
○平成２９年度打ち水実施団体一覧

No 団体名 実施場所

1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 渋谷区恵比寿1-28-1（本社）

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 渋谷区恵比寿1-28-1（本社別館）

3 アシックスジャパン株式会社 江東区新砂3-1-18

4 公益財団法人　味の素食の文化センター 港区高輪３－１３－６５

5 アルカキット錦糸町 墨田区錦糸2-2-1

6 NTTコミュニケーションズ株式会社 千代田区内幸町1-1-6

7 NTTコムウェア株式会社 港区港南1-9-1

8 株式会社ＮＴＴデータ 江東区豊洲3-3-3

9 株式会社NTTドコモ 千代田区永田町2-11-1

10 ＮＴＴ都市開発株式会社 千代田区外神田4-14-1　秋葉原ＵＤＸ

11 NTT東日本株式会社 新宿区西新宿3-19-2

12 コレド日本橋 中央区日本橋1-4-1

13 コレド室町 中央区日本橋室町2-3-1

14 株式会社JTBコーポレートセールス 新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビルディング

15 株式会社JTBコーポレートセールス 千代田区大手町2-2-1　新大手町ビル

16 松竹株式会社、株式会社歌舞伎座 中央区銀座4-12-15　歌舞伎座正面入口付近

17 セレスティンホテル 港区芝3-23-1

18 大日本印刷株式会社 新宿区市谷田町1-14-1　DNP市谷田町ビル

19 ダイバーシティ東京プラザ 江東区青梅1-1-10

20 東京ガス株式会社 港区等の都内複数事業所

21 トヨタ自動車株式会社、凸版印刷株式会社 文京区後楽1-4-18　トヨタ自動車正門前

22 日本航空株式会社 大田区羽田空港

23 日本電気株式会社 港区芝5-7-1　NEC本社ビル

24 野村ホールディングス株式会社 中央区日本橋

25 パナソニック株式会社 江東区有明3-5-1

26 三井ガーデンホテル上野 台東区東上野3-19-7（ホテル前）

27 三井ガーデンホテル京橋 中央区京橋1-3-6

28 三井ガーデンホテル銀座プレミア 中央区銀座8-13-1

29 三井ガーデンホテル汐留イタリア街 港区東新橋2-14-24　ホテル正面玄関

30
三井ショッピングパーク
アーバンドックららぽーと豊洲

江東区豊洲2-4-9

31 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 千代田区丸の内1-1-2

32 三井不動産　グラントウキョウノースタワー 千代田区丸の内1-9-1

33 三井不動産　ゲートシティ大崎 品川区大崎1-11-1

34 三井不動産　新木場センタービル 江東区新木場1-18-6

35 三井不動産　豊洲センタービル 江東区豊洲3-3-3

36 三井不動産　日本橋三井タワー 中央区日本橋室町2-1-1

37 ミレニアム三井ガーデンホテル東京 中央区銀座5-11-1

38 ヤマトホールディングス株式会社 中央区銀座2-16-10

39 ヤマトホールディングス株式会社 中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル

【協力】オリンピック・パラリンピック等経済界協議会



40 ヤマトホールディングス株式会社 中央区銀座2-12-15

41 ヤマトホールディングス株式会社 都内複数事業所

42 株式会社LIXIL 立川市泉町841番地141（立川ショールーム）

43 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

44 全日本空輸株式会社

45 株式会社電通

46 株式会社東芝

47 日本生命保険相互会社

48 日本電信電話株式会社

49 株式会社野村総合研究所

50 パナソニック株式会社

51 株式会社日立製作所

52 富士通株式会社

53 株式会社ブリヂストン

54 三井不動産株式会社

55 三菱電機株式会社

56 法政大学（山口ゼミ・環境センター） 東京都千代田区富士見二丁目

57 株式会社　キャプティ 東京都東五反田5-22-27

58 千住ミルディス 北千住駅西口ペデストリアンデッキ

59 北千住マルイ 東京都足立区千住3-92　北千住マルイ店頭

60 ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ管理組合 東京都中央区銀座６丁目　GINZA SIX前

61 みずほ銀行　銀座通支店 東京都　中央区　銀座通沿い（銀座5丁目）

62 ボロ市通り桜栄会商店会振興組合 東京都世田谷区世田谷ボロ市通り

63 株式会社　力匠 東京都

64 北神実業会 東京都

65 みずほ銀行　銀座支店 東京都中央区銀座4丁目みずほ銀行店舗前

66 神楽坂商店街振興組合（5店舗） 東京都新宿区神楽坂６丁目商店街にて

67 ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ　リーテルマネジメント(株) 東京都中央区銀座

68
「ECO EDO 日本橋」実行委員会
名橋「日本橋」保存会

東京都日本橋

69 西荻東銀座会 東京都杉並区西荻南2丁目商店街内

70 MCUBSMidCity投資法人 東京都渋谷区道玄坂2-11-1

71 関口一丁目南部会 東京都文京区関口1-7-2

72 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515

73 東急プラザ銀座 東京都中央区銀座5-2-1東急プラザ周辺

74 新宿NSビル株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル

75 アクアパーク品川
アクアパーク品川
東京都港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）

76 明治安田生命保険（相）東京都心本部 東京都中央区日本橋室町4-3-18東京建物室町ビル

77 小田急グループテラスシティ協議会 ①新宿サザンテラス（サザンタワー付近）　②新宿各所

78 在日フランス大使館 東京都港区　大使館前

79 原町1丁目町会 東京都新宿区原町１丁目　大久保通り沿道

80
（一社）東京臨海副都心まちづくり協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8事業者）

【臨海副都心まちづくり協議会合同実施】
江東区有明 イーストプロムナード公園

81 住友生命保険相互会社 東京都新宿区本塩町8-2　住友生命四谷ビル

82 住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7-18-24

一般

【オリンピック・パラリンピック等経済界協議会合同打ち水】
港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター



