
 

                                     駐車場設備等一覧（八重洲・日本橋・宝町・新京橋・東銀座駐車場）（１／３）                           資料２－Ａ 
 八重洲駐車場 日本橋駐車場 宝町駐車場 新京橋駐車場 東銀座駐車場 

ア 電気設備      
 ①契約電力 実量制 １４９Ｋｗ 

業務用季節別時間帯別２型 
実量制 １９７Ｋｗ 
業務用季節別時間帯別２型 

実量制 ９４Ｋｗ 
業務用季節別時間帯別２型 

実量制 ９４Ｋｗ 
業務用季節別時間帯別２型 

実量制 １２４Ｋｗ 
業務用季節別時間帯別２型 

 ②電源設備 
 

受電電圧 ６，６００Ｖ 
受電方式本線 １回線引き込み 

受電電圧 ６，６００Ｖ 
受電方式本線 １回線引き込み 

受電電圧 ６，６００Ｖ 
受電方式本線 １回線引き込み 

受電電圧 ６，６００Ｖ 
受電方式本線 １回線引き込み 

受電電圧 ６，６００Ｖ 
受電方式本線 １回線引き込み 

 ③非常用発電設備 ５００ＫＶＡ   
原動機関：ディーゼル 
使用燃料：軽油 

３５０ＫＶＡ 
原動機関：ディーゼル 
使用燃料：軽油 

２７５ＫＶＡ 
原動機関:：ディーゼル 
使用燃料：軽油 

３５０ＫＶＡ 
原動機関：ディーゼル 
使用燃料：軽油 

２７５ＫＶＡ 
原動機関：ディーゼル 
使用燃料：軽油 

 ④蓄電池設備 ５４セル 
（５００ＡＨ／１０ＨＲ） 

５４セル 
（３００ＡＨ／１０ＨＲ） 

５４セル 
（５００ＡＨ／１０ＨＲ） 

５４セル 
（３００ＡＨ／１０ＨＲ） 

５４セル 
（３００ＡＨ／１０ＨＲ） 

 ⑤照明設備 
 
 
⑥平均照度 

１００Ｖ 
（蛍光灯ＦＬＲ４０Ｗ 

×蛍光管１，１５４本） 
車路：   １００～１５０ ｌｘ 
車室：    ５０～ ７５ ｌｘ 
階段・通路：１００～２００ ｌｘ 
管理室等： ３００～７５０ ｌｘ 

１００Ｖ 
（蛍光灯ＦＬＲ４０Ｗ 

×蛍光管８７７本） 
車路：   １００～１５０ ｌｘ 
車室：    ５０～ ７５ ｌｘ 
階段・通路：１００～２００ ｌｘ 
管理室等： ３００～７５０ ｌｘ 

１００Ｖ 
（蛍光灯ＦＬＲ４０Ｗ 

×蛍光管８６８本） 
車路：   １００～１５０ ｌｘ 
車室：    ５０～ ７５ ｌｘ 
階段・通路：１００～２００ ｌｘ 
管理室等： ３００～７５０ ｌｘ 

１００Ｖ 
（蛍光灯ＦＬＲ４０Ｗ×蛍光管４１５本、
ＦＨＦ３２Ｗ×３９１本） 
車路：   １５０～２５０ ｌｘ 
車室：   １２０～２００ ｌｘ 
階段・通路：１５０～２５０ ｌｘ 
管理室等： ３００～７５０ ｌｘ 

１００Ｖ 
（蛍光灯ＦＬＲ４０Ｗ 

×蛍光管８８０本） 
車路：   １００～１５０ ｌｘ 
車室：    ５０～ ７５ ｌｘ 
階段・通路：１００～２００ ｌｘ 
管理室等： ３００～７５０ ｌｘ 

