別添２
東京観光案内窓口一覧
平成31年4月25日現在

窓口名

窓口所在地

1 ホテルグランドパレス

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号

2 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

3 第一ホテルアネックス

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号

4 TRAVEL HUB MIX

東京都千代田区大手町二丁目6番2号 JOB HUB SQUARE １階

5 神田インフォメーション

東京都千代田区鍛冶町二丁目13番1号 本店1号

6 都営新宿線 岩本町駅

東京都千代田区神田岩本町1

7 サクラホテル＆カフェ神保町

東京都千代田区神田神保町二丁目21番4号

8 TX PLAZA 秋葉原

東京都千代田区神田佐久間町一丁目6番5号AKIBA TOLIM 1F

9 ヨドバシカメラマルチメディアAkiba

東京都千代田区神田花岡町一丁目1番

10 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

11 都営新宿線 九段下駅

東京都千代田区九段北一丁目13番19号

12 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

13 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

14 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

15 KIKKA

東京都千代田区東神田一丁目3番3号

16 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

17 日比谷公園サービスセンター

東京都千代田区日比谷公園一丁目6番

18 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

19 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

20 東京メトロ東京駅旅客案内所

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

21 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

22 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

23 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

24 ザ・キャピトルホテル 東急

東京都千代田区永田町二丁目10番3号

25 赤坂エクセルホテル東急

東京都千代田区永田町二丁目14番3号 （平成31年4月1日以降開設予定）

26 Hotel Vintage

東京都中央区入船二丁目10番7号

27 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

28 東京メトロ銀座駅旅客案内所

東京都中央区銀座四丁目1番2号

29 セイコードリームスクエア

東京都中央区銀座四丁目4番10号 （平成31年4月1日以降開設予定）

30 都営浅草線 東銀座駅

東京都中央区銀座四丁目10番10号先

31 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

32 銀座茶禅

東京都中央区銀座四丁目12番17号 銀座石川ビル5階

33 G Info

東京都中央区銀座五丁目2番1号 東急プラザ銀座1階

34 Ginza Sony Park

東京都中央区銀座五丁目3番１号

35 TERMINAL GINZA

東京都中央区銀座六丁目10番1号

36 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

37 都営大江戸線 月島駅

東京都中央区月島一丁目5番4号先
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38 ホテル京阪 築地銀座グランデ

