お台場電車

特別編集

んかい線
りんかい線
レジャー・観光 おすすめスポット

りんかい線が
おすすめする

お台場
体験隊
コース

東京
臨海部は
おまかせ

台

お

出か

子どもから大人まで
楽しく学べる！

沿線の最新情報もチェック

りんかい線
早わかり！

東京の遊び場・お台場へ！

場電

必見スポットは
必見

これ！

車で

けよう

癒やしスポットも
体験施設もグルメだって！

沿線情報も

たくさん!!

本誌提示でうれしいプレゼントや入場割引をゲットしよう！

海から、陸から
お台場を楽しもう！

お台場電車

沿線 ググッと

キュートなカバの
バスで海上遊覧を楽しもう

お台場で、 一風変わった楽しみ方をしたい人におすすめなのが、 水陸両用
バス。 お台場ドライブと東京湾クルージングを同時に楽しめるバスで、 ユ
ニークな体験を！

TOKYO NO KABA

海上への
スプラッシュに興奮！

とうきょうのかば

レインボーブリッジや
お台場を海から一望

早わかり♪

2 0 17 年11月にデビュー
した、水陸両用バス。高
品 質 の 3 Dサ ウ ン ド に よ
る、臨場感あふれる演出
もチェック！ 車窓の風景
と音楽がリンクした「ここ
だけの体験」
ができるはず。

オリジナルグッズプレゼント！
2018年12月31日（月）まで

※本誌持参の上、ご乗車した方のみ
※1グループにつき5名まで利用可
済 クーポン利用

t03-3455-2211
（9〜17時）
P5
K港区台場 1-7-1（アクアシティ
お台場 1階海側バス乗り場）k
りんかい線東京テレポート駅から
発着場所まで徒歩10分 G3500
円
（所要約 45分）J9〜 16時の
毎時 20分出発（4〜 9月は 17時
20分便追加）i水曜 pなし

スカイダック東京
すかいだっくとうきょう

「まるごとお台場コース」では、主要な観光
スポットを巡った後に海上へ移動。ふだん
は見ることができない、レインボーブリッ
ジを真下から眺める感動を味わえる。

再開発で賑わう大井町、 運河に面し
た新しい街・天王洲アイル、 遊び場
満載のお台場など、りんかい線沿線
には魅力的なスポットが目白押し！
りんかい線に乗って、 東京のシーサ
イドをもっとずっと楽しんじゃおう！

乗船料大人200円引き、
子ども100円引き
2019年3月31日（日）まで

※1枚につき2名まで利用可
※他券・他サービスとの併用不可
※オンライン予約の場合も使用可（当
日チケットカウンターで本誌を提示）
済 クーポン利用

りんかる

りんかい線公式！
！
LINEスタンプをCHECK
「LINE」のアプリのスタンプ
ショップで＂りんかる＂ で検索！

夜景を見るならココ！

りんかるグッズ販売中！

コミック
の祭典！

[販売場所 ]りんかい NewDays新木場
店・東京テレポート店・大井町店、き
まぐれ鉄道ぶらり旅オンラインショップ
（http://www.kimatetsu-shop.jp）

コミックマーケット会場

世界最大規模の同人誌即売会・コミックマーケット（通称コミケ）は、
夏・冬の年 2 回、東京国際展示場（東京ビッグサイト）が会場となる。
2018年夏は、8月10日
（金）〜12日
（日）
開催。www.comiket.co.jp

チームラボの

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM:
EPSON teamLab Borderless

t03-5530-1111
（代表）
P5
K江東区有明 3-11-1 kりんかい線
国際展示場駅から徒歩 7分 GJiイ
ベントにより異なる p敷地内に7カ所
あり
（有料）※イベントにより異なる

日本科学未来館
にっぽんかがくみらいかん

t03-3570-9151
P5
K江東区青海 2-3-6 kりんか
い線東京テレポート駅から徒
宇宙から見た美し
歩15分 G入館620円
（企画展
い地球を再現した
（入館は
「ジオ・コスモス」 は別途）J10〜 17時
〜 16時 30分）i火曜
（祝日の
場合は開館）p175台
（有料）

りんかい線 × 日本科学未来館

お客様感謝キャンペーン

「デザインあ展 in TOKYO」に特別価格でご入場いただけます。
適用期間 2018年7月19日
（木）〜10月18日
（木）

●りんかい線の区間を含む定期券
（期間内のみ有効）
●りんかい線1日乗車券
（当日のみ有効）
●モノレール＆お台場ワクワクきっぷ
（当日のみ有効）
●東急お台場パス
（当日のみ有効）
上記のいずれかを、日本科学未来館屋外チケットブー
スで提示。
利用方法