イ 空調換気設備      
 ①空調設備 空冷ヒートポンプパッケージ １６台 

冷房能力 ４．５～４５．０Ｋｗ 
暖房能力 ５．０～５０．０Ｋｗ 

空冷ヒートポンプパッケージ ８台 
冷房能力  ７．１～３５．５Ｋｗ 
暖房能力１１．５～４０．０Ｋｗ 

空冷ヒートポンプパッケージ １３台 
冷房能力 ７．０～３５．５Ｋｗ 
暖房能力 ８．０～４０．０Ｋｗ 

空冷ヒートポンプパッケージ １０台 
冷房能力 ２．６５～３５．５Ｋｗ 
暖房能力 ２．６５～４０．０Ｋｗ 

空冷ヒートポンプパッケージ  ８台 
冷房能力 ２．６５～３５．５Ｋｗ 
暖房能力 ２．６５～４０．０Ｋｗ 

 ②換気設備 主給気８系統 
（送風機１１Ｋｗ～４５Ｋｗ 8台） 
主排気４系統 
（排風機２２Ｋｗ～３７Ｋｗ ４台） 
諸室ファン （２４×台） 

主給気４系統 
（送風機２２Ｋｗ ４台） 
主排気４系統 
（排風機３０Ｋｗ ４台） 
諸室ファン （１６台） 

主給気４系統 
（送風機１８.５Ｋｗ  ４台） 
主排気４系統 
（排風機３０.０Ｋｗ  ４台） 
諸室ファン （１６台） 

主給気４系統 
（送風機１８.５Ｋｗ  ４台） 
主排気４系統 
（排風機１８.５Ｋｗ～３０Ｋｗ ４台） 
側道排気（排風機 ７.５Ｋｗ×１台） 
諸室ファン （１６台） 

主給気４系統 
（送風機１８.５Ｋｗ      ４台） 
主排気４系統 
（排風機１５.０Ｋｗ～１８.５Ｋｗ ４台） 
側道排気（排風機 ７.５Ｋｗ×１台） 
諸室ファン× （１６台） 

 ③自動制御設備 １式（中央監視設備に含む） １式（中央監視設備に含む） １式（中央監視設備に含む） １式（中央監視設備に含む） １式（中央監視設備に含む） 

ウ 給排水設備      
 ①給水設備 直結給水方式・地下受水槽式 

（有効貯水量２６㎥） 
１系  No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 

 No.２ポンプ ３．７Ｋｗ 
２系  No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 

直結給水方式・地下受水槽式 
（有効貯水量２２㎥） 
 No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 
No.２ポンプ ３．７Ｋｗ 

直結給水方式・地下受水槽式 
（有効貯水量２２㎥） 
No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 
No.２ポンプ ３．７Ｋｗ 

直結給水方式・地下受水槽式 
（有効貯水量２２㎥） 
No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 
No.２ポンプ ３．７Ｋｗ 

直結給水方式・地下受水槽式 
（有効貯水量２２㎥） 
No.１ポンプ ３．７Ｋｗ 
No.２ポンプ ３．７Ｋｗ 

 ②給湯設備 床置貯湯式電気温水器 
（執務室２００ℓ  ２.４Ｋｗ） 
床置貯湯式電気温水器 
（風呂用２４４ℓ １０.０Ｋｗ） 
貯湯式電気温水器 ２０ℓ １.５Ｋｗ 
５台（事務所、電気室、休憩室２室、 
旧事務室） 

 
 
 
 
貯湯式電気温水器 ２０ℓ １.５Ｋｗ 
４台（管理室、電気室、休憩室、 

事務所） 

 
 
 
 
貯湯式電気温水器 ２０ℓ １.５Ｋｗ 
４台（休憩室、電気室、業務更衣室、 

電気更衣室 ） 

 
 
 
 
貯湯式電気温水器  ２０ℓ １.４Ｋｗ 
４台（管理室、電気室、休憩室、 

休憩室 ） 

 
 
 
 
貯湯式電気温水器 ２０ℓ １.４Ｋｗ 
４台（管理室、電気室、休憩室、 

休憩室）  
 ③排水設備 雑排水ポンプ ７.５Ｋｗ×２台 

 
汚水ポンプ ３．７Ｋｗ×７台 

雑排水ポンプ３.７Ｋｗ×２台 
側道雑排水ポンプ０．７５Ｋｗ×１台 
汚水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 

雑排水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 
側道雑排水ポンプ０．７５Ｋｗ×１台 
汚水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 

雑排水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 
側道海側雑排水ポンプ３．７Ｋｗ１台 
側道山側雑排水ポンプ３．７Ｋｗ１台 
汚水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 

雑排水ポンプ ３．７Ｋｗ ×２台 
新橋側側道雑排水ポンプ２．２Ｋｗ１台 
汚水ポンプ ３．７Ｋｗ×２台 

 



 

