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気分が盛り上がる
バルーンで
部屋を飾ろう！

ぜいたくな土鍋ご飯を
じっくり味わって！

大人も心がときめく
絵本との出合い

お酒を楽しむための
最高のグラスを探しに

たっぷりの
国産にんにくで
元気がみなぎる！

美しい見た目の 
極上スイーツ

今
年
の
自
分
に
ご
ほ
う
び
！
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〒 東京都中央区銀座
3-4-5 銀三ビル3F　

03-3561-0620

年中無休（年末年始を
除く）

有楽町線銀座一丁目
駅から徒歩2分

アルコール消毒

十分な換気 etc.

スタッフのマスク着用

appartement +301+アパルトマンサンマルイチ

〒  東京都港区白金1-13-12 1F　
03-5422-7664
不定休

南北線白金高輪駅から徒歩4分

アルコール消毒

定期的な換気 etc.

スタッフのマスク着用

パッション ドゥ ローズ

注文後、まず運ばれてくる
のは、ご飯が艶やかに光る
「ウェルカムライス」。そこ
から、日本各地から厳選し
た、お米を主役にしたコー
ス（5,000円～）が始まりま
す。中でもローストビーフに
ウニ、キャビア、イクラなど
がぜいたくな「うににく土鍋
ご飯」は、あまりのおいしさに
感涙する方もいるそうです！ 

足を踏み入れた瞬間、おしゃれな空間が日常を忘れさせてくれるカフェ。フランス
の片田舎をイメージしたという店内は、座席の間隔も広くゆったりくつろげます。
人気の「焦がしモッツァレラとフレッシュトマトのハンバーグ（1,320円）」など、
おなかも満足するカフェメニューを楽しみながら、のんびり時間を！

おしゃれなインテリアに囲まれ
都会のカフェでぜいたく時間

銀座
一丁目

日本やフランスの名店で経験
を積んだ田中シェフが作る
スイーツは、見るだけで心が
躍る華やかさ。“ケーキにした
ときに味が引き立つ”ことを
意識した素材選びで、口いっ
ぱいに広がる香り、濃厚でコク
のある味わいが楽しめます。
年末の気分を盛り上げる、ま
さに、ごほうびスイーツです。

心にパッと花が咲く
こだわりが詰まった華やかスイーツ

お米を主役に考えたコースは
心の奥深くに染みる味わい

代々木
上原

白金
高輪

新しい暮らし方と向き合いながら、
仕事に、家事に、頑張ってきた2020年。
1年の締めくくりである12月、
自分へのごほうびで幸せ気分を味わいましょう！

今年の自分に
ごほうび！

※ 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。

ジューシーな味が楽しめる
「パッション（580円）」

具材を乗せる前の
ご飯をよそっていただく
ウェルカムライス！

チョコタ
ルトの上

に咲く花
が

美しい「
ローズ（

580円）」

フライパンに盛り付
けられた

メニューもおしゃれ
！

〒  東京都渋谷区西原2-48-2　03-3469-5004
火曜、第二火曜の翌日の水曜千代田線代々木上原駅から徒歩7分

代々木上原 土鍋ご飯 おこん

アルコール消毒
席数を減らす etc.

換気の徹底
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〒  東京都中野区中野5-53-3 松本ビル101　050-5456-1109
不定休

東西線中野駅から徒歩5分

ただいま、変身中

アルコール消毒
入口を常時解放 etc.

スタッフのマスク着用

〒  東京都墨田区吾妻橋
1-6-5　

03-5610-4045

不定休
銀座線浅草駅から徒

歩5分

風船タウン With トゥルーカラーズ

アルコール消毒

入口を常時解放 etc.

