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太陽の恵みを受けて
人生を育む光空間をお届けします

「光ダクト」をご存知でしょうか

太陽の光を、鏡の反射で室内に運ぶユニークな技術です

自然光の心地よさを室内でも感じられ、もちろん電気代はゼロ

多くの実績と信頼で、快適な自然採光を実現します

2 3



<敬称略>

<2019年6月現在>

<個人住宅実績不掲載>

納入数160件以上、光ダクトの納入実績1位
お客様の満足度には自信があります。
快適でなにげない省エネ照明を目指して、
さらなる改良と新技術開発に挑戦していきます。

実績と、挑戦

関東
茨城大学実験プラント
JAXA 筑波宇宙センター総合開発推進棟 
特別養護老人ホーム オークス東海1期・2期
総合研究棟（環境・WPI棟）
物質・材料研究機構 総合研究棟
介護老人保健施設 葵の園足利 
古河電気工業㈱　日光工場事務所
H自動車メーカー 技術研究所 
UACJ　深谷工場製品展示場
NEDO事業 光ダクト実証住宅 
さいたまアリーナ プラザ1採光
㈱長谷工コーポレーション 技術研究所
埼玉県深谷市立斎場 
㈱カインズ 新本部ビル
花園公民館 
浦和つくし幼稚園
三郷市立幸房小学校
Sanko new warehouse Project
柏の葉キャンパスシティプロジェクト
㈱マテリアルハウス デモ施設
青山学院大学新校舎 
月島駅前 第一種市街地再開発事業
公務員集合住宅 3期・5期
三菱UFJ銀行 大井支店
新宿御苑管理事務所等管理施設 

北海道・東北
洞爺湖サミット ゼロエミッションハウス
野辺地警察署庁舎
二戸警察署庁舎
トヨタ自動車東日本　本社工場
白河ヤフー
陸前高田高校 新校舎
吉田産業 展示場
登別市鷲別小学校

関西

四日市市食品衛生検査所

静里なのはな園 

名神高速道路大津SA 休憩施設 

古河AS㈱ 滋賀新事務所棟

立命館小学校 

環境総合テクノス

京都女子学園 京都幼稚園 

同志社大学 今出川キャンパス 整備事業他

NHK 新京都放送会館

大阪駅仮駅

京阪中之島新線 大江橋駅

JR尼崎駅北西NKビル 

イオン伊丹昆陽ショッピングセンター 

大阪大学 フォトニクスセンター 

阪急オアシス平野西店 

近畿自動車道 八尾PA 休憩施設

近畿大学 付属幼稚園 付属小学校 あやめ池キャンパス

川西小学校 校舎棟

新名神高速道路木津川橋　点検歩廊

NTT西日本研修センタ

中国・四国

松江自動車道 加茂岩倉PA 休憩施設（上下線）

医療法人社団 良友会 山陽病院

安芸郡 くすのきプラザ 

高松自動車道 府中湖PA 休憩施設

西予市新市民病院

四国横断自動車道 松茂PA休憩施設（上下線）

九州・沖縄

新日本製鐵㈱ 八幡製鉄所 総合センター

熊本市 東区役所庁舎

高齢者等複合施設「風と光」

鹿児島市阿久根 めぐみ子供園

沖縄県民広場地下駐車場

福岡KBSプロジェクト 

Nagasaki job port 

あそびの杜保育園 旭化成ホームズ㈱ 志村総合実証試験棟 
（財）鉄道総合技研 駅舎シミュレーター 
人形町今半 白河新センター
創価大学 新総合体育館
鹿島建設㈱ 技術研究所 飛田 
ANAコンポーネント メンテナンスビル
国際基督教大学 新学生寮 A棟
三井住友銀行本店 （～光と風の塔～）
上野動物園 水生動物展示施設 しろくま舎
港区立芝浦小学校・幼稚園
ナチュラルローソン 慶應義塾大学病院店
ミサワMIFパーク住宅展示場
立教大学 複合棟 
東京農工大学 小金井団地新総合会館 
東糀谷OTAテクノCORE 工場建物
京王線 調布駅
小田急線 世田谷代田駅
衆議院新議員会館
三郷市斎場新館
田端ビル
成田国際空港2PTB連絡通路
東京理科大学葛飾キャンパス　図書館棟カフェ
大村進・美枝子記念　聖路加臨床学術センター
アーバンネット日本橋二丁目ビル
東邦ハウジング㈱　住宅展示場

