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清々しい冬の空気で
新年からスッキリ！

マメに、元気に、
働けるように
豆菓子に願掛け

干支にちなんだ
牛のお守りで
幸せを呼び込もう！

一つで紅白！
おめでたい和菓子

フランス伝統菓子で
新年の運試し

今
こ
そ
楽
し
く
福
招
き

2021年！
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“努力が実を結ぶ”“ご縁を結ぶ”など
の言葉から、縁起がよい食べ物と
されるおむすびを、年の始めに味
わって！ 厳選されたお米、のり、
塩、中の具材は、一口頰張るだけで
幸せが広がるおいしさです。鮭、
うめ、チーズ明太などの「定番むすび
（220円）」のほか、イートインでは
セットメニューも楽しめます！

人々の憩いの場となっている池田山公園。一歩足を踏み入れると、冬の清々
しい空気に包まれ、思わず深呼吸がしたくなります。富士山からの「気」が
流れる龍脈上に位置するとされるこの場所でリフレッシュしたら、パワフル
に新年が過ごせそうです。

清々しい空気を吸い込んで
心も体もリフレッシュ！

目黒

富や子孫繁栄をもたらすとされ、「マメに、元気に、働けるように」という願
いを込めていただくことも多い「豆」。熟練の職人による伝統の製法「和掛け」
「りん掛け」で作られたumami nutsのお菓子は、うま味をギュッと閉じ込め
たオリジナルな風味が楽しめます。自分に、大切な人に、福を願いながら贈っ
てみては。

おしゃれな「豆」のお菓子に
今年の願いを込めて

こだわりの詰まった
“おむすび”を
食べてゲン担ぎ

新しい年が始まりました！
年始に足を運んでみたいステキな場所や

縁起のよい食が楽しめるお店をご紹介します！
2021年がよりよい時間となりますように。

今こそ楽しく
福招き

※�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。

年の始まりに和の趣を味わって

伊勢神宮に
奉献されている

日本酒「白鷹」も！

〒  東京都新宿区神楽坂2-10　
03-3235-3094
日曜・祝日・第二土曜

東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅から徒歩1分

神楽坂�むすびや

アクリル板による仕切り etc.

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

〒  東京都品川区東五反田5-4　
03-3447-4676（池田山公園管理事務所）
年中無休（年末年始休業あり）

南北線目黒駅から徒歩15分

池田山公園

集団での宴会禁止

咳エチケットの推奨 etc.

手洗い・うがいの推奨

飯田橋

有楽町

〒  東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1F　
03-6273-4900
日曜・祝日（年末年始休業あり）

有楽町線有楽町駅から徒歩1分

umami�nuts

アルコール消毒

定期的な換気 etc.

スタッフのマスク着用

ウマミ�ナッツ

「ポルチーニマカダミアナッツ」
（各1,080円）

「レモン醤油
 アーモンド」

「ナッツ3種と黒糖」

Wish

Lucky
Auspic ious

Happy

Good Luck

2021年！
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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！

パティシエ・シマ（P.5）
パティシエ  島田 徹さん

釜屋もぐさ本舗（P.6）
取締役 社長  富士武史さん

METRO TOWN STORY

「食」を楽しむ方が多く
ポジティブなパワーを
感じることができますね

麹町

オフィスビルが多く、大使館なども点在す
るこの街。ビジネスマンが立ち寄ってくだ
さる機会も多く、リクエストを伺う際に自
然と会話が生まれます。いろいろと話して
いると純粋に「食」を楽しんでいらっしゃ
る方が多く、そういったポジティブなパ
ワーを感じることができますね。

茅場町

下町とオフィス街の雰囲気が
交差する場所で
活気を感じることができます
茅場町駅のすぐ近くにある当社。周りはオ
フィス街ですが、少し歩けば隣の日本橋駅
につながる下町の雰囲気が感じられます。
そういった表情が交差しているようなこの
場所は、飲食店の活気も感じられて、新しい
食との出合いを探しに、ぶらりと歩くのも
楽しい街です。

境内にある牛の形をした「ねがい牛」をなでると願いがか
なうといわれ、学問の神様として有名な菅原道真公をま
つっている北野神社。すてきな一年になるようにと、今
年の干支にちなんで足を運んでみてはいかがでしょうか。

