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東⽇本旅客鉄道株式会社 

東 京 ⽀ 社 

お花⾒キャンペーン「ようこそ！上野 2017 春」を開催します 

〜駅から始まる、桜のまち、上野〜 

 

 上野駅では、2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）〜4 ⽉ 9 ⽇（⽇）の期間、江⼾時代からの桜の名所「上野」を盛り上げるお花⾒キャ
ンペーン「ようこそ！上野 2017 春」を開催いたします。 

 上野は、⽇本を代表する桜の名所「上野恩賜公園」があり、江⼾時代から多くの⼈々が花⾒を楽しんできました。 

今もなお多くの⼈々を魅了する「桜のまち、上野」を上野駅から盛り上げます。 

「ようこそ！上野 2017 春」では、駅構内に出現する巨⼤枝垂れ桜をはじめとした桜装飾や、華やかな⾳楽祭やアートイベント、お
花⾒に持っていきたいお弁当まで、「桜のまち、上野」の⽞関⼝としてお客さまをおもてなしいたします。 

 

🌸ようこそ！上野 2017 春 オープニングイベント開催！ 

「ようこそ！上野 2017 春」の開幕を告げるオープニングイベントとして、地元・東京藝術⼤学の学⽣を中⼼に結成された⾦管五重奏
「こぱんだウインズ from ぱんだウインドオーケストラ」の皆さまによるコンサートを開催します。また、会場には、上野駅のかわいいパンダキ
ャラクターも登場し、⼀緒にステージを盛り上げます！  

・⽇ 時：2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）14:00〜 

・場 所：上野駅 1F 中央改札外 ガレリア 

・出 演：こぱんだウインズ from ぱんだウインドオーケストラ 

・参 加 費：無料                                     ▲こぱんだウインズ from ぱんだウインドオーケストラ 

・主 催：東⽇本旅客鉄道株式会社 上野駅 

株式会社アトレ 上野店 

株式会社 JR 東⽇本リテールネット エキュート上野 

・協 ⼒：東京・春・⾳楽祭実⾏委員会 

                                             ▲上野駅キャラクター        ▲うえきゅん（エキュート上野） 



🌸上野駅に桜の名所が出現！巨⼤枝垂れ桜 

上野駅は古くから「東北の⽞関⼝」として親しまれてきました。その由縁から、⽇本三⼤桜の⼀つに数えられる福島県の「三春の滝桜」
をモチーフにした、巨⼤な枝垂れが上野駅中央改札外グランドコンコースに登場します。江⼾時代から親しまれていた伝統的な花⾒を
表現するために、和傘などの和⾵なデザインを取り⼊れています。また、上野のシンボル「パンダ」がお花⾒を楽しんでいるかのような親し
みやすいシーンを表現しました。フォトスポットに、待ち合わせにも。多くの⼈に親しまれる、新しい桜の名所が誕⽣します。 

・期 間：2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）〜4 ⽉ 9 ⽇（⽇） 

・場 所：上野駅中央改札外 グランドコンコース 

・主 催：東⽇本旅客鉄道株式会社 上野駅、株式会社アトレ 上野店 

 

 

 

▲グランドコンコースに登場する巨⼤枝垂れ桜 

🌸びゅうプラザ上野「ようこそ！上野 2017 春プレゼントキャンペーン」 

期間中、びゅうプラザ上野駅でご旅⾏をお申込みのお客さまに、早咲き桜の開花でひと⾜先に春の到来を告げた伊⾖・奥下⽥「観⾳
温泉」より取り寄せたボディソープをプレゼントいたします。びゅうプラザスタッフも愛⽤する観⾳温泉ボディソープと⼀緒に春の旅をお楽し
みください。 

・期 間：2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）〜4 ⽉ 9 ⽇（⽇） 

・内 容：期間中、びゅうプラザ上野駅でご旅⾏をお申込みいただいたお客さまに伊⾖・奥下⽥「観⾳温泉」のボディソープをプレゼ
ントします。 ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。 

 

 

 

 

 

 

▲伊⾖・奥下⽥「観⾳温泉ボディソープ」 

 