東京都中央区築地三丁目5番4号

39 総合案内所 ぷらっと築地

東京都中央区築地四丁目16番2号 千社額棟１Ｆ

40 都営大江戸線 築地市場駅

東京都中央区築地五丁目1番2号

41 日本橋観光案内所（Nihonbashi Tourism Information）

東京都中央区日本橋一丁目1番1号

42 都営浅草線 日本橋駅

東京都中央区日本橋一丁目13番1号先

43 日本橋髙島屋S.C.本館コンシェルジュデスク

東京都中央区日本橋二丁目4番1号 （平成31年3月1日以降開設予定）

44 都営浅草線 東日本橋駅

東京都中央区東日本橋三丁目11番8号先

45 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

46 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

47 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

48 Train Hostel 北斗星

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目10番12号

49 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

50 hostel DEN

東京都中央区日本橋本町四丁目13番8号

51 都営浅草線 人形町駅

東京都中央区日本橋人形町三丁目7番13号

52 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

53 都営新宿線 馬喰横山駅

東京都中央区日本橋横山町四丁目13番

54 IRORI Nihonbashi Hostel and Kitchen

東京都中央区日本橋横山町5番13号

55 浜離宮恩賜庭園サービスセンター

東京都中央区浜離宮庭園一丁目1番

56 晴海客船ターミナル管理事務所

東京都中央区晴海五丁目7番１号

57 WISE OWL HOSTELS TOKYO

東京都中央区八丁堀三丁目22番9号

58 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

59 東京VIPラウンジ

東京都中央区八重洲一丁目5番9号 八重洲アメレックスビル2階・3階

60 八重洲地下街観光案内所

東京都中央区八重洲二丁目1番 （平成31年4月20日以降開設予定）

61 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

62 都営大江戸線 六本木駅

東京都港区赤坂九丁目7番39号

63 新橋愛宕山東急REIホテル

東京都港区愛宕一丁目6番6号

64 旧芝離宮恩賜庭園サービスセンター

東京都港区海岸一丁目4番1号

65 都営大江戸線 青山一丁目駅

東京都港区北青山一丁目2番4号

66 東京青山 GLOCAL CAFE（グローカルカフェ）

東京都港区北青山二丁目10番29号日昭第二ビル

67 東京メトロ表参道駅旅客案内所

東京都港区北青山三丁目6番12号

68 芝パークホテル

東京都港区芝公園一丁目５番10号

69 東京プリンスホテル

東京都港区芝公園三丁目3番1号

70 MUSASHI NINJA CLAN

東京都港区芝公園三丁目5番8号 機械振興会館B4F

71 第一ホテル東京

東京都港区新橋一丁目2番6号

72 都営浅草線 泉岳寺駅

東京都港区高輪二丁目16番34号

73 グランドプリンスホテル新高輪

東京都港区高輪三丁目13番1号

74 京急ツーリストインフォメーションセンター 品川駅

東京都港区高輪三丁目26番26号

75 お台場海浜公園 案内所（マリンハウス1階）

東京都港区台場一丁目
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76 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

77 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

78 ホテル＆レジデンス六本木

東京都港区西麻布一丁目11番6号

79 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

80 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

81 都営大江戸線 赤羽橋駅

東京都港区東麻布一丁目28番13号

82 ゆりかもめ新橋駅 西口窓口

東京都港区東新橋一丁目1番11号先

83 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

84 都営大江戸線 汐留駅

東京都港区東新橋一丁目9番1号先

85 都営浅草線 新橋駅

東京都港区新橋二丁目21番1号先

86 都営浅草線 大門駅

東京都港区浜松町一丁目27番12号

87 都営大江戸線 大門駅

東京都港区浜松町二丁目3番4号

88 ナショナル麻布

東京都港区南麻布四丁目5番2号

89 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

90 ホテルグレイスリー新宿

東京都新宿区歌舞伎町一丁目19番1号

91 新宿プリンスホテル ベルキャプテンデスク

東京都新宿区歌舞伎町一丁目30番1号

92 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

93 手裏剣道場 新宿忍者からくり屋敷

東京都新宿区歌舞伎町二丁目28番13号 第一和幸ビル４F

94 プレミアホテル-CABIN-新宿

東京都新宿区歌舞伎町二丁目40番3号

95 染の里 二葉苑

東京都新宿区上落合二丁目3番6号

96 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

97 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

98 都営新宿線 新宿三丁目駅

東京都新宿区新宿三丁目3番2号

99 ヨドバシカメラマルチメディア新宿東口

東京都新宿区新宿三丁目26番7号

100 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

101 新宿観光案内所

東京都新宿区新宿三丁目37番2号

102 UNPLAN Shinjuku

東京都新宿区新宿五丁目3番15号 （平成３１年３月以降開設予定）

103 ホテルリステル新宿

東京都新宿区新宿五丁目3番20号

104 ホテルたてしな

東京都新宿区新宿五丁目８番６号

105 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

106 INBOUND LEAGUE

東京都新宿区新宿五丁目15番14号

107 都営大江戸線 東新宿駅

東京都新宿区新宿七丁目27番3号

108 ホテルニュー高田インフォメーションコーナー

東京都新宿区高田馬場三丁目2番8号

109 UNPLAN Kagurazaka

東京都新宿区天神町23番地1

110 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

111 東京メトロ新宿駅旅客案内所

東京都新宿区西新宿一丁目 西口地下街1号

112 小田急外国人旅行センター

東京都新宿区西新宿一丁目1番3号

113 都営大江戸線 新宿西口駅

東京都新宿区西新宿一丁目3番17号
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114 ヨドバシカメラ新宿西口本店