利用方法

t03-6406-3949
P5
K江東区青海 1-3-8
（お台場パ
レットタウン）kりんかい線東
もり びるでぃんぐ でじたる あーと みゅーじあむ：えぷそん ちーむらぼ ぼーだーれす 京テレポート駅から徒歩 3分
りんかい線 × チームラボ 特別価格でご入場 空間全体を取り込んだデジタルアートで話題 G入館 3200円 J11〜 19時
のクリエイター集団・チームラボによるミュー （土・日曜、祝日は 10時〜、
オープンキャンペーン いただけます。
金・土曜・祝前日は〜 21時。
ジアムがお台場にオープン
！ 広さ約 1万㎡と
適用期間 2018年8月1日
（水）〜9月30日
（日）
入 館は閉 館 の 1 時 間 前まで）
●りんかい線の区間を含む定期券（期間内のみ有効） いう広大な敷地に、 約 50作品を展示。ここ i第２・４火曜 pパレットタウ
●りんかい線1日乗車券
（当日のみ有効）
だけの圧倒的な世界観を体感しに出かけよう。 ン内の駐車場を利用（有料）
●モノレール＆お台場ワクワクきっぷ（当日のみ有効）
●東急お台場パス
（当日のみ有効）
上記のいずれかを、屋外チケットブースで提示。

日本最大級のコンベンション
センターで、会議棟、東展示
場棟、西展示棟からなる。レ
ストラン街や商業施設も併設。

東京テレポート駅

「地球とつながる」
「未来を
つくる」「世界をさぐる」
の３ゾーンに分かれた常設
展のほか、ASIMOの実演、
ヒューマノイドロボット
科学コミュニケーターによ
「ASIMO
（アシモ）
」
の実演は、
11、13、14、16時に開催
るトークなど、さまざまな
プログラムを行う。毎回話
題の企画展も要チェック！

ミュージアムは必見

東京国際展示場（東京ビッグサイト）

とうきょうこくさいてんじじょう
（とうきょうびっぐさいと）

マジ カル パフォーマン
スシアターでは、新サイ
エンスショーを開催

国際展示場駅

リスーピアでは、素数以外の数字
を打ち返す
「素数ホッケー」
も人気

パナソニックセンター東京

ぱなそにっくせんたーとうきょう

パナソニックのショウルーム。理数の魅力を紹介す
る体感型ミュージアム
「リスーピア」や、最高級のオー
ディオシステムを堪能できる「テクニクス リスニング
ルーム」、体験展示が充実の「オリンピック・パラリン
ピック」
ゾーンなど、多彩な展示が揃う。
t03-3599-2600（火〜
日曜、10〜18時受付）
P5
K江東区有明 3 - 5 - 1 kり
んかい線国際展示場駅か
ら徒歩 2 分 G入館無料（リ
スーピアの 3 階ディスカバ
リーフィールドは大人のみ
500円）J10〜18時 i
月曜 pなし

リスーピア3階有料エリア
大人入場料100円引き
2018年12月31日（月）まで

※本誌持参の上チケット売場へ
※1グループにつき5名まで利用可
済 クーポン利用

自然災害を体験し、
未来に活かそう

※他券との併用不可
※1グループにつき5名まで利用可
済 クーポン利用

りんかる
今治コットン
ハンドタオル
各500円

理数や
スポーツの魅力を
体感

2018年12月28日（金）まで

りんかるぬいぐるみ
800円

地球と宇宙、
未来を楽しく学ぶ

入館料100円引き！

話題のウルトラテクノロジスト集団

圧倒的な世界観に夢中になる「呼応
するランプの森ーワンストロークー」

（お台場）

「お台場体験隊」って何？

日本夜景遺産にも認定された、 お台場か
ら東京周辺を一望できる展望台。パレット お台場の夜景越しに、都心で一際
タウンの大観覧車やレインボーブリッジ、 きらめく東京タワーを一望できる
東京タワーなど煌めく東京の夜を堪能できる。

2018年6月21日

29分

東京臨海高速鉄道りんかい線は、品川
区・大崎駅から江東区・新木場駅をつ
なぐ鉄道路線。東京の臨海エリアに点
在する街を最短距離で結び、レジャー
スポットを効率的にめぐることがで
きる。
また、東京の窓口となる東京駅、品川
駅、羽田空港など都心から利用しやす
く、JR埼京線との相互乗り入れ に
より、さまざまなエリアからアクセス
できるのも魅力だ。

