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周辺施設

Ԃ調査対象範囲近辺の施設情報
調査対象範囲近辺の施設情報をレポートします。

官公庁 警察署・交番 郵便局 銀⾏ 病院 バス停 駅 ショッピング施設

幼稚園 ⼩学校 中学校 ⾼校 ⼤学 その他学校

Ԃ調査対象から⼀番近い施設・お店

ジャンル 直線距離 直線徒歩 名称 住所
官公庁 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�������⽇本橋区⺠センター
銀⾏ ��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����
郵便局 ��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����

警察署・交番 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����
幼稚園 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����
⼩学校 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������
中学校 ���� 約��分 東京都江東区清澄�丁⽬����
⾼校 ���� 約��分 東京都江東区清澄�丁⽬����
⼤学 ������ 約��分 東京都中央区⽇本橋�丁⽬���
駅 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼆丁⽬

バス停 ���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町
病院 ��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����アンソレイユオオタ

ショッピング施設 ��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����箱崎���ビル

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。

⽇本橋特別出張所
ファミリーマート���箱崎ビル共同出張所��

���箱崎ビル内郵便局
久松警察署箱崎交番

コビープリスクールはこざき
リトルワンズミッションインターナショナル�

私⽴中村中学校
私⽴中村⾼校

早稲田⼤学⽇本橋キャンパス
東京メトロ半蔵⾨線⽔天宮前

���箱崎ビル
箱崎デンタルクリニック

まいばすけっと⽇本橋箱崎町店
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交通環境・ショッピング環境の情報�����

Ԃ駅
調査対象の周辺にある駅をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼆丁⽬
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬

Ԃバス停
調査対象の周辺にあるバスの停留所をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町

Ԃスーパー
調査対象の周辺にあるスーパーをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����箱崎���ビル
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町��������パークアクシス⽇本橋ステージ
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町��������秀和蛎殻町ビル

Ԃコンビニエンスストア
調査対象の周辺にあるコンビニエンスストアをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����

Ԃ⾷料品
調査対象の周辺にある⾷料品をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町���
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町���

東京メトロ半蔵⾨線⽔天宮前
東京メトロ⽇⽐⾕線茅場町
東京メトロ東⻄線茅場町

���箱崎ビル
箱崎湊橋通り
箱崎町

まいばすけっと⽇本橋箱崎町店
まいばすけっと⽇本橋蛎殻町店
まいばすけっと⽔天宮店

ローソン⽇本橋箱崎店
ファミリーマート����箱崎ビル店
ファミリーマート⽇本橋箱崎町店

皆川酒店
株式会社宮田商店
有限会社宮田⽶店
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交通環境・ショッピング環境の情報�����

Ԃドラッグストア
調査対象の周辺にあるドラッグストアをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�����

���� 約�分 東京都中央区新川�丁⽬��番��号東茅場町有楽ビル
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������

Ԃ⼦供⽤品店
調査対象の周辺にある⼦供用品店をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町�����

���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�������

���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町�����

Ԃ���円ショップ
調査対象の周辺にある���円ショップをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����東京シティエアターミナル

������ 約��分 東京都江東区⾨前仲町������

������ 約��分 東京都江東区⾨前仲町������

Ԃ家電量販店・ホームセンター
調査対象の周辺にある家電量販店・ホームセンターをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町�������

���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町������

������ 約��分 東京都中央区⽇本橋室町������

Ԃデパート
調査対象の周辺にあるデパートをご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
������ 約��分 東京都中央区⽇本橋�����

������ 約��分 東京都中央区⽇本橋室町�����

������ 約��分 東京都中央区⽇本橋室町�����

イシダ薬局
スギ薬局新川�丁⽬店

チトセ薬局

エンジェリーベ⽔天宮前店
マタニティショップ�����アンジェ��⽔天宮前店

マタニティーショップジョリー

キャンドゥ東京シティエアターミナル店
キャンドゥ深川店

���円ショップキャンドゥ⾚札堂深川店

浅沼電器
井上電気商会

富士越カメラ⽇本橋本店

⽇本橋⾼島屋�⽇本橋タカシマヤ
⽇本橋三越新館
⽇本橋三越本店
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医療環境情報�����

Ԃ総合病院
調査対象の周辺にある総合病院をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
������ 約��分 東京都中央区明⽯町���
������ 約��分 東京都墨⽥区両国������
������ 約��分 東京都台東区柳橋������

Ԃ⼩児科
調査対象の周辺にある⼩児科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町�������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町������
���� 約��分 東京都江東区⾨前仲町�����

Ԃ⽿⿐咽喉科
調査対象の周辺にある⽿⿐咽喉科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町����������⼈形町ビル
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町��������⽇本橋浜町ポストビル
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町������

