
【スタンプスポット一覧】 

１「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設、公園       59 施設 

２「大田区銭湯マップ」掲載銭湯              34 施設 

３「ヘルシーメニュー」掲載店舗（おおた健康メニュー協力店）32 施設 

４「大田区おいしいパン」掲載店舗             22 施設 

５「大田区お気に入りスイーツ」掲載店舗          24 施設 

６「大田区ミュージアムガイド」掲載施設          22 施設 

７「大田区ロケ地探訪」掲載施設、公園           19 施設 

８「大田区水辺で遊ぼう」掲載施設、公園          14 施設 

９「大田区おもしろフォトスポット」掲載施設         6 施設 

10 区施設（大田区庁舎、特別出張所等）           99 施設 

11 その他、区関連施設、はねぴょんＰＲ施設 など     353 施設 全 684 施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

1 大田区総合体育館 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

2 大森スポーツセンター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

3 大田スタジアム 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

4 平和島公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

5 平和の森公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

6 昭和島二丁目公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

7 大森ふるさとの浜辺公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

8 大森東水辺スポーツ広場 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

9 東調布公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

10 萩中公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

11 森ヶ崎公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

12 下丸子公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

13 昭和島運動場 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

14 本羽田公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

15 多摩川緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

16 多摩川六郷橋緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

17 多摩川大師橋緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

18 多摩川ガス橋緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

19 多摩川田園調布南・鵜の木緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

20 多摩川丸子橋緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

21 多摩川大橋緑地 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

22 下丸子多摩川公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

23 蒲田一丁目公園 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

24 大田区青少年交流センター「ゆいっつ」 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

25 洗足区民センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

26 馬込区民センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

27 萩中集会所 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

28 大森西区民センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

29 矢口区民センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

30 大森東地域センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

31 美原文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

32 馬込文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

33 南馬込文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

34 池上文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

35 嶺町文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

36 雪谷文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

37 石川町文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

38 糀谷文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

