
　新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学構内　　不定、

開館日は公式サイト確認　　本館カウンター・展示

室 : 10:00～17:00（火・金19:00まで）／土・日も開室、

別館カウンター（6号館3階） : 月～金　10:00～17:00

／土・日・祝は閉室　　無料　　03-5286-1829

Introducing museums where you can gain 
an understanding of the depths of Japanese 
culture, sports, and art

　中央区築地6-5-5　　祝日、年末年始、市場休業日等　　7:30～17:30　

　無料　　03-3541-3741（津多屋）

都営三田線「水道橋」徒歩4分

　文京区後楽1-3-61　　平日13:00～17:00、 土・
日・祝10:00～17:00  *東京ドーム野球開催日は18時閉館

（いずれも入館は閉館30分前まで）　    月曜、12/29～1/1
（祝日・東京ドーム野球開催日・春・夏休み期間中は開館）

　大人 600円　　03-3811-3600

　台東区根岸2-10-4　

　9:30～16:30（入館は閉館30分前まで）　

　月曜　　一般・大学生 500円　　03-3872-2645 　中央区入船2-9-2  ミズノプリテック株式会社 6F

　土・日・祝、年末年始　　10:00～12:00、13:00～

16:00　　無料　　03-3551-7595（予約受付）

昭和初期から続いている江戸
のれんと千社額の店「津多
屋」、その店先が展示館とし
て公開されています。千社額
やのれん、提灯などにさまざ
まな種類の活きのいい江戸文
字を見ることができます。

Sketches of Noren(Traditional shop curtain) and Chochin(Paper lantern) Museum
のれん・提灯・下絵の展示館06

SPOT

都営大江戸線「築地市場」徒歩10分
10-min. walk from Tsukijishijo Station on the Toei Oedo Line

　新宿区四谷4-20 四谷ひろば内　　10:00～16:00  *公式サイトより入館予約チケット要購入　　木曜（祝日開

館、翌日振替休館）、年末年始　　おとな（中学生以上）1,100円、こども（6ヶ月～小学生）800円 　　03-5367-9601

旧新宿区立四谷第四小学校
の建物を利用した交流と体験
型のミュージアム。木の温もり
を感じながら親子で遊んだり、
伝承遊びを教えてもらったり、
赤ちゃんからシニアまでおも
ちゃを通じて交流できる場所
です。（※要事前予約）

Tokyo Toy Museum
東京おもちゃ美術館05

SPOT

書道の歴史を学んでみよう！

都営新宿線「曙橋」徒歩8分
8-min. walk from Akebonobashi Station  on the Toei Shinjuku Line

野球界の発展に貢献し、功労者として表彰され
た「野球殿堂入りの人々」の肖像レリーフを掲
額している他、プロ・アマに加え、日本野球の創
成期に関わる歴史資料から話題性の高い最新
の資料まで、数多く収蔵・展示しています。

The Baseball Hall of Fame and Museum
野球殿堂博物館04

SPOT

演劇・映画好きなら必見です！

4-min. walk from Suidobashi Station on the Toei Mita Line

Waseda University Theatre Museum（Enpaku）
早稲田大学演劇博物館（エンパク）02

SPOT

東京さくらトラム（都電荒川線）「早稲田」徒歩3分
3-min. walk from Waseda Stop on the Tokyo Sakura Tram (Toden Arakawa Line)

印刷会社が運営している博物館。飛鳥・奈良時
代から残っている貴重な書籍や国産第一号と
いわれている活版印刷機など、印刷技術ととも
に発展してきた人類の歩みを実感することがで
きます。（※要事前予約）

Mizuno Printing Museum
ミズノプリンティングミュージアム03

SPOT

日暮里・舎人ライナー「日暮里」徒歩10分
10-min. walk from Nippori Station on the 
Nippori-Toneri Liner

明治 時 代から昭 和
初 期にかけて洋 画
家・書家として活躍
した中村不折が開い
た博物館。本館と中
村不折記念館の２館
があり、重要文化財
12点、重要美術品5
点を含む貴重な古美術品や考古出土品が数多く所蔵され
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.

都営浅草線「宝町」徒歩11分 E
18

11-min. walk from Takaracho Station on the Toei Asakusa Line

Calligraphy Museum
書道博物館01

SPOT

江戸文化の粋に触れてみよう！
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駅前放置自転車クリーンキャンペーン
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。

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. 

人と印刷の深～い関係

伝説の選手に出会える場所

日本国内外の演劇や映画に関する百万点をも
超える膨大なコレクションが所蔵されています。
そのほか、企画展や図書館利用、イベントへの
参加など、様々な楽しみ方があります。

見て、触って、遊べるミュージアム

日本の文化やスポーツ、芸術など、
その奥深さを知ることのできる
博物館をご紹介します。
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Museums to broaden 
your interests 10

Oct. 2022

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「早稲田大学演劇博物館（エンパク）」

あなたの興味を広げる博物館

2022年10月22日　～10月31日　土 月

The 39th Bicycle Clean-Up Campaign

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

自転車の

   代わりに置こう
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Leave behind your 
thoughtfulness, not your bicycle.

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。
東京都・区市町村・駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会・首都圏放置自転車対策協議会・東京都交通局

【実施期間】　令和４年10月22日（土）～10月31日（月）


