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川を眺めながら
手作りケーキを

ミュージアムで
本の形をした
ランチを味わう

空と海を感じながら
楽しく散歩!

東京の街の中で
フィッシング!
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都会の森で味わう
アウトドア料理!
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ビジネス街にある “ 都会の森 ” で 
おいしいアウトドア料理を！

茅場町

浅草

駒込

〒  東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 信光ビル1F　
03-6661-1290
土曜・日曜・祝日（夏季休業あり）

日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩2 分

アルコール消毒

キャッシュレス会計オンリー etc.

セルフオーダーシステム

REWILD OUTDOOR TOKYO
リワイルド アウトドア トウキョウ

果実そのままのフレッシュなジュース！（各 590 円）

風通しも良く開放感たっぷりの店内で、アウト
ドア料理が楽しめます。14：00からは自分で
料理を作るキャンプ体験も！ コンロの上で
5分焼くトップ オブ ザ ベーコン（1,190円）
は、フタの間から燻製マシンで炙って仕上げ
ます。スモーキーなベーコンやじゃがいもは
食べ応え満点です！ 

涼しい風が心地良いこの季節、状況をみながら
お出掛けするならこころを解放できる“東京リゾート” へ。
今月は、東京メトロ沿線の街からお休みの日に足を運んで
のんびり過ごせる、とっておきの場所をご紹介します！

※ 新型コロナウイルスの影響により掲載スポットの営業日・営業時間は
変更になる可能性がございます。最新情報は各HP等でご確認ください。

こころ安らぐ
“東京リゾート”
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浅草
川沿いの景色を
眺めながら手作りケーキを
頬張る贅沢時間

駒込
ミュージアムに併設された
隠れ家のようなカフェでのんびり

果実そのままのフレッシュなジュース！（各 590 円）

口当たりなめらかな
かぼちゃパイ

〒  東京都台東区雷門2-1-5中村ビル 　
03-3843-8008
年中無休

銀座線浅草駅から徒歩1分

アルコール消毒

座席数を減らす etc.

店内の換気

カフェ ムルソー

「モリソン書庫」で

静寂の世界へ

〒  東京都文京区本駒込2-28-21 　
03-3942-0280（ミュージアム）

　 03-3942-0400（オリエント・カフェ）
 火曜（祝日の場合は翌平日休、年末年始、
その他臨時開館・休館あり）

南北線駒込駅から徒歩8分

アルコール消毒

来館時に検温実施 etc.

営業時間短縮

東洋文庫ミュージアム

東洋学の専門書がそろう「東洋文庫ミュージアム」に併設され
た「オリエント・カフェ」。明るく開放的な雰囲気のカフェ
では、一日10食限定の文庫ランチ「マリーアントワネット
（2,000円）」など、小岩井農場の食材を使ったメニューが
ずらり。心もおなかも満たす至福の時間が過ごせます。

隅田川沿いの開放感あふれるカフェ。心地良い風を感じ
ながら、浅草の名所やゆったりと流れる隅田川を眺める
ことができます。手作りのケーキ（330円～）とオリジナル
ブレンドの紅茶（880円）で贅沢なひとときを。

涼しい風が心地良いこの季節、状況をみながら
お出掛けするならこころを解放できる“東京リゾート” へ。
今月は、東京メトロ沿線の街からお休みの日に足を運んで
のんびり過ごせる、とっておきの場所をご紹介します！

こころ安らぐ
“東京リゾート”
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住宅街でありながら
個性的なお店がたくさん
集まる稀有な街

神楽坂

hanane（P.6）
松野ゆかりさん

METRO TOWN STORY

赤坂見附

湾岸の景色を堪能しながら
ぶらり一周優雅な散歩

アルコール消毒

パーテーション設置 etc.

店内の換気

〒  東京都新宿区神楽坂6-23 　
03-6265-0368
月曜（祝日の場合は翌日休）

東西線神楽坂駅から徒歩2分

離島キッチン 神楽坂店

料理やお酒を通じて
離島の魅力に癒やされる

神楽坂

スルメイカの甘みと

胆醤油のうま味が融合！

特
注
厚
切
り
肉
で

ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
！

日本には100を超える離島があり、その島々の魅力に、食材
や料理を通して触れることができるのがここ離島キッチン。
お酒や調味料も離島ならではのものがそろっていて、料理を
楽しんでいるだけで、旅行をしているような気分に浸れます。

高層ビルが立ち並ぶ街中で、ゆったりと釣りが楽しめる弁慶フィッシング
クラブ。桟橋からは鯉や鮒、ボートからは雷

らい

魚
ぎょ

やブルーギルを狙ったバス
釣りが楽しめます。ボートから糸を垂らしていると、自分が東京都心にいる
事を忘れてしまいそう。

豊洲ふ頭を一周する全長約
4.5キロの園路が整備された
豊洲ぐるり公園。レインボー
ブリッジや東京タワーを望む
最高のロケーションです。
シェアサイクルのポートが
設置されているのもうれしい
ポイント。公園の最南端には
BBQ広場もあり、3時間飲み
放題プラン（要予約・1,980円）
などが用意されています。

下町のような雰囲気を色濃く残しながら、
個性的なお店がたくさん存在しているのが
特徴的。メインストリートを外れると住宅街
なのですが、そんなところにもお店が点在し
ている。ゆったりと散歩をしていると新たな
発見がある、そんな魅力にあふれています。

〒  東京都江東区豊洲6-1先　
03-3520-8819
年中無休

有楽町線豊洲駅から徒歩6分

豊洲ぐるり公園

アルコール消毒 etc.スペースの使用人数制限

〒  東京都江東区豊洲6-5-27　
03-6659-5070
平日火曜休

豊洲ぐるり公園手ぶらBBQ広場

豊洲
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メトロ沿線の街を見つめてきた方に
“街の魅力”を語ってもらいました！

住宅街でありながら
個性的なお店がたくさん
集まる稀有な街

神楽坂

虎ノ門ヒルズ

離島キッチン（P.4）
小池岬さん

新しい駅や施設ができて
行き交う人の流れが
変わってきました

hanane（P.6）
松野ゆかりさん

METRO TOWN STORY

ボートに揺られてのんびりと
東京のど真ん中でバス釣り！

赤坂見附

湾岸の景色を堪能しながら
ぶらり一周優雅な散歩

〒  東京都千代田区紀尾井町4-26　
03-3238-0012
水曜（天候により臨時休業の場合あり）

銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅から徒歩5分

アルコール消毒 etc.入場制限

弁慶フィッシングクラブ

料理やお酒を通じて
離島の魅力に癒やされる

スルメ
イカの

甘みと

胆醤油
のうま

味が融
合！

ビルをバック
に

バスフィッシ
ング !