39 羽田文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

40 萩中文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

41 六郷文化センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

42 新井宿会館 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

43 嶺町集会室 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

44 山王会館 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

45 消費者生活センター 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

46 男女平等推進センター(エセナおおた) 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

47 ライフコミュニティ西馬込 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

48 大田文化の森 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

49 大田区民プラザ 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

50 大田区民ホールアプリコ 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

51 池上会館 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

52 区民活動支援施設大森「こらぼ大森」 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

53 コミュニティセンター羽田旭 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

54 ふれあいはすぬま 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

55 北蒲広場 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

56 平和島公園プール 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

57 東調布公園プール 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

58 萩中公園プール 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

59 矢口区民センター温水プール 「大田区スポーツ施設マップ」掲載施設

60 天狗湯 おおた銭湯マップ

61 あたり湯 おおた銭湯マップ

62 大森湯 おおた銭湯マップ

63 新呑川湯 おおた銭湯マップ

64 第二栗の湯 おおた銭湯マップ

65 都湯 おおた銭湯マップ

66 新田浴場 おおた銭湯マップ

67 久松温泉 おおた銭湯マップ

68 桜館 おおた銭湯マップ

69 草津湯 おおた銭湯マップ

70 はすぬま温泉 おおた銭湯マップ

71 改正湯 おおた銭湯マップ

72 八幡浴場 おおた銭湯マップ

73 稲荷湯 おおた銭湯マップ

74 明神湯 おおた銭湯マップ

75 調布弁天湯 おおた銭湯マップ

76 COCOFUROますの湯 おおた銭湯マップ

77 久が原湯 おおた銭湯マップ

78 蒲田福の湯 おおた銭湯マップ

79 ゆ～シティー蒲田 おおた銭湯マップ

80 寿湯 おおた銭湯マップ

81 大正湯 おおた銭湯マップ

82 天神湯 おおた銭湯マップ

83 蒲田温泉 おおた銭湯マップ

84 ＮＵ-ＬＡＮＤさがみゆ おおた銭湯マップ

85 第一相模湯 おおた銭湯マップ

86 照の湯 おおた銭湯マップ

87 太平湯 おおた銭湯マップ

88 第五相模湯 おおた銭湯マップ

89 幸の湯 おおた銭湯マップ

90 観音湯 おおた銭湯マップ

91 宝湯 おおた銭湯マップ

92 竹の湯 おおた銭湯マップ

93 重の湯 おおた銭湯マップ

94 ル・シエール ヘルシーメニュー

95 活菜や　ちまき ヘルシーメニュー

96 だし　和食　福もと ヘルシーメニュー

97 農園キッチン ヘルシーメニュー

98 餃子とタンメン　天 ヘルシーメニュー

99 コミュニティスペース　ＨＩＴＯＮＡＭＩ ヘルシーメニュー

100 Ｒestaurant菜 ヘルシーメニュー



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

101 ビストロ　キャトル ヘルシーメニュー

102 インドアジアン　レストラン＆バー　ビンティー ヘルシーメニュー

103 華栄 ヘルシーメニュー

104 かみもっちうどん ヘルシーメニュー

105 和郷 ヘルシーメニュー

106 Tｒａｔｔｏｒｉａ　Ｍ’ｓ ヘルシーメニュー

107 ふぐ　居酒や　おお田 ヘルシーメニュー

108 Ｈｉｔｏｓｈｉｎａｙａ（ヒトシナヤ） ヘルシーメニュー

109 ブルースカイダイニング　雪あかり ヘルシーメニュー

110 サブウェイ羽田空港第1ターミナル店 ヘルシーメニュー

111 銀座アスター蒲田賓館 ヘルシーメニュー

112 弁当惣菜のマルセー ヘルシーメニュー

113 天鳳　羽田空港店 ヘルシーメニュー

114 手作り弁当　いし川 ヘルシーメニュー

115 Ｈidamari カフェ ヘルシーメニュー

116 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＫＡＷＡＮＡＢＥ ヘルシーメニュー

117 カフェ　ヴァリオ ヘルシーメニュー

118 アーユルヴェーダ・カフェ　ディデアン ヘルシーメニュー

119 ベトナムレストラン　ＴＨＩ　ＴＨＩ（ティティ） ヘルシーメニュー

120 cómodo ヘルシーメニュー

121 寿々喜 ヘルシーメニュー

122 青果　やまいち ヘルシーメニュー

123 エスニックレストランハヌマン　久が原店 ヘルシーメニュー

124 健康レストラン　かろり５００ ヘルシーメニュー

125 ＧＧＧ　ＣＡＦＥ　～Good Green Garden～ ヘルシーメニュー

126 ヤシパン 大田区おいしいパン

127 小麦工房アリス 大田区おいしいパン

