
Have fun together with your children and 
make lots of special memories that only 
summer can provide!

　足立区西新井7-17-1　

　 03-3880-5314（足立区西部道路公園維持課）

東京さくらトラム
（都電荒川線）「荒川遊園地前」徒歩3分

　荒川区西尾久6-35-11　　9:00～17:00 *入園は公式

サイトから事前予約制　　火曜・年末年始 ＊季節により変動あり

　入園料：大人800円、65歳以上・中学生400円、小

学生200円、未就学児無料　　03-3893-6003

　江戸川区一之江1～船堀7　　じゃぶじゃぶ池開設 7/1～8/31

　03-5662-5543（江戸川区環境部）

　練馬区光が丘4-1-1　　じゃぶじゃぶ池開設 7/16

～8/31　　03-3977-7638（光が丘公園サービスセンター）

大きくてカラフルなきのこのオ
ブジェやロングすべり台、ター
ザンロープなどユニークな遊
具がいっぱいある公園です。
なかでも約8.8ｍもあるロング
すべり台はスリル満点！

Adachi Fujimi Park
足立富士見公園06

SPOT

日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」徒歩1分
1-min. walk from Nishiaraidaishi-nishi Station on the Nippori-Toneri Liner

　板橋区高島平3-1　　じゃぶじゃぶ池開設 7/16～8/31

　03-3938-5715（赤塚公園サービスセンター）

ラッパを縦に置いたような形
が目を引く大きな噴水が、夏に
はじゃぶじゃぶ池として子ども
たちの遊び場となります。すべ
り台やうんていなどが合体した
ものやスライド式のものなど、
小さな子ども向けの遊具もそ
ろっています。

Akatsuka Park
赤塚公園05

SPOT

大きな噴水を浴びてみよう！

都営三田線「高島平」徒歩10分
10-min. walk from Takashimadaira Station on the Toei Mita Line

今年４月にリニューアルオープンした区営遊園
地。観覧車などのアトラクションやウサギなど
小動物とのふれあい、水遊び広場まで、さまざ
まな遊び方がいっぱい詰まった遊園地です。

ARAKAWA AMUSEMENT PARK
あらかわ遊園04

SPOT

アトラクションから動物まで、一日中遊び放題！

3-min. walk from Arakawa-yuenchimae Stop on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

今年で開園170年目を迎える
「浅草花やしき」は、江戸時代
に誕生した日本最古の遊園地。
０歳からおじいちゃんおばあ
ちゃんまで、幅広い年代が楽し
めるアトラクションが豊富なの
で、家族そろって休日を過ごせ
ます。

ASAKUSA HANAYASHIKI
浅草花やしき02

SPOT

0歳からシニアまで！笑顔が広がる遊園地

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

公園南側のけやき広場には、大小の噴水をつ
なぐ水路があり、遊び場として毎夏多くの小さ
な子どもたちでにぎわっています。子どもの足
首が浸かるくらいの水深なので安心です。広い
園内には各種運動施設やバーベキュー広場も
あるので、家族そろって楽しめます。

Hikarigaoka Park
光が丘公園03

SPOT

じゃぶじゃぶ池が3ヶ所もある公園！

都営新宿線「船堀」、「一之江」各徒歩10分
10-min. walk from Funabori Station 
and Ichinoe Station on the Toei Shinjuku Line

南北に約3.2kmも続
くこの公園では、子
どもが水遊びを楽し
める広場が3ヶ所も
あり、近くにはトイレ
やシャワーもありま
す。また、新中川の自
然水を利用したせせ
らぎでは、魚やテナガエビ、昆虫なども生息しています。

★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.

都営大江戸線「光が丘」徒歩8分E
38

8-min. walk from Hikarigaoka Station on the Toei Oedo Line

Ichinoe-sakaigawa Shinsui Park
一之江境川親水公園01

SPOT

初めての水遊びを満喫！
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　10:00～18:00 ＊季節・天候により変動あり 　    火曜  

＊8月は休園日なし ＊季節により変動あり　　 入園料：中

学生～64歳1,000円、小学生・65歳以上500円、未

就学児無料  ＊のりもの料金別途　　03-3842-8780

　台東区浅草2-28-1

休

東京さくらトラム（都電荒川線）オリジナルグッズ好評発売中！
・9000形メラミンカップ（青・オレンジ）
   各600円（税込）

・9000形ポーチ   900円（税込）

※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】

●東京さくらトラム(都電荒川線)荒川電車営業所、三ノ
輪橋おもいで館

●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）

●日暮里・舎人ライナー日暮里駅
●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/

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. 
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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

●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「株式会社花やしき」

写真提供「株式会社花やしき」

写真提供「江戸川区」

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

子どもと一緒に遊びに行こう！
子どもと一緒に楽しんで、
夏ならではの思い出をたくさん
作りましょう！


