
福島を近くに感じる郷土玩具！
厄除けのお守り「赤べこ」を飾って

美しい盛り付けとコシが楽しめる
新潟グルメ「へぎそば」を

全国の「漆器」と出合って
日本一周の旅へ！？

お祝いごとに華を添える！
愛媛のご当地メシ「ふくめん」

福岡直送の満腹グルメで
博多の街にトリップ！

ご
当
地
名
物
で
旅
気
分
！
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〒   東京都港区麻布十番2-7-5 カスタリア麻布十番七面坂 1F03-3451-5533
  https://www.instagram.com/hakatahotaru.azabu/?hl=ja 年末年始

南北線麻布十番駅から徒歩5分

博多ほたる 麻布十番店

アルコール消毒 スタッフのマスク着用
etc.定期的な換気

〒   東京都中央区銀座8-4-2

03-3571-2017

  http://www.ginza-takumi.co.jp 

日曜・祝日
銀座線新橋駅から徒歩5分

銀座たくみ

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 etc.常時換気

東京の街で味わえる、ご当地グルメや
名産品をずらりとご紹介します！！
その土地の雰囲気を感じながら、

旅気分を味わってみませんか？

ご当地名物で
旅気分！

※ 8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。

九州直送の食材を、九州出身の料理人が調理して本
場の味を提供するお店。中でも、ぷりぷりのモツと
あご出汁醬油が絶品の「博多名物もつ鍋（ 2人前
3,600円・写真上）」は大人気！ 都内ではなかなか出
合えない「ごまさば（1,980円・写真右下）」など、
東京で味わう福岡グルメでおなかも心も満足できる
こと間違いなしです。

新橋全国各地の民藝品を愛でながら
ぐるりと日本一周の旅へ！

もつ鍋やごまさばを味わって
博多の街へ楽しくトリップ！

麻布
十番

秘伝のごま醤油に
薬味が絡んで

ぜいたくな味わい！

月桃の爽やかな
香りが漂います！

〒   東京都千代田区神田三崎
町2-11-3 村松ビル 1F

03-3239-3131

  http://echigo-suginoya.co.jp 

日曜・祝日、年末年始

半蔵門線神保町駅から徒
歩10分

杉乃屋総本店

アルコール消毒 スタッフのマスク着用 etc.定期的な換気

新潟の食文化を堪能できる！
ご当地名物へぎそば＆タレかつ丼

神保町

揚げたてのかつに
甘辛のタレが

じゅわっと染みて◎

その盛り付けの美しさに圧倒される「へぎそば（1人前
825円・写真上／写真は2人前）」。新潟から直送された
へぎそばは、布

ふ

海
の

苔
り

をつなぎに使った独特の風味と強い
コシが特長です。「タレかつ丼定食（へぎそば・小鉢・漬
物付き1,000円・写真右下）」は甘辛なタレが絡んで美
味！ 新潟グルメのおいしさと、旅気分を味わって。

店内には、沖縄県石垣島の植物・月
げっとう

桃の葉で編まれた「鍋しき（1,210円・写真左）」
や福島県の会津地方の郷土玩具である「赤べこ（1,760円・写真右）」など、各地の
民藝品がずらりと並んでいます。日本の伝統や職人の手仕事が感じられる民藝品を
眺めながら、日本一周にでかけてみてはいかがでしょう。
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半蔵門

ご当地食材が主役の創作料理！
東京で“おいしい福島”を楽しんで
福島の食を存分に楽しむことができるお店。「福島牛のステーキ、本気のソース!!!
（2,200円・写真手前）」や「会津産 馬うまご飯ー煮卵のせー（950円・写真右奥）」
など、福島の食材を主役にした創作料理がたくさん。オリジナリティあふれるお
つまみもそろっています！ 珍しい福島の地酒と一緒に味わえば、東北の地で夜を
過ごしている気分に。
※創作料理のメニューは、時期によって異なります。

