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標記５社（局）では、７月２５日（土）に「『みなとみらい号』で Aloha YOKOHAMA 2009 へ行こう！」

と題し、都営三田線、東京メトロ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

なとみらい線の元町・中華街駅までを結ぶ、臨時直通列車「みなとみらい号」を運転いたします。

この列車にご乗車いただくと、都内から「Aloha YOKOHAMA 2009」のメイン会場の最寄駅である、み

なとみらい線日本大通り駅まで乗り換えなしで行くことができ、大変便利です。 

 なお、今回、埼玉高速鉄道線浦和美園駅発（１２時０７分発）の列車を「みなとみらいリレー号」

として運転し、終点の白金高輪駅で都営三田線からの「みなとみらい号」に接続いたします。 

 また、「みなとみらい号」をご利用になり、みなとみらい線日本大通り駅でご降車されたお客様、

各列車先着１０００名様に、すてきなグッズと「Aloha YOKOHAMA 2009」会場での抽選券をプレゼント

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）。 

ご乗車にはＰＡＳＭＯの利用が便利です。皆様のご利用をお待ちしております。 

 

 

 

７月２５日（土）に、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」で Aloha YOKOHAMA 2009 へ行こう！～ 



 

 

 

 

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」 

 （２） 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」 

 （３） 埼玉高速鉄道線「浦和美園」～東京メトロ南北線「白金高輪」 

  ※ 埼玉高速鉄道線浦和美園駅始発の列車については「みなとみらいリレー号」としての運行

となり、終点の白金高輪駅で都営三田線高島平駅始発の「みなとみらい号」に接続します。

なお、列車の運転状況により接続できない場合もございます。 

  ※ 時刻・停車駅・運賃など詳細は、「２ 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 停車駅及び運転時刻詳細 

 （１） 運転日 

     平成２１年７月２５日（土） 

 （２） 運行ルート 

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」 

【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 

※ 東急東横線元住吉駅に臨時停車致します。 

【各駅の運転時刻】 

高島平 西台 蓮根 志村三丁目 志村坂上 本蓮沼 

１２：１７発 １２：１９発 １２：２１発 １２：２３発 １２：２５発 １２：２７発

板橋本町 板橋区役所前 新板橋 西巣鴨 巣鴨 千石 

１２：２９発 １２：３１発 １２：３３発 １２：３４発 １２：３７発 １２：３９発

白山 春日 水道橋 神保町 大手町 日比谷 

１２：４０発 １２：４３発 １２：４４発 １２：４６発 １２：４９発 １２：５１発

内幸町 御成門 芝公園 三田 白金高輪 白金台 

１２：５３発 １２：５５発 １２：５７発 １２：５８発 １３：０２発 １３：０４発

目黒 武蔵小山 大岡山 田園調布 多摩川 武蔵小杉 

１３：０７発 １３：１１発 １３：１６発 １３：２０発 １３：２２発 １３：２５発

元住吉 日吉 綱島 菊名 横浜 新高島 

１３：３０発 １３：３２発 １３：３５発 １３：３９発 １３：４７発 １３：４９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 

１３：５０発 １３：５２発 １３：５３発 １３：５５着   

【主な駅からの運賃（カッコ内は小児運賃）】 

 日本大通り 元町･中華街 

高島平 ８２０円 (４１０円) ８２０円 (４１０円) 

巣 鴨 ７２０円 (３６０円) ７２０円 (３６０円) 

大手町 ６７０円 (３４０円) ６７０円 (３４０円) 

三 田 ６３０円 (３２０円) ６３０円 (３２０円) 

   

 

 

 



 

② 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」 

【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臨時停車致します。 

【各駅の運転時刻】 

北千住 南千住 三ノ輪 入谷 上野 仲御徒町 

１２：５７発 １３：００発 １３：０２発 １３：０４発 １３：０６発 １３：０８発

秋葉原 小伝馬町 人形町 茅場町 八丁堀 築地 

１３：１０発 １３：１２発 １３：１３発 １３：１６発 １３：１７発 １３：１９発

東銀座 銀座 日比谷 霞ケ関 神谷町 六本木 

１３：２１発 １３：２３発 １３：２４発 １３：２７発 １３：２９発 １３：３２発

広尾 恵比寿 中目黒 学芸大学 自由が丘 田園調布 

１３：３５発 １３：３８発 １３：４１発 １３：４４発 １３：４８発 １３：５０発

多摩川 武蔵小杉 元住吉 日吉 綱島 菊名 

１３：５２発 １３：５５発 １４：００発 １４：０２発 １４：０５発 １４：０９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 