スタッフのマスク着用

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！

さまざまな人々が集い
多様なカルチャーが交錯する、
そんな面白さがある街です

中野

白金高輪

ただいま、変身中（P.4）
料理長  坂祥太さん

長年住んでいる方と一緒に
この街をさらに盛り上げたい！と
考えています

パッション ドゥ ローズ（P.2）
シェフ  田中貴士さん

METRO TOWN STORY

人の往来が多い場所に店があるからか、
老若男女幅広く、服装の雰囲気も多種多
様な人が訪れてくれます。それだけ、中野
に集まる人は多彩なんでしょうね。そう
いった活気に刺激を受けながら店をやって
いますね！

この街には、長年商売をしてきた方が本当に
多くいらっしゃいます。そういった方に話を
聞き、本には載っていない街の歴史を知り、
街の未来を考えています。重鎮ともいえる地
元の方々と一緒に、駅周辺をさらに盛り上げ
ていきたいです。

丸い風船（40円～）は
色の種類も豊富！

クリスマスや年末年始に、お部屋をバルーンで飾り付けてみ
ては。ふわりと浮かぶバルーンが、気持ちも軽く明るくして
くれるはず。1つからでも購入可能なので、お子さまへの
プレゼントにもおすすめ！  新しい生活様式の中で楽しむ、
12月のイベントにぜひ。

まるでフレンチ料理のような見た目の「牡蠣ラーメン 鯛出汁×豆乳（880円）」。美
しい見た目もさることながら、一口目から濃厚な牡蠣のエキスと豆乳のまろやかさ
に心がつかまれてしまいます。麵とスープが絶妙に絡み合うこのぜいたくなおいしさ
を、ぜひ味わって。

お部屋のデコレーションや
プレゼントにぴったりの
バルーンがいっぱい！

特別感あふれるラーメンに
舌も心も大満足！

浅草

中野

クリスマス気分を
盛り上げる！

一辛・二辛
・三辛から

選べる「赤
牡蠣

ラーメン（
900円）」も

まろやか !

オリジナルのグラスを製作する木村硝子店
の直営店。予約制なので、スタッフに質問
をしながら自分にぴったりのグラスが選べ
ます。ビールやワインなど、お酒専用のグ
ラスは、口当たりがまろやかになるように
と緻密に計算されたシルエット。おうち時
間にお酒を楽しむ機会が増えている今こ
そ、訪れたいお店です。
※ 営業時間や予約制の時間の枠は状況に応じて変更と
なります。必ず事前に公式HPでご確認ください。

※浮かぶようにするためのヘリウムガス代は別途

専用グラスにお酒を注いで
おうち時間に極上の晩酌を

湯島

〒  東京都文京区湯島3-10-4　03-3834-1784日～水曜
千代田線湯島駅から徒歩3分

木村硝子店 直営店

予約制

スタッフのマスク着用 etc.

アルコール消毒



今年の自分に
ごほうび！

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

環境と心理
METAFIVE（メタファイブ）

砂漠のきみへ
羊文学（ひつじぶんがく）

豪華メンバーが奏でるサウンド！

高橋幸宏さん、TOWA TEIさん、砂原
良徳さん、小山田圭吾さん、ゴンドウ
トモヒコさん、LEO今井さんによる
スーパーグループ。ホーンのハーモ
ニーとシンセサイザーの響き、そして
太いビート。ボーカルやギターのカッ
ティングもカッコいい！　2020年、こ
の楽曲と出合えたことに、きっと感動
できるはずです。

心に広がる、音による新しい景色

日常に新しい息吹を与えてくれる、羊文
学にはそんな魅力があります。のびやか
なボーカル、柔らかく骨太なベース、そ
して疾走感あるドラミング。歌うような
ギターの広がりが新しい景色を見せてく
れます。3人組の編成とは思えない、想
像力豊かなアレンジや雰囲気をじっくり
感じてみてください。

レーベル：
ワーナーミュージック・ジャパン

レーベル：F.C.L.S.

