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乗車は前の扉からで料金は前払い。乗車したら運転手の横にある機械にICカードをタッチ、もしく
は小銭を投入する。小銭は金額の小さいものから投入を。紙幣での支払いは1000円札のみ可能だ。

お釣りが出る場合、取り忘れのないように。その場でICカードにチャージをする場合は、運転手に声をか
けよう。また、都営まるごときっぷを利用する際は、運転手に日付が見えるよう提示してから乗車する。

都バスと都電の中では、前方の画面 （都電の場合、後方の画面にも）や車内アナウンスで次に止ま
るバス停や停留場が伝えられる。降りたい場所がアナウンスされたら降車ボタンを。

ボタンは、窓や手すりに設置されている。

降車の際は後扉を利用する。

※多摩地域のバスは運賃や乗り方が異なるので
注意しよう

都バス&東京さくらトラム
（都電荒川線）の乗り方
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都電荒川線は三ノ輪橋から早稲田までをつなぐ路面電車だ。日
中は、6〜7分間隔で運行。停留所にある接近表示装置では、
都電があとどのくらいで到着するかも確認できる。入り口付近は狭
く混み合うため、乗車したら車両の中ほどに進もう。

都バスに乗る前にはバス路線の系統番号を見
て乗りたいバスか確認しよう。系統番号とは、
このガイドブックのルート紹介ページに記載し
てある［海01］や［都05］などのことだ。バス
停によっては違う行き先のバスが何本も出てい
るところもあり、乗り間違えると全く別の場所に
行ってしまうこともある。

都バスの車内では、無料でWi-Fiを利用することができる。1回
180分まで、1日何度でも使用可能だ。

東京都交通局が発行する『みんくるガイド』を広げながら街を散策する人は、マップ面に描
かれたバス路線の線の太さに注目。太い線のルートはバスが多く来るが、細い線の
ルートはバスの本数が少ないので、利用する際は注意しよう。

乗車前

Wi-Fi情報

東京さくらトラム（都電荒川線）について

都バスの時刻表や運行情報をチェックするなら、都バス運行情報サービス（tobus.jp）を利用しよう。このサイトでは、
住所やスマートフォンのGPS機能による現在位置などから近くの停留所を検索したり、停留所に接近しているバスの
待ち時間を確認することもできる。
トップページから「都電荒川線情報」というタブをクリックすれば、すぐに都電荒川線の情報ページに切り替えることも
可能。運行情報や遅延などの情報が見られる。

都バスで東京観光をもっと楽しむなら...
都内の観光スポットから便利な都バスの路線を見つけるなら（www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/routes/jpn）がお
すすめ。主要路線を使ったルートや、最寄りの停留所も調べることができる。

次のページからは、都営まるごときっぷを活用した東京の
おすすめ観光ルートを紹介。

都バス路線案内『みんくるガイド』を利用する人へ
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お得なきっぷ

都営交通で巡る主な観光スポット

都バスを乗りこなすには...

都バス

大人 大人

現金 現金IC IC

小児 小児

小児 小児

大人 大人

都電荒川線

普通運賃

1日乗車券

都営交通は都営地下鉄、都バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーを運営している。
ここでは、意外と乗り慣れていない人も多い都バスと都電の乗り方を紹介しよう。

TIPS ※都バスは一部運賃の異なる系統がある

¥210 ¥170

¥110 ¥90

¥206 ¥165

¥103

¥500 ¥400

¥250 ¥200

¥82

都営地下鉄、都バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーを1日に限り何度でも利用でき
るお得な乗車券。発売額は大人700円、小児350円だ。都営地下鉄と日暮里・舎人ライ
ナー各駅の券売機や、都バスと都電荒川線の車内で販売している。
利用当日に限り、沿線の400近くの施設や店で乗車券を見せると、割引やプレゼントなどの
特典を受けることもできる。
特典については、ちかとくのオフィシャルウェブサイトをチェック
chikatoku.enjoytokyo.jp

