
33.4％33.4％

13.5％13.5％

5.7％5.7％

5.7％5.7％

6.0％6.0％0.2％0.2％

14.3％14.3％

21.2％21.2％

キリスト教
22億5,450万人その他の宗教

4億150万人

無宗教・無神論者など
9億5,190万人

ヒンドゥー教
9億1,370万人

中国の伝統的な宗教
（儒教、道教など）
3億8,730万人

仏教
3億8,430万人

ユダヤ教
1,510万人

イスラム教
14億3,140万人

世界には、それぞれの地域に根ざした宗教が数多く存在します。
宗教ごとに慣習が異なり、価値観も様々であるということを知り、外国人旅行者をもてなす上でのヒントにしましょう。

■　各宗教の信者数とその割合
キリスト教、イスラム教、仏教の三大宗教が全体の60.3％を占めます。
また、宗教人口は仏教よりもヒンドゥー教の方が多いです。

総人口：67億4,960万人として計算
「ブリタニカ国際年鑑 2009」より

■　主な宗教比較表
ユダヤ教

世界三大宗教
ヒンドゥー教

キリスト教 イスラム教 仏教
信仰対象 ヤハウェ イエス・キリスト アッラー 仏 多神
創始者 ─ イエス・キリスト ムハンマド 釈迦 ─

教典 ユダヤ教典
（旧約聖書）

聖書
（旧・新約聖書） コーラン 仏典 ヴェーダ

宗教施設 シナゴーグ 教会 モスク 仏教寺院 ヒンドゥー寺院
起源 紀元前 約2000年前 約1400年前 約2500年前 紀元前

　世界各地の地域性、民族性を体現している宗教。民族特有の
事情や気候風土が、宗教の誕生、発展に大きく関わっています。
宗教はその地域の人々の心の拠り所であるばかりでなく、文化、
政治と深く結びついている場合もあります。宗教やそれに伴う生
活様式などは、日本を訪れる外国人旅行者の行動に直接現れる
ため、もてなす側は宗教に対する知識がなければ、充分な接客や

おもてなしをすることができず、トラブルの要因になることも考えら
れます。それぞれの宗教の特徴やタブーとされている事柄を知って
いれば、生活様式の違いなどにも対応したサービスを提供すること
が可能です。訪日外国人旅行者の宗教や慣習を理解し、相手の
立場に立つことができれば、よりよいおもてなしを実現できるので
はないでしょうか。

■　世界の様々な宗教

■　宗教を知ることが、その国や地域を知る第一歩

おもてなしする際の Point

　日本で生活していると、宗教というものを意識することが少ないかもしれません。しかし、今や世界の人々の二人
に一人が一神教の信者であると言われています。それぞれに価値観や文化、習慣や風習などが存在し、それらを心
の拠り所としています。こうした事実を受け入れ、分け隔てなく尊重する姿勢が大切です。

日本で生活して ると 宗教と うものを意識する とが少

異なる価値観、生活様式を尊重しましょう
POINT

1

　同じ宗教の中でも、年齢、性別、生活する国や地域、また信仰する宗派などによって習慣は大きく異なり個人差
があるため、一言でこれとは言い切れない部分があります。旅行者として迎え入れるとき、まずはていねいなコミュニ
ケーションをとり、一人ひとりに合ったおもてなしを行うよう心がけましょう。

同じ宗教の中でも 年齢 性別 生活する国や地域 また信

個人差があるので柔軟に対応しましょう
POINT

2

中近東生まれの宗教 インド生まれの宗教 東アジア生まれの宗教

ユダヤ教

キリスト教

イスラム教

ゾロアスター教

儒教

道教

神道

仏教

ヒンドゥー教

シク教

ジャイナ教

監修：中村圭志（宗教学者）
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■　イスラム教とは？
　キリスト教、仏教と並ぶ世界三大宗教の一つであるイスラム教。「イスラム」とは、「神
に帰依する（=深く信仰し、その教えに従う）」という意味です。唯一神アッラーを信じる一
神教で、現在のサウジアラビアが発祥の地です。神から啓示を受けた最後の預言者と
される商人ムハンマドによって、7世紀初頭に創始されました。アッラーの啓示をまとめた
コーランという教典には、生活上の様々な戒律が細かく定められており、信者はコーラン
に基づいた信仰生活を送っています。