日本には100を超える離島があり、その島々の魅力に、食材
や料理を通して触れることができるのがここ離島キッチン。
お酒や調味料も離島ならではのものがそろっていて、料理を
楽しんでいるだけで、旅行をしているような気分に浸れます。

高層ビルが立ち並ぶ街中で、ゆったりと釣りが楽しめる弁慶フィッシング
クラブ。桟橋からは鯉や鮒、ボートからは雷

らい

魚
ぎょ

やブルーギルを狙ったバス
釣りが楽しめます。ボートから糸を垂らしていると、自分が東京都心にいる
事を忘れてしまいそう。

下町のような雰囲気を色濃く残しながら、
個性的なお店がたくさん存在しているのが
特徴的。メインストリートを外れると住宅街
なのですが、そんなところにもお店が点在し
ている。ゆったりと散歩をしていると新たな
発見がある、そんな魅力にあふれています。

ビジネス街としてのイメージが強い虎ノ
門エリア。昼休みや会社帰りに寄ってくだ
さる常連さんも多いのですが、新しい駅や
商業施設ができたことで行き交う人の流れ
に変化を感じています。工事中の場所もある
ので、これからの街の発展が楽しみです。

豊洲ぐるり公園手ぶらBBQ広場



こころ安らぐ
“東京リゾート”

紹介するの
は……

都会
大貫妙子（おおぬき・たえこ）

Cranes in the Sky
Solange（ソランジュ）

東京の多彩な表情を感じて

みずみずしい歌声が魅力の大貫妙子さ
ん。この曲の歌詞は、まさに東京が持つ
雰囲気と重なります。グルーヴィーで温
かいバンドサウンドは明るい街を想起
させながらも、それだけではない都会の
多面的な表情を感じさせてくれること
でしょう。その歌声と楽曲の柔らかさに
安らいでいただけるはずです。

凛とした世界観に浸れる曲

浮遊感を持ったドラムビートとベー
ス。ストリングスのハーモニーとソラン
ジュのボーカルが幾重にも広がりをみ
せるトラック。凛とした佇まいがある世
界観と向き合えば、背筋がすっと伸びて
心がリフレッシュできるようです。日常
の雑踏を静かに見つめ直しながら、リ
ラックスしたいときにおすすめ！

Love Song （Helado Negro Remix）
Devendra Banhart（デヴェンドラ・バンハート）

レーベル：Nonesuch Records
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新駅・虎ノ門ヒルズ駅
に寄り道

今月のテーマ

2020年6月に開業したばかりの新駅。
いつもと違う駅に寄り道してリフレッシュ！

Tokyo
Column

選ぶの
も楽し

い！

思わず目
移りしてし

まう

おしゃれな珍
味とおつまみ

手軽に買えるチャンスフラワーが人気！
花を飾って明るい空間に

噛むほどに味わい
深い

珍味とおつまみ

その他に
多肉植物の寄せ植え
などもおすすめ！

〒  東京都港区虎ノ門2-5-5 1F　
03-6205-7877
不定休

日比谷線虎ノ門ヒルズ駅から徒歩2分
※銀座線虎ノ門駅からも同じく徒歩2分です。

アルコール消毒 etc.レジ前のビニール仕切り

ホタルノヒカリ

※P.2～P.6で紹介している商品の料金は全て税込み価格です。

※チャンスフラワーはご自宅用のため、ギフト加工はしておりません。

〒  東京都港区虎ノ門1-12-13 1F
03-6205-4464
土曜・日曜・祝日

日比谷線虎ノ門ヒルズ駅から徒歩2分

アルコール消毒 etc.入店の人数制限

hanane
ハナネ

非常に珍しい「珍味・おつまみ
ギフト」に特化した専門店。日本
海産のほたるいかを丸ごと干し、
魚醬油「いしり」で味付けした
No.0 ホタルノヒカリ（800円）
をはじめ、ナッツや野菜のおつ
まみなどがずらりとそろってい
ます。パッケージもおしゃれで
選ぶ時間もワクワクするはず！ 
お世話になっている人のギフト
や頑張っている自分へのおみや
げにおすすめです。

毎週火曜・金曜に実施される「花つみイベント」では店先に花が並び、
行き交う人が思わず足を止める光景が。このイベントは、農家で廃棄
されてしまう規格外の花を「チャンスフラワー」としてご自宅用に１本
100円で販売しているもの。予約制でアレンジメントやブーケも扱って
いるので、誕生日や記念日、歓送迎会の贈り物にぜひ！

こころ安らぐ
“東京リゾート”

東京生まれの音楽家・蓮沼執太さんが
特集のテーマに合わせて

おすすめの音楽をご紹介します！

東京都出身の音楽家。2006年にアルバム・デビュー。
2010年に総勢15名の「蓮沼執太フィル」を結成する。
さまざまな芸術分野とのコラボレーションも多数。
第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

蓮沼執太（はすぬま・しゅうた）

Tokyo PlayL ist

紹介するの
は……

トーキョー

今月のテーマ

プレイリスト

都会
大貫妙子（おおぬき・たえこ）

Cranes in the Sky
Solange（ソランジュ）

東京の多彩な表情を感じて

みずみずしい歌声が魅力の大貫妙子さ
ん。この曲の歌詞は、まさに東京が持つ
雰囲気と重なります。グルーヴィーで温
かいバンドサウンドは明るい街を想起
させながらも、それだけではない都会の
多面的な表情を感じさせてくれること
でしょう。その歌声と楽曲の柔らかさに
安らいでいただけるはずです。