83 住友生命保険相互会社 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル１階

84 北新宿四丁目ラジオ体操会 東京都新宿区北新宿4-11

85 弁天公園ラジオ体操会 東京都弁天町83
弁天公園

86 住友不動産株式会社 港第一事業所 東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル　ほか

87 住友不動産株式会社 西新宿事業所 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル ほか

88 住友不動産株式会社 千代田第一事業所 東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル ほか

89 住友不動産株式会社 中央事業所 東京都中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー　ほか

90 住友不動産株式会社 六本木事業所 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー　ほか

91 住友不動産株式会社 港第二事業所 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館

92 住友不動産株式会社 渋谷・品川事業所 東京都渋谷区南平台町16-17　住友不動産渋谷ガーデンタワー

93 住友不動産株式会社 新宿事業所 東京都渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル

94 住友不動産株式会社 千代田第二事業所 東京都千代田区西神田3-8-1　千代田ファーストビル東館

95 文京区立森鴎外記念館 文京区千駄木1-23-4　記念館前

96 大国魂神社（4事業者） 東京都府中市宮町3-1

97 株式会社丸仁ホールディングス 東京都港区芝浦2-15-6「オアーゼテラス」

98
（一社）新宿副都心エリア環境改善委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5企業）

東京都新宿区西新宿２－６－１地先他
（新宿副都心都道4号線歩道部）

99 人形町商店街協同組合（10店舗） 人形町商店街内（賛同店舗10店舗前にて）

100 大成建設㈱西新宿六丁目第５ブロック作業所 東京都西新宿六丁目18番付近

101 野ヶ谷中央商店会 東京都調布市深大寺東町5-8-13

102 御代の台仲通り商店会 東京都北区滝野川６丁目地域

103 三機工業株式会社 東京都中央区明石町８番１号　聖路加ガーデン親水公園

104 日本交通株式会社　赤羽営業所 東京都北区浮間５－４－５１　正門付近

105 弥生町グループ 東京都板橋区弥生町

106 世田谷駅前商店街 東京都世田谷区世田谷1-16-24-2A

107 三軒茶屋銀座商店街振興組合 東京都世田谷区太子堂2-17　ふれあい広場

108 ㈱東京テレポートセンター 東京都江東区青海2丁目5番10号

109 練馬区立南田中図書館 東京都練馬区南田中5-15-22　練馬区立南田中図書館

110 渋谷区立長谷戸小学校 東京都恵比寿西１－２３－１

111 恵比寿のびのびこども園 渋谷区恵比寿　恵比寿公園

112 江東区立第六砂町小学校 東京都江東区北砂６－２６－６

113 公益財団法人東京都環境社東京スイソミル 江東区 潮見 1-3-2

114
公益財団法人東京都環境公社
東京都環境科学研究所

東京都江東区新砂1-7-5

115
都市整備局多摩ﾆｭｰタウン整備事務所
㈱多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ開発ｾﾝﾀｰ

京王線南大沢駅前ペデストリアンデッキ

116 港区 港区立芝公園

117 新宿区 ①新宿中央公園　②高田馬場駅前ロータリー

118 文京区 大塚公園（予定）

119 台東区 広徳公園（旧広徳児童遊園）

120 墨田区 墨田区役所

121 江東区 えこっくる江東

122 渋谷区 渋谷区役所仮庁舎前

123 中野区 中野区役所正面玄関前広場

124 板橋区 板橋区役所　正面玄関前

125 練馬区 練馬区役所本庁舎正面玄関前

区市



126 足立区 北千住駅東口、北千住駅西口

127 八王子市
八王子市こども科学館
（コニカミノルタ サイエンスドーム）

128 武蔵野市 ①コピス吉祥寺　②武蔵野市役所

129 青梅市 ①青梅市役所本庁舎、②各市民センター

130 町田市 町田市庁舎正面玄関周辺

131 小金井市 フェスティバルコート

132 福生市 福生市役所

133 狛江市 狛江駅北口交通広場（噴水前付近）

134 東大和市 東大和市役所　中庭

135 武蔵村山市 武蔵村山市役所北側広場

136 上野恩賜公園 噴水前広場

137 日比谷公園 かもめの広場

138 芝公園 15号地・SC前広場

139 代々木公園 原宿門

140 駒沢オリンピック公園 西口

141 光が丘公園 サービスセンター前

142 木場公園 都市緑化植物園内噴水周り

143 小金井公園 わんぱく広場周辺

144 秋留台公園 じゃぶじゃぶ池周辺

145 府中の森公園 じゃぶじゃぶ池まわり

146 東大和南公園 じゃぶじゃぶ池周辺

147 陵南公園 じゃぶじゃぶ池周辺

148 武蔵国分寺公園 霧の噴水周辺

149 浜離宮恩賜庭園 大手門入口周辺

150 恩賜上野動物園 子ども動物園　すてっぷ付近

151 多摩動物公園 正門付近

152 井の頭自然文化園 正門内広場

153 葛西臨海水族園 空の広場

都立公園


