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東 京 メ ト ロ 

横浜高速鉄道株式会社 

  

標記５社(局)では、４月２１日（土）・２８日（土）、５月５日（土）の３日間、埼玉高速鉄道線、東京メト

ロ南北線、東京メトロ日比谷線、都営三田線の各線から、東急線を経由して横浜高速みなとみら

い線の元町・中華街を結ぶ臨時直通列車「みなとみらい号」を運転します。 

 

今回の「みなとみらい号」は、４月２０日（金）にオープン予定の「横浜アンパンマンこどもミュ

ージアム」（神奈川県横浜市西区みなとみらい４－３－１、みなとみらい線新高島駅徒歩７分）とタ

イアップし、アンパンマンキャラクターのヘッドマーク（以下の画像）を付けて運転します。ま

た、「みなとみらい号」にご乗車いただいたお子さまへ、みなとみらい線新高島駅で記念品をプレ

ゼントするイベントも実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 この列車には、普通運賃のみでどなたでもご乗車いただけます。（ご予約も不要です）皆さまの

ご利用をお待ちしております。なお、ご乗車には PASMO のご利用が便利です。 

詳細は下記のとおりです。 

 

記 

１ 運転概要 

（１）東京メトロ日比谷線「北千住」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

運転日：２００７年４月２１日（土） 

（２）都営三田線「高島平」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

運転日：２００７年４月２８日(土) 

（３）埼玉高速鉄道線「浦和美園」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

運転日：２００７年５月５日（土） 

横浜アンパンマンこどもミュージアム オープン記念 

４月２１・２８日、５月５日に、臨時直通列車『みなとみらい号』を運転 

みなとみらい号に乗ってきたみんなを、アンパンマンたちがお出迎えするよ！ 



 

 

※ 時刻・停車駅などの詳細は「３ 停車駅および主な駅の運転時刻」をご覧ください。 

※ 満員の場合はご乗車できない場合もございますのであらかじめご了承ください。 

 

２ イベントの詳細 

合言葉を言ってアンパンマンたちからプレゼントをもらおう 

 北千住～中目黒間（4/21）、高島平～目黒間（4/28）、浦和美園～目黒間（5/5）から乗った

お客さまに、アンパンマンキャラクターの声による合言葉を車内でアナウンスします。その

合言葉を新高島駅改札外コンコースにいるアンパンマンキャラクターに伝えていただいたお

子さまに、記念品をプレゼントします。 

 

【記念品プレゼント時間】 １０：４８～１２：００ 

 

※ イベントは往路のみ実施します。 

※ プレゼントはお１人さま 1つずつで、小学生以下のお子さまのみを対象とさせていただき

ます。 

※ 記念品の数には限りがありますのであらかじめご了承ください。 

 

３ 停車駅及び主な駅の運転時刻 

（１）２００７年４月２１日（土） 

東京メトロ日比谷線「北千住」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

【停車駅】 

東京メトロ日比谷線、横浜高速みなとみらい線内：各駅 

東急東横線内：急行停車駅 

○往路 

列車名 北千住発 上野 仲御徒町 秋葉原 人形町 茅場町 

9：27 9：36 9：38 9：40 9：43 9：45 

八丁堀 東銀座 銀座 日比谷 霞ケ関 六本木 

9：47 9：51 9：52 9：54 9：56 10：02 

恵比寿 中目黒 武蔵小杉 横浜 新高島 元町・中華街着

元町・

中華街 

行き 

10：08 10：11 10：24 10：46 10：48 10：54 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 新高島 横浜 武蔵小杉 中目黒 恵比寿 

16：56 17：03 17：06 17：28 17：42 17：45 

六本木 霞ケ関 日比谷 銀座 東銀座 八丁堀 

17：51 17：56 17：59 18：00 18：02 18：06 

茅場町 人形町 秋葉原 仲御徒町 上野 北千住着 

北千住 

行き 

18：07 18：10 18：13 18：15 18：16 18：25 

 

 

 



 

（２）２００７年４月２８日（土） 

都営三田線「高島平」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

【停車駅】 

都営三田線、横浜高速みなとみらい線内：各駅 

東急目黒線・東横線内：急行停車駅 

○往路 

列車名 高島平発 蓮根 板橋本町 新板橋 巣鴨 白山 

9：22 9：26 9：34 9：38 9：42 9：46 

春日 水道橋 神保町 大手町 日比谷 三田 

9：48 9：50 9：52 9：55 9：57 10：04 

白金高輪 目黒 武蔵小杉 横浜 新高島 元町・中華街着

元町・ 

中華街 

行き 

10：07 10：13 10：29 10：46 10：48 10：54 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 新高島 横浜 武蔵小杉 目黒 白金高輪 

16：56 17：03 17：06 17：23 17：41 17：46 

三田 日比谷 大手町 神保町 水道橋 春日 

17：49 17：56 17：58 18：01 18：03 18：05 

白山 巣鴨 新板橋 板橋本町 蓮根 高島平着 

高島平 

行き 

18：07 18：11 18：15 18：19 18：26 18：30 

 

（３）２００７年５月５日(土) 

埼玉高速鉄道線「浦和美園」～ 横浜高速みなとみらい線「元町・中華街」（１往復） 

【停車駅】 

埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線、横浜高速みなとみらい線内：各駅 

東急目黒線・東横線内：急行停車駅 

○往路 

列車名 浦和美園発 東川口 鳩ヶ谷 川口元郷 赤羽岩淵 王子神谷 

9：12 9：15 9：24 9：29 9：32 9：36 

王 子 駒 込 後楽園 飯田橋 市ケ谷 溜池山王 

9：39 9：43 9：50 9：52 9：54 10：00 

白金高輪 目黒 武蔵小杉 横浜 新高島 元町・中華街着

元町・ 

中華街

行き 

10：07 10：13 10：29 10：46 10：48 10：54 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 新高島 横浜 武蔵小杉 目黒 白金高輪 

16：56 17：03 17：06 17：23 17：41 17：46 

溜池山王 市ケ谷 飯田橋 後楽園 駒 込 王 子 

17：52 17：58 18：00 18：02 18：09 18：13 

王子神谷 赤羽岩淵 川口元郷 鳩ヶ谷 東川口 浦和美園着 

浦和美

園行き 

18：16 18：21 18：24 18：29 18：37 18：40 

 



 

４ お客さまのお問い合わせ先 

   横浜アンパンマンこどもミュージアム        （～ 3/31）電話 03-5275-1155 

                           ( 4/ 1～) 電話  045-227-8855 

埼玉高速鉄道株式会社       運輸施設部運輸課     電話 048-878-6855 

東京急行電鉄株式会社       東急お客さまセンター      電話 03-3477-0109 

東京都交通局           電車部営業課          電話 03-5320-6076 

東京メトロ            お客さまセンター        電話 03-3941-2004 

横浜高速鉄道株式会社       お客様電話            電話 045-664-0629 

 

以  上 


