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東京観光情報センター

都庁展望室
TEL：03-5320-7890
■地下鉄：「都庁前」「西新宿」「新宿」　JR・私鉄：「新宿」

文京シビックセンター展望ラウンジ
TEL：03-5803-1162
■地下鉄：「後楽園」「春日」　JR：「水道橋」

台東区立浅草文化観光センター
展望テラス
TEL：03-3842-5566
■地下鉄：「浅草」　東武：「浅草」
　　　　　　　　　　　

展望室情報
東京の街を一望！

新宿御苑
風景式庭園と整形式庭園、日本庭園
を組み合わせた明治を代表する近代
西洋庭園です。四季折々の風情と自
然が感じられる都心のオアシスです。
月曜休（祝日の場合は翌平日休）。

 

※酒類持込禁止
※遊具類使用禁止　（こども広場除く）

神楽坂

■地下鉄：「新宿御苑前」「新宿三丁目」
　「国立競技場」　
　JR：「千駄ヶ谷」「新宿（南口）」
■入園料：500円　
■03-3350-0151

■地下鉄：「飯田橋」
　「神楽坂」　
　「牛込神楽坂」　
　JR：「飯田橋」

賑やかな表通りから一本路地を入
れば、趣豊かな料亭街や、表通りと
は一味違う横丁商店街や飲食店街
が控えています。また、坂の中ほど
には善国寺毘沙門天があります。

小石川後楽園3
江戸時代に水戸徳川家が築い
た、日本を代表する大名庭園
の一つ。池を中心とした庭園
には、中国の名所や日本各地
の景勝を模した景観が巧みに
表現されています。
■地下鉄：「飯田橋」「後楽園」　
  JR：「飯田橋」「水道橋」　
■入園料：300円　
■03-3811-3015

湯島天満宮（湯島天神）4
学問の神様・菅原道真
公を祀り、境内にはゆ
かりのある300本も
の梅の木が植えられ
ています。
■地下鉄：「湯島」「上野広小路」
　「上野御徒町」　「本郷三丁目」　
　JR：「御徒町」
■03-3836-0753

■地下鉄：「湯島」「上野広小路」　「上野御徒町」　
　JR：「御徒町」
■入園料：400円　
■03-3823-8340

旧岩崎邸庭園5 神田古本屋街6
明治以降、多くの学校が設立さ
れたこともあり、現在でも神田
神保町周辺には合計1000万
冊以上もの在庫を誇る古書店
約180店が点在。日本文学や
洋書、専門書まで幅広い品揃え
が魅力。
■地下鉄：「九段下」「神保町」「小川町」　
　JR：「御茶ノ水」「水道橋」

■地下鉄：「市ヶ谷」「飯田橋」　
  JR：「市ヶ谷」 「飯田橋」

外濠公園

ランナーの応援と観光名所をお楽しみください！

■地下鉄：「門前仲町」　
■03-３６４２-1315

「深川八幡」とも呼ばれ、江戸
三大祭りの一つ「深川八幡祭
り」で有名。境内には「深川の
力持の碑」、「歴代横綱の碑」
など深川縁の碑があります。

富岡八幡宮16

■地下鉄：「清澄白河」　
■観覧料：大人400円（他割引有）  
■03-3630-8625

江戸時代末期の深川佐賀町
の町並みを実物大で再現した
資料館。四季の行事に合わせ
て展示が変化し、当時の深川
の町人のいきいきとした暮ら
しぶりを体感できます。

深川江戸資料館17

三菱財閥の創業者である岩崎
弥太郎が造成した庭園。都内随
一といわれる名石奇岩に恵ま
れた、明治時代の代表的な「回
遊式築山山水庭園」で、近世庭
園史上貴重な庭園です。

15 清澄庭園11 東京スカイツリー

■地下鉄：「両国」　
　JR：「両国」　
■観覧料：常設展一般400円（企画展は別途料金）
■03-6658-8936

すみだで生まれ、生涯の
ほとんどをすみだで過ご
した　　北斎の作品を展
示する美術館。北斎の人
物像や「すみだ」との関わ
り、国内外に与えた様々
な影響等も紹介していま
す。

