旧江戸川

1-minute walk from Kasai-Rinkai Park Station on the JR Keiyo Line / Musashino Line.

葛西臨海公園駅

JR 京葉線・武蔵野線「葛西臨海公園」下車 徒歩 1 分
東京メトロ東西線「西葛西」・「葛西」から都バス 葛西臨海公園駅行き約 20 分「葛西臨海公園駅」下車
京成バス「シャトルセブン」「葛西臨海公園駅」下車
東京水辺ライン「お台場海浜公園」から約 50 分（TEL.03-5608-8869）
Take the Metropolitan Bus bound for Kasai-Rinkai Park from Nishi-Kasai or Kasai Stations on the Tokyo Metro Tozai Line for approximately 20 minutes, and get oﬀ at the Kasai-Rinkai Park stop.
Get oﬀ at the Kasai-Rinkai Park stop of the Shuttle Seven (Keisei Bus) bound for Tokyo Disney Resort.
Approximately 50-minute ride from Odaiba Seaside Park on the Tokyo Mizube Cruising Line (TEL.03-5608-8869).

（野鳥保護のため立入禁止）

飲

葛西臨海水族園

京
至東

臨時駐車場・バイク置き場
至 舞浜

公園サービスセンター

Kasai Rinkai Park Administration Oﬃce
(6-2-1 Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo 134-0086)

Kasai Marine Park Oﬃce
(6area - around Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo 134-0086)

葛西臨海公園は、緑と水と人のふれあいをテーマに五つのゾーンを配して誕生した
公園です。昭和 60 年 1 月から葛西沖開発土地区画整理事業の一環として着手し、
平成元年にその一部約 38 ヘクタールがオープン。平成 6 年 4 月には鳥類園ゾーン、
平成 7 年 7 月には展望レストハウス「クリスタルビュー」、平成 13 年春には大観覧
車がオープンしました。水上バスも運行され、ウォーターフロントの人気のスポッ
トになっています。また、葛西臨海公園は、災害時の避難場所や大規模救出救助活
動拠点候補地として、防災上の重要な役割も担っています。葛西海浜公園は人工の
2 つの砂浜で、春から夏にかけて、西なぎさは、大勢の水遊びのお客様で賑わいます。
東なぎさは立入り禁止で、野鳥の保護区となっています。

777,197.44
（令和２年６月 30 日現在）

年間の主な催物

Kasai Rinkai Park was established around the theme of connecting greenery, water, and
people, and is divided into ﬁve zones. Construction began in January 1985 as part of the

Kasai Coastal Development Land Readjustment Project, with a section approximately 38

hectares large opening in 1989. The bird sanctuary zone opened in April 1994, followed

the next year by the Crystal View. A Giant Ferris Wheel opened in the spring of 2001. The
park can be accessed by waterbus and has become a popular waterfront spot. In
addition, Kasai Rinkai Park has a big role as a evacuation place when disaster occur and
designated as a candidate place for "Base for Large-scale and Life-saving Operations".

サマーフェスティバル（8 月）、水仙まつり（2 月） 変更・中止となる場合があります。
< 園内花ごよみ >

春：
（3 月）ボケ、コブシ、レンギョウ、
ハナニラ、サンシュユ
（4 月）サクラ類、セイヨウシャクナゲ
（5 月）ライラック、センダン、イボタノキ、
ポピー、シラン、フジ、キショウブ
夏：
（6 月）ザクロ、ネジバナ、アジサイ、
トケイソウ（7 月）ハマナス、ハマボウ、
ノウゼンカズラ、ハマユウ、ネムノキ、ハギ、
ガクアジサイ（8 月）カラスウリ、
アメリカデイゴ、フヨウ

芝生広場
緩やかな勾配の芝生広場を中心に、蓮池、散
策路、樹林、休憩舎、大観覧車、宿泊施設な
どがあります。

葛西臨海水族園

展望広場
勾配のある芝生の広場で、東京湾を臨む展望
レストハウス「クリスタルビュー（9：00 ～
17：00、入館 16：30 まで）」があります。

TEL.03ｰ3869ｰ5152

・ 営業時間 9：30～17：00（入園は 16：00 まで）
・ 定休日 水曜日、年末年始
パークトレイン

TEL.03ｰ3686ｰ6911

・ 運休日 水曜日 ( 祝日の場合は翌日 )・年末年始
・ 料金 大人 ( 中学生以上 70 才未満 ) 350 円 / 回、70 才以上
150 円 / 回、3 才から小学生まで 150 円 / 回
ダイヤと花の大観覧車

TEL.03ｰ3686ｰ6911

ホテルシーサイド江戸川（江戸川区所管） TEL.0120ｰ92ｰ1489
東京水辺ライン

TEL.03ｰ5608ｰ8869

バーベキュー広場（完全予約制）

TEL.03ｰ6854ｰ8749

・ 予約受付時間 9：30 ～ 22：00
・ 営業時間 10：00 ～ 16：00（時季によりナイター営業有り。
詳細は下記ＵＲＬにてご確認ください。
）
▶ http://www.kasai-bbq.jp/
・ 定休日 12 ～ 2 月の水曜日、年末年始

秋：
（9 月）ブッドレア、ハマギク、
キバナコスモス（10 月）センセーション、
ザクロ、ヒガンバナ（11 月）イソギク
冬：
（12 月）サザンカ、コブクザクラ
（1 月）ウメ、アセビ、ロウバイ、スイセン
（2 月）オウバイ、マンサク

ソラミドＢＢＱ（完全予約制）

TEL.03ｰ6854ｰ8754

・ 予約受付時間 9：30 ～ 22：00
・ 営業時間 4～11 月の 11：00～ 21：00
（11 月のみ 16：00 まで）
・ 定休日 12 ～ 3 月

パークライフ・カフェ＆レストラン
・ 営業時間
・ 定休日

10：00 ～ 17：00（7 月20日～ 8 月31日は18：00
まで )
年末年始

クリスタルカフェ
・ 営業時間
・ 定休日

TEL.03ｰ5878ｰ1327

鳥類園
二つの池、観察舎、観察窓などがあ
り、野鳥等の自然観察ができます。
観察の中心となる鳥類園ウォッチン
グセンター（9：15 ～ 16：30）では、
情報コーナーで、鳥に関する展示を
しています。

有料・24 時間
TEL.03-3877-0725
181 台（うち身障者用 18 台、普通車・バス・大型車）
臨時駐車場有
Toll parking facilities available (24 hours open)

※休日は駐車場が混雑しますので公共交通機関
のご利用をお願いします。
The parking get congested on holidays, so we ask that visitors
please use public transportation.

3 ～ 11 月は 10：00 ～ 17：00
12 ～ 2 月は 11：00 ～ 16：00
年末年始

葛西臨海公園１号売店
・ 営業時間

TEL.03ｰ6808ｰ0070

葛西臨海水族園
高さ 21ｍのガラスドームが目印。ドー
ナツ型の大水槽で群泳するクロマグロ
や、国内最大級の展示場で泳ぎ回るフ
ンボルトペンギンなど、600 種を超え
る世界中の海の生き物を見ることがで
きます。TEL.03-3869-5152（水曜定休）

TEL.03ｰ5674ｰ0467

9：30～16：30（年末年始定休日）

葛西臨海公園２号売店

TEL.03-5674-0469

・ 営業時間 9：30～16：30
・ 定休日 12 月～ 2 月の水曜日（祝日にあたる場合は翌日）、
年末年始

東京都公園協会事業全般に関するお問合せ
お客様サポートセンター TEL.03-3232-3038
公園検索 「公園へ行こう！」
https://www.tokyo-park.or.jp/
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