
SpotTour登録フォーマット 20200323a

■Spot情報 ★Spot限定情報について

Spotを訪れスタンプを獲得すると、情報(テキストや画像など)が表示されます。

カナルカフェ ブティック【3A】

郵便番号 162-0825

住所 東京都新宿区神楽坂１丁目９

緯度経度

※Googleマップから取得
-

おしゃれな水上レストラン「カナルカフェ」の姉妹店。1階はスイーツ&ギフトショップ。2階はカフェになっており、ケーキやスペシャル

ティなどが楽しめます。

[営]月~土曜日11:30~23:00 (L.O.22:00)、

　  日曜・祝日11:30~21:30 (L.O.20:30)

[休]第1・3月曜日

[住]東京都新宿区神楽坂1-9

[電]03-5227-1277

※Spot名の【3A】は「駅から始まるさんぽ道」パンフレットの番号です。

https://www.tokyometro.jp/enjoy/event/ekikarahazimarusanpomichi%202019.pdf
【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot01.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

不二家 飯田橋神楽坂店【3B】

郵便番号 162-0825

住所 東京都新宿区神楽坂１丁目１２−１

緯度経度

※Googleマップから取得
-

人気の「ペコちゃん焼」が買えるのはここだけ。定番のあずきのほかにも、季節限定メニューもあるのでチェック。運が良ければボーイフ

レンドのポコちゃん焼きにもめぐりかえるかも。

[営]10:00~20:30

[休]不定休

[住]東京都新宿区神楽坂1-12

[電]03-3269-1526

※Spot名の【3B】は「駅から始まるさんぽ道」パンフレットの番号です。

https://www.tokyometro.jp/enjoy/event/ekikarahazimarusanpomichi%202019.pdf

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot02.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

No. 項目 登録内容

Spot1

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot2

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

アプリ表示



No. 項目 登録内容 アプリ表示

毘沙門天 善國寺【3C】

郵便番号 162-0825

住所 東京都新宿区神楽坂５丁目３６毘沙門天善國寺

緯度経度

※Googleマップから取得
-

神楽坂の途中にある赤い門のこの寺は、江戸時代から徳川家の祈願所として栄えています。本堂の前に鎮座する、狛犬ならぬ"石虎"にも注

目。

[開門時間]9:00~17:00

[住]東京都新宿区神楽坂5-36

[電]03-3269-0641

※Spot名の【3C】は「駅から始まるさんぽ道」パンフレットの番号です。

https://www.tokyometro.jp/enjoy/event/ekikarahazimarusanpomichi%202019.pdf

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot03.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

東京大神宮【メイン】

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見２丁目４−１

緯度経度

※Googleマップから取得
-

伊勢神宮の神々を祀り「東京のお伊勢さま」として親しまれている縁結びの神社。都会の真ん中にありながら清らかでおごそかな雰囲気が

漂います。参拝後は幸せを願ってお守りを受けてみては。

[開門時間]6:00~21:00

[お守り授与時間]8:00~19:00

[住]東京都千代田区富士見2-4-1

[電]03-3262-3566

※Spot名の【メイン】は「駅から始まるさんぽ道」パンフレットでメインスポットとして紹介されていることを意味しています。

https://www.tokyometro.jp/enjoy/event/ekikarahazimarusanpomichi%202019.pdf

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名

spot04.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot3

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot4

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報



No. 項目 登録内容 アプリ表示

日本赤十字社発祥地

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見２丁目１６

緯度経度

※Googleマップから取得
-

日本赤十字社は 明治10年(1877)西南戦争の際、 佐野常民と大給恒両元老院議官らによって傷病者救護活動等のため設立した 博愛社 を前

身としたものです。その本拠がこの地 桜井忠興邸におかれました｡

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会のホームページ

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/58

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot05.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
西南戦争

