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仕事の合間に、おやつに、
手軽に食べられる！
大人のチョコボール

見た目も美しい
浅草発の和ショコラ

希少品種のカカオの
奥深い味わい！

イチゴまるごと！
個性派チョコスイーツ

まるで宝石箱！
ときめくアートな
チョコレート

お
う
ち
チ
ョ
コ
で
幸
せ
気
分
！
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エクアドルの農園とダイレクト
トレードを行い、生産者も消費
者も笑顔になれる販売を目指す
MAMANO CHOCOLATE。全
商品が希少品種のアリバカカオ
で作られています。「カードチョ
コレート（5枚入り・1,050円～）」
の豊かな香りと、酸味と渋みの
絶妙なバランスを、ぜひ自宅で
ゆったりと味わって。

ショーケースから宝石を選ぶように、アートなチョコレートが選べる
ラグジュアリーな店内。中でも「エクレアートショコラプレミアム
（6本入り・3,240円）」は、華やかな見た目で、休日のティータイムに
ぜいたくなひとときを届けます。

ティータイムにぴったりの
アートなチョコレートで
ぜいたくなひとときを

六本木

パリでの修行経験、数々の有名店で腕を磨いたショコラティエ・川路さとみ氏
が手掛ける“和ショコラ”の店。和柄や牡丹をあしらったカラフルなもの、扇
や菊をかたどった繊細で美しいもの……ディスプレイを眺めてどれにしよう
か選ぶ時間もまた楽しい！ 素材にこだわった上品な味わいで、特別なおうち
時間へ誘います。

繊細な見た目にうっとり！
和ショコラをごほうびに

エクアドル産の希少品種の
豊かな味わいを堪能！

暖かいおうちでのんびり過ごすとき、
幸せ気分を運ぶチョコレートはいかが？
自分へのごほうびにもぴったりの

“おうちチョコ”をずらりとご紹介します！

おうちチョコで
幸せ気分！

※�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。

〒    東京都墨田区吾妻橋1-7-12　
03-6658-8480
水曜・第3水曜の次の木曜

銀座線浅草駅から徒歩6分

ショコラティエ川路

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

「北斎チョコレートセット（1,750円）」は
ビジネスマンの手土産にも人気！

〒   東京都港区六本木7-17-14 1F　
03-5412-7788
年中無休（年末年始を除く）

日比谷線六本木駅から徒歩2分

LOUANGE�TOKYO

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

ルワンジュトウキョウ

etc.アルコール消毒 スタッフのマスク着用

〒   東京都港区赤坂3-8-8 赤坂フローラル
プラザビル1F　
03-6441-2744（お客さま専用）
日曜

銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅から徒歩3分

MAMANO�CHOCOLATE
ママノチョコレート

浅草

赤坂
見附

真冬はリッチなミルクの味わいが楽しめ
る「神様の大粒生チョコレート北海道牛乳
（３個入り・1,200円）」もおすすめ！

「パレット フォンダンショコラ
（3個入り・1,782円）」も！
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〒  東京都千代田区神田小川町3-3-10 奥泉ビル　
03-3518-9876
年中無休

半蔵門線神保町駅から徒歩4分

嘉祥庵

アルコール消毒 etc.キャッシュトレイでのお会計

かしょうあん

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！

ショコラティエ川路（P.2）
ショコラティエ・ 川路さとみさん

Sis.（P.6）
佐藤菜津子さん

METRO TOWN STORY

新旧の融合を大切にする
浅草の街には、新しさを
楽しむ人々が集まります

浅草

店の商品は、フランスでの修行の経験と
和の伝統を融合したもの。そういった“新
しさ”を受け入れてもらえたのは、古き良
き伝統と、新しい文化の融合を楽しむ人た
ちが集まる浅草の街の雰囲気があったから
だと思います。これからも、この街のポジ
ティブな雰囲気を楽しみたいですね。

明治神宮前〈原宿〉

いろんな人が行き交う
自由な雰囲気の街。
これからの変化が楽しみです
明治神宮前は、自分が育った場所であり、
大好きな街です。この土地にお店を構えて
約15年になりますが、本当に多種多様な人
が行き交い、自由な街だと日々感じていま
す。特に、ここ数年の街の変化は刺激的でし
た。これからもどんな風に変化していくの
か、ワクワクしています。