12 すみだ北斎美術館

江戸東京の歴史や文化
を楽しみながら学べる
博物館。実物大の大型
模型や体験模型のほか、
当時の資料も豊富に展
示しています。

13 東京都江戸東京博物館

■地下鉄：「両国」　
　JR：「両国」　
■03-3623-5111

日本の国技である、大相
撲が年３回（１月・５月・９
月）行われ、多くの相撲フ
ァンで賑わいます。相撲に
関する資料を収集、保存
している相撲博物館も人
気です。

14 国技館

最先端の電気製品が集まる日本
最大級の電気街。アニメ関係の
情報発信地としても国内外から
注目されています。
■地下鉄：「秋葉原」「末広町」　
　JR：「秋葉原」

秋葉原7 浅草寺8
大きな提灯を下げた総門「雷門」で
有名な寺院。参道である仲見世には
約90店の店舗があり、一年中賑わ
いを見せています。
■地下鉄：「浅草」
　東武：「浅草」　
　つくばエクスプレス：
　「浅草」
■03-3842-0181

■地下鉄：「浅草」 「本所吾妻橋」　
　東武：「浅草」　

隅田公園周辺

130年以上の歴史を持つ、日本で最も
古い動物園。世界各地の動物を展示し
ています。
 ■地下鉄：「上野」
  「根津」
  「上野御徒町」　
  JR：「上野」　
　京成：「京成上野」
■入園料：600円　
■03-3828-5171

恩賜上野動物園9

特色ある特別展のほか、若手芸術
家の作品を紹介する企画展などを
開催しています。

世界遺産として登録された国内唯
一のル・コルビュジエの建築作品
で、西洋美術全般を展示しています。

国内外の名品を楽しめる特別展のほか、美術団体による
公募展等を開催しています。

日本の多様な自然や生き物、人類の進化のほか、宇宙など
について展示・紹介しています。

日本と東洋の美術・考古遺物など、常時約3千件もの作
品を展示しています。

■入館料：展示により異なります。　
■03-3833-4191

■入館料：無料/観覧料：展示により異なります。　■03-3823-6921

■入館料：500円(企画展は別料金）
■03-5777-8600（ハローダイヤル）

■入館料：630円 (特別展は別料金)　■03-5777-8600（ハローダイヤル）

■入館料：620円 (特別展は別料金)　■03-5777-8600（ハローダイヤル）

10
■地下鉄：「上野」　JR：「上野」　京成：「京成上野」

上野恩賜公園の美術館・博物館
上野の森美術館

国立西洋美術館

東京国立博物館

国立科学博物館

東京都美術館

安産・子授けのご神徳があると
いわれている水天宮は、2018
年に江戸鎮座200年を迎えま
した。戌の日には多くのご参拝
者様でにぎわいます。

水天宮18

■地下鉄：「水天宮前」　

日本橋19
江戸時代、五街道の起点となり、
江戸繁栄の象徴といわれた橋。中
央に「日本国道路元標」が埋め込
まれ、付近には、老舗の百貨店や、
様々な商業施設などが立ち並ん
でいます。
■地下鉄：「日本橋」「三越前」　
　JR：「新日本橋」

銀座通り20
世界的に有名な日本屈指のショ
ッピング街。有名ブランド店が立
ち並び、4丁目の交差点には、銀
座のシンボル的存在である時
計塔を持つ和光や三越がありま
す。
■地下鉄：「銀座」「有楽町」　「東銀座」「日比谷」　
　JR：「有楽町」

