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具だくさん＆
とろ～りチーズの
絶品カレーパン

インド米と本格スパイスで
目指せ！ カレー作りの達人

カレーの盛り付けの
“映え”までこだわってみる？

夏の体にピリリとシゲキ！
本場インドのうま辛を味わって

芳醇なスパイス香る
「チャイ」をカレーと一緒に！
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おうちで楽しむ、真夏のカレーはいかが？
プロが作った本格カレーをテイクアウトして味わったり、
スパイスでイチからカレー作りを楽しんだり……。
おうち時間がますます楽しくなること間違いなし！

おうちで！
夏のごくうまカレー

※�7月15日時点の情報です。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。

テーブルに彩りを添える器で
カレー時間をもっと楽しく！

田原町

カレーの盛り付けにぴったりのお皿が見つかる、和食器の専門店です。日本各
地の窯元と直接やり取りしてそろえたラインナップに、どれにしようか迷ってし
まうほど。鮮やかなブルーが美しい器（写真右・3,340円）や美濃焼のカレー皿
（写真左・スプーン付き760円）などから、ぜひお気に入りを見つけて！
※品ぞろえは時期によって異なります。

キーマ、肉団子カレーの
2種のカレーが一緒に楽しめる
「麹町駅弁（690円）」

麴町
南インドのうま辛カレー！
魅惑のおいしさを堪能して

南インドの本物の味を届けることをモットーにするお店。1957年の創業当時から
変わらない、大ぶりのチキンが入ったスパイシーな味が自慢の「チキンカレー（写
真左・1,620円／テイクアウト単品1,340円／お持ち帰り用弁当690円）」を「ナー
ン（写真右上・Lサイズ550円／テイクアウト単品440円）」と一緒に！ 本場の味
がおうちで楽しめます。

〒   東京都千代田区二番町3-11
03-3264-6955

  https://www.ajanta.com
無休

有楽町線麴町駅から徒歩1分

AJANTA

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

アジャンタ

etc.座席にパーテーション設置

〒 東京都台東区西浅草1-4-3
03-5828-9355

  https://www.dengama.jp/ 
不定休

銀座線田原町駅から徒歩3分

和の器�田窯

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

でんがま

etc.常時換気

ぷりぷりのエビとマイルドなココ
ナッツ風味が味わえる「ケララの
シュリンプカレー （1,620円／テイ
クアウト単品1,340円）」も。

〒   東京都品川区上大崎3-10-1 中島ビル203
03-5420-2032

  https://www.mayabazaar.net/
日曜

南北線目黒駅から徒歩3分

マヤバザール

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

etc.定期的な換気

インド米や多彩なスパイスで
本格カレー作りに挑戦！

目黒

店内に足を踏み入れると、スパイスの品ぞろえにあっと驚きます。スパイスから
のカレー作りが初めての方にも、さらに極めたい方にも、お店の方がおすすめの
商品をアドバイスしてくれるので安心です！ インド米やマトンのお肉なども販
売。この夏、本格カレー作りの達人を目指してみては。

スパイシーな
スナック菓子も！

ごはん×カレーを
美しく盛り付けて！
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上野
広小路

1675年創業。福神漬やらっ
きょう、漬物、佃煮、燻製など
を取り扱うお店。中でも「大瓶
福神漬（380g・1,026円）」は
独自のブレンドによるしょうゆ
で漬け込んだ逸品。大根、な
す、なた豆、蓮根、かぶ、し
そ、瓜の存在感をかみ締めな
がら味わうことができます。お
うちカレーに添えるだけで、味
にぐっと深みが。ワンランク上
のカレーを楽しんで！