Hit Different
SZA（シザ）

リズムに乗りながら心に語りかけて

今年の締めくくりには、アメリカを代表
するR&Bシンガーの楽曲を。恋愛のこ
とを歌っていますが、緩いグルーヴィー
なリズムに乗りながら、今年の出来事を
回想するのもよいかもしれません。ファ
レル・ウィリアムスによるプロデュース
で、心に刺さるサウンドに仕上がってい
ます。

レーベル：ソニーミュージック

夜、裏の扉から入ることができる
隠れ家バーも店内に併設。大人
のお客さま向けに実施される絵
本の読み聞かせも楽しめます。

「なまえのないねこ」
竹下文子 文／
町田尚子 絵／
小峰書店
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いつもと違う世界で
心をときめかせて

今月のテーマ

大人の心をときめかせるスポットで、
感情を揺さぶる時間を過ごしてみては。

Tokyo
Column

※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。

目の前に広がる幻想的な空間に、胸が高鳴るカフェダ
イニング。異国情緒あふれる雰囲気で、束の間の海外
旅行気分が味わえます。それぞれの座席はビニール
カーテンで仕切られているので安心。見た目にときめ
くメニューも満載です！

〒  東京都中央区銀座6-5-15 銀座能楽堂飯島ビル9F　
03-3573-8440
不定休

銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅から徒歩4分

and people 銀座店

席ごとにビニールカーテンで仕切り

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

アンドピープル
生クリームたっぷりで
まろやかにとろける
チーズケーキ（715円）

自家製サング
リア

（880円）で乾杯
を！

子どもが本を選びやすい高さの本棚。そこには1万冊以上の絵本が並んでいま
す。店内を見渡すと大人のお客さまも多く、懐かしい絵本に手を伸ばしたり、
最近の新しい趣向の本に刺激を受けたり……。新たな本との出合いに、心がと
きめきます。実際に手にしながら選ぶ楽しさが、この空間には詰まっています。

〒 東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル1F
03-6261-6177
年中無休（年末年始を除く）

半蔵門線神保町駅から徒歩1分

子ども用の高さのアルコール消毒あり

etc.常時換気スタッフのマスク着用

ブックハウスカフェ

大人も楽しめる絵本専門店で
新しい本との出合いを

神 保 町

幻想的な店内で
夢心地な気分を味わって

銀 座

実は……！
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メトロジャーナル  Vol.9M ETR O Journal東京メトロの取り組みを紹介する

東京メトロでは2012年より銀座線の全駅リニュー
アルを目指して工事を行ってきました。今年10月、
ついに5駅がリニューアル！ より多くのお客さま
に愛される駅と街づくりを目指しています。