１４：１７発 １４：１９発 １４：２０発 １４：２２発 １４：２３発 １４：２５着

【主な駅からの運賃（カッコ内は小児運賃）】 

 日本大通り 元町･中華街 

北千住 ６９０円 (３５０円) ６９０円 (３５０円) 

上 野 ６９０円 (３５０円) ６９０円 (３５０円) 

銀 座 ６５０円 (３３０円) ６５０円 (３３０円) 

六本木 ６２０円 (３１０円) ６２０円 (３１０円) 

 

③  埼玉高速鉄道線「浦和美園」～ 東京メトロ南北線「白金高輪」 

【停車駅】埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線内：各駅 

※ 「みなとみらいリレー号」として運行し、終点の東京メトロ南北線白金高

輪駅で、都営三田線高島平駅始発の「みなとみらい号」に接続します。な

お、列車の運転状況により、接続できない場合がございます。 

【各駅の運転時刻】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な駅からの運賃（カッコ内は小児運賃）】 

 日本大通り 元町･中華街 

浦和美園 １，１９０円 (６００円) １，１９０円 (６００円) 

東川口 １，１５０円 (５８０円) １，１５０円 (５８０円) 

赤羽岩淵   ７３０円 (３７０円)   ７３０円 (３７０円) 

王 子   ６９０円 (３５０円)   ６９０円 (３５０円) 

駒 込   ６９０円 (３５０円)   ６９０円 (３５０円) 

飯田橋   ６５０円 (３３０円)   ６５０円 (３３０円) 

浦和美園 東川口 戸塚安行 新井宿 鳩ヶ谷 南鳩ヶ谷 

１２：０７発 １２：１０発 １２：１３発 １２：１６発 １２：１８発 １２：２０発 

川口元郷 赤羽岩淵 志茂 王子神谷 王子 西ケ原 

１２：２３発 １２：２７発 １２：２８発 １２：３０発 １２：３３発 １２：３５発 

駒込 本駒込 東大前 後楽園 飯田橋 市ケ谷 

１２：３７発 １２：３９発 １２：４１発 １２：４４発 １２：４６発 １２：４８発 

四ツ谷 永田町 溜池山王 六本木一丁目 麻布十番 白金高輪 

埼玉高速線・

南北線

ルート 

（みなと

みらいリ

レー号） 

１２：５０発 １２：５３発 １２：５４発 １２：５６発 １２：５９発 １３：０１着 



 

 

３ プレゼントの配布  

「みなとみらい号」をご利用になり、みなとみらい線日本大通り駅でご降車されたお客様、各列

車先着１０００名様に、すてきなグッズと、パンパシフィック横浜ベイホテル東急の宿泊券などが当

たる、「Aloha YOKOHAMA 2009」会場での抽選券をプレゼントいたします。 

（１）配布時間 各「みなとみらい号」の日本大通り駅到着後２０分間 

（２）配布場所 みなとみらい線日本大通り駅改札外イベントスペース 

   

４ お客様のお問い合わせ先 

 （１） 埼玉高速鉄道株式会社  運 輸 部 旅 客 課   電話 048-878-6855 

 （２） 東 京 メ ト ロ  お 客 様 セ ン タ ー   電話 03-3941-2004 

 （３） 東 京 都 交 通 局  電 車 部 営 業 課   電話 03-5320-6076 

 （４） 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 

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

 

（参考）「Aloha YOKOHAMA 2009」について 

 「Aloha YOKOHAMA 2009」は、７月２２日（水）から２６日（日）まで、５日間にわたり開催される

ハワイアンフェスティバル。ハワイアンコンサート、フラダンスショーやマーケットなど、ハワイ

に関する様々な催し物が開かれます。メイン会場の横浜港大さん橋の最寄り駅、みなとみらい線日

本大通り駅へは、みなとみらい号でのアクセスが便利です。 

                                    

以 上 