■　ヒンドゥー教って？
　インドやネパールに信者が多いヒンドゥー教は、約3000年以上前のインダス川流域で誕生したとされています。
キリスト教やイスラム教のような開祖は存在せず、インダス文明の時代から信仰されてきたバラモン教が継承され、
時代ごとに変化しながら庶民の間に浸透してきました。その後、仏教やジャイナ教などの影響を受けながら、現在の
ヒンドゥー教の基礎が形成されます。ヒンドゥー教は多神教で、多くの神々が存在します。中でも最も崇敬を集めてい
るのが、シヴァとヴィシュヌの2神で、ブラフマーとともに「三神一体」とされています。

イスラム教 ヒンドゥー教

■　世界のムスリム人口 ■　ヒンドゥー教の神々

アッラーを唯一絶対の神とする一神教
　アッラーはアラビア語で唯一神のことであり、ユダヤ教やキリス
ト教の神と同じ存在を指します。ムスリムは子どもが生まれると、生
後7日目に命名式を行い、赤ん坊の右耳に「アッラー以外に神はな
し。ムハンマドはアッラーの使徒である」と唱えます。

食事に関する禁忌＝タブーがあります
　イスラム教では、生活全般においてハラーム（禁じられた）という
規定があります。特に食事に関しては豚肉やアルコールなど、口に
してはいけない食材が多く、注意が必要です。

独自の身分制度「カースト制度」
　インド社会には「カースト制度」と呼ばれる独特な身分制
度があることはよく知られています。宗教的にはヴァルナ（四
姓）と呼ばれる理念上の階級があり、「バラモン」（司祭）、ク
シャトリヤ（王族）、ヴァイシャ（庶民）、シュードラ（隷民）の4
つに分けられています。さらに、これを基礎とする２０００以上
のジャーティと呼ばれる現実の社会単位が存在します。単
位ごとに共通の習慣を持ち、職業、飲食、交際、婚姻などを
制約しています。法的にはカースト制度による差別は禁止さ
れており、都市では曖昧化してきています。

1日数回、聖地メッカの方角に向けて礼拝をします
　ムスリムは1日に3回または5回聖地メッカの方角を向き、礼拝を
行うことが戒律で義務付けられています。礼拝の前には手や足など
を洗って身を清め、床にマットを敷いて行います。

1年に一度断食を行います
　イスラム暦の9番目の月のことをラマダーンと呼びます。預言者
ムハンマドが神からの啓示を授かった、神聖な月とされています。こ
のラマダーン月に断食が行われ、日の出から日没までの間、飲食を
禁止します。食べ物のありがたみを知る、貧しい人の境遇に思いを
馳せる、忍耐強さを身に付ける、信仰心を高めるなど、様々な意味
が込められた宗教行事です。

食事の規制事項があります
　イスラム教徒が豚肉を食べないことは知られていますが、ヒンドゥー教徒に
も食事の規制があることはあまり知られていません。これもまた地域や宗派に
よる差が大きいのですが、一般的に言って多くの人が、宗教的な不殺生の理
想から菜食主義を実践しています。乳製品を含めるかどうかなど、細部の規定
は様々です。おもてなしにあたっては一人ひとり確かめるのがいいでしょう。

ヒンドゥー教の多様性
　ヒンドゥー教徒は一般に、輪廻を信仰し、カースト制度に従い、清浄性を
重んじ、神像を供養し、特に解脱を目指す者は瞑想技法としてのヨーガを行
います。しかし、儀礼、習慣、祭礼の具体的な内容は、地域やカーストによる
違いが大きく、多様性こそがヒンドゥー教の特徴と言えそうです。

