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ネタはなす＆しいたけ！？
絶品の野菜すし

生産者の心を感じる
新鮮でみずみずしい旬野菜

無農薬・無肥料の
野菜を使った料理

トマトを使った
あま～いスイーツ

東京ではココにしかない
希少な品種の焼きいも！
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〒   東京都新宿区新宿3-31-1 第2大伸ビル B1F　
03-6380-4644

  https://tabelog.com/tokyo/A1304/
A130401/13124113/
不定休

丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩1分

東京ドミニカ

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

席の間の仕切り etc.

〒   東京都新宿区神楽坂6-50 フカガワビル 1F　
03-5579-2094

 https://yasaikeikaku.com/
年中無休（お盆・年末年始を除く）

東西線神楽坂駅から徒歩1分

神楽坂野菜計画

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

etc.常時換気

札幌のスープカレーを東京
で味わうならココ！ 「野菜
スープカレー（1,230円）」
は、素揚げした野菜がいっ
ぱいでぜいたく。和風だし
をベースにスパイスを効か
せて、野菜のうま味を最大
限に引き出しています。
ターメリックライスをさっ
とスープに浸して、野菜と
一緒に食べるのがおすすめ
です！

野菜のうま味が引き立つ
和風だし香るスープカレー！

新宿
三丁目

無農薬や産地直送の野菜を販売する店。生産者である農家
と消費者をつなぐことをモットーにした、安全・安心な旬
の野菜が並んでいます。料理するのが楽しくなる、色彩が
美しい野菜をぜひ！

生産者を近くに感じる
こだわりの野菜を食卓に！

草花が色づき、景色も鮮やかになる春。
毎日の食事でも、野菜の彩りを感じてみては。

ヘルシーな野菜のおいしさが楽しめる、
さまざまなお店をずらりとご紹介します。 

おいしい！
野菜のチカラ

※ 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。

神楽坂

無農薬・無肥料による自然栽培の野菜を使った料理が楽しめる店。新鮮な野菜のお
いしさが際立つ「ナーリッシュサラダ（1,078円・写真右）」、ほくほくのじゃがいも
の味を生かした「ぽてさらコロッケプレート（1,386円・写真左）」など、料理人のこ
だわりが詰まったメニューで、大地の恵みを存分に感じることができます。

※ 店頭の品ぞろえや料理に使われている野菜の種類は、
時期や入荷状況で変更となる可能性がございます。

駒込

〒    東京都豊島区駒込1-37-8 コーポ市川 2F　
03-3944-8300

 http://k-nourish.tokyo/
年中無休（お盆・年末年始を除く）

南北線駒込駅から徒歩1分

駒込ナーリッシュ

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 etc.定期的な換気

大地の恵みを存分に味わえる！
“自然野菜”を使った料理

農家と直接やり取り
して仕入れた
新鮮な旬野菜！

どちらのメニューも
テイクアウトOK
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量り売りの
「レモン大根（216円／

100ｇ）」も！

デザート感覚で食べられる「柚子トマト（648円・
写真左）」や、ごはんのおともにぴったりの「菜の花
漬（432円・写真右）」など、店主の目利きが光る商
品がずらり。着色料や添加物などを使わない、全国
各地の野菜の漬物が食卓に幸せを運びます。

全メニューに、世界各国のさまざまなトマトを使用し
たイタリア料理の店。中でも「イベリコ豚のミニトマ
ト添え（2,200円・写真右）」はジューシーな肉のうま
味と爽やかなトマトの酸味が絡み合って美味。丸ごと
トマトにコクのあるソースがたっぷりかかった「完熟
トマトのチュミチュリサラダ（990円・写真左）」も
おすすめです！

その名の通り、さつまいもの専門店です！ 「やきいもプリン（プ
レーン・300円）」「紫芋“塩”シェイク（480円）」などを販売。東
京都内ではここでしか味わえない、茨城県鉾田市・國井さんが生産
したシルクスイートという品種の「やきいも（Ｓ・440円～）」は、
一口でそのおいしさのとりこになってしまうこと間違いなし！　

驚きのおいしさに出合える！
バラエティゆたかなトマト料理

さつまいもスイーツの
ぜいたくな甘さに魅了される！

この店で人気なのが「野菜のにぎり八品（2,160円）」。芽ねぎ
にはうずらの卵を添え、しいたけは丁寧に煮る。親方が丹精
込めた野菜のにぎりは、見た目も美しく、思わずため息がこ
ぼれるほど。季節に応じた旬野菜のすしが、訪れる人を笑顔
にしてくれます。

繊細な手仕事によって
旬野菜とシャリが調和する
“絶品すし”に感動

白金台

〒   東京都港区白金台5-15-1 アド白金台 B1F　
03-5793-3555

 http://www.shirokanedai-sushicho.com/
月曜

南北線白金台駅から徒歩5分

白金台 すし兆

アルコール消毒

換気の徹底 etc.

