■ 各駅の主なバリアフリー設備設置一覧
駅の情報
め

目

ホーム
ぐろ

黒

03-3493-5774
（東急）

バリアフリールート：◎

改札

改札

地上

階段昇降機

トイレ設備

ホーム（4号車付近）～改札
ホーム（1・6号車付近）～改札
ホーム（3号車付近）～改札

改札～アトレ目黒
改札～ 正面口

改札内

1 南北線赤羽岩淵・都営三田線西高島平方面 2 目黒方面ホーム（1号
車付近）～日吉坂方面改札
1 南北線赤羽岩淵・都営三田線西高島平方面 2 目黒方面ホーム（1号
車付近）～日吉坂方面改札
1 南北線赤羽岩淵・都営三田線西高島平方面 2 目黒方面ホーム（6号
車付近）～白金台交差点方面改札

日吉坂方面改札～ 2 出入口
白金台交差点方面改札～ 1 出入口

日吉坂方面改札内

のりかえ路線

JR線 目黒駅

東急目黒線 目黒駅

都営三田線
東京メトロ南北線

しろ かね だい

白金台
03-5420-1513

バリアフリールート：◎

※ 6:00～ 23:00まで運転

日吉坂方面改札～ 2 出入口

※ 6:00～ 23:00まで運転
しろ かね たか なわ

白金高輪
03-3449-4805

バリアフリールート：◎

あざ ぶ じゅうばん

麻布十番
03-5232-2565

バリアフリールート：◎

1 都営三田線西高島平方面 2 南北線赤羽岩淵方面 3 4 目黒方面
ホーム（4号車付近）～改札
1 都営三田線西高島平方面 2 南北線赤羽岩淵方面 3 4 目黒方面
ホーム（2・6号車付近）～改札

改札～連絡通路階～ 1 出入口
改札～連絡通路階（港区駐輪場）～地上
改札～ 1 出入口（一部）
改札～ 2 、3 出入口
改札～ 4 出入口

ホーム（5号車付近）～改札
ホーム（1・6号車付近）～改札
ホーム（3号車付近）～改札

改札～
改札～
改札～
改札～

ホーム（5号車付近）～中央改札・西改札
ホーム（2号車付近）～北改札
ホーム（3・6号車付近）～中央改札・西改札
ホーム（7・8号車付近）～中央改札・西改札

中央改札～地上（泉ガーデンタワー）
西改札～地上（六本木グランドタワー）
西改札～ B1階（六本木グランドタワー）
B1階～ 1 出入口（六本木ティーキューブ）
中央改札～ 2 出入口
中央改札～ 3 出入口
西改札～地上（六本木グランドタワー）

ホーム（2号車付近）～赤坂方面改札
ホーム（1号車付近）～永田町方面改札
ホーム（2・5号車付近）～赤坂方面改札

永田町方面改札～
赤坂方面改札～ 7
永田町方面改札～
赤坂方面改札～ 7
赤坂方面改札～ 8

のりかえ路線

1
1
3
4

出入口
、2 出入口（一部）
出入口
出入口

改札内

改札内

大江戸線…p.97
ろっ ぽん ぎ いっちょう め

六本木一丁目
東京メトロ南北線

03-3589-0309

バリアフリールート：◎

ため いけ さん のう

溜池山王
03-3505-3071

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

銀座線……p.13

6 出入口（ザ・キャピトルホテル東急）
出入口（山王パークタワー）
5 出入口
出入口
出入口（一部）

改札内

赤坂方面改札内

丸ノ内線…p.23
〈国会議事堂前駅〉
千代田線…p.43
〈国会議事堂前駅〉
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※列車編成については、P9・10を参照してください。
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■ 各駅の主なバリアフリー設備設置一覧
駅の情報
あさ