🌸「ようこそ！上野 2017 春」×「東京・春・⾳楽祭」ミニコンサート 

〜⾳楽と桜のライブペインティングとの融合も〜 

上野に⾳楽で春を告げる「東京・春・⾳楽祭」と「ようこそ！上野 2017 春」のコラボレーション企画として、駅構内の各所でクラシックの
ミニコンサートを開催します。また、3 ⽉ 19 ⽇（⽇）のステージでは、東京藝術⼤学出⾝で、国内のみならず海外のコンクールでも受
賞歴のある若きサクソフォーン奏者「上野耕平」と、彼が中⼼となる「The Rev Saxophone Quartet（ザ・レヴ・サクソフォン・クヮルテ
ット）」が登場。同⽇、同ステージでは、福島県いわき市出⾝で、即興線描表現を中⼼に、国内外のアーティストとコラボ作品の制作
を精⼒的に⾏う「tttttan（タン）」が桜をテーマにしたライブペインティングを披露。サクソフォーンの多彩な⾳⾊とダイナミックなライブペイ
ンティングを融合させた、スペシャルコラボレーションをお送りします。アートの街・上野らしい、化学反応をぜひお楽しみに。 

＜3 ⽉ 19 ⽇（⽇）ステージの出演者＞ 

      

▲上野 耕平 ⽒    ▲The Rev Saxophone Quartet         ▲tttttan                    ▲tttttan の過去の作品例 

＜桜の街の⾳楽祭 in 上野駅 スケジュール＞ 

⽇程 時間 会場 
3/19（⽇） ①11:00〜②13:00〜③15:00〜 

桜のライブペイントは 10:00〜18:00 を予定 
上野駅 1F 中央改札外 ガレリア 

3/20（⽉・祝） ①11:00〜②13:00〜③15:00〜 上野駅 1F 中央改札外 ガレリア 
3/26（⽇） ①14:00〜②15:30〜 上野駅 3F 「キノクニヤアントレ」前 
4/1（⼟） ①14:00〜②15:30〜 上野駅 3F 「キノクニヤアントレ」前 
4/2（⽇） ①14:00〜②15:30〜 上野駅 3F 「キノクニヤアントレ」前 
4/8（⼟） ①11:00〜②13:00〜③15:00〜 上野駅 1F 中央改札外 ガレリア 
4/9（⽇） ①11:00〜②13:00〜③15:00〜 上野駅 1F 中央改札外 ガレリア 

・参 加 費：無料 

・主 催：東⽇本旅客鉄道株式会社 上野駅、株式会社アトレ 上野店 

株式会社 JR 東⽇本リテールネット エキュート上野 

・協 ⼒：東京・春・⾳楽祭実⾏委員会 



🌸【着物体験イベント】KIMONO Me !!〜巨⼤枝垂れ桜をバックに⽇本らしい⼀枚を撮ろう〜 

上野駅を訪れる訪⽇外国⼈のお客さま向けに、着物を着て桜の⽊の下で思い出の⼀枚が撮れる、春の上野にふさわしい体験型イベ
ントを開催します。お好きな⾊や柄の着物をお選びいただき、その場で専⾨スタッフが着付けをお⼿伝い。期間中、上野駅に登場する
「巨⼤枝垂れ桜」の前で、「これぞ⽇本の春」というお写真をお撮りいただけます。⽇本の⽅ももちろん体験いただけるイベントです。 

・期 間：2017 年 3 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜3 ⽉ 26 ⽇（⽇）【3 ⽇間】       

・時 間：11:00〜17:00 

・場 所：上野駅中央改札外 ガレリア 

・参 加 費：無料 

・主 催：株式会社アトレ 上野店  

・協 ⼒： KIMONO Me !!（株式会社丸三屋）                 ▲KIMONO Me!!（着付けイメージ） 

 

🌸上野の街をご案内。おもてなし隊がお客さまをおでむかえ。 

上野が⼀年で⼀番賑わう桜の季節。ボランティア団体「ask me！」とタッグを組み、初めて上野を訪れる⼈も安⼼して街を楽しめるよう、
上野の街の案内役としてみなさまをおでむかえいたします。 

・期 間：2017 年 3 ⽉ 31 ⽇（⾦）〜4 ⽉ 2 ⽇（⽇） 

・時 間：10:00〜16:00 

・場 所：上野駅中央改札外 グランドコンコース付近 他 

・主 催：株式会社アトレ 上野店 

・協 ⼒：ask me！（ http://askmejapan.wixsite.com/ask-me  ） 

   

