁目５番地の６

58 東京都立多摩図書館 東京都国分寺市泉町二丁目２番26号都立多摩図書館

59 福生市観光案内所　くるみるふっさ 東京都福生市本町23番地

60 清瀬市市民生活部産業振興課 東京都清瀬市中里五丁目842番地　　健康センター２階

61 いなぎ発信基地ペアテラス 東京都稲城市東長沼516番地の２　いなぎ発信基地ペアテラス

62 奥多摩町観光案内所 東京都西多摩郡奥多摩町氷川210番地

63 生涯青春の湯　つるつる温泉 東京都西多摩郡日の出町大久野4718番地

64 一般社団法人　小笠原村観光協会 東京都小笠原村父島字東町


