
Tracing Tokyo's History at Spots 
that Seem Forgotten by Time

気軽にタイムスリップ気分を味わえる
都営交通沿線のスポットを紹介します。
Introducing easily-accessible places along 
the Toei Transportation train lines 
where you'll feel like you've traveled back in time.

懐かしさとお洒落な風景が混じり合う谷中銀座へ通
じる階段坂。「夕やけだんだん」の名の通り、坂の上
からは、きれいな夕焼けを望むことができます。下
町の味覚とこだわりの雑貨、猫の装飾や置物があふ
れる谷中銀座のそぞろ歩きを楽しんだあとは、オレ
ンジ色に染まる町を眺めてノスタルジックな気分を
味わえます。
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※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・障害者手帖等）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、各記事のお問合わせ先にご確認の上お出かけください。

P I C K  U P

東京さくらトラム(都電荒川線) 三ノ輪橋停留場 徒歩 1分
1-min. walk from Minowabashi Stop and

荒川一中前停留場 徒歩 1分

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

9-min. walk from Takanawadai Station on the Toei Asakusa Line

Shopping Street that is Showa Retro 

ジョイフル三の輪 商店街
Joyfu l  Minowa Shopping Street

大屋書房
O h y a  S h o b o

都営大江戸線 両国駅 徒歩 7分

墨田区両国3丁目13-9
03-5608-6951（墨田区観光協会）
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A precious historic park that passes down Edo's history to today

吉良上野介屋敷跡
Former  K ira  Kozukenosuke Residence

日暮里・舎人ライナー 日暮里駅 徒歩 5分
5-min. walk from Nippori Station 
on the Nippori-Toneri Liner
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Nostalgic Stair Slope Bathed in the Sunset 

夕やけだんだん
Y u y a k e  D a n d a n

都営浅草線 浅草駅 
Asakusa Station on the 
Toei Asakusa Line

人々の「足」として明治時代に最盛
期を迎えた人力車。浅草では今でも
人力車のある風景を楽しめます。観
光人力車のシートに座り、車夫に車
を曳かれながら浅草界隈の景色を眺
めてみると、東京の街の変わらぬ姿
と変化する姿を肌で感じることがで
きます。

写真提供：台東区 
© （公財）東京観光財団

台東区浅草1丁目 雷門周辺など住

浅草の人力車
J i n r i k i s h a   i n  A s a k u s a

都営三田線 白金高輪駅 徒歩 15分

都営浅草線 高輪台駅 徒歩  9分

昭和初期の建築物が今も現役の消防署として使
われている、生きた文化財。第一次世界大戦後
に流行した「ドイツ表現派」というデザインで、
曲線や曲面を多用した設計が見事です。昭和
39年まで活躍した古いポンプ車も展示され、
懐かしい風景に出会うことができます。

港区高輪2丁目 6-17
9:00～16:30 ※10名以上の場合は事前連絡が必要
無料       無休 ※災害時等対応できない場合あり
03-3473-0119（二本榎出張所）
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View of the Showa Modern Fire Station

高輪消防署 二本榎出張所
Takanawa Fire Station Nihonenoki Branch

インターネットでも「ぴっく・あっぷ」を
ご覧いただけます。

タイムスリップ
スポット

東京の歴史をたどる
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7-min. walk from Ryogoku Station 
on the Toei Oedo Line

Toei Subway Line／Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line）／Nippori-Toneri Liner

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

Trackside Guide
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荒川区西日暮里3丁目
03-3802-4468（荒川区道路公園課工務係）
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都営交通ニュース
T o e i  T r a n s p o r t a t i o n  N e w s

駅前放置自転車
クリーンキャンペーン

「第33回東京国際映画祭」

都内の各駅周辺には、依然
として大量の自転車等が放
置されており、通行の妨げ
となるほか、街の景観を損
ねるなど大きな社会問題と
なっています。
交通局は、関係機関等と相
互に連携して「駅前放置自
転車クリーンキャンペーン」
を実施し、この問題の解決
に取り組んでまいります。