東京テレポート駅

撮影：コミックマーケット準備会

りんかるマルチ巾着
800円
（8月上旬発売予定）

テレコムセンター展望台

SP O
EW

24分

りんかい線の取り組み

てれこむせんたーてんぼうだい

T

N

池袋駅

お台場で

オープン！
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新宿駅

こんな路線！

お台場の海に
住んでいるよ！

お台場から豊洲に行くコースもある
520台のコンピューターと、470台のプロジェ
クターを用いたアートのなかに身を委ねよう

りんかい線って

18分

りんかい線
イメージ
キャラクター

t03-5500-0021
P5
K江東区青海2-5-10テレコムセンタービルEAST21階 k
りんかい線東京テレポート駅から徒歩 1 5 分 G入場 5 0 0 円
J15〜21時
（最終入場は〜20時30分、土・日曜、祝日は
1 1 時〜）※貸切になる場合があるため事前の確認がおすす
め i月曜
（祝日の場合は翌日）p地下駐車場を利用
（有料）

開放的な雰囲気のバスで、お台場ドライブ

渋谷駅

夜景を楽しめる
レストランも併設

真っ赤な
クジラが目印

t 0 3 - 3 2 1 5 - 0 0 0 8（ S K Y
BUS TOKYO）
P5
K江東区青海 1-2-1お台場
SKY観光案内所 kりんかい
線東京テレポート駅からすぐ
G3500円（所要約 60分）
Ji時期により異なるため
公式HPで確認を pなし

りんかい線

JR埼京線直通！

東京駅、品川駅、羽田空港からもアクセス良好♪

東京を代表する観光スポット・お台場に
は、 地球と宇宙、 未来を楽しく学ぶ日
本科学未来館や、自然災害を体験し、
未来に活かす防災体験学習施設そな
エリアなど、 子どもから大人まで、 見
て、 触れて、 体験できるスポットが点
在。そんなお台場を「学びの場」として
利用できるよう、りんかい線ではモデ

ルコースの提案や施
設案内を行っている。

お台場体験隊の
情報はこちら！

りんかい線を上手に利
用して、ファミリーやグ
ループで知識の旅に出
かけよう！

お台場体験隊の
おすすめコース

国際展示場駅

タブレット端末のクイズを
通して、地震発生から避難
まで生き抜く知恵を学ぶ

防災体験学習施設そなエリア東京

ぼうさいたいけんがくしゅうしせつそなえりあとうきょう

国の災害応急対策の拠点として整備された東京臨海
広域防災公園にあり、地震後の街並みなど災害体験
を通して、防災の大切さを学ぶことができる。防災
グッズを販売するショップも併設。
t03-3529-2180 （管理
センター）
P5
K江東区有明3-8-35 kりん
かい線国際展示場駅から徒
歩4分 G入館無料 J9時30
分〜 17時（入館〜 16時 30
分）i月曜（祝日の場合は翌
日）※臨時開館あり pなし

オリジナル缶バッジ
プレゼント！

2019年6月30日（日）まで
※お一人さま1回限り有効
済 クーポン利用
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© 創通・サンライズ

たくさんの大型ショッピングセンター
が立ち並ぶお台場は、 人気アニメの
巨大立像やグルメテーマパーク、 屋
内型遊園地など 1 日では遊び尽くせ
ないほど魅力がいっぱい。

がんだむ べーす とうきょう

オリジナルステッカー
プレゼント！

2018年8月11日（土）開催！
東京花火大祭～EDOMODE～
約 1万 2000発の花火がお台場・東京湾を彩
るイベント。江戸の伝統と最先端の東京を
融合した圧巻の花火をお見逃しなく！

ゔぃーなすふぉーと

カジュアルブランドやバラエ
ティ雑貨の大型ショップが入店

アネビー トリムパーク
あねびー とりむぱーく

幼児教育の先進国である
ヨーロッパの遊具を備えた
遊び場。保育士や幼稚園教
諭経験のスタッフに子育て
の不安や疑問を相談できる。

ハンドル操作と t03-5500-2300 G会員料金
ペダルを漕ぐ動
（登録無料）
子どもは最初の 1時間
作で身体感覚を
養うゴーカート 1080円、以降 15分ごとに 270
円 /大人は施設利用料 1080円〜
コース

J10〜 20時
（入場〜 18時）iヴ
ィーナスフォート休館日に準ずる

ペットと一緒に
お 買い物や
アウトレット
フロアも

t03-3599-0700
P5
K江東区青海 1-3-15 kりんかい線東京テ
レポート駅から徒歩 3分 J11〜 21時
（飲食 各階ごとにテーマ
店は〜 22時LO）※一部、店舗・期間により があり、幅広い世
代が楽しめる
異なる i不定休 p470台
（有料）