多くのお客さまから親しまれている「玉
ぎょく

万
まん

（680円）」。黄金に輝く栗を包み込んだ、
粒あん、ピンク色のあん、白あんによる均一の層が美しい逸品です。この縁起のよ
さそうな見た目から、年末年始の集まりや贈り物にと、手にする方が多いそう。職
人の技が光る和菓子で、今年の福を招いてみては。

ねがい牛をなでて
気持ちのよい新年を

艶やかな栗が輝く
美しい和菓子で福招き

後楽園

人形町

振り返ってこちらを見つめているように見える、
「ねがい牛」。純真な気持ちで優しくなでましょう！

新年のお祝いに家族や友人同士で楽しむ、
フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ
（3,240円）」。人数分を切り分けたうちの
一つに、一粒だけ隠されたアーモンドが入って
います。当たった人は、さらに幸運な一年が
過ごせるかも !?  食を通じて幸せになって
ほしいと、パティシエの願いが込められた
ケーキで、ハッピーな気分をシェアしましょう。
※ 年末年始の限定販売。2021年は1月4日（月）～

フランスの伝統菓子で
集まったみんながハッピーに！

〒  東京都文京区春日1-5-2　
03-3812-1862
年中無休

丸ノ内線・南北線後楽園駅から徒歩10分
※ 東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅　
からも同じく徒歩10分

牛天神�北野神社

集団での宴会禁止

etc.スタッフのマスク着用

〒  東京都千代田区麹町3-12-4 
　  麹町KYビル1F　

03-3239-1031
日曜

有楽町線麴町駅から徒歩3分

パティシエ・シマ

アルコール消毒

こまめな換気 etc.

スタッフのマスク着用

干支にちなんだお守りに願いを

〒  東京都中央区日本橋人形町2-3-2 玉英堂ビル1F　
03-3666-2625
不定休

日比谷線人形町駅から徒歩30秒

玉英堂

etc.レジ前のビニールカーテン

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

ぎょくえいどう

皮がふわっふわの
虎
とら

家
や

㐂
き

（280円）も
絶品です！

麴町

大人の甘さ
が

際立つ

「マカフラ
・アムール

（594円）」

陶器の人形フェ―ヴは
ケーキの箱の中に！
どれかはお楽しみに♪



今こそ楽しく
福招き

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

Porcelain 
青葉市子（あおば・いちこ）

Février
阿部海太郎（あべ・うみたろう）

レーベル：hermine

レーベル：SPACE SHOWER MUSIC

No Nightmares
Oneohtrix Point Never（ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー）

レーベル：Beat Records

新年の物語が始まるような音楽

ストリングス、ハープ、フルートの幻想
的な響きに、青葉市子さんの歌声が美
しく重なります。そして、全体を包み込
むエレキギターのアルペジオ、チェレ
スタの柔らかいトーン。映画のサウン
ドトラックを聴いているかのように、
物語の情景が広がり、新しい年を健や
かに迎えられることでしょう。

新鮮な気持ちになれるサウンド

ニューヨーク在住の電子音楽家の最新
アルバムから、R&Bシンガー・The 
Weekndをゲストボーカルに迎えた
楽曲を。体を揺らすのが心地よいダウン
テンポのビート。淡いシンセサイザー
が、独特な世界観を作り上げています。
新しいサウンドアプローチを感じるこ
とで、フレッシュな気持ちに。

たゆたうベルの響きに願いを込めて

作曲家の阿部海太郎さんの、12か月を
表現する楽曲からなる作品集よりご紹
介。この曲は、オルゴールのベルがたゆ
たうように、空間を埋めてくれるサウ
ンドスケープが魅力です。2021年が
すてきな一年になることを願いなが
ら、心に語り掛けるように聴きたい曲
です。

2021年！

今月のテーマ

5～55℃に設定できる「温冷ドリ
ンクカプセル（5,280円）」は、ペッ
トボトルごと入れられて便利！

カマヤミニソフト（120個入り・
2,200円）は約42℃の入浴して
いるときの温度感でじんわり
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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。

1659年創業の釜屋もぐさ本舗本社で行っている、もぐさ・お灸の店頭販売。社員
の方が訪れた人の希望を聞いておすすめの商品を教えてくれるので、初心者でも
気軽にお灸を始められます。この冬、体の芯から温めるお灸はいかが。

