
　中央区京橋3-5-1　　9：30～16：00（入館は15：30

まで）　　月曜（祝日開館、翌日休館）、12/28～1/4

　無料　　03-3581-4321

　新宿区四谷3-10　　9：30～17：00（入館は16：30まで）　

　月曜（祝日・9/1 防災の日・10/1 都民の日・1/17防災とボランティア

の日は開館、翌日休館。）、12/29～1/3　　無料　　03-3353-9119
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　荒川区西日暮里2-58

　03-3802-3111（荒川区役所）

都営大江戸線「落合南長崎」徒歩5分

　新宿区西落合1-24-10　　平日11：00～20：00、
土日祝10：00～19：00　　12/29～1/2　　無料
　03-3954-2171

日暮里駅の東西を結ぶこの橋
には、トレインミュージアムと
呼ばれるバルコニーがあり、
各種新幹線をはじめとした多
くの電車が通過していく様子
が眺められます。特に朝夕の
ラッシュ時は、絶え間なく行き
交う車両に目が離せません。

Shimogoinden-bashi Bridge
下御隠殿橋06

SPOT

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

　 荒川区西尾久8-33-7　　開場日時：土日祝の10：00～16：00（振替休日含む）

　12/29～1/3　　無料

昔の停留場をイメージした広場
には、懐かしい都電の旧型車
両が２両展示されています。客
室に足を踏み入れたり、運転席
に座って運転士さん気分に浸
ることもできる、鉄 道 好きに
とっての人気スポットです。

Toden Omoide Hiroba
(Toden Memorial Square)

都電おもいで広場05
SPOT

鉄道模型メーカーKATO直営のショールームで
す。国内最大級の鉄道ジオラマや貴重な鉄道
模型を展示した「コレクション展示コーナー」な
ど、子どもはもちろん大人さえも童心に帰るよう
な時間を過ごせます。

Hobby Center Kato Tokyo
ホビーセンターカトー東京04

SPOT

5-min. walk from Ochiai-minami-nagasaki Station on the Toei Oedo Line 

Police Museum
ポリスミュージアム「警察博物館」02

SPOT

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

待ち合わせスポットとして定番の広場ですが、
改めて黒い堂 と々した車体を見上げると、その
力強さが胸に迫ってきます。このSLは鉄道100
周年記念に設置されたものとのこと。鉄道の歴
史が身近に感じられます。

Shimbashi Station SL Square
新橋駅前SL広場03

SPOT

江 戸時 代からの消
防の歴 史や現在の
消 防の 仕 組みなど
を学べる博 物 館で
す。大正から平成ま
でに活躍していた貴
重な消防自動車７台
や消防ヘリコプター
なども間近に見ることができます。

★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.

Fire Museum
消防博物館01

SPOT

電車好き必見のスポット

休

日暮里・舎人ライナーグッズ
好評販売中！

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」「都営バス
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. 

広場のシンボルC11292

国内最大級のジオラマは圧巻！

日本警察の歴史や首都を守る警視庁の活動に
ついて学べる博物館です。白バイやパトカーな
どの警察車両を間近で見ることができたり、ジ
オラマや体験シミュレーションで楽しむことも
できます。

休日だけのお楽しみスポット

見て!さわって!操作して!
子どもから大人まで楽しめる
スポットをご紹介

　港区新橋２　   03-3578-2111（港区役所）

休

休

休

東京さくらトラム（都電荒川線）「荒川車庫前」下車すぐ
Right near Arakawa-shakomae Stop on the Tokyo Sakura Tram (Toden 
Arakawa Line)

都営新宿線「曙橋」徒歩7分
7-min. walk from Akebonobashi Station on the Toei 
Shinjuku Line

　日暮里駅（駅長事務室）では、「今治ハンドタオル」「アク
リル定規」など、日暮里・舎人ライナーグッズを多数ご用意
しております。通信販売でも取り扱いがございますので、
ぜひご利用ください。なお、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。

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
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江戸から続く消防の歴史を学ぼう 本物の警察車両にワクワクする！
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I
07 都営三田線「内幸町」徒歩4分

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

都営浅草線「新橋」徒歩2分
2-min. walk from Shimbashi Station 
on the Toei Asakusa Line
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はとマルシェOnline：https://hatomarche.com/

通信販売

鉄道甲子園オンラインショップ：https://tetsudokoshien-shop.com/
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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  ポリスミュージアム「警察博物館」

乗り物に夢中になって楽しもう！

写真提供「警視庁」

Look! Touch! Operate! Introducing spots 
that everyone can enjoy from kids to adults.

Enjoy getting caught up in the 
fascination of transportation!


