
世界で活躍する建築家・妹島和世氏が手がけた、内部にいる人の
動きがわかるガラス張りのビルです。「芝浦にある、ひとつの家」が
このビルのコンセプトということで、１階は訪れる人々がくつろげる
公園のような空間になっています。
　港区芝浦3-15-4　　03-5419-6446（平日11：00～16：00）

*1F、2Fフリースペースは当面の間クローズとなっています。イベントなどの情報は

ホームページやSNSでご確認ください。　　

高さが約38ｍある中央ドームが目を引く日本最大級のビ
ザンチン建築。ニコライ堂という通称は、ロシアから正教
伝道のため来日した宣教師ニコライに由来します。設計に
はイギリス人建築家ジョサイア・コンドルも参加している
国指定重要文化財です。
　千代田区神田駿河台4-1-3  *現在新型コロナウイルス感染対

策により関係者以外の立ち入りはできません。　　03-3295-6879

Daiwa Ubiquitous Computing Research Building
 (on the University of Tokyo campus)

ダイワユビキタス学術研究館

Mind-blowing rows of cedar boards

都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分
5-min. walk from Hongo-sanchome Station 
on the Toei Oedo Line

古墳時代の遺跡が多く出土した伊興付近は、当時集
落の中心地であったのではないかと考えられていま
す。展示館屋外には再現された竪穴式住居があり、
等身大ジオラマが当時の暮らしぶりを伝えています。
　足立区東伊興4-9-1　　10：00～16：00　
　無料　　12/29～1/3、教育委員会で定めた日　　03-3898-9111

伊興遺跡公園展示館

明治時代にアメリカから来日した宣教師マッケーレ
ブが建設し、34年間暮らした近代木造洋風建築で
す。玄関ポーチや玄関わきの張り出し窓など、19世
紀後半のアメリカ郊外住宅の特徴が表れています。
　豊島区雑司が谷1-25-5　  9：00～16：30　  無料
　月（祝日開館）、第3日曜、祝日の翌日（翌日が日曜なら翌火曜）、年末年始  　03-3985-4081

※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。

インターネットでも「ぴっく・あっぷ」を
ご覧いただけます。

静かに佇むお洒落な洋館

新国立競技場を手掛けた隈
研 吾氏監 修による施 設で
す。建物通路側には不燃処
理をした約15トンの杉板が
ウロコ状に幾重にも連なっ
ています。隣接する懐徳館
庭園側に配した左官職人・
挾土秀平氏による土壁は、
庭園と建物の融合を図って
います。
　文京区本郷7-3-1
*関係者以外、建物内への立ち入りはできません。新型コロナウイルス感染

拡大の状況によっては、キャンパス内への入構が制限されることがあります。

雑司が谷旧宣教師館

中銀カプセルタワービル

『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 special guide for Toei One Day Pass]

●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

【一日乗車券特典ガイド『ちかとく』】

Zoshigaya Missionary House Museum 
(McCaleb Old Missionary House)
A stylish Western-style building standing quietly

The Iko Archeological Park 
Exhibition Hall
Slip back into time to an ancient lifestyle
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建築家・黒川紀章氏設計による、丸い窓と白い直方
体が重なり合った前衛的な外観の、今年竣工50年
を迎えるビルです。住居以外にも事務所やセカンド
ハウスとして使用されていました。解体が予定され
ているのでご覧になりたい方はお早めに。
　中央区銀座8-16-10 *関係者以外、建物内への立ち入りはできません。

　nakagincapsule@gmail.com（中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト）
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Nakagin Capsule Tower 
Building
Fascinating neo-futuristic exterior

東京さくらトラム（都電荒川線） 

都電雑司ヶ谷停留場 徒歩7分
7-min. walk from Toden-zoshigaya Stop on 
the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

SA
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SHIBAURA HOUSE

SHIBAURA HOUSE
The innovatively transparent exterior captures the eyes

都営三田線 三田駅 徒歩10分
10-min. walk from Mita Station on the Toei Mita 
Line

Tokyo Holy Resurrection 
Cathedral 
Experience an exotic atmosphere in 
Surugadai

都営新宿線 小川町駅 徒歩7分
7-min. walk from Ogawamachi 
Station on the Toei Shinjuku Line

都営浅草線 東銀座駅 徒歩7分
7-min. walk from Higashi-ginza 
Station on the Toei Asakusa Line

日暮里・舎人ライナー  舎人駅 
徒歩21分
21-min. walk from Toneri Station 
on the Nippori-Toneri Liner
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東京復活大聖堂
（ニコライ堂）（東京大学構内）
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休 休

提供:東京大学 大学院 情報学環 越塚登研究室

提供:中銀カプセルスタイル（草思社）

価　　格／１セット 1,000円（税込）

発売部数／限定2,000部
　　　　　　 ※売切れ次第終了です。

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）

大江戸線全線開業×明治プロビオヨーグルトLG21
21周年記念乗車券   販売中‼

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

Opening of Entire Oedo Line x Meiji Probio Yogurt LG21 
21st Anniversary Commemorative Tickets now on sale!!

★政府や自治体より発表されている新型コロナウイルス感染対策の基本方針や最新情報をご確認いただき、 都営交通及び掲載の施設・店舗での新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。利用可能時間等の最新情報は各施設のウェブサイト等でご確認ください。 Please check the latest information 
on national and local government policies regarding measures for preventing the spread of the COVID-19 virus and cooperate with the COVID-19 countermeasures of Toei Transportation and the facilities/restaurants featured in this pamphlet. Please check the website of the facility you wish to visit for the latest information on access and opening times.

ユニークな外観の建造物
都営沿線にある印象的な外観が目を引く

個性豊かな建造物をご紹介します。
※感染拡大防止の観点から、本誌の発行時期を調整することがあります。

Introducing richly unique buildings along the Toei 
railway lines whose impressive exteriors catch the eye!
*The timing of                    s publication may change as part of measures 
for preventing the spread of the COVID-19 virus.

Buildings with unique exteriors

PICK UP’

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
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