Ԃ眼科
調査対象の周辺にある眼科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町�����
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町������

Ԃ⻭科
調査対象の周辺にある⻭科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����アンソレイユオオタ
��� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町�����中島ビル��
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����

聖路加国際病院
湘南メディカル記念病院⼀般外来受付

永寿総合病院柳橋分院

⽔天宮前⼩児科親⼦相談室
塙⼩児科医院
城⽥⼩児科医院

⼈形町⽿⿐咽喉科めまいクリニック
⽇本橋浜町⽿⿐咽喉科
⾼柳⽿⿐咽喉科

⽔天宮藤⽥眼科
平岡眼科医院
⼈形町眼科

箱崎デンタルクリニック
あさひ⻭科

グリーンパーク⻭科医院
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医療環境情報�����

Ԃ⽪膚科
調査対象の周辺にある⽪膚科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�������⽔天宮東急ビル
���� 約��分 東京都中央区新川������

Ԃ整形外科
調査対象の周辺にある整形外科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町������大内ビル��
���� 約��分 東京都江東区永代�������

Ԃ産婦⼈科
調査対象の周辺にある産婦⼈科をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋⼈形町���������ビル��
���� 約��分 東京都中央区新川�������能登ビル��

Ԃ動物病院
調査対象の周辺にある動物病院をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������
���� 約�分 東京都江東区永代�����
���� 約��分 東京都中央区⽇本橋浜町������

Ԃ介護サービス・施設
調査対象の周辺にある介護サービス・施設をご確認いただけます。（距離順）

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋浜町������
���� 約��分 東京都中央区新川������
������ 約��分 東京都江東区深川�������

⽇本橋⽪膚科医院
⽪フ科早川クリニック
あさの⽪フ科

森⽥整形外科医院
整形外科河合クリニック

⿂住整形外科

アツキ女性クリニック
四季レディースクリニック

⿊⽥インターナショナルメディカルリプロダ�

⽇本橋動物病院
永代橋アニマルクリニック
フーレップ動物病院

いきいき浜町
中央区⽴特別養護⽼⼈ホームマイホーム新川

ひだまり深川
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教育施設の情報

Ԃ学区の指定学校
�通学区域�学区�は毎年⾒直しの対象となり、実際の学区と異なる場合があります。詳細は⾃治体の教育委員会にお問い合わせください。

⼩学校：有⾺⼩学校���������徒歩約�分���直線距離に対しての徒歩分数
中学校：⽇本橋中学校���������徒歩約��分���直線距離に対しての徒歩分数

Ԃ幼稚園・保育所
調査対象の周辺にある幼稚園・保育所を距離順�直線距離�にご確認いただけます。

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋箱崎町����
���� 約�分 中央区⽇本橋箱崎町����箱崎��ビル
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������

Ԃ⼩学校
調査対象の周辺にある⼩学校を距離順�直線距離�にご確認いただけます。

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町������
���� 約�分 東京都中央区⽇本橋蛎殻町�丁⽬�����
���� 約�分 東京都中央区新川������

Ԃ中学校
調査対象の周辺にある中学校を距離順�直線距離�にご確認いただけます。

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約��分 東京都江東区清澄�丁⽬����
������ 約��分 東京都江東区冬⽊�����
������ 約��分 東京都中央区佃�丁⽬���

Ԃ⾼校
調査対象の周辺にある⾼校を距離順�直線距離�にご確認いただけます。

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約��分 東京都江東区清澄�丁⽬����
���� 約��分 東京都江東区清澄������
������ 約��分 東京都江東区白河������

Ԃ⼤学・専⾨学校
調査対象の周辺にある大学・専⾨学校を距離順�直線距離�にご確認いただけます。

直線距離 直線徒歩 名称 住所
���� 約�分 東京都中央区新川�������
���� 約�分 東京都中央区新川�������
���� 約��分 東京都中央区⼋丁堀�������

コビープリスクールはこざき
グローバルキッズ⽔天宮前園

キッズラボ⽔天宮前園

リトルワンズミッションインターナショナル�
有⾺⼩学校

中央区⽴明正⼩学校

私⽴中村中学校
江東区⽴深川第⼆中学校

佃中学校

私⽴中村⾼校
中村学園

��インターナショナルスクール

ヤマノビューティウェルネスアカデミー
専⾨学校東京医療学院
東京医療福祉専⾨学校
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福祉施設

Ԃ調査対象範囲近辺の福祉施設
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、福祉施設の情報をレポートします。