■　イスラム教の特徴 ■　ヒンドゥー教の特徴

61.9％61.9％20.1％20.1％

15.3％15.3％

2.4％2.4％
0.3％0.3％

アジア・太平洋
9億7,000万人サブアフリカ※

2億4,000万人

ヨーロッパ
3万8,000千人

南北アメリカ
500万人

中東・北アフリカ
3億2,000万人

参考：Mapping the Global Muslim Population, October 2009
※アフリカ大陸のうち、エジプト・リビア・チュニジア・アルジェリア・モロッコ・西サハラを除く国々の総称。サハラ砂漠以南の国々

ヴィシュヌ神

温和と慈愛に満ちた男神。世界の
維持・繁栄を司るヴィシュヌは、動物
や英雄などの様々な化身を持つ神
として、人々の人気を集めています。

ブラフマー神

世界の創造と破壊後の再創造を
司る最高神で、4つの顔と4本の腕
を持っています。ヒンドゥー教の経
典に則り苦行を行った者には、ブラ
フマーが恩恵を与えるとされます。

シヴァ神

破壊と豊穣の2面性をもった男
神。世界が終わる時、黒い姿で現
れすべてを破壊し、次の世界創造
に備える役目を担います。

　イスラム教信者は「ムスリム」と呼ばれてい
ます。特にインドネシアは世界でもっともムス
リムの多い国として知られており、近年、訪日
外客数の伸び率が高く、注目されています。

76 77

世
界
を
知
ろ
う

お
も
て
な
し
の
極
意

お
役
立
ち
情
報

外国人旅行者受入対応時お役立ち情報



Injured
怪我をした

Pay Free Reservation Departure time Arrival time
有料 無料 予約 出発時間 到着時間

Rent a car
Hotel ／

Accommodation Parking Elevator
Post offi  ce ／

Postbox Cashier
レンタカー ホテル／宿泊施設 駐車場 エレベーター 郵便局／郵便ポスト お会計

International 
ATM Wi-Fi area Trash box Fitting room Toilet

Toilet for the 
handicapped

国際通貨対応ATM Wi-Fi エリア ゴミ捨て場 試着室 トイレ 障害者用トイレ

Check ／ bill Small plate
伝票 小皿

No food or drink No entry No photography Don't touch
飲食禁止 立ち入り禁止 撮影禁止 触るな

I don't feel well Hot Cold
気分が悪い 熱い 寒い

No toilets No parking No smoking
トイレがない 駐車禁止 禁煙

Do you need an ambulance?
救急車が必要ですか？

Where do you 
feel pain?

どこが痛いですか？

Glass Ash tray
グラス 灰皿

Water Hand towel
水 おしぼり

Spoon Fork
スプーン フォーク

Bus／Bus stop Ship ／ Ferry go straight turn right turn left near far
バス／バス停 船舶／フェリー まっすぐ 右折 左折 近い 遠い

Taxi Car　 Railroad ／ Station On foot Bicycle
タクシー 車 鉄道／駅 徒歩 自転車

Passport Credit Card Backpack Medicine Mobile phone
パスポート カード リュックサック 薬 携帯電話

Lost & found I lost something I found something Wallet
忘れ物取り扱い所 落とした 拾った 財布

関連するP80-81の連絡先を案内しましょう
Check!

I want to go to ② by ①.
①を利用して②へ行きたいです。

Do you have～？
～はありますか？

Please tell me～.
～について教えてほしいです。

Where is ～？
～はどこですか？

I' m looking for ～.
～を探しています。

I have pain.／I don't feel well.
体が痛い／気分が悪い

はい Yes
あります We have
いいです Good

分かりません　I don't know？ いいえ No
ありません We don't have
ダメです no good

AM
午前

PM
午後+0 1

6

2

7 8

min
分－ × m

メートル

mile
1mile≒1.6km

hrs
時間

百
hundred

千
thousand

万
ten thousand

3 4

9

5

10 円
YEN

km
キロメートル

Knife Chopsticks
ナイフ 箸

Transportation
交通手段

Time／Money
時間／お金

Caution
注意

Physical 
condition

体調

Meal
食事

Lost property
落とし物

Spot
場所

Fine
平気

Very painful
とても痛い

Check!
P80▶3

Check!
P80▶1

Check!
P81▶7

Check!
P81▶6

Check!
P80▶2

Police Hospital Information Airport Duty free
警察 病院 案内所 空港 免税店
Check!
P80▶1

Check!
P80▶2

Check!
P81▶5

Check!
P80▶4

Please point to what you want to say.　聞きたい言葉を指差してください

Communication Board 指差しコミュニ ケーションボード
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When in trouble during your stay
滞在中のトラブル

