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 このたび標記５社（局）では、都営三田線、埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線・日比谷線の 

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まで結ぶ臨時列車を運転いた

します。 

 

 今回のみなとみらい号は「臨時列車『みなとみらい号』に乗って日本郵船氷川丸に 

行こう！」と題して、４月２５日（金）にリニューアルオープンする横浜港のシンボル「氷川丸」

とタイアップし、みなとみらい号にご乗車された方を対象に賞品が当たる抽選会を実施します。 

 詳細につきましては、別紙のとおりです。  

５月３日・５日に、臨時列車『みなとみらい号』を運転します 

みなとみらい号に乗って、日本郵船氷川丸に行こう！ 



 

 

臨時列車「みなとみらい号」の概要 

 

１ 運転概要 

（１）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） 

２００８年５月３日（土・祝） 

（２）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） 

２００８年５月３日（土・祝） 

（３）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） 

２００８年５月５日（月・祝） 

※ 時刻・停車駅等の詳細は「３ 停車駅及び運転時刻詳細」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 

みなとみらい号に乗車された方を対象に氷川丸グッズなどの賞品が当たる抽選会を実施 

します。 

 

開 催 日：５月３日（土・祝）・５日（月・祝） 

受付時間：みなとみらい号（往路）到着後から３０分間 

場 所：元町・中華街駅 中華街側 改札外コンコース 

          賞 品：①氷川丸賞 

            Ａ賞 氷川丸カリーセット      １０名さま 

Ｂ賞 氷川丸プラモデル       １０名さま 

    

②横浜Ｆ・マリノス賞 

          Ａ賞 ホームゲーム チケット    ５名さま 

          Ｂ賞 タオルマフラー        ３名さま 

          Ｃ賞 Ｆ・マリノスオリジナルボール  ２名さま 

 

③崎陽軒賞 

          崎陽軒ギフト券（２,０００円分）       １０名さま 

 

このほか、鉄道各社賞として鉄道各社のオリジナルグッズをプレゼントします。 

※抽選会参加者全員に日本郵船氷川丸無料入館券と氷川丸クリアファイルをプレゼント 

します。 

  

３ 停車駅及び運転時刻詳細 

 

（１）２００８年５月３日（土・祝） 

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】都営三田線内、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 みなとみらい 元町・中華街着

元町・ 

中華街 

行き 

10：07 10：13 10：29 10：46 10：50 10：55 

 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 みなとみらい 横浜 武蔵小杉 目黒 白金高輪 

16：56 17：01 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 

 

（２）２００８年５月３日(土・祝) 

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、東京メトロ南北線内、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 

10：12 10：15 10：24 10：29 10：32 10：36 

王 子 駒 込 後楽園 飯田橋 市ケ谷 溜池山王 

10：39 10：43 10：50 10：52 10：54 11：00 

白金高輪 目黒 武蔵小杉 横浜 みなとみらい 元町・中華街着

元町・ 

中華街

行き 

11：07 11：13 11：29 11：46 11：50 11：55 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 みなとみらい 横浜 武蔵小杉 目黒 白金高輪 

17：57 18：02 18：05 18：23 18：41 18：46 

溜池山王 市ケ谷 飯田橋 後楽園 駒 込 王 子 

18：52 18：58 19：00 19：02 19：09 19：13 

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 

19：16 19：21 19：24 19：29 19：37 19：40 

 

（３）２００８年５月５日（月・祝） 

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内、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 

※東急東横線元住吉駅に往路復路とも臨時停車致します。 



 

○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 9：37 9：39 9：42 9：45 

八丁堀 東銀座 銀座 日比谷 霞ケ関 六本木 

9：46 9：50 9：52 9：53 9：56 10：01 

恵比寿 中目黒 武蔵小杉 横浜 みなとみらい 元町・中華街着

元町・

中華街 

行き 

10：07 10：11 10：24 10：46 10：50 10：55 
 

 

○復路 

列車名 元町・中華街発 みなとみらい 横浜 武蔵小杉 中目黒 恵比寿 

16：56 17：01 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 

 

 

４ 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 

 

 