Ԃ距離の近い順�最⼤�件�

項
番

施設名 施設分類 住所
定員
�⼈��

直線距離
����

� コビープリスクールはこざき 保育所 東京都中央区⽇本橋箱崎町����箱崎升喜ビル�� ���

� グローバルキッズ⽔天宮前園 保育所 東京都中央区⽇本橋箱崎町����箱崎ＹＭビル�� ���

� ⽇本橋保育園 保育所 東京都中央区⽇本橋蛎殻町����� �� ���

� 有⾺幼稚園 幼稚園 東京都中央区⽇本橋蛎殼町������� � ���

� 太陽の子新川保育園 保育所 東京都中央区新川������秀和第⼆新川ビル�� ���

� ワークセンターつばさ
その他の社会福祉施

設
東京都江東区佐賀����� � ���

� ワークセンターつばさ
⾝体障害者更⽣援護

施設
東京都江東区佐賀����� � ���

� グローバルキッズかきがら園 保育所 東京都中央区⽇本橋蛎殻町����������������� ���

注意事項
地図上に表示される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������

��

������

有⾺幼稚園
グローバルキッズかきがら園

グローバルキッズ⽔天宮前園

コビープリスクールはこざき

ワークセンターつばさ

なかよし指定訪問介護事業所

太陽の子新川保育園

新川児童館
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都市公園

Ԃ調査対象範囲近辺の都市公園
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、都市公園の情報をレポートします。

街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園 広域公園 レクリエーション都市 国営公園 特殊公

園（⾵致公園、動植物公園、歴史公園、墓園） 緩衝緑地 都市緑地 緑道 都市林 広場公園

Ԃ距離の近い順�最⼤�件�

項番 名称 公園種別 住所 ⾯積�㎡�� 直線距離����

� 箱崎公園 街区公園 東京都中央区⽇本橋箱崎町 ���� ���

� 箱崎川第⼆公園 街区公園 東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼀丁⽬ ���� ���

� 箱崎川第⼀公園 街区公園 東京都中央区新川⼀丁⽬ ���� ���

� 蛎殻町公園 街区公園 東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼆丁⽬ ���� ���

� 中の堀 街区公園 東京都江東区佐賀⼆丁⽬ ��� ���

� 佃・新川公園 都市緑地 東京都中央区新川⼀丁⽬ ����� ���

� 佐賀町 街区公園 東京都江東区佐賀⼀丁⽬ ��� ���

� あやめ第⼀公園 街区公園 東京都中央区⽇本橋中洲 ���� ���

注意事項
地図上に表示される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������

��

������

あやめ第⼀公園

蛎殻町公園

箱崎公園箱崎川第⼀公園

中の堀

⻲堀

佐賀町

越前堀公園

佃・新川公園
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発電施設

Ԃ調査対象範囲近辺の発電施設
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、発電施設の情報をレポートします。

各都道府県の発電施設データベース上で
確認出来ません

⼀般水⼒発電 ⾵⼒発電 複合型発電 地熱発電 原⼦⼒発電 太陽光発電 揚水式発電 バイオマス発電
火⼒発電

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������
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������
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観光資源

Ԃ調査対象範囲近辺の観光資源
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、観光資源の情報をレポートします。

Ԃ距離の近い順�最⼤�件�

項番 名称 資源名称 住所 直線距離����

� 清澄庭園 庭園・公園 東京都江東区清澄三丁⽬ ���

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������
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地域資源

Ԃ調査対象範囲近辺の地域資源
調査対象物件の周辺にある地域資源をレポートします。調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、地
域資源の情報をレポートします。

各都道府県の地域資源データベース上で
確認出来ません

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������
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⾃然保全地域

Ԃ調査対象範囲近辺の⾃然保全地域
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、⾃然保全地域の情報をレポートします。

各都道府県の⾃然保全地域データベース上で
確認出来ません

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������
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⿃獣保護区

Ԃ調査対象範囲近辺の⿃獣保護区
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、⿃獣保護区の情報をレポートします。

⿃獣保護区 特別保護地区 休猟区

Ԃ距離の近い順�最⼤�件�

名称 住所 情報 直線距離����

東京港 東京都江東区 ⿃獣保護区 ���

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������

��

������

中央区⽇本橋箱崎町����
�

�

Ȃ

�����

������ ����������������������������������



廃棄物処理施設

Ԃ調査対象範囲近辺の廃棄物処理施設
調査対象物件の所在地および周辺エリアに所在する、廃棄物処理施設の情報をレポートします。

各都道府県の廃棄物処理施設データベース上で
確認出来ません

注意事項
地図上に表⽰される各種アイコンなどの情報は、付近住所に所在することを表すものであり、物件・施設などの地点を保証するものではありません。
�情報発信元：【国⼟交通省】 ���������������������

�������������������������������������������������
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