2022 年 3 月 ３０日
東京地下鉄株式会社
東 京 都 交 通 局

地下鉄乗り放題のお得な乗車券「Tokyo Subway Ticket」と
観光施設入場券の「お得なセット第 2 弾」を発売開始します!
SHIBUYA SKY、サンシャイン水族館＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台、Ｓｐａ ＬａＱｕａ
とタイアップし最大 800 円お得に！
東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下「東京メトロ」）と東京都
交通局は、2022 年 4 月１日（金）から、東京の地下鉄が全線乗り放題のお得な乗車券「Tokyo
Subway Ticket」と観光施設入場券をセットにした商品の第 2 弾を、オンラインで発売開始します。
東京メトロでは、多くのお客様に東京の魅力に触れていただくことを目的に、観光施設等と連携し、
東京の都市内観光「City Tourism」を楽しんでいただく取組みを推進するとともに、東京都交通局と
共同で企画乗車券などを発売し、お客様の利便性向上に繋げる取組みを展開しています。
第 1 弾として 2021 年 11 月から発売している東京スカイツリー、東京タワーとタイアップしたお得
なセット商品は、大変ご好評をいただいています。
この度、観光施設との連携第 2 弾として、SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）、サンシャイン水族館＆
SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台、東京ドーム天然温泉 Ｓｐａ ＬａＱｕａ（スパ ラクーア）とタイ
アップし、それぞれの入場券と都内をお得に巡ることができる Tokyo Subway 24-hour Ticket
をセットで発売いたします。最大 800 円お得に、Tokyo Subway Ticket サイト等において、オンラ
インで便利に購入いただけます。
「Tokyo Subway Ticket」は、対象となる首都圏の約 250 施設でご提示いただくと、割引やプレ
ゼント等の特典を受けることができる特典サービス「ちかとく」もご利用いただくことができ、大変お得
に東京の都市内観光を楽しむパスポートとしてもご活用いただけます。
東京メトロと東京都交通局は、今後も沿線の観光施設や企業と連携し、便利な乗車券を中心としたお
得な商品の開発、発売を通して東京の都市内観光を楽しんでいただく取組みを推進します。
詳細は別紙のとおりです。

別 紙

旅行者向け企画乗車券「Tokyo Subway Ticket」と観光施設入場券のセット発売詳細

１ 「Tokyo Subway Ticket」について
使用開始から 24/ 48/ 72 時間に限り東京メトロ線全線及び都営地下鉄線全線が乗り降り自由な
お得な乗車券です。東京メトロ・都営地下鉄一日共通券が大人 900 円のため、1 日で 100 円、2 日
間で 600 円、3 日間で 1,200 円がそれぞれお得になります。これまでは、訪日外国人旅行者及び
国内旅行者のみが購入可能な企画乗車券でしたが、この度、24 時間利用可能な「Tokyo Subway
Ticket」と観光施設入場券を、どなたでもご購入いただけるセットで発売します。
【セット発売対象】
（１）Tokyo Subway 24-hour Ticket（使用開始から 24 時間有効）大人

800 円 小児 400 円

【セット発売対象外】
（２）Tokyo Subway 48-hour Ticket（使用開始から 48 時間有効）大人 1,200 円 小児 600 円
（３）Tokyo Subway 72-hour Ticket（使用開始から 72 時間有効）大人 1,500 円 小児 750 円
【有効区間】
東京メトロ全線及び都営地下鉄全線

２ セット発売商品及び価格
（１）Tokyo Subway 24-hour Ticket と SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）入場券のセット

区分

発売商品
Tokyo Subway
24-hour
Ticket
＋
SHIBUYA SKY
日時指定入場券

全日

大人料金
（18 歳以上）
中学生・高校生
料金
小学生料金

発売金額
（税込）

割引額

2,500 円

400 円

2,900 円

2,100 円

400 円

2,500 円

1,250 円

200 円

1,450 円

（参考）
通常価格※１

※1 通常価格は、SHIBUYA SKY の当日窓口チケットの料金をもとに算出した価格です。
※

購入時に SHIBUYA SKY の入場日時をご指定いただきます。

（２）Tokyo Subway 24-hour Ticket とサンシャイン水族館＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展
望台入場券のセット

