
東京23区の富士塚リスト （バス）は駅からバス利用

章 区 名前 所在 住所 最寄駅（代表的）
1 新宿区 高田富士 水稲荷神社内 西早稲田3-5-43 面影橋駅

富塚富士 水稲荷神社内 西早稲田3-5-43 面影橋駅
東大久保富士 西向天神社内 新宿6-21-1 新宿三丁目駅
西大久保富士 鬼王神社内 歌舞伎町2-17-5 東新宿駅
新宿富士 花園神社内 新宿5-17-3 新宿三丁目駅
成子富士 成子天神社内 西新宿8-14 西新宿駅
上落合富士 月見岡八幡神社内 上落合1-29-16 中井駅

2 渋谷区 千駄ヶ谷富士 鳩森八幡神社内 千駄ヶ谷1-1-24 千駄ヶ谷駅
文京区 駒込富士 富士神社内 駒込5-7-20 本駒込駅

音羽富士 護国寺内 大塚5-40-1 護国寺駅
白山神社 白山神社内 白山5-31-26 白山駅

3 豊島区 長崎富士 富士浅間神社内 高松2-9-3 要町駅
池袋富士 氷川神社内 池袋本町3-14-1 下板橋駅

台東区 下谷坂本富士 小野照崎神社内 下谷2-13-14 入谷駅
練馬区 江古田富士 茅原浅間神社内 小竹町1-59-2 江古田駅

下練馬富士 浅間神社内 北町2-41-2 東武練馬駅
4 練馬区 中里富士（大泉富士） 八坂神社内 大泉1-19 成増駅（バス）

大松富士（北町富士） 氷川神社内 北町8-22-1 地下鉄赤塚駅
板橋区 上赤塚富士 赤塚氷川神社内 赤塚4-22-1 成増駅（バス）

下赤塚富士 赤塚諏訪神社外 大門5 成増駅（バス）
徳丸富士 北野神社内 徳丸6-34-3 高島平駅
板橋氷川富士 板橋氷川神社内 氷川町21-8 板橋区役所前駅

北区 十条富士 富士神社 中十条2-14-18 東十条駅
田端富士 田端八幡神社内 田端2-7-2 田端駅

5 千代田区 神田柳森富士 柳森稲荷神社内 神田須田町2-25 秋葉原駅
中央区 鐡砲洲富士 鐡砲洲稲荷神社内 湊1-6-7 八丁堀駅
大田区 多摩川富士（田園調布富士） 多摩川浅間神社内 田園調布1-55 田園調布駅

羽田富士 羽田神社内 本羽田3-9-12 大鳥居駅
穴森富士 穴守稲荷神社内 羽田5-2-7 穴守稲荷駅

品川区 品川富士 品川神社内 北品川3-8 新馬場駅
目黒区 目黒元富士跡 上目黒1-8 中目黒駅

目黒新富士跡 中目黒2-1-23 中目黒駅
目黒富士 上目黒氷川神社内 大橋2-16 池尻大橋駅

杉並区 八幡宮富士 井草八幡宮外 善福寺1-33-1 西荻窪駅（バス）
世田谷区 松原富士 扶桑教大教庁内 松原1-7-20 明大前駅



章 区 名前 所在 住所 最寄駅（代表的）
6 葛飾区 立石富士 熊野神社内 立石8-44-31 京成立石駅

鎌倉八幡神社の富士塚 鎌倉八幡神社 鎌倉4-15-24 新柴又駅
金町富士 葛西神社内 東金町6-10-5 金町駅
飯塚富士 富士神社内 南水元2-1-1 金町駅（バス）
天祖神社の富士塚 天祖神社内 新小岩4-40-1 新小岩駅

荒川区 白髭富士 石浜神社内 南千住3-28-58 南千住駅
南千住富士 天王素盞雄神社内 南千住6-60-1 三ノ輪橋駅

江東区 亀戸富士（本所富士） 亀戸浅間神社内 亀戸9-15-7 錦糸町駅（バス）
深川神社 富岡八幡宮内 富岡1-20-3 門前仲町駅
砂町富士 富賀岡八幡宮内 南砂7-14-18 南砂町駅

7 足立区 千住宮元富士 千住神社内 千住宮元町24-1 北千住駅
千住柳原富士 柳原稲荷神社内 千住柳原2-38-1 北千住駅
大川富士(川田富士） 大川町氷川神社内 千住大川町12-3 北千住駅
宮城の富士塚 宮城氷川神社内 宮城1-38-12 王子駅（バス）
小右衛門富士 小右衛門稲荷神社内 梅島2-24-3 西新井駅（バス）
五反野富士 西之宮稲荷神社内 足立3-28-16 五反野駅
綾瀬富士 綾瀬稲荷神社内 綾瀬4-9-9 綾瀬駅

8 足立区 西新井浅間神社 西新井6-3-16 西新井駅
島根富士 鷲神社内 島根4-25-1 西新井駅（バス）
伊興町氷川神社 伊興氷川神社 東伊興2-12 竹ノ塚駅（バス）
保木間富士 保木間氷川神社 西保木間1-11-4 竹ノ塚駅（バス）
花又富士（花畑富士） 花畑浅間神社 花畑5-10-1 竹ノ塚駅（バス）

9 江戸川区 逆井の富士 浅間神社 平井3-1-18 平井駅
平井の富士 諏訪神社内 平井6-17-36 平井駅
安養寺の富士 安養寺内 平井6-53-1 平井駅
白髭神社の富士塚 白髭神社内 東小松川3-7-20 船堀駅（バス）
船堀の富士 日枝神社内 船堀6-7-23 船堀駅

10 江戸川区 八幡神社の富士塚 八幡神社内 西葛西2-1 西葛西駅
桑川の富士 桑川神社内 東葛西1-23-19 葛西駅（バス）
長島の富士 香取神社内 東葛西2-34-20 葛西駅（バス）
雷神社の富士塚 真蔵院内 東葛西4-38-11 葛西駅（バス）
中割の富士 天祖神社内 東葛西7-17 葛西駅（バス）
江戸川富士 富士公園 南葛西6-23 葛西駅（バス）

11 江戸川区 小岩の富士塚 小岩神社内 東小岩6-15 小岩駅
浅間神社の富士講碑 浅間神社内 上篠崎1-23 小岩駅（バス）
上鎌田の富士（篠崎富士） 天祖神社内 南篠崎町2-120 瑞江駅
下鎌田の富士 豊田神社内 東瑞江2-5-3 瑞江駅
今井の富士 香取神社内 江戸川3-44-8 一之江駅（バス)