梅酢の香りに
シャキシャキの食感！
「大瓶らっきょう
（240g・1,296円）」

カレーをさらにおいしく！
芳醇なしょうゆの香りが
食欲をそそる福神漬

計算され尽くした
味のハーモニーが楽しめる
とんかつカレー！
肉・パン粉・油にこだわった“とん
かつ”が人気のお店。インド料理店
でコックをしていたこともある店主
が作る「まさむねカツカレー（写真
左・自家製ポテトサラダ付き1,480円）
※イートインのみ」は、カレーととん
かつの相性を計算し尽くした味が
絶品です。テイクアウト用として
考案された「スパイスカレー弁当（写
真右・980円）」も美味！

溜池
山王

リーフティーを手軽に
淹れられる
「ティーポット

（400mL・3,850円）」

ふっくら生地の食パンや
バゲットを軽くトーストして
カレーに添えるのもおすすめ！

さまざまな種類のティーを取りそろえる専門店。カレーと一緒に楽しむなら、スパ
イスの芳醇な香りがぜいたくな「チャイ（ティーバッグ15袋入り・1,188円）」がお
すすめ。ミルク＆砂糖を加える飲み方はもちろん、緻密なブレンドによりストレー
トでも楽しめる風味に仕上がっているので、お湯を注ぐだけで手軽に味わえます！

スパイスの香りゆたかな
「チャイ」を優雅に味わって！

表参道

自家製酵母でのパン作りにこだわったお店。
一番人気は、表面の焼きチーズが香ばしい
「チーズカレー（360円）」です。一口頰張れば、
具だくさんのカレーにやわらかくとろけるチーズ
が重なり合うおいしさが味わえます！ この夏
のおうち時間に、本格カレーパンはいかが？

中にはとろ～りチーズ！
具だくさんの絶品カレーパン

白金
高輪

〒 東京都港区北青山3-14-1 1F
03-6712-6895

 https://www.brewteacompany.jp
火曜

銀座線・千代田線・半蔵門線表参道駅から徒歩3分

ブリューティーカンパニー�北青山店

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 etc.定期的な換気

〒   東京都港区高輪2-6-20 朝日高輪マンション104
03-3446-4619

 https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13055881/
土曜・日曜

南北線白金高輪駅から徒歩10分

ブーランジェリー�セイジアサクラ

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 etc.定期的な換気

〒 東京都台東区上野2-7-11
03-3458-5053

 https://www.shuetsu.co.jp
不定休

銀座線上野広小路駅から徒歩3分

酒悦�上野本店

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

しゅえつ

etc.定期的な換気

〒   東京都港区赤坂2-8-19
03-3505-3505

 http://www.tonkatsu-masamune.com/
日曜・祝日

銀座線・南北線溜池山王駅から徒歩4分

とんかつ�まさむね

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

etc.定期的な換気



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。

素材や調理法にこだわった
食卓に華を添える“本格デリ” 

午後のティータイムにぴったりの
見た目もかわいい“進化形カヌレ” 

寄り道が楽しい！
トーキョーニューフェイス

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

立ち止まってみると

意外な景色に

出会える街です！

新旧が調和しながら

同居しているからこそ

多くの人が集まります！

とんかつ まさむね（P.4）
店長 佐藤 誠さん

酒悦 上野本店（P.5）
店長 谷中修一さん

上野にはいくつもの美術館があるので、そこで開催さ
れる企画展によって人の流れに変化が。まさに「人」の
エネルギーが、この街の活気につながっています。

ここが
ポイント

ここが
ポイント

上野広小路

溜池山王

溜池山王駅はまさにビジネス街！ しかしふと足を止めると、ビルの
谷間に広がる青空を感じることができたり、日

ひ

枝
え

神社の圧巻の階段
を正面から眺めることができたり、少し歩いただけで表情が変わる
のが面白いです。ぜひ足を止めて、周りを見渡してみてください。

テイクアウトできる「自家製クラ
シックハンバーガー（ポテトフライ
付き 1,320円）」もおすすめ！

カヌレと一緒に楽しみた
いノンアルコールの「自家
製サングリア（330円）」

老舗の店が並ぶエリアと道一本を隔てた向こう側には、商業施設や
新しい店がたくさんお目見えしていたりする。それが上野周辺の街
の面白さです。新旧が調和しながら同居しているので、この街に老
若男女さまざまな人が集っていますね。

