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「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！～ココロも動かせ！山手線～」実施について
JR 東日本東京支社では、2014 年より「検索より探索。」をキャッチフレーズに山手線周辺エリアの街あ
るきの魅力を紹介する「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！」を展開していますが、この秋、「ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！～ココロも
動かせ！山手線～キャンペーン」として様々なイベントを実施します。期間中は各駅でおもてなしイベント
を実施したり、「駅からハイキング」など街あるきイベントが盛りだくさん！古地図を片手に、江戸・明治・大
正・昭和（戦前・戦後）時代に思いを馳せる「山手線古地図散歩モバイルラリー」にもぜひトライを。また、
山手線御朱印帳や復刻駅弁の限定発売など、山手線の駅や街を見て・触れて・感じられる様々なイベント
もあります。まだ知らない東京へ、山手線ででかけてみませんか。
１ キャンペーン名
ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！～ココロも動かせ！山手線～
ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！とは・・・
「駅」を起点とした山手線周辺エリアの魅力を紹介
しています。
出発地と目的地の往復のみではなくもう 1 歩マチへ、
もう 1 駅先へ行っていただくことで、知らなかった駅
や街の魅力を再発見していただけるような情報を
発信しています。

２ 実施期間
2017 年 10 月１日（日）〜11 月 30 日（木）

《ロゴマーク》

≪キャンペーンポスター≫

３ 内容
⑴ 山手線各駅のイベントと「山手線古地図散歩モバイルラリー」を
ご紹介する「小さな旅」小冊子を発行！
山手線各駅のイベント情報、山手線の車両変遷紹介、
「山手線古地図散歩モバイルラリー」などを紹介します。
※ JR 東日本の主な駅で配布しています。

⑵ 各駅で楽しいイベントがもりだくさん！
●10 月１日（日）ココロも動かせ！山手線 オープニングイベント
≪小さな旅小冊子 両Ａ面≫
ＦＵＮ！ＴＯＫＹＯ！「Ｓｕｉｃａのペンギン広場縁日」
山手線にちなんだクイズイベントやキッチンカーなどみんなが楽しめる駅前縁日を開催！
山手線の新たな魅力を体験しよう！
（開催場所）新宿駅新南改札外 10：00～17：00
●10 月７日（土）～10 月９日（月・祝） 東京鉄道祭
東京駅及び周辺の各駅にてさまざまなイベントが開催されます！
※詳しくは専用パンフレットでご確認ください。
●10 月７日（土）・10 月８日（日） 大崎駅 「親子でたのしむ！わくわくＤＡＹ！！」
なんと！大崎に新幹線の座席が登場！？座って写真を撮っちゃおう。
さらにゲームに参加してオリジナルグッズをゲットしよう。
（開催場所）大崎駅南改札外 10：00～15：00

●10 月９日（月・祝） 品川駅お客さま感謝ＤＡＹ
スペシャルミニステージ(アクアパーク品川の人気者「ケープペンギン」と「Ｓｕｉｃａのペンギン」が来る!)
お座敷列車「宴」洗浄体験、「ホリプロ鉄道クラブ」トークショーなど楽しいイベント盛りだくさん！
●10 月 14 日（土） 新宿駅 ＪＲ東日本発足 30 周年記念 新宿鉄道祭
ミニ新幹線の運行、こども駅長制服・おとな駅長制服での記念撮影、鉄道グッズの販売、駅のお仕
事体験、ＪＲ東日本の歩み写真展、吹奏楽団による演奏、地域の小学生が描いた絵の展示 ほか。
●10 月 28 日（土） 目黒駅 山手線トークショー
タレントのマネージャーでありながら鉄道ファンの南田裕介や鉄道写真家の中井精也が「山手線」
ついて熱く語りあう。
（開催場所）アトレ目黒 1 5 階会議室
●10 月 28 日（土）～11 月 12 日（日）恵比寿駅 れっつ☆ちゃれんじ 恵比寿クイズ
恵比寿駅で配布の専用パンフレットで、恵比寿周辺クイズにチャレンジ。5 問全問正解の方に粗品を
プレゼント。
（開催場所）恵比寿駅構内および駅から徒歩 5 分圏内の周辺
●11 月 18 日（土）・11 月 19 日（日）池袋駅 第 9 回池袋鉄道まつり
ミニ山手線・ミニ新幹線の運行、こども駅長制服での記念写真撮影、駅構内スタンプラリー、
山手線１周乗車体験、鉄道グッズ販売、東北 6 県のご当地キャラクターたちと池袋駅のキャラクター
「いけふくろうのふっくん」がお出迎え。
●11 月 25 日（土） 五反田駅 ちびっこ駅内たんけろ隊
みどりの窓口・改札・券売機などの裏側の見学と自動起床装置体験。
駅長室でこども駅長制服を着て五反田駅長と記念撮影。
⑶ 「山手線古地図散歩」モバイルラリー開催！
山手線沿線エリアの江戸・明治・大正・昭和（戦前）・昭和（戦後）時代までの５つの古地図を愉しみ
ながら、歴史を訪ね歩くモバイルラリー。今と昔を比べながら東京の魅力を探ってみよう！ 30 の行
くべきポイントを全てめぐると、全員にオリジナル古地図壁紙をプレゼント。さらにクイズに答えて応
募すると抽選で 50 名様に素敵な賞品があたるＷチャンスも！
（実施期間）10 月１日（日）～11 月 30 日（木）
スタート！

