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テーマパーク 東京ディズニーリゾート 千葉県浦安市舞浜1-1 045-330-5211 JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」すぐ http://www.tokyodisneyresort.jp/

テーマパーク メガウェブ(MEGA WEB) 東京都江東区青海1-3-12 03-3599-0808 11:00～21:00 ゆりかもめ「青梅駅」徒歩1分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分 http://www.megaweb.gr.jp/

テーマパーク パレットタウン大観覧車 東京都江東区青海1-3-15 03-3529-1821 10:00～22:00 ゆりかもめ「青海駅」直結/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩3分 http://www.daikanransha.com/

テーマパーク 東京お台場 大江戸温泉物語 東京都江東区青海2-6-3 03-5500-1126 11:00～翌9:00 ゆりかもめ「テレコムセンター駅」徒歩2分/りんかい線「東京テレポート駅」バス7分 http://daiba.ooedoonsen.jp/

テーマパーク キッザニア東京 東京都江東区豊洲2-4−9 0570-06-4646 9:00～21:00 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅」徒歩8分/ ゆりかもめ「豊洲駅」徒歩8分 http://www.kidzania.jp/tokyo/

テーマパーク 東京ドームシティ 東京都文京区後楽1-3-61 03-5800-9999 JR中央線・総武線「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩5分/東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」徒歩5分/他 http://www.tokyo-dome.co.jp/

テーマパーク 花やしき 東京都台東区浅草2-28-1 03-3842-8780 10:00～18:00 つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩3分/銀座線・浅草線・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩5分 http://www.hanayashiki.net/

博物館 地下鉄博物館 東京都江戸川区東葛西6-3-1 03-3878-5011 東京メトロ東西線「葛西駅」 http://www.chikahaku.jp/

博物館 東京都現代美術館(休館中) 東京都江東区三好4－1－1 03-5245-4111 休館中 休館中 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩9分/都営大江戸線「清澄白河駅」徒歩13分/東京メトロ東西線「木場駅」徒歩15分/他 http://www.mot-art-museum.jp/

博物館 日本科学未来館 東京都江東区青海2-3-6 03-3570-9151 10:00～17:00 火 ゆりかもめ「テレコムセンター駅」徒歩4分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩15分 http://www.miraikan.jst.go.jp/

博物館 深川江戸資料館 東京都江東区白河1-3-28 03-3630-8625 都営大江戸線「清澄白河駅」徒歩3分/ 半蔵門線「清澄白河駅」徒歩3分 http://www.kcf.or.jp/fukagawa/

博物館 夢の島熱帯植物館 東京都江東区夢の島2-1-2 03-3522-0281 地下鉄有楽町線・JR 京葉線・りんかい線「新木場」下車 徒歩15分 http://www.yumenoshima.jp/

博物館 シェルミュージアム 東京都港区台場2-3-2 03-3599-0577 9:00～20:00 土・日・祝 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩2分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分 http://www.showa-shell.co.jp/enjoy/museum/index.html

博物館 NHKスタジオパーク 東京都渋谷区神南2-2-1 03-3485-8034 JR、東急東横線・田園都市線、銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷駅」徒歩12分/JR「原宿駅」徒歩12分/他 http://www.nhk.or.jp/kengaku/

博物館 東京国立博物館 東京都台東区上野公園13-9 03-3822-1111 9:30～20:00 月 JR「上野駅」「鶯谷駅」徒歩10分/銀座線・日比谷線「上野駅」/京成「京成上野駅」徒歩15分/他 http://www.tnm.jp/

博物館 船の科学館 東京都品川区東八潮3-1 03-5500-1111 10:00～17:00 月 ゆりかもめ「船の科学館駅」下車/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩12分 http://www.funenokagakukan.or.jp/

博物館 江戸東京博物館 東京都墨田区横網1-4-1 03-3626-9974 9:30～17:30 月 JR総武線「両国駅」徒歩3分/都営地下鉄大江戸線「両国駅(江戸東京博物館前)」徒歩1分 http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

動物園 恩賜上野動物園 東京都台東区上野公園9-83 03-3828-5171 9:30～17:00 JR「上野駅」徒歩8分/京成電鉄「上野駅」徒歩13分/東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」徒歩15分/他 http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/

