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“Pick Up” can also be viewed on the Internet
を

雷門前にある浅草文
化観光センターの８
階が展望テラスに
なっています。浅草
の街並みのほか、東
京スカイツリー®も
眺められるビューポ
イントです。

Until Sep.30（Sun.）

※表示価格はすべて税込です。
* All prices shown are tax inclusive.

9月30日   日  まで
赤羽橋周辺からは、街中か
ら東京タワーのライトアッ
プが撮れます。現在、通常
はライトアップは2 種類。
満月の夜は特別なピンクの
ライトアップになります。

1913年創立、日本に
現存する最古のフラン
ス語学校「アテネ・フ
ランセ」。建築家の吉
阪隆正氏によるピンク
の壁が、可愛らしくお
しゃれに写真が撮れる
と評判です。

約1,000匹の金魚を集めた夏ま
つりイベント。約20品種の金
魚の展示のほか、「世界の金魚
ビアホール」なども楽しめます。

東京金魚ワンダーランド2018

東京さくらトラム（都電荒川線）
スタンプラリー開催中

Tokyo Goldfish Wonderland 2018

This summertime festival event features about 1,000 goldfish. 
Besides the display of about 20 species of goldfish, visitors can also 
enjoy themselves at the World Goldfish Beer Hall and other attractions.

●会　　　　場　すみだ水族館
●時　　　　間　9:00～21:00※入場は閉館の 1 時間前まで
●休　 館　 日　なし※臨時休業あり
●料　　　金　大人 2,050 円、高校生 1,500 円、中・小学生 1,000 円、
　　　　　　　　幼児（3 歳以上）600 円
●内　　　　容　「金魚ちょうちんトンネル」など全長約 100m の特別展示のほか、
　　　　　　　　カフェでは｢金魚ソーダ｣や「金魚ソフトクリーム」の期間限定
                      メニューが登場。
●お問い合わせ　☎03-5619-1821
●ア ク  セ  ス　都営浅草線 押上（スカイツリー前）駅すぐ

●スタンプ帳配布場所
   各スタンプ設置場所（東京さくらトラム（都電荒川線）の沿線施設９か所）、
   都営地下鉄各駅（押上、白金高輪、白金台、目黒、新宿線新宿を除く）
●お問い合わせ
   東京さくらトラム（都電荒川線）スタンプラリー事務局（東京新聞内）
   ☎03-6910-2206（ 9:00 ～ 17:00 まで）

都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 2分
2-min.walk from Akabanebashi Station【E-21】
on the Toei Oedo Line.

行き止まりの線路と、商店街が旅情
を誘う路面電車の停留場。ホーム横
の板塀には昔のホーロー看板が設置
され、風情ある写真が撮れます。

 Minowabashi Station【SA-01】
on the Tokyo Sakura Tram（Toden Arakawa Line）.

東京さくらトラム（都電荒川線）  三ノ輪橋停留場

15-min.walk from Ogi-ohashi Station【NT-06】
on the Nippori-toneri Liner.

日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩 15 分

10-min.walk from Roppongi Station【E-23】
on the Toei Oedo Line.

都営大江戸線 六本木駅 徒歩10分

首都高の夜景スポットの中でも美
しいと評判なのが江北ジャンク
ション。荒川に架かる五色桜大橋
のライトアップとジャンクション
の光跡を撮ってみましょう。

東京都の「ストリートペイン
ティング事業」で製作された
壁画。5 作品のひとつ「ジッ
パー」は遊び心いっぱい。

都営浅草線 浅草駅 徒歩 2分
2-min.walk from Asakusa Station【A-18】
on the Toei Asakusa Line.
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（都電荒川線）/ /
Trackside Guide Toei Subway Line/Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line）/Nippori-toneri Liner

Pick up
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赤羽橋周辺からの輝く東京タワー
Gleaming Tokyo Tower,
 from the vicinity of Akabanebashi 

ピンクの壁がキュートな
アテネ・フランセ
Athénée Français with its cute pink walls

浅草の街並みを
浅草文化観光センターから撮影
Asakusa townscape from 
the Asakusa Culture Tourist Information Center