新感覚の“半熟カヌレ”の専門店として4月にオープン。表面はサクッ、中はやわ
らかい食感に仕上がっていて、季節のフルーツ、お肉の惣菜をサンドしたものな
ど、時期ごとに異なるさまざまなカヌレ（270円～）が楽しめます。その見た目の
かわいらしさに、思わず笑顔になれるはず！

2月にオープンして以来、早くもリピーターが続出しているデリカテッセンの
お店。新鮮魚介やジューシーなお肉、国産野菜の味を引き出す調理法で作られた
メニューはどれも彩りが美しく、そのおいしさに心が躍ります。今晩のメイン
ディッシュにぜひ！

〒 東京都中野区本町4-21-16 1F
03-5385-8075

 https://www.instagram.com/alfredperugini/
不定休

丸ノ内線新中野駅から徒歩2分

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

DELICATESSEN�&�KITCHEN�ALFRED�PERUGINI

etc.定期的な換気

デリカテッセン＆キッチン�アルフレッド�ペルジーニ

※デリカテッセンのメニューは時期によって異なります。

※カヌレのメニューは時期によって異なります。

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

〒 東京都渋谷区神宮前4-31-10 ワイ・エム・スクウェア原宿 1F
03-4400-1556

 https://anlg.jp/aurum/bob/ 
不定休

千代田線・副都心線明治神宮前〈原宿〉駅から徒歩2分

boB�

etc.店内の徹底清掃・消毒

ボブ

駅の周辺で虹を見たことが何度もあります。日枝神社
の近くの木々も清々しいですし、都会でありながら自
然を感じることができるのも良いですね。

2021年に新しくオープンしたお店をご紹介！
街の新しい顔となるお店に立ち寄ってみては。

明治神宮
前

〈原宿〉

新中野



日本初＊となるｅスポーツのトレーニング施設がオープ
ンしました。他社との共創によって実現したｅスポーツ
ジムTM のオープンまでの道のり、こだわりのポイント、
プロによるレッスンの詳細などをご説明します！

東京から世界が目指せる！

eスポーツジムTM

赤羽岩淵店
について詳しくご紹介します！！

企業価値創造部

和田孝介さん

東京メトロが他社との共創で
eスポーツジムTMを開業した
理由をご説明します！

2019年度の「Tokyo Metro ACCELERATOR」で、最終審査に残ったのが
ｅスポーツジム TMの運営を行うゲシピ株式会社でした。ｅスポーツとは、コ
ンピューターゲームによる対戦競技で、世代や性別に関わらず楽しめるのが
魅力。誰もが楽しめるｅスポーツの魅力を多くの方に届けるべく、共創による
ｅスポーツジム TM運営という決定に至りました。

近年盛り上がりを見せるｅスポーツはさらに今後、世界的に注目される競
技だといわれています。さまざまな人が集う東京で、東京メトロが、誰も
が楽しめるｅスポーツの普及、発展を支援すること。それが東京メトロの
目指す「東京の魅力・活力の共創」につながると考えています。

誰もが楽しめるeスポーツの魅力を
多くの方へと届けるために。

eスポーツの発展を通じて
東京の魅力・活力の共創につなげたい。

eスポーツの魅力は何ですか？
和田さんに伺います！

駅とジムのネットワークにより、
ｅスポーツの裾野を広げていく様子
をイメージしたロゴデザインです。

＊プロプレイヤーの指導を受けられる月額会員制のｅスポーツ専門施設として（東京メトロ調べ）

6月オープンの新スポット！

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。2019年度の最終審査を通過したのがゲシピ株式会社です。