Tokyo Subway
24-hour
Ticket
＋
サンシャイン水族館
日付指定入場券
＋
SKY CIRCUS
サンシャイン 60 展望台
入場券

発売金額
（税込）

割引額

3,700 円

800 円

4,500 円

3,500 円

700 円

4,200 円

中学生料金

2,300 円

400 円

2,700 円

小学生料金

1,850 円

400 円

2,250 円

区分

発売商品

全日

大人料金
（18 歳以上）
学生料金
（高校/大学/専門学
校）

（参考）
通常価格

※購入時にサンシャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台の入場日をご指定いただきます。

（３）Tokyo Subway 24-hour Ticket とＳｐａ ＬａＱｕａ（スパ ラクーア）入館券のセット

発売商品
Tokyo Subway
24-hour
Ticket
＋
スパ ラクーア入館券

全日

区分

発売金額
（税込）

割引額

大人料金
（18 歳以上）

3,490 円

310 円

（参考）
通常価格

3,800 円

※深夜(深夜 1:00～早朝 6:00)、休日 (土、日、祝日、特定日)にご利用のお客様は、別途割増料金を頂戴します。

３ 発売開始日時
2022 年４月１日（金）から

４ 商品購入及び利用方法
①Tokyo Subway Ticket サイト（https://www.tokyometro.jp/tst/jp/）でオンライン購入し
ます。決済が完了するとスマートフォン等に QR コードが送付されます。
※サンシャイン水族館＆SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台入場券とのセット券は、サンシャインシティ公
式ホームページチケット発売サイトでも発売します。

≪Tokyo Subway Ticket※≫
②東京メトロ及び都営地下鉄の主要駅に設置している旅行者向け券売機の QR コードリーダーにか
ざすことで、「Tokyo Subway Ticket」が発券されます。
※東京メトロ各駅（日比谷線北千住、中目黒、中野、西船橋、代々木上原、和光市、半蔵門線・副都心線渋谷及び
目黒の各駅を除く）の駅事務室でも引換えを行います。

≪観光施設≫
③QR コードを提示することで、入館できます。

【購入フロー】

※リンクティビティ（株）が提供する e チケット発券プラットフォームを活用します。
※購入後のキャンセルはできません。
※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

５ 提携割引・サービス「ちかとく」
東京メトロ及び都営地下鉄沿線の約 250 のスポットで、「Tokyo Subway Ticket」を提示いた
だくと割引やプレゼントなどの特典を受けることができます。利用可能店舗等の詳細は「ちかとく」
特設サイト（https://chikatoku.enjoytokyo.jp/）をご参照ください。

６ お客様のお問い合わせ先
東京メトロお客様センター TEL:0120-104106 （9:00～17:00 年中無休）
都営交通お客様センター TEL:03-3816-5700（9:00～20:00 年中無休）
以 上

東京の都市内観光需要を共創するパートナーを募集しています！
東京の都市内観光「City Tourism」需要を創出し東京の観光を盛り上げることを目的に、沿線の観
光施設、商業施設、娯楽施設、商店街等の皆様と連携した商品開発、キャンペーンやイベントを実施して
います。
東京メトロ及び東京都交通局とタイアップに興味がある施設の皆様、企業の皆様、地域の皆様は、以
下までご連絡ください。
（タイアップ例）
・企画乗車券との観光施設入場券、商業施設クーポン券のセット発売
・商店街等と連携したスタンプラリーの実施
【お問合せ先】
東京メトロお客様センター TEL:0120-104106 （9:00～17:00 年中無休）

【参考】東京メトロ、東京都交通局の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組み
お客様に安心してご利用いただくため、東京メトロ、東京都交通局は、新型コロナウイルス感染拡大
防止に向けた様々な取組みを実施しております。
各社局の取組みの詳細につきましては以下の URL をご参照ください。
【東京メトロ】
https://www.tokyometro.jp/corporate/newsletter/metroNews20210714_l86_1.pdf
【東京都交通局】
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/subway/2020/su
b_i_202005269158_h.html
なお、ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、車内や駅構内
ではマスクを着用し、会話は控えめにしていただくようお願いいたします。