凛とした世界観に浸れる曲

浮遊感を持ったドラムビートとベー
ス。ストリングスのハーモニーとソラン
ジュのボーカルが幾重にも広がりをみ
せるトラック。凛とした佇まいがある世
界観と向き合えば、背筋がすっと伸びて
心がリフレッシュできるようです。日常
の雑踏を静かに見つめ直しながら、リ
ラックスしたいときにおすすめ！

レーベル：日本クラウン

レーベル：ソニーミュージック

Love Song （Helado Negro Remix）
Devendra Banhart（デヴェンドラ・バンハート）

心に広がる、日常とは違う景色

ロサンゼルス在住のシンガーソングラ
イターの楽曲をヘラド・ネグロがリミッ
クス。サイケデリックな雰囲気をまとっ
たリズムや管楽器、ギターの音色にまど
ろんで。ゆったりとしたボーカルが、日
常とは違った景色をつくってくれます。
曲をかけながらぼーっとリラックスし、
“東京リゾート”を楽しんで。

レーベル：Nonesuch Records
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新駅・虎ノ門ヒルズ駅
に寄り道
2020年6月に開業したばかりの新駅。
いつもと違う駅に寄り道してリフレッシュ！

手軽に買えるチャンスフラワーが人気！

噛むほどに味わい
深い

珍味とおつまみ

その他に
多肉植物の寄せ植え
などもおすすめ！

※チャンスフラワーはご自宅用のため、ギフト加工はしておりません。

毎週火曜・金曜に実施される「花つみイベント」では店先に花が並び、
行き交う人が思わず足を止める光景が。このイベントは、農家で廃棄
されてしまう規格外の花を「チャンスフラワー」としてご自宅用に１本
100円で販売しているもの。予約制でアレンジメントやブーケも扱って
いるので、誕生日や記念日、歓送迎会の贈り物にぜひ！



明るく、広い地下通路で
乗り換えや移動が快適に！

銀座線虎ノ門駅とは
乗換駅になっています！

1番線「中目黒方面」ホーム／桜田通り方面改札A1

A2 2番線「北千住方面」ホーム／虎ノ門三丁目方面改札

M ETR O Journal

2020年6月6日、日比谷線に虎ノ門ヒルズ駅が
誕生しました。P.6にも登場した、最も新しく、
“現在進行形”で成長中の虎ノ門ヒルズ駅の

最新情報をたっぷりお届けします。

2020年6月6日新駅誕生

虎ノ門ヒルズ駅

虎ノ門ヒルズ駅の開業とともに、新たな地下通路もご利用いただけるよう
になっています。銀座線虎ノ門駅への乗り換えのほか、虎ノ門ヒルズへも
地下通路で直結。2023年には周辺のビルとも接続してさらに便利に！

東京メトロの取り組みを紹介する

現在も進化中！

霞ケ関

虎ノ門虎ノ門
ヒルズ

溜池山王

国会議事堂前

六本木
一丁目

日比谷

神谷町

銀座線

日比谷線

千代田線

丸ノ内線

南北線

虎ノ門ヒルズ駅周辺路線図

現在の駅舎は仮の姿！
まちの再開発に合わせて駅も進化します

現在の出入口建屋は2か所あり、中目黒方面に向かう1番線と、北千住方
面に向かう2番線に通じる出入口となっています。周辺再開発事業の進行
によって、移設や撤去等を検討しているため、現状は仮設の駅舎。まちの
再開発に合わせて進化する予定です。

コンセプトは
「まちと一体となった新たな駅」！

A1出入口 （ 1番線側）

A2出入口は、面している桜田通りの名称をイメージした桜色の壁を採用。

POINT

1

POINT

2

POINT

3

POINT

4

日比谷線の全線開業以来、
56年ぶりの新駅が開業！

東京メトロ全線では180番目に、日比谷線では
22番目に誕生した虎ノ門ヒルズ駅。日比谷線
霞ケ関駅～神谷町駅間に位置しています。日比谷線の
駅ナンバリングは「H06」となり、以前「H06」
だった霞ケ関駅から北千住方面の駅ナンバリングを
一つずつずらして変更されています。

A1

A2
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改札前

明るく、広い地下通路で
乗り換えや移動が快適に！

銀座線虎ノ門駅とは
乗換駅になっています！

メトロジャーナル  Vol.7M ETR O Journal

2020年6月6日新駅誕生

虎ノ門ヒルズ駅

虎ノ門ヒルズ駅の開業とともに、新たな地下通路もご利用いただけるよう
になっています。銀座線虎ノ門駅への乗り換えのほか、虎ノ門ヒルズへも
地下通路で直結。2023年には周辺のビルとも接続してさらに便利に！

現在、銀座線虎ノ門駅から、日比谷線北千住方面行への移動は、地上乗
り換えとなっています。ご利用の際にはご注意ください。!

現在の駅舎は仮の姿！
まちの再開発に合わせて駅も進化します

現在の出入口建屋は2か所あり、中目黒方面に向かう1番線と、北千住方
面に向かう2番線に通じる出入口となっています。周辺再開発事業の進行
によって、移設や撤去等を検討しているため、現状は仮設の駅舎。まちの
再開発に合わせて進化する予定です。

コンセプトは
「まちと一体となった新たな駅」！

ホーム

駅構内のデザインは、周辺の再開発
と合わせて、先進のビジネスエリア
をイメージしたもの。床を石畳風に
するなど、特徴的でありながらまち
と調和しています。

日比谷線では初となる、ホームドア
の設置工事を完了（同じタイミング
で秋葉原駅にもホームドアが設置さ
れています）。

A1出入口 （ 1番線側） A2出入口  （2番線側）

A2出入口は、面している桜田通りの名称をイメージした桜色の壁を採用。

POINT

2

POINT

3

POINT

4
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現在もホームの下では
工事が進行中!!