東京都新宿区西新宿一丁目11番1号

115 新宿VIPラウンジ

東京都新宿区西新宿一丁目12番11号 山銀ビル4階

116 かどやホテル

東京都新宿区西新宿一丁目23番１号

117 京王プラザホテル

東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

118 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

119 新宿ワシントンホテル本館

東京都新宿区西新宿三丁目2番9号

120 新宿ワシントンホテル新館

東京都新宿区西新宿三丁目2番9号

121 THE KNOT TOKYO Shinjuku

東京都新宿区西新宿四丁目31番1号

122

ヒルトピアツーリストインフォメーションセンター
（ヒルトン東京地下１階）

東京都新宿区西新宿六丁目6番2号 ヒルトン東京 地下1階
ヒルトピアショッピングアーケード内

123 サクラハウス新宿オフィス

東京都新宿区西新宿七丁目2番6号 西新宿K-1ビル

124 ホテルローズガーデン新宿

東京都新宿区西新宿八丁目1番3号

125 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

126 ホテル京阪 東京四谷

東京都新宿区四谷一丁目24番地

127 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

128 日本サッカーミュージアム

東京都文京区本郷三丁目10番15号JFAハウス

129 ホテル機山館

東京都文京区本郷四丁目37番20号

130 サクラホテル＆カフェ日暮里

東京都文京区千駄木三丁目43番15号

131 インフォメーション（後楽園ホールビル１F)

東京都文京区後楽一丁目3番61号

132 小石川後楽園サービスセンター

東京都文京区後楽一丁目6番6号

133 六義園サービスセンター

東京都文京区本駒込六丁目16番3号

134 東京ドームホテル ゲストリレーションズ

東京都文京区後楽一丁目3番61号

135 東京ドームシティ アトラクションズ スマイルカウンター

東京都文京区後楽一丁目3番61号

136 わよう書道会

東京都文京区湯島二丁目14番12号

137 パークス上野

東京都台東区上野公園7 上野恩賜公園内

138 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

139 上野案内所

東京都台東区上野三丁目29番5号 松坂屋上野店B1階

140 真多呂人形会館

東京都台東区上野五丁目15番13号

141 都営大江戸線 上野御徒町駅

東京都台東区上野五丁目26番6号

142 上野御徒町駅ツーリストインフォメーションセンター

東京都台東区上野五丁目26番6号

143 UENO Information Center

東京都台東区上野六丁目15番1号

144 ぐるなび情報ラウンジ（上野駅）

東京都台東区上野七丁目1番1号 JR構内

145 東京メトロ上野駅旅客案内所

東京都台東区上野七丁目1番1号

146 ホテル ニューウエノ

東京都台東区上野七丁目２番５号

147 澤の屋旅館

東京都台東区谷中二丁目３番11号

148 都営浅草線 浅草橋駅

東京都台東区浅草橋一丁目18番11号

149 ENAKA Asakusa Central Hostel

東京都台東区浅草一丁目29番9号

150 旅館浅草指月

東京都台東区浅草一丁目31番11号

151 SEVEN GARDEN ASAKUSA

東京都台東区浅草一丁目34番2号
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152 サクラホステル浅草