浅

くさ

草

03-3844-4689

ホーム

改札

1 西馬込方面ホーム（2号車付近）～改札階連絡通路
2 押上方面ホーム（7号車付近）～雷門方面改札

バリアフリールート：◎

改札

地上

駒形橋方面改札～ A2b 出入口
雷門方面改札～ A4 、A5 出入口
（一部）

階段昇降機

トイレ設備
駒形橋方面改札外

のりかえ路線

銀座線…p.17

都営浅草線

東武スカイツリーライン 浅草駅
ほん じょ あ づま ばし

本所吾妻橋

※ホームと改札は同一階

東駒形方面改札～ A0 出入口
吾妻橋 3丁目東方面改札～ A5 出入口

03-3623-5440

バリアフリールート：◎
おし あげ

押上（スカイツリー前）
03-3622-5872

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

半蔵門線…p.61
東武スカイツリーライン 押上駅

1 2 3 4 ホーム（7号車付近）～改札
1 2 ホーム（5号車付近）～改札

2 押上方面ホーム
（3号車付近）

改札～中二階～ A3 出入口
改札内

※ 7:00～ 10:00までは下り運転

3 4 ホーム（5号車付近）～改札
※ 7:00～ 10:00までは下り運転

京成押上線 押上駅
み

三

た

田

03-3454-1428

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

浅草線…p.73

JR線〈田町駅〉

しば こう えん

芝公園
03-3431-4524

4 西高島平方面ホーム（3号車付近）～ 3
～福祉会館方面改札
4 西高島平方面ホーム（1号車付近）～ 3
～福祉会館方面改札
4 西高島平方面ホーム（5号車付近）～ 3
～福祉会館方面改札
4 西高島平方面ホーム（5号車付近）～ 3
～第一京浜方面改札

目黒方面ホーム（3号車付近）
目黒方面ホーム（2号車付近）
目黒方面ホーム（4号車付近）

福祉会館方面改札～
福祉会館方面改札～
福祉会館方面改札～
福祉会館方面改札～

A8 出入口
A8 出入口（一部）
A9 出入口
A10 出入口

※ 7:00～ 20:00まで運転

目黒方面ホーム（6号車付近）

1 目黒方面ホーム（ 1 号車付近）～芝公園方面改札 2 西高島平方面
ホーム（1号車付近）～芝公園方面改札

都営三田線

バリアフリールート：◎

芝公園方面改札～
芝園橋方面改札～
芝公園方面改札～
芝公園方面改札～

A3 出入口
A1 、A2 出入口（一部）
A3 出入口（一部）
A4 出入口（一部）

※女子トイレのみ

3 目黒方面ホーム
（5号車付近）
4 西高島平方面
ホーム（3号車付近）

芝公園方面改札内

※始発～ 21:00まで運転
お なり もん

御成門
03-3431-4521

バリアフリールート：◎

うちさいわいちょう

内幸町
03-3591-6550

バリアフリールート：◎

ホーム（5号車付近）～港区役所・東京タワー方面改札
ホーム（1号車付近）～慈恵医大病院方面改札
※始発～ 12:00までは上り運転

ホーム（3号車付近）～慈恵医大病院方面改札
ホーム（6号車付近）～港区役所・東京タワー方面改札
ホーム（6号車付近）～西新橋方面改札
ホーム（1号車付近）～日比谷方面改札
ホーム（5号車付近）～西新橋方面改札
ホーム（6号車付近）～西新橋方面改札
※ 22:00～終車時までは下り運転

慈恵医大病院方面改札～ A3b 、A6 出入口
港区役所・東京タワー方面改札～ A1 出入口
慈恵医大病院方面改札～ A5 出入口

慈恵医大病院方面
改札内・外

西新橋方面改札～ A4b 出入口（西新橋スクエアビル）

※ 4:50～ 24:40まで運転

西新橋方面改札～
西新橋方面改札～
西新橋方面改札～
日比谷方面改札～
日比谷方面改札～

A8 出入口
A1 、A2 出入口（一部）
A3 、A4a 出入口（一部）
A5 、A7 出入口（一部）
A6 出入口（一部）

西新橋方面改札内

※ 7:00～終車まで運転

77

※列車編成については、P9・10を参照してください。
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■ 各駅の主なバリアフリー設備設置一覧
駅の情報
ひ