スタッフのマスク着用

〒   東京都文京区千駄木2-33-6　
03-5834-0602

 https://www.8739.biz/
水曜

千代田線千駄木駅から徒歩1分

やなぎに桜

アルコール消毒 常時換気 etc.スタッフのマスク着用

トマトソースたっぷりの
パンナコッタ（605円）も人気！

池袋

清澄
白河

千駄木

〒   東京都豊島区東池袋1-13-13 2F　
03-6914-1411

 http://tomato-de-luce.com/
日曜

丸ノ内線・有楽町線・副都心線池袋駅から徒歩 6分

TOMATO TOMATO DE LUCE

アルコール消毒

定期的な換気 etc.

スタッフのマスク着用

トマト・トマト・デ・ルーチェ

〒   東京都江東区平野3-8-16 Kiyosumi Park Terrace 1F　
050-3553-4548

 https://www.oimo-lab.net/
不定休

半蔵門線清澄白河駅から徒歩8分

oimo lab.
おいもらぼ

四季折々の味が楽しめる！
毎日の食卓を彩る野菜の漬物

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 定期的な換気 etc.

さつまいもの味を
ダイレクトに

感じられるスイーツ



今月のテーマ
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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。

日本で作られた文房具を中心に扱うお店。気分が明るくなるよう罫線の色合
いにこだわったリングノート「LIFE シナモン（495円～）」をはじめ、三角モ
チーフの「トライスクルハサミ（1,320円）」や「陶器の軽トラ（880円）」な
ど、個性派アイテムがずらり。「他では見ないようなものを集めたい」という
店主のこだわりが詰まった文房具を、新生活のおともにいかが。

毎日の暮らしを“旅”ととらえ、その日常がもっと楽しく、もっとワクワク
できるようにと考えられた文房具や道具がたくさん並びます。看板商品の
「トラベラーズノート（4,400円）」は、使うほどに味が出る牛革を使用。
「チャーム（1,100円～）」や「ジッパーケース（3,080円）」でカスタマイズ
して持ち歩けば、お気に入りの文房具と一緒に旅している気分に！

持ち歩きたくなる文房具で、
日常の中に“旅気分”を。

メイド・イン・ジャパンな
“個性派文房具”で心にシゲキを!!

文具を新調！で
やる気アップ!!
自分の手になじむ “ とっておき ” を選べば
仕事に、趣味に、より気持ちが高まりそう！

〒 東京都目黒区上目黒 3-13-10 
03-6412-7830

 https://www.travelers-factory.com/
火曜

日比谷線中目黒駅から徒歩3分

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

TRAVELER'S  FACTORY
トラベラーズ ファクトリー

特集で登場したお店の皆さんに
その街の魅力を語ってもらいました！

METRO TOWN STORY

人との交流を大切にする

お店が多く、みんなで

街を盛り上げています！

この街を行き交う人の

多彩な表情が

活気を生み出しています

神楽坂野菜計画（P.2）
河合洋輔さん

やなぎに桜（P.4）
柳沢博幸さん

日仏会館やフランス人学校があることから、神楽坂
はリトルフランスとも呼ばれています。本格的なフ
ランス料理も楽しめるのでぜひ。

昔から住んでいる地元の方の気さくな雰囲気がと
ても好きです。地方から訪れる人も受け入れるゆっ
たりとした空気が、この街にはありますね。

ここが
ポイント

ここが
ポイント

神楽坂

千駄木

アルコール消毒 etc.スタッフのマスク着用

〒 東京都文京区千駄木2-39-5-102 
 http://goat-shop.com/
月曜～水曜

千代田線千駄木駅から徒歩3分

GOAT
ゴート

持ち運びしやすいサイズで
いつでも一緒の旅へ！

手に当たりにくいリングなど
細部へのこだわりも！

中目黒

千駄木

神楽坂は、坂の上と下でがらりと表情が違っていて、散策するのが
楽しい街です。店を構える神楽坂商店街は、昔からずっと続いてい
る店もあれば、新しい店もあって、その融合を楽しんでもらえるは
ず。この街を盛り上げようと、店同士が協力し合っていますね。