東京都台東区浅草二丁目24番2号

153 まるごとにっぽん3階カウンター

東京都台東区浅草二丁目6番7号

154 浅草西参道観光案内所

東京都台東区浅草二丁目7番13号

155 ホテル京阪 浅草

東京都台東区浅草二丁目12番4号

156 助六の宿 貞千代

東京都台東区浅草二丁目20番1号

157 松根屋

東京都台東区浅草橋二丁目1番10号

158 ゲストハウスLittle Japan

東京都台東区浅草橋三丁目10番８号

159 つまみ堂

東京都台東区浅草橋三丁目20番16号

160 旧岩崎庭園サービスセンター

東京都台東区池之端一丁目3番45号

161 水月ホテル鷗外荘

東京都台東区池之端三丁目3番21号

162 ヨドバシカメラマルチメディア上野

東京都台東区上野四丁目10番10号

163 都営浅草線 蔵前駅

東京都台東区蔵前二丁目3番1号

164 FOCUS KURAMAE

東京都台東区蔵前四丁目21番2号

165 Sakura Photo Studio

東京都台東区雷門一丁目12番12号 鈴木ビル４Ｆ

166 都営大江戸線 蔵前駅

東京都台東区寿三丁目3番1号

167 浅草ビューホテル コンシェルジュ

東京都台東区西浅草三丁目17番1号

168 東武ツーリストインフォメーションセンターTIC

東京都台東区花川戸一丁目4番1号

169 都営浅草線 浅草駅

東京都台東区駒形一丁目12番14号

170 YANESENツーリストインフォメーションセンター

東京都台東区谷中三丁目13番7号

171 ホテル柳橋

東京都台東区柳橋一丁目3番12号

172 ラゲージルームカフェ

東京都台東区柳橋一丁目13番4号 丹羽ビル５Ｆ

173 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

174 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

175 ヨドバシカメラマルチメディア錦糸町

東京都墨田区江東橋三丁目14番5号 テルミナ１～３F

176 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

177 第一ホテル両国

東京都墨田区横網一丁目６番１号

178 吾妻橋観光案内所

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所2階

179 向島百花園サービスセンター

東京都墨田区東向島三丁目18番3号

180 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

181 ヴィーナスフォート

東京都江東区青海一丁目３番15号

182 東京臨海部広報展示室 TOKYOミナトリエ

東京都江東区青海二丁目4番24号 青海フロンティアビル20F

183 東京お台場 大江戸温泉物語

東京都江東区青海二丁目6番3号

184 パナソニックセンター東京

東京都江東区有明三丁目5番1号

185 東京ビッグサイト

東京都江東区有明三丁目11番１号

186 江東区西大島観光案内所

東京都江東区大島三丁目1番6号 （平成31年4月1日以降開設予定）

187 都営大江戸線 清澄白河駅

東京都江東区白河一丁目7番14号

188 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

189 FromScratch TOKYO/&LOUNGE

東京都江東区扇橋二丁目4番4号

東京観光案内窓口一覧
平成31年4月25日現在

窓口名

窓口所在地

190 清澄庭園サービスセンター

東京都江東区清澄三丁目3番9号

191 亀戸梅屋敷

東京都江東区亀戸四丁目18番8号

192 深川東京モダン館

東京都江東区門前仲町一丁目19番15号

193 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

194 観光案内所 問屋場 品川宿

東京都品川区北品川一丁目22番16号

195 ほっとスポット戸越銀座（戸越銀座商店街会館）

東京都品川区戸越一丁目15番16号 （平成31年4月1日以降開設予定）

196 WISE OWL HOSTELS SHIBUYA

東京都目黒区青葉台四丁目9番10号

197 大森東急REIホテル

東京都大田区大森北一丁目6番16号

198 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

199 ウェスティンホテル東京 コンシェルジュ

東京都目黒区三田一丁目4番1号

200 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

201 東京イン

東京都大田区北馬込二丁目31番6号 （平成３１年３月２５日以降開設予定）

202 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

203 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

204 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

205 野鳥公園ネイチャーセンター

東京都大田区東海三丁目1番地

206 下北沢案内所

東京都世田谷区北沢二丁目24番5号

207 三軒茶屋観光案内所

東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号 （平成31年3月末以降開設予定）

208 二子玉川エクセルホテル東急

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

209 Turn Table Hostel

東京都渋谷区神泉町10番3号

210 原宿デザインフェスタギャラリー

東京都渋谷区神宮前三丁目20番18号

211 新宿高島屋

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番２号

212 DDD AOYAMA CROSS THEATER

東京都渋谷区渋谷一丁目3番3号ヒューリック青山第2ビルB1F

213 東急東京メトロ渋谷駅観光案内所

東京都渋谷区渋谷二丁目21番13号 渋谷駅構内B2

214 サクラホテル＆カフェ幡ヶ谷

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目32番3号

215 渋谷エクセルホテル東急

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番2号

216 クリエーションスクエアしぶや

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番5号 渋谷マークシティ4階

217 渋谷駅前観光案内所

東京都渋谷区道玄坂二丁目1番

218

渋谷ちかみち総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ WANDER COMPASS
SHIBUYA