オザワ洋菓子店の顔ともいえる「イチゴシャンデ（小・220円／大・250円）」
は、そのかわいい見た目でもファンを魅了するスイーツです。サクサクのクッ
キー生地、爽やかな甘さのイチゴ、ふわふわの生クリームにチョコレートが
たっぷり。パクリと一口で頰張って、その味わいのハーモニーを楽しんで。

胸がときめく！
チョコ×イチゴの個性派スイーツ

本郷
三丁目

店内の壁一面に並ぶチョコボールは、見た目もカラフルで、ラズベリー
や抹茶などフレーバーも多種多様！ フランス人のショコラティエが手掛
ける、大人のためのチョコボールで、コンセプトは“Myチョコ”。好き
な種類を袋に詰め込む量り売りスタイル（100ｇ・1,404円～）です。お
気に入りを詰め込んで、自分へのごほうびに！

※イチゴシャンデは要冷蔵の商品のため、持ち歩きは2時間程度までが目安となります。

カラフルなチョコボールを
自分へのギフトに！

交差点の角にある店のショーケースには、さまざまな種類のどら焼きが並
んでいます。おうちチョコを楽しむなら、洋×和のハーモニーが楽しめる
「チョコクリームどら焼き（220円）」を！ ぎっしり詰まったチョコクリー
ムが口いっぱいに広がり、幸せ気分が味わえます。

一口頬張れば心が満たされる
濃厚なチョコクリーム

神保町

〒  東京都文京区本郷3-22-9　
03-3815-9554
日曜・祝日

丸ノ内線本郷三丁目駅から徒歩6分

オザワ洋菓子店

etc.アルコール消毒 スタッフのマスク着用

四谷
三丁目

〒   東京都新宿区四谷3-4-8 SCビル1F　
年中無休

丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩1分

CHOCI�TOKYO�四ツ谷本店

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

チョキトーキョー

自然由来の着色料で
コーティング！

あ

んこ
や鳴門

金時芋のどら焼
き
も
！



おうちチョコで
幸せ気分！

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

フルーツサンド  
鴨田潤 featuring 寺尾紗穂（かもだ・じゅん featuringてらお・さほ）

ナイスポーズ
RYUTist（りゅーてぃすと）

レーベル：カクバリズム

レーベル：PENGUIN DISC

好きっていう気持ち
坂本慎太郎（さかもと・しんたろう）

レーベル：zelone records

“甘い時間”にぴったりの音楽！

不思議なエフェクトがかかったピアノ
から始まり、浮遊するような電子音が重
なっていくのが印象的。寺尾紗穂さん
による歌唱が、真っ直ぐで気持ち良い
のも魅力です。大切な人がフルーツサ
ンドを食べる姿を見つめた歌詞が、心
を温かくしてくれます。甘い物を食べ
て幸せになる、そんな時間にぴったり！

音楽の世界観と歌詞に癒やされて

ゆっくりとしたテンポのリズムに、緩
いギターとスティールギターが交わっ
て、どこかエキゾチックな雰囲気も感
じる音楽。今の、新しい日常を描いたよ
うな歌詞も印象的です。音楽を聴いて、
きちんと踊ろう、というメッセージが
心に届き、チョコを頰張りながらポジ
ティブな気分になれるはず。

ハッピーが存分に詰まったサウンド

新潟市の古町を拠点に活動する4人組ア
イドル・RYUTistによる楽曲です。シン
ガーソングライターの柴田聡子さんの
プロデュースで、かわいらしいサウンド・
プロダクションにヴォーカルが甘く絡ま
るような雰囲気が。それぞれの幸せが
ギュッと詰まっていて、おうちで聴きな
がらスイートな気持ちになれます。

今月のテーマ

ピンブローチを
洋服、バッグ、帽子の
アクセントに

季節を感じる梅モチーフの
千代紙小箱
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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。

アート作家の姉妹が経営するジュエリーやバッグの店。「雑貨するアー
ト」がテーマで、取り扱う商品の一つ一つにこだわりが感じられます。
分度器をモチーフにしたブローチ（3,300円）や、ランタンの形をした
鉛筆削り（605円）など、ここでしか手に入らないアイテムが魅力。気
分が明るくなるアート雑貨で、すてきなおうち時間が過ごせそう。