水族館 東京スカイツリー/すみだ水族館 東京都墨田区押上1-1-2 03-5619-1821 9:00～21:00 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅 すぐ/半蔵門線・京成押上線・浅草線「押上（スカイツリー前）」駅 http://www.sumida-aquarium.com/

水族館 サンシャイン水族館 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3989-3466 10:00～18:00 有楽町線「東池袋駅」徒歩3分/JR・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」徒歩8分/都電荒川線「東池袋四丁目停留所」徒歩4分 http://www.sunshinecity.co.jp/aquarium/index.html

水族館 エプソンアクアパーク品川 東京都港区高輪4-10-30 03-5421-1111 10:00～22:00 JR「品川駅」徒歩2分 http://www.aqua-park.jp/aqua/

水族館 しながわ水族館 東京都品川区勝島3-2-1 03−3762−3433 10:00～17:00 火 京浜急行「大森海岸駅」徒歩8分/JR京浜東北線「大森駅」徒歩15分 http://www.aquarium.gr.jp/index.html

水族館 葛西臨海公園水族園 東京都江戸川区臨海町6-2-3 03-3869-5152 9:30～17:00 水 京葉線「葛西臨海公園駅」徒歩５分 http://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/#

ショッピング ダイバーシティ東京 東京都江東区青海1-1-10 03-6380-7800 10:00～21:00 ゆりかもめ「台場駅」徒歩5分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分 http://www.divercity-tokyo.com/

ショッピング 豊洲市場(H28/11開場予定) 東京都江東区豊洲6-5・7及び6 東京メトロ有楽町線「市場前駅」 http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/

ショッピング 東京ミッドタウン 東京都港区赤坂9-7-1 03-3475-3100 11:00～21:00 都営大江戸線「六本木駅」直結/東京メトロ日比谷線「六本木駅」直結/東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩3分/他 http://www.tokyo-midtown.com/jp/

ショッピング デックス東京ビーチ 東京都港区台場1-6−1 03-3599-6500 10:00～22:00 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩2分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分 http://tokyo-joypolis.com/

ショッピング 六本木ヒルズ 東京都港区六本木6-11-1 03-6406-6000 日比谷線「六本木駅」直結/大江戸線「六本木駅」徒歩4分/大江戸線「麻布十番駅」徒歩5分/千代田線「乃木坂」徒歩10分 http://www.roppongihills.com/

ショッピング 澁谷ヒカリエ 東京都渋谷区渋谷2-21-1 03-5468-5892 10:00～21:00 東急東横線・田園都市線、半蔵門線・副都心線「渋谷駅」直結/JR、銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」直結 http://www.hikarie.jp/

ショッピング 表参道ヒルズ 東京都渋谷区神宮前4-12-10 03-3497-0310 11:00～21:00 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」徒歩2分/千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>駅」徒歩3分/他 http://www.omotesandohills.com/

ショッピング 秋葉原UDX 東京都千代田区外神田4-14-1 JR・東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩3分、東京メトロ銀座線「末広町駅」徒歩3分 http://udx.jp/

ショッピング 中央卸売市場大田市場 東京都大田区東海3-2-1 03-3790-8301 東京モノレール「流通センター駅」徒歩20分 http://www.shijou.metro.tokyo.jp/info/03/

ショッピング 築地場外市場 東京都中央区築地4-16-2 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩1分/都営大江戸線、東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩1分/他 http://www.tsukiji.or.jp/

施設 東京ゲートブリッジ 東京都江東区若洲 03-5463-0224 火 JR京葉線・有楽町線・りんかい線「新木場駅」バス15分 http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/kanko/gatebridge/

施設 新木場スタジオコースト 東京都江東区新木場2-2-10 03-5534-2525 JR京葉線・りんかい線　東京メトロ有楽町線「新木場駅」徒歩5分 http://www.studio-coast.com/

施設 東京辰巳国際水泳場 東京都江東区辰巳2-8-10 03-5569-5061 東京メトロ有楽町線「辰巳駅」徒歩10分/東京メトロ有楽町線・JR京葉線・りんかい線「新木場駅」徒歩12分 http://www.tatsumi-swim.net/