駅で「小さな旅」小冊子を入手して 30 の⾏くべきポ
イントから目的地を決めて散歩スタート！ 「小さな
旅」小冊子とスマートフォンまたはタブレットがあ
ればどなたでもご参加いただけます。

目的地到着！タイムトラベル体験
《「小さな旅」小冊子》

目的地についたら「小さな旅」小冊子の QR コード
から古地図サイトへ。古地図上の目的地のピンをタ
ップするとその場所の過去の浮世絵や写真等がポッ
プアップ！古地図と現在の対比を愉しめます。

30 のポイントを巡ろう！

⾏くべき 30 のポイント全てを巡ると絵が完成！全員に
オリジナル壁紙をプレゼント! さらに絵にまつわるクイ
ズに答えて応募するとオリジナル賞品が当たります！

≪古地図サイト≫

≪ロゴマーク≫

⑷ 山手線魅力発信サイト「知るべき 29 駅＋1」
山手線 29 駅の駅社員からの情報をもとに作成した、駅員だからこそ
知っている駅の魅力を発信！ +１（プラスワン）として、新駅情報も。
＜サイトアドレス＞
https://shirubeki29.funtokyo.jp/

⑸ 山手線Ｅ231 系ラッピングトレインの運行
「FUN!TOKYO!～ココロも動かせ！山手線～」のキャンペーンロゴとＪＲ発足 30 周年ロゴを装飾した
ラッピングトレインを運行します。車内にはお子さまに「未来の山手線」をテーマに描いていただいた
絵をポスターとして掲出し、フォトコンテスト「山手線と風景」の作品がトレインチャンネルに流れます。
（運行期間） 11 月１日（水）〜11 月 14 日（火）

●「まちなかコンサート×Station LIVE in 山手線 Special Train」開催
ＪＲ東日本エキナカ音楽イベント、ステーションライブが駅を飛び出して、
山手線Ｅ231 ラッピングトレイン車内で開催されます。コンサートホールになった、
いつもの通勤通学列車で心地よい調べをお愉しみ下さい。
（開催日時） 11 月 11 日（土） 大崎駅発着 13：18 発～14：21 着（予定）
（定
員） 400 名様 ※応募多数の場合は抽選になります。
（応募方法） 10 月２日（月）～15 日（日）まで、
「ステーションライブ」公式Ｆａｃｅbook の記事より応募サイトにアクセスいただけます。
※まちなかで気軽に音楽が愉しめる東京文化会館の「まちなかコンサート」とのコラボレーションです。

⑹谷根千まちあるきキャンペーンの実施
「おにぎりカフェ利さく」など谷根千エリアのショップと協力して開発したコラボ限定
商品の販売や、谷中で生まれた自転車のブランド tokyobike と共同製作した谷根千の
おすすめスポットを掲載した「まちあるき MAP」を配布いたします。
また日暮里駅で初めての自転車（＝トーキョーバイク）のレンタルイベントも 10 月７日（土）、
８日（日）、21 日（土）、22 日（日）に実施予定！日暮里駅から谷根千まちあるきへ出かけよう！
（開催期間）10 月７日（土）～22 日（日）
（開催場所）エキュート日暮里

