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埼玉高速鉄道株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

東 京 都 交 通 局  

東 京 メ ト ロ 

横浜高速鉄道株式会社 

 

 

埼玉高速鉄道、東京急行電鉄、東京都交通局、東京メトロ、横浜高速鉄道では、２月７日（土）に東京メトロ日比谷

線・南北線、都営三田線、埼玉高速鉄道線の各駅から、東急目黒線・東横線を経由して横浜高速みなとみらい線の元町・

中華街駅までを結ぶ、臨時直通列車｢みなとみらい線開通5周年 みなとみらい号｣を運転いたします。 

埼玉県や、都心から乗り換えなしで横浜へ行ける便利なこの臨時直通列車のご利用を心からお待ちしております。 

また、運転当日には、横浜高速鉄道主催の横浜高速みなとみらい線開通5周年記念イベントが、みなとみらい駅内「み

らいチューブ」にて開催されます。この記念イベントへの来場にも便利ですので、ぜひご利用ください。 

なお、ご乗車にはＰＡＳＭＯの利用が便利です。 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

１．運転概要 

（１）運転日 

2009年2月7日(土) 

（２）運転区間 

①日比谷線ルート 

東京メトロ日比谷線「北千住」→東急東横線経由→横浜高速みなとみらい線「元町･中華街」 

②三田線ルート 

都営三田線「高島平」→東急目黒線・東横線経由→横浜高速みなとみらい線「元町･中華街」 

  ③埼玉高速線・南北線ルート 

埼玉高速鉄道線「浦和美園」→東京メトロ南北線・東急目黒線・東横線経由→横浜高速みなとみらい線「元町･

中華街」 

※車内混雑によりご乗車できない場合もございますので、予めご了承ください。 

※往路のみの運転です。 

※この列車は、ご予約なし・普通運賃のみで、どなたでもご乗車いただけます。 

 

埼玉高速・東急・都交・東京メトロ・横浜高速 5社局合同企画 

埼玉から・都心から横浜へ３ルート 

臨時直通列車「みなとみらい線開通5周年 みなとみらい号」を運転します
2009年2月7日（土）運転 

※車両デザイン・表示はイメージです。 



 

２．各列車の停車駅と運転時刻 

（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」 

ア．日比谷線ルート停車駅 

東京メトロ日比谷線内：各駅 

東急東横線内：急行停車駅（元住吉駅に臨時停車） 

横浜高速みなとみらい線内：各駅 

イ．運転時刻 

北千住 南千住 三ノ輪 入谷 上野 仲御徒町 

9：27発 9：30発 9：32発 9：34発 9：36発 9：37発 

秋葉原 小伝馬町 人形町 茅場町 八丁堀 築地 

9：39発 9：41発 9：43発 9：45発 9：46発 9：49発 

東銀座 銀座 日比谷 霞ケ関 神谷町 六本木 

9：51発 9：52発 9：54発 9：56発 9：58発 10：02発 

広尾 恵比寿 中目黒 学芸大学 自由が丘 田園調布 

10：05発 10：08発 10：11発 10：15発 10：19発 10：21発 

多摩川 武蔵小杉 元住吉 日吉 綱島 菊名 

10：22発 10：26発 10：31発 10：33発 10：35発 10：40発 

横浜 新高島 みなとみらい 馬車道 日本大通り 元町･中華街

日比谷線

ルート 

10：47発 10：48発 10：50発 10：51発 10：53発 10：55着 

ウ．主な駅からの運賃（カッコ内は小児運賃） 

 みなとみらい 元町･中華街 

北千住 670円 (340円) 690円 (350円) 

上 野 670円 (340円) 690円 (350円) 

銀 座 630円 (320円) 650円 (330円) 

六本木 600円 (300円) 620円 (310円) 

 

