
※掲載の施設やイベント等につきましては、内容が変更となる場合がございます。また、身
分証明書（学生証・障害者手帳等）の提示を必要とする場合や、曜日により休業する場合がご
ざいますので、各記事のお問い合わせ先にご確認の上お出かけください。
*Information about facilities and events provided in this guidebook is subject to 
  change. 
  Please check the details in advance by using the contact information provided for 
  each facility/event.

都営フェスタ2019in浅草線

Toei Festa 2019 in Asakusa

Toei Festa 2019 in Asakusa Line

Guide to events along railway lines

沿線イベントガイド

都営鉄三田線「千石」下車　徒歩10分
10-min.walk from Sengoku Station on the
Toei Mita Line

六義園
Rikugien Gardens

   
   
   
   

　浅草線5300形車両と浅草線
5500形車両が一体化した音声ぬ
いぐるみキーホルダーが登場！
　ぬいぐるみを押すと、浅草線
5500形の電子警報器と扉開閉の
チャイム音が鳴ります。

六義園

Let's go and see gorgeously colored autumn
leaves along Toei Transportation lines!

都営交通
沿線の

　街の木々が色づき始めました。回遊式の日本庭園
やライトアップされた庭園など、赤や黄金色に燃え
る木々の色が美しく景色を彩ります。この時期にし
かない紅葉を見に、街へ出かけてみませんか。

　街の木々が色づき始めました。回遊式の日本庭園
やライトアップされた庭園など、赤や黄金色に燃え
る木々の色が美しく景色を彩ります。この時期にし
かない紅葉を見に、街へ出かけてみませんか。

　都内でも有数の8ｍの落差がある男滝
をはじめ女滝、独鈷の滝、湧玉の滝の4つ
の滝を有する公園。斜面に植えられた
100本余りのモミジが園内を彩ります。
かつての「王子七滝」が唯一現存するこ
の場所では、幽玄の美を感じられます。
※現在は男滝のみ稼働しています

名主の滝公園
Nanushinotaki Park
東京さくらトラム（都電荒川線）
「王子駅前停留場」　徒歩7分

7-min. walk from Oji-ekimae Stop on the
Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

名主の滝公園

       11月中旬～12月上旬
北区岸町1-15-25
    9:00～17:00（入園は16:30まで）*7月15日～9月15日は18:00まで
  無料             年末・年始（12月29日～1月4日）　　　　　
    TEL.03-3908-9275

紅葉の見頃
住所
開園時間
入園料　　　　　休園日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お問合せ

めだき どっこ ゆうぎょく

おだき

　東京ドームの約5.5倍の面積を誇る、か
つては徳川将軍家の庭園。周辺に都会の
ビルがありながらも、広大な園内にはハ
ゼノキやモミジ、トウカエデ、イチョウな
どが色づき、池には秋の景色が映り込み
ます。広大な園内で、ゆっくりと秋の景色
を楽しんでみるのはいかがでしょうか。

浜離宮恩賜庭園
Hama-rikyu Gardens
浜離宮恩賜庭園

7-min.walk from Shiodome Station and
Tsukijishijo Station on the Toei Oedo Line

都営大江戸線「汐留」下車　徒歩7分
「築地市場」下車　徒歩7分

       11月下旬～12月上旬
中央区浜離宮庭園1-1
    9:00～17:00（入園は16:30まで）
  一般300円　65歳以上150円　小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料
  年末・年始（12月29日～1月1日）  
  

紅葉の見頃
住所
開園時間
入園料
休園日   
お問合せ　　　　TEL.03-3541-0200

Toneri Park
舎人公園

日暮里・舎人ライナー「舎人公園」下車　徒歩すぐ
Right next to Toneri-koen Station on the
Nippori-toneri Liner

舎人公園

　東京にありながら広がる空と多様な
自然が楽しめる、くつろぎの空間。舎人
公園駅を降りると、紅葉の景色が飛び込
んできます。公園入口から園内の噴水ま
で続くメタセコイアの並木が、美しく色
づきます。大池周辺もイチョウが見事に
黄葉し、サクラやケヤキの紅葉も園内各
所で見られます。

       11月下旬～12月上旬
足立区舎人公園1-1
    常時開園
  無料（一部有料施設あり）
  なし ※サービスセンター及び各施設は年末年始は休業となります。
     TEL.03-3857-2308

紅葉の見頃
住所
開園時間
入園料
休園日
お問合せ

美しく色づく
　紅葉を見に行こう
美しく色づく
　紅葉を見に行こう
美しく色づく
　紅葉を見に行こう
美しく色づく
　紅葉を見に行こう

都営交通
沿線の
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広大な庭園で、ゆっくりと紅葉を楽しむ
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広大な庭園で、ゆっくりと紅葉を楽しむ

Dawn redwood avenue seeped in brick-red
レンガ色に染まるメタセコイア並木

美しい日本庭園と紅葉の見事な饗宴
Beautiful traditional Japanese gardens co-starring magnificently with autumnal leaves

　起伏に富んだ地形を生かし、高
台から池をのぞき見るような形
につくられた回遊式庭園。高台の
あずまやからゆったりと望む紅
葉も良し、低地の回遊エリアの池
にかかる石橋や岩肌を流れる滝
も見ていて風情があります。
※2020年3月末頃まで、工事のためトイレ
　等の園内の一部を閉鎖しています

都営浅草線「五反田」下車徒歩15分
15-min.walk from Gotanda Station on the
Toei Asakusa Line

都営三田線「目黒」下車　徒歩15分
15-min.walk from Meguro Station on the
Toei Mita Line

池田山公園
Ikedayama Park
池田山公園

       11月下旬～12月上旬
品川区東五反田5-4-35
    7:30～17:00
  なし
  年末・年始（12月29日～1月3日）
     TEL.03-3447-4676