21 歌舞伎座

■地下鉄：「東銀座」 「銀座」　
■03-3545-6800

世界で唯一の歌舞伎専用劇場。
開場から約130年、現在の建物
は五代目。明治期から古典の継
承に留まらず時代の息吹を取り
入れた舞台を上演し続けていま
す。

日比谷公園26

江戸城の遺跡を保存した国の史
跡公園。天守閣跡の石垣や武蔵
野林など、四季を通じて楽しめま
す。
■地下鉄：「大手町」  「二重橋前」　「竹橋」　
　JR：「東京」　　
 ■03-3213-1111

皇居東御苑28 東京国立近代美術館29
日本初の国立美術館。所蔵
作品は絵画・彫刻・版画・水彩・
素描・写真など多岐にわた
り、総数は13,000点を超え
ます。明治時代から現代まで
の日本近代美術の流れがわ
かります。

 

泉岳寺23
曹洞宗の寺院で江戸三
ケ寺のひとつ。境内には
大石内蔵助良雄銅像と
四十七士墓所がありま
す。
■地下鉄：「泉岳寺」　
　京急：「泉岳寺」　　
■03-3441-5560

増上寺25
浄土宗の七大本山の一
つで、江戸時代に徳川将
軍家の菩提寺として興隆
しました。境内には、三解
脱門や経蔵などの文化
財があります。
■地下鉄：「御成門」
   「大門」　
 　JR：「浜松町」　　
■03-3432-1431

2018年に60歳になった
東京タワーからは、東京の
“今”を360度見渡す事が
できます。キラキラの夜景
とライトアップもお見逃し
なく！

TOKYO TOWERC

東京タワー24

22 浜離宮恩賜庭園

■地下鉄：「汐留」「築地市場」  「新橋」　
   JR：「新橋」　「浜松町」　
   ゆりかもめ：「汐留」　　
■入園料：300円　
■03-3541-0200

江戸時代を代表する徳川
将軍家の庭園。海水を取り
込む潮入の池は潮の干満
によって変化する景色を楽
しめます。

■地下鉄：「両国」　
　JR：「両国」　
■入館料：常設展示室一般600円
■03-3626-9974

■地下鉄：「清澄白河」　
■入園料：150円  
■03-3641-５８９２

■地下鉄：「霞ヶ関」「日比谷」　　
　JR：「有楽町」　　

高さ634mの世界一高い自立式
電波塔であり、350mと450m
地点にある展望台からは、関東一
円の大パノラマが広がります。寒
さで空気が澄む冬期は、更に美し
い眺望を楽しむことができます。
■東武：「押上　（スカイツリー前）」
　　　　「とうきょうスカイツリー」
　地下鉄：「押上　（スカイツリー前）」
　京成：「押上　（スカイツリー前）」
■当日券（天望デッキ）：
　平日　大人2,100円
　休日　大人2,300円
■0570-55-0634

■地下鉄：「竹橋」　
■観覧料：一般500円（企画展は別料金）　
■03-5777-8600（ハローダイヤル）

都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー、
東京メトロ、都区内のJR線を一日中乗り放題

東京メトロ全線を使用開始から24時間に限り
何回でも乗り降り可能

都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー
を一日に限り何回でも乗り降り可能

都営地下鉄、東京メトロの全線を一日に限り何回
でも乗り降りできる共通乗車券

※前売り券は東京メトロ定期券売場（一部の定期券売場を除く）で発
　売、当日券は東京メトロ各駅の自動券売機で発売

※前売り券は都営地下鉄各駅、東京メトロ定期券売場などで発売、
　当日券は都営地下鉄、東京メトロ各駅の自動券売機で発売

※前売り券は都営地下鉄駅窓口などで発売、当日券は都営地下鉄
　自動券売機などで発売

※都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー、東京メトロ各駅の自動券売
　機、JR都区内の主な駅で発売

