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東 京 メ ト ロ  

埼玉高速鉄道株式会社 

東京急行電鉄株式会社 

横浜高速鉄道株式会社 

標記４社では、平成２３年１２月２４日（土）に、『「みなとみらい号」で行く横濱クリスマス夜景』

と題し、臨時直通列車「みなとみらい号」を運転します。 

「みなとみらい号」は、埼玉高速鉄道線と東京メトロ線から、東急線を経由して横浜高速鉄道みな

とみらい線までを乗り換えなしで結ぶ臨時直通列車です。 

この列車をご利用になり、横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅で降車されたお客様、先着

２,０００名様に「２０１２年みなとみらい号オリジナル卓上カレンダー」と、横浜みなとみらいに誕

生したカップヌードルミュージアムより「カップヌードルミルクシーフードヌードル」をプレゼント

いたします。 

クリスマスイブにはぜひ「みなとみらい号」でお出かけいただき、横浜散策とクリスマスの夜景を

お楽しみください。 

皆様のご利用をお待ちしています。 

なお、みなとみらい地区までのご乗車にはＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａのご利用が便利です。１２月 

１日（木）から２５日（日）の間は、交通系ＩＣカードを使って、特定の施設に設置された端末にタ

ッチすれば、みなとみらい地区で素敵なプレゼントが当たる抽選にチャレンジできる「タッチｄｅゲ

ット Ｘｍａｓイルミネーションラリー※」も実施いたします。 

概要は、別紙１・２をご参照ください。 

※タッチｄｅゲット Ｘｍａｓイルミネーションラリー 
みなとみらい２１ＳＰ推進委員会が主催する、交通系ＩＣカードや交通系ＩＣ機能付き携帯電話を使用したキ
ャンペーンイベントです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１２月２４日（土）臨時直通列車「みなとみらい号」を運転します。 

～埼玉、都心から横浜へ直通！「みなとみらい号」で行く横濱クリスマス夜景～ 

「タッチ de ゲット Ｘｍａｓイルミネーションラリー」も開催！ 



臨時直通列車「みなとみらい号」運転の概要 

 

１ 運転日 

平成２３年１２月２４日（土） 

※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）。 

 

２ 運転区間 

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

（２）埼玉高速鉄道線「浦和美園」 → 横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街」 

※いずれも往路のみの運転です。 

 

３ 停車駅及び運転時刻 

（１）日比谷線ルート 

東京メトロ日比谷線「北千住」→横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街」 

    【停車駅】東京メトロ日比谷線内  ：各駅 

      東急東横線内      ：急行停車駅及び元住吉駅 

横浜高速鉄道みなとみらい線内：各駅 

【各駅の運転時刻】 

北千住 南千住 三ノ輪 入谷 上野 仲御徒町 秋葉原 

１２：２７発 １２：３０発 １２：３２発 １２：３４発 １２：３６発 １２：３８発 １２：４０発

小伝馬町 人形町 茅場町 八丁堀 築地 東銀座 銀座 

１２：４２発 １２：４３発 １２：４６発 １２：４７発 １２：４９発 １２：５１発 １２：５３発

日比谷 霞ケ関 神谷町 六本木 広尾 恵比寿 中目黒 

１２：５４発 １２：５７発 １２：５９発 １３：０２発 １３：０５発 １３：０８発 １３：１１発

学芸大学 自由が丘 田園調布 多摩川 武蔵小杉 元住吉 日吉 

１３：１５発 １３：１８発 １３：２０発 １３：２１発 １３：２５発 １３：３１発 １３：３３発

綱島 菊名 横浜 新高島 みなとみらい 馬車道 日本大通り

１３：３５発 １３：３９発 １３：４７発 １３：４８発 １３：５０発 １３：５１発 １３：５３発

元町・中華街       

日比谷線 

ルート 

１３：５５着       

 

【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）埼玉高速鉄道・南北線ルート 

埼玉高速鉄道線「浦和美園」→横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街」 

    【停車駅】埼玉高速鉄道線内    ：各駅 

東京メトロ南北線内   ：各駅 

      東急目黒線・東横線内  ：急行停車駅及び元住吉駅 

横浜高速鉄道みなとみらい線内：各駅 

 

 

