
ＡＥＤ設置場所一覧（令和３年３月２６日時点）

住所（あいうえお順） 設置場所

あ 荏原1-24-30 荏原第一中学校

荏原2-9-6 荏原特別養護老人ホーム

荏原2-9-6 荏原保健センター

荏原2-16-18 荏原保育園

荏原4-5-22 平塚幼稚園

荏原4-5-28 荏原平塚総合区民会館

荏原4-5-28 荏原平塚総合区民会館

荏原4-12-20 荏原ほっとサロン

荏原4-16-11 荏原西保育園

荏原5-6-5 荏原区民センター

荏原6-2-8 荏原いきいき倶楽部

荏原6-17-12 荏原第二地域センター

荏原7-7-2 品川区清掃事務所西小山分室

荏原7-8-3 清水台保育園

大井1-2-1 大井町サービスコーナー

大井1-14-1 しながわ観光協会

大井2-25-1 一本橋児童センター

大井2-27-20 大井第二地域センター

大井3-7-19 山中小学校

大井3-17-16 大井三丁目「高齢者の憩いの場」

大井4-11-34 大井倉田児童センター

大井4-14-8 大井在宅サービスセンター

大井4-29-22 ものづくり創造センター内オアシスルーム

大井5-1-37 伊藤学園

大井5-1-37 伊藤学園

大井5-18-1 滝王子保育園

大井5-19-14 大井図書館

大井6-1-32 大井第一小学校

大井6-11-1 品川歴史館

大崎1-14-1 品川区清掃事務所品川庁舎

大崎2-7-13 大崎ゆうゆうプラザ

大崎2-9-4 大崎第二地域センター

大崎2-11-1 大崎在宅サービスセンター

大崎2-11-1　大崎ウィズシティテラス２階 大崎駅西口図書取次施設（ｈ30.8新規）

大崎3-12-22 芳水小学校

大崎3-12-22　芳水小学校地下１階部分 大崎図書館分館

大崎5-2-1 大崎保育園

か 勝島3-1-3 区民斎場（なぎさ会館）

勝島3-2-1 しながわ水族館

勝島3-2-2 しながわ区民公園管理事務所

勝島3-2-2 しながわ区民公園プール管理棟

上大崎1-3-12 上大崎シルバーセンター

上大崎1-19-19 第三日野小学校

上大崎1-20-12 発達障害者支援施設ぷらーす

上大崎3-1-1 目黒サービスコーナー

北品川1-29-12 北品川シルバーセンター

北品川2-7-21 北品川保育園

北品川2-28- 1 2 北浜こども冒険ひろば

北品川2-28-19 品川宿交流館

北品川2-32-3 品川図書館

北品川3-7-21 北品川つばさの家

北品川3-7-43 北品川第二保育園

北品川3-9-30 品川学園

北品川3-9-30 品川学園

北品川3-9-30 品川学園

北品川3-10-13 子供の森公園管理詰所

北品川3-10-19 品川区清掃事務所北品川分室

北品川3-11-16 品川第一地域センター

北品川3-11-22 品川保健センター

北品川5-2-1　2階 大崎図書館
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ＡＥＤ設置場所一覧（令和３年３月２６日時点）