〒 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
03-3272-3801
祝日、年末年始

銀座線・東西線日本橋駅から徒歩1分

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

榛原

創業200年を超える和紙のお店。店内は色鮮やかな和紙を使った小物
やレターセットなどが陳列され、色の鮮やかさに思わず目を奪われま
す。丁寧に仕立てられた「華たんす（3,960円）」は小物をすっきりと
収納。時計やアクセサリー、裁縫道具などの整理整頓に大活躍！

お部屋がパッと華やかに！
和小物を暮らしに取り入れて

作家のこだわりがギュッと詰まった
ここにしかない1点ものが充実

心を豊かにする 
アートな小物・雑貨を生活に
真冬のおうち時間がもっと楽しくなる
“アートなアイテム”を飾ってみてはいかが？�

880円

1,650円

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

〒 東京都渋谷区神宮前4-31-16 原宿 '80 3F
03-3479-6303
不定休

千代田線・副都心線明治神宮前〈原宿〉駅から
徒歩6分

Sis.
シス

明治神宮前
〈原宿〉

日本橋

はいばら
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メトロジャーナル  Vol.11M ETR O Journal東京メトロの取り組みを紹介する

東京メトログループでは、鉄道事業のほかにも

さまざまな事業を展開しています。東京メトロをご

利用いただく沿線のみなさまの暮らしを、より豊か

にするための取り組みについてご紹介します。

東京メトロの関連事業を
ご紹介します！

駅の外で展開する、意外な「東京メトロ」をご紹介！

流通・広告事業部
金田桃子さん

駅構内のスペースを
活用し、便利な暮らし
をサポート。

駅構内の便利を！
駅以外の場所でも、
沿線のみなさまの暮
らしをより豊かにす
るサービスを展開。

暮らしのそばに

地下鉄のほかに、こんなことも！

&

次ページでは

紹介するのは

それぞれの担当者が
このような視点で
 取り組んでいます！

便利で快適な暮らしを
サポートできるように
努めています！ 

駅工事等により創出された駅構内のスペースを有効活用。みなさまが立ち寄
りやすく、便利な店舗を展開しています。

移動の合間に立ち寄れて、便利にお使いいただける各種自動販売機やATM、コ
インロッカー、最近では外貨自動両替機やモバイルバッテリースタンドなどの設
置も。みなさまの快適で便利な暮らしにお役立ていただけるようにしています。

駅構内の便利を！

ぜひご利用
ください

通勤・通学の合間にサッと立ち寄れて
便利に、楽しく、お買い物できる店舗です！

お客さまが求める「便利」に応える
設備を拡充しています！

自動販売機・外貨両替機・ATM モバイルバッテリースタンド

メトロピア

Echika fit

Echika

東西線高架下スペースで栽培している安全・安心な野菜「とうきょうサラダ」
のほか24時間出し入れ自由のレンタル収納スペース、東陽町駅から歩いて
行けるゴルフ練習場など、沿線のみなさまの暮らしをより豊かにできるよ
う取り組んでいます。

駅以外の場所でも
暮らしを豊かにするサービスを

駅構内の「Echika」「メトロピア」などはご存じでしょうか。これらの商業施設
は、みなさまの暮らしに寄り添い“もっと便利に”なることを目指して運営して
います。駅直結商業ビルである有楽町線池袋駅直結の「Esola池袋」、丸ノ内
線後楽園駅直結の「メトロ・エム後楽園」も、ぜひ立ち寄ってみてください！

駅でさっと立ち寄れて
より楽しく、より便利な暮らしへ
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東京メトログループでは、便利な暮らしのサポートを
目指し、さまざまな事業を展開してまいります。

東西線の高架下のスペースで、農薬や土を一切使用せず、安全・安心な東京
産の野菜「とうきょうサラダ」を育て、販売しています。ホテルやレストラン
への販売のほか、「ローソンメトロス葛西店」での店頭販売も行っています。

高架下のスペースを活用した、無農薬の
野菜づくりで「安全・安心」を届けます！

さらに

PASMO機能を備えたクレジットカード
「Tokyo Metro To Me CARD」を発行して
います。「メトロポイントPlus」にお申し込
みのPASMOのご利用に応じて、メトロポイ
ントをおトクに貯めることができます。