別紙１



【各駅の運転時刻】 

浦和美園 東川口 戸塚安行 新井宿 鳩ヶ谷 南鳩ヶ谷 川口元郷

１３：０３発 １３：０７発 １３：１０発 １３：１３発 １３：１６発 １３：１８発 １３：２１発

赤羽岩淵 志茂 王子神谷 王子 西ケ原 駒込 本駒込 

１３：２４発 １３：２６発 １３：２８発 １３：３１発 １３：３２発 １３：３５発 １３：３７発

東大前 後楽園 飯田橋 市ケ谷 四ツ谷 永田町 溜池山王

１３：３９発 １３：４２発 １３：４４発 １３：４６発 １３：４８発 １３：５０発 １３：５２発

六本木一丁目 麻布十番 白金高輪 白金台 目黒 武蔵小山 大岡山 

１３：５４発 １３：５７発 １４：０１発 １４：０４発 １４：０７発 １４：１２発 １４：１６発

田園調布 多摩川 武蔵小杉 元住吉 日吉 綱島 菊名 

１４：２０発 １４：２１発 １４：２５発 １４：３１発 １４：３３発 １４：３５発 １４：３９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  

埼玉高速

鉄道 

・ 
南北線 

ルート 

１４：４７発 １４：４８発 １４：５０発 １４：５１発 １４：５３発 １４：５５着  

 

【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） 

鳩ヶ谷 １，０１０円 （５１０円） １，０３０円 （５２０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） 

 

４ 使用予定車両 

（１）日比谷線ルート：東急１０００系 

（２）埼玉高速鉄道・南北線ルート：東急５０８０系 

※各ルートともヘッドマークをつけて運転します。 

 

５ オリジナル卓上カレンダーとカップヌードルミルクシーフードヌードルをプレゼント！ 

「みなとみらい号」をご利用になり、みなとみらい線みなとみらい駅で降車されたお客様、先着 

２，０００名様に「２０１２年みなとみらい号オリジナル卓上カレンダー」と、「カップヌードルミ

ルクシーフードヌードル」をプレゼントいたします。 

なお、「カップヌードルミルクシーフードヌードル」は、横浜みなとみらいに誕生したカップヌー

ドルミュージアムからの提供です。 

（１）配布場所 

みなとみらい線 みなとみらい駅改札外コンコース 

（２）配布時間 

   各ルート「みなとみらい号」到着後３０分間（なくなり次第終了） 

 （３）配布数量 

 お一人様１セット 先着２，０００名様限り ※各列車とも先着１，０００名様 

  

６ お客様のお問い合わせ先 

  東 京 メ ト ロ   お 客 様 セ ン タ ー 電話 0120-104106 

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 

  横浜高速鉄道株式会社   お 客 様 電 話 電話 045-664-0629 



 

「タッチｄｅゲット Ｘｍａｓイルミネーションラリー」の概要 

 

１ 参加方法 

以下の２つの方法により、豪華賞品が当たる抽選にチャレンジできます。 

（１）電車に乗って参加する場合 

交通系ＩＣカードで電車に乗り、みなとみらい線の駅の自動改札を出場すると、みなとみら

い地区にある８つの商業施設の専用端末で、各施設につき１回チャレンジできます。 

※当日のみ有効となります。 

 

（２）電車に乗らずに参加する場合 

みなとみらい地区にある８つの商業施設のうち、３つの商業施設で専用端末に交通系ＩＣカ

ードをタッチすると、１回チャレンジできます。 

    

２ 実施期間 

２０１１年１２月１日（木）～２５日（日） 

    ※期間中は、何度でも抽選に参加できます。 

 

３ 専用端末設置場所 

＜みなとみらい地区設置の専用端末（８施設）＞ 

クイーンズイースト 

クイーンズスクエア横浜[アット!] 

GENTO YOKOHAMA 

コレットマーレ 

よこはまコスモワールド 

横浜ワールドポーターズ 

ランドマークプラザ 

リーフみなとみらい 

 

 

 

 

  

４ 抽選賞品 

   「豪華客船 飛鳥Ⅱで巡る 東京・横浜ワンナイトクルーズ ２０１２年３月１６日（金）～

３月１７日（土）」を３組６名様に、そのほか、みなとみらい地区施設のお買物券、ご招待券な

ど豪華賞品をプレゼントします。 

 

５ キャンペーンお問い合わせ先 

  タッチｄｅゲット事務局 電話 045－633－9660 

   

 

 

以 上    

別紙２

みなとみらい地区設置の端末（昨年の設置状況） 