〒 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB
 03-5297-5783
年中無休（年末年始休業あり）

銀座線末広町駅から徒歩3分

アルコール消毒

etc.入口は常時開放

スタッフのマスク着用

サンコーレアモノショップ�秋葉原総本店

〒 東京都中央区日本橋小網町6-1
 03-3667-3551
土曜・日曜・祝日（年末年始休業あり）

日比谷線・東西線茅場町駅から徒歩4分

アルコール消毒

etc.こまめな換気

スタッフのマスク着用

釜屋もぐさ本舗

生活に役立ち、お客さ
まが喜ぶ顔を！という
気持ちで、便利なアイ
テムを取りそろえる
店。「あったかルーム
シューズ（3,480円）」
は在宅ワークにぴった
り！ 冷えやすい足もと
から、ポカポカ温めて。

在宅ワークにも活躍する！
ユニークな便利アイテム勢ぞろい

初心者でも始めやすいお灸で
体の芯からポカポカに

寒さに負けない！
あったか生活
寒さが深まる1月は、体をポカポカ
温めるアイテムでより健やかに！

末広町

茅場町
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メトロジャーナル  Vol.10M ETR O Journal東京メトロの取り組みを紹介する

約45年ものあいだ活躍した7000系にかわる、新型車両
17000系。現在、2月からの運行開始に向けて準備を進
めています！  有楽町線・副都心線のラインカラーを採用
した車両デザインを見て、乗って、楽しんでください。

新型車両17000系が
2月から運行開始予定です！

有楽町線・副都心線
ここにご注目！

車両部設計課
橋田祐司さん

みなさまのより身近な存在となるために。

車両の快適性を向上させるポイントなどをご紹介！

こだわりの3つのポイント
をご紹介します！

車両のエクステリアやインテリアに親しんでもらうだ
けでなく、移動がもっと楽しく、快適になることを目
指してデザインしました。室内設備の見本を何種類も
作って数ミリ単位での検証も。移動の快適さが当たり
前となるように、開放感あふれる車内に気持ちも明る
くなるように、細部にまで気を配っています。ぜひ、
新デザインの車両の心地よさを感じてください。

グッドデザイン賞の「受賞ポイント」はコチラ！

多様なバリアフリーへの取り組み

車内の空間性、快適性および安心感の向上

遠隔でのモニタリングなど安全・安定性の向上

グッドデザイン賞受賞

C L O S E  U P !

私が詳しく
紹介します！

これまで親しまれてきた7000系を連想させるよ
うな丸型のヘッドライトを採用。有楽町線・副都
心線のラインカラーの色彩を取り入れ、明るく親
しみのあるデザインに仕上げています。

親しみやすい丸型ヘッドライト！
POINT

1

連結面、座席横の仕切り、荷棚に透
明な強化ガラスを採用し、明るく開
放的な車内に。車内にも有楽町線・
副都心線のラインカラーの色彩を採
用し、スタイリッシュなデザインに。

移動が楽しくなる車両空間！
POINT

2

「TIMAシステム（車両情報監視・
分析システム）」を導入。走行中の車
両の状態を総合指令所や車両のメン
テナンスを行う部署から遠隔でモニ
タリングを行います。

車両の状態を
リアルタイムで確認可能！

POINT

3

最新機器の搭載と、車両デザインの
両立ができるように工夫しました！

多くのみなさまに親しんでもらえるよう
愛嬌のある丸みを帯びたデザインに！

休日の移動も楽しくなる、
そんな空間を目指しました！

車両 無線基地局
TIMA

データセンター

本社 車両基地 総合
指令所

迅速な対応が可能！

みなさまの日常の
“当たり前”となれるような
親しみあふれるデザインに。
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車両デザインのポイントを
ご紹介します。

より快適な移動時間をお届けする

このようなお客さまのご要望に
  お応えする車両デザインにしています！

車両の床面を従来の7000系よりも6cm低く
し、ドア出入り口を傾斜させることで乗り降り
をスムーズに。さらに、全車両にフリースペー
スを設置することで、車いすやベビーカーをご
利用の方、大きなお手荷物をお持ちの方にもご
利用いただきやすい空間にしています。