淡路町二丁目「WATERRAS」再開発事業
東京理科大学葛飾キャンパスB棟
杉並区共同住宅
エネマネハウス2014　早稲田大学　Nobi-Nobi HOUSE
千代田区立神田一ツ橋中学校 
田町東口公共公益施設「みなとパーク芝浦」
松田町庁舎
東京ガス横浜研究所 
横浜市営地下鉄 北山田駅自転車駐輪場
三菱東京UFJ銀行相模原第2ビル
クオール薬局 青葉台店 
雲渓山常昌院本堂書院 
小松湘南新試験棟
豊洲新市場水産仲卸売場棟
富ヶ谷二丁目プロジェクト
エクセルホーム北糀谷
三鷹第二センター
秦野斎場
京葉道路　鬼高PA休憩施設
ドルトン東京学園中等部・高等部
埼玉りそな銀行　熊谷支店
千代田一番町14計画
サーパス工業㈱TCセンター
足立区立江北桜中学校

施工実績一覧
中部・東海

新潟市民病院

公立松任石川中央病院

コマツ 粟津工場新開発センター棟

古河スカイ ㈱ 福井工場製品展示場

明道中学校 校舎

セイコーエプソン㈱ イノベーションセンター

アリオ上田 ショッピングセンター

NEXCO中日本羽島保全サービスセンター天窓

日本平ホテル

トヨタ自動車㈱ 新事務本館

トヨタ自動車㈱ 田原工場

トヨタ自動車㈱ 堤工場 参観コース（1F・2F）

トヨタ自動車㈱ 元町事務所棟・工場棟 新築

㈱豊田自動織機高浜工場 技術棟

豊田市中央保健センター

白月工業 ㈱ 新社屋

東海環状三輪地区大洞トンネル

東海環状三輪地区　大洞トンネル・小洞トンネル

日本特別陶業小牧工場

セラミックセンサ食堂棟

東海ゴム新技術研究棟

東名高速道路浜北IC管理施設

㈱デンソーグローバル研修所AQUAWINGS

冨田病院

国土交通省東海環状三輪地区小洞トンネル

丸水設備　本社社屋

プラマック㈱御船工場

津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）

トヨタ自動車㈱本社工場　PI棟

熱海シーサイド・スパ＆リゾート

㈱アドヴィックス半田　第一工場

《施工施設別》
【公的機関】
官庁    6件
地方自治体 15件
【教育施設】
保育園    2件
幼稚園    3件
小学校    7件
中学校    3件
高等学校    2件
大学  12件

【民間企業】
オフィスビル 40件
工場  13件
病院    6件
福祉施設    4件
鉄道・高速道路   7件
商業施設    8件
【個人住宅】 14件
【その他】  22件
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《施工地域別》



窓がなくても下層階でも、自然光の心地よさを　しかもメンテナンスフリー光ダクトの種類
自然光を反射の連続で運び、そのまま室内照明として使う採光システム「光ダクト」

材料の特殊鏡面アルミ材は反射率95%以上、さらに紫外線をカットしますので、明るく健康的な自然光を届けることが可能です。

途中階　放光部

採光部(光の採り入れ口)

ダクト部(施工イメージ)

最下層　放光部

ANA コンポーネントビル
※ご見学の案内可能です、お気軽にお声掛け下さい
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0FF
25%

オフィス

人工灯内蔵で、安定した照度と省エネを両立

人工灯内蔵

人工灯を内蔵し、自動調光で一定の明るさを保ちます。
安定した照度が必要なオフィス照明の実用性を損なうことなく

年間25%の電気代節約※に貢献しました。

放光部に内蔵された人工灯が光量不足を自動で補います 天井の照明はすべて人工灯を内蔵した光ダクトです

中学校

4フロア均等に壁面発光

4フロアすべて壁面放光の縦型ダクトです。
環境対策をテーマにした大規模な改修の一環としてご採用いただきました。
ご好評を頂き、完成後は校舎内に光ダクト紹介パネルを設置されていました。