128 クレセント＆モーリー 大田区おいしいパン

129 Ｈｅｄｇｅｈｏｇ　Ｂａｋｅｒｙ（はりねずみベーカリー） 大田区おいしいパン

130 LE GARUE M 大田区おいしいパン

131 ýohak 大田区おいしいパン

132 itokito（イトキト） 大田区おいしいパン

133 GURU GURU BAKERY（グルグルベーカリー） 大田区おいしいパン

134 ＫＵＫＵＬＩ 大田区おいしいパン

135 COTYLEDON（コティレドン） 大田区おいしいパン

136 Ｂoulangerie Towaie（ブーランジェリートワイエ） 大田区おいしいパン

137 ヒンメル 大田区おいしいパン

138 ブーランジェリーモンレーヴキャトル 大田区おいしいパン

139 ブランジェリーミモレット 大田区おいしいパン

140 ブーランジェリーボヌール梅屋敷店 大田区おいしいパン

141 トーチドットベーカリー 大田区おいしいパン

142 ブランジェリィコルセ 大田区おいしいパン

143 ベーカリーカルテット 大田区おいしいパン

144 リヨン味彩館 大田区おいしいパン

145 スワンカフェ＆ベーカリー羽田クロノゲート店 大田区おいしいパン

146 ＢＡＧＥＬ＆ＢＡＧＥＬ羽田空港店 大田区おいしいパン

147 ＰＡＵＬ羽田店 大田区おいしいパン

148 浅野屋本舗 お気に入りスイーツ

149 池田屋 お気に入りスイーツ

150 有限会社　金海堂製菓 お気に入りスイーツ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

151 御菓子処　大黒屋 お気に入りスイーツ

152 甘藷生駒 お気に入りスイーツ

153 パティスリーフラマリオン お気に入りスイーツ

154 Lepi Dor 田園調布 お気に入りスイーツ

155 パティスリーアカネ お気に入りスイーツ

156 wagashi asobi お気に入りスイーツ

157 木村屋　谷口商店 お気に入りスイーツ

158 和菓子処清野 お気に入りスイーツ

159 和菓子処　豊田屋 お気に入りスイーツ

160 パティスリーナオヒラ お気に入りスイーツ

161 梅泉の伊東 お気に入りスイーツ

162 はねだぷりん・BookCafe羽月 お気に入りスイーツ

163 和菓子司磯崎家 お気に入りスイーツ

164 ＭＩＹＡＫＯ お気に入りスイーツ

165 クールクレープ お気に入りスイーツ

166 メゾン・ド・プティ・フール本店 お気に入りスイーツ

167 餅甚 お気に入りスイーツ

168 マシュマロモンスター お気に入りスイーツ

169 御菓子　わたなべ お気に入りスイーツ

170 ＶＡＮＮＩ－ヴァンニー お気に入りスイーツ

171 パティスリープティエデン お気に入りスイーツ

172 高砂コレクション 大田区ミュージアムガイド

173 炭ギャラリー 大田区ミュージアムガイド

174 五十嵐健治記念洗濯資料館 大田区ミュージアムガイド

175 アプリコアートギャラリー 大田区ミュージアムガイド

176 マミ会館　花のミニギャラリー 大田区ミュージアムガイド

177 大田区立多摩川台公園古墳展示室 大田区ミュージアムガイド

178 大田区立郷土博物館 大田区ミュージアムガイド

179 大田区立熊谷恒子記念館 大田区ミュージアムガイド

180 書家　金澤翔子記念館（雪谷文化センター内） 大田区ミュージアムガイド

181 大田区立龍子記念館 大田区ミュージアムガイド

182 馬込文士村資料展示室（大田区立山王会館内） 大田区ミュージアムガイド

183 大田区立山王草堂記念館 大田区ミュージアムガイド

184 大田区立尾崎士郎記念館 大田区ミュージアムガイド

185 池上本門寺 大田区ミュージアムガイド

186 大田区立勝海舟記念館 大田区ミュージアムガイド

187 實相寺本堂・門 大田区ミュージアムガイド

188 昭和のくらし博物館 大田区ミュージアムガイド

189 旧高橋診療所（スタジオ・クラシック）（登録有形文化財） 大田区ミュージアムガイド

190 東京都中央卸売市場大田市場 大田区ミュージアムガイド

191 馬込シクラメン園 大田区ミュージアムガイド

192 君島園芸 大田区ミュージアムガイド

193 新馬込橋（川瀬巴水陶板） 大田区ミュージアムガイド

194 多摩川浅間神社 ロケ地探訪

195 桜坂 ロケ地探訪

196 洗足池公園 ロケ地探訪

197 古民家カフェ蓮月 ロケ地探訪

198 石川台駅 ロケ地探訪

199 雪が谷大塚駅 ロケ地探訪

200 雪谷地域の坂道 ロケ地探訪



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

201 下丸子駅周辺の商店街 ロケ地探訪

202 中華麺舗虎 ロケ地探訪

203 武蔵新田駅商店街 ロケ地探訪

204 桂川精螺製作所 ロケ地探訪

205 珈琲亭ルアン ロケ地探訪

206 蒲田西口商店街 ロケ地探訪

207 やきとん豚番長 ロケ地探訪

208 東急プラザ蒲田屋上かまたえん ロケ地探訪

209 蒲田東口商店街 ロケ地探訪

210 万福食堂 ロケ地探訪

211 海老取川 ロケ地探訪

212 呑川 ロケ地探訪

213 京浜島つばさ公園 水辺で遊ぼう

214 東京港野鳥公園 水辺で遊ぼう

215 城南島海浜公園 水辺で遊ぼう

216 東海ふ頭公園 水辺で遊ぼう

217 大森海苔のふるさと館 水辺で遊ぼう

218 天然温泉平和島 水辺で遊ぼう

219 六郷水門 水辺で遊ぼう

220 六郷神社 水辺で遊ぼう

221 羽田神社 水辺で遊ぼう

222 赤レンガの堤防 水辺で遊ぼう

223 国際線ターミナル展望デッキ 水辺で遊ぼう

224 羽田空港　国内線第１旅客ターミナル展望デッキ 水辺で遊ぼう

225 羽田空港　国内線第２旅客ターミナル展望デッキ 水辺で遊ぼう

226 ヤマトグループ羽田クロノゲート 水辺で遊ぼう

227 田園調布駅旧駅舎 おもしろフォトスポット

228 相生坂 おもしろフォトスポット

229 蒸気機関車(入新井西公園） おもしろフォトスポット

230 モヤイ像 おもしろフォトスポット

231 穴守稲荷神社（千本鳥居） おもしろフォトスポット

232 大田区産業プラザ（Ｐｉｏ） おもしろフォトスポット

233 大田区役所本庁舎 区施設

234 大森地域庁舎 区施設

235 調布地域庁舎 区施設

236 蒲田地域庁舎 区施設

237 糀谷・羽田地域庁舎 区施設

238 糀谷・羽田地域庁舎分室 区施設

239 大森東特別出張所 区施設

240 大森西特別出張所 区施設

241 入新井特別出張所 区施設