日常の中で気軽に旅気分！？
静岡の茶畑を感じる爽やかさ

飯田橋

〒 東京都中央区
日本橋1-2-6 黒江屋国分ビ

ル 2F

03-3272-0948

  https://www.kuroeya.com 

土曜・日曜・祝
日

銀座線・東西線
日本橋駅から徒

歩1分

黒江屋

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

くろえや

etc.
入店時の検温

〒 東京都千代田区富
士見2-12-13 フィル・パーク 1F

080-6036-4158

  https://iidabashi.crafttea.cafe

日曜
東西線・有楽町線・南

北線飯田橋駅から徒
歩4分

CRAFT TEA 飯田橋

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

クラフト ティー

etc.定期的な換気

〒   東京都港区西麻布1-5-1803-6447-2100
  https://www.instagram.com/kadoya_kasumitei/土曜・日曜・祝日日比谷線六本木駅から徒歩7分

かどや霞邸

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

かすみてい

etc.
定期的な換気

漆器の端正な表情を眺めながら
日本各地の情景を心に浮かべて

※ 品ぞろえは時期によって異なります。

愛媛にひとっとびできる
特色ゆたかなご当地グルメ！

六本木

愛媛の郷土料理で
お祝いの気持ちを
贈ってみては

まろやかな肉質に
コクのあるソースが
絡んでおいしい！

水出しもOK！
自宅やオフィスで
楽しんで

日本茶の引き立つ香り
が楽しめる「クラフト
ティーラテ（520円）」

〒 東京都千代田区一番町5-1ユニロイヤル一番町
03-6272-5334

  http://postsyokudo.com 
日曜

半蔵門線半蔵門駅から徒歩5分

POST食堂

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

ポスト

etc.定期的な換気

職人の手仕事によって
美しさを宿した

岩手の漆器を食卓に

日本橋

元禄2年（1689年）創業、全国各地の漆器を取りそろえる専門店です。店内の漆
器の産地に思いを馳せれば、まるで日本中をめぐっているような気分に。ハイビ
スカスの絵が美しい宮崎漆器「菓子皿（3,344円・写真右上）」は、南国の風を運
んでくれるようです。みちのくの伝統を感じる岩手県の秀

ひで

衡
ひら

塗
ぬり

「汁椀（1客5,280円・
写真左上）」などから、ぜひお気に入りを見つけて。

2021年4月にオープンしたドリンクスタンド。日本茶の伝統
を日常の中で気軽に楽しんでもらいたいと、時季ごとのおす
すめの銘柄を厳選して販売しています。「本日のクラフトティー
（各410円・写真左上）」は近くで働く人にも大人気！ 急須が
なくても本格的なお茶が味わえる「ティーバッグ（1,080円～・
写真右下）」も。お茶の国・静岡を存分に満喫できるはず！

愛媛の新鮮食材を使った郷土
料理が楽しめるお店。名物「か
どやの宇和島鯛めし（1,408円・
写真右）」は、鯛の刺身をタレ
と生卵に絡ませ、ごはんの上
に乗せてご賞味あれ。お祝い
の席で振る舞われる「ふくめん
（858円・写真下）」は、千切
りにしたこんにゃくの上に紅
白のそぼろ、ねぎやみかんの
皮を盛り付けた一品です。風
土を感じる料理を堪能しなが
ら、瀬戸内の景色を思い浮か
べてみてはいかが。



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。

北海道から沖縄まで
全国のお米をおいしくお届け！

伊賀焼の遠赤外線効果で
お米のおいしさを引き出して！

秋到来！
今こそ新米を堪能する

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

新しい表情にワクワク！

昔から変わらない景色も

心を癒やしてくれますね

ぶらぶらと歩くのが

とっても心地良い

落ち着いた雰囲気です！

黒江屋（P.5）
早川琢哉さん

東京店 igamono（P.6）
店長 長谷伊佐子さん

大通りもにぎやかで良いけれど、あえて路地裏に入っ
てみてほしいです！ こだわりを持ったおもしろいお店
が多いので新鮮な驚きが味わえるはず。

ここが
ポイント

ここが
ポイント

恵比寿

日本橋

駅の周辺は再開発が進み、街の表情が変わっていく様子が刺激的
でワクワクします。そんな中でも、日本橋にある大きな川、そこに
架かる橋を往来する人々の活気は昔から変わらない。東京の人々
が大切にしてきた景色を心で感じることができますね。