新宿・都庁エリア （新宿・都庁前駅） 、渋谷・原宿エリア （都01、池86ほか） 、銀座エリア （東銀座駅、都05ほか） 、 
六本木 （六本木駅、都01ほか） 、浅草 （浅草駅、S-1、草63ほか） 、上野 （上野御徒町駅、都02ほか） 、秋葉原 （岩本
町駅） 、池袋 （草63ほか） 、お台場 （海01ほか） 、東京タワー（赤羽橋・御成門駅） 、東京スカイツリー（押上駅、S-1 、 
都08ほか） 

東京を1日観光するなら都営まるごときっぷ（1日乗車券）がおすすめ



『錦糸町駅前』から都バス［錦25］葛西駅前行きに乗車。『亀戸
駅通り』で下車。

『東武浅草駅前』から都バス［都08］錦糸町駅前行きに乗車。『とうきょうスカイツリー駅入口』で
下車。もしくは、都営浅草線で『浅草』駅から『押上』駅。

浅草六区通りで「モボモガ御用達」という看板を
見つけたら、そこが蛍堂の入り口だ。同店では着
物やランプ、食器など、大正時代のものを中心と
した雑貨を販売している。今の生活にすぐ取り入
れられる商品も多く、スピーカーとしてiPhoneを
繋げられるように修理されたラジオは必見だ。
à台東区浅草1-41-8 ／定休日は月・火曜（祝日
の場合は営業） 、 tinyurl.com/tothotarudojp

とうきょうスカイツリー駅近くの小梅児童
遊園には、161本のポールが櫛目のように
建てられた「おぼろけ」というアート作品が
ある。ぜひポール越しにカメラを構えてみ
てほしい。一風変わった東京スカイツリー
を写真に収めることができるはずだ。
à墨田区向島1-33-3 、
tinyurl.com/totjidoyuenjp

ここでは、丁寧な仕事ぶりを堪能できる『茶
房特製あんみつ』で一息つこう。あんこも、
黒蜜も、寒天もすべてが自家製。特に、注
文が入ってから作られる白玉は、モチモチと
した弾力がたまらない。わらび餅や『あいす
最中』なども用意されている。
à墨田区亀沢4-8-5 ／定休日は火曜 、
tinyurl.com/tothokusaisabojp

一日の終わりは、平日でも常
連客で大いに賑わう居酒屋で
乾杯しよう。焼き鳥5串（500
円）、焼き餃子（300円）、

『ゴーヤチャンプル』（350円）
など、とにかく良心的な価格
が魅力。ボリュームもあり、
財布に優しい名店だ。
à江東区亀戸2-38-2 ／定休日は木曜 、
tinyurl.com/totmatchanjp

スタイリッシュな和食器を手に入れるならば、かっぱ橋まえ田がおすすめだ。富士山をモチーフと
した酒器や、美濃焼きの茶器、切子のグラス、野菜の形をした箸置きなど、目にも楽しいアイテ
ムが所狭しと並ぶ。手頃な価格で購入できるも
のも多いので、財布の紐の緩み過ぎには注意だ。
à台東区松が谷1-10-10 ／定休日は日曜、tinyurl.
com/totkappamaedajp

『根津神社入口』から都バス［上58］上野松坂屋前行きに乗車。『上野松坂屋前』で都バス［上46］南
千住駅東口行きに乗り換え（バス停の位置が変わるので注意。9番のりばへ）。『菊屋橋』で下車。

1 3:00  東京蛍堂

1 4:00  小梅児童遊園

1 5:00  北斎茶房 1 7:00  居酒屋 松ちゃん

1 2:00  かっぱ橋まえ田

1706年に創建された根津神社は、江戸時代
の神社建築の卓越した実例だ。その朱色と金
色の漆塗りの建物は、20世紀の東京に大きな
被害をもたらした地震や戦争、火災の難からも
何とか逃れてきた。まさに神のご加護を受ける
場所といえるだろう。
à文京区根津1-28-9、
tinyurl.com/totnezujinjajp