施設 有明コロシアム 東京都江東区有明2-2-22 03-3529-3301 ゆりかもめ「有明駅下車」徒歩8分、「有明テニスの森駅」徒歩10分/りんかい線「国際展示場駅」徒歩5分 http://www.tptc.co.jp/park/02_03/colosseum/01

施設 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東京都江東区有明3-11-1 03-5530-1111 ゆりかもめ「国際展示場正門駅」徒歩3分/りんかい線「国際展示場駅」徒歩7分 http://www.bigsight.jp/

施設 レインボーブリッジ遊歩道 東京都港区海岸3-港区台場1 9:00～21:00 第3月 ゆりかもめ線「芝浦ふ頭駅」徒歩5分/「お台場海浜公園駅」徒歩15分 http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/pamphlet/rainbow/

施設 東京タワー 東京都港区芝公園4-2-8 03-3433-5111 9:00～23:00 大江戸線「赤羽橋駅」徒歩5分/日比谷線「神谷町駅」徒歩7分/三田線「御成門駅」徒歩6分/JR「浜松町駅」徒歩15分 https://www.tokyotower.co.jp

施設 フジテレビ本社ビル 東京都港区台場2-4-8 0180-993-188 10:00～18:00 月 ゆりかもめ「台場駅」徒歩1分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分 http://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/index.html

施設 汐留イタリア街 東京都港区東新橋2-17 03-3433-6727 都営大江戸線、ゆりかもめ「汐留駅」徒歩3分/東京メトロ銀座線「新橋駅」徒歩8分 http://comune.or.jp/

施設 国立代々木競技場 東京都渋谷区神南2-1-1 JR「原宿駅」徒歩5分/千代田線・副都心線「明治神宮前駅」徒歩5分/千代田線「代々木公園駅」徒歩10分/他 http://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/

施設 東京体育館 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩1分/都営大江戸線「国立競技場駅」徒歩1分 http://www.tef.or.jp/tmg/

施設 東京都庁 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5321-1111 都営大江戸線「都庁前駅」すぐ/JR、京王線、小田急線「新宿駅」徒歩10分 http://www.yokoso.metro.tokyo.jp/

施設 馬事公苑 東京都世田谷区上用賀2-1-1 03-3429-5101 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩15分/小田急線「経堂駅」徒歩20分 http://company.jra.jp/bajikouen/

施設 国会議事堂 東京都千代田区永田町1-7-1 03-5521-7445 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」徒歩3分/丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」徒歩6分 http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/bochou/kengaku.html

施設 東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内3-5-1 JR、有楽町線「有楽町駅」徒歩1分/JR「東京駅」徒歩5分/日比谷線・千代田線・三田線「日比谷駅」徒歩7分 http://www.t-i-forum.co.jp/

施設 皇居外苑 東京都千代田区千代田1-1 03-3213-1111 http://sankan.kunaicho.go.jp/guide/koukyo.html

施設 国立劇場 東京都千代田区隼町4-1 03-3265-7411 半蔵門線「半蔵門駅」徒歩5分/有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」徒歩8分 http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu/

施設 日本武道館 東京都千代田区北の丸公園2-3 03-3216-5100 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」徒歩5分 http://www.nipponbudokan.or.jp/

施設 歌舞伎座 東京都中央区銀座4-12-15 03-3545-6800 日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」徒歩5分/銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」徒歩5分/JR「東京駅」タクシー10分 http://www.kabuki-za.co.jp/

施設 2020年東京五輪選手村予定地 東京都中央区晴海5丁目地内 都営大江戸線「勝どき駅」徒歩10分/ゆりかもめ「新豊洲駅」徒歩20分 https://tokyo2020.jp/jp/games/venue/olympic-village/

施設 明治座 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 03-3660-3939 都営新宿線「浜町駅」すぐ/浅草線「人形町駅」徒歩7分/日比谷線「人形町駅」徒歩7分/半蔵門線「水天宮前駅」徒歩10分 http://www.meijiza.co.jp/

施設 ザ・クルーズクラブ東京(旧クリスタルヨットクラブ) 東京都品川区東品川2-3-16 03-3450-4300 東京モノレール「天王洲アイル駅」徒歩2分/りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩5分 http://cctokyo.co.jp/