ナイスクーポン
プレゼント！

2018年9月30日（日）まで

※３階インフォメーションカウン
ターにて本誌持参の上引き換え

とかいののうえんばーべきゅーひろば

屋上スカイテラスにある食材持ち込み OK
のバーベキュー施設。コンロや木炭、焼き
網、調理道具などの器材が用意されている。

アクアシティお台場
あくあしてぃおだいば

ユナイテッド・シネマやソニー・
エクスプローラサイエンスを擁す
る複合施設。アジアンから和・洋
食、カフェまで約60店舗が揃うグ
ルメは臨海地区最大級の充実ぶり。

t
t03-6457-2669
G少人数向けテラス席 1名 2000
G
円〜
（食材・ドリンク費別途）J11
〜22時
（3時間入れ替えの1日3部
1〜2月、
ダイバーシ
制）i荒天時、
ティ東京 プラザの休館日に準ずる

テント付きなどプランもある。
フードやドリンクの注文も可

t03-3599-4700
P5
K港区台場 1-7-1 kりんかい線東京テレ
ポート駅から徒歩 6分 J11〜 21時
（飲食
店は〜 23時、ユナイテッド・シネマは 10
時〜最終上映終了、ソニー・エクスプロー
ラサイエンスは11〜 19時）
※一部、店舗
により異なる i不定休 p900台
（有料）

東京ラーメン国技館 舞

とうきょうらーめんこくぎかん まい

大人1名につき
施設利用料200円引き！
2018年10月31日（水）まで

※本誌持参の上受付カウンターへ
※クーポン 1 枚につき、大人 1 名
まで利用可
済 クーポン利用

日本各地の人気ラーメン
店 6店舗が、店を代表す
る看板メニューだけでな 世界に誇る日本のラー
くここでしか食べること メン文化がテーマ
のできないオリジナルメニューを提供。
t03-3599-4700
（アクアシティお台場）金澤濃厚豚骨
G入場無料 J11時〜22時30分LO
ラーメン神仙の特製濃厚
iアクアシティお台場の休館日に準ずる 豚骨醤油らーめん1100円

地上 100mに位置する展望 G入場550円
J10〜 18時
室から眼下に東京湾の絶景 （ 入 館は〜 1 7
を一望。24階にあるス タ 時 30分）i月

ジオ
「めざまスカイ」も見学 曜（ 祝 日 の 場
合は翌日）
できる。

見学するならスタンプラリーが楽しい！

チケット売場など施設の各所で手に入るシートに
館内 5か所でスタンプを集めると 7階のショップ
でグッズをプレゼント！
スタンプを探しなが
ら館内をひと巡り

はちたまが輝く社屋は
お台場のランドマーク
吹き抜けのシアター
モールにはサザエさ
んのお店などが並ぶ

元祖「見学で きるテレビ局」を
スタンプラリーで巡ろ う

球体展望室「はちたま」
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都会の農園バーベキュー広場

お台場海浜公園
03-5656-8757（東京花火大祭事務局）

フジテレビ

お台場海浜公園とボードウォークで繋がっている

東京ジョイポリス

ふじてれび

フジテレビの本社ビル。1
階のシアターモールや 7階
の屋上庭園、25階の球体展
望室
「はちたま」などが見学
できるほか、番組などのオ
リジナルグッズを販売する
ショップがある。
※ 5階のフジテレビワンダーストリー
トは2018年7月下旬まで休止中

t03-5531-1111
P5
K港区台場 2-4-8 kりんかい線東
京テレポート駅から徒歩 5分 G入
場無料 J10〜 18時
（入館は〜 17
時 30分）i月曜
（祝日の場合は翌
日）pなし

とうきょうじょいぽりす

前売り券
あります！

国内最大級の
屋内型遊園地。
国内でも数少
ない VRアトラ
クション「ゼロ
レイテンシー
絶叫系からホラーまで多 ヴィーアール」
彩なアトラクション
（事前予約制・
パスポート利用不可）
を体験。
t03-5500-1801 G入場券 800円、入
場券＋アトラクション乗り放題のパスポート
4300円 J10〜22時
（入場〜21時 15分）
iデックス東京ビーチの休館日に準ずる
前売り券
あります！

マダム・タッソー東京

まだむ・たっそーとうきょう

前売り券
マイケル・ジャクソン
あります！
などの世界的スター
から、羽生結弦やローラなど日
本の有名人まで本人公認の等身
大フィギュア70体以上を展示。

t0800-100-5346
G当日入場券 2300
円 J11〜 20時
（入
場〜 19時）、土・日
曜、祝日は 10時〜
iデックス東京ビー
チの休館日に準ずる
羽生選手と記念撮
影できちゃう !?