紅葉の見頃
住所
開園時間
入園料
休園日
お問合せ

高低差に富んだ庭園と紅葉が美しい高低差に富んだ庭園と紅葉が美しい
The beauty of richly multi-leveled Japanese-style gardens ablaze with autumnal leaves
高低差に富んだ庭園と紅葉が美しい
The beauty of richly multi-leveled Japanese-style gardens ablaze with autumnal leaves
高低差に富んだ庭園と紅葉が美しい

Profound beauty and autumnal foliage
幽玄の美と紅葉

Relax and enjoy autumnal foliage in the vast garden
広大な庭園で、ゆっくりと紅葉を楽しむ

Dawn redwood avenue seeped in brick-red
レンガ色に染まるメタセコイア並木

美しい日本庭園と紅葉の見事な共演

Let's go and see gorgeously colored autumn
leaves along Toei Transportation lines!

©しながわWEB写真館（品川区）

Beautiful traditional Japanese gardens co-starring magnificently with autumnal leaves

Relax and enjoy autumnal foliage in the vast garden
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都営地下鉄/東京さくらトラム（都電荒川線）/日暮里・舎人ライナー
Toei Subway Line/Tokyo Sakura Tram（Toden Arakawa Line）/Nippori-toneri Liner

Enjoy your Tokyo trip on the
Toei Transportation!

沿線ガイド
Trackside Guide

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

Pick up

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

　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）

●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。

を

11月16日土(雨天決行・荒天中止)
Nov.16(Sat.) (held in the event of light rain; canceled in the event of stormy weather)

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/sp/newsevent/pickup/index.html

都 営 交 通 ニ ュ ー ス
Toei Transportation News

　毎年恒例の都営フェスタ、今年は浅草
線で開催いたします。様々なイベントや
展示をご用意しておりますので、是非お
越しください！
　詳細は東京都交通局ホームページを
ご覧ください。©公益財団法人 東京都公園協会

明るい庭園で、のんびりと紅葉散策

Shinjuku Gyoen National Garden
新宿御苑新宿御苑
明るい庭園で、のんびりと紅葉散策
Take a leisurely stroll through sunny gardens and enjoy the autumn colors
明るい庭園で、のんびりと紅葉散策

　都内で有数の広さを誇る庭園で、1万本以上の樹木が豊かに茂ります。ハ
ナミズキからカエデなど色づく様々な樹木が長い期間にわたって紅葉しま
す。プラタナス並木の美しい紅葉や日本庭園の紅葉など、茶室で一服した
り、芝生やベンチに座ったりなどゆったりと楽しんでみませんか。

都営新宿線「新宿三丁目」下車
徒歩5分
5-mim.walk from Shinjuku-sanchome Station
on the Toei Shinjuku Line

       11月中旬～12月上旬
新宿区内藤町11
    10月1日～3月14日は9:00～16:00（閉園は16:30） *3月15日～9月30日は9:00～17:30（閉園
　 は18:00）、 7月1日～8月20日は9:00～18:30（閉園は19:00）
  一般500円　65歳以上・学生(高校生以上)250円※証明書要　小人（中学生以下）無料
   月曜（祝日の場合は翌平日休、3月25日～4月24日と11月1日～15日は無休）、年末・年始（12月29日～1月3日）
　　TEL.03-3350-0151

紅葉の見頃
住所
開園時間

入園料               
休園日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お問合せ

©環境省新宿御苑管理事務所

©公益財団法人 東京都公園協会

©公益財団法人 東京都公園協会

※会場には駐車場・駐輪場がございませんので、
お車・自転車でのご来場はご遠慮ください。

●会場：馬込車両検修場
●アクセス：都営浅草線西馬込駅南口より徒歩５分
●開催時間：10：00～14：00
●内容：車両撮影会、工場内見学、グッズ販売、鉄道各社出展など

●発売価格：1,000円(税込)
●発売開始日：11月17日(日)（11月16日(土)の都営フェスタにて先行販売いたします）
●発売場所： 都営地下鉄16駅の駅長事務室
　（五反田、新橋、浅草橋、日比谷、水道橋、巣鴨、高島平、市ヶ谷、馬喰横山、本八幡、
　上野御徒町、門前仲町、大門（大江戸線）、青山一丁目、都庁前、練馬）
   東京さくらトラム(都電荒川線)三ノ輪橋おもいで館

Take a leisurely stroll through sunny gardens and enjoy the autumn colors

都営浅草線音声ぬいぐるみ
キーホルダーを販売します！
Toei Asakusa Line Voice-Recognition Plush Toy Key Holder, now on sale!

　江戸時代に造られた代表的な大名庭園。山や池を配された庭園を、約
560本のイロハモミジやイチョウ、ハゼノキなどが鮮やかに彩ります。モ
ミジの紅葉に包まれるつつじ茶屋や、池畔の出汐湊からの見事な景観を見
に行ってみてはいかがでしょうか。期間限定で行われるライトアップも見
事です。

       11月中旬～12月上旬
文京区本駒込6
    9:00～17:00（入園は16:30まで）
  一般300円　65歳以上150円（小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）
  年末・年始(12月29日～1月1日まで)
     TEL.03-3941-2222

紅葉の見頃
住所
開園時間
入園料
休園日
お問合せ

「紅葉と大名庭園のライトアップ」11月20日（水）～12月12日（木）
9:00～21:00（最終入園は20:30）

でしおのみなと

The leaves of trees around town are beginning to turn bright autumnal 
colors. In traditional Japanese strolling gardens and illuminated garden 
parks, scenery is beautifully painted with the colors of tree leaves 
blazing in reds and yellows. Why not venture out into the town to view 
the glorious autumnal leaves that can only be seen at this time of year?
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