
 

 

 

 

      ２００６ 年３月７日 

東京駅の過去・現在そして未来を伝える 

東京駅ルネッサンス ～次の１００年へ～ 

特別イベントの開催について 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

イ ベ ン ト 名  「東京駅ルネッサンス」～次の１００年へ～・・・詳細は別紙１～４ 

開 催 期 間  ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金）  ※ 一 部 開 催 期 間 の 異 な る イ ベ ン ト も あ り ま す 。 

イベント概要  東京駅丸の内南口ドームを中心に、東京駅構内の店舗や駅の各箇所において東京駅の過

去、現在、未来を体験していただける全５つの複合イベントを開催します。 

 

東京駅の『復刻』と『進化』をテーマに未来の東京駅を映像でご紹介する２つのイベント。 

◆丸の内南口 ドームシアター ～東京駅百年物語～・・・別紙１ 

開催場所  東京駅丸の内南口ドーム   開催期日 ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要  東京駅丸の内南口ドームの天井をスクリーンに仕立て、創建当時からの東京駅の歴史を 

映像で紹介します。 

 

◆バーチャルトリップ「未来の東京駅」・・・別紙１ 

開催場所  東京駅丸の内南口ドーム   開催期日 ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要  ２００７年秋開業予定の東京駅八重洲口ツインタワーの模型の公開展示を始め、ＣＧスクリ 

ーン映像で完成後の東京駅をバーチャル体験できます。 

 
 
 

東京駅では現在丸の内駅舎保存・復原工事に向けた準備が進められています。既に八重洲口

ツインタワーと日本橋口ビルの建設工事が行われておりますが、これらの工事が完成すると、東京

駅は先進性と伝統が融合した世界を代表する駅として大きく生まれ変わります。 

そこで今回、この東京駅再生の取り組みを『東京駅ルネッサンス』と名付け、現在の駅舎が見納

めとなるこの機会に、改めて東京駅の歴史を振り返るとともに、完成後の東京駅（駅周辺エリア）が

どのように生まれ変わるのかを広く知っていただくための特別イベントを開催いたします。 



東京駅の各所で東京駅の歴史と文化に触れられる３つのイベント。 

◇懐かしのあの頃へ。「ノスタルジック東京キャンペーン」・・・別紙２ 

参加店舗  東京駅エキナカ、丸の内北口「味の散歩道」の各店舗 ※一部参加していない店舗があります。 

開催期日  ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要  期間限定のキャンペーン対象商品をお買い上げの方に東京駅限定オリジナル絵はがきをプレ

ゼントいたします。 

        

◇東京駅所蔵の品々と写真で辿る「東京駅の歴史展」・・・別紙２ 

開催場所  ステーションギャラリー    

開催期日  ２００６年３月２２日（水）～４月９日（日） 

概   要  東京駅所蔵品や歴史を振り返る貴重な写真などをご覧いただける特別展を開催します。 

 

◇「東京駅アートロードパノラマ展示」・・・別紙２ 

開催場所  東京駅アートロード  ※東京駅丸の内南口地下と京葉線改札口を結ぶ地下通路 

開催期日  ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要  東京駅の歴史と未来像をアートロードの長いストリートを生かしてパノラマ的に紹介します。 

 

 

さらに、「東京駅ルネッサンス」に合わせ、記念グッズも発売。・・・別紙３・４ 

◇「東京駅ルネッサンス」記念Ｓｕｉｃａイオカード（限定１０，０００枚） 

発売箇所  東京駅八重洲中央みどりの窓口     

発売開始  ２００６年３月１７日（金） ＡＭ５：３０～ 

※お一人様５枚までとさせていただきます。 

※なお、この記念Ｓｕｉｃａイオカードは東日本キヨスクがＮＥＷＤＡＹＳ・レッツキヨスクで現在実施しているオ

ープン懸賞キャンペーンでも限定３００枚をお客様プレゼントの賞品として提供いたします。 

 

◇「東京駅ルネッサンス」オフィシャルグッズ 

販売箇所  東京駅「動輪の広場」特設販売ブース、東京駅構内の各ショップ及びＪＲ東日本のインターネ

ットポータルサイト「えきねっと」   ※一部販売していない店舗があります。 

発売開始  ２００６年３月１７日（金）～ 

 概   要  現在の東京駅丸の内駅舎をモチーフにデザインしたオフィシャルグッズ８品を販売します。 

 