本文２

※最大2,000文字

西南戦争では、官軍と薩摩軍の間で激しい戦闘により多数の死傷者を出しました。このとき、この悲惨な状況に、佐野、大給の2人は、救護

団体による戦争、紛争時の傷病者救護の必要性を痛感し、ヨーロッパで行われている赤十字と同様の救護団体をつくろうと思い立たたもの

です。

しかし、当初、両名は政府に対し救護団体「博愛社」の設立を願い出ましが、この願いは認められませんでした。博愛社の「敵味方の差別

なく救護する」という考え方が理解されなかったことによるものです。

その後、征討総督有栖川宮熾仁親王に直接、博愛社設立の趣意書を差し出し同親王の英断により博愛社の活動が許可されました。

画像

※ファイル名
sensou.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

大東文化大学発祥の地

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見１丁目１１−７

緯度経度

※Googleマップから取得
-

千代田区営富士見住宅の傍に「大東文化大学発祥の地」の碑があります。

大東文化大学の前身、大東文化学院は, 大正10年(1921）の貴衆両院による「漢学振興に関する建議案」の決議に由来し, 大正12年に当時の

麹町区富士見町6丁目に校舎と事務所がおかれていました、現在は板橋区に移っています。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/187

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot06.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot5

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot6

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報



No. 項目 登録内容 アプリ表示

東京ルーテルセンタービル

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見１丁目２−３２東京ルーテル・センタービル

緯度経度

※Googleマップから取得
-

【千代田区景観まちづくり重要物件】

昭和12年(1937年竣工。昭和初期の洋風建築。シンプルでありながら親しみのもてるこの建物は、北欧風の礼拝堂どしては戦前唯一といわ

れていました。設計者の長谷部鋭吉氏は日建設計の創業者のひとりです。

識別性の高いファサードデザインで富士見町のランドマークとなっています。 都選定歴史的建造物に選定されています。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/107
【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot07.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
-

本文２

※最大2,000文字
-

画像

※ファイル名
-

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

牛込橋

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見２丁目９−６

緯度経度

※Googleマップから取得
-

富士見二丁目から新宿区の神楽坂に通じる早稲田通りにある橋です。江戸城外郭門の一つ牛込門のあった所です。今でも橋の手前（千代田

区側）の左側に枡形の石垣の一部が残っています。　橋のたもとの飯田橋駅前交番きわに枡形に使用された石に「阿波守」とかかれた文字

が刻まれたものがあります。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/224

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot08.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
陸橋のようにも見える

本文２

※最大2,000文字

橋の右手、飯田橋との間はセントラルプラザがあります。ですから、外濠の水はいったんここでせき止められ、姿を消します。そのためこ

の橋は陸橋のようにも見えます。橋は平成8年に架け替えられています。

画像

※ファイル名

rikubashi.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot7

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot8

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報



No. 項目 登録内容 アプリ表示

船河原橋

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋３丁目１１−３０

緯度経度

※Googleマップから取得
-

飯田橋の直ぐ東側に船河原橋がＶ字状にあります。外堀通りの内回り左折車の一方通行路として、交通渋滞の緩和に役立っています。もと

もとの船河原橋は飯田橋と「カギ形」に新宿区と文京区を結ぶ外堀通りの橋です。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/209
【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot09.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
この橋は江戸図にも出てくる古くからある橋

本文２

※最大2,000文字

現在の橋は昭和45年（1970）に架けられたコンクリ－ト橋です。この橋から枝分かれした形で飯田橋とＶ字形に並んでいますので、飯田橋

の一部と見られがちです。なお、飯田橋西側の外濠埋立て地にあるセントラルプラザの庭園に流れるせせらぎに可愛い橋があります。「ひ

いらぎ橋」といい、昭和59年（1984）3月のセントラルプラザの完成と同時にオ－プンし、人々の憩いの場に、花をそえています。この庭

園には、このほかに「かえで橋」・「けやき橋」・「さくら橋」がありますが、これらの橋は新宿区に入ります。

画像

※ファイル名
oldhashi.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

日本大学開校の地

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋３丁目５

緯度経度

※Googleマップから取得
-

九段下から飯田橋に通じる目白通りの「飯田橋散歩路（サンポーロ）」。通りには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいます。その一つが