店の扉が開放的なこともあり、街の様子がよく見えます。地元の人
が日常の買い物をしていたり、観光客が楽しげに歩いていたり、さ
まざまな人が行き交っている様子が賑やかですね。そういう多彩な
人の表情が、このあたりの活気につながっているのだと思います。
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メトロジャーナル  Vol.13M ETR O Journal東京メトロの取り組みを紹介する

QRコードの読み取りで、駅構内の移動ルート
を導き出し、「進む方向」や「距離」などを目的
地まで音声でご案内します。

現在の位置から目的地まで
駅構内の移動ルートをご案内します！

視覚障がい者の方を誘導するための点字ブ
ロックに、QRコードを設置。アプリを通して
の読み取りが可能です。

点字ブロック上またはその付近に
QRコードを設置しています！

駅構内の移動ルートを音声でご案内するシステム
「shikAI」。1月に本格始動したこのシステムは、「Tokyo 

Metro ACCELERATOR（東京メトロアクセラレー
ター）」プロジェクトによって実現しました。外部企業と
の共創と、実用化に向けたさまざまな実証・実験など、
本格始動までの過程についてご説明します！

視覚障がい者
ナビゲーションシステム

実用化できた今が本当の始まり。
 “共同プロジェクト”だからこそ
実現できたシステムです。

「Tokyo Metro ACCELERATOR」による
外部企業との共創によって
実現することができました！

2021年4月現在、
視覚障がい者の方の利用が多い
全9駅でご利用いただけます！

についてご紹介します！

シ　　カ　　イ

「shikAI」

企業価値創造部
森井亮太さん

本格始動までに行われた「実証・実験」についてご紹介します！

視覚障がい者の方に向けてのサポートは、これまで点字
ブロックや券売機の点字などが主なものでした。さらなる
サポートはできないかと考えていたところ、2016年に始
まった「Tokyo Metro ACCELERATOR」に、リンクス
株式会社さんからの「shikAI」の原案となる応募があり、
非常に魅力的だと感じたのがプロジェクト始動のきっかけ
でした。
外部企業とともに、実際に駅構内を使用した実証・実
験を行うことで、視覚障がい者の方のリアルな意見を吸
収。実用化の本格始動で、ようやくこのプロジェクトの
本当の始まりを迎えたと、実感していますね。

アプリ開発のプロ集団と、駅構内を熟知する東京メトロが手を組むことで、実際に
駅を利用する視覚障がい者の方の“本当の声”を知ることができ、実用化できたと
思っています。

ホームドアが整備され、視覚障がい者の方のご利用が多い駅を中心に、2021年4月
現在、合計9駅でご利用いただけます。今後、さらに対象駅を拡大する予定です。

東京メトロがこれまで培ってきた技術や資源を、外部企業の新しいアイデアと
組み合わせることで「新たな価値」を生み出し、新規事業を創出するプロジェ
クト。初年度にあたる2016年の最終審査を通過したのがリンクス株式会社
（当時「プログレス・テクノロジーズ株式会社」）です。

Tokyo Metro ACCELERATORとは

※shikAI窓口担当者からの操作方法の説明など事前準備が必要です。
※視覚障がい者に向けたアプリのため、晴眼者は使用できません。

1月よ
り本格

始動！

辰巳 西早稲田新木場 北参道

外苑前 東池袋明治神宮前
〈原宿〉

護国寺 豊洲

東京メトロの駅構内の点字ブロックに設置された
QRコードを iPhoneのカメラで読み取っていただき、
目的地までの駅構内の移動ルートを音声によって
ご案内するシステムです。

shikAIとは……？
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総合研修訓練センターの模擬駅や、実際の駅で！

T o k y o   M e t r o 
ACCELERATOR
でリンクス株式会
社（当時「プログレ
ス・テクノロジーズ
株式会社」）の提案
が最終審査を通過。