お客さまから見や
すい、ワイドな液
晶表示に。英語・
中国語・韓国語で
の多言語対応で、
多くのお客さまを
よりスムーズにご
案内します。

これからも東京メトロはお客さまに寄り添い、
安全・安心の向上に努めて運行してまいります。

段差が低くなり
乗り降りがより
スムーズに。

圧迫感を感じない仕切りと
つかみやすい構造を追求

見本を作って“握りやすさ”を検証！

座席シートの仕切りに人
がもたれかかっても、着
席されているお客さまが
圧迫感を感じにくい「仕
切りの高さ」に。さらに、
「仕切りのフチ」や「ドアの
上部」をパッととっさにつ
かんだ際にも手になじむ
構造に仕上げています。

「仕切りのフチ」や「ドアの上部」が手になじむ形は？と何度も検証を重ねまし
た。カーブの形、凹凸の角度など、いくつものパターンの模型を作成。実際に
握って細かな改善を繰り返しました。

さらに！

ベビーカーの乗り降りをスムーズに、
移動もゆったりできるといいな。

日本語は難しくて、乗り換えや
降りる駅がどこだか分からない……。

段差を低減するとともに、多様なニーズに
対応するフリースペースを充実させています。

多言語対応の車内表示で
よりスムーズなご案内を目指しました。

C L O S E U P! 

01

シートのドット柄は大小をつけて
優しい印象に

広域を走り、休日にも多
くの方が利用する有楽町
線・副都心線。座席シー
トは「大小をつけたドッ
ト柄」を採用し、多くの
お客さまに優しい印象を
抱いていただけるように
しています。

C L O S E U P! 

02

正面の表示は、ホーム到着時に
お客さまから見やすい角度に！

行先をお知らせする正面の車外表示機は、取り付け位置をミリ単位で検証し、
ホームからより見やすいデザインに仕上げました。

C L O S E U P! 

03



January 2021

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

東京駅定期券うりばの営業を終了します
最寄りの東京メトロ定期券うりば、
各駅のピンク色の券売機をご利用ください

丸ノ内線東京駅「定期券うりば」の営
業を終了いたします。誠に恐れ入り
ますが、終了日以降は、最寄りの東
京メトロ定期券うりば、または、東
京メトロ各駅の多機能券売機（ピン
ク色の券売機）をご利用ください。
詳しくは、東京メトロの公式HPを
ご確認ください。

お問い合わせ 東京メトロお客様センター
TEL.0120-104106

営業終了日時  
2月11日（木・祝）20：00

詳細はコチラ

「東京メトロmy！アプリ」で混雑状況を確認したら、
「ひと駅歩く検索」を活用して、地上を歩いてみるのもおすすめ。

お問い合わせ スタジオセンター
TEL.0120-197-322

証明写真機でマイナンバーカード申請！
「マイナンバーカード」の申請はお済みですか？
東京メトロ駅構内の証明写真機が便利です

東京メトロ駅構内にある証明写真
機でマイナンバーカードを申請し
ませんか。マイナンバーカードは
顔写真付きの身分証明書として使
え、2021年3月（予定）より医療機
関・薬局における健康保険証とし
てもご利用いただけます。また、
マイナンバーカードでお好きな
キャッシュレス決済サービスを選
んで使うと、マイナポイントが最大
5,000円分もらえます。