五ツ星お米マイスターの
資格を持つ三代目店主・
小池理雄氏がご要望に合
わせたお米をご提案！

駅前は人が集っているにぎやかな印象かもしれませんが、少し歩い
ただけでゆったりとした空気が流れる、落ち着いた雰囲気の街だと
思います。おすすめは目黒駅の方へぶらりと歩くこと！ 人もまばら
なので、秋の散策にぴったりだと思います。

三重県の伊賀焼の窯元が展開するお店。粗い土が特徴の伊賀焼は、熱をしっかり
蓄えて穏やかに伝えるため、細かい火加減の調整をしなくてもおいしく炊けるそ
う。「かまどさん 一合炊き（8,250円～）」で、ふっくらごはん炊きに挑戦してみて
は。スペシャルなごはんのおいしさにきっと感動するはず！

「全国47都道府県のお米と食卓をつなげたい」という
志を大切にする、昭和5年（1930年）創業の精米店。全
国各地の農家と直接やり取りし、選りすぐりの品ぞろえ
でおいしいお米をお届けしています。お店では、玄米か
ら精米してくれるサービスも。精米したてのお米を炊い
て、つやつやの極上ごはんをぜひ。

〒 東京都渋谷区神宮前6-14-17
03-3400-6723

 https://komeya.biz
土曜・日曜・祝日、年末年始

千代田線・副都心線明治神宮前〈原宿〉駅から徒歩5分

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

小池精米店

etc.定期的な換気

アルコール消毒 スタッフのマスク着用

〒 東京都渋谷区恵比寿4-11-8 1F
03-3440-7071

 https://www.igamono.co.jp/about/tokyo_igamono.html
火曜、年末年始

日比谷線恵比寿駅から徒歩6分

東京店 igamono

etc.入店時の検温

イガモノ

大通りから外れた道を歩いていると、老舗の飲食店を
数多く見かけます。多くの人に愛されてきた味を、思う
存分楽しめるのも日本橋の良いところです！

いよいよ新米の季節がやってきました！
毎日の“ごはん”をさらにおいしく味わって。

非常に珍しい
沖縄のお米も販売！

明治神宮前
〈原宿〉

恵比寿

炊きたてのおいしさが味わえる
「陶珍 おひつ碗（5,500円）」

ごはんを入れて
そのまま冷蔵庫へ。
電子レンジで温めて！



今年8月から、新デザインの半蔵門線車両の運行がスタート
しています！ 多くのお客さまに快適にご乗車いただける
よう工夫を凝らしたポイントを詳しくご紹介します。

新型車両18000系が
運行を開始しました！ 伝統と新しさが

交じり合う街に、
さらなる活力を。

をデザインに取り入れた

車両部設計課  志村昂亮さん

都心から下町までつなぐ「半蔵門線」

従来の8000系、08系の洗練されたデザインを受け継いだ外観です。側面
は路線カラーであるパープルの直線を配したグラフィックデザインに。
ヘッドライトも直線的なデザインで、端正な表情に仕上げています。

車内は外観と同じく路線カラーのパープルを基調に親しみや活気が感じられ
るデザインに。濃淡の違うパープルを重ねるトーンオントーンを採用し、床か
ら天井に向かって淡い色の配色にすることで、開放感を演出しています。