おトクに、便利に、お買い物できる！
キャッシュレスでのお支払いをサポート

移動時間のひとときに訴求できるメディアとして、紙媒体だけで
なく、デジタルサイネージを車内や駅構内などに設置し情報を幅
広くお伝えできるようにしています。

みなさまに、さまざまな情報を
幅広くお届けする広告メディアを展開！

沿線のみなさまの
暮らしをより豊かに！

開放感あふれる3階建て＆
90打席で、のびのび練習し
ていただけます。基本練習
はもちろん、アプローチや
バンカーなどの技術向上に
役立つプロによるレッスン
も。周辺にお住まいの方に
もご利用いただいており、 
“アットホームな雰囲気で
利用しやすい”というお声
も寄せられています！

高架下や遊休地を有効活用したレンタル収納スペースです。空調・換気設備
を完備し、6種類の部屋サイズからお選びいただけます。明るい空間の中で荷
物の出し入れがしやすく、24時間・年中無休で自由にご利用いただけます。

感染症対策を行い、清潔感あふれる空間の中で、快適に過ごしていただ
けるように努めています。

暮らしのそばに

ご存じ
ですか？

東陽町駅から徒歩8分のところにある
大規模なゴルフ練習場です！

安全・安心なレンタルスペースで
地域のみなさまの住空間を快適にします！

メトログリーン東陽町

メトロクローゼット（南千住・東葛西）

CLOSE UP!

CLOSE UP!

大切な荷物をお預かりするので“安全・安心”を第一にしたサービスを
提供しています。

空調・換気の完備／24時間365日監視の防犯カメラ／ICキー導入／管理費・共益費は一切なし

※新型コロナウイルス感染症の影響により、提供サービスは変更される可能性があります。
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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

第32回メトロ文学館「詩」入賞作品発表！
東京の季節や風景、日常の中で感じた想いを募集
あなたの作品が選ばれているかも？

 「第32回メトロ文学館」では、
「東京で感じるあなたの心」を
テーマに昨年10月1日（木）～
11月30日（月）まで作品を募集
いたしました。応募作品の中か
ら選ばれた優秀作品6作品と、
入選作品20作品を2月15日（月）
よりメトロ文化財団公式HPに
て掲載いたします！ 今回もたく
さんのご応募ありがとうござい
ました。ぜひご覧ください。

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）　

掲載期間  
2月15日（月）～28日（日）

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。

活用する

まだアプリをお持ちでない方は、今すぐチェック！ 
今後も、移動に役立つ機能を追加予定です。

新しい「東京メトロmy!アプリ」を利用するには？

東京メトロmy !アプリHP 

見る

新しい「東京メトロmy!アプリ」への
アップデートはお済みですか？

1月下旬からスタートしています！

リニューアルした「東京メトロmy!アプリ」は、
便利な機能が満載！ 今回はその中の
一部の機能をご紹介します。

「東京メトロmy!アプリ」はここが便利！

❶  「App Storeアプリ」を開き、右上のアカウントアイ
コンをタップします。

❷  画面を下にスワイプすると、アップデート可能な
アプリが表示されるので「東京メトロmy !アプリ
【2021年版】」をアップデートします。

❶   「Google Play ストアアプリ」を開き左上のメニュー
をタップします。

❷    「マイアプリ＆ゲーム」を選択し、「東京メトロmy !
アプリ【2021年版】」を更新します。

旧「東京メトロアプリ」をご利用の方は、
アップデートが必要です。

ご利用の路線の各列車の走
行位置や、列車内の混雑状
況をアイコンで分かりやす
く表示します。

列車走行位置や
混雑状況が
ひと目で分かる

その１

各駅の時刻表や駅構内図、乗
り換え路線の列車走行位置が
簡単に確認できます。

乗り換えに必要な
各情報が確認できる

その２

アプリのアップデート方法をご紹介します。

以前の「     東京メトロmy!アプリ」をご利用の方は、各ストアから
新しい「     東京メトロmy!アプリ」をダウンロードしてご利用ください。

Android

iOS

除菌・抗菌対応
済み証明写真機

メトロ文化財団公式HP

スタジオセンター公式HP

お問い合わせ スタジオセンター
TEL.0120-197-322



「ふくしまの酒まつり」オンラインイベント開催！
今年はおうちで「ふくしまの酒まつり」を楽しもう！ 
参加者には豪華特典も

銀座線新橋駅から徒歩３分の新
橋駅前SL広場で開催される毎年恒
例の人気イベント「ふくしまの酒ま
つり」。昨年は福島県内での開催が
実現し、今年はオンラインイベント
「福島酒援ライブ」とコラボレー
ションして初開催！ イベントにお
申し込みいただいた方には福島県
産の日本酒をご自宅にお届けしま
す。音楽の配信ライブとともに、特
別なおうち時間をどうぞ！