▲ask me! ロゴ 

 

 



🌸ようこそ！上野トークショー 

上野には、お花⾒の他にも「歴史と⽂化」や「鉄道」の魅⼒がたくさん詰まっています。普段はなかなか触れることのできない知られざる上
野の魅⼒について、上野をこよなく愛する⽅々にご紹介いただくトークショーを開催します。 

・⽇ 時：2017 年 3 ⽉ 25 ⽇（⼟）①鉄道トークショー 11:00〜／12:30〜／15:00〜  

②歴史と⽂化トークショー 14:00〜 

・場 所：上野駅 3F エキュート上野「キノクニヤ アントレ」前 

・参 加 費：無料 

・内 容：①鉄道トークショー 

11:00〜／12:30〜の部 ＜出演＞ ママ鉄タレント 豊岡 真澄 ⽒ 

ホリプロマネージャー 南⽥ 裕介 ⽒ 

        15:00〜の部 ＜出演＞ ママ鉄タレント 豊岡 真澄 ⽒ 

「旅と鉄道」編集⻑ 芦原 伸 ⽒ 

 

 

 

        ②歴史と⽂化トークショー 

14:00〜の部 ＜出演＞東京藝術⼤学 学⻑特別補佐 教授 

上野「⽂化の杜」新構想実⾏委員会 会⻑  北郷 悟 ⽒ 

恩賜上野動物園 園⻑ ⼟居 利光 ⽒ 

（司会）アナウンサー 久野 知美 ⽒ 

 

 

 

・主 催：株式会社 JR 東⽇本リテールネット エキュート上野 

 

▲ママ鉄タレント 豊岡 真澄 ⽒ 

▲アナウンサー 久野 知美 ⽒ 



🌸『ようこそ！上野 桜花⾒弁当』を期間限定販売！ 

お花⾒のお供にぜひご賞味いただきたいオススメの⾷材を集めた上野駅限定弁当を販売します！春の味覚を集めたこの時期だけの御
味をぜひお楽しみください。 

・商 品：ようこそ！上野 桜花⾒弁当  

・販売価格：1,000 円（税込） 

・販売期間：2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）〜4 ⽉ 9 ⽇（⽇） 

・販売箇所：上野駅構内「駅弁屋」、エキュート上野「駅弁屋 匠」 

・販 売 者：株式会社⽇本レストランエンタプライズ 

  ＜ようこそ！上野 桜花⾒弁当＞ 

 

 

 

 

 

 

 

🌸のもの上野店『お花⾒のお供に！おやつ TIMES プレゼント』 

上野駅 1 階中央改札外にある店舗「のもの上野店」で 1,000 円（税込）以上お買い上げいただいたお客さまに店舗スタッフおすす
めの「おやつ TIMES」を 1 点プレゼントいたします。 

・期 間：2017 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽔）〜4 ⽉ 9 ⽇（⽇）  

・対象店舗：上野駅 1 階中央改札外「のもの上野店」 

 

 

 

▲おやつ TIMES（イメージ） 



🌸春の味覚満開！レストランメニューも充実しています 

上野駅の飲⾷店では、春の⾷材を使った限定メニューをご⽤意しております。お花⾒の前の腹ごしらえ、お花⾒後の 2 次会などで是⾮
ご賞味ください。 

  『さくらラテ』 380 円（税込）              『桜のアイス＆バニラ』 単品 570 円／セット 880 円（税込） 

   ベックスコーヒーショップ上野常磐ホーム店        ブラボー上野中央⼝店（上野駅 1 階中央改札内） 

（上野駅 11・12 番線ホーム東京寄り） 

 

 

 

 

 

『野菜と鶏のあっさりフォー』 900 円（税込）      『花⾒御膳』 1,980 円（税込） 

 上⿓酒家（上野駅 3 階⼊⾕改札外）         ぶんか亭（上野駅 3 階公園改札外） 

 

 

 

 

 

『菜の花そば』 1,100 円（税込）            『ピリ⾟菜の花そば』 480 円（税込） 

いろり庵（上野駅 1 階中央改札内）           爽亭（上野駅 7・8 番ホーム、11・12 番ホーム） 

 

 

 

 

※写真は全てイメージです。 ※イベント内容は予告なく中⽌、変更となる場合があります。 