東京都渋谷区道玄坂二丁目1番1号 渋谷駅地下１階コンコース
（渋谷ちかみち総合インフォメーション内）

219 都営大江戸線 新宿駅

東京都渋谷区代々木二丁目1番1号

220 やどやゲストハウス グリーン

東京都中野区中野二丁目18番6号

221 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

222 高円寺純情ホテル

東京都杉並区高円寺南四丁目40番20号

223 サクラホテル＆レストラン・カフェ池袋

東京都豊島区池袋二丁目40番7号

224 都営三田線 巣鴨駅

東京都豊島区巣鴨三丁目27番7号

225 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

226 東武ツーリストインフォメーションセンター池袋

東京都豊島区西池袋一丁目1番21号東武池袋駅構内地下1階

227 GLOCAL CAFE（グローカルカフェ）

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャインシティ アルパ1F

インテグラルタワー２階

東京観光案内窓口一覧
平成31年4月25日現在

窓口名

窓口所在地

228 東京北区観光協会 観光PRコーナー

東京都北区王子一丁目11番1号 北とぴあ1階

229 ICHINICHI

東京都北区赤羽一丁目32番4号

230 東京北区観光協会 赤羽駅前観光PRコーナー

東京都北区赤羽一丁目67番62号 赤羽エコー広場館1階

231 ビジネスホテル プラザ駒込

東京都北区中里二丁目1番3号

232 カプセル＆サウナロスコ

東京都北区中里二丁目4番8号

233 旧古河庭園サービスセンター

東京都北区西ヶ原一丁目27番39号

234 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

235 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

236 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

237 ホステル 旅館＆ホステル わさび日暮里

東京都荒川区東日暮里六丁目24番16号

238 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

239 産業・観光情報コーナー（練馬区立区民・産業プラザ内）

東京都練馬区練馬一丁目17番1号 Coconeri3階

240 石神井観光案内所

東京都練馬区石神井町三丁目23番8号

241 葛飾柴又寅さん記念館

東京都葛飾区柴又六丁目22番19号 （平成31年3月末まで休館）

242 柴又観光案内所

東京都葛飾区柴又四丁目9番5号 穂戸田ビル1階

243 Shibamata Fu-TEN Bed and Local

東京都葛飾区柴又七丁目12番19号

244 葛西臨海公園サービスセンター

東京都江戸川区臨海町六丁目2番1号

245 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

246 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

247 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

248 ヨドバシカメラマルチメディア八王子

東京都八王子市東町七丁目4番

249 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

250 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺

東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目19番1号

251 吉祥寺東急REIホテル

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目6番3号

252 井の頭 吉祥ダイニング

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目6番3号

253 みたか観光案内所

東京都三鷹市下連雀三丁目24番3号101

254 青梅時間

東京都青梅市本町160番18 （平成31年4月15日以降開設予定）

255 青梅観光案内所

東京都青梅市本町192番地

256 御岳登山鉄道 滝本駅

東京都青梅市御岳二丁目483番地

257 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

258 ホテルコンチネンタル府中

東京都府中市府中町一丁目5番1号

259 昭島観光案内所

東京都昭島市田中町562番地５

260 フォレスト・イン 昭和館

東京都昭島市拝島町4017番地３

261 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2

262 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

263 神代植物公園サービスセンター

東京都調布市深大寺元町五丁目31番10号

264 ヨドバシカメラマルチメディア町田

東京都町田市原町田一丁目1番11号

265 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

東京観光案内窓口一覧
平成31年4月25日現在

窓口名

窓口所在地

266 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

267 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

268 国分寺市観光協会

東京都国分寺市戸倉一丁目６番１号

269 殿ヶ谷戸庭園サービスセンター

東京都国分寺市南町二丁目16番

270 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

271 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

272 桜ヶ丘公園サービスセンター

東京都多摩市連光寺五丁目15番地

273 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

274 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

275 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

276 檜原村観光協会（檜原村地域交流センター1F）

東京都西多摩郡檜原村403番地

277 奥多摩ビジターセンター

東京都西多摩郡奥多摩町氷川171番1

278 一般社団法人 八丈島観光協会

東京都八丈島八丈町大賀郷2345-1

279 八丈島空港観光案内所

東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2

280 八丈島底土港船客待合所観光案内所

東京都八丈島八丈町三根4184-1

281 八丈ビューホテル

東京都八丈島八丈町大賀郷4422番1

282 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

283 小笠原ビジターセンター

東京都小笠原村父島字西町

健康センター２階

※次の２つの窓口については、観光案内窓口としての指定を解除しました。
・みなとむすぶ観光案内スペース（東京都豊島区南大塚三丁目12番11号 サンヨウビル201）
・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）

