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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」）では、東

京メトロ有楽町線・副都心線 17000 系車両及び半蔵門線 18000系車両が「2022 年ローレル賞(主催：鉄道友

の会)」を受賞※したことを記念し、2022年 12月 3日(土)及び 12月 4日(日)に「有楽町線・副都心線 17000

系車両＆半蔵門線 18000系車両ローレル賞受賞記念撮影会 in東京メトロ新木場車両基地」を開催します。 

 

本撮影会では、東京メトロ新木場車両基地において 17000系車両及び 18000系車両を並べて展示した姿を

ご撮影していただけます。さらに、12月 3日(土)は子ども用の東京メトロ制服を着用しての撮影会など小学

生のお子様とそのご家族がお楽しみいただけるイベント、12月 4日(日)には 17000系車両と 18000系車両に

加えて過去にローレル賞を受賞した千代田線 6000系車両も展示するなど、その他にも参加特典を用意しま

す。定員制の撮影会として開催することで、普段は立ち入ることのできない車両基地内でゆっくり安心して

非日常を体験できるイベントとなっています。 

 

ぜひこの機会に、最新の設備とデザインを詰め込んだ有楽町線・副都心線 17000系車両及び半蔵門線

18000系車両をごゆっくりご覧ください。 

今後も東京メトロは地域と連携してお客様にお楽しみいただける企画を実施し、お出かけ機会の創出によ

ってお客様の well-beingを実現しながら、東京の多様な魅力と価値の向上に取り組んでまいります。 

 

詳細につきましては別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「有楽町線・副都心線 17000系車両＆半蔵門線 18000 系車両 

ローレル賞受賞記念撮影会 in 東京メトロ新木場車両基地」を開催します！ 

12月 3日(土)にファミリーコース、12月 4日(日)に一般コースで募集！各当日に参加特典をご用意！ 

※(参考)過去リリース https://www.tokyometro.jp/news/2022/212821.html 

 

※イメージ 

【鉄道友の会選定 「2022年ローレル賞」 受賞記念】 

https://www.tokyometro.jp/news/2022/212821.html


 

 

「有楽町線・副都心線 17000系車両＆半蔵門線 18000系車両ローレル賞受賞記念撮影会 

in東京メトロ新木場車両基地」詳細 

 

１ 開催日程 

【ファミリーコース】 

2022年 12月 3日(土) 

第 1部  11時 45分受付開始 / 12時 15分集合時間 
 

 【一般コース】 

2022年 12月 4日(日) 

第 1部    9時 00分受付開始 /  9時 15分集合時間 

第 2部    9時 55分受付開始 / 10時 10分集合時間 

第 3部   10時 50分受付開始 / 11時 05分集合時間 

第 4部   11時 45分受付開始 / 12時 00分集合時間 

第 5部   12時 40分受付開始 / 12時 55分集合時間 
 

※ファミリーコース：約 3 時間の行程でご参加いただきます。 

※一般コース：各部約 2 時間の行程でご参加いただきます。 

※一般コース：各部同一企画で実施いたします。 

※各コース共通：雨天決行(荒天でお客様の安全を確保できない場合は中止とさせていただきます。) 

また、車両運用等の都合により中止させていただくことがあります。 
 

２ 開催場所 

東京メトロ新木場車両基地 
 

※新木場駅徒歩約 25 分   

※新木場駅から都営バスで「東京ヘリポート前」停留所下車徒歩約 5 分 

※会場には駐車場・駐輪場等がございませんので、お車や自転車等でのご来場は固くお断りいたします。 

公共交通機関等をご利用ください。 

※会場への地図は参加される方に別途お知らせいたします。 
 

３ 募集人数 

【ファミリーコース】 

80 名(お子様を含むファミリー)（抽選制） 
 

※最少催行人数は 35 名(お子様を含むファミリー)です。   

※募集人数は条件により変更する可能性があります。 

※お子様は小学生に限定させていただきます。 

※ご参加には保護者の同行が参加条件になります。   

※親子のほか、祖父母と孫の参加も可能です。 

（例：小学生のお子様 2 名とその保護者 2 名のペア、または小学生のお子様 1 名と祖父 1 名のペアでも可能です。） 
 

 【一般コース】 

各部 30名（抽選制） 
 

※最少催行人数は各部 15 名です。   

※募集人数は条件により変更する可能性があります。 

※対象者は中学生以上とさせていただきます。 

(15 歳未満の方のご参加には保護者の同行が参加条件になります。) 

   ※15 歳以上 18 歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要です。 

別 紙 



 

 

４ 申込方法 

申込方法の詳細については、クラブツーリズムのホームページよりご確認ください。 
  

 【ファミリーコース】 

   第 1部／コース番号 LE290-988  https://bit.ly/3fWspYY  
 

 【一般コース】 

    第 1部／コース番号 LE291-988  https://bit.ly/3A3EfqP 

第 2部／コース番号 LE292-988  https://bit.ly/3tj8TbX 

    第 3部／コース番号 LE293-988  https://bit.ly/3fRMf7s 

    第 4部／コース番号 LE294-988  https://bit.ly/3zYI3cP 

第 5部／コース番号 LE295-988  https://bit.ly/3tfTRUq 
 

・クラブツーリズムの Web サイトで申し込みを受け付けます。 

・抽選制となります。（事前申込が必要です） 

・申込期間：2022年 11月 17日（木）10時 00分～2022年 11月 20日（日）23時 59分 

・当選通知：2022年 11月 21日（月）17時 00分以降 

※当選のお客様のみ、クラブツーリズムより当選代表者にメールにてお知らせします。 

 