墨田区に根付く地域文化と、
職人をご紹介！
伝統工芸職人の代々受け継がれる技をご覧ください

有楽町線池袋駅と副都心線池袋
駅との連絡通路に設置されたパネ
ル展・Echika池袋ギャラリー。今
回ご紹介するのは、墨田区の「職
人の技」。「いきいきTOKYO夢職
人」と題し、同区の地域文化をご覧
いただけます。本企画は、地下鉄
沿線の地域文化の振興や伝承支
援に資するため、沿線地域におけ
る伝統工芸・芸能・文化遺産、祭
りなど、さまざまな文化行事をご
紹介しています。

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） 

「サードシュガー ショコラティエ」が
Metro's Sweet Spot飯田橋に出店！
人気のハイブリットスイーツがエキナカで味わえる！

日本橋人形町で大行列を作る「シュークリー」。その看板商品のシュークリーム
を専門に取り扱う「サードシュガー」が、「サードシュガー ショコラティエ」と
して、Metro's Sweet Spot飯田橋に出店します！ バレンタイン限定のチョコ
レートクリームがたっぷり入ったシュークリームや、サクサク生地がのった
クリーミーなショコラムースをご用意。人気店の限定商品をお見逃しなく！

お問い合わせ
ゼニスインターナショナル株式会社
TEL.048-669-4477（9：00～17：00日祝除く）
https://www.zenithinternational.co.jp/

お問い合わせ 福島県県産品振興戦略課
TEL.024-521-7296

めとろ庵  東陽町店・門前仲町店がオープン！
一杯で二度も三度もおいしい！
エキナカで、つかの間のひとときを

そば・つゆ・天ぷらにこだわった、エキナカで楽しめ
る本格そば「めとろ庵」。昨年12月15日（火）に、東陽
町店と門前仲町店が２店舗同時にオープンしました！ 
いつでもできたてを提供できるよう生そばを使用。コ
シのあるそばは、風味豊かでコクのあるつゆと相性バ
ツグンです。かき揚げは、サクサクとした食感でボ
リューム満点！ ぜひお立ち寄りください。

お問い合わせ
（株）メトロプロパティーズ CS推進部 広報担当　

TEL. 03-5827-5837 （10：00～17：00土日祝除く）
http://www.metro-pro.jp/

開催期間   2月27日（土）
 18：00～20：00

有楽町線・副都心線「17000系」記念グッズ登場！
「17101」の文字が光り輝くキーホルダーを
新たなコレクションに加えてみませんか

東京メトロで定番の記念グッズアイ
テム「銘板キーホルダー」に、2021年
2月デビューの新型車両、有楽町線・
副都心線「17000系」の銘板レプリカ
キーホルダーが仲間入りします！ 
有楽町線のラインカラー・ゴールド
と、副都心線のラインカラー・ブラウ
ンをあしらった華やかな化粧箱に収
納。この機会にぜひチェックを！

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

買う
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お問い合わせ
room EXPLACE 門前仲町
03-5809-8112（10：00～12：00、13：00～16：30）
https://roomexplace.jp/

「R&Bホテル東京東陽町」でリモートワーク！
コーヒーとドリンクをお好きなだけ！
毎朝ホテルで焼き上げるパン（数量限定）も

開催期間   開催中～3月31日（水）まで

メトロ文化財団公式HP

東京メトロのコワーキングスペース
「room EXPLACE」の会員さま限定！ R&B
ホテル東京東陽町のラウンジや客室を
ワークスペースとしてご利用いただけます。