東京メトロ銀座線の
駅をリニューアルしました！

銀座線リニューアルコンセプト

ラインデザインコンセプト

東京メトロの中でも長い歴史を持つ“銀座線の伝統”をベースに、未来に
向かって新しい地下鉄をつくっていくためのコンセプトとして掲げました。

銀座線らしさを体現するラインデザインコンセプトによって
各駅のデザインをしています。

銀座線の開通当時、人々は地下鉄に憧
れ、街の発展に希望を抱いていまし
た。そんな「夢」を再びよみがえらせ
るような空間を目指しました。

地上に近く、「街」とともに発展してき
た銀座線の特性に着目。駅の存在感を
高め、お客さまを地上に広がる街に誘
えるようにしています。

鉄道統括部計画課

佐藤浩樹さん

銀座線の個性を
象徴しています！

多様な街を
つなぐのが特長です！

伝統×先端の融合

ゆめ-plus・まち-ism

ゆめ-plus まち-ism

新
橋

虎
ノ
門

溜
池
山
王

赤
坂
見
附

ビジネス
エリア

銀
座

銀座
エリア

三
越
前

日
本
橋

京
橋

商業
エリア

浅
草

田
原
町

稲
荷
町

上
野

上
野
広
小
路

末
広
町

神
田

下町
エリア

青
山
一
丁
目

外
苑
前

表
参
道

渋
谷

トレンド
エリア

常に新しい流行を生み出すトレ
ンドの発信地として、近未来の光
景にワクワクするような駅に。

彩りを発信する街にあふれる
ワクワク感

未来への出発点

上品、優雅、高級感といった空気があふれる銀座駅は、「銀座のま
ちの地下１階」。地下のお客さまと地上の街を光でつなぎます。

人と街をつなぐ  光のゲートアベニュー

憧れの街

商業エリアならではの「にぎわ
い」、江戸時代から現代までの時・
物・心・街をデザインで表現。

歴史と活気で感じる
もてなし感

にぎわいの物語

安全・安心を守ることを第一に、お客さまに喜んでいただける駅づ
くりを目指す一大プロジェクトとなりました。建築や電気などそれ
ぞれのプロフェッショナルが同じ方向を目指すために銀座線リ
ニューアルコンセプトを作り、その上で各エリア、各駅ごとにコン
セプトを掲げたのですが、その決定までには何度も話し合いを重ね
ましたね。

また、完成した駅の魅力をお客さまにどのように伝えるか、携わっ
た社員にお客さまの声をどのように伝えるか、試行錯誤を繰り返し
ました。

プロジェクトの進行で苦労した点は？

あくまで主役はお客さまという意識を持ち、お客さまが銀座線に
乗ることで得られる価値について、お客さまへアンケートを取っ
たり、若手・中堅社員などを含めて、何度もミーティングを重ね
たりと、検討を進めていきました。銀座線の「これまで」「いま」
「これから」を広く深く話し合いながら、コンセプトの言葉を紡
ぎ出しています。

コンセプトの決定はどのように？

流行発信の
トレンドエリア

多彩な施設による
商業エリア

落ち着いた雰囲気の
銀座エリア

銀座 京橋 日本橋外苑前 青山
一丁目

今回リニューアルした駅はコチラ！

リニューアル計画についてもう少し詳しく

コンセプト

エリア
デザイン

1927年、東洋初の地下鉄として開業した銀座線。伝統や歴史のあ
る路線の佇まいを生かしながら、より多くのお客さまを“新しい顔”
でお迎えするべく、リニューアルに至りました。ぜひ、多様な街を
つなぐ、新たな銀座線を楽しんでいただきたいと思っています。

リニューアルに至った経緯は？
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リニューアルした
５つの駅とこだわりの
ポイントをご紹介！

新たに始まった銀座線の物語と、           街との調和をぜひ感じてください！

現在の路線の中で最初に完成した銀
座線は、地上から浅い造りとなってい
ます。東京メトロでは銀座線を“まち
の地下１階”と考え、駅と街をつない
でいきたいと考えました。それぞれ
の街の特長をデザインに生かすこと
で、ストーリーを感じてもらえれば、
と思っています。

銀杏並木、多くの自然に囲まれ
た競技場などがある外苑前駅。
駅の天井には競技場のトラック
ラインをモチーフにした照明を
採用するなど、スポーツの軽や
かさ・爽やかさを感じるデザイ
ンを随所に取り入れています。

「スポーツの杜
もり

」

G 外苑前03

歴史的建造物や美術骨董品の
ギャラリーが残る近代的な街、歴
史と近代が共生するイメージを
表現。東京のガス灯発祥の地で
あることから、ガス灯をイメー
ジした柔らかな光で温もりのあ
る空間に仕上げました。

「時のギャラリー」

G 京橋10

この街に集う人々を魅了する銀杏並木。柱や壁に銀杏の
葉のパターンを配し、心地良さを演出しています。

ギャラリーをイメージするガラスの柱。京橋の今昔の
街の雰囲気をいきいきと伝えています。

CLOSE UP! CLOSE UP!

青山霊園の桜並木などの、気品
あふれる街並みをモチーフに、
優雅さを感じる空間を演出。柔
らかな光の間接照明、桜並木の
木漏れ日を想起させる「桜のス
リット」で、多くのお客さまを
お迎えします。

「優雅な街並み」

G 青山一丁目04

車両の通過で舞い散ったかのような桜の花びらのデザ
イン。爽やかな風が吹く、桜並木を表現しています。

CLOSE UP!