1 0:30  根津神社

スタート   上野

9分

3分

24分

6分

3分

10分

5分徒歩
10分
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シンプルながらも奥深い味わいが出せるのは、
素材が良いからだ。利さくのおにぎりには、群
馬県産のコシヒカリをはじめ、各地から取り寄せた厳選食材を使用している。具は30種類余り。8時か
ら11時までは、好きなおにぎり2つと味噌汁がセットになった『朝のセット』（500円）が提供される。
à文京区千駄木2-31-6 ／定休日は水曜、tinyurl.com/totrisakujp

09:00  おにぎりカフェ 利さく

伝統とモダンの下町散歩

『上野公園』から都バス［上
58］早稲田行きに乗車。『団子
坂下』で下車。

『団子坂下』から都バス［上58］上野松坂屋前行きに乗車。『根津神社入口』で下車。

『とうきょうスカイツリー駅前』から都バス［業10］新橋行きに乗車。『亀沢四丁目』で下車。



銀座からスタートするアート旅
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ヒルトン東京お台場のシースケープ テラス・ 
ダイニングでは、東京湾の眺めを一望しながら朝
食ビュッフェを楽しむことができる。オムレツや和食
などの美味しい朝食に絶景。一日の始まりに、これ
以上のものはないだろう。
à港区台場1-9-1 、 tinyurl.com/tothiltonodaibajp

銀座の中央通り沿いにある銀座エリア最大
級の商業施設。241ものブランドが集結し
たショッピングエリアや、地下2階のフーズ
フロアなど見所満載だが、ここではアートを
楽しむことも忘れずに。蔦屋書店初となる
アートギャラリーなど、館内のいたるところで
アート作品に触れることができる。à中央区
銀座6-10-1 、 tinyurl.com/totginzasixjp

『クロナッツ』をはじめ、数 の々ユニークな
商品を生み出しているパティシエ、ドミニ
ク・アンセル。彼の想像力はとどまるところ
を知らない。2017年3月にオープンした
銀座店では、日本で初めて四角い形のス
イカを見たときの衝撃を表現した『スクエ
ア ウォーターメロン』などを
販売している。à中央区銀座
4-6-16 銀座三越地下2階、
tinyurl.com/totanselginzajp

2016年8月に仙台市から進出してきたバー。こ
だわりのウイスキーコレクションが壁一面に並び、
本格的な味を良質な価格で提供する。300枚ほ
ど揃えられているレコードも自慢だ。
à中央区月島3-13-7 1階 、 
tinyurl.com/totphonosheetjp

月島のもんじゃストリートから少
し路地を入ったところにあるもん
じゃ焼き店。古くから続く名店の
ような味と佇まいだが、銀座で
40年間金沢料理を提供してい
た女将が2017年3月にオープ
ンさせた比較的新しい店だ。おすすめの『海鮮も
んじゃ』を頬張りながら、ビールで乾杯しよう。
à中央区月島3-16-4、定休日は水曜、tinyurl.com/
totmukaijp

ノートや筆記具、インク、レター
セットなど、使い心地にこだわ
りセレクトした文具を取り扱う
ショップ。表紙や中紙、バイン
ダーリングなどの各パーツを選び、自分だけのオーダー 
メイドノートを作ることもできる（所要時間は20〜30分）。
à台東区蔵前4-20-12 ／定休日は月曜（祝日の場合は営業）　、
tinyurl.com/totkakimorijp

相撲部屋の原型を残した割烹。ちゃんこ
鍋や寿司、天ぷらなどを提供する。日本
建築の粋を尽くした総檜造りの店内には
土俵もあり、相撲甚句や津軽三味線の
演奏も行われる。
à墨田区横網2-14-5 ／定休日は日曜・祝日、
tinyurl.com/totkappoyoshibajp