端正な表情のスタイリッシュなデザイン

さまざまなパープルを重ねたトーンオントーン

伝統 新しさ×

座席シートには、日本の
伝統的な織物の柄を採
用。その端にあるガラス
部分にも、同じく和を感じ
る織物の柄をレイアウト
しています。

衝突防止のための表示に
も、車内デザイン同様の
和柄を採用しました。車
両と車両をつなぐ、貫通
引戸には耐熱強化ガラス
が用いられています。

座席シートは、
日本の伝統的な
織物の柄をデザイン！

衝突防止表示にも和柄の
模様を採用し、
車内デザインと調和！

「和」を感じるモチーフを
 取り入れています！

私が説明 します！

路線の魅力が詰まったデザインコンセプト

半蔵門線は、渋谷や表参道など最新カルチャーを発信する街から、清澄白
河や押上など下町の伝統を感じられる街を結ぶ路線で、通勤・通学や観光
など多くの方にご利用いただいています。新型車両の18000系は、路線の
特色「伝統」と「新しさ」の融合をコンセプトに取り入れ、みなさまに活力
を与えられるようなデザインにしました。

快適性を追求することで長年愛される車両に

見た目のデザインだけでなく、快適にご乗車いただけるよう細部にもこだ
わりました。お客さまの目的地まで、安全に移動していただけることはも
ちろんですが、より快適に、安心してご乗車いただける空間を目指してい
ます。多くのお客さまに、末長く愛していただけると嬉しいですね！

コンセプト

快適性を向上させる細部へのこだわりをご紹介します。さらに！
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メトロジャーナル  Vol.18東京メトロの取り組みを紹介する
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車内を



半蔵門線をはじめ、東京メトロでは
これからも安全・安心と、快適な移動を
お届けできるよう努めてまいります。

時代のニーズに対応した
新型車両のポイントをご紹介！

ホーム側に傾けて、段差を低くすることで
スムーズな乗り降りをサポート！

従来の車両よりも床面高さを60mm低くするとともに、出入口付近が
ホーム側へ傾くようにしています。車いすやベビーカーの方をはじ
め、多くのお客さまが乗り降りしやすい構造に。

座席シートは、座りやすいよう幅を拡大！
表面は消臭・抗菌・抗ウイルス加工も。

ゆったり座れるよう座席幅は460mmに広げています。多くのお客さ
まが触れる座席シートの表面は、消臭・抗菌・抗ウイルス加工を施
し、安心してご利用いただける車内空間を目指しました。

乗車の際にフリースペースの場所が分かる
車体に配置したピクトグラム。

駅のホームドアに隠れないよう車体の上部にピクトグラムを配置して
います。乗るときに、どの位置にフリースペースがあるのか一目で分
かるようにしました。

全車両にフリースペースを設置。車いすやベビーカーをご利用のお客
さま、大きなお手荷物をお持ちの方にも快適に移動できるよう配慮し
ています。

広 と々したフリースペースで、
車いすやベビーカーなど多様なニーズに対応。

アルミニウム合金を採用し、
省エネルギー化を推進！

これまでの半蔵門線車両の良さを継承

ボディにアルミニウム合金を用いることで、車体強度を確保しながら軽
量化を実現しています。また、アルミニウム合金の種類を極力統一する
ことでリサイクル性を高めています。

TOK YO METRO Histor y

正面から見たときの四角
い直線が印象的なデザイ
ン。当時の先進技術を取
り入れ、日本の営業用車両
で初めて、メンテナンス性
に優れた「ボルスタレス台
車」を採用しました。

三角と四角のモチーフに
よって直線のスタイリッ
シュさを感じるデザイン
に。安全性向上のため、
ボディに「ダブルスキン構
造（2層構造）」を採用しま
した。

8000系や08系の端正な
表情を受け継いだスタイ
リッシュなデザインで、バ
リアフリーの促進と快適性
を向上。高効率なモータや
半導体素子によって環境
負荷低減も図っています。

8000系

Since
1981

08系

Since
2003

18000系

2021
NEW! 
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September 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。