242 馬込特別出張所 区施設

243 池上特別出張所 区施設

244 新井宿特別出張所 区施設

245 嶺町特別出張所 区施設

246 田園調布特別出張所 区施設

247 鵜の木特別出張所 区施設

248 久が原特別出張所 区施設

249 雪谷特別出張所 区施設

250 千束特別出張所 区施設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

251 六郷特別出張所 区施設

252 矢口特別出張所 区施設

253 蒲田西特別出張所 区施設

254 蒲田東特別出張所 区施設

255 糀谷特別出張所 区施設

256 大田図書館 区施設

257 羽田特別出張所 区施設

258 大森南図書館 区施設

259 大森東図書館 区施設

260 大森西図書館 区施設

261 入新井図書館 区施設

262 馬込図書館 区施設

263 池上図書館 区施設

264 久が原図書館 区施設

265 洗足池図書館 区施設

266 浜竹図書館 区施設

267 羽田図書館 区施設

268 六郷図書館 区施設

269 下丸子図書館 区施設

270 多摩川図書館 区施設

271 蒲田図書館 区施設

272 蒲田駅前図書館 区施設

273 大田文化の森情報館 区施設

274 障がい者総合サポートセンター　さぽーとぴあ 区施設

275 池上梅園 区施設

276 大田区観光情報センター（京急蒲田駅） 区施設

277 休養村とうぶ 区施設

278 伊豆高原学園 区施設

279 市野倉南児童公園 区施設

280 海老取川公園 区施設

281 大森北公園 区施設

282 大森西四丁目公園 区施設

283 北馬込わくわく公園 区施設

284 久が原なかよし児童公園 区施設

285 末広橋児童公園 区施設

286 高畑第三児童公園付属緑地 区施設

287 たぬき山公園 区施設

288 鶴渡公園 区施設

289 西六郷三丁目公園 区施設

290 東蒲田一丁目児童公園 区施設

291 東糀谷一丁目呑川公園 区施設

292 東糀谷五丁目公園 区施設

293 ふくし公園 区施設

294 邦西児童公園 区施設

295 本二児童公園 区施設

296 本門寺公園 区施設

297 馬込西公園 区施設

298 南六郷公園 区施設

299 若竹公園 区施設

300 小池公園 区施設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

301 新井宿児童公園 区施設

302 新井宿第一児童公園 区施設

303 池上五丁目公園 区施設

304 入新井西公園 区施設

305 大森西一丁目児童公園 区施設

306 蒲田二丁目児童公園 区施設

307 京浜蒲田公園 区施設

308 沢田東児童公園 区施設

309 下丸子公園 区施設

310 洗足池公園 区施設

311 大師橋児童公園 区施設

312 高畑第三児童公園 区施設

313 東中公園 区施設

314 仲池児童公園 区施設

315 仲池ふれあい児童公園 区施設

316 南蒲公園 区施設

317 萩中公園 区施設

318 萩中くすのき公園 区施設

319 羽田一丁目児童公園 区施設

320 東蒲田公園 区施設

321 東調布公園 区施設

322 東六郷ひまわり児童公園 区施設

323 本蒲田公園 区施設

324 まごめばし児童公園 区施設

325 みなさん児童公園 区施設

326 宮本台緑地 区施設

327 矢口二丁目公園 区施設

328 蒲田本町一丁目公園 区施設

329 田園調布せせらぎ館 区施設

330 大森東水辺スポーツ広場（ビーチバレー場） 区施設

331 大森ふるさとの浜辺公園（ヨガ会場） 区施設

332 大森中老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ大森中） 区関連施設

333 大森東老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ大森東） 区関連施設

334 入新井老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ入新井） 区関連施設

335 池上老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ池上） 区関連施設

336 新井宿老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ新井宿） 区関連施設

337 鵜の木老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ鵜の木） 区関連施設

338 久が原老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ久が原） 区関連施設

339 仲池上老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ仲池上） 区関連施設

340 千束老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ千束） 区関連施設

341 東糀谷老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ東糀谷） 区関連施設

342 東六郷老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ東六郷） 区関連施設

343 仲六郷老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ仲六郷） 区関連施設

344 東蒲田老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ東蒲田） 区関連施設

345 本蒲田老人いこいの家（ゆうゆうくらぶ本蒲田） 区関連施設

346 山王高齢者センター（ゆうゆうくらぶ山王） 区関連施設

347 洗足区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ洗足） 区関連施設

348 馬込区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ馬込） 区関連施設

349 萩中集会所高齢者施設（ゆうゆうくらぶ萩中） 区関連施設

350 大森西区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ大森西） 区関連施設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