お台場にある国立の科学館。科学に関する様 な々展
示で溢れており、ユニークなテーマで行われる企画
展も人気だ。ドームシアターで3D映画を観たり、二
足歩行ロボットのASIMOを間近で見ることもできる。
à江東区青海2-3-6 ／休館日は火曜（祝日の場合は開館） 、 
tinyurl.com/totmiraikanjp

栃木県益子町に本店を置くスター
ネットの東京店。生蜂蜜やオーガニック
コーヒー、箸などの生活道具、天然素材の衣服な
ど、町内外の職人や生産者、アーティストとの出会いか
ら生まれたオリジナル商品を販売する。
à千代田区東神田1-3-9 ／定休日は月曜、
tinyurl.com/totstarnetjp

自家焙煎コーヒーを100円で提供してくれる
R.O.STARは、まさに庶民の味方だ。サンド
イッチやコーヒーソフトも販売
されているので、軽く食事を
するにもぴったり。晴れた日に
は、近くの公園で味わうのも
良いだろう。
à江東区豊洲3-2-20 1階、
tinyurl.com/totrostarjp

1932年、高級アパートメントとしてこの地
に建てられた奥野ビル。街の景色が変
わった今もなお、ギャラリーやアンティー
クショップが入居するアートビルとして活
躍中だ。今ではすっかり珍しくなった手
動式のエレベーターは忘れずに体験し
たい。à中央区銀座1-9-8、tinyurl.com/
totokunobldgjp

09:00  ヒルトン東京お台場 1 0:30  GINZA SIX 1 3:00  DOMINIQUE ANSEL 
BAKERY JAPAN at GINZA

1 8:00  Phonosheet

1 6:00  むかい 1 7:00  カキモリ
1 8:30  割烹 吉葉

1 0:30  日本科学未来館 
1 6:00  starnet tokyo

1 4:00  R.O.STAR

1 4:00  奥野ビル

スタート  お台場

都心へ戻るには『月島』駅から都営大江戸
線を利用するのがおすすめ。

スタート   銀座

都営浅草線で『宝町』駅から『東日本橋』駅。

『日本科学未来館前』から都バス［海01］
門前仲町行きに乗車。『豊洲駅前』で下車。

『豊洲駅前』から都バス［業10］新橋行きに
乗車。『月島第一小学校前』で下車。

2分

26分

11分

５分

3分

2分

徒歩
1分

徒歩
5分

徒歩
5分

都営浅草線で『東日本橋』駅から『蔵前』駅。

都営大江戸線で『蔵前』駅から『両国』駅。

『台場駅前』から都バス［海01］東京テレポート
駅前行きに乗車。『日本科学未来館前』で下車。

東京湾に浮かぶ街散策



  

都電で巡るノスタルジックな東京
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ヒップスターとは、流行に敏感な人たちのこと。東京のホットなスポットを巡りたい人は、鎌倉 松原庵 欅から旅
をスタートさせよう。 表参道のけやき並木を見渡せる同店では、原宿にいながら落ち着いた空間で蕎麦を味わ
うことができる。蕎麦と前菜がセットとなったコースメニューも捨てがたいが、夏はさっぱりと『すだち鬼おろしそば』
をチョイスしたい。à渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエスト 4階、 tinyurl.com/totkamakurakeyakijp

ウルトラマンシリーズに登場する怪獣をテーマにし
た居酒屋。怪獣をモチーフにしたメニューをはじ
め、オリジナルグッズも販売されている。月に数回
怪獣たちが来店することもあるので、一緒に乾杯
できるかもしれない。à港区新橋2 ウィング新橋 地
下1階 、 tinyurl.com/totkaijujp

甘いもの好きは、DUMBOの大きなドーナツで
腹と心を満たそう。毎朝手作りされている
ドーナツは、フランボワーズやココナツ、抹
茶クリームチーズなど、10種類用意されて
いる。ピンク色の可愛らしいカップで提供
される、こだわりのコーヒーとともに楽しみ
たい。à港区麻布十番2-17-6、
tinyurl.com/totdumbojp