街のシンボルでもある、川に架
かる日本橋。橋を想起させる木
彫の壁や川の水面のような透明
感などをデザインに採用。江戸
時代から続く日本橋の歴史を伝
え、にぎわいと活気が感じられ
る空間を演出しました。

「橋の街」

G 日本橋11

天井は滑らかなアーチを描いています。柔らかな光と
ともに、日本橋の雰囲気を表現。

CLOSE UP!

格式ある銀座の街にふさわし
い、上品で落ち着きのある空
間に。ホームを歩くだけで各
時代の街の風景を眺めること
ができ、さまざまな銀座の表
情を見せながらお客さまと街
をつなぎます。

「移ろいゆく銀座」

G 銀座09

銀座線の改札前とホーム、丸ノ内線・日比谷線の改札前に、
各ラインカラーで光る”光柱”を設置。乗り換えの目安に。

CLOSE UP!

写真提供：地下鉄博物館



December 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。

※ 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。
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知ってト ク するメ ト ロ の話

「CHIKA TOKU」を使って
おトクに！ 楽しく！

「CHIKA TOKU」のお得な特典ガイド 

その他の対象乗車券、特典スポットや
サービス詳細はコチラをご覧ください。

greener寺ヨガ開催!
お寺でのヨガでリフレッシュ！
新たな気持ちで新年を迎えてみませんか

東西線妙典駅高架下のgreener
（グリーナー）では12月27日（日）
に施設近くの徳願寺にて「寺ヨ
ガ」を開催いたします。お寺での
ヨガで煩悩を吹き飛ばし新たな
気持ちで新年を迎えるのはいか
かでしょうか。千葉県産の野菜な
どを販売する「greener小さなマ
ルシェ」も同時開催！ 開催時刻や
申込方法等の詳細はHPをご確認
ください。

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）

参加する

開催日  12月27日（日）
 13：30～15：30
  徳願寺 ※受付は30分前からgreenerで行います。

greener公式HP

おトクが続 ！々

新型コロナウイルス感染症の拡大のため、施設や店舗にて休業や営業時間の変更等が発生している場合
があります。また、営業状況によりましては、ちかとくの特典サービスのご提供を一時的に休止してい
る場合もございます。サービスのご提供状況等詳細につきましては、各施設や店舗へご確認ください。

一日乗車券を提示するだけでおトクに！

グルメやショッピングが割引に

東京メトロ・都営地下鉄
共通一日乗車券

（対象乗車券の例）

東京メトロ24時間券

対象スポット・割引特典はいっぱい！

対象乗車券を提示すると、おトクな特典が受けられるサービス。
東京メトロ沿線および都営地下鉄沿線の270以上のスポット
が対象です！

都内の博物館や美術館、飲食店など、対象スポットはたくさん。
お買い物やおでかけの際に、ぜひご活用ください！

ドリンクや
デザートの
サービス

各種
サービスが
割引価格に

オリジナル
グッズの
プレゼント

例えば！

グルメ

ビューティ

ミュージアム

ショッピング

エンタメ・サービス

庭園・公園

お問い合わせ メトロ写真コンテスト事務局
TEL.03-5925-3803（10時～17時まで、土日祝除く）

「第2回メトロ写真コンテスト」作品募集！
「旅の思い出」がテーマ
あなたの思い出深い旅写真をお送りください参加する

「旅の思い出」をテーマに撮
影した写真を募集します。あ
なたの旅での思い出深い写真
をご応募ください。お一人様
3枚までご応募いただけま
す。応募された作品より各賞
を選定の上、メトロ文化財団
公式HPにて発表します。応募
方法など詳しくは当財団公式
HPをご覧ください。