Tokyo Metro ACCELERATORとは

誰もが一緒に楽しめる
初心者でも気軽に挑戦でき、
年齢や性別の垣根を超えて、
みんなで楽しむことができます。

誰もがつながることができる
パソコンの画面を通じて、
日本の全国各地や

海外とつながることができます。

誰もが自分のレベルで楽しめる
初めてでも対戦を楽しむことができ、
技術を磨いていけば、グローバルに
戦えるプロを目指すこともできます。
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今後、オンラインでの
 eスポーツ大会なども開催します！

これからの展開もご期待ください。

 eスポーツジムTM赤羽岩淵店の
こだわりのポイントを
ご紹介します！

体験した方のお声

eスポーツが初めての方、大会参加を楽しみたい方、さらにはプロ
プレイヤーを目指す方まで、それぞれのニーズに合わせたレッスン
をご用意しています。

技術を磨きながら、本格的にプロシーンを
目指す方に向けたサービスです。
・月2回プロ選手からオンラインレッスンを受けられる
・3か月毎に開催されるトライアウトの受験資格付与

都度会員

都度払いで1回3時間までのパソコンの利用が可能です。

通常会員

 eスポーツを始めてみたいとお考えの方、
マイペースに楽しみたい方向けのサービスです。
・eスポーツジムTM店舗にてゲーミングパソコンを毎日利用可能
（WEBからの事前予約制、連続利用3時間まで）
・プロコーチによるオプションレッスン（有料）を受講できる

オプションレッスン

店舗利用に加えて、店舗やオンラインでの
レッスンを追加することもできます。

明るく開放的で、みなさまが訪れやすい空間を目指しました。木の
温もりを生かしながら、シンプルでユニセックスな雰囲気に。大き
な窓からは自然光が入り、居心地の良い空間でレッスンを受けるこ
とができます。

明るく開放的な空間で
レッスンを受けることができます！

レベルに合わせた多彩なコースで
技術を磨くことができます！

全部で12台のゲーミン
グパソコンを完備。ゲー
ミングマウスやキーボー
ド、ヘッドセットで大会を
見据えた実戦を行うこと
ができます。また、長時間
のプレイでも疲れにくい
ゲーミングチェアも。本
格的なゲーム環境を整え
ています。

プロも使っているパソコン＆
ゲーミングチェアで本格的に！

現役のeスポーツプロプ
レイヤーからレッスンが
受けられます。初心者か
ら、プロを目指す上級者
まで、本格的なeスポー
ツのトレーニングが可能
です。

現役のプロプレイヤーから
指導を受けることができます！

直接プロのアドバイスが
細かく聞けたので
すごく勉強になった！

フィードバックを受けて
次の試合でちゃんと考えながら
プレイすることができた！

質問に対して何度も
丁寧に答えていただき
とても参考になりました！

オンライン限定のプロ特化コース会員もありますさらに
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申し込みや
料金詳細などについてご案内！

eスポーツジムTM公式HPはこちら



August 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

運行状況の確認や多彩な経路検索など、

便利な機能が満載の東京メトロ公式アプリ。
「混雑を避けるルート」表示の新機能が加わって、
みなさまの安心・快適な移動をサポートします。

買う

販売場所  
  東西線大手町駅　大手町メトロピア
営業時間  

 平日7：00～22：00　土7：00～17：00
※日曜・祝日は定休日となっております。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を変更する場合が
ございます。

大手町メトロピアに「カ
レーショップC&C」が
オープン！ カレー通をも
うならせる秘密は、厳選
された玉ねぎをふんだん
に使った自然の「甘み」×
28種類の高級スパイス
の「辛さ」。東京メトロの
東西線高架下で水耕栽培
した「とうきょうサラダ」
を使った大手町メトロピ
ア限定メニュー『とうきょ
うサラダカレー690円
（税込み）』もご用意。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）
https://www.metro-pro.jp