施設 両国国技館 東京都墨田区横網1-3-28 03-3623-5111 JR総武線「両国駅」徒歩2分/都営大江戸線「両国駅」徒歩5分 http://www.sumo.or.jp/kokugikan/

庭園 旧芝離宮恩賜庭園 東京都港区海岸1 03-3434-4029 9:00～17:00 JR「浜松町駅」徒歩1分/大江戸線「大門駅」徒歩3分/浅草線「大門駅｣徒歩3分/ゆりかもめ「竹芝駅」徒歩10分 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index029.html

庭園 浜離宮恩賜庭園 東京都中央区浜離宮庭園1-1 03-3541-0200 9:00～17:00 大江戸線「汐留駅」「築地市場駅」徒歩7分/JR・銀座線・浅草線「新橋駅」徒歩12分/ゆりかもめ「汐留」徒歩7分 http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html

庭園 六義園 東京都文京区本駒込6 03-3941-2222 9:00～17:00 JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩7分/都営三田線「千石駅」徒歩10分 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html

神社仏閣 柴又帝釈天 東京都葛飾区柴又7-10-3 03-3657-2886 京成電鉄金町線「柴又駅」徒歩3分/北総公団線「新柴又駅」下車徒歩12分 http://www.taishakuten.or.jp/

神社仏閣 富岡八幡宮 東京都江東区富岡 1-20-3 03-3642-1315 東京メトロ東西線「門前仲町駅」徒歩3分/都営地下鉄大江戸線「門前仲町駅」徒歩6分/ＪＲ京葉線「越中島駅」徒歩15分 http://www.tomiokahachimangu.or.jp/

神社仏閣 愛宕神社 東京都港区 愛宕1-5-3 03-3431-0327 日比谷線「神谷町駅」徒歩5分/銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分/都営三田線「御成門駅」徒歩8分/JR「新橋駅」徒歩20分 http://www.atago-jinja.com/

神社仏閣 増上寺 東京都港区芝公園4-7-35 03-3432-1431 9:00～17:00 JR・東京モノレール「浜松町駅」徒歩10分/三田線「御成門駅」「芝公園駅」徒歩3分/浅草線・大江戸線「大門駅」徒歩5分 http://www.zojoji.or.jp/

神社仏閣 明治神宫 東京都渋谷区代々木神園町1-1 03-3379-5511 5:00～18:00 JR山手線「原宿駅」徒歩2分/東京メトロ千代田線・ 副都心線「明治神宮前<原宿>駅」徒歩3分 http://www.meijijingu.or.jp/

神社仏閣 新宿御苑 東京都新宿区内藤町11 03-3350-0151 9:00～16:00 月 JR・京王・小田急線「新宿駅」徒歩10分/副都心線「新宿三丁目駅」徒歩5分/丸の内線「新宿御苑前駅」徒歩5分/他 http://fng.or.jp/shinjuku/

神社仏閣 神田明神 東京都千代田区外神田2-16-2 03-3254-0753 24H JR・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩5分/JR「秋葉原駅」徒歩7分/銀座線「末広町駅」徒歩5分 http://www.kandamyoujin.or.jp/

神社仏閣 靖国神社 東京都千代田区九段北3-1-1 03-3261-8326 8:15～16:00 JR「飯田橋駅」「市ヶ谷駅」徒歩10分/東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩5分 http://www.yasukuni.or.jp/index.html

神社仏閣 あさくさかんのん浅草寺 東京都台東区浅草2-3-1 03-3842-0181 6:00～17:00 東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩5分/銀座線「浅草駅」徒歩5分/浅草線「浅草駅」徒歩5分/他 http://www.senso-ji.jp/

神社仏閣 築地本願寺 東京都中央区築地3-15-1 03-3541-1131 6:00～17:00 日比谷線「築地駅」徒歩1分/有楽町線「新富町駅」徒歩5分/浅草線「東銀座駅」徒歩5分/大江戸線「築地市場駅」徒歩5分 http://tsukijihongwanji.jp/