募集期間  
12月1日（火）～ 2021年1月17日（日）必着

メトロ文化財団公式HP

春節・農民演劇の西遊記（中国・青県にて） 2000年
撮影：中谷吉隆（写真家）



「東京三歩 電車缶クッキー」絶賛発売中！
誕生から25周年、皆さまに愛される
メトロオリジナル缶クッキー

メトログッズのロングセラー商品「東京三歩 電車缶クッキー」は誕生か
ら25周年を迎えました！ 電車好きなあの子にプチ手土産として、また
帰省土産や季節のご挨拶に幅広くご活用ください。爽やかなレモン味の
銀座線1000系、アーモンドが香ばしい千代田線16000系、リッチなショ
コラの副都心線10000系の電車缶クッキーや電車缶入り詰め合せなど
を取りそろえています。

東京メトロ初出店！「すずのおむすび」
こだわり抜いた材料を使う
「冷めてもおいしい」おむすび専門店

神田駿河台にある米農家直営のおむ
すび店「すずのおむすび」。11月か
ら千代田線新御茶ノ水駅にテイクア
ウト専門おむすび店として、初出
店。米は「お米日本一コンテスト in
しずおか 2004」で最高位を受賞
し、日本一にもなった自社ブランド
米「おやじの米」を使い、海苔は横浜
の老舗海苔問屋「蔦金商店」の最高級
有明海産海苔を、塩は新潟県村上市
沖から作った天然塩を使っていま
す。おすすめは「米沢牛の牛しぐれ
煮おむすび」350円（税込み）。「冷め
てもおいしいおむすび」を、ぜひご
賞味ください。

お問い合わせ すずのおむすび本店
TEL.03-5577-4160（10：00～17：00土日祝・年末年始除く）

買う

「ＴＯＫＹＯ ＰＬＡＣＥＮＴＡ 20cc」オープン！
世界初、飲むプラセンタ原液を味わうショップが
オープンします

世界初の「飲むプラセンタ」を提
供する店がオープン！ 化粧品・
健康食品の原料メーカーが、工場
直送で濃厚プラセンタ原液を販
売。仕事の合間や買い物のつい
でに、手軽に摂取できるドリンク
です。現代を生きる人たちの快
適な毎日をサポートします。

お問い合わせ TOKYO PLACENTA 20cc（一丸ファルコス株式会社）
TEL.0120-700-103（8：45～17：15土日祝・年末年始除く）

買う

日本橋ふくしま館MIDETTE
商品券を買って福島県を応援！
年末年始はおトクな福島県産品を堪能しよう

福島県では、県産品
の消費回復・拡大
を目的として、県
アンテナショップ
「日本橋ふくしま館
MIDETTE（ミデッ
テ）」や都内の提携
飲食店で使用でき
る「ふくしま県産品応援商品券」を販売しています。7,000円分（500円
×14枚綴り）の商品券が5,000円でお買い求めいただけて、2,000円も
おトクです！ ご購入は「ミデッテ」にて。詳しくはHPをご覧ください。

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）

ふくしま県産品応援商品券HP

販売・利用期限  
2021年1月31日（日）まで
※商品券の販売はなくなり次第終了となります。
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買う

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）

メトロの缶詰HP

販売場所  
オンラインショップ「メトロの缶詰」、
書泉グランデ、書泉ブックタワー

販売場所  
千代田線新御茶ノ水駅
改札外B5出口付近

千代田線（アーモンド）
銀座線（レモン）

副都心線（ショコラ）

東京三歩 電車缶クッキー
各650円（税込み）

人気の電車缶入り詰め合わせも！

電車缶入り詰め合わせ
3,300円（税込み）

お問い合わせ （株）メトロコマース売店課
TEL.03-5246-8125（10：00～17：00 土日祝除く）

「とうきょうサラダ」を食べてみませんか？
東京メトロが育てた野菜「とうきょうサラダ」が
「ローソンメトロス葛西店」で販売開始！

販売場所  
東西線葛西駅中央口付近

「とうきょうサラダ」とは東
京メトロが高架下の植物工場
で農薬や土を使用せずに水耕
栽培で育てた野菜です。普段
はホテルなどを中心に卸して
いる野菜が駅構内店舗の
「ローソンメトロス葛西店」で
ご購入いただけます。東京
メトロがお届けする新鮮な
「とうきょうサラダ」をぜひお
買い求めください。