開催期間  
開催中～2月25日（木）

  副都心線池袋駅構内

開催期間  
2月1日（月）～14日（日）　  有楽町線・南北線飯田橋駅中央口改札内
営業時間  

 11：00～22：00（日曜・祝日・最終日は20：00まで）

17000系銘板キーホルダー
1,500円（税込み）
本体：H40mm×W80mm
全長：125mm
化粧箱：H65mm×W130mm×D30mm

クリーミーショコラ
380円（税込み）

左

右 シュークリーム（チョコレート）
325円（税込み）

メトロプロパティーズ リテール事業部HP

めとろ庵  東陽町店  
 7：00～21：00
  東西線東陽町駅1番出口横
03-6659-8580

めとろ庵  門前仲町店  
 7：00～21：00
  東西線門前仲町駅3番出口横
03-5875-9020

「ラウンジでゆったりワーク」

「お部屋で巣ごもりワーク」

 1分10円（税込み）　  11：00～17：00

 1回3,500円（税込み）　  9：00～18：00

プラン①

プラン②

ラウンジで優雅にコワーキング 

ベッドやリネンが使えてワーケーション気分

知る

←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

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
発売日  2月15日（月）

• 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！

めとろ庵公式Twitter　＠MetroanOfficial
※新型コロナウイルス感染状況により、営業時間が短縮している場合がございます。

メトロの缶詰HP

※申し込みはPassmarketから行います。
  R&Bホテル東京東陽町（東西線東陽町駅3番出口から徒歩1分）

体験する

食べる

第2回福島酒援ライブ  Passmarketページ



今月の T R Y !

バレンタインデーのある2月。
心ときめくものに触れてみませんか？

香りの器
高砂コレクション  展

PICK UP EVENT!

高砂香料工業が収集した古代オリエントの香油壺や近代ヨー
ロッパの香水瓶、日本の香道具など約 240点を展示。洋の東西
を問わず香りにかかわる質の高い作品に心惹かれます。

心ときめくお出かけ

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！

19世紀のボヘミアン・ガラスの香水瓶
シリーズなど、西洋の作品は特に華麗か
つ可憐です。また、その後に日本の伝統
的な香道具類を見ることで、香り文化の
多様性と奥深さをより感じられます。

パナソニック
汐留美術館
宣伝広報
倉澤敏郎さん

01_2019年会場写真　03_〈シャンドワゾー〉ボンボンショコラセット（10個入）2,651円（税込）催物会場　06_「フランス窓便り」単行
本カバーイラスト　1978年7月発行　原画　田渕由美子／画

開催中～ 3月21日（日）
パナソニック
汐留美術館

銀座線新橋駅から徒歩6分
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

営

問

水曜休

2月11日（木・祝）～ 6月6日（日）
田渕由美子展　
～ 1970’s『りぼん』おとめちっく♡メモリー～

06

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
弥生美術館場

10：30~16：30 ※入館は閉館の30分前まで
03-3812-0012
月曜・火曜、2月24日（水）
※ただし2月23日（火）は開館
※日時指定予約制

営
問
休

2月20日（土）～ 3月21日（日）
ねこまつり at 湯島
～猫でつなぐ湯島のまち～

05

銀座線末広町駅・丸ノ内線御茶ノ水駅・
千代田線湯島駅下車
湯島・本郷地域の各参加店場

店舗ごとに異なります
03-6806-0252（主催者事務局）

営
問

2月20日（土）・21日（日）
鳥フェス浅草 2021

01

銀座線浅草駅から徒歩5分
東京都立産業貿易センター台東館場

20日（土）　13：00~17：00
21日（日）　10：00~15：00
03-6427-5115（主催者事務局）

営

問

開催中～2月14日（日）
チョコレートパラダイス2021

02

丸ノ内線・有楽町線池袋駅から徒歩1分、
副都心線池袋駅から徒歩5分
西武池袋本店7階催事場場

10：00~21：00（日曜・祝日~20：00、
最終日 ~18：00）
03-3981-0111 不定休

営

問 休

開催中～2月14日（日）
GINZA SWEETS 
COLLECTION 2021
『Love Letter』～スイーツに想いをのせて

03

銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅から徒歩すぐ
銀座三越新館7階催物会場、
本館地下2階ギンザフードガーデンほか