「日本大学開校の地」。

東京メトロ飯田橋駅のA5出口のすぐ近くにあります｡

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会のホームページ

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/47

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot10.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
第2代総長は誰？

本文２

※最大2,000文字

明治15年（1882）、この地、旧飯田町５丁目に国学を研究する皇典講究所が設けられました。明治22年(1889)この皇典講究所内に創設さ

れた日本法律学校が、日本大学の始まりです。

明治28年(1895)に当時の神田区三崎町（現在の法学部本館所在地）に独立校舎を開設し、同34年（1901)高等師範科を設置し、同36年

(1903)に現在の校名である日本大学に改称しました。

日本法律学校として10回の卒業生の数は、合わせて1278名を数えました。大正12年(1923)第2代総長にはのちの総理大臣となる平沼騏一

郎が就任しています。

画像

※ファイル名
socho.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot9

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot10

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報



No. 項目 登録内容 アプリ表示

東京府立第四中學校発祥の地記念碑

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋３丁目５

緯度経度

※Googleマップから取得
-

九段下から飯田橋に通じる目白通りの「飯田橋散歩路（サンポーロ）」。通りには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいます。その一つが

「東京府立第四中学校発祥の地」。東京メトロ飯田橋駅のA5出口のすぐ近くにあります｡

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/49

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot11.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
歴史

本文２

※最大2,000文字

明治34年(1901)、 東京府立第四中学校が、この地にあった 皇典講究所で開校しました｡同所は 明治15年(1882)に国学を研究する目的で設

けられたもので、明治21年(1888)に同じ地内に開設された補充中学校が、 共立中学校, 東京府城北尋常中学校 と名を変えて府立第四中学

校となったものです。

その後, 府立四中は 明治37年(1904)に市ヶ谷加賀町に移転し、 戦後は 新宿区戸山町に移り 東京都立戸山高等学校となっています。

画像

※ファイル名

rekishi.jpg

動画

※YouTube URL

-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

徽章業発祥の地

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋１丁目７

緯度経度

※Googleマップから取得
-

九段下から飯田橋に通じる目白通りの「飯田橋散歩路（サンポーロ）」。

通りには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいます。その一つがこの「徽章業発祥の地」の碑です。東京大神宮へ向かう大神宮通りの入り

口の角に建っています。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/74

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot12.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
徽章業の誕生

本文２

※最大2,000文字

明治18年(1885)、鈴木梅吉がこの地に 日本帝国徽章商会を創りました。これは民間の徽章業のはじめで、特に明治末期・大正の初期にお

いては 日本で唯一の徽章の製作工場として 大変栄えました。

現在の徽章業の方々の大多数は この商会の流れを汲み，徽章業は 飯田町の日本徽章商会から生まれたといわれています。そして、現在もこ

のあたりには 徽章業に従事する方が多くいます。

画像

※ファイル名

tanjyo.jpg

動画

※YouTube URL

-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot11

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot12

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報



No. 項目 登録内容 アプリ表示

國學院大學開校の地

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋３丁目５

緯度経度

※Googleマップから取得
-

九段下から飯田橋に通じる目白通りの「飯田橋散歩路（サンポーロ）」。通りには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいます。その一つが

「國学院大學開校の地」。

東京メトロ飯田橋駅のA5出口のすぐ近くにあります｡

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■千代田区観光協会

https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/184

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot13.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
日本大学の源流