再開発ビルとの接続は2023年予定！
利便性がさらに向上します

2023年の再開発ビルとの接続に向けて、
まちとともに進化を続けます！

地上の工事だけではなく、営業中の駅の真下でも工事が進行中。
現在は地下1階までですが、2023年には地下2階にコンコース
が完成予定。中目黒方面行きの1番線と北千住方面行きの2番線
のホームが行き来できるようになるほか、各所へのアクセスがス
ムーズに！ 完成した際には、駅事務室や改札も全て地下2階に移
設される予定です。

虎ノ門ヒルズ駅は、駅の工事だけでなく周辺のまちの開発と一緒に進んで
います。駅自体も、隣接する再開発ビルの地下にできる駅広場が完成する
と、コンコースとつながり、まちと一体となった新たな駅空間の創出に向
けて進化します。

改良建設部  
改良建設企画課

長野敏彦さん

▲現在工事中の地下2階

INTERVIEW

A 工事は2016年2月にスタートしました。「駅とまち
が一体となった開発」という新しい発想で設計され

ています。このため、UR都市機構と東京メトロが協力し、
まちづくりと駅の設計・工事を同時に進行。いままでにな
い新しい試みによって、新駅が誕生しました。

新駅の工事はいつから？

工事で大変だったことは？

A 日比谷線を運行しながらの工事だったので、影響が出ないようにすることが最大のミッション。特に、
線路近くの地下を掘る作業と、既存の壁を大きく壊す作業
には苦心しました。作業が完了したときは本当にほっとし
ました。

駅広場は地下2 階から地上1 階への吹き抜けとなり、地下にいながら
太陽の光が差し込む、これまでにない地下空間が広がります。

虎ノ門ヒルズ駅
工事担当者に聞く！
駅開発のいまと未来

さらに！ 

Q

Q
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現在もホームの下では
工事が進行中!!

再開発ビルとの接続は2023年予定！
利便性がさらに向上します

2023年の再開発ビルとの接続に向けて、
まちとともに進化を続けます！

虎ノ門ヒルズ駅は、駅の工事だけでなく周辺のまちの開発と一緒に進んで
います。駅自体も、隣接する再開発ビルの地下にできる駅広場が完成する
と、コンコースとつながり、まちと一体となった新たな駅空間の創出に向
けて進化します。

A 国や都も関わる大規模プロジェクトだったので、開業日にお客さまにご利用いただけたとき、とてもう
れしく感じました。無事開業を迎えられたのは、多くの
方々のご支援とご協力あってのことですので、皆さまに感
謝の気持ちでいっぱいになりました。

A 安全・安心かつ快適で、お客さまに喜ばれる駅になるように、引き続き安全に工事を行ってまいりま
す。これからも進化していくまちを楽しみながら、ぜひ多
くのお客さまに新駅をご利用いただければと思います。

A 銀座線虎ノ門駅と地下で接続したことや、周辺施設へも地下で直結したことにより、利便性が格段に向上し
たことです！ まだ発展途上ですが、お客さまが往来しやす
い、ゆとりのある「地下空間」が魅力だと思っています。

開業したときの率直な感想を！

虎ノ門ヒルズ駅の魅力は何ですか？

これからも工事は続きます。
再開発ビルとの接続に向けてひとこと！

駅広場は地下2 階から地上1 階への吹き抜けとなり、地下にいながら
太陽の光が差し込む、これまでにない地下空間が広がります。

虎ノ門ヒルズ駅
工事担当者に聞く！
駅開発のいまと未来

Q

Q

Q
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開催期間   10月1日（木）～29日（木） 
  副都心線池袋駅構内「Echika池袋ギャラリー」

 各1,200円（税込み）
  【販売箇所】ECサイト「メトロの缶詰」、書泉グランデ、
書泉ブックタワー

ポケットがない洋服のときや、身
軽にお出掛けしたいときに大活躍
する着脱式のポケット。クリップ
で簡単に取り外しが可能。ウエス
ト部分などに着けて小物類を収納
できます。銀座線1000系と東西
線15000系をモチーフにしたデ
ザインです。

材質：綿ブロード、綿100％　
本体サイズ：二つ折りタイプ　H130mm×W130mm

副都心線池袋駅構内にある
「Echikaギャラリー」にて、「い
きいきTOKYO夢職人」と題し
て、地下鉄沿線の芸能・文化遺
産・祭り・各種文化事業など
と職人を展示パネルで紹介し
ます。今回は港区の地域文化と
職人がテーマ。三味線職人・琵
琶職人にフォーカスします。

お問い合わせ （株）メトロコマース ストア・ショップ第一課
TEL.03-5246-8124（10:00～17:00土日祝除く）

お問い合わせ （公財）メトロ文化財団 公益事業部 TEL.03-3253-6948

買う

知る

•詳細は東京メトログッズのオンラインショップ『メトロの缶詰』へ！

•展示内容はメトロ文化財団公式HPでもご紹介しています。

東京メトロでは、8月27日（木）から全9路線・171駅につい
て、列車と改札口それぞれの混雑状況を配信しています。
ラッシュ時間を確認し、混んでいる時間帯や駅を避けた移動
など、安心で快適なご利用にご活用ください。

シェアサイクルやタクシーを含めた経路検索も
可能！ 東京の移動をさらに便利にする、新しい
アプリをぜひご利用ください。

充実の機能でさらに便利な 
「東京メトロmy ! アプリ」登場

知 っ てト ク するメ ト ロ の話

混雑を避けた通勤・通学に!
列車・駅の混雑時間を「見える化」

駅改札口における混雑する時
間が分かります。通勤・通学
以外にも、お出掛け先での混
雑回避の目安としてご利用く
ださい。

列車内の混雑状況が分かります

駅改札口の混雑状況も確認できます

隔週更新

東京メトロ全9路線
342区間に対応

東京メトロ管理駅
全 171駅に対応

毎週更新

混雑状況は公式HPと新しいアプリでも見られます！

普段使う駅の
混雑状況が分かる！

各駅間における列車の時間帯
ごとの混雑状況をグラフで表
示しています。比較的空いて
いる時間帯を確認して、混雑
を避けた通勤や通学の参考と
してご利用ください。

ダウンロードは
こちらから

※ 前々週の混雑状況を
反映しています。

※ 前週の混雑状況を
反映しています。

CHECK

12

October 2020

東京メトログループから
イベントやキャンペーンなど

今月のおすすめ情報をお知らせします。

「メトロの移動ポケット」好評新発売中!
あなたはどちらの車両を選ぶ!?
いつものお洋服に着けられて便利です!

