
ちよだくあにまっぷ



はじめに
こんにちは！
法政大学 人間環境学部 高田Ａ３ゼミ、生物と人班
です。
私たちは動物を祀る神社や動物カフェなど、動物と
人の関わりを見られるスポットについて調査をして
います。
今までに40カ所のスポットに足を運びました。

３冊目の冊子となる‘ちよだく あにまっぷ‘では、
今まで訪れたスポットを より楽しんでいただける
モデルコースをご紹介します！

皆様の近くに隠れている動物たちの魅力に気づいて
いただけたら幸いです。

2018年 生物と人班
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縁結び、仕事運など
のご利益があり、女性
や仕事帰りのビジネ
スマンに人気です。

晴れの日コース

赤坂見附駅

start

基本情報

所在地 〒100‐0014

東京都千代田区永田町
2丁目10番5号

交通

アクセ
ス

（1）千代田線赤坂駅出口2
徒歩3分
（2）千代田線国会議事堂
前駅出口5徒歩5分
（3）南北線・銀座線溜池山
王駅出口7徒歩3分
(4)銀座線・丸の内線赤坂
見附駅出口11徒歩8分

営業時
間

月～日曜日5時～18時
※祝日は時間変更あり

①日枝神社

晴れの日に楽しめる、
千代田区お散歩コース

「まさる守」って
いうお守りがあ

るよ！
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水と緑に囲まれ
た癒しの広場。カ
フェもあり、ゆった
りとした時間を過
ごせます。

大都会のなか
で釣りとボート
を楽しもう♪

コイ、フナ、冬
にはニジマスも
釣ることができ

ます！

Goal

基本情報

所在地 〒102-0094東京都千代
田区紀尾井町４−２６

交通

アクセ
ス

⑴銀座線・丸の内線赤坂
見附駅
赤坂口（改札）からB・C・D
出口方面⇒赤坂地下歩
道⇒ D出口方面へ

営業時
間

9:00～ 18:00 (4月～9月)
9：00～日没（10月～3月）
定休日;水曜日

基本情報

所在地 〒102-0094 東京都千代
田区紀尾井町1−2 TEL: 03-
3288-5500

交通

アクセ
ス

⑴銀座線・丸の内線赤坂
見附駅
赤坂口（改札）からB・C・D
出口方面⇒赤坂地下歩
道⇒ D出口方面へ

営業時
間

平日 10:00～21:00
土休日 10:00～21:00

②弁慶橋ボート場

③東京ガーデンテラス紀尾井町

実は、鹿の角は毎年生え
変わっています。春先に
抜け落ち、夏に向けて、

新たに生えてくるのです。



東京駅から徒歩３分の
パソナビル１３Fに突如現れる牧場！
ミニブタ、アルパカ、フラミンゴなど
いろいろな動物たちが待っている
癒され空間です。

併設されたカフェではバターやア
イスクリームの手作り体験もでき
ます。学校帰り、お仕事帰りに可
愛い動物に癒されてみてはどう
でしょうか？

体験は要予約！
最新情報をチェック！
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☂雨の日コース



日本橋

東京駅

三越

麒麟像

ライオン像

大手町牧場付近の動物たち

ドーナツの穴からひょっこりと
顔を出している ‘クマゴロン’
がかわいい！(２９０円～)
シレトコファクトリー

東京京葉ストリート店

独自の食感が人気のクラブハリエ
のバームクーヘン。日本橋三越限
定ライオンパッケージをお土産
に！(４個入り １５１２円)
クラブハリエ 日本橋三越本店

傘を片手にちょっと寄りたい

日本橋には全部で4体の麒麟像があります。

麒麟像には「東京の繁栄」と「日本中に飛び立てるよう
に」との願いが込められています。
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大手町牧場から
歩いて行けます！



🐕ペットといっしょコース

市ヶ谷駅

市ヶ谷駅から
歩いてすぐの

場所にある、
ペットと一緒に
お参りできる
神社です。

急な階段は登るのが大変で
すが、登りきった先には

都会の中にあるとは思えない
ほど静かで、落ち着いた空間
が広がっています。
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本場中国四川省から取り寄せた珍
しいスパイスを使用したこだわり本
格四川料理のお店です！

キャリーバッグがあればわんちゃん
ねこちゃんとも入店可能です！
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市谷亀岡八幡では
ペットと一緒に初詣、
諸祈願できます♪
ご予約はこちらから！