年2016

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※iPhoneはApple Inc.の商標です。

何度も実証・実験を繰り返し、
より細やかなニーズを知ったことで
精度の高いシステムになりました。 事前準備が必要となります

晴眼者の方はご利用いただけません

アプリによるご案内の流れを
ご紹介します

利用方法

「shikAI」システムの提供を本格的にスタート！
年2021

❶ アプリを起動
❷ 点字ブロック上のQRコードを読み込む
❸ 目的地のカテゴリー、目的地を選択
❹ 音声ガイドが開始 

STEP1 shikAIアプリをダウンロード
iOS14.0以降に対応するiPhoneをご用意の上、App Storeにて「shikAI」と
検索し、アプリをダウンロードしてください。

STEP2 利用案内メールによる手続き
アプリを起動し、アプリ内でshikAIアカウントを登録いただくと、ご登録いた
だいたメールアドレスにご利用案内の連絡が届きます。必要事項を入力いただ
くと後日、shikAI窓口の担当者より電話でアプリ説明日程の案内があります。

STEP3 shikAI窓口の担当者によるアプリ説明
shikAI窓口の担当者がアプリの操作方法をご説明し、実際に点字ブロック上
でご使用いただきます。そして、shikAI窓口の担当者からshikAI認証キーが
付与されるとアプリが利用できるようになります。

駅をご利用のみなさまに
これからも「新しい価値」を

お届けできるよう努めてまいります。

東京メトロ総合研修訓練センター内の模擬駅で実証・実験を開始。QR
コードを読み取った際の「現在地の位置情報」の正確さなどの検証を繰
り返しました。

年～2017

点字ブロックにQRコードを取り付ける案が出たのは模擬
駅での実証・実験の結果があったからです。最初のアイデ
アでは、どうしても距離にズレが生じてしまう。これは、模
擬駅で実際に使ってみたからこそ分かった結果ですね。

CLOSE UP!

辰巳駅で、QRコードを使っ
たシステムがホームや改札口
など実際の駅の構造にもきち
んと対応できるのかを実証・
実験。視覚障がい者の方々の
ニーズに応えられているのか
も細かく検証しました。

年2018

QRコードを読み取る際の手元から足元までの距離、歩き
出すときのスピードは、お客さま一人ひとりで異なりま
す。そういった、個別のニーズにきちんとお応えできてい
るか、検証を重ねました。

CLOSE UP!

辰巳駅や新木場駅で、一般公開に向けての導入検証を実施。

年2019

2017年に初めて駅での実証・実験を開始したときには想
定外のこともありましたが、最終の実証・実験の際には、
ご協力いただいたみなさま全員が目的地まで到着するこ
とができました。

CLOSE UP!

メインナビゲーション
メニュー 目的地選択



アート感あふれるヴィンテー
ジグッズやスパイスの効いた
アクセサリーなどをセレク
ト。ピアノやシャンデリアに
囲まれた店内は、まるで大人の
ためのモダンな空間のよう。
ワインのテイスティングコー
ナーも併設しています。上質
な空間で、ぜいたくなショッピ
ングはいかがでしょうか。

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）
https://www.metro-pro.jp

買う

営業時間   
 10：30～21：30
  Esola池袋1階（有楽町線池袋駅南通路西改札すぐ）

テーマは“五感のギャラリー”
「GALLERY M ～ヴェニスの商人～」オープン！
体験型のセレクトショップで自由なときを楽しんで

April 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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2021年 10月入社 既卒エントリー開始！
縁の下の力持ち、エキスパート職を募集
鉄道事業の最前線で、一緒に働きませんか？

お問い合わせ
東京メトロお客様センター
TEL.0120-104-106
https://tokyometro-recruit.jp

〈募集要項〉

エキスパート職  運輸（駅・車掌・運転士）、
技術職種

既卒の方。高等学校卒業以上で、1986年4月2日
以降に誕生の方。

詳細はコチラ

知ってト ク するメ ト ロ の話

東京メトロの車内や駅構内でお忘れ物や
落とし物をしてしまったときは、

次の方法でお問い合わせをしていただけます。

※新型コロナウイルス感染状況により、営業時間を短縮している場合がございます。

オペレーターがご案内

お電話でのお問い合わせ

お客さまのご都合に合わせられる

お問い合わせフォーム

※混雑時はお待たせする場合がございます。あらかじめご了承ください。

24時間いつでも、お問い合わせを受
け付けしております。お問い合わせ内
容に関してはメールで返信。お客さま
のご都合に合わせやすく、P C・ス
マートフォンのどちらからもお問い
合わせいただけます。