港区の地域文化と職人について知ろう!
三味線職人と琵琶職人にフォーカス!
地域文化への理解を深めよう

開催期間   10月1日（木）～29日（木） 
  副都心線池袋駅構内「Echika池袋ギャラリー」

 各1,200円（税込み）
  【販売箇所】ECサイト「メトロの缶詰」、書泉グランデ、
書泉ブックタワー

ポケットがない洋服のときや、身
軽にお出掛けしたいときに大活躍
する着脱式のポケット。クリップ
で簡単に取り外しが可能。ウエス
ト部分などに着けて小物類を収納
できます。銀座線1000系と東西
線15000系をモチーフにしたデ
ザインです。

材質：綿ブロード、綿100％　
本体サイズ：二つ折りタイプ　H130mm×W130mm

副都心線池袋駅構内にある
「Echikaギャラリー」にて、「い
きいきTOKYO夢職人」と題し
て、地下鉄沿線の芸能・文化遺
産・祭り・各種文化事業など
と職人を展示パネルで紹介し
ます。今回は港区の地域文化と
職人がテーマ。三味線職人・琵
琶職人にフォーカスします。

お問い合わせ （株）メトロコマース ストア・ショップ第一課
TEL.03-5246-8124（10:00～17:00土日祝除く）

お問い合わせ （公財）メトロ文化財団 公益事業部 TEL.03-3253-6948

←和光市 副都心線 渋谷→

池袋駅（有楽町線・副都心線連絡通路）

副都心線改札口0909

駅事務室立教大学方面

有楽町線方面

丸ノ内線方面

副都心線改札口

Echika 池袋ギャラリー

C10

C8C7C4

C6 C9

Echika池袋ギャラリー案内図

※ 新型コロナウイルスの影響により内容変更や延期、中止になる
可能性がございます。予めご了承ください。最新情報は各HP等
でご確認ください。

買う

知る

メトロ文化財団公式HP

メトロの缶詰HP

•詳細は東京メトログッズのオンラインショップ『メトロの缶詰』へ！

•展示内容はメトロ文化財団公式HPでもご紹介しています。

知 っ てト ク するメ ト ロ の話

混雑を避けた通勤・通学に!
列車・駅の混雑時間を「見える化」

列車内の混雑状況が分かります

駅改札口の混雑状況も確認できます
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クレヨンしんちゃんショップオープン!
限定グッズも手に入る!
『原作30周年記念！ 嵐を呼ぶポップアップショップ』オープン

第38回「メトロ児童絵画展」を開催!
地下鉄の安全マナーなどがテーマの児童絵画展
力作ぞろいの入賞作品を展示

greenerパークヨガ開催!
秋風を感じながら楽しむパークヨガで
心と体をリフレッシュしませんか

大正製薬のエナジードリンク「RAIZIN」の世界観を表現した『RAIZIN　R
番地』は、“Refresh & Reboot（再起動）”できる、気軽に立ち寄れる公園
スタイルの空間です。カフェのオリジナルフードと「RAIZIN」を使ったド
リンクを片手に、大階段で一息ついてアタマとカラダを休めてみてはいか
が？ まっさらな気分になれるエナジースポットにお立ち寄りください。

『クレヨンしんちゃん』の連載が開始
して、今年で30周年を迎えます。そ
こで『クレヨンしんちゃん原作30周
年記念！ 嵐を呼ぶポップアップ
ショップ』をオープン。原作アートを
使ったグッズが盛りだくさん！ ここ
でしか手に入らない限定グッズも !? 
ご期待ください！

クレヨンしんちゃんマグカップ
（30周年 変身しんちゃん）

7月15日（水）～9月4日（金）ま
での期間に募集した「メトロ児童
絵画展」への応募作品の中から、
入賞作品（特選・入選・佳作・奨
励賞）を東京メトロ駅構内で展示
予定です。こどもたちのすてきな
作品の数々をご覧いただけま
す。展示場所や期間等の詳細は、
駅ばりポスターおよびメトロ文
化財団公式HPでご確認ください。

東西線妙典駅高架下のgreener
（グリーナー）では10月25日（日）
に市川市後援特別プログラム
「パークヨガ」を開催します。施設
近くの妙典公園で秋風を感じな
がら気持ち良くヨガを楽しみま
せんか。千葉県産の野菜などを販
売する「 g r e e n e r小さなマル
シェ」も同時開催！ 開催時刻や申
込方法などの詳細は公式HPをご
確認ください。

お問い合わせ メトロアドエージェンシー 統合メディア部 TEL.03-5501-7986

お問い合わせ （株）メトロコマース ストア・ショップ第二課
TEL.03-5246-8126（10：00～17：00土日祝除く）

お問い合わせ （公財）メトロ文化財団 公益事業部 TEL.03-3253-6948

お問い合わせ アウトドアフィットネスクラブ greener
TEL.047-311-4918（火曜定休）

お問い合わせ 東京メトロお客様センター TEL.0120-104106

買う

見る 体験する

参加する

東京メトロの沿線地域応援キャラク
ターである「メトポン」のファミリーが
LINEスタンプとして登場しました！ 東
京メトロにご乗車いただくときのほ
か、日常的なあいさつや感情表現など幅
広いシーンで使用しやすい40種類をご
用意しました。日々の生活で、メトポン
ファミリーのLINEスタンプをぜひご利
用ください！