東京フリーきっぷ

都営地下鉄・東京メトロ共通一日乗車券

東京メトロ24時間券

都営まるごときっぷ（１日乗車券）

■大人700円　■小児350円

■大人600円　■小児300円

■大人1,600円　■小児800円

■大人900円　■小児450円

応援にもお得で便利な乗車券

　この地図は「ミウラ折り」という東京の企業が持つ技
術で折られています。「ミウラ折り」はコンパクトに折
りたためるだけではな
く、折りたたんだ一端
を引くだけで、全体を
一気に開くことができ
ます。宇宙開発技術に
も応用され、人工衛星
のパネル展開などに使
用されました。 1747

コース周辺の観光スポット

日本初の洋風公園として１９０３
年に開園。大小の野外音楽堂や
公会堂をもち、市民の生活文化
をリードする舞台として親しまれ
てきました。ビジネス街の緑の
オアシスとして、人々の憩いの
場となっています。

東京駅27

■地下鉄：「東京」　
　JR：「東京」　　

国の重要文化財に指定され
た赤レンガ造りの駅舎。2017
年12月に丸の内駅前広場
も改修工事が終わり、全面供
用開始となりました。周辺に
は、世界的に有名なブランド
が軒を連ねる一大ブランド
ストリートもあります。

（公財）東京動物園協会　

明治時代に建てられた邸宅。洋
館と撞球室は英国人ジョサイ
ア・コンドルによって設計された
もの。書院造りの和館とともに
重要文化財に指定されていま
す。

＜ご注意＞上記の移動時間は目安であり、混雑や規制の状況により、移動に時間がかかる場合があります。また、ランナーのペースが速い場合、応援者の移動が間に合わないことがあります。　※スタート・フィニッシュは規制されていますので、詳細は大会公式ウェブサイトを確認してください。 東京地下鉄株式会社　承認（承認番号　第19-A047号）

主催：一般財団法人　東京マラソン財団

3～4月2～3月 3～4月2～3月おすすめ花見スポット

おすすめ夜景スポット 東京の夜景が一望できます

臨
時
開
設

PCサイトはこちらから

東京の観光公式サイト　GO TOKYO
https://www.gotokyo.org/jp/

（公財）東京観光財団　https://www.tcvb.or.jp/
日本政府観光局（JNTO)　　https://www.jnto.go.jp/

２/27（木）~29（土）
東京マラソン EXPO 2020会場
3/1（日）
マラソン祭りメイン会場　（日比谷公園）

東京都庁/東京都庁第一本庁舎１階
新宿区西新宿２-８-１　TEL：03-5321-3077
9:30~18:30（※3/1は１１時~）年末年始休

バスタ新宿/バスタ新宿3階
渋谷区千駄ヶ谷5-24-55　TEL：03-6274-8192
6:30~23:00 年中無休

羽田空港/羽田空港国際線旅客
ターミナル２階
大田区羽田空港２-６-５　TEL：03-6428-0653
24時間営業  年中無休

多摩/エキュート立川3階
立川市柴崎町3-1-1　TEL：042-527-8611
月~土曜日10:00~21:30 
日曜日・祝日10:00~21:00 年中無休

京成上野/京成上野駅改札口前
台東区上野公園１-６０　TEL：03-3836-3471
8:00~18:30 年中無休

観光パンフレットの配布、それぞれの地域の
観光施設案内、交通アクセス案内等、東京観
光をよりスムーズに、より
快適に楽しんでいただくた
めに整備された観光案内
窓口です。