び

や

日比谷
03-3211-1901

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

日比谷線…p.29
千代田線…p.45

ホーム

改札

1 目黒方面ホーム（3号車付近）2 西高島平方面ホーム（4号車付近）～
東京国際フォーラム方面改札
ホーム（1号車付近）～皇居外苑方面改札
ホーム（2号車付近）～東京国際フォーラム方面改札
ホーム（5号車付近）～東京国際フォーラム方面改札
ホーム（6号車付近）～日比谷公園方面改札

改札

地上

階段昇降機

トイレ設備

改札階～ B3 出入口（帝国劇場）

※ 7:00～ 22:50まで運転
※出入口は 7：00～ 23：30まで利用可

改札階～ B5 出入口（丸の内二重橋ビル）

日比谷公園方面
改札内

※始発～ 24:30まで運転

有楽町線…p.53
〈有楽町駅〉

JR線〈有楽町駅〉
おお て まち

大手町
03-3211-1962

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

丸ノ内線…p.23
東西線……p.37
千代田線…p.45
半蔵門線…p.59

じん ぼうちょう

都営三田線

神保町
03-3291-2755

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

半蔵門線…p.59
新宿線……p.85
すい どう ばし

水道橋
03-3815-7068

バリアフリールート：◎

ホーム（6号車付近）～行幸通り方面改札
ホーム（1号車付近）～大手町方面改札
※平日の始発～ 10:00までは 2本とも上り運転

ホーム（2号車付近）～丸の内方面改札
※ 7：00～ 20:00まで運転

ホーム（4号車付近）～丸の内方面改札
※ 7：00～ 20:00まで運転

ホーム（6号車付近）～行幸通り方面改札

丸ノ内方面改札～ D6 出入口（日本生命丸ノ内ガーデンタ
ワー）
丸ノ内方面改札～ D7 出入口（銀行会館（全国銀行協会））
行幸通り方面改札～ 5a 出入口（千代田線 二重橋前駅）
大手町方面改札～ C2b 、C2c 出入口（千代田線 大手町駅）

行幸通り方面改札
内

※ 6:00～終車時まで運転

大手町方面改札～
大手町方面改札～
大手町方面改札～
丸ノ内方面改札～

C4 出入口（千代田線 大手町駅）
C6a 出入口（千代田線 大手町駅）
C14 出入口（千代田線 大手町駅）
D7 出入口（銀行会館（全国銀行協会））

ホーム（1号車先）～神保町交差点（北側）方面改札
ホーム（1号車付近）～神保町交差点（南側）方面改札
ホーム（1号車先）～神保町交差点（北側）方面改札
ホーム（2号車付近）～神保町交差点（南側）方面改札
ホーム（4号車付近）～神保町交差点（南側）方面改札
ホーム（6号車付近）～一ツ橋方面改札

専修大学方面改札～ A2 出入口
一ツ橋方面改札～ A9 出入口
専修大学方面改札～ A1 出入口（一部）
専修大学方面改札～ A2 出入口（一部）
神保町交差点（北側）方面改札～ A5 出入口（一部）
一ツ橋方面改札～ A9 出入口

ホーム（5号車付近）～ JR水道橋駅方面改札
ホーム（1号車付近）～東京ドーム方面改札
ホーム（3・6号車付近）～ JR水道橋駅方面改札

JR水道橋駅方面改札～ A2 出入口

一ツ橋方面改札内

東京ドーム方面改
札内

のりかえ路線

JR線 水道橋駅

かす

春

が

日

03-3815-3919

※ホームと改札は同一階
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（4号車付近）

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

丸ノ内線…p.25
〈後楽園駅〉
南北線……p.65
〈後楽園駅〉
大江戸線…p.93
はく

白

さん

山

03-3815-3923

バリアフリールート：◎
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1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（5号車付近）～改札
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（3号車付近）～改札
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（5号車付近）～改札

