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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沿線ガイド

Trackside Guide

Enjoy your Tokyo trip on the
Toei Transportation!

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

お出かけは
環境に優しい
都営交通で

※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、
　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.

●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。

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

　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）

インターネットでも「ぴっく・あっぷ」を
ご覧いただけます。

都 営 交 通 ニ ュ ー ス
Toei Transportation News

住　　    所

例年の見頃

お 問 合 せ

墨田区向島1,2,5丁目
台東区花川戸1,2丁目、浅草7丁目、今戸1丁目
3月下旬～4月上旬・中旬
墨田区道路公園課　TEL.03-5608-6661
台東区公園課　　　TEL.03-5246-1321

7-min.walk from Asakusa Station on the
Toei Asakusa Line

都営浅草線「浅草」下車　徒歩7分

　隅田川両岸に約1kmにわたって続く
桜並木が人気のスポット。例年3月下旬
から4月上旬にかけて桜が見頃になり、
東京スカイツリーと桜を一緒に撮影す
ることができます。

Sumida Park
隅田公園
Take a stroll while delighting in the cherry blossoms

墨田区提供墨田区提供

Visit spectacular cherry blossom viewing sites along
Toei Transportation Lines!

　桜のつぼみが少しずつふくらみ始め、待ち
遠しかった春がやってきました。都営交通沿
線には、良く知られる桜の名所や地元の人に
しか知られていない名所があります。この春、
家族や友人を誘って、花見に出かけませんか。
When the cherry buds gradually begin to swell, long-awaited spring has finally arrived. 
Along Toei Transportation lines, there are both famous cherry blossom viewing sites and 
equally-captivating cherry blossom viewing sites that are known only to locals. This 
spring, invite your family and friends and go cherry blossom viewing!

Ride the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line) and visit various cherry blossom viewing sites!

都営交通
沿線の

　東京さくらトラム（都電荒川線）の沿線４区（荒川区、北
区、豊島区、新宿区）と連携して、都電車内に桜の装飾を施
した「都電さくら号」を運行します。
　この機会に、沿線のお花見スポットをお散歩してみては
いかがでしょうか。
※点検等の都合により運行しない日もあります。
※詳細はホームページをご覧ください。

東京さくらトラム（都電荒川線）
「都電さくら号」を運行します!

12-min.walk from Ueno-okachimachi
Station on the Toei Oedo Line

都営大江戸線「上野御徒町」下車　徒歩12分

　園内には約50種類、約780本の桜が
あり、そのうちの約450本がソメイヨシ
ノという花見の名所。お勧めは上野の山
で発見された、コマツオトメ。小輪で淡
紅色の花が咲きます。

Ueno Park
上野恩賜公園
言わずと知れた花見の名所
A famous cherry-viewing site, as everyone knows

1-min.walk from Omokagebashi Stop on the
Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

　西早稲田の曙橋から仲之橋付近の神田川沿
いに、圧巻の桜並木が続きます。桜の枝が水面
まで伸び、花が水面に接するかに見え咲き乱れ
る景色は、訪れる人を楽しませてくれます。満
開の時期にはライトアップも実施されます。

Omokage Bridge and Kanda River
面影橋・神田川
神田川を彩る圧巻の桜並木
A cherry tree avenue masterpiece coloring the Kanda River

Right next to Asukayama Stop and Oji-ekimae Stop
on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

　江戸っ子たちの行楽地として徳川吉宗が桜
の名所にしたとされる飛鳥山。約600本の桜が
見事な花を咲かせます。遊具が多く、家族連れ
は子どもを遊ばせながら花見を楽しめます。

Asukayama Park
飛鳥山公園
江戸から続く花見の名所
A famous cherry blossom viewing site since the Edo Period

荒川区東尾久7-1
3月下旬～4月上旬
サービスセンター　TEL.03-3819-8838

10-min.walk from Higashi-ogu-sanchome Stop
on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

東京さくらトラム（都電荒川線）
「東尾久三丁目停留場」下車　徒歩10分

東京さくらトラム（都電荒川線）「飛鳥山停留場」
「王子駅前停留場」下車　徒歩すぐ

　園内にはベニシダレやウジョウシダレ等、数
種類のシダレザクラが約170本もあり、その優
美な満開の姿は訪れる人を魅了します。

Ogunohara Park
尾久の原公園
華やかなシダレザクラの美しさ
The opulent beauty of weeping cherry trees

8-min.walk from Kishibojimmae Stop on the
Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