福島県アンテナショップ「日
本橋ふくしま館MIDETTE
（ミデッテ）」は福島のお酒や
果物、工芸品などさまざまな
県産品を取りそろえていま
す。さらに季節ごとの観光や
移住に関する情報、食の安
全・安心を確保する取り組
みなど、復興に向かう「ふく
しまの今」も発信中。ふくしまの「今」と「魅力・元気・活力」を見でっ
てください。
※感染予防対策として、従業員の接客時のマスク着用、 
　手指のアルコール消毒などを実施しています。

お問い合わせ 日本橋ふくしま館  TEL.03-6262-3977
（平日10：30～20：00、土日祝 11：00～18：00）

開催期間  10月5日（月）～18日（日）
  丸ノ内線新宿三丁目駅

開催期間  2021年7月末まで（予定）
  東京都港区南青山5-1-1

開催期間  10月6日（火）～18日（日）
  銀座線三越前駅構内

開催日  10月25日（日）
 9：30～10：15
  妙典公園 ※受付はgreenerで行います。

※写真は昨年度の展示風景

メトロ文化財団公式HP

greener公式HP

楽しむ

 1,500円（税抜き）

©U/F
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表参道交差点に『ＲＡＩＺＩＮ  Ｒ番地』出現中!
表参道のど真ん中に出現した
まったく新しいエナジースポットを体感しよう!

クレヨンしんちゃんショップオープン!
限定グッズも手に入る!
『原作30周年記念！ 嵐を呼ぶポップアップショップ』オープン

第38回「メトロ児童絵画展」を開催!
地下鉄の安全マナーなどがテーマの児童絵画展
力作ぞろいの入賞作品を展示

greenerパークヨガ開催!
秋風を感じながら楽しむパークヨガで
心と体をリフレッシュしませんか

大正製薬のエナジードリンク「RAIZIN」の世界観を表現した『RAIZIN　R
番地』は、“Refresh & Reboot（再起動）”できる、気軽に立ち寄れる公園
スタイルの空間です。カフェのオリジナルフードと「RAIZIN」を使ったド
リンクを片手に、大階段で一息ついてアタマとカラダを休めてみてはいか
が？ まっさらな気分になれるエナジースポットにお立ち寄りください。

『クレヨンしんちゃん』の連載が開始
して、今年で30周年を迎えます。そ
こで『クレヨンしんちゃん原作30周
年記念！ 嵐を呼ぶポップアップ
ショップ』をオープン。原作アートを
使ったグッズが盛りだくさん！ ここ
でしか手に入らない限定グッズも !? 
ご期待ください！

7月15日（水）～9月4日（金）ま
での期間に募集した「メトロ児童
絵画展」への応募作品の中から、
入賞作品（特選・入選・佳作・奨
励賞）を東京メトロ駅構内で展示
予定です。こどもたちのすてきな
作品の数々をご覧いただけま
す。展示場所や期間等の詳細は、
駅ばりポスターおよびメトロ文
化財団公式HPでご確認ください。

東西線妙典駅高架下のgreener
（グリーナー）では10月25日（日）
に市川市後援特別プログラム
「パークヨガ」を開催します。施設
近くの妙典公園で秋風を感じな
がら気持ち良くヨガを楽しみま
せんか。千葉県産の野菜などを販
売する「 g r e e n e r小さなマル
シェ」も同時開催！ 開催時刻や申
込方法などの詳細は公式HPをご
確認ください。

お問い合わせ メトロアドエージェンシー 統合メディア部 TEL.03-5501-7986

お問い合わせ （株）メトロコマース ストア・ショップ第二課
TEL.03-5246-8126（10：00～17：00土日祝除く）

お問い合わせ （公財）メトロ文化財団 公益事業部 TEL.03-3253-6948

お問い合わせ アウトドアフィットネスクラブ greener
TEL.047-311-4918（火曜定休）

お問い合わせ 東京メトロお客様センター TEL.0120-104106

「メトポンファミリー」LINEスタンプ登場 !!
日常で使いやすい全40種類!
かわいいLINEスタンプが絶賛発売中!

体験する

東京メトロの沿線地域応援キャラク
ターである「メトポン」のファミリーが
LINEスタンプとして登場しました！ 東
京メトロにご乗車いただくときのほ
か、日常的なあいさつや感情表現など幅
広いシーンで使用しやすい40種類をご
用意しました。日々の生活で、メトポン
ファミリーのLINEスタンプをぜひご利
用ください！

メトポンファミリーLINEスタンプ

日本橋ふくしま館MIDETTE
おいしい県産品も盛りだくさん!
ふくしまの「今」と「魅力」を見に行こう

福島県アンテナショップ「日
本橋ふくしま館MIDETTE
（ミデッテ）」は福島のお酒や
果物、工芸品などさまざまな
県産品を取りそろえていま
す。さらに季節ごとの観光や
移住に関する情報、食の安
全・安心を確保する取り組
みなど、復興に向かう「ふく
しまの今」も発信中。ふくしまの「今」と「魅力・元気・活力」を見でっ
てください。
※感染予防対策として、従業員の接客時のマスク着用、 
　手指のアルコール消毒などを実施しています。

お問い合わせ 日本橋ふくしま館  TEL.03-6262-3977
（平日10：30～20：00、土日祝 11：00～18：00）

日本橋ふくしま館MIDETTE公式HP

開催期間  2021年7月末まで（予定）
  東京都港区南青山5-1-1

楽しむ

ダウンロード
お待ちしています！
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今月の T R Y !

秋の訪れを感じながら、
日本が誇る芸術作品を観てみませんか？

M A N G A都市 T O K Y O　
ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・

特撮2020

PICK UP EVENT!