オリンピックでの日本人選手の活躍もあって
か、じわじわと盛り上がりを見せている卓球人気。流行に敏
感でありたいのならば、卓球をしながら食事や酒も楽しめる
T4 TOKYOは外すことができないだろう。卓球スクールも併
設されているので、スキルアップを目指すことも可能。
à渋谷区神南1-12-16 ASIA BUILDING 1階・地下1階／定休日は
火曜（レストラン＆バーは無休）、tinyurl.com/tott4jp

オリジナルのテキスタイルで和服や地
下足袋などの製作をしている京都の
ブランド。店を訪れたら、カラフルで
モダンな浴衣や小物に夢中になって
しまうだろう。青山店には、抹茶や和
菓子を楽しめる喫茶スペースもある。
à港区南青山5-4-24 ア・ラ・クローチェ
1階、tinyurl.com/totsousoujp

1 1:00  鎌倉 松原庵 欅

1 7:00  怪獣酒場 新橋蒸留所
16:00   DUMBO Doughnuts 
and Coffee

1 2:30  T4 TOKYO

1 5:00  SOU・SOU 
KYOTO 青山店

スタート  原宿

漫画家の手塚治虫が住んでいたという並木ハウス別館に店を構える
喫茶店。店名は、ジャズの曲名にちなんで名付けられた。ネルドリップ
で丁寧に淹れられたコーヒーを、ホットドッグやサンドイッチと一緒に味
わおう。
à豊島区雑司が谷3-19-5 ／定休日は水曜、tinyurl.com/totkiazumajp

地元の常連客で賑わう同店は軽食のメニューが豊
富。『アレンジトースト』 と呼ばれる、厚切り食パンの
上にソースや具材を乗せたトーストメニューは、コー
ヒーまたは紅茶が付いて750円
とリーズナブルだ。気ままな店の
雰囲気をよりほのぼのとさせてい
るのが、看板猫のキューピー。冬
場は可愛らしい半纏を羽織って
出迎えてくれる。
à荒川区町屋1-4-5 、 tinyurl.com/
totparisiancafejp

揚げたての惣菜や名物の紅生姜天など、
食べ歩きを楽しむのも商店街の醍醐味
だ。500円あれば十分腹を満たせるだ
ろう。最後に鈴木酒販で日本酒を嗜め
ば（利き酒は4杯まで）、これ以上ない完
璧な締めくくりである。 
à荒川区南千住1-18-5
／定休日は店舗によって
異なる 、tinyurl.com/
totjoyfulminowajp

遊具が充実した飛鳥山公園は、子どもと訪れる
のに最適だ。公園はちょっとした丘の上にあるが、
10時から16時までは無料のモノレールが運行
しているのでベビーカーでも気軽に足を運べる。
1978年まで荒川線を走っていたレトロな車両や
3つの博物館もある。
à北区王子1-1-3、tinyurl.com/totasukayamajp

ペンギンをモチーフとした雑貨を販売する同店は、ペ
ンギン愛好家には夢のような空間だ。商品は、新鮮
味を出すためにあえて10年から20年間、倉庫で寝
かせたものを並べている。今では見ることの
できないものばかりなので、レアなアイテムも
見つかるだろう。à豊島区北大塚2-28-2 ／定
休日は水・日曜・祝日（不定休あり） 、 tinyurl.com/
totpenguinzakkajp
※2017年現在は仮店舗で営業中。2018年春ごろには、
現在の店から大塚駅方面に約25
メートル進んだところに建設されるビ
ル内に移転予定だ