Campaign to clean up illegally parked 
bicycles around the station

 【実施期間】　
１０月２２日(木)～
             １０月３１日(土)

六本木ヒルズを中心に開催
される東京国際映画祭。世
界中の選りすぐりの映画が
東京に集結します。都営地
下鉄または都バスをご利用
の方なら、どなたでも映画
祭上映作品の鑑賞チケット
が当たるキャンペーンにご
応募できます！ 

Tokyo International Film Festival 2020

From Saturday, October 31 to Monday, November 9, 2020
Venues: Roppongi Hills, EX Theater Roppongi and other venues

詳しくは映画祭公式サイト
https://tiff-jp.net/ 
をご確認ください。
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Explore the faces of modern Tokyo with scenes of the jinrikisha

江  江  戸の暮らしや文化を感じる

人 人 力車のある風景に近代東京の面影を探す

江  江  戸の歴史を現代に語り継ぐ貴重な史跡公園

夕  夕  焼けに染まる
    ノスタルジックな階段坂

昭昭 和レトロを感じる商店街

昭  昭  和モダンの雰囲気漂う消防署
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（本所松坂町公園）

荒川区南千住1丁目～荒川1丁目
03-3801-1633
（ジョイフル三の輪商店街事務局）
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1-min. walk from Arakawa-itchumae Stop
 on the Tokyo Sakura Tram
(Toden Arakawa Line) 
 

大正時代から栄えた三の輪商店街がアー
ケード化されたのは、昭和53年のこと。懐
かしいショーケース入りのパン屋さんに
量り売りのお味噌屋さんや銭湯など、地元
に愛されている昔ながらの店が、約400
メートルの商店街にひしめき合っています。

江戸中期、泰平の世を震撼させた討ち
入り騒動『赤穂事件』の現場となった
吉良邸跡。近世の東京で実際に起こっ
た大事件を、現代に語り継ぐ貴重な史
跡です。2,550坪あったと
いわれる広大な屋敷跡の
うち、「吉良の首洗いの
井戸」を中心とした一角
が残されています。

都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩 3分
3-min. walk from Jimbocho Station on the Toei Mita Line and the Toei Shinjuku Line

江戸時代の書物、古地図、浮世絵
版画を専門に扱っている古書店。
古書の街・神保町でもひと際目立
つ外観で、ところ狭しと積まれた
書物の量は圧巻です。誰もが知っ
ている書籍や浮世絵、古地図のオ
リジナルだけでなく、手ごろな価
格の複製も入手できます。

千代田区神田神保町1丁目1
10:30-18:00
日曜日、祝日
03-3291-0062（大屋書房）
※営業時間は変更になる場合があります。
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A sense of culture and lifestyle of the Edo period
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『ちかとく』とは、都内の博物館や美術館、さらに飲食店などで、
都営交通や東京メトロが発行する、『都営まるごときっぷ』など
の特典対象乗車券を提示すると、割引やプレゼ
ントなどの特典が受けられるサービスです。東京
人気スポットめぐりの際はぜひご活用ください！
特典内容の詳細はインターネットでご覧いただけます。

What is CHIKA TOKU? 
CHIKA TOKU is a service from you can obtain discounts, gifts, and other benefits to museums, art museums, and restaurants 
and the like in Tokyo by presenting the Toei 1Day Pass (Toei Marugoto Kippu) or the like which is issued by Toei Transportation or 
Tokyo Metro.Use it when visiting the many popular spots in Tokyo!More information on the benefits can be found via the Internet.

["CHIKA TOKU," an amenity service obtained by playing]

●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

【遊んで得する特典サービス『ちかとく』】

10月31日(土）～11月9日(月）
会場 :六本木ヒルズ、EXシアター六本木ほか