スタジオセンター公式HP

活用する

知る

今後も「my！東京MaaS」の取り組み、続々！
「東京メトロmy！アプリ」のダウンロードはコチラ

「東京メトロmy！アプリ」の新機能

「ひと駅歩く検索」で
楽しく！   健康に！

Click

混雑状況が
見やすく
なりました！

あえて「ひと駅手前」から歩く
ルートをアプリで調べることが
できます。歩く習慣をサポート
する、日本初＊の経路検索機能
です。
＊東京メトロ調べ

「ひと駅歩く検索」で

   東京を散策しませんか？

混雑を避けて歩いてみるのも！

表参道から新丸ビルに
向かうなら……

例えば
！

表参道駅 日比谷駅 二重橋前〈丸の内〉駅 新丸ビル

「ひと駅歩く検索」で
丸の内仲通りを散策
しながら楽しく移動！

最寄り駅から
ひとつ手前の

日比谷駅で降りる！

さらに！
他アプリとの連携もスタート！

「あるく保険」
一日平均8,000歩以上
歩くと保険料の一部
が返ってくる医療保険

提供：東京海上日動あんしん生命

歩くと保険料が返ってくる！

提供：NTTドコモ

「dヘルスケア®」
毎日の歩数や体重記
録がdポイントになる
ヘルスケアアプリ

歩いてdポイントがたまる！

東京メトロmy !アプリHP 

ひと駅歩きながら、新しい東京
の魅力を発見してみては？



日本橋ふくしま館「新春初売り」を開催！
2021年を福いっぱいに！
今年も初売りを開催します

日本橋ふくしま館では、2021年
も、福がいっぱいな福島県産品
を取りそろえ、新年より、皆さ
まのご来館をお待ちしていま
す。毎年恒例の初売りでは、大
好評のふくしまの福袋のほか、
日頃取り扱いのない特別入荷や
初売り限定価格品など、期間限
定の特別商品も販売します。
詳しくはホームページをご覧く
ださい。

東京メトロのトレイン巾着袋好評発売中！
通園、通学の強い味方！ 
人気車両がデザインされた巾着袋

東京メトロの人気車両、銀座線
1000系と千代田線16000系が
デザインされたインパクト大の
巾着袋です。どちらも使いやす
い大小2つのサイズです。大き
い巾着袋には着替えなど大きな
ものを、小さい巾着には大事な
小物類を収納したりと、お子さ
まだけでなくママもパパもお使
いいただけます。

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）

買う

「おうちで車両基地見学 in AYASE」を公開！
今年はおうちで車両基地を見学 !?
東京メトロ公式YouTubeを楽しもう！

毎年好評をいただいている車両基地イ
ベント「メトロファミリーパーク in 
AYASE」が、今年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止となりま
した。そこで、おうちにいながら車両基
地イベントを見学している気分になれ
る動画を、東京メトロ公式YouTubeで
公開します。車体の吊り上げや車体の洗
浄など、内容は盛りだくさん！ ぜひご覧
ください。

お問い合わせ 東京メトロお客様センター
TEL.0120-104106

お問い合わせ 日本橋ふくしま館  TEL.03-6262-3977

日本橋ふくしま館HP

「歴史教室」映像を抽選で２０名さまにプレゼント
新たな知識を吸収するきっかけに！
DVDプレゼントに、ぜひご応募ください

毎回ご好評をいただいております「歴史
教室」の映像（DVD）を20名の方にプレ
ゼント。ご希望の方はメトロ文化財団
HPまたは官製はがきにてお申し込みくだ
さい。応募締め切りは1月20日（水）。詳
しくは、メトロ文化財団公式ＨＰをご覧く
ださい。なお、応募者多数の場合は抽選
とさせていただき、当選者の発表は賞品
の発送をもってかえさせていただきます。

お問い合わせ 公益財団法人メトロ文化財団公益事業部
TEL.03-3253-6948（10：00～17：00 土日祝除く）

開催期間  
1月2日（土）～3日（日） 10：30～17：30

東京メトロのネックストラップ好評発売中！
新年はネックストラップで首元のおしゃれを楽しもう

東京メトロの人気車両や路線マークがずらりと
並び、ライトブルーとアイボリーのカラーが爽
やかなネックストラップ。普段使いでもオフィス
でも注目度No.1！  長さ調節機能、安全パーツ付
きでお子さまにも安心してお使いいただけま
す。新年を迎え、気分も新たに首まわりも新調
してみてはいかがでしょうか？ 

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）

買う
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お問い合わせ room EXPLACE
https://roomexplace.jp/

room EXPLACE×AGAROOT
「スキルアップ応援キャンペーン」開催！
新しいことに一歩踏み出す皆さまを応援します

開催期間  
2020年12月1日（火）～2021年3月31日（水）

メトロの缶詰HP

東京メトロのコワーキングスペー
ス「room EXPLACE」では、2021年
3月31日（水）まで、新規会員登録
いただいた方を対象に、通信オン
ライン予備校「アガルートアカデ
ミー」の通信講座が30％OFFにな
るクーポンをプレゼントする「ス
キルアップ応援キャンペーン」を
開催！ 勉強の場としても最適な
room EXPLACEを、この機会にぜ
ひご利用ください。

