
　文京区後楽1-6-6　　9：00～17：00（入園は16：30まで）　

　年末年始　　一般300円　

　03-3811-3015（小石川後楽園サービスセンター）
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You’ll surely feel a boost of 
cheerfulness!
Auspicious spots along railway lines.

　品川区東五反田5-4-35　　7：30～17：00（７～８月は7：30～18：00）　

　年末年始　　03-3447-4676（池田山公園管理事務所）

　文京区春日1-5-2

日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」徒歩20分

　足立区西新井1-15-1　　開門6：00～20：00

本堂8:00～18:00  受付9:00～16:30

　03-3890-2345（対応時間9：00～16：30）

霊峰・富士山からのパワーが
この公園まで届いているとい
われています。高低差のある
園内を散策していると、都会
にいることを忘れるほど自然
も豊かです。富士山パワーは
心を若返らせるともいわれて
います。

Ikedayama Park
池田山公園06

SPOT

都営浅草線「五反田」徒歩15分
15-min. walk from Gotanda Station on the Toei Asakusa Line
15-min. walk from Meguro Station on the Toei Mita Line

　 開門6：00～17：00  授与所9：00～17：00　　03-3812-1862（対応時間9：00～17：00）

源頼朝公によって鎌倉時代に
創建されました。境内には撫で
ると願いが叶うといわれている
「撫で岩（ねがい牛）」のほか、
芸能の神様を祀っている太田
神社・高木神社もあり、多くの
方が参拝に訪れています。

Ushi-Tenjin Kitano-Jinja
牛天神北野神社05

SPOT

儒学の教えに基づいた癒し空間

堂 と々した構えの山門をくぐると、イボ取りに効
く「塩地蔵」や寿命が延びる「延命水洗い地蔵
尊」、四国や高野山の砂を敷き詰めた「四国八
十八箇所お砂踏み霊場」など。訪れるとさまざ
まなパワーをいただけます。

Nishiaraidaishi
西新井大師04

SPOT

江戸から続く東京下町の総鎮守

20-min. walk from Nishiaraidaishi-nishi Station on the Nippori-Toneri Liner

Kanda Shrine (Kanda Myoujin）
神田神社（神田明神）02

SPOT

都営新宿線「小川町」徒歩５分
5-min. walk from Ogawamachi Station on the Toei Shinjuku Line

創建は鎌倉時代末期とされる神社の境内に
は、拝殿に向かって右側に樹齢600年といわれ
ている二樹の大銀杏があります。雄木と雌木が
対になっていることから「夫婦銀杏（めおとい
ちょう）」と呼ばれ、縁結びにご利益があるとい
われています。

Tenso jinja (Otsuka)
天祖神社（大塚）03

SPOT

水戸光圀公が 儒学
の教えに基づき、バ
ランスを 考 慮して
作った回遊式築山泉
水庭園です。起伏あ
る地形に池などを配
した園内は、心を鎮
める癒しのスポット
として多くの人に親しまれています。

★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.

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

Koishikawa Korakuen Gardens
小石川後楽園01

SPOT

霊峰・富士山のパワーを感じられる場所
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　千代田区外神田2-16-2

　常時開門　社務所受付時間9：00～17：00

　03-3254-0753

都営地下鉄の新グッズを発売します！

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. 

樹齢600年の大銀杏

パワースポットのワンダーランド

神田明神の名前で親しまれているこの神社は、
えんむすびの神様である“だいこく様”、商売繁
盛の神様である“えびす様”、除災厄除の神様
である“まさかど様”という３人の神様が祀られ
ている、ご利益のあるパワースポットです。

源頼朝公ゆかりの「撫で岩」

晴れやかな気持ちにきっとなる！
沿線にある縁起の良いスポット。

　豊島区南大塚3-49-1　　常時開門

　03-3983-2322（対応時間9：00～17：00）
休
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01 都営三田線「目黒」徒歩15分

都営三田線・大江戸線「春日」徒歩10分E
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10-min. walk from Kasuga Station on the Toei Mita Line and the Toei Oedo Line 

I
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都営大江戸線「飯田橋」徒歩10分E
06

10-min. walk from Iidabashi Station on the Toei Oedo Line 

都営三田線「水道橋」徒歩8分 （東門まで）
8-min. walk from Suidobashi Station on the Toei Mita Line
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都営大江戸線「飯田橋」徒歩3分 （西門まで）
3-min. walk from Iidabashi Station on the Toei Oedo Line 

都営浅草線5300形 電車型ペンケース
　1,500円（税込）

都営浅草線5300形 銘板キーホルダー
　500円（税込）

都営浅草線5300形 クリーンアルコールジェル
　1,500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。
【発売日時】

●令和４年１２月２日（金）から（通信販売は１０時から）
【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/
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

Visit power spots and 
be energized!
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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  神田神社

パワースポットで元気になる！