Tokyo Tourist Information Center
東京観光情報センター

Bus in Minato City
公共のバス

Health care information
ヘルスケア相談窓口

Lost and found inquiry offi  ces
落とし物・拾い物受付

Travel information
運行情報

【Police／警察】 【Ambulance・Fire／救急・消防】 Tokyo Metropolitan Main Building No.1,1F
東京都庁第一本庁舎1階
2-8-1 Nishi-shinjuku Shinjuku City
☎03-5321-3077 
9:30-18:30 
Except the Year-end & 
New year season and 
inspection days of the
T.M.G. Building. 
Internet Service available
Free Wi-Fi Available

Chii-Bus／ちぃばす
六本木ヒルズを
中心に8つのルート
を運行しています。

Chii Bus covers the entire district of Tokyo’s Minato City. There are eight 
lines. Tamachi, Akasaka, and Aoyama routes terminate in Roppongi 
Hills, Tokyo’s major landmark. Takanawa and Shibaura-Kounan routes 
terminate in Shinagawa Station, providing access to the JR Shinkansen 
Express. Shiba route terminates in Minato Park Shibaura where general 
branch office is located. Azabu route has two lines and both pass 
Roppongi Keyakizaka, which is convenient for shopping and illuminations 
are beautiful. It is very useful for tourism, shopping, and commuting.
https://www.fujiexpress.co.jp/chiibus/

TOEI Bus that covers the main areas in 
the city and lets you visit various locations 
by making connections with the diff erent 
lines. It is convenient in that it can be 
used together with trains, subways, and 
other forms of public transportation. Fare 
is Adult 210 yen（IC:206yen）, Child 110 
yen（IC:103yen） per ride.
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/eng/

Haneda Airport, International Terminal, 2F
羽田空港国際線旅客ターミナル2階
2-6-5 Hanedakuko 
Ota City
☎03-6428-0653 
Open 24 hours. 
Open 365 days 
Internet Service available 
Free Wi-Fi Available

In front of the ticket gate, Keisei Ueno Station 1F
京成上野駅改札口前
1-60 Uenokoen 
Taito City
☎03-3836-3471 
9:30-18:30 
Open 365 days  
Internet Service available 
Free Wi-Fi Available

Shinjuku Expwy, Bus Terminal, 3F
バスタ新宿3階
5-24-55 Sendagaya Shibuya City
☎03-6274-8192 
6:30-23:00 
Open 365 days 
Internet Service available 
Free Wi-Fi Available

1 5

6

7

2

3

4

→←← Restrooms

Arrival Lobby, 2F

ATM ATM

Arrival Gate

To Tokyo Monorail,
Keikyu Line 

Exchange Counter

Restrooms

Tokyo Tourist 
Information Center

Tokyo Tourist
Information Center(3F)