展覧会キービジュアル　イラストレーション：吉成曜　©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
©カラー　©Naoko Takeuchi　©武内直子・PNP・東映アニメーション　©秋本治・アトリエびーだま／
集英社　©創通・サンライズTM & © TOHO CO., LTD.　©TOKYO TOWER

東京と関連するマンガ・アニメ・ゲーム・特撮作品を取り上げた展
覧会。名作アニメをはじめとした 90を超える作品のマンガ原画、
アニメやゲームの制作資料や映像など 500点以上が展示されます。

開催中～11月3日（火・祝）
国立新美術館
企画展示室１E

千代田線乃木坂駅直結
10:00~18:00 ※入場は閉館の30分前まで
ハローダイヤル03-5777-8600
火曜、ただし11月3日（火・祝）は開館
※日時指定予約制

営

休
☎

担当者の
ここがおススメ！

展示作品一つ一つの個性はもちろん、
作品の中に描かれる東京の歴史や、
時代ごとの生活、個性ある街など東
京の魅力にも注目して楽しんでいた
だければと思います。

国立新美術館
学芸課
真住貴子さん

01_柴田是真 《墨林筆哥》 1877-88（明治10-21）年 紙本・漆絵 山種美術館
02_©ADO MIZUMORI
04_奈良美智 《Miss Moonlight》 2020年 アクリル絵具、キャンバス 220×195 cm

※掲載している各イベントは新型コロナウイルスの影響により、変更になる場合があります。また、各会場では感染防止対策が行われる予定 　　です。詳細については各施設へお問い合わせください

日本のアートにふれる

10月号  からTOKYO METRO NEWSにお引越し！Hello！
東京メトロ  沿線で実施予定の毎月のイベント情報をご紹介していきます！

※併設展示：ローマ教皇献呈画
守屋多々志《西教伝来絵巻》試作　特別公開

開催中～ 11月15日（日）
【特別展】
竹内栖鳳《班猫》と
アニマルパラダイス

01

日比谷線恵比寿駅から徒歩10分

11:00~16:00 ※入館は閉館の30分前まで
山種美術館

ハローダイヤル050-5541-8600
月曜

営

場

休
☎

開催中～ 11月15 日（日）
戦後 75年企画
「ちばてつや×森田拳次　
漫画家からのメッセージ」 

03

丸ノ内線西新宿駅から徒歩5分

9:30~17:30 ※入館は閉館の30分前まで
平和祈念展示資料館　企画展示コーナー

03-5323-8709
月曜

営

場

休
☎
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01_柴田是真 《墨林筆哥》 1877-88（明治10-21）年 紙本・漆絵 山種美術館
02_©ADO MIZUMORI 03_森田拳次「行ってしまった引揚げ列車」
04_奈良美智 《Miss Moonlight》 2020年 アクリル絵具、キャンバス 220×195 cm

※掲載している各イベントは新型コロナウイルスの影響により、変更になる場合があります。また、各会場では感染防止対策が行われる予定 　　です。詳細については各施設へお問い合わせください

日本のアートにふれる

10月号  からTOKYO METRO NEWSにお引越し！
東京メトロ  沿線で実施予定の毎月のイベント情報をご紹介していきます！

※併設展示：ローマ教皇献呈画
守屋多々志《西教伝来絵巻》試作　特別公開

開催中～ 11月15日（日）
【特別展】
竹内栖鳳《班猫》と
アニマルパラダイス

01

日比谷線恵比寿駅から徒歩10分

11:00~16:00 ※入館は閉館の30分前まで
山種美術館

ハローダイヤル050-5541-8600
月曜

営

場

休
☎

開催中～ 11月15 日（日）
戦後 75年企画
「ちばてつや×森田拳次　
漫画家からのメッセージ」 

03

丸ノ内線西新宿駅から徒歩5分

9:30~17:30 ※入館は閉館の30分前まで
平和祈念展示資料館　企画展示コーナー

03-5323-8709
月曜

営

場

休
☎

開催中～ 2021年 1月3日（日）
STARS展：現代美術の
スターたち―日本から世界へ

04

日比谷線六本木駅から徒歩3分

10:00~22:00、ただし火曜~17:00 ※11月
3日（火・祝）を除く ※入館は閉館の30分前まで

森美術館

ハローダイヤル03-5777-8600
期間中無休　※日時指定予約制

営

場

休
☎

開催中～ 10月25日（日）
水森亜土展 
―いつみても、
いつでもラブリー♥

02

10:30~16:30 ※入館は閉館の30分前まで
弥生美術館　1階・2階会場

03-3812-0012
月曜・火曜　※日時指定予約制

営

場

休
☎

千代田線根津駅から徒歩7分
※南北線東大前駅からも同じく徒歩7分



制作／株式会社メトロ アド エージェンシー
企画・編集・デザイン／株式会社アルタイル、（P.16～18）株式会社KADOKAWA　印刷／佐川印刷株式会社

発刊：東京地下鉄株式会社 広報部
※掲載情報は2020年9月15日現在のものです。

東京メトロに関するご意見
ご要望やお問い合わせ・
お忘れ物のお問い合わせは

※ 新型コロナウイルスの影響により、営業時間に変更が生じる場合があります。HP等をご確認いただきますようお願いします。
※番号をご確認のうえ、お間違えのないようお願いします。

アプリ（無料）のダウンロードはこちらから！
アプリをダウンロードし、トップ画面からご希望
のコースを選んで「参加する-無料」をタップする
だけでツアーに参加可能です。

「SpotTour」で東京メトロ各駅からの
街歩きが楽しめます！

デジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」で、東京メトロ認定クラウドガイド
がおすすめする街歩きコースが公開されました。

他にも地域を知り尽くした達人ならではの多様な全41コース！

“街愛”にあふれた魅力的なコースが全41駅分！

コース公開駅（50音順）
浅草、池袋、市ケ谷、上野、浦安、押上〈スカイツリー前〉、表参道、神楽坂、
北参道、清澄白河、駒込、護国寺、渋谷、白金高輪、新中野、新橋、神保町、水天宮前、
千駄木、地下鉄赤塚、地下鉄成増、築地、月島、東京、豊洲、仲御徒町、中野、
中野坂上、中野新橋、中目黒、西ケ原、人形町、根津、日比谷、広尾、平和台、方南町、
町屋、三ノ輪、目黒、湯島

多彩なコースから
ぴったりなツアーに参加！
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今月開催予定の、その他のおすすめイベントもご紹介。