◇Ｓｕｉｃａペンギングッズ「東京駅バージョン」 

販売箇所  東京駅「動輪の広場」特設販売ブース及び東京駅構内の各ショップ    

発売開始   ２００６年３月１７日（金）～ ※一部販売していない店舗があります。 

 概    要   大好評のＳｕｉｃａペンギングッズ、「東京駅バージョン」が登場！アイテム数は５種類で数量  

限定です。 

 

「東京駅ルネッサンス」記念ＡＤトレインも走行中 

◇ＡＤトレイン「東京駅百年物語」 

運行期間  京浜東北線：２００６年３月１日（水）～３月１５日（水） 

中央快速線：２００６年３月２日（木）～３月１６日（木）  

概   要  京浜東北線、中央快速線（各１編成）で、東京駅の歴史と未来像、東京駅にまつわるエピソ

ードを貴重な写真とともに紹介します。 

 

 

 



 
 

イ 

イベントその１ 

 丸の内南口 ドームシアター ～東京駅百年物語～ 

開催場所  東京駅丸の内南口ドーム    

開催期日  ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） １１：００～１９：００ 《入場無料》 

概   要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントその２ 

 バーチャルトリップ「未来の東京駅」 

開催場所   東京駅丸の内南口ドーム   

開催期日   ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） １１：００～１９：００ 《入場無料》 

概   要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙１】 

東京駅開業の１９１４年から今回の保存・復原工事で創建時の姿が蘇るまでの約１００年のあゆ

みを、約３分の映像に凝縮し、丸の内南口ドームの天井に投射します。 

八重洲口開発を中心に２００６年から２０１１年に向けて変貌を遂げていく東京駅の姿を,ダイナミ

ックなスクリーンと巨大な開発ビル模型に、高度なＣＧ技術を駆使した迫力ある映像を約３分の物

語として映し出します。 

また常設のＭＲ装置では模型の中の未来の八重洲口をポケモンのキャラクターが紹介してくれま

す。 

 



ギャラリー内の各展示スペースで時代とともに親しまれてきた東京駅にまつわる展示品の数々を 

時空を旅するかのようにご覧いただけます。東京駅がどのようにしてできたか、どのように発展 

してきたかを数々のエピソードとともに写真や実物展示で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

イベントその３ 

 懐かしのあの頃へ。「ノスタルジック東京キャンペーン」 

参加店舗  東京駅エキナカ、丸の内北口「味の散歩道」の各店舗 ※一部参加していない店舗があります。 

開催期日  ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要  イべントにあわせた期間限定のキャンペーン対象商品をお買い上げの方先着３０万名様に東

京駅限定オリジナル絵はがきをプレゼント。（全１０種類） 

 

プレゼント絵はがきの一例 

 

 

 

 

 

 

 

イベントその４ 

  東京駅所蔵の品々と写真で辿る東京駅の歴史展 《入場無料》 

開催場所  東京ステーションギャラリー   開催期日 ２００６年３月２２日（水）～４月９日（日） 

開催時間  １０：００～２０：００ 

概   要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントその５ 

「東京駅アートロードパノラマ展示」 《入場無料》 

開催場所  東京駅アートロード    開催期日 ２００６年３月１７日（金）～３月３１日（金） 

概   要   

 

 

 

    

【別紙２】 

 

東京駅の歴史と未来像を伝えるがアートロードの長いストリートに出現！全長約１００メートルに及

ぶパノラマ展示をこの機会に見学してみては。きっと今まで知らなかった東京駅の過去の歴史や

魅力を再発見できます。 

東京ステーションギャラリー 



 

 

 

 

「東京駅ルネッサンス」記念グッズ発売 

①「東京駅ルネッサンス」記念Ｓｕｉｃａイオカード（限定１０，０００枚） 

発売箇所  東京駅八重洲中央みどりの窓口     

発売開始  ２００６年３月１７日（金） ＡＭ５：３０～ 

※お一人様５枚までとさせていただきます。 

※なお、この記念Ｓｕｉｃａイオカードは東日本キヨスクがＮＥＷＤＡＹＳ・レッツキヨスクで現在実施している 

キャンペーンでも３００枚をお客様プレゼントの賞品として提供しています。 

 