すべてのフロアの出力を平均化する配光設計になっています。

工場地下食堂

幅23m×高さ3m 壁の全てが光ダクト

採光部

放光部

地上から地下に光を届ける光ダクトです。
中を人が歩けるほど巨大なダクトは地下食堂の壁一面を照らしています。

自然の光が心地よく、壁側から席が埋まっていくそうです。

1　縦型光ダクト 3　T字型光ダクト

2　横型光ダクト 4　特殊光ダクト

途中階の壁面発行と最下層の天井面発光

オフィス

※電気代削減率は条件によります



光ダクトの種類

常に展示物へ自然光を照射

事例1　アリーナを自然光で照明工場参観コース

太陽の動きに関わらず、光の照射方向を一定に制御する「指向性光ダクト」というオプションもございます。
展示品を照らすスポットライトとしてご採用頂き、年間80%の消灯率を実現しました。

0FF
80%

before after

140 ルクス 826 ルクス
（床面照度）

高速道路保全施設

トップライトを光ダクトに改修、6倍明るく！

事例2　自然光で橋の中をメンテナンス

「トップライトがあるのに廊下が暗い」というお客様のお悩みを光ダクトで解決しました。
結果は一目瞭然、約6倍照度が上がり、廊下の隅々まで見えるようになったと大変ご好評を頂きました。

6倍
明るさ

5　指向性光ダクト

6　トップライト改修

アリーナの照明として導入された世界最大級の光ダクトです。
全長24mのダクトがトラス構造内に納められています。
自然光のみでスポーツをすることができます。

メンテナンス担当職員のために橋桁内部に
自然光を導入するコンセプトで光ダクトが採用されました。

世界でも珍しい自然採光の使い方で施主から
高く評価していただいています。

ユニークな施工事例

2018年北米照明学会（IES)国際照明デザイン賞を受賞しました
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光ダクトの特徴

特長１ 再生可能エネルギーの自然光をそのまま活用する究極の照明 特長3 自然光の美しさを感じる快適な光

自然光をそのまま照明利用するため、当然ながら電力は必要ありません。
日中に照明が必要な場所に特に効果的で、人工灯を80～90%消灯できた施工例もあります。

before after

人工灯照明 光ダクト

特長4 メンテナンスフリーで保守費用は一切不要特長２ 紫外線をカットした健康的な光

μW/Cm2
LED よりも低い紫外線強度

太陽光光ダクト

5.1
1.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

3510.0

3520.0

4530.0

4540.0

4550.0

UV-A

UV-B(相当)

LED

短期的な害を
及ぼす紫外線

長期的な害を
及ぼす紫外線16.4

2.3

測定：2012/2/2 熊本市

光ダクトは、自然光から有害な紫外線のみをカットして室内に届けます。
最近は心身に与える好影響が注目され、学校や病院、介護施設への採用が増えています。

学校や病院等、健康に配慮した施設への導入が増えています

0FF
80~90%

当社初の光ダクトは、1997年沖縄県那覇市の県庁県民広場・地下駐車場に設置されました。
このダクトを施工以来自主検査しており、ミラーの反射性能や明るさの実測等を行っています。
設置後メンテナンスやクリーニングを一度もおこなっていませんが、現在も性能を維持しています。

光ダクトは人工灯照明のような均一な光を放射するだけでなく、自然光らしさを演出することができます。
アーバンネット日本橋二丁目ビルでは、各階で光の量を調節するために設置したスリットが

自然光らしい光の強弱や揺らぎを出現させています。

この反射性能を施工後 22 年以上、メンテナンス無しで維持！

この他に、耐荷重試験、引っ張り試験等テストしダクト構造の耐久性も検証しております。

4,540.0

220.0

当社材料

( 反射率：95％)

当社材料

( 反射率：98％)

81.7% 59.8%入射光 100％に対し

出口での光出力

10 一般的なガラス鏡

( 反射率：85％)

19.6%

光
ダ
ク
ト
の
中
で　

回
反
射
を
想
定
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施工までの流れ
ご提案・シミュレーション