351 矢口区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ矢口） 区関連施設

352 大森東地域センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ大森東地域センター） 区関連施設

353 シニアステーション東嶺町 シニアステーション

354 シニアステーション田園調布 シニアステーション

355 シニアステーション田園調布西 シニアステーション

356 シニアステーション羽田 シニアステーション

357 シニアステーション糀谷 シニアステーション

358 シニアステーション馬込 シニアステーション

359 シニアステーション南馬込 シニアステーション

360 地域包括支援センター大森 地域包括支援センター

361 地域包括支援センター平和島 地域包括支援センター

362 地域包括支援センター入新井 地域包括支援センター

363 地域包括支援センター馬込 地域包括支援センター

364 地域包括支援センター南馬込 地域包括支援センター

365 地域包括支援センター徳持 地域包括支援センター

366 地域包括支援センター新井宿（大森医師会） 地域包括支援センター

367 地域包括支援センター嶺町 地域包括支援センター

368 地域包括支援センター田園調布 地域包括支援センター

369 地域包括支援センターたまがわ 地域包括支援センター

370 地域包括支援センター久が原 地域包括支援センター

371 地域包括支援センター上池台 地域包括支援センター

372 地域包括支援センター千束（田園調布医師会） 地域包括支援センター

373 地域包括支援センター六郷 地域包括支援センター

374 地域包括支援センター西六郷 地域包括支援センター

375 地域包括支援センターやぐち 地域包括支援センター

376 地域包括支援センター西蒲田 地域包括支援センター

377 地域包括支援センター蒲田 地域包括支援センター

378 地域包括支援センター蒲田東（蒲田医師会） 地域包括支援センター

379 地域包括支援センター大森東 地域包括支援センター

380 地域包括支援センター糀谷 地域包括支援センター

381 地域包括支援センター羽田 地域包括支援センター

382 大森第四小学校 区立小学校

383 中富小学校 区立小学校

384 大森第一小学校 区立小学校

385 開桜小学校 区立小学校

386 大森第三小学校 区立小学校

387 大森第五小学校 区立小学校

388 大森東小学校 区立小学校

389 入新井第五小学校 区立小学校

390 入新井第一小学校 区立小学校

391 山王小学校 区立小学校

392 馬込小学校 区立小学校

393 馬込第二小学校 区立小学校

394 馬込第三小学校 区立小学校

395 梅田小学校 区立小学校

396 池上小学校 区立小学校

397 池上第二小学校 区立小学校

398 徳持小学校 区立小学校

399 入新井第二小学校 区立小学校

400 入新井第四小学校 区立小学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）

401 東調布第一小学校 区立小学校

402 田園調布小学校 区立小学校

403 調布大塚小学校 区立小学校

404 東調布第三小学校 区立小学校

405 嶺町小学校 区立小学校

406 千鳥小学校 区立小学校

407 久原小学校 区立小学校

408 松仙小学校 区立小学校

409 池雪小学校 区立小学校

410 小池小学校 区立小学校

411 雪谷小学校 区立小学校

412 洗足池小学校 区立小学校

413 赤松小学校 区立小学校

414 清水窪小学校 区立小学校

415 糀谷小学校 区立小学校

416 東糀谷小学校 区立小学校

417 北糀谷小学校 区立小学校

418 羽田小学校 区立小学校

419 都南小学校 区立小学校

420 萩中小学校 区立小学校

421 中萩中小学校 区立小学校

422 出雲小学校 区立小学校

423 六郷小学校 区立小学校

424 西六郷小学校 区立小学校

425 高畑小学校 区立小学校

426 仲六郷小学校 区立小学校

427 志茂田小学校 区立小学校

428 東六郷小学校 区立小学校

429 南六郷小学校 区立小学校

430 矢口小学校 区立小学校

431 矢口西小学校 区立小学校

432 多摩川小学校 区立小学校

433 相生小学校 区立小学校

434 矢口東小学校 区立小学校

435 おなづか小学校 区立小学校

436 道塚小学校 区立小学校

437 蒲田小学校 区立小学校

438 南蒲小学校 区立小学校

439 新宿小学校 区立小学校

440 東蒲小学校 区立小学校

441 大森第一中学校 区立中学校
442 大森第二中学校 区立中学校
443 大森第三中学校 区立中学校
444 大森第四中学校 区立中学校
445 大森第六中学校 区立中学校
446 大森第七中学校 区立中学校
447 大森第八中学校 区立中学校
448 大森第十中学校 区立中学校
449 大森東中学校 区立中学校
450 馬込中学校 区立中学校
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451 馬込東中学校 区立中学校
452 貝塚中学校 区立中学校
453 東調布中学校 区立中学校
454 田園調布中学校 区立中学校
455 雪谷中学校 区立中学校
456 石川台中学校 区立中学校
457 羽田中学校 区立中学校
458 糀谷中学校 区立中学校
459 出雲中学校 区立中学校
460 六郷中学校 区立中学校
461 志茂田中学校 区立中学校
462 南六郷中学校 区立中学校
463 矢口中学校 区立中学校
464 御園中学校 区立中学校
465 蓮沼中学校 区立中学校
466 安方中学校 区立中学校
467 東蒲中学校 区立中学校
468 ＭＡＳＳＴＯＫＹＯ はねぴょんＰＲ店舗
469 ＪＡ東京中央ハウジング馬込店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
470 ＪＡ東京中央矢口支店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
471 JA東京中央ハウジング馬込店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
472 JA東京中央矢口支店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
473 JA健康長寿倶楽部（元JA仲池上支店） はねぴょん健康ポイントPR店舗
474 JA東京中央馬込支店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
475 JA東京中央田園調布支店 はねぴょん健康ポイントPR店舗
476 銘酒と旬肴　樋川 OTA！いちおしグルメ
477 福太郎　東京本店 OTA！いちおしグルメ
478 創作和食　零 OTA！いちおしグルメ
479 とんかつ自然坊 OTA！いちおしグルメ
480 和味焼肉うしすけ本店 OTA！いちおしグルメ
481 古民家カフェ蓮月 OTA！いちおしグルメ
482 串焼き炭心 OTA！いちおしグルメ
483 魚菜屋なかむら OTA！いちおしグルメ
484 居酒屋いのっ八 OTA！いちおしグルメ
485 めらんじゅ OTA！いちおしグルメ
486 天仲 OTA！いちおしグルメ
487 道そ神 OTA！いちおしグルメ
488 インド・ネパールダイニングバー　ロサニ OTA！いちおしグルメ
489 エスニックレストラン　ハヌマン OTA！いちおしグルメ
490 うなぎ・天ぷら　柳ばし OTA！いちおしグルメ
491 ブルーパロット OTA！いちおしグルメ
492 かみもっちうどん OTA！いちおしグルメ
493 Gemelli OTA！いちおしグルメ
494 ふぐ居酒やおお田 OTA！いちおしグルメ
495 だし和食　福もと OTA！いちおしグルメ
496 うなぎ仙見 OTA！いちおしグルメ
497 呑蒲 OTA！いちおしグルメ
498 梅屋敷　梅林本店 OTA！いちおしグルメ
499 日本料理衛藤 OTA！いちおしグルメ
500 寿し徳 OTA！いちおしグルメ
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501 和創旬酒楽なかい OTA！いちおしグルメ
502 和馳走藏屋 OTA！いちおしグルメ
503 和中割菜なごみ OTA！いちおしグルメ
504 日本料理招福亭しら田 OTA！いちおしグルメ
505 レピドール OTA！いちおしグルメ
506 洋食酒場Nin忍 OTA！いちおしグルメ
507 羽田バル OTA！いちおしグルメ