South Exit
JR SHINJUKU 
MIRAINATOWER

Koshu-k
aido

JR Shinjuku
Station

Shinjuku Station,
Toei Oedo Line and
 Toei Shinjuku Line

Shinjuku
Southern Terrace

Toei Oedo Line
Tochomae Station

Marunouchi Line
Nishi-shinjuku Station Toei Oedo Line

Shinjuku Nishiguchi
Station

Main Building
No.2

Main Building 
No.1
Shinjuku
Chuo Park

Koshu-kaido
TMG Road

Tokyo Metropolitan 
Assembly Hall

JR 
Shinjuku 
Station

Tokyo Tourist Information Center

Keisei Ueno Station 1F
Ikenohata Exit Fare Adjustment Office

ATM Ticket Barrier
Convenience Store

Restrooms

Passageway 
to Taxi Stand

Coin lockers

Ticket Machines
Front Exit

Passageway 
to Subway

Café

Keisei Travel
Tokyo Tourist
Information 
Center

Emergency
緊急時 ☎ 110

Lost and Found
落とし物・拾い物 ☎ 03-3814-4151

Telephone Service
相談窓口

☎ 03-3503-8484
（English & Several Other Foreign 
Languages）

Taxi
タクシー ☎03-3648-0300

JR EAST
JR東日本 ☎050-2016-1603

Tokyo Metro
東京メトロ ☎03-3834-5577

Toei Transportation
東京都交通局（交通局お忘れものセンター） ☎03-3816-5700

Haneda Airport
羽田空港 ☎03-5757-8107

Narita Airport／成田空港 Terminal1
 ターミナル１ ☎0476-32-2105

 Terminal2
 ターミナル2 ☎0476-34-5220

Metropolitan Police  Department
警視庁 ☎03-3814-4151

Tokyo Metropolitan Health and Medical Information Center(Himawari)
東京都保健医療情報センター（ひまわり） ☎03-5285-8181

AMDA International Medical Information Center 
AMDA国際医療情報センター ☎03-5285-8088

Fire Station Telephone Service(Guidance for medical institutions)
消防署相談窓口（医療機関ガイダンス窓口） ☎03-3212-2323

Narita Airport Flight Information
成田空港フライト情報 ☎0476-34-8000

Haneda Airport Flight Information
羽田空港フライト情報 ☎03-6428-0888

Tokyo City Air Terminal (TCAT)
東京シティエアターミナル（リムジンバス） ☎03-3665-7232

Tokyo Airport Limousine Bus
東京空港交通リムジンバス ☎03-3665-7220

Emergency
緊急時 ☎ 119

Telephone Service
相談窓口

☎ ＃7119
☎ 03-3212-2323

TOEI-Bus／都営バス

様々な路線で都内の主要
地域を網羅しています。

Renting Bicycle in Minato City
港区自転車シェアリング

港区内の各サイクルポートでレンタル・返却のできるシェアサイクルです。
Bike-sharing is a system in which multiple bicycle docking ports are placed in Minato City. You can rent 
and return a community bike at any port within a designated area in Minato City, Chiyoda City, Chuo 
City, Shinjuku City, Bunkyo City, and Koto City. Please utilize this service for shopping and sightseeing 
and use one of the bikes for short shopping trips and daily commuting.
http://docomo-cycle.jp/minato/en/

Useful Information 各種サービスの紹介
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TOP Att rac t ions  i n　 Minato  C i ty  港区人気観光スポット

This 333 meter tal l  radio tower was built in 1958. 
There is an observation platform at 150 meters and a 
special observation platform at 250 meters. The way 
it is illuminated at night changes by season and event. 
The building at the foot of the tower, 'Foot Town,' 
houses a wax museum, an aquarium, souvenir shops and 
restaurants. Tokyo Tower is a symbol of Tokyo and a 
major sightseeing spot for tourists.

外国人旅行者からの人気が急上昇しているお台場。ウォーターフロントに開
かれたエリアは、ファミリーで一日中楽しむことができます。

昭和33年（1958年）に高さ333メートルの総合電波塔として建設。
観光名所として国内外問わず多くの人が訪れています。

Odaiba is a popular shopping and entertainment district on a 
man made island in Tokyo Bay. It originated as a set of small 
man made fort islands, which were built towards the end of 
the Edo Period (1603-1868) to protect Tokyo against possible 
attacks from the sea and specifi cally in response to the gunboat 
diplomacy of Commodore Perry. There are a lot of attractions 
to visit, and anyone from adults to children will be able to enjoy  
being here.