買う

買う

販売場所  
  東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅 改札内   飯田橋メトロピア

営業時間  
 平日7：00～21：00　土日祝7：00～20：00

※ 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・スケジュールについては下記まで
　お問い合わせください。
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知ってト ク するメ ト ロ の話

東京メトロの公式アプリでは、車両内の混雑状況を配信中。

デプスカメラ＊と人工知能（AI）を使ったシステムによって、
リアルタイムに実測した車両内の混雑状況と、その後の混雑

予測情報をご案内しています。ぜひご活用ください！

彩りゆたかなお弁当とお惣菜のお店
「こめらくのこめべん」がオープン。創
業20周年を迎える創作茶漬け専門店
「こめらく」がプロデュースするお店
で、東京メトロ駅構内に初出店です！ 
こめらくの手作りおむすびやお弁当
をメインに、お惣菜やドリンク、セレ
クトしたグロッサリーをご用意。フ
リースペース席では、セルフコーヒー
やドリンクもお楽しみいただけます。

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

飯田橋に「こめらくのこめべん」オープン！ 
手作りおむすびやお弁当など、
彩りゆたかでこころ弾むメニューがいっぱい！

お問い合わせ
（株）グローバルお客様相談室

TEL.0120-689-890
https://kyo-yakiguri.com/contact/

食欲の秋！ 9月はやっぱり「栗」
アレンジを加えたモンブランをごほうびにいかが？
秋の味覚をスイーツでぜいたくに味わって

これまでのモンブランに加え、新顔のスイーツが登場です！ シフォン生
地の上に、カスタードクリームとミックスした焼き栗ペーストを乗せた
「シフォンモンブラン」。アーモンド生地のタルト台に、マスカルポーネ
チーズと焼き栗ペーストを合わせた「モンブランタルト」。秋の味覚「栗」
のスイーツをお楽しみください。

販売期間  
9月13日（月）～19日（日） 

  丸ノ内線荻窪駅（ホーム）ほか

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。

今後、他の路線も配信予定！
ぜひ公式アプリをアップデートして、日々の移動にお役立てください。

東京メトロmy! アプリがますます便利に

「リアルタイム混雑状況」
を配信！

の号車ごと銀座線 丸ノ内線

トップ画面

このエリアを
タップ

詳細
情報

シフォンモンブラン
600円（税込み)

モンブランタルト
600円（税込み)

対象列車の混雑状況を4段階で
確認できます。

＊ デプスカメラとは、奥行き情報を取得する深度センサーを内蔵したカメラです。

号車ごとの混雑状況を4段階で
確認することができます。

座席に座れる程度

肩が触れ合う程度

ゆったり立てる程度

かなり混み合っています

混雑状況のご案内！

※ 一部の列車はリアルタイムの混雑配信に
対応していません。また、実際の混雑状況
と異なる場合があります。

列車走行位置画面

乗車したい列車を
タップ



メトロ歴史教室の参加者を募集中！
専門家による講義＆スポット巡りで
神田界隈の歴史を深掘りしてみませんか？

「神田界隈を歩く」をテーマ
にした歴史教室を開催。専門
家による講義のあと、実際に
スポットを巡りながら神田界
隈を紐解いていきます！ 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 

「ふくしま夢実現クエスト」参加者募集！
若い世代の皆さまが福島県とつながるきっかけを！
ぜひ「ふくクエ応援会議」にご参加ください

メトロ写真教室の参加者を募集中！
楽しく撮影しながら写真技術を習得しませんか？
神田周辺を撮影予定です！

神田周辺の名所旧跡、下町風情
の残る地域などで撮影会を実施
する「メトロ写真教室」を開催。
楽しく撮影しながら、写真技術
を習得できます。ぜひ、ご参加
ください！