※列車編成については、P9・10を参照してください。

春日交番方面改札～ 6 出入口
清和公園方面改札（1番線）～ A7 出入口
小石川方面改札～ A8 出入口（パークコート文京小石川ザ
タワー）
春日交番方面改札～ A1 、A3 出入口（一部）
本郷 4丁目方面改札～ A2 出入口（一部）
小石川方面改札～ A5 出入口（一部）
西片方面改札～ A6 出入口（一部）
白山上方面改札～ A3 出入口
白山上方面改札～ A3 出入口（一部）

2 西高島平方面ホ
ーム（5号車付近）

改札内
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■ 各駅の主なバリアフリー設備設置一覧
駅の情報
せん

千

ごく

石

03-3945-2532

ホーム

改札

改札

地上

ホーム（6号車付近）～千石駅前交差点方面改札
ホーム（5号車付近）～千石駅前交差点方面改札（一部）

改札階～ A5 出入口（エレベーター専用口）

ホーム（5号車付近）～ JR巣鴨駅方面改札
ホーム（1号車付近）～とげぬき地蔵方面改札
ホーム（4・6号車付近）～ JR巣鴨駅方面改札

JR巣鴨駅方面改札～エレベーター専用口
JR巣鴨駅方面改札～ A1 出入口

とげぬき地蔵方面改札～ A3 出入口

ホーム（1号車付近）～改札
ホーム（3号車付近）～改札

改札～ A4 出入口（エレベーター専用口）
改札～ A3 出入口（一部）

ホーム（5号車付近）～板橋 1丁目方面改札
ホーム（4号車付近）～板橋 1丁目方面改札

板橋 1丁目方面改札～ A3 出入口
JR板橋駅・滝野川方面改札～ A2 出入口

階段昇降機

トイレ設備
不忍通り方面改札外

バリアフリールート：◎
す

巣

がも

鴨

03-3917-0217

バリアフリールート：◎

JR 巣鴨駅方面改札
外

のりかえ路線

JR線 巣鴨駅

にし す がも

西巣鴨
03-3917-0218

バリアフリールート：◎

改札外広場（ A1 、
A4 出口付近）

のりかえ路線

東京さくらトラム（都電荒川線）
〈新庚申塚駅〉

しん いた ばし

新板橋
03-3962-9347

バリアフリールート：◎

ホーム（1号車付近）

都営三田線

のりかえ路線

JR線〈板橋駅〉

いた ばし く やく しょ まえ

板橋区役所前
03-3962-9348

バリアフリールート：◎

※ 1番線ホーム仲宿方面改札は同一階
2 西高島平方面ホーム（1号車付近）～板橋区役所方面改札
2 西高島平方面ホーム（2号車付近）～板橋区役所方面改札

仲宿方面改札～ A1 出入口
板橋区役所方面改札～ A3 出入口

※ホームと改札は同一階

本町方面改札～ A1 出入口
大和町方面改札～ A3 出入口
大和町方面改札～ A3 出入口

1 目黒方面ホーム
（1号車付近）
A2 出入口付近

いた ばし ほんちょう

板橋本町
03-3962-9349

バリアフリールート：◎
もと はす ぬま

本蓮沼

※ホームと改札は同一階

03-3968-4419

蓮沼町・西が丘方面改札～ A2 出入口
いずみ公園方面改札～ A4 出入口

バリアフリールート：◎
し むら さか うえ

志村坂上
03-3968-4413

バリアフリールート：◎
し むら さんちょう め

志村三丁目
03-3968-4415

1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（1号車付近）～志村坂上方面改札
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（1号車付近）～志村坂上方面改札
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（6号車付近）～志村一里塚方面改札
1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（4号車付近）～改札
1 目黒方面ホーム（2号車付近）～改札

2 西高島平方面
ホーム（5号車付近）

蓮沼町・西が丘方面
改札外

志村坂上方面改札～ A3 出入口

1 目黒方面ホーム
（1号車付近）
※改札と地上は同一階
改札内

バリアフリールート：◎
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※列車編成については、P9・10を参照してください。
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■ 各駅の主なバリアフリー設備設置一覧
駅の情報
はす