銀座周辺

神田周辺

両国周辺

丸ノ内周辺

深川周辺

芝周辺

上野・浅草周辺

新宿周辺

東京マラソンウィーク2020
2月1日（土）～3月4日（水）

東京マラソンEXPO2020
2月27日（木）～29日（土）

東京マラソン2020前日祭
　　　　　2月29日（土）　

3月1日（日）開催の「東京マラソン2020」
までの数週間、東京中を東京マラソン一色
にして盛り上げましょう！

■地下鉄：　「外苑前」「青山一丁目」「国立競技場」　
　JR：「信濃町」「千駄ヶ谷」

海外からお越しのランナーや外国人
の方へのおもてなしと交流イベント。

小学生と保護者のペアで「走る喜び」
を体感いただけるイベントです。

東京マラソンフレンドシップラン2020

東京マラソン1マイルズ2020

東京マラソンファミリーラン2020

Twitter ：
＠tokyo42195_week
Instagram ：
＠tokyomarathonweek

9：30
スタート

10：40
スタート

12：00
スタート

最新ギアやアパレルの紹介、多くのデモンス
トレーションが体験できる、ランニングのトレ
ードショーです。

■地下鉄：「芝公園」　
「御成門」 　 「大門」「赤羽橋」　 　

芝公園 千鳥ヶ淵周辺

▼

イベントの
詳細はこちら

▼

入場規制・
イベントの
詳細はこちら

▼

イベントの
詳細はこちら

会場/聖徳記念絵画館前

東京マラソンファミリーラン2020

国立競技場のサブトラックを使用して
行う初開催のイベントです。

応援交通ルート

トップランナーを、スタート・中間点・フィニッシュ付近の3か所で応援

家族や友人のランナーを沿道の5か所で応援

トップランナーを応援しよう！

身近なランナーを応援しよう！

新　宿
＜スタート＞
9：10

＜スタート＞
9：10

トップランナー通過予想時刻

10：11
東京メトロ丸の内線・東西線
西新宿▶大手町▶門前仲町  200円
約50分（乗車約28分　その他約22分）

東京メトロ東西線
門前仲町▶大手町　170円
約30分（乗車約5分　その他約25分）

東京メトロ丸の内線・銀座線
西新宿▶赤坂見附▶日本橋  200円
約42分（乗車約24分　その他約18分）

都営浅草線
日本橋▶浅草  180円
約23分（乗車約8分　その他約15分）

東京メトロ銀座線
浅草▶銀座  200円
約30分（乗車約17分　その他約13分）

東京メトロ丸の内線
銀座▶東京　170円
約15分（乗車約2分　その他約13分）

門前仲町（永代通り）
約21km（中間点）付近

※1

トップランナーフィニッシュ
予想時刻

11：13 ※1

東京駅前・行幸通り
フィニッシュ付近東京都庁スタート付近

新　宿
東京都庁スタート付近

※1　これまでの記録を参考に作成しています。
※2　約4時間で走るランナーのタイムを目安にしています（スタート時の混雑等により通過時間が変わることがあります）。移動時間は、あなたが応援するランナーの予想タイムに合わせて調整してください。
※3　 ICカード利用の場合は運賃が変わります。

※2
ランナーフィニッシュ予想時刻

13：10

東京駅前・行幸通り
フィニッシュ付近

銀座四丁目付近
約30km

浅草（雷門前）付近
約15km

ランナー通過予想時刻

12：00※2※2※2
ランナー通過予想時刻

10：35

日本橋付近
約10km

ランナー通過予想時刻

10：06

DA F

FECBA

DE

F B

A

C

ランナーの皆さんに、エールを送りましょう！　電車を乗り継ぎ、通過予想時刻を参考に、応援計画を立てましょう！　

■地下鉄：「赤羽橋」「御成門」
　「神谷町」「大門」　
　JR：「浜松町」　　
■メインデッキ入場料：1200円
■03-3433-5111

■地下鉄：「九段下」　 「半蔵門」 「竹橋」　　

東京都では、都内5箇所に東京観光情報
センターを設置し、国内外から東京を訪
れる旅行者の方々へ観光情報をご提供し
ています。ぜひ、ご利用ください。

（※）2020年3月より駅名変更の予定です。

（※）

（※）

（※）
（※）

（※）

© 東京マラソン財団

東京観光案内窓口

※「3、5、15、22、26」写真提供：    公益財団法人 東京都公園協会

裏面MAP
イベント  A

【　　　　】
無料

裏面MAP
イベント  B

イベント参加者を応援しに行こう！

© 東京マラソン財団

JR東日本提供

詳細はこちら

▼

※3 ※3

※3 ※3

※3 ※3

1 2