住所（あいうえお順） 設置場所

北品川5-2-6 御殿山小学校

北品川5-3-1 御殿山すこやか園

北品川5-5-15 品川産業支援交流施設

北品川5-8-15 小関児童センター

小山1-4-1 中原児童センター

小山2-4-6 後地小学校

小山2-9-19 後地シルバーセンター

小山3-22-3 荏原第一地域センター

小山3-27-5 武蔵小山サービスコーナー

小山5-10-6 小山小学校

小山5-17-18 小山シルバーセンター

小山5-20-19 荏原第六中学校

小山7-14-4 小山地域密着型多機能ホーム

小山7-14-18 小山在宅サービスセンター

小山台1-3-8 小山台保育園

小山台1-18-24 小山台小学校

た 戸越1-15-23 戸越台中学校

戸越1-15-23 品川区立戸越台中学校（温水プール）

戸越1-15-23 戸越台特別養護老人ホーム

戸越4-5-10 宮前小学校

戸越6-8-2 戸越オアシスルーム

戸越6-16-1 大原児童センター

戸越6-17-3 大原小学校

な 中延1-8-7 成幸在宅サービスセンター

中延1-9-15 荏原図書館

中延1-9-15 荏原文化センター

中延1-11-15 中延小学校

中延4-14-17 源氏前図書館

中延5-3-12 荏原第四地域センター

中延6-2-18 源氏前小学校

中延6-8-8 中延特別養護老人ホーム

西大井1-1-1 西大井保育園

西大井1-4-10 西大井広場公園管理詰所

西大井2-4-4 西大井在宅サービスセンター

西大井2-5-21 ウェルカムセンター原・交流施設

西大井3-1-4 西大井ほっとサロン

西大井4-1-8 大井第三地域センター

西大井5-5-14 冨士見台中学校

西大井5-6-8 伊藤小学校

西大井5-7-24 西大井福祉園

西大井5-22-8 伊藤幼稚園

西大井6-1-8 冨士見台児童センター

西大井6-2-14 かがやき園

西大井6-13-1 伊藤児童センター

西五反田3-6-3 大崎第一地域センター

西五反田3-6-6 西五反田在宅サービスセンター

西五反田3-6-38 ファミーユ西五反田東館

西五反田3-9-10 西五反田シルバーセンター

西五反田4-29-9 第四日野小学校

西五反田6-5-1 五反田図書館

西五反田6-5-6 第一日野幼稚園

西五反田6-5-32 第一日野小学校

西品川1-9-18 三ツ木保育園

西品川1-20-16 ファミーユ下神明

西品川1-27-28 しながわ中央公園管理事務所

西品川1-28-3 中小企業センター2階 商業・ものづくり課

西品川2-6-13 三ツ木児童センター

西品川3-10-6 大崎中学校

西品川3-16-28 三木小学校

西品川3-16-35 西品川保育園
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西中延1-2-8 平塚橋特別養護老人ホーム