ダイバーシティ東京 プラザ

だいばーしてぃとうきょう ぷらざ

「劇場型都市空間」がコンセ
プト。カジュアルファッショ
ンを中心としたショップのほ
か、全国各地の人気店の料理
が楽しめるフードコートやア
ミューズメント施設が集結。

t03-6426-0780
J10〜21時 iダイバーシティ
東京 プラザの休館日に準ずる

済 クーポン利用

きゅうたいてんぼうしつ「はちたま」

フジテレビのシンボルになって
いる球体の中へ行ってみよう

歴代のガンダムプラモデ
ルが並ぶ様子は圧巻

エンタメ施設が満載
シーサイドの
お買い物スポット

1階はファミリー向けのショップが
あり、ペットが一緒に入店できる
店舗も。中世のヨーロッパの街並
みをイメージした2・3階のうち、3
階にはアウトレットショップが揃う。

シネコンもある
巨大ショッピングセンター

ヴィーナスフォート

2018年9月30日（日）まで

※本誌持参の上レジにて引き換え
※お一人さま 1 回限り有効
済 クーポン利用

ガンダムプラモデルのオ
フィシャルショップ。プ
ラモデルなど 2000アイ
テムを扱うショップなど
4つのゾーンで構成。

実物大のガンダム立像が目印の
大型モールはグルメも充実！

（ガンダムベース東京）

運行状況は「無料巡
回バスの新バスナ
ビサービス」を検索

会場

お台場を丸ごと楽しむ

THE GUNDAM BASE TOKYO

夜になると屋外の
立像をライトアップ

問合せ

東京の「遊び場」

1 日たっぷり
遊べちゃうよ

べて
はす
駅
最寄
ポート駅！
東京テレ

t03-6380-7800
P5
K江東区青海 1-1-10 kりんか
い線東京テレポート駅から徒歩
3分 J10〜 21時
（フードコート
は〜 22時、レストランは 11〜
23時）※一部、店舗により異な
る i不定休 p1400台
（有料）

お得クーポンプレゼント！
2019年7月1日（月）まで
※３階総合案内所へ
本誌持参の上引き換え
※引き換え当日限り有効
済 クーポン利用

フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像 © 創通・サンライズ

デックス東京ビーチ

でっくすとうきょうびーち

お台場海浜公園に面して立つ建物は船がモ
チーフ。ウッドデッキのあるカフェやレストラ
ンのほか、アウトドア系ショップとユニーク
な屋内型エンターテイメントがたくさん。

レゴランド・ディスカバリー・
センター東京

れごらんど・でぃすかばりー・せんたーとうきょう

東京の名所を160万個以上のレゴ®で
再現したミニランドや臨場感いっぱいの
4 Dシネマ、ワークショップ
前売り券
などでレゴ®の世界を満喫。 あります！
t0800-100-5346
G当日入場券2500円
（大人のみの入場不
可）J 1 0 〜 2 0 時
（入
場 〜18時 ）
、 土・日
曜、祝日は〜21時
（入
場〜19時）iデックス
東京ビーチの休館日 レゴ ® 博士の説明を聞き
ながら秘密を探るレゴ ®
に準ずる

t03-3599-6500
（受付時
間11〜21時）
P5
K港区台場 1-6-1 kりんか
い線東京テレポート駅から
徒歩 5分 J11〜 21時※一
部、 店舗により異なる i
不定休 p550台
（有料）

お台場たこ焼きミュージアム

おだいばたこやきみゅーじあむ

本場大阪の
名店 5 つが
出店。素材
やダシ、焼
き方にこだ
わったたこ 今宮戎神社のえびす大神を祀
焼きを食べ る多幸八喜恵美寿神社を囲む
比べてみよう。たこ焼き関連グッ
ズを集めたショップもある。
t03-3599-6500(デックス東京ビーチ)
G入場無料 J11〜 22時 iデックス東京
ビーチの休館日に準ずる

ファクトリー

東京テレポート駅では、通常価格よりお得に購入できる前売り券を販売！定期券発売窓口
（7〜20時）
でチェックしよう。
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大井町駅

木材を使った
ワークショップに
参加しよう

劇団四季ミュージカル
『キャッツ』
9年ぶりに東京で開幕

体験施設 で
遊ぼう

キャッツ・シアター
きゃっつ・しあたー

生活に身近な素材をテーマにした体
験 型 の 博 物 館 はファミリー に人 気。
2018 年には新たな劇場もオープン。

木の動物作りは
G500円、
所要時間1時間

暮らしに不可欠な
水について学ぼう

国際展示場駅
国内にあるたくさんの樹木を紹介するエントランス

木材・合板博物館

もくざい・ごうはんはくぶつかん

t03-3521-6600
K江東区新木場 1-7-22新木場
タワー 3・4階 kりんかい線新
木場駅から徒歩 7分 G入館無
料 J10〜 17時
（入館〜 16時
30分、体験受付は〜15時）i
月・火曜、祝日 p屋外駐車場
利用