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

開催期間  
2020年12月22日（火） 15：00～当面の間

本体：テープ巾15mm
長さ：82～ 106mm

付属品：レバーナスカン、松葉紐

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

大：1,000円（税込み）  小：700円（税込み）

受付期間  
1月7日（木）～20日（水）必着
※HPよりお申し込みの方は同日23：59まで

メトロ文化財団公式HP

新宿歴史博物館 提供

持ち手の紐は路線のカラーで
さりげなくおしゃれ！

メトロの缶詰HP

参加する

講座内容のお問い合わせ先
アガルートアカデミー カスタマーセンター
customer@agaroot.jp

※やむを得ない事情により公開が延期・中止となる場合があります。
※ 動画は2021年2月まで、毎月1回をめどに更新予定。更新時は東京メトロ公式Twitterで
お知らせします。

room EXPLACE

本キャンペーンの詳細は「room EXPLACE」の公式Webサイトから

体験する

楽しむ

• 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！

• 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！

※ 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。



今月の T R Y !

伝統行事や食を楽しみながら
新年の始まりをお祝いしましょう！

江戸庶民の年中行事再現
「正月飾り」

PICK UP EVENT!

江戸時代から続く、日本の年中行事を再現した展示。館内にあ
る江戸の町並みの中に、門松や注

し

連
め

飾り、凧といった江戸期の
正月を感じさせる品が展示されます。

新しい年を祝う

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！
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※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

担当者の
ここがおススメ！

大
おお

店
だな

「多田屋」の前にある約 8ｍ
の門松をはじめとした正月飾りは、
江戸後期の文献を参考に、地元の
職人の協力を得て再現しています。
今ではあまり見かけられなくなっ
た正月の風景をお楽しみください。

江東区
深川江戸資料館
岡本綾さん

開催中～１月13日（水）
江東区深川江戸
資料館常設展示室

半蔵門線清澄白河駅から徒歩3分
 9：30~17：00 ※入館は閉館の30分前まで
03-3630-8625

営

問

第2・4月曜日 (ただし祝日の場合は開館 )、
1月1日（金・祝）

休
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昨年の様子

02_鹿児島県 九州新幹線 出水駅　鹿児島黒毛和牛すき焼きと黒豚炙り焼豚弁当

開催中～1月24日（日）
干支の植物展

03

有楽町線新木場駅から徒歩15分
夢の島熱帯植物館エントランスホール場

9：30~17：00 ※入館は閉館の1時間前まで
03-3522-0281
月曜（ただし祝日の場合は開館し翌日休館）、
2020年12月28日（月）~2021年1月4日（月）

営
問
休

1月23日（土）～25日（月）
亀戸天神社 うそ替え神事

04

半蔵門線錦糸町駅から徒歩15分
亀戸天神社場

8：30~売り切れ次第終了
03-3681-0010

営
問

1月2日（土）～11日（月・祝）
東京ミッドタウンのお正月2021

01

日比谷線六本木駅直結
東京ミッドタウン各所場

催しにより異なります
03-3475-3100

営
問

1月7日（木）～20日（水）
第 56回 元祖有名駅弁と
全国うまいもの大会

02

丸ノ内線新宿駅から徒歩3分
京王百貨店新宿店7階大催場ほか場

10：00~20：00、13日（水）~17:00、
最終日~18:00
03-3342-2111
不定休 ※混雑時は入場制限あり

営

問
休

1月1日（金・祝）～
東京大神宮 初詣

05

東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅から徒歩5分
東京大神宮境内場

6：00~21：00、1月1日（金・祝）は0：00~
※御朱印所受付時間など詳細はHP参照
03-3262-3566

営

問

開催中～1月11日（月・祝）
サンシャイン水族館の
お正月2021

06

有楽町線東池袋駅から徒歩5分
サンシャイン水族館場

10：00~18：00 ※入館は閉館の1時間前まで
03-3989-3466

営
問

※WEB上での事前予約制、詳細はHP参照

16 17



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

※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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01_ヒッポス遺跡から見たエン・ゲヴ　©Michael Eisenberg　02_ベルナール・ビュフェ 《ピエロの顔》 1961年、油彩・カンヴァス　
ベルナール・ビュフェ美術館所蔵 ©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2020 E3986　03_東郷青児　《ヴァンスの女》　1972年　
SOMPO美術館　©Sompo Museum of Art, 20017　05_勝川春潮「橋上の行会」（太田記念美術館）