大手町で朝から夜までカレーが楽しめます！ 
一度食べたら、やみつきになるおいしさ！
おすすめの限定メニューも

買う

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

幸せとろけるハニーチーズナンが大人気！
香ばしさ抜群のチーズナンと甘いハチミツの組み合わせ！
新しいおいしさとの出合いで至福のひとときを

カレーとエスニック料理が楽しめ
る「ナンステーション」がオープ
ン！ 看板商品『ハニーチーズナン』
は、表面サクッと、中はもっちり
に焼き上げた、香ばしさ抜群の
チーズナンに甘いハチミツを組み
合わせた背徳感を感じる逸品。「ナ
ンステーション」で至福のひとと
きをお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を変更する場合がございます。

販売場所   
  丸ノ内線・有楽町線・副都心線

　 池袋駅　Esola池袋
営業時間   

  11：00～23：00

アプリをお持ちでない方は！

東京メトロmy ! アプリHP 

iOS、Androidの各ストアから「     東京メトロmy! 
アプリ【公式】」をダウンロードしてご利用ください。

他にも便利な機能がたくさんあります！
ぜひご活用ください

移動時の目安として
ご活用ください。

※ 東京メトロ以外の鉄道会社
の混雑を避けるルートは平
日のみ表示されます。
※ 混雑度が低い列車へのご乗
車を保証するものではござ
いません。

※ 混雑度がより低いルートが
ある場合に表示されます。

黄色のルート提案
通知をタップ

目的地までの経路を検索すると……！

混雑を避けるルートで
安心・快適な移動をご提案します。

東京メトロmy! アプリのここが便利！



今年度は「ロシア＆北欧、心に響く叙情の旋
律～広大な大地から～」をテーマとしたプロ
グラム。東京都交響楽団による演奏でお楽
しみください。

お問い合わせ
（公財）メトロ文化財団「メトロポリス・クラシックス」事務局

TEL.03-3666-3510（10：00～17：00土日祝除く）
https://www.metrocf.or.jp

「メトロポリス・クラシックス」に
抽選で1,000名さまをご招待！
優雅な演奏を楽しめる時間、ぜひご応募ください！

ふくしまのおいしい農産物はいかがですか？
夏の太陽を浴びた、福島産の野菜や果物がいっぱい！
今が「旬」のおいしさをぜひ味わって

ふくしまの農産物は今が旬です。夏の太
陽をふんだんに浴びて育った甘い桃、涼
を取るのにぴったりなきゅうり、濃厚な
おいしさのトマトなど……今しか味わえ
ない季節の味がいっぱい！ ご購入は取
り扱い店舗のほか、福島県アンテナ
ショップ「日本橋ふくしま館」やオンライ
ンストア「ふくしまプライド便」をぜひご
利用ください。

お問い合わせ
福島県農林水産部農産物流通課
TEL.024-521-7371
https://fukushima-pride.com

開催日時  
  10月24日（日）14：00開演（13：00開場）
  東京芸術劇場

応募方法詳細  
・はがきまたは公式HPからご応募ください。
・住所、氏名（ふりがな）、年齢、希望人数
　 （1名または２名）、同行者の氏名（ふりがな）、
　電話番号を明記ください。
【募集期間】 8月3日（火）～9月10日（金）
【応募先】 〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-9
（公財）メトロ文化財団「メトロポリス・クラシックス」事務局

※詳しくはメトロ文化財団HPをご覧ください。

小学生を対象にした「第39回
メトロ児童絵画展」を開催し
ます。地下鉄をモチーフに
「安全マナー」などをテーマ
にした絵のほか、夢のある楽
しい絵を募集中。入賞作品
は、10月に東京メトロ駅構内
で展示を予定しています。ぜ
ひご参加ください！