Tourist voice

ACCESS
Hoon M

1 Tokyo Tower　東京タワー

2 Odaiba　お台場 3 Nezu Museum　根津美術館

You can see all over Tokyo from here and if the 
weather is nice, cleared sky, it's also able to 
see Fuji mountain from here .　Worth to spend 
money for going up to 250m of the tower, The 
view was amazing. The provided special gifts 
for your birthday also!  Ramen (noodles) there 
was so delicious ;)  Visited September 2016

トリップアドバイザー公式ホームページ ※ランキングは2016年11月1日現在のものです。

2016/10/15に投稿

Many kind of entertainment at odaiba. The future science museum, sony 
museum, sea front, 1:1 gundam. for restaurant, recommend pancakes 
on the rock. There are some excellent pancakes out there. After all, 
you can see a good night view there. Place i hv sent an good day.

We always enjoy the garden. Bring your camera on suny days for 
potentially great garden photos. The museum is relatively small with 
four large rooms but the selection of pieces has always been excellent.

 “A must to see! Tokyo view”
  必見の東京ビュー！ 

5 minutes by foot from Toei Oedo Line Akabanebashi Station
Exit Akabanebashi.　都営大江戸線／赤羽橋駅赤羽橋口より徒歩5分

B-4

ACCESS B-4

根津美術館は、日本・アジアの美術品のプライベートコレクションが展示
されている、美しい庭園が人気の観光名所です。

The Nezu Museum is a private collection of Japanese and Asian 
art - from calligraphy, paintings. ceramics and textiles. The 
industrialist and president of the Tobu railway company, Nezu 
Kaichiro was an avid art collector. The site of the museum and 
garden used to be his private residence, which he bought in 
1906. After his death in 1940, his son founded the museum to 
preserve the collection. At the garden you will fi nd a teahouse as 
well as a variety of stone lanterns and other objects.

2007年に設立された国立新美術館は、日本最
大級を誇る展示スペース14,000㎡を有します。

Established in January 2007, The National 
Art Center, Tokyo, has a total of 14,000 
square meters of exhibition space, one of 
the largest in Japan. Instead of maintaining 
a permanent collection, it focuses on serving 
as a venue for various art exhibitions and is 
one of the few of its kind in the world. 

The National Art Center, 
Tokyo
国立新美術館
4 

Zojoji Temple　増上寺9 Sengakuji Temple　泉岳寺10

Roppongi Hills observation 
deck TOKYO CITY VIEW
六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー
5 HAPPO-EN

八芳園6 

Zojoji Temple was founded in 1393 
as an orthodox and fundamental 
nembutsu seminary for Jodo shu in 
the Kanto (east Japan) region. It has 
endeared itself to the general public 
as both a grand Buddhist temple 
typical of the metropolis Tokyo and a 
hub of religious and cultural activities. 　

増上寺は関東地域（東日本）における浄土宗正統根本念仏道場として
1393年に創建された寺院です。

ACCESS
Tokyo Metro Chiyoda Line Nogizaka 
Station Direct access from Exit 6.
東京メトロ千代田線乃木坂駅6番出口直通

B-2

東京の中心に位置し、高さ250mに東京を見渡せる展
望ギャラリー、270m地点には屋上展望台があります。

An observation facility located in the 
center of Tokyo, one of the world’s major 
cities, features an indoor observation 
gallery 250 meters above sea level where 
visitors can take in sweeping views of the 
city, and Sky Deck outdoor observation 
gallery is 270 meters above sea level. 

ACCESS
Tokyo Metro Hibiya Line Roppongi Station 
Direct access from Exit 1C.
東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口直通

B-2

江戸時代初期、徳川家康の側臣の一人である、大
久保彦左衛門の下屋敷と言われる日本庭園です。

During the early part of the Edo Period, 
this location is said to have served 
as a subsidiary mansion of Okubo 
Hikozaemon,  a c lose conf ident  of 
Tokugawa Ieyasu, and has been carefully 
preserved as a Japanese garden that 
harmonizes with nature.