買う

販売場所  
丸ノ内線銀座駅改札外C4出口付近

 10：30～20：00

TOKYO PLACENTA 20cc公式HP

とうきょうサラダ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！

※詰め合わせはオンラインショップのみの取り扱いです。
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今月の T R Y !

イルミネーションやライトアップで輝く、
夜の東京を散策してみませんか？

丸の内イルミネーション2020

PICK UP EVENT!

シャンパンゴールドの LED約 120万球で彩られ、日本夜景遺産にも
認定されているイルミネーション。今回は、コロナ禍の日々を懸命に
過ごす全ての人々への感謝と応援の思いを込めて開催されます。

開催中～2021年2月14日（日）
丸の内仲通り、
東京駅周辺　ほか

丸ノ内線東京駅から徒歩すぐ
15：00~24：00（予定）
03-5218-5100
（丸の内コールセンター）

営

問

担当者の
ここがおススメ！

今回は新たな名所「丸の内テラ
ス」も光で装飾して皆さまをお
出迎えします。また、例年より
早い時間に点灯しますので、丸
の内でのディナー前に密を避け
てゆっくりとイルミネーション
をお楽しみいただけます。

輝く夜の街歩き

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！

※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

三菱地所プロパティ
マネジメント株式会社 
プロモーション事業部
企画ユニット兼
働き方改革推進部　
物永真衣さん

04_©TOKYO-SKYTREETOWN

開催中～ 2021年 1月11日（月・祝）
Baccarat ETERNAL LIGHTS
-歓びのかたち-

05

日比谷線恵比寿駅から徒歩7分
恵比寿ガーデンプレイス　センター広場場

11：00~24：00（予定）
※ブルーライトアップは
17：00から30分毎に点灯

営

03-5423-7111問

12月1日（火）～ 25日（金）
原宿表参道
百年の灯りライトアップ

06

千代田線・副都心線明治神宮前〈原宿〉駅から
徒歩すぐ

17：00~22：00営

03-3406-0988（主催者事務局）
※一部2021年1月4日（月）まで点灯予定

問

原宿表参道・まちかど庭園場

開催中～ 12月25日（金）
Roppongi Hills Christmas 2020
けやき坂イルミネーション

03

日比谷線六本木駅から徒歩5分
六本木けやき坂通り場

17：00~23：00営

03-6406-6000（主催者事務局）問

開催中～ 12月25日（金）　
東京スカイツリータウン®

ドリームクリスマス2020

04

半蔵門線押上〈スカイツリー前〉駅から徒歩すぐ
東京スカイツリータウン®各所場

16：00~24：00（イルミネーション）
※その他は催しにより開催時間が異なります

営

0570-55-0634（東京スカイツリーコールセンター）
0570-55-0102（東京ソラマチコールセンター）
※一部2021年3月7日（日）まで点灯予定

問

開催中～ 2021年2月14日（日）
赤坂サカス 音×テラス 
2020-2021

01

千代田線赤坂駅直結
赤坂Bizタワー SHOPS&DINING場

16：00~24：00　
※音と光の演出は17：00~21：00の毎00分、
30分に実施
https://mitsui-shopping-park.com/
urban/akasakabiztower-sd/

営

問

開催中～ 12月25日（金）
東京ドームシティ ウィンター
イルミネーション 「スマイルミ」

02

丸ノ内線・南北線後楽園駅から徒歩1分

17：00~24：00 ※場所により一部異なります営

03-5800-9999問

東京ドームシティ場

※一部2021年2月末まで点灯予定
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見守りサービス「まもレール」を
ご活用ください