光ダクトのリーディングカンパニー

CONFIDENTIAL

設計・製作

施工

ご要望に応じてグラフィックイメージのご提案をいたします

初回は無償でご対応いたします
お気軽にご相談下さい！

お客様ごとに違う条件の元、光ダクトの出力 ( ルーメン ) をシミュレーションいたします

ダクトの大きさは物件によりますが、平均開口 800mm～ 1,200mm角程度です一品一様、オーナー様のご要望に合わせて設計しています

工場で組み立ててから取り付けるユニット工法です 鏡面板を直接下地に取り付ける板貼り工法です

12

出力平均

100100

▽FL

▽RFL

北 南

南

▽FL

参考納まり図
縦型光ダクト

※詳細は物件ごとにシミュレーション、設計してご提案いたします

クリアランスは
100mm以上必要です

トップライトは別途建築工事です

トップライトのガラスに
Low-Eや型ガラスはお奨めしません

(出力が著しく低下します)

横型光ダクト

途中の壁面に放光部を
設けることも出来ます

クリアランスは
100mm以上必要ですこの部分の形状が性能に

大きく影響します！
なるべく計画初期段階で

ご相談下さい
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自然光が生み出す癒しの空間　採光に、省エネ以上の価値をスカイシャワー
トップライトや光ダクトの光を特殊装置で拡散、木漏れ日のような光模様を演出します。
自然光の心地よさに視覚的な演出が加わることで、他には無い空間創造が可能です。

ゲストへのサプライズ、環境対策アピールとして人気があります。

特長　意匠と機能を兼ね備えた光拡散効果

スカイシャワーは、木漏れ日のような模様を作り出すとともに
非常に広範囲に光を拡散させます。

執務空間など模様が気になる場所では模様を消し、拡散効果のみを得ることも可能です。

大田区テクノコア

※ご見学の案内可能です、お気軽にお声掛け下さい

保育園 オフィスビル オフィスビル

マテリアルハウス

※ご見学の案内可能です、お気軽にお声掛け下さい

ビルエントランス
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光量過多 光量不足
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト

フ
ラ
ッ
ト
採
光

・照度過多
・室内温度上昇

・照度不足

光量を抑える 光量を多く

・適切な照度
・空調負荷低減

・適切な照度
・暖房効果

フラット採光 夏、光を抑えて涼しく　冬、光を採り込み暖かく ライトフォール

春 夏 秋 冬

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

屋外照度とフラット採光の比較

屋
外
照
度（
Lx
)

1/22 2/223/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22

フラット採光(lm)
屋外照度(lx)

夏は光を抑えて

涼しく！

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

出
力
(lｍ
)

フラット採光(lm)

屋外照度(lx)

屋内外対応エコボイド

特長　光の入射量を自動調整　しかもメンテナンスフリー
ボイド全面に鏡を貼ると、施工コスト、材料費の増大につながります。

ライトフォールは、事前にシミュレーションで導光に重要な鏡の位置を割り出し
効率的に鏡を貼り付けることが可能です。

特長　精密なシミュレーションに基づき、効率的に鏡を設置

屋外の平均照度は夏と冬では約60,000lxも違い、そのまま室内照明として使うのは非常に困難です。
フラット採光は光量の変動をフラット化し、1年通して快適な自然採光を実現します。
さらに、光は熱を含みますので夏冬、それぞれの空調負荷低減にも大変効果的です。

自然採光の宿命ともいえる、太陽の変動による採光量の変化を一定にします。
しかも、制御装置は一切使わず、メンテナンスフリーで実現しました。 採光を目的としたボイドは、効果を発揮できなければ多大なスペースの無駄になってしまいます。

ライトフォールは、光ダクト同等の反射材をボイドに取り付け、ボイドそのものを光ダクト化。採光効果を確実なものにします。

夏 冬

夏 冬

鏡面が貼られたボイド内部 浴室 側面放光部
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光のイメージをビジュアル化ビジュアルシミュレーション

技術紹介

必要に応じて、照度分布シミュレーションや3DCGによるリアルで分かりやすいビジュアルイメージを作成します。
ファサードの太陽光反射を終日シミュレーションし、動画でご提供した実例もあります。

自社開発シミュレーターソフトシミュレーション

豊富な測定機器各種測定

当社が使用しているシミュレーターソフトは、光線追跡法、モンテカルロ法などを応用した自社開発プログラムです。
現在も多くの実測や模型実験による補正を継続しており、高い予測精度を誇っています。
またこのシミュレータは光ダクト以外の自然採光や光特性の予測も行う事ができ