②「東京駅ルネッサンス」オフィシャルグッズ 

東京駅舎やイベントロゴをモチーフにしたオリジナルオフィシャルグッズ 

販売箇所  東京駅「動輪の広場」、東京駅構内の各ショップ及びＪＲ東日本のインターネットポータル 

サイト「えきねっと」   ※一部販売していない店舗があります。 

発売開始  ２００６年３月１７日（金）～ 

概   要 

 

 

 

 

 

 

③Ｓｕｉｃａペンギングッズ「東京駅バージョン」 

    大好評のＳｕｉｃａペンギンのキャラクターグッズ「東京駅バージョン」登場！ 

  販売箇所  東京駅「動輪の広場」及び東京駅構内の各ショップ  

発売開始   ２００６年３月１７日（金）～ ※一部販売していない店舗があります。 

概   要 

 

 

 

  

 

 

【販売箇所一覧表】 

「東京駅ルネッサンス」 

記念Ｓｕｉｃａイオカード 

「東京駅ルネッサンス」 

オフィシャルグッズ 
Ｓｕｉｃａペンギングッズ 

「東京駅バージョン」 

• 東京駅八重洲中央みどりの窓口 

• 東京駅「動輪の広場」（臨時売店） 

• ＪＲ東日本ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ「えき

ねっと」 

• ステーションホテル（オリジナル切手の

みの販売となります） 

• 東京駅のコンビニエンスストアや売店 

 ・ＮＥＷＤＡＹＳ 

 ・ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 

 ・キヨスク売店 

• 東京駅「動輪の広場」（臨時売店） 

• 東京駅のコンビニエンスストアや売店 

 ・ＮＥＷＤＡＹＳ 

 ・ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 

 ・キヨスク売店 

 

 

「動輪の広場」や東京駅構内の各ショップ、「えきね

っと」などで、懐中時計をはじめとするオリジナルオ

フィシャルグッズを８アイテム販売します。価格帯は

3,000円～5,000円とお手頃価格で、「シリアルＮｏ」

入りの商品もあります。この機会にしか手に入らない

お薦めの記念グッズです。 

昨夏に発売を開始しましたＳｕｉｃａペンギンのキャ

ラクターグッズに「東京駅バージョン」が登場します。

「動輪の広場」や東京駅構内の各ショップにて数量限

定で販売します。二つ折り携帯ストラップ、ボールペ

ン、メモ帳、クリアファイル、ミラーの５アイテム。 

既存商品も同時に販売しますので、この機会に全種類

集めてみてはいかがでしょうか。 

【別紙３】 

 



価格 3,675円 数量 1,000個 価格 2,625円 数量 1,000枚 価格 5,250円 数量 500枚 価格 3,675円 数量 1,000個

価格 5,250円 数量 300個 価格 3,150円 数量 1,000本 価格 3,150円 数量 500個 価格 780円 数量 3,000個

価格 600円 数量 3,000個 価格 330円 数量 3,000個 価格 650円 数量 3,000個 価格 540円 数量 3,000個

「東京駅ルネッサンス」記念グッズ一覧

【別紙４】

ミラー【東京駅ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ】

数量 10,000枚

ｵﾘｼﾞﾅﾙ東京駅舎 1947-2006

東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙﾈｸﾀｲﾋﾟﾝ 東京駅限定二つ折り携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ【東京駅ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ】

「東京駅ルネッサンス」記念Suicaイオカード

東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙ懐中時計 東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙﾈｸﾀｲ

東京駅ﾚｰｻﾞｰ彫刻ﾍﾟｰﾊﾟｰｳｴｲﾄ 東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾎﾟｰﾂﾀｵﾙ 東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙ額装（辰野金吾「中央停車場建物展覧図」）

2,000円価格

東京駅限定ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ ﾒﾓ帳【東京駅ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ】

東京駅ﾙﾈｯｻﾝｽｵﾘｼﾞﾅﾙ切手ｼｰﾄ

価格 3,150円 数量 1,000ｼｰﾄ

※東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙ切手ｼｰﾄは東京ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙのみでの販売となります。

※価格は消費税込みの価格です。

※数量は初回販売予定数量です。（記念Ｓｕｉｃａイオカード、Ｓｕｉｃａペンギングッズは数量限定となります。）

※商品画はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。