神社仏閣 湯島天満宮(湯島天神) 東京都文京区湯島3-30-1 03-3836-0753 6:00～20:00 千代田線「湯島駅」徒歩2分/銀座線「上野広小路駅」徒歩5分/JR「御徒町駅」徒歩8分/JR・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩14分 http://www.yushimatenjin.or.jp/

神社仏閣 深川不動堂 東京都江東区富岡1-17-13 03-3641-8288 8:00～18:30 東西線「門前仲町駅」徒歩2分/大江戸線「門前仲町駅」徒歩5分 http://www.fukagawafudou.gr.jp/

神社仏閣 水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-1 03-3666-7195 7:00～17:00 半蔵門線「水天宮前駅」徒歩1分/日比谷線「人形町駅」徒歩6分/浅草線「人形町駅」徒歩8分/新宿線「浜町駅」徒歩12分 http://www.suitengu.or.jp/

公園 日比谷公園 東京都千代田区日比谷公園1-6 03-3501-6428 丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関駅」すぐ/日比谷線・千代田線・三田線「日比谷駅」すぐ/JR「有楽町」徒歩8分 http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index037.html

公園 上野恩賜公園 東京都台東区 上野公園池之端3 03-3828-5644 5:00～23:00 JR・銀座線・日比谷線「上野駅」徒歩2分/大江戸線「上野御徒町駅」徒歩5分/京成線「京成上野駅」徒歩1分 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/toubuk/ueno/index_top.html

公園 井の頭恩賜公園 東京都武蔵野市 御殿山1-18-31 0422-47-6900 JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」徒歩5分/京王井の頭線「井の頭公園駅」すぐ http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/seibuk/inokashira/

公園 若洲海浜公園 東京都江東区若洲36 JR京葉線・りんかい線、有楽町線「新木場駅」徒歩46分/都営バス木11系統「若洲キャンプ場前」 http://www.tptc.co.jp/park/03_07

公園 城南島海浜公園 東京都大田区城南島4−2−2 03-3799-6402 京急バス森32系統(城南島循環)「城南島四丁目停留所」徒歩3分 http://seaside-park.jp/park_jonan/

公園 代々木公園 東京都渋谷区代々木神園町2-1 03-3469-6081 JR「原宿」徒歩3分/千代田線「代々木公園」徒歩3分/千代田線・副都心線「明治神宮前（原宿）」徒歩3分/他 http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index039.html

公園 小石川後楽園 東京都文京区後楽1-6-6 03-3811-3015 9:00～16:30 大江戸線「飯田橋」徒歩3分/JR・東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」徒歩8分/丸ノ内線・南北線「後楽園」徒歩約8分 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/park/kouenannai/park/koishikawa_ko.html

公園 等々力渓谷公園 東京都世田谷区等々力1-22 03-3704-4972 東急大井町線「等々力駅」徒歩3分 http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1217/1271/d00004247.html

公園 お台場海浜公園 東京都港区台場1 03-5500-2455 ゆりかもめ「お台場海浜公園」「台場」徒歩3分/りんかい線「東京テレポート」徒歩7分 http://www.tptc.co.jp/park/01_02

公園 潮風公園 東京都品川区東八潮1-2 03-5500-2455 ゆりかもめ「台場駅」「船の科学館駅」徒歩5分/りんかい線「東京テレポート駅」徒歩10分 http://www.tptc.co.jp/park/01_03

公園 大井ふ頭中央海浜公園 東京都品川区八潮4-1-19 03-3790-2378 東京モノレール「大井競馬場前駅」徒歩8分/京浜急行「立会川駅」徒歩20分 http://seaside-park.jp/park_ooisports/

公園 海の森公園 東京都江東区青海3 03-5320-5590 りんかい線・JR京葉線・有楽町線「新木場駅」臨時バス http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/kanko/uminomori/

公園 夢の島公園 東京都江東区夢の島2 JR京葉線・東京メトロ有楽町線・東京臨海高速鉄道りんかい線「新木場駅」徒歩7分 http://www.yumenoshima.jp/index.html

公園 都立辰巳の森海浜公園 東京都江東区辰巳2-1-35 03-5569-8672 東京メトロ有楽町線「辰巳駅」徒歩10分/JR京葉線「潮見駅」徒歩15分 http://www.tptc.co.jp/park/03_01
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