蓮

ね

根

03-3968-4417

ホーム

改札

改札

ホーム（3号車付近）～改札
ホーム（5号車付近）～改札

※改札と地上は同一階

1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（1号車付近）～西改札
1 目黒方面ホーム（6号車付近）～東改札

※改札と地上は同一階

地上

階段昇降機

トイレ設備
改札内

バリアフリールート：◎
にし

西

だい

台

03-3931-3600

バリアフリールート：◎

都営三田線

たか しまだいら

高島平
03-3931-3491

東改札内

※始発～ 23：40まで運転

1 2 目黒方面 3 4 西高島平方面ホーム（4号車付近）～改札
1 2 目黒方面ホーム（2号車付近）～改札

※改札と地上は同一階

1 目黒方面 2 西高島平方面ホーム（3号車付近）～改札
1 目黒方面ホーム（5号車付近）～改札
2 西高島平方面ホーム（5号車付近）～改札

※改札と地上は同一階

1 2 目黒方面ホーム（2号車付近）
1 2 目黒方面ホーム（4号車付近）～改札

※改札と地上は同一階

改札内

バリアフリールート：◎
しん たか しまだいら

新高島平
03-3938-4681

バリアフリールート：◎
にし たか しまだいら

西高島平
03-3938-4688

改札内

改札内

バリアフリールート：◎
しん

新

じゅく

宿

03-3344-4021

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

大江戸線…p.99

JR線 新宿駅
小田急線 新宿駅

4 京王線橋本・高尾山口方面ホーム（10両編成 7号車／8両編成 6号車
付近） 5 本八幡方面ホーム（10両編成 8号車／8両編成 7号車付近）～
京王新線口改札
ホーム（10・8両編成 1号車付近）～新都心口改札
ホーム（10両編成 5号車／8両編成 4号車付近）～マインズタワー方面改札
ホーム（10両編成 5号車／8両編成 4号車付近）～京王新線口改札
ホーム（10両編成9号車／8両編成8号車付近）～京王新線口改札（一部）

京王新線口改札～エレベーター出入口（京王百貨店付近）
マインズタワー方面改札～ A1 出入口
新都心口改札～ 8 出入口

ホーム（10・8両編成 4号車付近）～改札
ホーム（10・8両編成 2号車付近）～改札
ホーム（10・8両編成 6号車付近）～改札
ホーム（10・8両編成 8号車付近）～改札

改札～ C6 出入口
改札～ C1 出入口（一部）

B1階コンコース
都営大江戸線連絡
通路階（B4階）

京王線 新宿駅
しんじゅくさんちょう め

新宿三丁目

都営新宿線

03-3341-2931

バリアフリールート：◎
のりかえ路線

丸ノ内線…p.21

副都心線…p.69
あけぼの

曙

ばし

橋

03-3358-0401

バリアフリールート：◎

83

1 新宿方面ホーム（10両編成 8号車／8両編成 6号車付近） 2 本八幡
方面ホーム（10両編成 9号車／8両編成 8号車付近）～防衛省方面改札
1 新宿方面ホーム（10両編成 4号車／8両編成 2号車付近） 2 本八幡
方面ホーム（10・8両編成 4号車付近）～住吉町方面改札
1 新宿方面ホーム（10両編成 8号車／8両編成 6号車付近） 2 本八幡
方面ホーム（10・8両編成 8号車付近）～防衛省方面改札

※列車編成については、P9・10を参照してください。

※ 7:00～ 22:00まで運転

改札内

改札～ C4 出入口（一部）
改札～ C5 出入口（一部）
改札～ C7 出入口（一部）
防衛省方面改札～
住吉町方面改札～
住吉町方面改札～
防衛省方面改札～
防衛省方面改札～

A3
A1
A2
A3
A4

出入口
出入口（一部）
出入口（一部）
出入口（一部）
出入口（一部）

改札内連絡通路
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