お問い合わせ
ふくしま夢実現クエスト事務局
TEL.03-3539-3011
https://tiiki.jp/fukushima/

地域が抱える悩みや協
力してほしいことを、首
都圏在住の若い世代の
皆さまにクエスト（取り
組むべき課題）として依
頼します！ 「地方と関わ
りたい！」「仲間と一緒に
何かに取り組みたい！」
という方、まずは初回の
「ふくクエ応援会議」に
ご参加ください。詳細や
申込方法は公式HPでご
案内しています！

「ふくクエ応援会議」詳細  
9月25日（土）

  アットビジネスセンター東京駅八重洲通り

応募方法詳細  
【参加費】 2,200円（税込み）　【募集期間】 各開催日当日まで
【応募方法】 特設サイトをご覧ください。

詳細  
  9月11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）
  オンライン（Zoom）で開催

※午前・午後の2部制
※小学1年生から3年生向け・小学4年生から中学生向けの2コース

［講師］ 森永康平氏（株式会社マネネ 代表取締役社長CEO）

応募方法詳細  
【参加費】 無料
【参加人員】 20名 （中学生以上）
【募集期間】 9月20日（月・祝）締め切り
【応募方法】 メトロ文化財団HPをご覧ください。

詳細  
  9月23日（木・祝）16：00～17：00　※親子ヨガ
  9月25日（土）10：45～11：30／10月24日（日）

　 13：45～14：30
  妙典公園（受付はgreener)

※開催時刻や申し込み方法など、詳細はHPをご確認ください。

greenerパークヨガ開催！
秋の気配を感じながら
ゆったり体を動かして気分爽快に！

東西線妙典駅近くのgreener（グリー
ナー）では、9月25日（土）・10月
24日（日）に市川市後援特別プログラ
ム「パークヨガ」を開催。秋風を感じ
ながら、ヨガを楽しみませんか？ 千葉
県産の野菜などを販売する「greener
ちいさなマルシェ」も同時開催！ 9月
23日（木・祝）には、小学生対象の親
子ヨガも。ぜひ、ご参加ください！

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）
https://greener.tokyo

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 

東京メトロ×株式会社VIAによる、「学校では
教わらない お金の勉強」の親子向けオンライ
ンセミナーを開催します！ 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」を育てることを目的とした本セミナー。
投資や経済について、楽しく学ぶことができ
ます。おうち時間に、家族でご参加ください。
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公式HP

応募方法詳細  
【参加費】 無料
【参加人員】 20名 （高校生以上）
【募集期間】 9月27日（月）締め切り
【応募方法】 メトロ文化財団HPをご覧ください。

詳細  
  10月30日（土）10：00～13：00 （予定）　※雨天決行
  メトロ文化財団および神田周辺「神田明神・湯島聖堂」

参加する

メトロ文化財団HP

「お金」を学べるオンラインセミナー開催！
子どもたちに必要な「生きる力」「考える力」を
家族で一緒に学びませんか？

お問い合わせ 株式会社VIA　広報担当
info@via-corp.jp（株式会社VIA内）

参加する

参加する

詳細はコチラ

greener公式HP

詳細  
  11月6日（土）・14日（日）10：00～16：30　※雨天決行
  メトロ文化財団および神田界隈

［講師］ 山田徹氏（亜細亜大学講師）

参加する

メトロ文化財団HP

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
顔写真付きの公的証明書として使
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。今後、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
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キューガーデン

英国王室が愛した花々
シャーロット王妃とボタニカルアート

PICK UP EVENT!

イギリスのロンドン郊外にある
植物園・キューガーデンに収蔵さ
れる、美しい花々を描いたボタニ
カルアートを展示。また、シャー
ロット王妃（1744～1818年）が
愛したウェッジウッドの美しさ
を楽しむこともできます。

ウェッジウッド 蓋付き深皿（クイーンズウェア）1765-70
年 クリームウェア（陶器）、エナメル彩 個人蔵　photo 
Michael Whiteway

シデナム・ティースト・エドワーズ チューリッパ・シルベストリスの栽培品種（ユリ科）
1809年 黒鉛、水彩、紙 キュー王立植物園蔵　©The Board of Trustees of the 
Royal Botanic Gardens, Kew