【受付時間】24時間対応

日本語対応

東京メトロ公式HPもご参照ください。

1

3

所有者が特定できる場合に

0570-033-555
英語・中国語・韓国語対応 0570-033-777

お忘れ物検索サービス
お名前の記載がある「運転免許証」「保
険証」などを含む、遺失された方が特
定できるお忘れ物について、PC・ス
マートフォンでお調べいただける
サービスです。お忘れ物の保管場所・
電話番号・管理番号をご案内します。

【利用時間】7：00～ 22：00

【受付時間】9：00～ 17：00

2

?東京メトロで
お忘れ物をしてしまったら 

日々のたゆまぬ努力と使命感をもって、
お客さまの日常を支え続ける東京メトロ
のエキスパート職。詳細は東京メトロ採
用情報HPをご確認ください。

エントリー受付期間  
5月6日（木）正午まで

応募する

もしもの
ときに！

お忘れ物のお問い合わせ先、受け取り場所、受け取り方法につい
てご案内します。

東京メトロ　忘れ物



新型車両のフェイスタオルが好評発売中！
有楽町線・副都心線の新型車両デザインで
飾っても、使っても、楽しいタオル！

2021年2月デビューの新型車両
である有楽町線・副都心線の
17000系が描かれたフェイスタ
オル。新型車両のイラストに
加え、有楽町線のラインカラー
のゴールドと副都心線のライ
ンカラーのブラウン、両路線の
駅名まで入ったデザインです！ 
同シリーズの千代田線タイプ
も好評発売中。

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） 

テーマは「春・夏を謳う」。あな
たが感じる春・夏や、あなたが
アピールしたい春・夏にちな
んだ写真を募集します。お一人
様3枚まで応募可能ですのでふ
るってご参加ください。応募さ
れた作品の中から各賞を選定
のうえ、後日メトロ文化財団公
式HPにて発表します。応募方
法など詳しい内容は当財団公
式HPをご覧ください。

お問い合わせ
メトロ写真コンテスト事務局
TEL.03-5925-3803（10：00～17：00土日祝除く）
https://www.metrocf.or.jp

募集期間   
4月1日（木）～5月9日（日）必着

「第3回メトロ写真コンテスト」作品募集！
今回のテーマは「春・夏を謳う」！
春や夏に撮られた写真をお送りください

ふくしまの高校生の念い（おもい）を発信！
震災の経験や学びをもとに
高校生が等身大の言葉で語ります

東日本大震災から10年。福島県
内の高校生22名が、東日本大震
災からこれまでに経験したこと、
学んだこと、悩んだことに触れな
がら「私のいまの念い（おもい）」
をプレゼンテーションしまし
た。特設サイトから22名全員の
動画へアクセスできます。ふくし
まの高校生たちが等身大の言葉
で語るストーリーにぜひ耳を傾
けてください。

お問い合わせ
福島県環境創造センター
TEL.0247-61-6129
https://www.fukushima-kankyosozo.jp/fns/

「2021年度のマナーポスター」がスタート！
温かいマナーの輪が広がるよう
交通道徳宣伝ポスターを駅構内や車内に掲出中

2021年度のマナーポスターは「つな
ごう、マナーの『わ』」をスローガンと
しています。東京メトロの路線シンボ
ルのような丸い輪の中に描かれた、鮮
やかなグラデーションのイラストが
特長。ポスターを目にした多くのお客
さまに、思いやりや心くばりを感じて
いただき、お互いの気持ちを大切にし
ながら「和」を保って温かいマナーの
「輪」を広げていってもらえるような
ポスターを展開していきます。

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）
https://www.metrocf.or.jp

参加する

知る

神奈川県（吾妻山）にて
撮影：中谷吉隆（写真家）

14 15

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）

ロゴのレプリカキーホルダーが新発売！
おなじみのMマークと懐かしのSマークを
身に着けて東京メトロの社員気分に！？

メトロファンの心をくすぐるアイテム
が新発売！ 駅の出入口に使用されてい
るハートを模した「Mマーク」と、前身
である帝都高速度交通営団の懐かしい
「Sマーク」が、重みのあるスチール製
のキーホルダーになりました。ありそ
うでなかった存在感バッチリのキーホ
ルダー！ 裏面にはレーザーで刻印され
たロゴマークや社名も付いています。
このキーホルダーを持てば、東京メト
ロの社員の気分になれるかも！？