※昨年度の特選作品※ 展示に関しましては諸事情により
開催をしない場合があります。

募集期間  
9月3日（金）必着
※ 詳細はメトロ文化財団HPまたは駅ポスターなどをご覧ください。

応募する

14 15

「ふくしまプライド便」公式HP

地下鉄をテーマとした絵画作品を募集中！
小学生のお子さまが対象の絵画展を開催します！
ぜひご参加ください！！

お問い合わせ
（公財）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

銀座「GODIVA café」7/27オープン
ぜいたくな味わいのチョコレートドリンクなど
上品な甘さとGODIVAの世界観が味わえます

「GODIVA café」が東京メ
トロ駅構内初出店！ おすす
めはオリジナルのカカオドリ
ンク。「カカオミルク」「カカ
オソーダ」「カカオアールグレ
イ」などユニークなものがそ
ろい、どれもゴディバカフェ
でしか味わえません。日常使
いできるカフェとしてはもち
ろん、新しいチョコレートの
楽しみを体験してみては？

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

東京2020公式ライセンス商品
地下鉄バージョン発売！
愛らしいマスコットアイテムが登場です

車掌さんの帽子をかぶり、敬
礼ポーズをしているキュート
な「ミライトワ」と「ソメイ
ティ」の公式ライセンス商品
が完成！ クリアファイルはミ
ライトワと電車のデザインで
す。ミニタオルはソメイティ
と電車のデザインで、使いや
すいハンドタオルサイズでご
用意しました。この機会にぜ
ひチェックしてください！

お問い合わせ （株）メトロコマースストア・ショップ事業課
TEL. 03-5264-8124（10：00～17：00土日祝除く）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を変更する場合がございます。

• 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！
発売日  
8月上旬予定 メトロの缶詰HP

今日、身に着けたいアクセサリーが見つかる
お気に入りのアクセサリーを見つけて
毎日をもっとハッピーに！

池袋駅「Echika池袋」や北千住駅「北
千住メトロピア」などで展開している
アクセサリーショップ「アクセサリー
ズブラッサム」。旬のトレンドアクセ
サリーから定番のジュエリーライクな
アクセサリーまで、330円（税込み）よ
りご用意しております。お気に入りの
アクセサリーを見つけてみては。

買う

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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を変更する場合がございます。

販売場所  
  丸ノ内線・有楽町線・副都心線池袋駅　Echika池袋
  日比谷線・千代田線北千住駅　北千住メトロピア
営業時間   

  10：00～21：00

販売場所  
  銀座線・丸ノ内線・日比谷線銀座駅　Echika fit 銀座
営業時間  

 平日8：00～22：00　土日祝10：00～21：00

買う

買う

販売場所  
各定期券うりば、オンラインショップ「メトロの缶詰」
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今月の T R Y !

美しい日本の景色、自然の不思議な現象など
地球の魅力に触れられる世界へ！

三井記念美術館コレクション名品展

自然が彩る かたちとこころ
―  絵画・茶道具・調度品・能装束など  ―

PICK UP EVENT!

「自然のすがた」をテーマに、
日本・東洋の美術品をご紹
介。四季が織りなす美しい
情景を描いた絵画、自然の
モチーフをデザインした茶
道具など、新しい視点での
“ 地球の魅力 ” を心で感じ
ることができるはずです。

地球の魅力を再発見

※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・東洋美術に表されたさまざまな
「自然のすがた」をテーマに、当館選り
すぐりの名品を展示いたします。なお本
展終了後、当館はリニューアル工事の
ため来年春まで休館に入ります。休館
前最後の展覧会を、ぜひご覧ください。

担当者の
ここがおススメ！

三井記念美術館
運営部主任
櫻井真希さん

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！

01_Hommage to Hokusai©Mineko Orisaku　02_秋野蜘蛛巣蒔絵硯箱 日本・江戸～明治時代 19世紀 根津美術館蔵　03_菊
池 敏「探す」東京都知事賞（課題部門）　04_小林清親「梅若神社」前期　05_塩の性質を紹介する「塩の実験室」　06_（左）「Kinesis　
No.688（cosmic flow）」間島秀徳　2017年（右）「秋山懸瀑」川合玉堂 昭和4年（1929）大倉集古館蔵