508 Yıldız Turkish Restaurant&Bar OTA！いちおしグルメ

509 kitchen直樹 OTA！いちおしグルメ
510 インドアジアンレストラン＆バー　ビンティー OTA！いちおしグルメ
511 日本料理和郷 OTA！いちおしグルメ
512 蕎麦　池上　にかい坊 OTA！いちおしグルメ
513 パキスタン家庭料理ザイカ OTA！いちおしグルメ
514 炭火焼肉　食道園　蒲田西口店 OTA！いちおしグルメ
515 食通　ゆたか OTA！いちおしグルメ
516 たこふじ OTA！いちおしグルメ
517 炭火伊酒場　とりっとりあ OTA！いちおしグルメ
518 旬彩居酒屋大河 OTA！いちおしグルメ
519 うなぎ藍の家亭 OTA！いちおしグルメ
520 御鮓所　醍醐 OTA！いちおしグルメ
521 コピラ OTA！いちおしグルメ
522 特選うなぎ大森野田岩 OTA！いちおしグルメ
523 鰻　若松 OTA！いちおしグルメ
524 autentico OTA！いちおしグルメ
525 グランメール山王 OTA！いちおしグルメ
526 Petit restaurant tomy OTA！いちおしグルメ
527 中華ソバちゃるめ OTA！いちおしグルメ
528 イタリアンダイニング　ルーチェ OTA！いちおしグルメ
529 香港料理リップスティック OTA！いちおしグルメ
530 寿司　川むら OTA！いちおしグルメ
531 スティバーレ OTA！いちおしグルメ
532 玄米BARユキガヤ食堂 OTA！いちおしグルメ
533 びっくり亭 OTA！いちおしグルメ
534 興華 OTA！いちおしグルメ
535 Trattoria M's OTA！いちおしグルメ
536 Pizzeria B OTA！いちおしグルメ
537 TRATTORIA KAWANABE OTA！いちおしグルメ
538 串焼・季節料理串幸 OTA！いちおしグルメ
539 Larian OTA！いちおしグルメ
540 trattoria Rossole OTA！いちおしグルメ
541 高砂寿司 OTA！いちおしグルメ
542 千隆 OTA！いちおしグルメ
543 ステーキハウス忍田 OTA！いちおしグルメ
544 鳥料理鳥仁 OTA！いちおしグルメ
545 Café Slik OTA！いちおしグルメ
546 たつ郎寿司 OTA！いちおしグルメ
547 厳選和牛焼肉希魅亭 OTA！いちおしグルメ
548 お料理　やまもと OTA！いちおしグルメ
549 和旬楽酒　楠 OTA！いちおしグルメ
550 ピッツェリア　トラットリア　マルコ OTA！いちおしグルメ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）
551 是空 OTA！いちおしグルメ
552 武田流古式カレー　支那そば　インディアン OTA！いちおしグルメ
553 ビッレリア　ルッポロ OTA！いちおしグルメ
554 asian dining Hot pot OTA！いちおしグルメ
555 日本料理佐とう OTA！いちおしグルメ
556 ピッツェリア　ダ　グランツァ　洗足池店 OTA！いちおしグルメ
557 華栄 OTA！いちおしグルメ
558 中国家庭料理ニーハオ別館 OTA！いちおしグルメ
559 銀座季よせ OTA！いちおしグルメ
560 池上五丁目公園 【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
561 石川公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
562 春日公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
563 大森ふるさとの浜辺公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】はねぴょん幼児向け遊具のある公園
564 蒲田一丁目公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
565 上池台三丁目公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
566 北前堀緑地【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
567 下丸子公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
568 ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
569 清花公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
570 洗足池公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
571 雑色児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
572 たぬき山公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
573 多摩川台公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
574 つきやま公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
575 鶴渡公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