東京さくらトラム（都電荒川線）「面影橋停留場」
下車　徒歩1分

　都心とは思えないほどの静けさに包まれる法
明寺は、開創約1,200年にもなる由緒あるお寺
です。山門へ続く桜並木の景色は、眺めているだ
けで心が穏やかになります。

Houmyouji Temple法明寺
心穏やかに見る桜の参道
The temple approach is lined with peacefully-blooming
cherry trees that soothe the heart

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

新宿区西早稲田3丁目付近
3月下旬～4月上旬　*ライトアップ予定18:00～21:00
新宿区みどり公園課　TEL.03-3209-1111

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

豊島区南池袋3-18-18
3月下旬～4月上旬
法明寺　TEL.03-3971-4383

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

北区王子1-1-3
3月下旬～4月上旬
北区道路公園課　TEL.03-3908-9275

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

台東区上野公園5-20
3月下旬～4月上中旬
上野公園管理所　TEL.03-3828-5644

コマツオトメコマツオトメ

東京さくらトラム（都電荒川線）「鬼子母神前停留場」
下車　徒歩8分

東京さくらトラム（都電荒川線）に乗って沿線のお花見スポットをめぐろう！東京さくらトラム（都電荒川線）に乗って沿線のお花見スポットをめぐろう！

5-min.walk from Higashi-ojima Station on
the Toei Shinjuku Line

都営新宿線「東大島」下車　徒歩5分

　大島小松川公園からすぐ近くの荒川沿い
には、南北約2kmにわたる約1,000本の桜
「小松川千本桜」があります。ソメイヨシノ・
オオシマザクラ・ヤマザクラなど10種の桜
が楽しめます。

Komatsugawa Senbonzakura
小松川千本桜
約2kmにわたる1,000本の桜
A forest of 1,000 cherry trees spread over approx. 2 km

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

江戸川区小松川1丁目～3丁目地先
2月中旬（カワヅザクラ）～4月中旬
江戸川区水とみどりの課　TEL.03-5662-5543

5-min.walk from Otemachi Station on the
Toei Mita Line

都営三田線「大手町」下車　徒歩5分

　約21万m2の広々とした空間が魅力の皇
居東御苑。約30種類の桜があり、江戸城本
丸跡の「桜の島」ではカワヅザクラやツバキ
カンザクラに始まり、4月のカンザン・フゲ
ンゾウ・キクザクラまで様々な形や色の桜
の花が春を彩ります。

The East Gardens of the Imperial Palace
皇居東御苑
皇室のお庭で桜を愛でる
Enjoy the cherry blossoms in the Imperial Family's Gardens

Right next to Toneri-koen Station on the
Nippori-toneri Liner

日暮里・舎人ライナー「舎人公園」下車　徒歩すぐ

　園内には、約1,000本の桜が咲き誇
り、ソメイヨシノやサトザクラ、カンザ
クラが楽しめます。レーガン元米大頭領
夫人が来日の際に贈られた「レーガン
桜」も見ることができます。

Toneri Park
舎人公園
広大な園内で花見を楽しむ
Enjoy cherry blossom viewing in this vast park

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

千代田区千代田1-1
3月下旬～4月上旬
皇居東御苑管理事務所　TEL.03-3213-1111

住　　　所
例年の見頃
お 問 合 せ

足立区舎人公園1-1
3月下旬～4月上旬
舎人公園サービスセンター　TEL.03-3857-2308

レーガン桜レーガン桜

花見スポットに
出かけよう！

桜を愛でながら、そぞろ歩き

花見スポットに
出かけよう！

©公益財団法人東京都公園協会

The TODEN SAKURA car will be operating!

3月13日(金)〜
4月15日(水)

March �� (Fri.)-
April �� (Wed.)

　東京都交通局では、桜の時期に合
わせ、日暮里・舎人ライナーの車両
をステッカーで装飾した「さくらラ
イナー」を運行いたします。
　また、期間中は日暮里駅、西日暮里
駅、熊野前駅、舎人公園駅ホームにも
ラッピング装飾を行います。
　「さくらライナー」に乗って、春の
沿線へお出かけください。詳しくは
ホームページをご覧ください。

March 13(Fri.）-- April 15(Wed.）3月13日金～4月15日水

日暮里・舎人ライナー
「さくらライナー」を運行します！

The SAKURA LINER will be operating!