本文２

※最大2,000文字

明治15年（1882）、この地、旧飯田町５丁目に国学を研究する皇典講究所が設けられました。明治23年（1890）、皇典講究所を母体とし

て、所長山田顕義によって國學院が開校しました。現在の國學院大學です。　大正12年（1923）、現在本部のある渋谷に移りました。

また、日本大学に源流もここにあります。日本大学の学祖山田顕義は皇典講究所設立に関わり、明治22年(1889)にはに自ら所長に就任、同

年日本大学の前身、日本法律学校を創立しました。 同じく皇典講究所に併設された学校は 「府立第４中学校」を経て「都立戸山高等学校」
画像

※ファイル名
nichidai.jpg

動画

※YouTube URL

-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

与謝野鉄幹・晶子移住の碑

郵便番号 102-0071

住所 東京都千代田区富士見２丁目１４−２３

緯度経度

※Googleマップから取得
-

与謝野鉄幹（明治6年～昭和10年）京都市生まれ。

詩人・歌人　東京新詩社の創立。「明星」の刊行に尽力、新和歌運動に貢献した。

作品「東西南北」「天地玄黄」「相闇」など与謝野晶子（明治11年～荘川17年）堺市生れの鉄幹の妻、歌人　新詩社に加わり「明星」で活

躍。作品「みだれ髪」「春泥集」「舞姫」「新訳源氏物語」など。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

■現地の石碑情報

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1066443-d12152872-Reviews-Yosano_Tekkan_Akiko_Former_Residence_Site-

Chiyoda_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot14.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
「君死にたもうことなかれ」の詩の意味は？

本文２

※最大2,000文字

二人は明治34年に結婚し、大正4年から大正12年の関東大震災まで当地に居住した。また、二人は、神田駿河台の「文化学院」の創立（対

象10年」に貢献し、教鞭をとった。

明治37年「明星」に掲載された晶子の「君死にたもうことなかれ」は、戦時にいる弟（鋳三郎）

の身を案じた詩としてあまりにも有名である。
画像

※ファイル名
kimishini.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot14

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報

Spot13

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか



No. 項目 登録内容 アプリ表示

讃岐高松藩上屋敷の土蔵敷

郵便番号 102-0072

住所 東京都千代田区飯田橋３丁目１０

緯度経度

※Googleマップから取得
-

飯田橋二丁目から三丁目に広がる飯田橋遺跡からは、現在の香川県高松市を国元とする讃岐高松藩上屋敷の遺跡が発掘されました。12万石

の領地を支配した高松藩松平家は、初代藩半松平頼重が水戸藩2代藩主徳川光圀の兄にあたり、徳川御三家であった水戸藩とはゆかりの深い

大名でした。

※本情報は以下のwebサイトの情報をもとに、ボクシーズ株式会社が編集・引用したものです。アプリ内の掲載情報のお問い合わせは、施

設ではなく「アプリのお問い合わせ」からご連絡をお願いします。

【必須】Spot紹介画像

※推奨サイズ：640×356 px
ファイル名 spot15.jpg

Spotの紹介動画 YouTube URL -

本文１

※最大255文字
軟弱な地盤に備えた工夫とは？

本文２

※最大2,000文字

高松藩上屋敷は宝永3年（1706）に幕府から与えられたもので、藩主が隅、政務を執り行った屋敷です。向かいには高松藩中屋敷があり、

神田川の対岸、現在の小石川後楽園一体には水戸藩が上屋敷をかまえていました。江戸城北方の神田川を挟んだ地域に、関係の深い高松藩

と水戸藩が上屋敷を与えられていたことになります。

飯田町遺跡では、現在の地表面の約1m下から、讃岐高松藩上屋敷の御殿をはじめ、庭園、上下水道、穴蔵（地下室）などの遺構が発見され

ました。そのなかには、大きな礎石の下に土台の木を敷いた土蔵跡や、杭を多数打った上に礎石を据えた御殿跡があり、軟弱な地盤に備え

た入念な基礎工事の様子が明らかになりました。

画像

※ファイル名
kufuu.jpg

動画

※YouTube URL
-

名称 【アプリの問い合わせ】ボクシーズ株式会社

URL https://www.facebook.com/boxyz.spottour/

Spot15

【必須】Spot名

【必須】位置情報

※住所か緯度経度かどちらか

【必須】Spot情報（基本）

※最大2,000文字、URLも可能

Spot限定情報

※スタンプを獲得する（現地に行く）と表示でき

ます。

Spot情報（webサイトなど）

※情報の掲載元、補足情報