スタジオセンター公式HP

メトロの缶詰HP

ふくしまナラティブ・スコラ2020 HP

Mマーク Sマーク

材質：スチール　
本体サイズ：H約4cm×W約4cm
各900円（税込み）

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
• 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！

メトロ文化財団公式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
• 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！

買う

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
ます。また、市町村窓口へ行けない
ときも近くのコンビニで住民票の
写しや課税証明書などが取得でき
ます。さらに、2021年3月より医療
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。

活用する

除菌・抗菌対応
済み証明写真機

お問い合わせ スタジオセンター
TEL.0120-197-322

メトロの缶詰HP

17000系
フェイスタオル

千代田線50th
フェイスタオル

サイズ：H350mm×W850mm
各1,500円（税込み）

買う
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今月の T R Y !

時代の変遷を知ることで、
作品の奥深さを感じてみませんか？

アナザーエナジー展
挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト 1 6人

PICK UP EVENT!

戦後動乱期の 1950～1970年代にかけて活動を始めた女性アー
ティスト 16人の作品を展示。力強い作品を通し、彼女たちの創
作活動の源となるパワーを感じることができるはず。

4月22日（木）～9月26日（日）

森美術館
日比谷線六本木駅から徒歩3分

※火曜のみ17：00まで（5月4日〈火・祝〉は22：00まで）
※入館は閉館の30分前まで

10：00～ 22：00営

ハローダイヤル050-5541-8600問

芸術の歴史の旅へ

※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！

キャリア 50年を超え、いまなお現
役で活躍する 71歳から 105歳の女性
アーティストによる絵画、映像、彫刻、
大型インスタレーションなど、多彩
な作品を紹介します。その圧倒的な
エナジーをぜひ体感してください。

森美術館
広報・
プロモーション担当
坂田めぐみさん

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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01_王の書記パウティのピラミディオン　新王国時代 ライデン国立古代博物館　Image © Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, 
the Netherlands)　02_ジャン=ブノワ・レヴィ《マルクトブラット／無料広告新聞》 1989年 ©Jean-Benoit Levy (AGI/AIGA), 
Studio AND (www.and.ch), Photo : Alexandre Genoud.（東京都庭園美術館）　03_《街と6羽の飛ぶ鳥》 1963年　04_「日清
食品関西工場」 トータルプロデュース　2019年　05_《牡丹に蝶の図》 1893（明治26）年／絹本着色／一幅／個人蔵　06_「アヘン
戦争図」エドワード＝ダンカン　1843年

2018-2019年 Courtesy：Cross Steele Collection 撮影：Damian Griffiths

スザンヌ・レイシー《避けられない連合》1976年 撮影：Raúl Vega

4月16日（金）～ 6月27日（日）
ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展 美しき棺のメッセージ

01

 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 （金曜・土曜は21：00まで）
※入館は閉館の30分前まで

営

4月27日（火）、5月18日（火）、6月8日（火）休
ハローダイヤル050-5541-8600

https://www.leidenegypt.jp/

開催中～4月11日（日）
20世紀のポスター 
［図像と文字の風景］
―ビジュアルコミュニケーションは可能か？

02

 南北線  白金台駅から徒歩6分
東京都庭園美術館場

月曜休

10：00～ 18：00営
※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5541-8600

https://www.teien-art-museum.ne.jp/

開催中～ 5月10 日（月）
佐藤可士和展

04

 千代田線  乃木坂駅直結
国立新美術館 企画展示室1E場

火曜  ※5月4日（火・祝）は開館休

10：00～ 18：00
※入館は閉館の30分前まで

営

ハローダイヤル03-5777-8600

https://www.nact.jp/

4月10 日（土）～ 6月6 日（日）※前期
03

南桂子生誕 110年記念
「蝶の行方」展

 半蔵門線  水天宮前駅から徒歩1分
ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション場

11：00～ 17：00
（土曜・日曜・祝日は10：00から）
※入館は閉館の30分前まで

営

03-3665-0251
月曜 ※ただし祝日の場合は翌平日、
5月4日（火・祝）は開館

休

https://www.yamasa.com/musee/

開催中～ 5月23 日（日）
※会期中展示替えあり

05

渡辺省亭 ‐欧米を魅了した花鳥画‐
 千代田線  根津駅から徒歩10分
東京藝術大学大学美術館場

月曜 ※5月3日（月・祝）は開館休

10：00～ 17：00
※入館は閉館の30分前まで

営

ハローダイヤル03-5777-8600

https://seitei2021.jp

開催中～ 5月16 日（日）
大清帝国展 完全版

06

 南北線  駒込駅から徒歩8分
東洋文庫ミュージアム場

10：00～ 17：00 
※入館は閉館の30分前まで（当面の間）
03-3942-0280
火曜 ※ただし祝日の場合は翌平日

営

休

http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/

https://www.mori.art.museum/
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おトクなキャンペーンのお知らせ