1 0:30  キアズマ珈琲

1 5:00  パリジャンカフェ
1 6:30  ジョイフル三の輪商店街

1 3:00  飛鳥山公園
1 2:00  ペンギン堂雑貨店

スタート  池袋

都電荒川線で『都電雑司ヶ谷』から『大塚駅前』。

15分

8分

6分

20分 都電荒川線で『王子駅前』から『町屋駅前』。

都電荒川線で『大塚駅前』から『王子駅前』。

都電荒川線で『町屋駅前』から『三ノ輪橋』。

THE INSIDER'S GUIDE TO TOKYO    09

『表参道』から都バス［池86］渋谷駅東口行きに乗車。
『神南一丁目』で下車。

『麻布十番駅前』から都バス［都06］新橋駅前行きに乗
車。『新橋駅前』で下車。

徒歩で『渋谷』駅へ。『渋谷駅前』から都バス［渋88］新橋駅前行きに乗車。『南青山六丁目』で下車。

『南青山七丁目』から都バス［都01］新橋駅前行きに乗車。『六本木駅前』で下車。『六本木』駅
から都営大江戸線に乗り換え。『麻布十番』駅で下車。

2分

20分

徒歩
13分

©円谷プロ

東京ヒップスターツアー

4分

8分

7分



なぜ都営地下鉄はいつも時間通りに運行
しているのか

営業を終えた都バスはどこへ行くのか

都営交通の時刻表はどのように作られて
いるのか

バスや電車はどれくらいの期間使われ、
引退した車両はどうなるのか

線路の点検を行う作業員は主にどんな
部分をチェックしているのか

Q1. Q2.

Q3.
Q4.

Q5.

簡単に言えば、時刻表の計画や車両、線路のメンテナン
スなど、運転士や車掌、駅員、、保守作業員ら、都営交通
全職員の日々 の努力のたまものだ。万が一遅れが生じてし
まった際にも、総合指令所が最新の情報を集め、きめ細
やかな対応を行っているので乗客への影響を最小限に抑
えられる。駅のホームで指差し確認を行っている職員も、
駅の安全と定時運行を担う重要な役回りだ。

都バスは約1500台の車両があり、全てのバスはその日の
営業を終えると都内18ヶ所にあるそれぞれの営業所、支
所に戻る。営業所には、給油所や整備場も備えられており、
日頃の基本的な点検整備は各営業所で行っている。車検
や、エンジン、車体の修理を行うため、江東区の臨海部に
は自動車工場もある。

電車の時刻表の作成は、乗客数の見積もりから始まる。
この人数によって、運行の速度、頻度、信号の設定など
が決められるのだ。また、京成線や京急線が乗り入れる
都営浅草線のように、一部の都営地下鉄は私鉄会社が
運営する線路に乗り入れるため、時刻表は提携事業者と
も調整しながら作られている。また、 できあがった時刻表
は分単位で公にされているが、実際は秒単位で刻まれて
いる。

バスの場合は、全路線の年間の混雑状態と遅延具合の
分析から始まる。約半年間の検証を重ね、運行本数や
運行に必要な車両数などが調整される。全部で129あ
る路線のうち、約4割が毎年調整される。2017年には
約55の路線で更新が行われた。

電車は約25 〜 30年、バスは約15年の間使われる。都
営交通で役目を終えた車両は、金属などが資源として再
利用されたり、 車両のまま地方の自治体や民間企業に売
却されたりする。 また、 日本以外で使用される車両もあり、
過去には、災害復興のために海を渡って、スリランカなど
で活躍をしたこともある。

彼らは、レールの傷の有無や枕木の状況、ボルトが緩ん
でいないか、トンネルにひび割れがないかなどをチェックし
ている。ボルトの緩み具合は、点検ハンマーでボルトを叩き、
その音を聞いて確認しているという。メンテナンスは2人1
組で行われ、約10日かけて1つの地下鉄路線を調査して
いる。
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あなたが都営交通について
知らない5のこと
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FOLLOW US ONお問い合わせ

InstagramFacebook Official WebsiteTwitter

Tel. 03-3816-5700
9:00 - 20:00 (年中無休)
www.kotsu.metro.tokyo.jp

都営交通お客様センター


