
雑木林の残る丘陵地を活用した約１ヘクタールの
園内では、多くの樹木や野草が季節ごとの花を咲
かせています。4月上旬までは板橋区の花であるニ
リンソウ、下旬頃には白いハンカチがぶら下がって
いるように見えるハンカチノキが見頃を迎えます。
　板橋区赤塚5-17-14　　9:00～16:30　　年末年始
　無料　　03-3975-9127

江戸初期に造られた大名庭園のひとつで、その特徴は回遊
式泉水庭園と数々の名石による庭造りです。3月下旬から池
周りを縁取っていた可憐な桜は、やがて鮮やかなサツキへ、
そして気品あるフジへと、園内は初夏に向けて彩られます。
　港区海岸1　　9:00～17:00（入園は16:30まで）　
　年末年始　　一般150円　　03-3434-4029
*開園についての詳細はお問い合わせください（3月18日現在臨時休園中）

Adachi Goshiki Zakura Walk

あだち五色桜の散歩みち

Cherry blossom petals dancing along the walking path

日暮里・舎人ライナー  扇大橋駅 徒歩11分
11-min. walk from Ogi-ohashi Station 
on the Nippori-Toneri Liner

大横川から平久川までの約800ｍをむすぶ古石場
川に沿って水路を配した「水辺の香り」をテーマに
整備された公園です。隣接する牡丹町公園ととも
に、色とりどりのボタンが数多く花を咲かせます。
　江東区牡丹2-10番先、古石場2-12番先
　03-5683-5581（江東区土木部）

古石場川親水公園

JR飯田橋駅付近から四ツ谷駅付近の沿線には、かつての
江戸城外濠が今もその姿をとどめています。お濠沿いに並
ぶ約１８０本もの桜は毎年見事な花を咲かせ、外濠を淡い
ピンクが覆う風景は息を飲むほどの美しさです。
　新宿区市谷本村町2付近から新宿区神楽坂１付近まで
　03-5273-3924（新宿区みどり土木部）

※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。

荒川の土手沿いに約4.4km続く
桜並木で、約２時間の散歩コー
スです。明治時代には「荒川堤
の五色桜」と呼ばれ、都内有数
の桜の名所でした。平成21年以
降には新たに458本の桜の木が
植樹され、かつての風景を彷彿
とさせます。
　足立区鹿浜1（鹿浜橋）から
足立区本木１（西新井橋）まで
　03-3880-5919（足立区パークイノベーション推進課）

外濠のさくら並木

甘泉園公園 旧芝離宮恩賜庭園

赤塚植物園

『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』】

新宿区立唯一の回遊式庭園で、ここから湧く泉の
水がお茶に適していたことが名称の由来といわれて
います。春の桜やツツジをはじめとして、新緑、紅
葉、雪吊りなど、園内では四季折々の風景を楽しむ
ことができます。
　新宿区西早稲田3-5　　7:00～19:00（3～10月）、7:00～17:00（11～2月）

　無料　　03-5273-3914（新宿区みどり土木部）

Kansen-en Park
A traditional Japanese garden beloved 
by locals

Cherry blossom trees along 
Sotobori Street
A seasonal feature of spring coloring 
Sotobori Street

東京さくらトラム（都電荒川線） 

面影橋停留場 徒歩1分
1-min. walk from Omokage-bashi Stop on the 
Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)
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Akatsuka Botanical Garden
White bracts of handkerchief trees 
fluttering in the wind

Kyu-Shiba-rikyu Gardens
A relay of flowers brightly coloring the garden

Furuishibagawa Shinsui Park
Large flowers blooming in a waterside 
oasis

都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩5分
5-min. walk from Monzen-nakacho 
Station on the Toei Oedo Line

S
04 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩すぐ

Right next to Ichigaya Station 
on the Toei Shinjuku Line

都営三田線 西高島平駅 徒歩20分
20-min. walk from 
Nishi-takashimadaira Station
on the Toei Mita Line
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都営浅草線 大門駅 徒歩3分
3-min. walk from Daimon 
Station on the Toei Asakusa Line
都営大江戸線 大門駅 徒歩3分
3-min. walk from Daimon 
Station on the Toei Oedo Line
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●新規入会方法
パソコンまたはスマートフォンでToKoPoホームページから
新規登録をお願いいたします。入会費・年会費は無料です。

●ポイントを貯めるには？
新規登録時に発行される会員番号とパスワードを駅に設置
の券売機やチャージ機（一部、モバイルPASMOにも対応）
に入力すると、ToKoPoにPASMOが登録されます。登録した
PASMOで都営交通に乗るたびにポイントが貯まります。

●ポイントを使うには？
券売機やチャージ機にて、10ポイント単位で、PASMOに
チャージできます。チャージした電子マネーは乗車以外にお
買い物にもご利用いただけます。
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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

How about starting ToKoPo ?

★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.

ToKoPoを始めませんか？

沿線で見られる春の花たち
沿線の街もさまざまな花で彩られ、

心華やぐ季節がやってきました。
※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。

The heart-lifting season for an array of colorful flowers brightening 
streetscapes along the Toei railway lines is finally here.
*The timing of                    s publication may change as part of measures 
for preventing the spread of the COVID-19 virus.

Spring flowers viewable along the Toei 
railway lines

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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