                                     駐車場設備等一覧（八重洲・日本橋・宝町・新京橋・東銀座駐車場）（２／３）                           資料２－Ａ 
 八重洲駐車場 日本橋駐車場 宝町駐車場 新京橋駐車場 東銀座駐車場 

エ 車椅子用階段昇降機 
※ 

ＥＡ６（フルオートマッチックタイプ） 
ＫＣＭ－Ｃ－１２７(４４６４) 
最大荷重 １８０Ｋｇ 
昇降速度 約６.６ｍ／分 

ＥＡ６（フルオートマッチックタイプ） 
ＫＣＭ－Ｃ－１２７(４４６４) 
最大荷重 １８０Ｋｇ 
昇降速度 約６.６ｍ／分 

ＥＡ６（フルオートマッチックタイプ） 
ＫＣＭ－Ｃ－１２７(４４６４) 
最大荷重 １８０Ｋｇ 
昇降速度 約６.６ｍ／分 

ＥＡ６（フルオートマッチックタイプ） 
ＫＣＭ－Ｃ－１２７(４４６４) 
最大荷重 １８０Ｋｇ 
昇降速度 約６.６ｍ／分 

ＥＡ６（フルオートマッチックタイプ） 
ＫＣＭ－Ｃ－１２７(４４６４) 
最大荷重 １８０Ｋｇ 
昇降速度 約６.６ｍ／分 

オ 防災設備      
 ①警報設備 自動火災報知設備 

（受信機 Ｐ型１級 複合型） 
差動式スポット型感知器２９２個 
定温式スポット感知器６個 
煙光電式スポット感知器５２個 
 
地区音響装置２１か所・発信機１７個 

自動火災報知設備 
（受信機 Ｐ型１級） 
差動式スポット型感知器１８７個 
定温式スポット感知器９個 
煙光電式スポット感知器１７個 
 
地区音響装置１２か所・発信機７個 

自動火災報知設備 
（受信機 Ｐ型１級 自立型） 
差動式スポット型感知器１９４個 
定温式スポット感知器１４個 
煙光電式スポット感知器７個 
 
地区音響装置１０か所・発信機８個 

自動火災報知設備 
（受信機 Ｐ型１級 複合型） 
差動式スポット型感知器２１６個 
定温式スポット感知器９個 
煙光電式スポット感知器８個 
煙イオン化式スポット感知器６個 
地区音響装置１２か所・発信機１０個 

自動火災報知設備 
（受信機 Ｐ型１級） 
差動式スポット型感知器１８７個 
定温式スポット感知器９個 
煙光電式スポット感知器１７個 
 
地区音響装置１０か所・発信機９個 

 ②誘導灯 ９０灯 ３０灯 ２８灯 ３２灯 ２９灯 

 ③消火器 ５６本（粉末消火器） ３５本（粉末消火器） ３５本（粉末消火器） ４１本（粉末消火器） ３８本（粉末消火器） 

 ④消火設備 消火ポンプ５５Ｋｗ 
泡・スプリンクラー 
一斉開放弁１４６個 
フォームヘット１６００個 
スプリンクラーヘット９７個 
消火用散水栓×１４基 
（監視室入口前・機械室前・階段室前） 

消火ポンプ ３７Ｋｗ×１台 
泡・スプリンクラー 
一斉開放弁６０個 
フォームヘット６８２個 
スプリンクラーヘット９４個 
消火用散水栓×１基 
（受電室前） 

消火ポンプ ３７Ｋｗ×１台 
泡・スプリンクラー 
一斉開放弁６０個 
フォームヘット６７２個 
スプリンクラーヘット９４個 
消火用散水栓×２基 
（監視室前・発電機室前） 

消火ポンプ ３７Ｋｗ×１台 
泡・スプリンクラー 
一斉開放弁６７個 
フォームヘット７６０個 
スプリンクラーヘット６７個 
消火用散水栓×２基 
（監視室前・発電機室前）  

消火ポンプ ３７Ｋｗ×１台 
泡・スプリンクラー 
一斉開放弁５９個 
フォームヘット６５５個 
スプリンクラーヘット８７個 
消火用散水栓×１基 
（受電室前） 