西中延1-2-8 平塚橋ゆうゆうプラザ

西中延1-6-16 中延児童センター

西中延2-17-5 延山小学校

西中延3-8-5 西中延児童センター

は 旗の台1-6-1 第二延山小学校

旗の台1-11-17 清水台小学校

旗の台4-7-11 旗台小学校

旗の台4-13-1 旗の台シルバーセンター

旗の台5-2-2 心身障害者福祉会館

旗の台5-11-13 荏原第五中学校

旗の台5-13-9 リサイクルショップリボン旗の台店

旗の台5-19-5 旗の台文化センター

東大井1-4-11 鮫洲運動公園管理事務所

東大井2-10-14 鮫浜小学校

東大井2-16-12 東大井区民集会所

東大井3-4-4 東大井児童センター

東大井3-18-34 浜川中学校

東大井4-9-1 大井林町地域密着型多機能ホーム

東大井4-15-9 立会小学校

東大井5-8-12 品川保育園

東大井5-18-1 きゅりあん

東大井5-18-1 きゅりあん

東大井5-18-1 きゅりあん

東大井6-11-11 関ヶ原シルバーセンター

東大井6-14-16 大井保育園

東五反田2-11-1 日野学園

東五反田2-11-1 日野学園

東五反田2-11-2 総合体育館

東五反田2-11-2 総合体育館

東五反田2-11-2 総合体育館

東五反田2-11-2 総合体育館

東五反田2-15-6 五反田シルバーセンター

東五反田5-4-35 池田山公園

東五反田5-24-1 東五反田児童センター

東品川1-2-15 八ツ山保育園

東品川1-8-30 台場小学校

東品川1-8-30 台場保育園

東品川1-34-9 東品川保育園

東品川1-34-9 東品川児童センター

東品川2-6-23 天王洲公園野球場管理詰所

東品川3-1-8 東品川在宅サービスセンター

東品川3-4-5 城南第二小学校

東品川3-9-21 東品川海上公園（屋上公園）管理事務所

東品川3-14-9 東品川公園管理詰所

東品川3-30-15 東海中学校

東品川3-32-10 東品川文化センター

東品川3-32-10 東品川シルバーセンター

東品川5-8-4 品川南ふ頭公園管理事務所

東中延2-5-10 東中延児童センター

平塚1-10-11 品川区清掃事務所荏原庁舎

平塚1-13-18 荏原第三地域センター

平塚2-2-3 平塚児童センター

平塚2-10-20 平塚ゆうゆうプラザ（平塚高齢者多世代交流施設）

平塚2-12-2 家庭あんしんセンター

平塚2-19-20 京陽小学校

平塚3-9-1 ひらさん広場

平塚3-16-26 荏原平塚学園

平塚3-16-26 荏原平塚学園

平塚3-16-26 荏原平塚学園
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ＡＥＤ設置場所一覧（令和３年３月２６日時点）

住所（あいうえお順） 設置場所

広町2-1-36 本庁舎　３Ｆ

広町2-1-36 本庁舎　戸籍住民課入口

広町2-1-36 第二庁舎　２Ｆ警備室

広町2-1-36 第二庁舎　３Ｆ

広町2-1-36 第三庁舎　３Ｆ

広町2-1-36 リサイクルショップリボン大井町店

広町2-1-36 生活安全パトロールカー

広町2-1-36 生活安全パトロールカー

広町2-1-36 生活安全パトロールカー

広町2-1-36 生活安全パトロールカー

広町2-1-36 生活安全パトロールカー

広町2-1-36 貸出用（地域活動課）

広町2-1-36 貸出用（地域活動課）

広町2-1-36 貸出用１号（健康課）

広町2-1-36 貸出用２号（健康課）

広町2-1-36 貸出用３号（健康課）

二葉1-1-2 荏原第五地域センター

二葉1-3-40 豊葉の杜学園

二葉1-3-40 豊葉の杜学園

二葉1-3-40 豊葉の杜学園

二葉1-3-40 二葉幼稚園

二葉1-4-25 二葉図書館

二葉1-7-15 子ども家庭支援センター

二葉4-4-10 上神明小学校

ま 南大井1-12-6 南大井文化センター

南大井2-3-14 鈴ケ森中学校

南大井3-7-10 月見橋在宅サービスセンター

南大井3-7-13 南大井図書館

南大井3-7-13 南大井シルバーセンター

南大井4-3-14 浜川幼稚園

南大井4-3-27 浜川小学校

南大井4-16-2 鈴ケ森小学校

南大井5-13-19 水神児童センター

南大井5-19-1 南大井在宅サービスセンター

南大井6-2-15 水神保育園

南品川2-8-21 城南小学校

南品川2-8-21 城南幼稚園

南品川3-7-7 障害児者総合支援施設

南品川4-5-4 高齢者住宅（パレスガル）

南品川4-5-28 南品川児童センター

南品川5-3-20 品川第二地域センター

南品川5-10-3 南品川シルバーセンター

南品川6-8-8 浅間台小学校

や 八潮1-3-1 八潮北公園管理詰所

八潮1-4-1 品川区資源化センター

八潮5-2-1　3Ｆ マイスクール八潮

八潮5-3-8 ピッコロ（重症心身障害者通所事業）

八潮5-4-16 八潮西保育園

八潮5-6-32 八潮すこやか園

八潮5-8-41 八潮北保育園

八潮5-9-2 八潮南特別養護老人ホーム

八潮5-10-27 八潮地域センター

八潮5-10-27 八潮図書館

八潮5-10-27 八潮在宅サービスセンター

八潮5-11-2 八潮学園

八潮5-11-2 八潮学園

八潮5-11-2 八潮学園

八潮5-11-2 八潮学園

豊町1-17-7 ゆたか図書館

豊町1-18-15 ゆたか児童センター
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ＡＥＤ設置場所一覧（令和３年３月２６日時点）

住所（あいうえお順） 設置場所

豊町2-1-17 品川区立戸越体育館

豊町2-1-20 戸越小学校

豊町2-1-30 戸越公園

豊町3-2-15 ゆたかシルバーセンター

豊町3-5-31 旧荏原第四中学校

豊町4-17-21 南ゆたか児童センター

豊町4-24-15 杜松地域密着型多機能ホーム

区外 静岡県伊東市広野1-3-17 品川荘

栃木県日光市細尾町６７６－１ 光林荘
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