場

10：00~20：00（最終日~18：00）
03-3562-1111

営
問

2月10日（水）～ 23日（火・祝）
丸猫展

04

丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線大手町駅
から徒歩5分
※丸ノ内線東京駅からも同じく徒歩5分
丸善・丸の内本店４Fギャラリーほか場

9：00~21：00、火曜~16：00
03-5288-8881

営
問 2月21日（日）休

※会期中入れ替えあり

赤色ガラス香水瓶
18世紀 高砂コレクション

マイセン　色絵香水瓶「子犬」 
19世紀 高砂コレクション

被せガラスエナメル金彩花文香水瓶
19世紀 高砂コレクション

ルネ・ラリック　香水瓶「ユーカリ」 
1919年 高砂コレクション
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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

※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_能装束「紅地籠目牡丹蝶模様唐織」　江戸時代・18世紀　大倉集古館蔵　03_白川義員《ザ・ウェーブ、アメリカ》作家蔵

2月8日（月）～ 3月8日（月）
湯島天神観梅会

05

千代田線湯島駅から徒歩2分
湯島天満宮境内場

10：00~16：00
03-3836-0753

営
問

2月9日（火）・10日（水）
第 7回町工場見本市 2021

06

有楽町線有楽町駅直結
東京国際フォーラム展示ホールE1場

10：00~17：00
03-3273-6180（主催者事務局）

営
問

2月27日（土）～ 5月9日（日）
白川義員写真展 
永遠の日本／天地創造

03

日比谷線恵比寿駅から徒歩10分
東京都写真美術館3階展示室場

10：00~18：00 ※入館は閉館の30分前まで
03-3280-0099
月曜

営
問
休

開催中～2月23日（火・祝）
第三十九回 上野東照宮
冬ぼたん

04

銀座線・日比谷線上野駅から徒歩5分
上野東照宮ぼたん苑場

9：30~17：00 ※入苑は閉苑の30分前まで
03-3822-3575

営
問

2月1日（月）～25日（木）
第 39回紅梅まつり

02

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 北野神社場

9：00~17：00
03-3812-1862

営
問

2月2日（火）～ 3月28日（日）
※開催延期 詳細は公式HPにて

因州×備前 池田家の能面・能装束

01

南北線六本木一丁目駅から徒歩5分
大倉集古館場

10：00~17：00 ※入館は閉館の30分前まで
03-5575-5711
月曜（ただし祝日は開館し翌日休館）

営
問
休
※入場制限を行う場合があります
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iPhoneとApple Watchで
PASMOが使えるように

なりました！

安心でスマートな日常へ！

Apple PayTMでPASMOが使えるようになりました。端末をかざすだけ
で簡単に非接触のお支払いが可能。より快適にご利用いただけます。

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2021年1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）

Apple PayTMのPASMO簡単ステップ

メリットいろいろ

iOS14.0がインストールされた iPhone 8以降、またはwatchOS7.0がイン
ストールされたApple Watch Series 3以降 （Face ID、 Touch IDまたはパ
スコードが設定されているもの）

〈対象端末〉

チャージ方法や使い方など、詳しくはこちら

Apple Pay TMのPASMOに関する公式HP   https://www.pasmo.co.jp/mp/app/

さあ、今日からはじめてみましょう！

※PASMO・モバイルPASMO は株式会社パスモの登録商標です。 ※Apple Store、Apple Storeのロゴ、iOS、iPhone、
Apple Watch、Apple Pay は Apple Inc.の商標です。 ※iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用
されています。

・ お手持ちのPASMO
　カード、PASMO定期券
　を移行する
・ 新しくPASMOをつくる

こちらから

・ 新しくPASMOをつくる
・ 新しくPASMO定期券を
　つくる

こちらから

手軽にはじめたい方は
こちらがオススメ！

紛失・盗難時にサポートが
必要な方はこちら！

Walletアプリで
はじめる

PASMOアプリで
はじめる

非接触 いつでも
チャージ

並ばず
定期券購入

電車もバスも
 買い物も、

さらに便利に！

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



3月号
のメトニューは！

世界旅行を  
トーキョーで！

東京メトロ沿線から、

異国情緒が漂うスポットや

海外の家庭料理が味わえる

お店をご紹介予定です！

世界旅行に行ったような気分を

休日に味わってみてはいかが。

次号もぜひお楽しみに！！

改札口近くのラックをぜひCHECK！