幅広い光環境エンジニアリングの場でご活用頂いています。

より実物に近いイメージを求めて模型実験

ビジュアルシミュレーション 施工後実写

照度計(ロガー内蔵)

サーモカメラ

色温度 紫外線強度計分光放射計

分光測色計間欠撮影ビデオカメラ 輝度計

12：00 14：00 16：00

時刻毎のファサードビジュアルシミュレーション

光ダクトは、スケールモデルで実物と近い条件で実験できるという特徴があります。
技術開発や特殊光ダクトの実験ではスケールモデルを自然光下で実測観察することがあります。
ソフトウェアでの照度シミュレーションと合わせて、より実物に近いイメージを得られます。

当社はシミュレーションと実測・実験の両面から採光設計にアプローチするため豊富な測定機種を揃えております。
また、必要に応じて模型実験や実測を行い、より精度の高い採光設計を行っております。

10F壁面発光の光ダクト1/25モデル実験

実際に自然光を入れて明るさを確認

吹き抜け8ｍ、虹生成装置の1/20実験模型

この実験を経て実際に導入

シミュレーション結果は全光束(lm)で表示シミュレーション中の実際の画面

照度測定

紫外線測定

1 月 22 日 2 月 22 日 3 月 22 日 4 月 22 日 5 月 22 日 6 月 22 日 7 月 22 日 8 月 22 日 9 月 22 日 10 月 22 日11 月 22 日12 月 22 日 平均

0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

縦型　光ダクト シミュレーション結果　　

出力 

光
束

量
（

lm
)

出力平均
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エンジニアリングサービス

■サービス内容
・採光計画
・自然光併用照明計画
・ボイド、アトリウムなどへの入射量計算
・直射光入射防止のための遮光構造計算
・太陽光直射範囲の特定
・ルーバー、ライトシェルフなどの遮光効果計算
・集光・拡散のための鏡面配置最適化
・植物工場、野菜工場などの採光エネルギー量計算
・模型実験
・多点・連続照度測定
・輝度分布測定
・室内温度測定
・間欠ビデオ撮影

輝度カメラでの撮影

サーモカメラでの温度測定

多点・連続照度測定 入射量計算シミュレーション

光環境研究の中で培った各種実測についてもご相談下さい。
地域、方位、周辺環境を考慮した上で、年間を通して日の出から日没までの変化を秒単位で計算する事ができます。

弊社所有の機材を使用しての照度・輝度測定から
高精度シミュレーターを用いての採光量予測計算・模型実験を行うサービスです

高精度シミュレーターで
ビルの谷間など多様な空間の照度を予測

3Dグラフィックス

Q＆A
Q1.価格を教えてください　　A1.案件ごとにお見積もりいたします
 
 物件ごとに最適な設計を検討するため、当社製品は全てオーダーメイドとなっております。 ご相談、お見積もりは無料で
 承っておりますので、こちらをご参考にお問合せ下さい。

Q2.戸建住宅に導入したいのですが　　A2.工務店様を通してお請けいたします

 基本的にトップライト等の建築工事を伴いますので、工務店様の下、当社が施工いたします。 よって、お客様に工務店様を
 ご紹介いただくか、当社からご紹介する形でお請けしております。詳しくはご相談下さい。

Q3.どれくらい明るいですか　　A3.ダクトの設計でご希望の明るさになるようコントロールします

 光ダクトは太陽光の伝送装置ですので、そのものに明るさが設定されているのではなく、ご希望の明るさを実現するように
 ダクトを設計しています。このため、10,000lmを超えるものから非常灯レベルのぼんやりした光まで実績は様々です。
 ご検討中のダクトがございましたら、お問合せ頂ければ明るさをシミュレーション致します。

Q4.屋外には設置できますか　　A4.屋外仕様製品でご対応可能です

 屋外仕様の光ダクト「ライトフォール」(→P17)という製品でご対応可能です。

Q5.ダクトの長さはどれくらいまで伸ばせますか　　A5.条件によりますが最大実績は約50mです

 採り込める光の量と、必要な出力によって変わります。 実績としては最大約50ｍのものがあります。 ご検討中のダクトが
 ございましたら、明るさをシミュレーション致します。