重要文化財 日月松鶴図屛風 室町時代・16世紀

染象牙果菜置物 安藤緑山作 明治～昭和時代初期・20世紀

銀座線・半蔵門線三越前駅A7出入口から徒歩1分
  営 11：00～16：00 ※入館は閉館の30分前まで　
ハローダイヤル050-5541-8600

休 月曜 ※8月9日（月）は開館

開催中～8月22日（日）

三井記念美術館
http://www.mitsui-museum.jp/

04
開催中～8月29日（日）
江戸の天気

  場   太田記念美術館
http://www.ukiyoe-ota-muse.jp
営  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

休 月曜 ※ただし祝日の場合は翌平日

 千代田線  ・ 副都心線  明治神宮前〈原宿〉駅から
徒歩3分

03
8月4日（水）～23日（月） ※4期に分けて展示

第３４回 日本の自然を描く展

  場   上野の森美術館 
https://www.ueno-mori.org
営   10：00～17：00（8/8・13・18・23は15時まで）
※入館は閉館の30分前まで
03-3833-4191

休 不定休

 銀座線  ・   日比谷線  上野駅から徒歩5分

01
開催中～8月19日（木）
織作峰子写真展

Hommage to Hokusai
悠久の時を旅して

  場   FUJIFILM SQUARE
https://fujifilmsquare.jp/　
営   10：00～19：00 （最終日は14時まで）
　  ※入館は閉館の10分前まで

03-6271-3350
休 無休（年末年始を除く）

 日比谷線  六本木駅から直結

02
開催中～8月22日（日）
花を愛で、月を望む
－日本の自然と美－

  場   根津美術館
https://www.nezu-muse.or.jp
営 10：00～17：00（オンライン日時指定予約制）
　  ※入館は閉館の30分前まで

03-3400-2536
休 8/9を除く月曜

 銀座線  ・ 千代田線  ・ 半蔵門線  表参道駅から
徒歩８分

06
開催中～8月15日（日）
FUSION
間島秀徳 Kinesis/水の宇宙&大倉コレクション

  場   大倉集古館
https://www.shukokan.org
営 10：00～17：00 ※入館は閉館の30分前まで

03-5575-5711
休 月曜 ※ただし祝日の場合は翌平日

 南北線  六本木一丁目駅から徒歩5分

05
開催中～8月29日（日）
第42回夏休み塩の学習室
塩づくり！  ところかわれば
何かわる？

  場   たばこと塩の博物館 
https://www.tabashio.jp
営   11：00～17：00

 ※入館は閉館の30分前まで
03-3622-8801

休 月曜 ※ただし祝日の場合は翌平日
※「塩の実験室」は事前予約制

 半蔵門線  押上〈スカイツリー前〉駅から徒歩12分
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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7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_会場イメージ　02_デイヴィッド・スミス《サークル IV》1962年 撮影：©Sato Katsuaki　04_「あかり」インスタレーション 撮影：
齋藤さだむ　05_元永定正《無題》1965（昭和40）年© Motonaga Archive Research Institution Ltd.　06_笙 銘 小男鹿丸 
行円 一管 鎌倉時代 建保3年（1215） サントリー美術館

親子で一緒に学べる
「オンラインセミナー」を

開催予定です！

子どもの「生きる力」を育てる！！

東京メトロでは株式会社VIAとの共創により、学校では手が届きにく
い、経済や投資について学べるオンラインセミナー（小学生から中学生
が対象）を開催します。詳細が決まり次第、情報ページなどで発信予定。
ぜひチェックしてください！
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  場   東京国立近代美術館 2F ギャラリー4
https://www.momat.go.jp/ 
営 10：00～17：00 （金曜・土曜は20時まで）
　 ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル 050-5541-8600

