
“We want to make the most of the holidays 
even when it’s raining!”
Here we present plans that fulfill this wish.
*The timing of this brochure’s publication may be adjusted 
depending on the situation regarding measures to prevent 
the spread of the COVID-19 virus.

　新宿区内藤町11　　9：00～17：30（閉園18：00） ＊開園状況は公式サイト確認 ＊酒類持込禁止、

遊具類使用禁止　　月曜（祝休日の場合翌平日）、年末年始　　 一般500円　　 03-3350-0151

都営浅草線「押上」徒歩10分

　墨田区押上1-1-2　東京スカイツリーイーストヤー

ド7階　　詳細は公式サイトを確認ください　

　作品入替期間のみ休館　　一般シート  大人（中

学生以上）1,500円～　　03-5610-3043

　豊島区東池袋3-1  サンシャイン
シティワールドインポートマート
ビル 屋上

　（春夏）9：30～21：00　（秋冬）10：00～18：00

＊時期による変動あり  ＊最終入場は終了１時間前 　    年中無休

　高校生以上2,400円　　03-3989-3466

　文京区後楽1-3-61　　10：00～21：00　　なし　
　入園無料（アトラクション別料金）　　 03-3817-6001

　中央区銀座4-4-5　　上映作品により異なる

　 1/1、1/2　　一般1,800円　　03-3561-0707
休

四季折々の自然を楽しめる苑
内では梅雨の季節、雨に濡れ
たアジサイが美しさを増してい
ます。温室にある熱帯・亜熱
帯の植物を見ていると、都会
にいることを思わず忘れてし
まいそうです。

Shinjuku Gyoen National Garden
新宿御苑06

SPOT

美しさを奏でるアジサイの花

都営新宿線「新宿三丁目」徒歩５分
5-min. walk from shinjuku-sanchome Station on the Toei Shinjuku Line
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　台東区谷中7-18-10　　9：30～16：30（最終入館16:00） ＊入館時は靴下要着用　　月・木

曜（祝休日の場合翌平日）、年末年始、展示替え期間等　　一般500円　　03-3821-4549

休

明治から昭和にかけて活躍し
た彫刻家・朝倉文夫のアトリ
エ兼住居だった建物を美術館
として公開。鉄筋コンクリート
造と木造の異なる建築構造の
建 物が見事に融 合していま
す。2008年に敷地全体が国
の名勝に指定されました。

ASAKURA Museum of Sculpture
朝倉彫塑館05

SPOT

アートに触れて感性を磨く

日暮里・舎人ライナー「日暮里」徒歩5分
5-min. walk from Nippori Station on the Nippori-Toneri Liner
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自然の音を忠実に再現できる立体音響やオリ
ジナルアロマが香る大人のためのプラネタリウ
ム。階段状に配置されたシートでは、映像が正
面から迫ってくるような臨場感を存分に楽しめ
ます。

Konica Minolta Planetarium Tenku
コニカミノルタプラネタリウム天空04

SPOT

アロマ香る大人プラネタリウム

10-min. walk from Oshiage Station on the Toei Asakusa Line

「天空のオアシス」をコンセプ
トにした高層ビルの屋上にある
水族館。さまざまな工夫が凝ら
された水槽ではペンギンやアシ
カの愛らしい様子や、トビエイ
やトラフザメなどが優雅に泳ぐ
姿が見られます。

Sunshine Aquarium
サンシャイン水族館02

SPOT

天空のオアシスで癒されたい

東京さくらトラム（都電荒川線）「東池袋四丁目」徒歩6分
6-min. walk from Higashi-ikebukuro-yonchome Stop on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

2つのスクリーンを備えた全席指定制の映画
館。銀座という場所にふさわしい上質な作品を
セレクトして上映、ミニシアターブームの火付け
役となったことでも知られています。レディース
デーなどの各種サービスも実施しています。

Cine Switch Ginza
シネスイッチ銀座03

SPOT

ミニシアターブームの火付け役

都営三田線「日比谷」徒歩8分
8-min. walk from Hibiya Station on the Toei Mita Line

入園無料の都市型
遊園地。ビルの間を
駆け巡るジェットコー
スターや地上80mか
ら東京の景色を一望
できるセンターレス
大観覧車など、常時
25のアトラクション
が楽しめます。その約半分が雨でも利用できます。

★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.

休

休

休

都営大江戸線・都営三田線 「春日」徒歩3分
3-min. walk from Kasuga Station on the Toei Oedo Line 
and the Toei Mita Line

E
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都営三田線「水道橋」徒歩1分
1-min. walk from Suidobashi Station on the Toei Mita Line

Tokyo Dome City Attractions
東京ドームシティ アトラクションズ01

SPOT

5つのゾーンに25のアトラクション

休

SA

25

I
08I

11

I
12

A
20

雨の休日でも充実した時を過ごしたい！
そんな気持ちに応えるプランをお届けします。
※感染拡大防止の状況により、本誌の発行時期を
　調整することがあります。

Spots that can be enjoyed 
even on rainy days

雨の日でも楽しめるスポット
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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

都営交通ニュース

プラレール「都営三田線6500形」発売しました！

一日乗車券特典ガイド『ちかとく』
　『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。

●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

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. 

●東京都交通局ホームページ
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/

都営交通についてのお問い合わせ先は、都営交通お客様センター
☎03-3816-5700　営業時間9:00～20:00（年中無休）
For enquiries about Toei transportation, please contact the Toei Transportation Customer Center
☎03-3816-5700 Opening hours:9:00-20:00(open every day)

※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。

"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. 

An abridged version of Pick Up is available in English 
在官方网站，可以浏览到多语言版【Pick Up】的内容
在官方網站，可以流覽到多語言版【Pick Up】的内容
인터넷에서도 '픽업'을�보실�수�있습니다

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

インターネットでも「ぴっく・あっぷ」をご覧いただけます。

Toei Transportation News

写真提供「環境省新宿御苑管理事務所」

写真提供「株式会社 東京ドーム」

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。
※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。
【販売箇所】

●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）

●通信販売
　はとマルシェOnline：https://hatomarche.com/
　鉄道甲子園オンラインショップ：
　　https://tetsudokoshien-shop.com/
●東京さくらトラム(都電荒川線)三ノ輪橋おもいで館

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

©TOMY　「プラレール」は株式会社タカラト
ミーの登録商標です。

※写真と実際の商品は、多少異なる場合がござ
います。

写真提供「コニカミノルタプラネタリウム株式会社」