〈沿線だよりに関するお問い合わせはこちら〉
東京メトロ事務局  03-5840-7082

01_千手観音立像　木造　平安時代後期 (12世紀）　像高106.1㎝　長浜市指定文化財

※新型コロナウイルスの影響により、変更になる場合があります。感染拡大防止対策など、詳細については各施設へお問い合わせください
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開催中～ 10月31日（土）
長浜市宮司町 総持寺
千手観音立像

01

銀座線・日比谷線上野駅から徒歩2分
びわ湖長浜KANNON HOUSE場

10:00~18:00 （土曜・日曜・祝日 11:00~）
03-6806-0103
月曜　※本展示をもって閉館

営

休
☎

10月2日（金）～ 11日（日）
実りのオータムガーデン

02

銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅から徒歩1分
ファンケル 銀座スクエア　10F スカイガーデン場

11:00~18:30（最終日~16:30）営

03-5537-0231☎

10月25日（日）～ 11月22日（日）
第 35回 亀戸天神菊まつり

03

半蔵門線錦糸町駅から徒歩15分

9:00~16:00営

03-3681-0010☎

亀戸天神社場

10月31日（土）・11月1日（日）
第 12回 昭和レトロ市

04

日比谷線人形町駅から徒歩6分
人形町　綿商会館場

10月31日（土）　11:00~17:00／
11月1日（日）　10:00~16:00

営

045-681-5856（主催者事務局）☎

10月31日（土）
ハロウィン・
ダイヤモンドヴェール

06

日比谷線神谷町駅から徒歩7分
東京タワー場

点灯時間 ~24:00
※開始時間は要問い合わせ

営

03-3433-5111☎

10月22日（木）～ 11月3日（火・祝）
大北海道展

05

丸ノ内線・副都心線新宿三丁目駅から徒歩3分

10:00~20:00、ただし10月27日（火）、11月3日
（火・祝）~18:00 ※イートインは10:30~
L.O.は閉場の30分前まで、ただし10月27日
（火）は15:00、11月3日（火・祝）は17:00

営

03-5361-1111☎

新宿髙島屋　11階催会場場

制作／株式会社メトロ アド エージェンシー
企画・編集・デザイン／株式会社アルタイル、（P.16～18）株式会社KADOKAWA　印刷／佐川印刷株式会社

発刊：東京地下鉄株式会社 広報部

運行情報やバリアフリーの施設のご案内など、
東京メトロに関する情報は

https://www.tokyometro.jp/
※掲載情報は2020年9月15日現在のものです。

東京メトロに関するご意見
ご要望やお問い合わせ・
お忘れ物のお問い合わせは

東京メトロお客様センター 0120-104106
※ 新型コロナウイルスの影響により、営業時間に変更が生じる場合があります。HP等をご確認いただきますようお願いします。
※番号をご確認のうえ、お間違えのないようお願いします。

（9：00～20：00 年中無休）

アプリ（無料）のダウンロードはこちらから！
アプリをダウンロードし、トップ画面からご希望
のコースを選んで「参加する-無料」をタップする
だけでツアーに参加可能です。 SpotTour

「SpotTour」で東京メトロ各駅からの
街歩きが楽しめます！

デジタル観光ツアーアプリ「SpotTour」で、東京メトロ認定クラウドガイド
がおすすめする街歩きコースが公開されました。

東京メトロ認定 
クラウドガイドがおすすめする 
ユニークな街歩きコース

他にも地域を知り尽くした達人ならではの多様な全41コース！

“街愛”にあふれた魅力的なコースが全41駅分！

東京メトロ沿線のおすすめの街歩きコースを
募集し、審査を勝ち抜いた41名さまを「東京メ
トロクラウドガイド」に認定！ その街歩きコー
スを「SpotTour」で公開しています。

12言語に対応したデジタル観光ツアー。地域の魅力的な場所をアプリ
がご案内します。街歩きが楽しくなる情報が満載です。

コース公開駅（50音順）
浅草、池袋、市ケ谷、上野、浦安、押上〈スカイツリー前〉、表参道、神楽坂、
北参道、清澄白河、駒込、護国寺、渋谷、白金高輪、新中野、新橋、神保町、水天宮前、
千駄木、地下鉄赤塚、地下鉄成増、築地、月島、東京、豊洲、仲御徒町、中野、
中野坂上、中野新橋、中目黒、西ケ原、人形町、根津、日比谷、広尾、平和台、方南町、
町屋、三ノ輪、目黒、湯島

歴史上の跡地などを訪問しているブロガー、
コートクさんが考案した「江戸幕府の誕生から
滅亡までを辿る」コースを紹介。江戸幕府に縁の
深いスポットを巡ります。

多彩なコースから
ぴったりなツアーに参加！

案内に沿ってスポットへ。
スタンプと限定情報をGET！

コースを巡った時間などが
履歴として残せます！

「SpotTour」ってどんなアプリ？

例えば上野駅からは……
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〈沿線だよりに関するお問い合わせはこちら〉
東京メトロ事務局  03-5840-7082

※新型コロナウイルスの影響により、変更になる場合があります。感染拡大防止対策など、詳細については各施設へお問い合わせください
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実りのオータムガーデン
銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅から徒歩1分
ファンケル 銀座スクエア　10F スカイガーデン
11:00~18:30（最終日~16:30）
03-5537-0231

10月31日（土）・11月1日（日）

日比谷線人形町駅から徒歩6分
人形町　綿商会館
10月31日（土）　11:00~17:00／
11月1日（日）　10:00~16:00
045-681-5856（主催者事務局）

ハロウィン・
ダイヤモンドヴェール
日比谷線神谷町駅から徒歩7分
東京タワー
点灯時間 ~24:00
※開始時間は要問い合わせ
03-3433-5111



11月号
のメトニューは！

カラダとココロに  
栄養補給！

秋が深まる1 1月は

カラダとココロを満たす

「食」「モノ」「体験」を

幅広くご紹介予定です。

寒さに負けない、

もっと健やかな毎日へ!

次号もぜひお楽しみに。

改札口近くのラックをぜひCHECK！

ミュージアムで
本の形をした
ランチを味わう