５ 旅行代金 

【ファミリーコース】 

おとな 5,000円（税込） 

こども 3,000円（税込） 
 

 【一般コース】 

おひとり様 10,000円（税込） 
 

※各コースともご自宅から集合場所・解散場所までの交通費はお客様負担となります。 

 

６ 参加特典 

【ファミリーコース】 

・子ども用の東京メトロ制服を交代で着用し、撮影会にご参加いただけます。（交代制 着用時間約 30 分） 

・撮影会のほか小学生のお子様たちがお楽しみいただけるイベントをご用意いたします。 

・オリジナルグッズを進呈いたします。（こども 1名 1セット） 
 

 【一般コース】 

  ・現行ダイヤにはない珍しい行先も表示いたします。（17000系車両＆18000系車両） 

  ・懐かしの千代田線 6000系車両(6102編成)も並べて展示いたします。 

・オリジナルグッズを進呈いたします。 
 

※各コースの特典内容は予告なく変更になる場合があります。 

※展示車両は予告なく変更になる場合があります   

※展示車両の運転台および車内撮影はありません。 

※車両基地内の見学は設けていません。また、鉄道部品等の販売は行いません。 

※18000 系車両は回送の関係で、南側が 18001 号車となります。 

※12 月 4 日（日）は、南側で 3 車種の先頭位置を合わせますので、6000 系車両は北側では先頭位置がずれてしまいます。 
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７ 撮影会に関するお問い合わせ先 

【クラブツーリズム株式会社】 

メールアドレス：ct.tetsudo@club-t.com 

※月～金 9:15～17:30・土日祝除く 

 

８ ご参加時のお願い 

（１）参加中はマスク着用のうえ、感染防止・予防対策ガイドラインに沿ってください。(受付にて検温実施) 

（２）車両基地内では飲料類の購入はできませんので、各自でご用意ください。（基地内食事及び飲酒禁止） 

（３）安全確保のため、車両基地内での傘の使用はできません。レインコートを各自でご用意ください。 

（４）安全確保のため、一脚・三脚・自撮り棒及び脚立の持ち込み・使用はできません。 

（５）悪天候・災害や大規模輸送障害発生、新型コロナウイルスの感染状況等により、ツアーの中止または内容

の変更が発生する場合がございます。 

（６）当日は報道関係の取材及び写真撮影が入ることがありますが、本撮影会への参加をもって同意とみなすこ

とをご了承のうえお申込みいただきますようお願いいたします。 

（７）車両基地内では、スタッフの指示に従って撮影を行ってください。 

（８）詳細内容やその他に関しましては、クラブツーリズムの申し込みページよりご確認ください。 

 

９ 「緑と海の橋」の閉鎖について 

混雑防止のため「緑と海の橋」を閉鎖いたします。下記時間帯は立ち入りができませんのでう回ルー

トをご利用ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。  
  
実 施 日 ： 2022年 12月 3日(土)、12月 4日(日) 

閉鎖時間 ： 各日 8時 30分～16時 00分 ※イベント状況により時刻が変動する場合があります。 

閉鎖場所 ： 新木場緑道公園「緑と海の橋」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「緑と海の橋」の閉鎖に関するお問い合わせ先】 

東京メトロお客様センター TEL 0120-104-106 

お客様に安心してご利用いただくため、東京メトロでは新型コロナウイルス感染予防に向けた以下の取組みを実施しております。 

■詳しい取組みはこちらから https://www.tokyometro.jp/info/207966.html?width=816&height=650 

 

【参考】新型コロナウイルス感染予防の取組み 

mailto:ct.tetsudo@club-t.com
https://www.tokyometro.jp/info/207966.html?width=816&height=650


 

 

 

 

「鉄道友の会」ローレル賞とは 

鉄道友の会の選考委員会が、前年中に日本国内で営業開始した新造および改造鉄道車両の中から、性能、

デザイン、製造企画、運用などの諸点に卓越したものがあると認めた車両に対し与えられる賞。 

 

「2022年ローレル賞」受賞の概要 

1.受賞車両 

・有楽町線・副都心線 17000系車両 

・半蔵門線      18000系車両 

2.選定理由 

得票数も多く、サービス設備や搭載機器のレベルアップを積み重ねた点や、2系列を基本仕様の共通化

による取扱い、メンテナンスの共通化を最大化するとともに、投入線区の独自性の両面を実現したことを

評価。（鉄道友の会 発表資料より） 

 

有楽町線・副都心線 17000系車両及び半蔵門線 18000系車両の概要 

 （参考）過去リリース 

  1. 有楽町線・副都心線 17000系車両 

https://www.tokyometro.jp/news/2021/209646.html 

  2. 半蔵門線 18000系車両 

https://www.tokyometro.jp/news/2021/211131.html 
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