本展ではバラ、ユリ、ランなど皆さん
ご存じの植物から珍しい種類のものま
で、さまざまな植物が登場します。描い
た作家によって作風も違うので、ぜひ
会場でお気に入りのボタニカルアートを
探してみてください。

担当者のここがおススメ！

東京都庭園美術館
学芸員
吉田奈緒子さん

南北線白金台駅から徒歩6分
  営 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

休 月曜（9/20は開館）、9月21日（火）

9月18日（土）～ 11月28日（日）

東京都庭園美術館
https://www.teien-art-museum.ne.jp

今月の T R Y !

作品や空間から漂う海外の雰囲気。
海の向こうの空気を存分に感じてみませんか。

海外の空気に包まれて

※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

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_KAWS HK CHUM, 2002 © KAWS, Collection of Larry Warsh　02_クルアーン台 トルコ（オスマン朝）1800年頃 螺鈿、玳瑁
象嵌 マレーシア・イスラーム美術館蔵　03_アダレイ《金彩薔薇図カップ＆ソーサー》 1886-1905年 村上和美氏蔵　04_フィンセント・ファン・
ゴッホ《糸杉に囲まれた果樹園》1888年 4月 油彩、カンヴァス 64.9×81.2cm クレラー =ミュラー美術館蔵 ©Kröller-Müller 
Museum, Otterlo, The Netherlands　05_©2018 八雲いつか　06_©2021-Succession Pablo Picasso-BCF（JAPAN）

04
9月18日（土）～12月12日（日）
ゴッホ展 ――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント

  場   東京都美術館 企画展示室
https://gogh-2021.jp
営  9：30～17：30 ※入室は閉室の30分前まで
ハローダイヤル 050-5541-8600

休 月曜（9/20、11/8・22・29は開室）、9月21日（火）
　    ※日時指定予約推奨

 銀座線  ・ 日比谷線  上野駅から徒歩10分

03
開催中～10月10日（日）
デミタスカップの愉しみ

  場   渋谷区立松濤美術館 
https://shoto-museum.jp
営   10：00～18：00 ※入館は閉館の30分前まで

03-3465-9421
休 月曜（9/20は開館）、9月21日（火）・24日（金）
　    ※ 土曜・日曜・祝日および10月5日（火）以降は日時指定制です。

 銀座線  ・ 半蔵門線  ・ 副都心線  渋谷駅から徒歩
15分

01
開催中～10月11日（月）
KAWS TOKYO FIRST

  場 森アーツセンターギャラリー
https://www.kaws-tokyo-first.jp
営   10：00～20：00（9/9は17時まで）
　  ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5542-8600

休 会期中無休

 日比谷線  六本木駅から徒歩3分

02
開催中～2022年２月20日（日）
イスラーム王朝とムスリムの世界

  場   東京国立博物館 東洋館
https://www.tnm.jp/
営 9：30～ 17：00（事前予約制） 
　  ※入館は閉館の30分前まで
ハローダイヤル050-5541-8600

休 月曜
　    ※年末年始の開館日は公式HPでご確認ください。

 銀座線  ・ 日比谷線  上野駅から徒歩15分
※  千代田線  根津駅からも同じく徒歩15分

06
開催中～9月26日（日）
ピカソ コート・ダジュールの生活

  場   ヨックモックミュージアム
https://yokumokumuseum.com
営 10：00～17：00 ※入館は閉館の30分前まで

03-3486-8000
休 月曜（9/20は開館）、9月21日（火）

 銀座線  ・ 千代田線  ・ 半蔵門線  表参道駅から
徒歩9分

05
開催中～12月19日（日）
いのちのエジプト展2021

  場   古代エジプト美術館
http://www.egyptian.jp/
営 12：00～18：00 ※入館は閉館の30分前まで

info@egyptian.jp
休 月曜～金曜

 銀座線  ・ 半蔵門線  ・ 副都心線  渋谷駅から徒歩
5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8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_歌川国芳「猫の当字 かつを」個人蔵（PARTI）　02_横尾忠則《高い買物》2020年 作家蔵　03_「夢の花園」 華宵便箋表紙原画
大正末～昭和初期©弥生美術館　06_『江戸名所之絵』鍬形紹真 1803年
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04
開催中～10月3日（日）
日本のパッケージ 縄文と弥生の
デザイン遺伝子 ―複雑とシンプル

