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このたび、標記５社（局）では、秋の行楽シーズンに合わせて、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、東急目黒線・東横線を経由して横浜高速

みなとみらい線を結ぶ臨時列車「みなとみらい号」を運行しますので、下記のとおりお知らせい

たします。 

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）。また、

今回は「みなとみらい号」の運行と合わせて、アニメ映画「シナモン ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ」とのタイアッ

プによるイベント「シナモンハッピーハロウィーン」を開催します。 

シナモンの待つ、お楽しみいっぱいの“みなとみらい”へ。皆さまのご利用・ご参加をお待ち

しています。 

シナモン：サンリオのキャラクター 。白い子犬の男の子で、カフェ・シナモンの看板犬。シナモンロールみ

たいなクルクルしっぽがチャームポイント。2002 年 5 月に登場、現在サンリオショップではハローキティ

に次ぐ人気キャラクターとなっている。映画「シナモン the movie」、2007 年 12 月 22 日（土）全国ロー

ドショー！http://www.sanrio.co.jp/characters/cinnamon/ 

記 

１．運転日・運転区間 

（１）２００７年１０月２７日（土） 

埼玉高速鉄道線「浦和美園」～ みなとみらい線「元町・中華街」（往復） 
（２）２００７年１０月２７日（土） 

都営三田線「高島平」～ みなとみらい線「元町・中華街」（往復） 
（３）２００７年１０月２８日（日） 

東京メトロ日比谷線「北千住」～ みなとみらい線「元町・中華街」（往復） 
【注】停車駅及び主な駅の時刻については別紙をご覧ください。 



２．イベント「シナモンハッピーハロウィーン」 

（１）ハロウィーン・パレード＆仮装コンテスト・パーティー 

ア．開催日時 

10 月 27 日（土）、第１回／11:15～12:30、第２回／14:45～16:00（各回開始 25 分前に、

みなとみらい駅構内「みらいチューブ」前に集合） 
イ．会 場 

ランドマークプラザ「ガーデンスクエア」 
ウ．内 容 

みらいチューブからガーデンスクエアまで仮装でパレードします。パレード中に仮装コン

テストの審査があります。（衣裳等はお客様にてご用意ください。） 
ガーデンスクエアに到着後、シナモンとその仲間たちによるミニステージが行われます。

また、仮装コンテストの上位 10 名様にプレゼントを進呈します。 
エ．参加方法 

小学生以下のお子様とその保護者、計 1,000 名様限定とさせていただきます。 
事前の申し込みが必要です。申込者多数の場合は抽選となります。 
埼玉高速鉄道、東京メトロ、都営地下鉄、東急電鉄、みなとみらい線の各駅（一部を除く）

で配布するチラシに必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又は郵送にてお申し込みください。10 月

10 日（水）到着分まで有効です。 
［注］申込書に記載された個人情報は本イベントの運営のみに使用します。 

（２）映画になったシナモンに会いに行こう！ 

ア．開催日時 

10 月 27 日（土）・28 日（日）／11:00～18:00 
イ．会 場 

みなとみらい駅構内「みらいチューブ」 
ウ．内 容 

映画ギャラリーコーナー（パネル展示）と写真撮影スポットを設置します。また、映画「シ

ナモン ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ」の予告編を上映します。 
エ．参加方法 

直接会場にお越しください。事前の申し込みは必要ありません。 
 
３．お客様のお問い合わせ先 

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      お客様センター    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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙＞「みなとみらい号」の停車駅及び主な駅の時刻 

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

・運転日 

２００７年１０月２７日（土） 
・停車駅 

埼玉高速線・東京メトロ南北線内：各駅、東急線内：急行停車駅（復路のみ元住吉駅に臨時停

車）、みなとみらい線内：各駅 
・主な駅の時刻 

9:12 発 9:15→ 9:24→ 9:29→ 9:32→ 9:36→ 9:39→ 9:43→ 9:50→ 
浦和美園 東川口 鳩ヶ谷 川口元郷 赤羽岩淵 王子神谷 王 子 駒 込 後楽園 
16:46 着 ←16:43 ←16:35 ←16:30 ←16:27 ←16:22 ←16:19 ←16:15 ←16:08 

9:52→ 9:54→ 10:00→ 10:07→ 10:13→ 10:29→ 10:46→ 10:50→ 10:54 着 
飯田橋 市ケ谷 溜池山王 白金高輪 目 黒 武蔵小杉 横 浜 みなとみらい 元町・中華街

←16:06 ←16:04 ←15:58 ←15:52 ←15:47 ←15:28 ←15:05 ←15:01 14:56 発 

 
 
２．都営三田線「高島平」～ みなとみらい線「元町・中華街」（往復） 

・運転日 

２００７年１０月２７日（土） 
・停車駅 

都営三田線内：各駅、東急線内：急行停車駅、みなとみらい線内：各駅 
・主な駅の時刻 

12:52 発 12:56→ 13:04→ 13:08→ 13:12→ 13:16→ 13:18→ 13:20→ 13:22→ 
高島平 蓮 根 板橋本町 新板橋 巣 鴨 白 山 春 日 水道橋 神保町 

18:30 着 ←18:26 ←18:19 ←18:15 ←18:11 ←18:07 ←18:05 ←18:03 ←18:01 

13:25→ 13:27→ 13:34→ 13:38→ 13:43→ 13:59→ 14:16→ 14:20→ 14:24 着 
大手町 日比谷 三 田 白金高輪 目 黒 武蔵小杉 横 浜 みなとみらい 元町・中華街

←17:58 ←17:56 ←17:49 ←17:46 ←17:41 ←17:23 ←17:06 ←17:01 16:56 発 

 
 
３．東京メトロ日比谷線「北千住」～ みなとみらい線「元町・中華街」（往復） 

・運転日 

２００７年１０月２８日（日） 
・停車駅 

東京メトロ日比谷線内：各駅、東急線内：急行停車駅（往路・復路とも元住吉駅に臨時停車）、

みなとみらい線内：各駅 
・主な駅の時刻 

9:27 発 9:36→ 9:37→ 9:39→ 9:42→ 9:45→ 9:46→ 9:50→ 9:52→ 
北千住 上 野 仲御徒町 秋葉原 人形町 茅場町 八丁堀 東銀座 銀 座 

18:25 着 ←18:16 ←18:15 ←18:13 ←18:10 ←18:07 ←18:06 ←18:02 ←18:00 

9:53→ 9:56→ 10:01→ 10:07→ 10:11→ 10:24→ 10:46→ 10:50→ 10:54 着 
日比谷 霞ケ関 六本木 恵比寿 中目黒 武蔵小杉 横 浜 みなとみらい 元町・中華街

←17:59 ←17:56 ←17:51 ←17:45 ←17:42 ←17:28 ←17:06 ←17:01 16:56 発 

 