ACCESS
1 minute by foot from Shirokanedai Station 
Exit 2 of the Tokyo Metro Namboku Line and 
Toei Mita Line.　東京メトロ南北線・都営三田線
白金台2番出口より徒歩1分

D-2

5 minutes by foot from Daimon Station Exit A6 of the Toei Asakusa 
Line, Ooedo Line.　都営浅草線・大江戸線大門駅A6出口より徒歩5分

ACCESS D-3

Sengakuji Temple is a popular 
temple in the south of Tokyo,  
particularly as the burial place of 
the legendary 47 samurais and 
many people visit the temple to pay 
respect to them. A small museum 
commemorating the 47 samurais 
can be found at Sengakuji. 

泉岳寺は、東京の南に位置する寺院で、忠臣蔵で有名な赤穂四十七士の墓
があることで人気の観光地です。

1 minute by foot from Sengakuji Station Exit A2 of the Toei 
Asakusa Line.　都営浅草線泉岳寺駅A2出口より徒歩1分

ACCESS
Nearest station： Daiba Station of the Yurikamome line.
最寄り駅：ゆりかもめお台場海浜公園駅・台場駅

Daiba, Minato City

正門からのアプローチ©藤塚光政

画像提供：森美術館

Rainbow Bridge　レインボーブリッジ7 Mori Art Museum　森美術館8
The Rainbow Bridge, which was 
opened  i n  Augus t  1993 ,  l i nks 
the developing Tokyo waterfront 
subcenter with the heart of the city. 
From the bridge’s walkway, visitors 
can enjoy the sight of the blue water 
below or the night views of the 
waterfront subcenter. 

1993年にオープンしたレインボーブリッジ。橋の上から夜景や屋形船などの
景色を楽しむことができます。

Located on the top floor of the  
Roppongi Hills Mori Tower, Mori 
Art Museum hosts exhibitions of 
contemporary art from around the 
world. The Museum has exhibitions 
in a variety of genres, including 
fash ion ,  arch i tecture ,  des ign , 
photography, and video.

六本木ヒルズ森タワーの最上階に位置する美術館で、現代アートを中心と
した斬新な展覧会を開催しています。

ACCESS D-6
3 minutes by foot from Shibaurafutou Station of the Yurikamome Line.　
ゆりかもめ芝浦ふ頭駅より徒歩3分

ACCESS B-2
Tokyo Metro Hibiya Line Roppongi Station Direct access from 
Exit 1C.　東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口直通

E-7

Wong Y

Tourist voice
“good place for entertainment”
  種類豊富なエンターテイメントプレイス

ACCESS
8 minutes by foot from Omote-sand Station of the Tokyo Metro 
Ginza Exit A5, Hanzōmon and Chiyoda Lines.
東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅A5出口より徒歩8分

B-1

Tourist voice
“Beautiful garden, well selected exhibits”
  美しい庭園と厳選された展示品 Skabu

4-2-8 Shibakōen, Minato City

7-22-2 Roppongi, Minato City

Kaigan 3-chome to Daiba 1-chome, Minato City

4-7-35 Shibakōen, Minato City 2-11-1 Takanawa, Minato City

52F Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato City

52F Ropping Hills Mori tower 
6-10-1 Roppongi, Minato City

1-1-1 Shiroganedai, Minato City

6-5-1 Minamiaoyama, Minato City

2016/7/12に投稿 2016/10/6に投稿

画像提供：東京都港湾局
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Sengakuji templeSengakuji templeHAPPO-ENHAPPO-EN

Azabu juban  
shopping street
Azabu juban  
shopping street

Zojoji templeZojoji temple

Nezu museumNezu museum

Roppongi HillsRoppongi Hills
（Tokyo city view）
（Mori Art Museum） 
（Tokyo city view）
（Mori Art Museum） 