  場 印刷博物館P&Pギャラリー
https://www.printing-museum.org
営 10：00～18：00（事前予約制）

03-5840-2300
休 月曜（9/20は開館）、9月21日（火）

 有楽町線  江戸川橋駅から徒歩8分

  場   弥生美術館
https://www.yayoi-yumeji-museum.jp
営 10：30～16：30（日時指定予約制）

  ※入館は閉館の30分前まで
03-3812-0012

休 月曜・火曜（9/20は開館）

 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

03
開催中～9月26日（日）
大正ロマン・昭和モダンのイラストレーター

高畠華宵展 ジェンダーレスなまなざし

  場    ANAインターコンチネンタルホテル東京
  アトリウムラウンジ

https://anaintercontinental-tokyo.jp
営 11：00～17：00（最終入店） ※2時間制

03-3505-1185
休  無休

05
開催中～9月30日（木）
抹茶コレクション2021
抹茶アフタヌーンティーセット

 銀座線  ・ 南北線  溜池山王駅から徒歩5分   場   東洋文庫ミュージアム
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/
営   10：00～17：00 ※入館は閉館の30分前まで

03-3942-0280
休 火曜 ※ただし祝日の場合は翌平日

06
開催中～9月26日（日）
江戸から東京へ 地図にみる都市の歴史
 南北線   駒込駅から徒歩8分

01
9月4日（土）～10月24日（日）
※会期中展示替えあり　
没後 160年記念 歌川国芳 

  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（9/20は開館）、9月21日（火）・28日（火）・
29日（水）・30日（木）

 千代田線  ・ 副都心線  明治神宮前〈原宿〉駅から
徒歩3分

02
開催中～10月17日（日）
GENKYO 横尾忠則
原郷から幻境へ、そして現況は?

  場   東京都現代美術館 企画展示室 1F・3F
https://genkyo-tadanoriyokoo.exhibit.jp/
営  10：00～18：00 

   ※展示室入場は閉館の30分前まで
ハローダイヤル 050-5541-8600

休 月曜（9/20は開館）、9月21日（火）

 半蔵門線  清澄白河駅B2出入口から徒歩9分

M’av北綾瀬Lietaに
新店舗が加わりました！

マーヴ リエッタ

千代田線北綾瀬駅の高架下

ホーム延伸や出入口の新設など、リニューアルによって進化を遂げている
北綾瀬駅。2021年6月、北綾瀬駅高架下の「M’av北綾瀬Lieta」に、新しく
7店舗がオープンしました！ ぜひ、お立ち寄りください。

今後4店舗が加わりグランドオープン予定！
生まれ変わった北綾瀬駅をご利用ください。

さらに

多彩なお店がそろって、ますます便利に！

キッチンオリジン

モスバーガー

Y'smart

Can★Do

中華食堂 日高屋

から揚げの天才

とんかつ和幸

  3月末にオープンし、
みなさまにご利用

  いただいています。

03_N
EZU

04_ED
O

G
AW

ABASH
I

昇莉夢（シリム）

※写真は2名盛



10月
号のメトニューは！

 熱中！  
ゆるっとスポーツ in 東京

 おでかけついでや会社帰りなど、
東京の街中で気軽に楽しめる

“ゆるっとスポーツ”はいかが？

 さらに、おいしく楽しく、
手軽に体づくりが始められる

「食」のスポットもご紹介予定！

 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！