1月6日（水）～28日（木）
和装男子　―江戸の粋と色気

05

千代田線・副都心線明治神宮前〈原宿〉駅から
徒歩3分
太田記念美術館場

10：30~17：30 ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5541-8600
月曜（ただし祝日の場合は開館し翌日休館）

営
問
休

1月23日（土）・24日（日）
earth garden “冬” 2021

06

千代田線代々木公園駅から徒歩3分
※千代田線・副都心線明治神宮前
〈原宿〉駅からも同じく徒歩3分

代々木公園ケヤキ並木場

10:00~16:00（予定）
info@earth-garden.jp

営
問

場

開催中～1月31日（日）
イスラエル、ガリラヤ湖畔の遺跡
ーヒッポスとエン・ゲヴー

01

有楽町線東池袋駅から徒歩6分
古代オリエント博物館
10：00~16：30 ※入館は閉館の30分前まで
03-3989-3491
2020年12月28日（月）~2021年1月3日（日）

営
問
休

開催中～1月24日（日）
ベルナール・ビュフェ回顧展 
私が生きた時代

02

銀座線渋谷駅から徒歩7分、半蔵門線・副都心線
渋谷駅から徒歩5分

Bunkamura ザ･ミュージアム場

10：00~18：00 ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル03-5777-8600
1月1日（金・祝） 
※1月9日（土）以降の土曜・日曜・祝日は
入場日時予約制

営
問
休

1月16日（土）～21日（木）
第22回 とびっきりの新潟展

04

銀座線・半蔵門線三越前駅から徒歩1分
日本橋三越本店本館7階催物会場場

10：00~19：00（最終日~18：00）
03-3241-3311
不定休

営
問
休

開催中～ 1月24日（日）
～異国の旅と記憶～

東郷青児 蔵出しコレクション

03

丸ノ内線新宿駅から徒歩5分
SOMPO美術館場

10：00~18：00 ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5541-8600
月曜（ただし祝日の場合は開館）、2020年
12月28日（月）~2021年1月4日（月）
※日時指定予約制

営
問
休
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「eスポーツジム」事業を
開始します

東京メトロ沿線から世界へ！

世界で注目を集めるデジタルゲーム競技「 eスポーツ」。東京メトロでは
eスポーツ教育事業を行う「ゲシピ」と協業で、eスポーツに取り組める
空間や施設の提供に向けて「 eスポーツジム」事業を開始します。

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12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）

詳しい情報はeスポーツジム
公式Twitterで配信予定 

店舗で学べることがこんなに！

店舗で充実したサポートが受けられる

実店舗ではこれからeスポーツを始める人やゲームスキルを上げたい人に向け
て、eスポーツコーチから直接指導を受けることができます。ゲームで使う英会話
が学べるほか、プレイヤー同士の交流の場として役立ちます。

［外観］ ［内観］

本格的なeスポーツ教育も！

［ 2021年1月以降の実施に向けて準備中 ］

オンライン先行スタート

実店舗オープンに先駆け、大会等に向けて短期間でスキルを上げたい人に向けたオ
ンライン指導を予定しています。チーム対抗戦を通して見つかった課題に対し、プロ
からの指導が受けられる実践型の内容を検討しています。

eスポーツ指導が抽選で受講できます

2021年4月頃
オープン予定

ゲシピ株式会社：「ｅスポーツをもっと身近に、もっと手軽に」をビジョン
に掲げ、2018年からｅスポーツ教育事業を展開。  https://gecipe.co.jp/

eスポーツ eスポーツ eスポーツ
指導 英会話 自主練習

基礎から学べる ゲームで楽しく 技に磨きをかける



２月
号のメトニューは！

おうちチョコで  
幸せ気分！

通勤・通学やおでかけ帰りに、

チョコレートを買って

暖かいおうちでのんびりと

過ごす至福のひとときを。

幸せ気分に浸れる

多彩なチョコレートを

ずらりとご紹介予定です！

次号もぜひお楽しみに！！

改札口近くのラックをぜひCHECK！