National Art center, 
Tokyo
National Art center, 
Tokyo

Hotel OkuraHotel Okura

Hinode 
Pier
Hinode 
Pier

Odaiba 
Marine Park
Odaiba 
Marine Park

Rainbow bridge

→P.82→P.82 →P.83→P.83

→P.66-67→P.66-67
→P.83→P.83
→P.83→P.83

→ P.62-63 P.83→ P.62-63 P.83

→P.64-65→P.64-65

→P.58-59→P.58-59

→P.70-71 P.83→P.70-71 P.83

→P.83→P.83

→P.83→P.83

Tokyo towerTokyo tower
→P.60-61 P.82→P.60-61 P.82

DaibaDaiba→P.82→P.82

Shimbashi

Tamachi

Hamamatsucho

Shinagawa

Tokyo

Meguro

Gotanda

Yurakucho

→P.68-69→P.68-69
Hato busHato bus

 Otemachi

Tameike-
sanno

Takeshiba 
Passenger 
Ship Terminal

Takeshiba 
Passenger 
Ship Terminal

24h/48h/72h Ticket for 
Tokyo Metro & Toei Subway
東京メトロ＆都営地下鉄 共通24h/48h/72h乗車券

関東のPASMO・Suica加盟事業者利用
可能駅ではどちらのカードも
共通で使用できます

This ticket offers 24hours, 48hours, or 72hours of 
unlimited rides after first use on all Tokyo Metro 
and Toei Subway lines.

After buying a new IC card with an 
advanced payment, you can pass the 
ticket barrier by touching the automatic 
t i cke t  ga te  o r  bus  t i cke t  read ing 
machine with the card, and the fare will 
be deducted automatically. In addition, 
fares will be lower around Tokyo area 
(it is some in some cases). The card 
can also be used as electronic money 
for shopping at registered shops.

PASMO,Suica

800yen
1200yen
1500yen

400yen
600yen
750yen

Adult

24-hour
48-hour
72-hour

Child

Ginza Line Tozai Line Fukutoshin Line

Marunouchi Line Chiyoda Line Namboku Line

Hibiya Line Yurakucho Line Hanzomon Line

JR Lines 【all 4 lines】 Other Railway Lines 【all 4 lines】

Yamanote Line

Keihin-tohoku Line

Yokosuka Line

Tokaido Line

Keikyu Lines Tokyo monorail

Rinkai Line Yurikamome

Minato City Map 港区広域マップ

Toei Subway 【all 4 lines】

Toei Asakusa Line

Toei Mita Line

Toei Shinjuku Line

Toei Oedo Line

Tokyo Metro 【all 9 lines】

「PASMO」は株式会社
パスモの登録商標です。

JR東日本提供

HANEDA 
Airport

NARITA 
Airport

Access of up to Minato City
港区のアクセス

Keikyu Airport
Limited Express

Keisei 
Skyliner

Toei Oedo Line

10min.

Narita 
Express

60min.

Narita 
Express

81min.

7min. 9min.

19min. 45min.

22min.

6min.
Toei Oedo Line

25min.
Hibiya Line

5min.
Hibiya Line

6min.
Hibiya Line

5min.
Marunouchi 
Line

Tokyo 
Monorail

10min.
JR Yamanote 
Line

Hamamatsucho 
Sta.

Shinagawa 
Sta.

Shinjuku 
Sta.

Kasumigaseki
Sta.

Roppongi
Sta.

Tokyo
Sta.

Keisei Ueno
 Sta.

Daimon 
Sta.

Ueno 
Sta.

Ebisu 
Sta.

Hinode Pier is the base point for cruising Tokyo Bay. It has 
the departure and arrival points for fl oating restaurants and 
water-buses with routes to Rinkai Fukutoshin and Asakusa. 

東京港内クルージングの拠点。臨海副都心や浅草への
航路がある水上バスやレストラン船の発着があります。 

日の出ふ頭 Hinode Pier 

The arrival and departure port for floating restaurants and 
regular liners to Izu and Ogasawara Islands. Enjoy a stroll 
through the adjacent Kaijo Park.

伊豆・小笠原諸島への定期船やレストラン船が発着します。
隣接した海上公園で散策も楽しめます。

竹芝客船ターミナルTakeshiba Passenger Ship Terminal

The water-bus “AsakusaOdaiba Direct Line” and other 
liners arrive and depart here. 

浅草とお台場を結ぶ水上バス「浅草・お台場直通ライン」などが
発着します。

お台場海浜公園 Odaiba Marine Park 
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