今年のはじめは
ペットと一緒に初詣！



護符
ペット用に、飼い主様用に。中にはドックハウスにも

付けるのも◎ 500円

ペットの彫り札守り
「飼い主様のお名前」「ペットのお名前」「祈願主旨」
を刻んだ世界で１つだけの御守りです。2000〜
3000円

まさる守り
日枝神社公式キャラクター、まさるくんのお守り。
山の守り神とも呼ばれる猿は、「さる」という音から
「勝る（まさる）」「魔が去る（まがさる）」と考えられ、
勝運や魔除けのご利益があります。

(大)600円(小)500円

山王絵馬
猿が書かれた山王絵馬は全5種類から選べます。
1,000円

どうぶつ
おねがい兎の御守り

木彫りの兎がかわいいお守り。

小さな短冊に願い事を書き、白いお守り袋
に入れて持ち歩けば、大黒様が因幡の白
兎の願いを叶えてくれたように、あなたの
願いを叶えてくれます。800円



縁結びお守り

招き猫をモチーフにした丸い形のお守り。黄色
やピンク、水色など定番の6色に加え、期間限
定の柄があることも！800円

モチーフ
御朱印
赤・黄・青・緑の４色の巴紋
と烏をあしらった社紋。無
病息災の御守が付いてき
ます。大祭、ひなまつりの

際には限定の御朱印も！

500円

開運御守
烏森神社の烏を可愛くデザインした御
守で、あらゆる運勢が明るく開くよう御
祈願されています。

新橋のキャラクター、こい吉として親し
まれています。
各800円

御朱印
招き猫と干支の判子がかわいいです。

同じく招き猫が表紙になった御朱印帳も人気です。
300円



虎ノ門

千代田区にもある
パワースポット

烏森神社 最近仕事がうま
くいってないあなたに・・・
ちょっと寄っていきません
か？仕事運がアップするか
も！ラッキーアイテム御朱
印(新橋駅徒歩２分)

東京大神宮 最近恋愛して
ますか？おみくじで大吉が
でるといい出会いがあるか
も！(飯田橋駅徒歩５分)

パワー
スポット
コース

御利益
火に関するもの、防火、防災
印刷・コンピュータ関係
商売繁昌
恋愛、結婚、縁結び

愛宕神社 愛宕神社（あたごじんじゃ）は、
東京都港区愛宕一丁目にある神社で、
愛宕山（標高26m）山頂にある。
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東京タワー
Tokyo Tower

高さ150ｍの大展望台、250ｍの特別展
望台、塔脚下の商業ビル「フットタウン」
で構成されている東京のシンボルであり、
観光スポットです。
山手線のほぼ中央に位置し、年中無休
の展望台からは東京の立体感溢れる景
観を堪能できます。

1958年（昭和33年）に開業した総合
電波塔で、正式名称は日本電波塔
（にっぽんでんぱとう）。

東京タワー
住〒105-0011 東京都港区芝公園４丁目
２−８交都営大江戸線「赤羽橋駅」より徒
歩5分営メインデッキ（150ｍ）9:00～
23:00（最終入場 / 22:30）トップデッキツ
アー（250ｍ）9:00～22:15の間、15分おき
（最終ツアー / 22:15）￥メインデッキ（大
人900円）トップデッキツアー（大人2800
円）☎03（3433）5114

愛宕神社
住〒105-0002 東京都港区愛宕１－５－
３交日比谷線「神谷町駅」より徒歩5分・銀
座線「虎ノ門駅」より徒歩8分営社務所受
付時間 午前9時～午後5時まで。ご祈願
受付時間 午前10時～午後3時まで

土日週末は、結婚式等もございますので
ご予約頂きます方が確実です。

~Information~



🐈ネコめぐりコース

今戸神社

今戸地区は招き猫発祥の地！
境内に入ると、たくさんの招き
猫が出迎えてくれます。

「古事記」の中で始めて結婚し
た男女の神である伊弉諾尊と
伊弉冉尊が祀られています。

一度は訪れたい縁結びスポット
です。
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すくった金魚は連
れて帰っても水槽
に戻してもOK！

連れて帰らない人
のポイは少し丈夫
にできています。

浅草ねこ園

浅草
きんぎょ

淺草で唯一の「保護猫カフェ」

11～20匹のかわいい猫たちが

待っています。一緒に遊んで、寝
ている猫を眺めて癒されましょう。

1時間800円

千代田区の保護猫カフェ

まちねこ

一年中金魚すくいが楽しめる！

浅草で人気のジャンボめろんぱんで
有名な「花月堂」が手掛ける金魚すく
い、金魚雑貨専門店。
いつでも縁日気分を味わえます♪

1ゲーム(ポイ3枚) 300円

秋葉原駅、神田駅から徒歩10分！

仕事帰り、学校帰りにも気軽に足を運べ
ます。 1時間1000円
東京都千代田区神田須田町2丁目8－4
第二神田須田町ビル5階
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法政大学高田ゼミ
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