東京テレポート駅

天王洲アイル駅

t03-5479-4555
K品川区東品川2-1-3 kりんかい線天王洲アイル駅から徒
歩5分 J11時30分〜14時LO
（土・日曜、
祝日は〜15時LO）
、
17時30分〜22時LO i無休 pバレーパーキングあり
（有料）

旧東海道品川宿

きゅうとうかいどうしながわしゅく

かつて江戸城へ魚を納める漁師町
のひとつに定められていた品川浦
品川宿本陣跡は聖蹟公園
として整備されている
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東海道の第一宿である品川宿。幾多の火災に
遭い、江戸時代の建物は失われたが、明治〜
昭和に建てられた幾つかの商店が残る通りの
所々に宿場町ならでは
の史跡が残されている。
北品川から鈴ヶ森にか
けての通りは旧東海道
の道筋そのもの。
旅人へのさまざまな便宜を
図った問屋場・貫目改所は kりんかい線品川シーサイド
駅から徒歩10分
宿場の重要な施設だった

品川宿交流館

大井銀座商店街裏の 2本
の路地に、立ち飲み屋
や小料理屋など約 60店
舗が密集するディープ
なムードの飲食店街。
どの店も個性的でリー
ズナブル。

天王洲アイル駅

新木場駅

t03-3472-4772
K品川区北品川2-2819 kりんかい線天王洲
アイル駅から徒歩12分
G入館無料 J10〜16
時 i月曜
（祝日の場合は
駄菓子屋のスタッフに地元の 翌日）pなし

大きな樹木に覆われた緑道が続いている

東京ゲートブリッジ

とうきょうげーとぶりっじ

辰巳の森緑道公園

たつみのもりりょくどうこうえん

東西に長く続く園路広場を
中心とする公園で、ウォー
キングやサイクリングが楽
しめる。約380本のソメイ
ヨシノが咲く桜の名所とし
て知られ、春にはさくらま
つりを開催。

©東京港埠頭(株)、真島香

tなし K品川区東品川2-6-22、3-9-21 kりん
かい線天王洲アイル駅から徒歩10分 Ji入園自 目黒川水門やアイル橋、
天王洲のビル群を眺められる
由 pなし

中央防波堤外側埋立地と江東区 t03-5463-0224（東京港管理事務所港湾道路管理
課監察占用担当）
若洲を結ぶ、長さ約2.6㎞の橋。
K江東区若洲地先 kりんかい線新木場駅から都営バス
日 没 か ら 午 前 0 時 ま で ラ イ ト 若洲キャンプ場前行きで13分、終点下車、徒歩すぐ G
アップが行われるほか、若洲方 橋の通行、歩道利用ともに無料 J歩道通行は10〜17時
面の港内側一部区間に歩道があ （入場は〜16時30分）、7〜9月の金・土曜は〜20時（入
場は〜19時30分）i歩道は毎月第3火曜、12月の第1
り、橋上から都心を眺められる。

けいひんうんがりょくどうこうえん

大井競馬場付近か
ら天王洲アイル近
くにかけて続く

火曜
（祝日の場合は翌日）
、荒天時は閉鎖 pなし

高さ約55mの
橋の上を歩い
てみよう
©東京都港湾局

山手通りと目黒川の
間に位置する休憩ス
ポット
橋の形が特徴的なのは飛行機や船
舶の航行の安全を確保したため

京浜運河緑道公園

品川シーサイド駅

t03-5569-8672（辰巳の森海
浜公園管理事務所）
K江東区辰巳 1・2丁目 kりん
かい線新木場駅から徒歩 15分
Ji入園自由 p辰巳の森海浜公
園駐車場利用
（有料）

新木場駅

天王洲アイル駅

目黒川が天王洲南運河へと注ぎ込む河
川部に位置。全体は芝生で覆われ、運
河沿いにボードウォークが続く。運河
を挟んで2カ所に分かれており、その間
にアイル橋がかかっている。