576 中馬込児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
577 西蒲田公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
578 西糀谷さざんか公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
579 西六郷三丁目公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
580 日下山児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
581 ふくし公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
582 本羽田第三公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
583 南前堀緑地【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
584 美原児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
585 みゆき児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
586 森が崎児童公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
587 森ヶ崎交通公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
588 東糀谷一丁目呑川公園【はねぴょん幼児向け遊具のある公園】 はねぴょん幼児向け遊具のある公園
589 大森貝墟碑 入新井歴史散歩マップ
590 圓能寺 入新井歴史散歩マップ
591 日枝神社 入新井歴史散歩マップ
592 中世道路跡 入新井歴史散歩マップ
593 山王小学校 入新井歴史散歩マップ
594 尾崎士郎記念館 入新井歴史散歩マップ
595 蘇峰公園・山王草堂記念館 入新井歴史散歩マップ
596 弁天池・山王花清水公園 入新井歴史散歩マップ
597 山王公園 入新井歴史散歩マップ
598 チンチン電車の標識 入新井歴史散歩マップ
599 闇坂 入新井歴史散歩マップ
600 天祖神社 入新井歴史散歩マップ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）
601 ミルパ商店街 入新井歴史散歩マップ
602 鷲神社 入新井歴史散歩マップ
603 清花公園 入新井歴史散歩マップ
604 磐井神社 入新井歴史散歩マップ
605 清浦さんの坂標識 入新井歴史散歩マップ
606 密厳院 入新井歴史散歩マップ
607 最德寺 入新井歴史散歩マップ
608 東貫森稲荷神社 入新井歴史散歩マップ
609 穀豊稲荷神社 入新井歴史散歩マップ
610 甘酒稲荷神社 入新井歴史散歩マップ
611 不入斗東伏見稲荷神社 入新井歴史散歩マップ
612 不入斗パーク公園 入新井歴史散歩マップ
613 根岸神社 入新井歴史散歩マップ
614 入新井西公園 入新井歴史散歩マップ
615 八景園跡 入新井歴史散歩マップ
616 馬込文士村入り口 入新井歴史散歩マップ
617 鵜の木お散歩マップ：ⓐ嶺の西向庚申塔 鵜の木お散歩マップ
618 鵜の木お散歩マップ：ⓑ嶺の北向庚申塔 鵜の木お散歩マップ
619 鵜の木お散歩マップ：ⓒ嶺の切通し（女掘） 六郷用水 鵜の木お散歩マップ
620 鵜の木お散歩マップ：ⓓ鵜の木松山公園 鵜の木お散歩マップ
621 鵜の木お散歩マップ：ⓔ増明院 鵜の木お散歩マップ
622 鵜の木お散歩マップ：ⓕ光明寺 鵜の木お散歩マップ
623 鵜の木お散歩マップ：ⓖ増田屋炭ギャラリー 鵜の木お散歩マップ
624 鵜の木お散歩マップ：ⓗ藤森稲荷神社 鵜の木お散歩マップ
625 鵜の木お散歩マップ：ⓘぬめり坂の庚申塔 鵜の木お散歩マップ
626 鵜の木お散歩マップ：ⓙ昭和のくらし博物館（登録有形文化財）鵜の木お散歩マップ
627 鵜の木お散歩マップ：ⓚおしゃもじさま 鵜の木お散歩マップ
628 鵜の木お散歩マップ：ⓛ鵜の木八幡神社 鵜の木お散歩マップ
629 鵜の木お散歩マップ：ⓜ白山神社（嶺の東向庚申塔） 鵜の木お散歩マップ
630 鵜の木お散歩マップ：ⓝ頓兵衛地蔵 鵜の木お散歩マップ
631 鵜の木お散歩マップ：ⓞ蓮光院 鵜の木お散歩マップ
632 鵜の木お散歩マップ：ⓟ六所神社 鵜の木お散歩マップ
633 鵜の木お散歩マップ：ⓠ長福寺 鵜の木お散歩マップ
634 鵜の木お散歩マップ：ⓡ諏訪神社 鵜の木お散歩マップ
635 穴守稲荷駅 羽田・萩中ウォークラリー
636 穴守稲荷神社 羽田・萩中ウォークラリー
637 天空橋 羽田・萩中ウォークラリー
638 弁天橋 羽田・萩中ウォークラリー
639 五十間鼻 羽田・萩中ウォークラリー
640 羽田の渡し 羽田・萩中ウォークラリー
641 羽田神社 羽田・萩中ウォークラリー
642 萩中公園 羽田・萩中ウォークラリー
643 大鳥居駅 羽田・萩中ウォークラリー
644 十寄神社（多摩川七福神） その他
645 東八幡神社 その他
646 氷川神社 その他
647 矢口中稲荷神社 その他
648 新田神社 その他
649 頓兵衛地蔵 その他
650 延命寺 その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考としたマップ、広報誌、資料等】 