お子さまの防犯対策に！

まもレールは、お子さまが対象駅自動改札機を通過すると、保護者へお知
らせがメールで届くサービス。対象駅も拡大し、学校や習い事の行き帰り
の安心のために利用する方が増えています！

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、株式会社KADOKAWA（P.16～18）　印刷／文化堂印刷株式会社

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11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）

MAIL

お子さまが電車を利用する際に、
             ・                   で自動改札機を
タッチ！

Suica PASMO

                   ・                ・                         を
メールでお知らせ！
通過時刻 利用駅 チャージ残額

JR東日本、都営交通、東京メトロにも対象エリアが拡大！

首都圏主要路線全496駅

お申込み手続きから7～10日前後でサービスご利用可能に！
WEB申込みで簡単！

お子さま1名・通知先1件登録

月額500円（税抜） ※入会金不要　※サービス開始月は無料
※２件目登録の場合は、月額100円（税抜）が加算

お申込みはコチラ 

安心をお届けする、まもレールの仕組みをご説明します！

サービス対象

お申込み方法

ご利用料金

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

02_「2018キャンドルクラフト展」より　04_ベアーベアーベアー展（テディベア　アメリカ1998年）
05_赤べこ（福島県会津若松地方郷土玩具）昭和36年用年賀切手図案
06_ペーテル・パウル・ルーベンス  《眠る二人の子供》　1612-13年頃　油彩、板　50.5×65.5㎝　国立西洋美術館蔵
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12月17日（木）～ 19日（土）
浅草寺歳の市（羽子板市）

01

銀座線浅草駅から徒歩5分
浅草寺境内　宝蔵門前場

9：00~19：30
03-3600-4907（主催者事務局）

営
問

12月16日（水）～ 25日（金）
2020 キャンドルクラフト展

02

銀座線・半蔵門線三越前駅から徒歩3分
ギャラリー砂翁場

11：00~18：00（最終日~16：00）営

03-3271-6693問

※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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12月10日（木）～ 25日（金）予定
東京クリスマスマーケット
2020 in 日比谷公園

03

日比谷線・千代田線日比谷駅から徒歩1分

11：00~22：00（初日16：00~）、L.O.21：30営

03-3524-0890（主催者事務局）問

日比谷公園　噴水広場場

12月2日（水）～2021年3月31日（水）
「ベアーベアーベアー」展

04

東西線高田馬場駅から徒歩7分
切手の博物館1階企画展示室場

10：30~17：00営

03-5951-3331問

月曜、12月28日（月）~2021年1月4日（月）休

12月14日（月）～2021年1月15日（金）
年賀状展―郷土玩具に
こめた祈りのかたち―

05

半蔵門線押上〈スカイツリー前〉駅直結
郵政博物館場

11：00~16：00 ※入館は閉館の30分前まで営

03-6240-4311問
土曜・日曜・祝日、12月26日（土）~
2021年1月3日（日）

休

開催中～ 2021年2月23日（火・祝）
眠り展：アートと生きること
ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで

06

東西線竹橋駅から徒歩3分

10：00~17：00（金曜・土曜~20：00）
※入館は閉館の30分前まで

営

ハローダイヤル050-5541-8600問

東京国立近代美術館1階企画展ギャラリー場

月曜、12月28日（月）~2021年1月1日
（金・祝）

休

年末年始のお休みに
親子でご相談を！



1月号
のメトニューは！

2021年！  
今こそ楽しく福招き

新しい年の始まりに、

よりよい 1年になることを願って。

年始にぜひ足を運びたい場所、

縁起のよい食を楽しめるお店を

ご紹介予定です。

2 0 2 1年、多くの笑顔があふれ、

幸せな時間が過ごせますように。

次号もぜひお楽しみに！

改札口近くのラックをぜひCHECK！