©東京港埠頭(株)、真島香

東京港に仲間入りした
フォルムの美しい橋

品川宿観光の拠点となる施設。1階は
観光情報パンフレットを取り揃えた本
宿お休み処と駄菓子屋、 2階には品
川宿界隈にまつわる資料を展示する。

話を聞いてみよう

フランス・パリにある自由の女神像のレプリカが公園のシンボル

大井町東小路飲食店街

おおいまちあずまこうじいんしょくてんがい

kりんかい線大井町駅からすぐ

しながわしゅくこうりゅうかん

東品川海上公園

ひがししながわかいじょうこうえん

夢の島公園

ゆめのしまこうえん

京浜運河に沿って 2.5㎞の緑道が続
く公園。樹木が葉を茂らせる自然
豊かな緑道を桜やツツジといった
季節の花が彩る。散策だけでなく、
ジョギングコースにもぴったり。
t03-3790-2378
（大井ふ頭中央海浜公園
管理事務所）
K品川区八潮 1・5丁目 kりんかい線品川
シーサイド駅から徒歩 10分 Ji入園自由
pなし

新木場駅

ゴミの埋立処理場を1978年
（昭
和 5 3 年）に公園として整備。新
江東清掃工場の余熱を利用した
東京都夢の島熱帯植物館や芝生
広場、バーベキュー広場
（2019
年3月まで工事中）
などがある。
t03-3522-0281
（夢の島公園管理事
務所）
K江東区夢の島 2 - 1 kりんかい線新
木場駅から徒歩 1 5 分 G公園は入園無
料、熱帯植物館は入館250円 J公園は
入園自由、熱帯植物館は9時30分〜17
時（入館は〜 1 6 時）i公園は無休、熱
帯植物館は月曜休館（祝日の場合は翌
日）p夢の島公園駐車場利用
（有料）

熱帯植物館の
大 温 室で
南国ムードを
味 わう

品川シーサイド駅

t03-3529-4847
P5
K港区台場1-4-1マリンハウス2階 k
りんかい線東京テレポート駅から徒歩
10分 J11時30分〜14時30分LO、
17〜22時LO i不定休※要電話 pお
台場海浜公園中央駐車場利用
（有料）

品 川 宿の街 歩 き は
ここ か ら 始 め よ う

江戸の史跡を訪ねて

お台場海浜公園内にあり、窓か
らレインボーブリッジや都心の
景色を眺めながら食事が楽しめ
る。シェフが自ら築地で厳選し
た魚介を使った料理が評判。

はしご酒が楽しい

昭和レトロな
飲み屋街

水辺の穏やかな景色に季節の
花々や緑が彩りを添える公園
でのんびり。 都会の喧騒をし
ばし忘れさせてくれそう。

t03-5531-0852
（お台場海浜公園
管理事務所）
P5
K港区台場1丁目 kりんかい線東京
テレポート駅から徒歩 1 0 分 Ji入
園自由 p北口駐車場、中央駐車場
利用
（有料）

穏やかな
運河を
眺めつつ
森林浴を
楽し む

穴場スポットで
本格イタリアン
ディナー

P5
西麻布にある人気店「リ t03-5530-1221
ス ト ラ ン テ ア ル ポ ル K江東区有明3-11-1東京ビッグサ
イト会議棟8階 kりんかい線国際
ト」の片岡護シェフがプ 展示場駅から徒歩7分 J11〜14
ロデュース。ベイエリ 時LO、17〜21時LO（コース受付
アの夜景を眺めながら は〜20時30分）※貸切の場合があ
の優雅なディナーがお るため事前に電話で確認を i月曜
（イベントによって変動あり）p東
すすめ。
京ビッグサイト駐車場利用
（有料）

TARLUM BIANCO

たーるむ びあんこ

大井町駅

心うるおう
癒しの 場所 へ

おだいばビーチや磯場、芝生
や遊歩道からなり、園内から
眺める東京湾越しの景色が見
事。江戸時代に築造された第
三台場（現在は台場公園とし
て整備）
と一体化している。

日本上演 35周年を迎える人気ミュージ
カルの新たな本拠地

ア ミュー ズ や
スープも付
く鮮 魚 ラン チ
950 円（ 土・
日 曜、 祝 日 は
1000 円）

敷地内には系列のベーカリー
やケーキショップを併設

いたりあんれすとらん あるぽると とうきょうびっぐさいとてん

随所に残る

お台場海浜公園

おだいばかいひんこうえん

水を使った実験を行う

アクア・ラボラトリー
t03-3528-2366
P5
K江東区有明3-1-8 kりんかい線国際展示場駅から徒歩8分 G入館無料
J9時30分〜17時
（入館〜16時30分）
i月曜
（祝日の場合は翌日）pなし