（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」 

  ア．停車駅 

都営三田線内：各駅 

    東急目黒線・東横線内：急行停車駅（元住吉駅に臨時停車） 

横浜高速みなとみらい線内：各駅 

イ．運転時刻 

高島平 西台 蓮根 志村三丁目 志村坂上 本蓮沼 

9：47発 9：49発 9：51発 9：53発 9：55発 9：57発 

板橋本町 板橋区役所前 新板橋 西巣鴨 巣鴨 千石 

9：59発 10：01発 10：03発 10：04発 10：07発 10：09発 

白山 春日 水道橋 神保町 大手町 日比谷 

10：10発 10：13発 10：14発 10：16発 10：19発 10：21発 

内幸町 御成門 芝公園 三田 白金高輪 白金台 

10：23発 10：25発 10：27発 10：28発 10：32発 10：34発 

目黒 武蔵小山 大岡山 田園調布 多摩川 武蔵小杉 

10：37発 10：42発 10：46発 10：50発 10：51発 10：55発 

元住吉 日吉 綱島 菊名 横浜 新高島 

11：01発 11：03発 11：05発 11：09発 11：17発 11：18発 

みなとみらい 馬車道 日本大通り 元町･中華街   

三田線 

ルート 

11：20発 11：21発 11：23発 11：25着   

   

 

 

 



 

ウ．主な駅からの運賃 (カッコ内は小児運賃) 

 みなとみらい 元町･中華街 

高島平 800円 (400円) 820円 (410円) 

巣 鴨 700円 (350円) 720円 (360円) 

大手町 650円 (330円) 670円 (340円) 

三 田 610円 (310円) 630円 (320円) 

 

（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」 

  ア．停車駅 

埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線内：各駅 

    東急目黒線・東横線内：急行停車駅（元住吉駅に臨時停車） 

横浜高速みなとみらい線内：各駅 

イ．運転時刻 

浦和美園 東川口 戸塚安行 新井宿 鳩ヶ谷 南鳩ヶ谷 

10：04発 10：07発 10：10発 10：13発 10：16発 10：18発 

川口元郷 赤羽岩淵 志茂 王子神谷 王子 西ケ原 

10：21発 10：24発 10：26発 10：28発 10：31発 10：32発 

駒込 本駒込 東大前 後楽園 飯田橋 市ケ谷 

10：35発 10：37発 10：39発 10：42発 10：44発 10：46着 

四ツ谷 永田町 溜池山王 六本木一丁目 麻布十番 白金高輪 

10：48発 10：50発 10：52発 10：54発 10：57発 11：01発 

白金台 目黒 武蔵小山 大岡山 田園調布 多摩川 

11：04発 11：07発 11：12発 11：16発 11：20発 11：21発 

武蔵小杉 元住吉 日吉 綱島 菊名 横浜 

11：25発 11：31発 11：33発 11：35発 11：39発 11：47発 

新高島 みなとみらい 馬車道 日本大通り 元町･中華街  

埼玉高速線・

南北線

ルート 

11：48発 11：50発 11：51発 11：53発 11：55着  

  ウ．主な駅からの運賃（カッコ内は小児運賃） 

 みなとみらい 元町･中華街 

浦和美園 1,170円 (590円) 1,190円 (600円) 

東川口 1,130円 (570円) 1,150円 (580円) 

赤羽岩淵   710円 (360円)   730円 (370円) 

王 子   670円 (340円)   690円 (350円) 

駒 込   670円 (340円)   690円 (350円) 

飯田橋   630円 (320円)   650円 (330円) 

 

３．使用予定車両 

（１）日比谷線ルート ： 東急1000系 

（２）三田線ルート ： 都営6300形 

（３）埼玉高速線・南北線ルート ： 東急5080系 

 ※各ルートとも、それぞれ異なる図柄のヘッドマークを付けて運転します。 

 

４．みなとみらい号に関するお客さまのお問い合わせ先 

埼玉高速鉄道株式会社  運輸部旅客課       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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

みなとみらい線開通5周年記念イベントの概要 

（１）開催日時：2009年2月7日（土）11：00～16：00 

（２）場所：横浜高速みなとみらい線みなとみらい駅 みらいチューブ（改札外コンコース） 

（３）内容：縁日（有料）、フワフワ遊具、プラ電運動会、運転シミュレータ、キャラクター撮影会、 

      ちびっこ駅長記念撮影等 

（４）主催：横浜高速鉄道株式会社 

（５）みなとみらい線開通5周年記念イベントについてのお問い合わせ先 

  横浜高速鉄道株式会社 お客様電話 電話 045-664-0629 