 ⑤消火用地下受水槽式 有効貯水量１８３㎥ 有効貯水量１３６㎥ 有効貯水量１３６㎥ 有効貯水量１３６㎥ 有効貯水量１３６㎥ 

 ⑥連結送水管 送水口×２ヶ所 
（地上給気塔 
・昭和通り側地上排気塔） 
放水口、双口型×６ヶ所 

送水口×２ヶ所 
（Ｃ階段地上・Ｂ階段地上） 
放水口、双口型×３ヶ所 
（Ｃ階段下・Ｂ階段下・蓄電池室横） 

送水口×２ヶ所 
（Ａ階段地上・Ｄ階段地上） 
放水口、双口型×２ヶ所 
（Ａ階段下・Ｄ階段下） 

送水口×３ヶ所 
（Ｂ階段地上・Ｅ階段地上・Ｄ階段地上） 
放水口、双口型×３ヶ所 
（Ｂ階段下・Ｅ階段下・Ｄ階段下） 

送水口×２ヶ所 
（Ｂ階段地上・Ｃ階段地上） 
放水口、双口型×３ヶ所 
（Ｂ階段下・Ｃ階段下・監視室前） 

 ⑦非常照明 １９１個（白熱球４０Ｗ） ８２個（白熱球４０Ｗ） ８４個（白熱球４０Ｗ） ８５個（白熱球４０Ｗ） １０２個（白熱球４０Ｗ） 
 ⑧一般放送設備 放送装置 1台 

スピーカー ２４個（駐車場内放送） 
放送装置 1台 
スピーカー２６個（駐車場内放送） 

放送装置 1台 
スピーカー２５個（駐車場内放送） 

放送装置 1台 
スピーカー ３５個（駐車場内放送） 

放送装置 1台  
スピーカー ２６個（駐車場内放送） 

 ⑨無線通信補助 警察専用 １式 
消防隊専用 1式 

警察専用 １式 
消防隊専用 1式 

警察専用 １式 
消防隊専用 1式 

警察専用 １式 
消防隊専用 1式 

警察専用 １式 
消防隊専用 1式 

 ⑩シャッター設備 防火シャッター１６面 
業務室防火シャッター１面 
階段シャッター１０面 

防火シャッター１０面 
業務室等防火シャッター２面 
管理室防火扉１面 
階段シャッター４面 
高島屋連絡通路シャッター１面 

防火シャッター１０面 
管理室防火扉１面 
階段シャッター４面 

防火シャッター１０面 
管理室防火シャッター１面 
階段シャッター ５面 

防火シャッター１０面 
管理室防火シャッター１面 
階段シャッター４面 
東武ホテル連絡通路シャッター１面 

 
 ※利用者の安全確保のため、必ず介助者が付き添うこと。 
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カ 中央監視設備 受変電、非常用発電機、照明、換気ファン、ポンプ等の制御 
 ①遠方操作盤  

 
 
 

中央監視システム（パソコン） 
八重洲・日本橋・宝町・新京橋・東銀座 

 
 

 
 

 ②中央監視装置  
 

  ミニグラフィック盤 
八重洲・日本橋・宝町・新京橋・東銀座 

  

 ③中央監視装置子局 リモートステーション盤 
操作表示器 

リモートステーション盤 
操作表示器 

リモートステーション盤 
 

リモートステーション盤 
操作表示器 

リモートステーション盤 
操作表示器 

キ 駐車場管制設備      

 ①出入口設備 満空車案内、出庫警報 満空車案内 満空車案内 満空車案内 満空車案内 

ク 監視カメラ設備 カメラ２９台 
モニターテレビ３台 
タイムラプス録画２台 

カメラ２８台 
モニターテレビ３台 
タイムラプス録画２台 

カメラ２６台 
モニターテレビ４台 
タイムラプス録画２台 

カメラ２７台 
モニターテレビ２台 
タイムラプス録画２台 

カメラ２７台 
モニターテレビ３台 
タイムラプス録画２台 

ケ その他      
 ①ＡＭラジオ再放送設
備 
②テレビ受信設備 
③電話設備 

1式 
1式 
インターホン等 １式 

1式 
1式 
インターホン等 １式 

1式 
1式 
インターホン等 １式 

1式 
1式 
インターホン等 １式 

1式 
1式 
インターホン等 １式 

コ 駐車場設備 ・車室別満空システム 
・外国語表示案内サイン 

・車室別満空システム 
・外国語表示案内サイン 

・車室別満空システム 
・外国語表示案内サイン 

・車室別満空システム 
・外国語表示案内サイン 

・車室別満空システム 
・外国語表示案内サイン 

 
 
 