Q6.ダクトからの光に熱は含まれますか　　A6.同じ明るさの蛍光灯と同等の熱が含まれます

 目安として、同じ明るさの蛍光灯と同等の熱を含みます。 この熱入射が冬は暖房の補助に、夏は冷房の負荷になります。 
 総合的には、熱影響は省エネルギーに対して貢献しているというデータがあります。

Q7.ダクトを通して音は伝わりませんか　　A7.多少伝わりますが、特に気になるほどではありません

 多少は伝わりますが、ダクト内と室内の空気はアクリル板などで遮断されおり、音は伝わりにくくなっています。

Q8.放光口の光を一時的に消すことは出来ますか　　A8.ロールスクリーンで遮光可能とした例があります

 採光口、放光口に別途ロールスクリーンを用意して頂き、遮光を可能とした例があります。詳しくは別途ご相談下さい。

Q9.防火区画の貫通は対応できますか　　A9.防火ダンパー等で対応した事例があります

 防火ダンパー、耐火ボード、耐熱ガラス等で対応した事例があります。詳しくはご相談下さい。

Q10.吸排気ダクトや空調ダクト、排煙ダクトとの兼用は可能ですか　　A10.使用環境によります

 空気、水気環境等を鑑みて検討する必要があります、ご相談下さい。

Q11.結露対策はどのようにしていますか　　A11.トップライトが結露しても内部に水が入らない構造になっています

 建物の構造とヒートブリッジ（熱が伝わる構造）が出来ないように取り付けを行っています。 また、透明なアクリル板で
 ダクトの開口を塞ぐことで、トップライトガラス面に発生した結露水がダクト内に滴下する事を防いでいます。 
 外壁工事での断熱をお願いしておりますが寒冷地など、特に結露が懸念される場合には、ダクト周囲に断熱材を
 巻くなどの追加の対策をとる場合があります。

Q12.内部のクリーニングは可能ですか　　A12.可能です

 可能です。長期間ご使用されますと水平面に埃が堆積する可能性がありますので 、点検口を設ける等の対応をしております。

Q13.実物を見てみたいのですが　　A13.見学会を実施しております、当社HPからお気軽ご応募下さい

 定期的に、ご希望の方を募集し見学会を催しております。他にも見学可能な施設をご案内可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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会社名 株式会社 マテリアルハウス

所在地 〒146-0081 東京都大田区仲池上 1-19-3

取締役社長 新井 秀雄

主要株主 新井 秀雄 　古河電気工業株式会社 　従業員持株会

設立 1951年5月

資本金 2,725万円

取引銀行
みずほ銀行/大森支店、日本政策金融公庫/大森支店、
りそな銀行/大森支店

受賞歴 2004　アルミニウム協会賞　技術賞

2004　北米照明学会(IES)国際照明デザイン賞

2005　照明学会　日本照明賞(本賞)

2009　「ものづくり日本大賞」　優秀賞

2018　北米照明学会(IES)国際照明デザイン賞

電話・FAX 電話 03-3751-5113　FAX 03-3755-0065

ホームページ https://www.materialhouse.jp

電車・バスご利用のアクセス

　都営浅草線　西馬込駅・西口改札下車

　徒歩12分

　ＪＲ京浜東北線　大森駅・山王口下車　東急バス

　上池上循環【外回り】　池上駅前・上池上方面（森０６）　3番乗り場

　上池上循環【内回り】　馬込駅前・夫婦坂・上池上方面（森０７）　8番or12番乗り場

　乗車時間：約25分

　下車停留所：八幡神社下車　徒歩1分

会社案内

公園通り

駐輪場

←坂道

テニスクラブ

ローソン

マテリアルハウス

交番

坂
道
→
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社内に多数展示物ご用意しています、是非ご来社下さい
※使用状況によりご覧いただけない場合もあります、ご了承下さい

各種模型 屋上実験室 スカイシャワー

㈱山口商店

郵便ポスト

郵便局

大森・池上循環バス
「八幡神社」バス停

都営浅草線
「西馬込」　西口

都営浅草線
「西馬込」　南口

ファミリーマート

セブンイレブン

東口