休  月曜（8/2・9・30、9/20は開館）、8月10日（火）、
9月21日（火）

02
開催中～9月26日（日）
鉄とたたかう　鉄とあそぶ
デイヴィッド・スミス《サークルⅣ》
を中心に （コレクションによる小企画）
 東西線  竹橋駅から徒歩３分

01
開催中～9月9日（木）　
巨大映像で迫る五大絵師 
─北斎・広重・宗達・光琳・若冲の世界─

  場   大手町三井ホール
https://www.faaj.art
営   10：30～19：30 ※入館は閉館の1時間前まで

03-5520-1914
休  無休

 丸ノ内線  ・ 東西線  ・ 千代田線  ・ 半蔵門線  
大手町駅から直結

05
開催中～9月5日（日）
STEPS AHEAD: Recent 
Acquisitions
新収蔵作品展示

  場 アーティゾン美術館
https://www.artizon.museum
営 10：00～18：00（日時指定予約制）
　  ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5541-8600

休 月曜（8/9は開館）、8月10日（火）

 銀座線  ・ 東西線  日本橋駅から徒歩5分
※  銀座線  京橋駅からも同じく徒歩5分

  場   サントリー美術館
http://suntory.jp/SMA/
営   10：00～18：00（金曜・土曜、8/8は20時まで）
　  ※入館は閉館の30分前まで

03-3479-8600
休 火曜 ※ただし8月24日（火）は開館

06
開催中～8月29日（日） ※会期中展示替えあり
ざわつく日本美術
 日比谷線  六本木駅から直結

03
開催中～9月30日（木）
マンゴーアフタヌーンティー

  場   ザ・ペニンシュラ東京 ザ・ロビー
https://www.peninsula.com/ja/tokyo/
営 11：30～21：00

03-6270-2888
休 無休

 日比谷線  ・ 千代田線  日比谷駅A7出入口
※  有楽町線  有楽町駅からも同じ

04
開催中～8月29日（日）
イサム･ノグチ 発見の道

  場   東京都美術館 企画展示室
https://isamunoguchi.exhibit.jp/
営  9：30 ～ 17：30 ※入室は閉室の30分前まで
ハローダイヤル03-5777-8600

休 月曜（8/2・9は開室 )

 銀座線  ・ 日比谷線  上野駅から徒歩10分

〈セミナーに関するお問い合わせ〉  株式会社VIA　info@via-corp.jp

詳しくはこちら 

セミナーやイベント情報についてお知らせしています！

身近な事例から学べる
テーマをご用意！

この新規事業は、文部科学省が新学習指導要領のテーマとして掲げる「生きる力」の育
成を目指したもの。これからの子どもたちの必須スキルである「生きる力」を身に付ける
ための教育をサポートします。

子どもの「生きる力」を育てるために！

生きる力とは？
「生きる力」とは、「知」「徳」「体」
のバランスのとれた力のことです。

確かな学力
知

健康・体力
体

豊かな人間性
徳

Tokyo Metro ACCELERATORとは、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「新しい価値」を生み出し、新規事業を創
出するプロジェクトです。東京メトロ×株式会社VIAの共創で、専門家監修のオンライン
セミナーを展開してまいります。

Tokyo Metro ACCELERATOR発のセミナー！

株式会社VIA お金に関する幅広い知識が学べる独自カリキュラムで、
「生きる力」を育むためのサービスを展開しています。

 サービス名「MY SCHOOL（https://my-school.via-corp.jp）」

© 2018 MAA © 2020 VIA Co., Ltd



9月号
のメトニューは！

 ご当地名物で  
旅気分！

東京の街に集まる

日本全国の「食」や「モノ」を

楽しんで、束の間の旅気分を！

その土地の空気を感じながら

癒やしのひとときが過ごせる

お店をご紹介予定です。

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！