イタリアンレストラン アルポルト 東京ビッグサイト店

前菜 5 種盛合せ 1980 円、海
の幸の煮込みリングイネ 1890
円、デザート盛合せ 1050 円〜

レインボーブリッジを一望！
東京湾に面したビーチも

潮風を感じ ながら
緑道をゆったりお 散歩

国際展示場駅

ッ
す
め
お す スポ ト

心踊る
感動！

撮影者：下坂敦俊

てぃー・わい・はーばー

オリジナルクラフトビール
を醸造するブルワリー併
設のレストラン。昼は日
替わりのランチ、夜はピ
ザ、ステーキなどをシェ
アスタイルでいただく。

東京テレポート駅

t0120-489444（劇団四季予約
センター）
K品川区広町2-1-18 kりんかい線
大井町駅から徒歩5分 pなし

お 台場で一番
海に近い
レストラン

海や運河に隣接するレストラ
ンは開放的な眺めもごちそ
うのうち。 東京ビッグサイト
最上階からの夜景もステキ。

T.Y.HARBOR

水の性質やどうやって各
家庭に水が届くのかな
ど、さまざまな角度から水
について学べる施設。体
感型展示のほか、建物の
地下にある「有明給水所」
のガイドツアーも開催。

運河沿いのテラスで
クラフトビールを
味わう

眺望抜群 の
レストランへ

とうきょうとみずのかがくかん

2018年 8月11日からミュー
ジカル『キャッツ』を上演す
る劇団四季専用劇場が大井
町に誕生。ディズニーミュー
ジカル『ライオンキング』を
上演する四季劇場[夏]に隣接。

りんかい線沿線の

ボ ードウォ ーク
に沿って
運河沿いを
ぶら り

森林や木材、合板について
学べる博物館。木の動物作
りなどのワークショップのほ
か、水・土曜の 14時〜には
丸太を薄く剥く機械・ベニヤ
レースの実演がある。

新木場駅

東京都水の科学館

自然や歴史、 文化に触れられるスポットなど、 東京
湾岸の魅力はほかにもたくさん。 新たにオープン
する演劇場やロケーション抜群のレストランもあり、
さまざまな楽しみ方ができる沿線のエリアに注目！

みんなで
遊びに来てね〜

まだ
だ
ま ます！
あり

熱帯植物館の大温室では
小笠原諸島の固有種など
が見られる
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もっと自由に！もっと楽しく
！

おトクなきっぷを利用しよう
ワクワク特典
プレゼント！
乗車券の提示で
お台場の 18 施設で
お得なサービスが
受けられる！

羽田空港
お台場
おトクなきっぷで移動しよう

ワクワクきっぷ
モ ノレ ー ル & お 台 場

片道

おとな 500円 こども 250円

東京モノレール

りんかい線

羽田空港各駅 — 天王洲アイル

天王洲アイル ー 東京テレポート
（お台場）

羽田空港各駅

第2ビル

第1ビル
約2分

約4分

お台場

国際線
ビル

約10分

天王洲
アイル

約3分

東京
テレポート

※東京モノレール区間快速ご利用の場合

発売箇所
有効期間

東京モノレール羽田空港各駅の有人改札・東京テレポート駅の自動券売機
※羽田空港国際線ビル駅は、2 階改札のみの発売。

発売当日限り有効〈2019年9月30日（月）
まで販売〉

効力

東京モノレール羽田空港各駅から天王洲アイル駅を経由し、りんかい線東
京テレポート駅まで、またはその逆の区間を片道 1 回に限りご利用いただ
けます。

使用上の注意

●前売りは行いません。ご利用当日の発売となります。●乗換の天王洲アイル駅以外
での途中下車はできません。●各駅の自動改札、係員通路の利用については、切符
券面をご確認ください。●払いもどしは有効期間内の乗車券が未使用の場合に限り、
発
売箇所で取り扱います。（手数料 220 円）● IC カード内の SF（チャージ残額）での
ご購入はできません。 ●券面に表示された区間外へ乗り越す場合は、別途運

賃がかかります。

が
りんかい線

乗り放題！

りんかい線1日乗車券
発売当日または有効期間内のうち1
日に限り、りんかい線を何度でも乗
り降りできるお得な乗車券です。

おとな

700円

こども

350円

発売場所
●りんかい線各駅の窓口
および自動券売機

● JTB、日本旅行、
近畿日本ツーリスト

※自動券売機で発売する 1 日乗車
券は、発売当日限り有効です。
※大崎駅では自動券売機で当日券
のみ販売しています。

使用日を指定したクーポン券を発売。

p2
p2

本誌提示で
うれしい特典！

優待施設一覧

p3
p3
p3

p4
p4
p5
p5

※使用前に、
りんかい線各駅窓口（大崎駅を除
く）にて、
クーポン券を 1 日乗車券にお引き換
えください。
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