・「大田区スポーツ施設マップ」   発行 大田区観光・国際都市部スポーツ振興課 

・「大田区銭湯マップ」       発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「ヘルシーメニュー」       発行 大田区保健所（健康づくり課、各地域健康課） 

・「大田区おいしいパン」      発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「大田区お気に入りスイーツ」   発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「大田区ミュージアムガイド」   発行 大田区観光・国際都市部文化振興課 

・「大田区ロケ地探訪」       発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「大田区水辺で遊ぼう」      発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「大田区おもしろフォトスポット」 発行 大田区観光・国際都市部観光課 

・「入新井歴史散歩マップ」     発行 武蔵新田商店会/多摩川七福神実行委員会 

・「多摩川七福神パワースポット巡り」  発行 入新井地区自治会連合会/入新井歴史マップ作成委員会 

・大田区公式ホームページ 

・該当店舗（施設）のホームページ 

※参考としたマップ、広報誌、資料等の内容は「はねぴょん健康ポイント」専用ＨＰ＞スタンプ

スポット一覧詳細ページからもご覧いただけます。 

Ｎｏ 施設名 備考　(参考としたマップ、広報誌等）
651 大田区社会福祉協議会 その他
652 たまリバー50キロ(0km地点) その他
653 たまリバー50キロ(2km地点) その他
654 たまリバー50キロ(4km地点) その他
655 たまリバー50キロ(6km地点) その他
656 たまリバー50キロ(8km地点) その他
657 たまリバー50キロ(10km地点) その他
658 JR蒲田駅 その他
659 JR東日本 蒲田トレーニングセンター その他
660 六郷水門（駅からハイキング） その他
661 東京モノレール天空橋駅 その他
662 インフォメーションセンター（羽田イノベーションシティ内） その他
663 足湯スカイデッキ（羽田イノベーションシティ内） その他
664 アーティストビレッジ（羽田イノベーションシティ内） その他
665 ソラムナード羽田緑地　（※２か所） その他
666 大森スポーツセンターランニングステーション その他
667 3㎞・5㎞スタート・ゴール地点 その他
668 3kmコース折り返し地点 その他
669 5kmコース折り返し地点 その他
670 2021年初日の出スポット その他
671 ウェルネスジム山王 その他
672 スマイルケア東糀谷 その他
673 薬樹薬局雪谷 その他
674 はねぴょんデザインマンホール（みなさん児童公園前） その他
675 はねぴょんデザインマンホール（蒲田駅西口交通広場） その他
676 はねぴょんデザインマンホール（大森駅東口前歩道） その他
677 西守稲荷神社 その他
678 東一自治会館 その他
679 福徳弁財天 その他
680 三井住友銀行　田園調布支店 その他
681 馬坂 その他
682 田園調布八幡神社 その他
683 田園調布倶楽部 その他
684 2022年初日の出スポット その他