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3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は

お忘れ物のお問い合わせは

0120-104-106

0570-033-555
※番号をご確認のうえ、お間違えないようおかけください。 受付時間：9時～17時

今月開催予定の、その他のおすすめイベントもご紹介。

※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

01_中島千波《櫻雲の目黒川》2013年　05_© 1984 Studio Ghibli・H　06_宣仁親王所用 剣道防具【高松宮家資料】明治末期
（学習院大学史料館蔵）
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キャンペーン期間中にPASMOアプリをダウンロードし、新規発行
または移行（取り込み）したApple Pay™のPASMOをご利用の方に、
1,000円分の電子マネーをキャッシュバックします。

● 合計5,000円以上の定期券を購入
●  有効なPASMO定期券（合計5,000円
以上）を移行（取り込み）

●  合計5,000円以上の交通・電子マネー利用

〈利用条件〉

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
※Apple Pay は Apple Inc.の商標です。

詳しい内容をぜひCHECK！
https://www.pasmo.co.jp/cb

定期券購入 交通・電子マネー利用

キャッシュバックキャンペーン実施中！

開催中～ 5月16 日（日）
01

Sato Sakura 桜百景展
 日比谷線  中目黒駅から徒歩5分

03-3496-1771
月曜、5月6日（木）  ※5月3日（月・祝）は開館休

郷さくら美術館　場

10：30～ 17：00 ※入館は閉館の30分前まで営

https://www.satosakura.jp/

4月17日（土）～ 7月18日（日）
02

和書ルネサンス　
江戸・明治初期の本にみる伝統と革新

 有楽町線  江戸川橋駅から徒歩8分
印刷博物館場

10：00～ 18：00 ※入館は閉館の30分前まで営

03-5840-2300
月曜、5月6日（木）  ※5月3日（月・祝）は開館休

https://www.printing-museum.org/

4月2日（金）～4日（日）
マリンダイビングフェア2021

03

 有楽町線  東池袋駅から徒歩3分
東京・池袋サンシャインシティ 文化会館
3階Cホール

場

2日（金）・3日（土） 10：00～ 18：00 
4日（日） 10：00～ 17：00 

営

03-3222-0314（主催者事務局）

https://marinedivingfair.com/

4月23日（金）～ 25日（日）
世界切手まつり
スタンプショウ2021

04

 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6・7階場

23日（金）・24日（土） 10：00～ 17：00 
25日（日） 10：00～ 16：00 

営

03-5951-3311（主催者事務局）

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/taito/

4月15日（木）～ 5月5日（水・祝）
アニメージュとジブリ展 
一冊の雑誌からジブリは始まった

05

 銀座線  ・ 丸ノ内線  ・ 日比谷線  銀座駅直結
松屋銀座 8階イベントスクエア場

10：30～ 19：30（最終日 ～ 17:00）
※入館は閉館の30分前まで
03-3567-1211（松屋銀座・大代表）  

営

https://www.matsuya.com/ginza/

開催中～ 5月28日（金）
06

学習院とスポーツ展
 副都心  線  雑司が谷駅から徒歩6分
学習院大学史料館 展示室
（学習院大学 北２号館1階）

場

12：00～ 15：00営

03-5992-1173
土曜・日曜・祝日休

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/

［お詫びと訂正］2021年3月号に掲載した内容に、以下のとおり誤りがありました。お詫びして訂正します。
TOKYO METRO MONTHLY INFORMATION（P.14） 麻布笄軒の「究極のバスクチーズケーキ」お問い合わせ
［誤］ TEL. 050-3373-8929  →  ［正］ TEL. 03-3486-0118

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　印刷／文化堂印刷株式会社



5月号
のメトニューは！

空の下で！  
“ハレの日べんとう”

暖かい風が心地よい季節に、

空の下で楽しみたい

“ハレの日べんとう”。

見た目も、味も、大満足！な

さまざまなメニューを

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！

メトニューは
WEBでも公開中！




