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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.

　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

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

New products of plarail toy trains,  "Toei Shinjuku Line 10-300 Model (4th model)" and
"Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line) 9000 Model (9001 car)"， will be sale.

   
   
   
   

　お子さまの改札通過をメールでお知らせす
る子ども見守りサービス「まもレール」では、
４月１日より選べるポイントキャンペーンを
実施します。

都 営 交 通 ニ ュ ー ス
Toei Transportation News

●実施期間　2020年4月1日（水）～5月31日（日）
　　　　　　※上記期間中に新規でお申込みされた方が対象
●内　　容　入会された方の中から抽選で300名に選択
　　　　　　対象ポイントのいずれかを1,000ポイントプレゼント
　　　　　　<選択対象ポイント>　
　　　　　　 JRE POINT（JR東日本）／ToKoPo（都営交通）／メトポ（東京メトロ）
●応募方法　サービスご利用開始日前日に配信される会員登録完了メールから
　　　　　　エントリー
※詳しくは「まもレール」オフィシャルサイトへ

MAMO-RAIL beginning on April 1, 2020
The Selectable Points Campaign is Starting!

https://www.mamorail.jp

選べるポイントキャンペーン

�月�日（月）より
From April 6（Mon.）

場　　所 千代田区九段北1丁目・九段南1丁目から、千代田区九段北2丁目・九段南2丁目
靖国通りの「九段下」交差点から「九段坂上」交差点まで

場　　所 文京区湯島4丁目と台東区池之端1丁目の間から、文京区本郷7丁目と湯島4丁目の間
台東区池之端1丁目から文京区湯島4丁目へ上る坂

場　　所 台東区谷中7丁目と荒川区西日暮里3丁目の間
日暮里駅から谷中銀座へ向かう坂道

場　　所 港区白金2丁目と4丁目の間
白金北里通りの「三光坂下」交差点から専心寺の前を通る坂

場　　所 港区高輪2丁目12番と3丁目19番の境界線
第一京浜国道の「高輪2丁目」交差点から東芝山口記念館前付近まで

場　　所 文京区目白台1丁目と豊島区高田1丁目の間
面影橋を通り、坂上の目白通りに向かって北北東に上る

4-min.walk from Shirokane-takanawa Station
on the Toei Mita Line

都営三田線「白金高輪」下車　徒歩4分

都営大江戸線「上野御徒町」下車　徒歩9分
9-min.walk from Ueno-okachimachi Station
on the Toei Oedo Line

2-min.walk from Nippori Station
on the Nippori-toneri Liner

日暮里・舎人ライナー「日暮里」下車　徒歩2分

都営新宿線「九段下」下車　徒歩すぐ
Right next to Kudanshita Station on the Toei Shinjuku Line

Visit historical slopes along Toei Transportation lines!

　都営交通沿線には、文豪が綴った坂道、名曲の舞台
となった坂道など歴史ある坂道が多くあります。昔
に思いを馳せながら、さまざまな歴史を持つ坂道を
訪ねに行ってみませんか。

Along Toei Transportation lines, there are slopes described 
by great authors, slopes that provided the setting for famous 
songs, and many other slopes steeped in history. How about 
visiting various slopes with fascinating histories as you 
reminisce about the past?

　九段の由来は、御用屋敷の長屋が９つの段に沿って建ち、９つの石段が
あったからと言われています。江戸時代から展望の名所として知られ、坂
沿いには千鳥ヶ淵や靖国神社があります。景観が美しく、現在では桜の名
所として有名。坂の北側には歴史ある学校が多く立ち並びます。

　上野不忍池から旧岩崎邸庭園に沿って東京大学へ向かう緩やかな坂道。
森鴎外の小説「雁」の主人公・岡田青年の散歩道として、また、さだまさし氏
が作詞・作曲の楽曲としても有名になりました。かつて坂上にあった無縁寺
が名前の由来と言われています。長く続く石垣が落ち着いた佇まいを感じ
させます。

　白金の台地に江戸時代から存在する「三光坂」。名前の由来は、坂下の専心
寺の境内にあった三葉の松を三鈷（さんこ）と呼んだことからと言われてい
ます。坂沿いには高級住宅が立ち並び、坂上では聖心女子学院の正門へつな
がる銀杏並木を見ることができます。

　東京有数の急勾配の坂道。坂上からは新宿
の高層ビル群が見渡せます。富士見坂は、昔
は富士山が見えたことが名前の由来と言わ
れています。富士見坂の途中からY字に分岐
するのが特徴的な日無坂は、階段状になって
いて、かつて樹木が生い茂り日中でも日光が
当たらなかったことが、名前の由来と言われ
ています。

　全長50メートル程の緑豊かな坂道。坂の途
中には、本行寺があり、小林一茶や種田山頭
火の句碑があります。谷中へと続く坂道は駅
や線路の開発により一旦消滅しましたが、坂
の上の部分が残り現在の坂道となっている
ようです。坂を進むと「夕やけだんだん」、そ
して谷中銀座商店街へと続きます。

A tranquil historical atmosphere

A slope with an atmosphere that is beloved by locals

日無坂・富士見坂
地元に愛される情緒ある坂道

歴史ある落ち着いた佇まい

御殿坂

Hinashizaka/Fujimizaka

Gotenzaka

Katsurazaka
桂坂
港区高輪、いにしえの坂
An ancient slope in Takanawa, Minato City

Sankozaka

Muenzaka

三光坂
港区白金、由緒ある坂道
A slope sharing the history of Shirokane in Minato City

無縁坂
森鷗外、小説の舞台
The stage for a Mori Ogai novel

Kudanzaka
九段坂
景観が美しい、桜の名所
A famous cherry blossom viewing spot with a beautiful cityscape

　泉岳寺駅付近の第一京浜から高輪警察署
方面に上っていく坂道。名前の由来は蔦蔓
（つたかずら）がはびこっていたからとも、か
つらをかぶった僧侶が急死したからとも言
われています。坂の先には歴史的建築物とし
て有名な高輪消防署二本榎出張所がありま
す。

都営浅草線「泉岳寺」下車　徒歩5分
5-min.walk from Sengakuji Station
on the Toei Asakusa Line

5-min.walk from Omokagebashi 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5分

都営交通
沿線の

歴史ある坂道を
訪ねてみよう
歴史ある坂道を
訪ねてみよう
歴史ある坂道を
訪ねてみよう

2020年4月1日から「まもレール」
選べるポイントキャンペーン スタート！

新商品プラレール「都営新宿線10-300形
（4次車）」、「東京さくらトラム（都電荒川線）
9000形（9001号車）」を販売！

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）の駅長事務室及び三ノ輪橋おもいで館で販売します。
※東京さくらトラム（都電荒川線）9000形（9001号車）は荒川営業所でも販売

©TOMY　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

都営新宿線10-300形（4次車）
2,500円（税込）
※先頭車・中間車・最後尾車の３両編成です。
※電池（単３形）及び専用レールは別売となります。

東京さくらトラム（都電荒川線）9000形（9001号車）
1,800円（税込）
※１両編成です。
※電池（単３形）及び専用レールは別売となります。

※発売個数に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。
●お問合わせ：都営交通お客様センター　TEL.03-3816-5700（9:00～20:00）年中無休