きらめく江北ジャンクションと
五色桜大橋の夜景
The twinkling nightscape view around 
Kohoku Junction and Goshiki Zakura Big Bridge

なつかしさいっぱいの
都電が走る三ノ輪橋
Around Minowabashi Station, where Toden 
trains brimming with old-fashioned charm run

六本木トンネルの個性的なアート作品
Distinctive art works on Roppongi Tunnel

都営交通沿線で
見つけた

写真映え
スポット
Photogenic spots alon

g 

Toei Transportation lin
es

フォトジェニックな
写真が撮れる沿線のオシ

ャレな

フォトスポットを紹介！

Introducing photogenic s
pots along lines 

where you can take stylis
h photos!

9
September

2018

SA
01

21
E

都営三田線 水道橋駅 徒歩 5分
都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩12分
5-min.walk from Suidobashi Station【I-11】
on the Toei Mita Line.
12-min.walk from Jimbocho Station【I-10】【S-06】
on the Toei Mita Line and Toei Shinjuku Line.
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満月の夜はピンクに。

住　所　台東区雷門2-18-9　
      　　浅草文化観光センター8F
時　間　9:00～20:00
　　　　（展望テラスは22:00まで）
お問い合わせ　浅草文化観光センター
         　☎03-3842-5566 住所  千代田区神田駿河台2-11

ライトアップカレンダー　https://www.tokyotower.co.jp/lightup/index.php
住所　港区東麻布１-30（赤羽橋） 　お問い合わせ　東京タワー☎03-3433-5111

住所  港区六本木7-23

住所  足立区江北2丁目

住所  荒川区南千住1-12
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赤羽橋交差点から撮影したおなじみ「ランドマークライト」の
ライトアップ

Until Sep.24（Mon.） 
9月24日    月・休    まで

都電荒川電車営業所を含む東京さく
らトラム（都電荒川線）沿線4区（荒
川区、北区、豊島区、新宿区）の９
ポイントをめぐるスタンプラリーを
開催。今回は、宝の隠し場所のヒン
トを探してキーワードを報告する「宝
探し」も開催します。

Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line) 
stamp rally now underway!

Stamp rally participants visit nine points in the four wards 
(Arakawa, Kita, Toshima, and Shinjuku) along the Tokyo Sakura Tram line, 
including the Toden Arakawa Train Office. This time, 
there is also a treasure hunt, in which participants search for clues to 
where the treasure is hidden and make reports of key words.

写真映え Point!

写真映え Point!

写真映え Point!

写真映え Point!

　都営交通と東京メトロでは、「都営まるごときっぷ」等の特
典対象乗車券をお買い上げのお客様がご利用いただける、沿線
施設での料金の割引やプレゼント等の特典をご紹介した特典ガ
イド『ちかとく』を配布中。東京人気スポットめぐりにぜひご
活用ください！
English Version of the guidebook is available（英語版あり）
Chikatoku-a special-offer guide introducing special offers such as discounts and gifts at 
facilities along railway lines̶is now available! Please take this guide when you visit 
popular sightseeing spots in Tokyo!

●配布場所：都営地下鉄各駅（押上・新宿線新宿を除く)､都営バス営業所・支所
●特典対象乗車券：「都営まるごときっぷ」「都営地下鉄ワンデーパス」「都バス一日乗車券」など
●特典対象施設：都営交通沿線及び東京メトロ沿線のレジャー、飲食店、美術館等
●詳細は、『ちかとく』誌面でご確認ください。

写真映え Point!

壁だけを撮るので
はなく、道路標識
などを入れるとよ
り印象的。

電車を撮るなら午後、ホーロー看板
やバラのゲートは午前がおすすめ。

水面に映る橋をきれいに撮
るなら風のない日に。フラッ
シュはNG。

午後は日差しが入って壁
画が見えづらくなるの
で、午前中か夜に撮ろう

ダイヤモンドヴェールの
ライトアップは、基本的
に土曜日20時から22
時まで。ライトアップカ
レンダーで確認を。

日没から20～30
分後の、真っ暗に
なる直前がベスト
タイム！
※三脚の使用は不可

写真映え Point!

「ダイヤモンドヴェール」
ライトアップ