①

千駄木腰塚
②
「わさびと生姜香る羽釜ごはんと
極旨コンビーフのおにぎり」
（おにぎりカフェ利さくとのコラボ）

深川伊勢屋
「調布（谷中生姜入り）」
（和菓子薫風とのコラボ）

③

tokyobike イメージ写真

≪谷根千まちあるきお散歩ＭＡＰ≫

⑺ ことりっぷ 山手線さんぽ 品川・大崎の発行
エキナカ、エキソトのお店をはじめ、まちなかのおさんぽスポットや
カフェ・スイーツなどの情報が満載。
また意外と知られていない神社、美術館など思わずまちあるきをしたくなる
とっておきのスポットをご紹介します。
（配布場所）山手線 29 駅ほか
期間限定
⑻ 特別メニュー販売
① 神田鐵道倶楽部では期間中「山手線」をイメージした限定カクテルを提供します。 （700 円）
（販売期間）10 月２日（月）～11 月 30 日（木）
（店舗場所）JR 山手線神田駅北口すぐ（北口改札外）
（営業時間）11 時～22 時 30 分（22 時 LO）土曜・日曜・祝日休み。
② 昭和 39 年に発売された「チキン弁当」が復刻！
2 段重ねで、上は唐揚げとポテトチップス、下はケチャップライスと内容も当時のまま。（960 円）
（販売期間）10 月１日（日）～11 月 30 日（木）
（販売箇所）東京駅「駅弁屋 祭」「駅弁屋 踊」/ 上野駅「駅弁屋 匠」/新宿駅「駅弁屋 頂」 /
品川駅「駅弁屋 品川店」/「エキュート品川サウスレストスペース（サニーコート）」
※エキュート品川は 11 月１日（水）～23 日（木）のみの販売

⑼ ラッキードロップ キャンペーン特別仕様の販売 特別
山手線にある名所や名物をカプセルトイにして、山手線の新しいフィギュア土産として発売中です。
「東京駅丸の内駅舎」や「新橋駅 SL 広場」等をリアルに再現。手に取って実際の場所に行って
みてはいかがでしょうか。
10 月１日（日）よりレアバージョン（ゴールドパンダ）が数量限定で仲間入りします。（400 円）
（発売箇所）首都圏の主要駅

限定発売
⑽ 山手線御朱印帳の限定発売
10 月１日（日）より山手線御朱印帳が首都圏のＢＯＯＫ ＥＸＰＲＥＳＳなどで限定発売となります。
「山手線古地図散歩モバイルラリー」に合わせてお楽しみいただけます。（648 円）
（販売箇所）首都圏の「BOOK EXPRESS」/大宮駅「GENERAL STORE RAILYARD」
東京駅「ＨＩＮＴ ＩＮＤＥＸ ＢＯＯＫ」/新宿駅「bookshelf」

＜その他関連宣伝物＞
●「駅からおＳＡＮＰＯ」外国語版
新宿を中心とした沿線エリアの駅から歩いて行ける、おすすめパン店、
スイーツ店、カフェなどが掲載された冊子の、英語、中国語（簡体・繁体）、
韓国語版を配布。
（配布期間）９月 28 日（木）～11 月 30 日（木）

●「駅からおＳＡＮＰＯ 上野エリアを歩こう！篇」
上野周辺エリアの駅スタンプを 6 つ集めてオリジナルグッズをＧＥＴ！
（開催期間）10 月１日（日）～11 月 30 日（木）

クエスト

●街ナカ探索スタンプ＆クイズラリー
池袋周辺エリアのグルメな店舗を街歩きで再発見しながらクイズに回答し、
駅スタンプを集めて各種賞品をＧＥＴ！
（開催期間）10 月３日（火）～11 月５日（日）

●ゲームアプリ「黒猫誘拐事件」
９月１日（金）より展開中の「黒猫誘拐事件」。
山手線に乗車するとストーリーが進行する、新しいタイプのゲームアプリです。
山手線に乗車しプレイすると、車両や走行位置によって指示や謎かけの展開が。
10 月１日（日）よりキャンペーンのイベント情報等をゲーム内でお知らせします。
アプリストア内、「山手線 黒猫」で無料ダウンロードできます。

【キャンペーンホームページはこちら】
「駅たび net」ホームページ内の「小さな旅」紹介ページ
（９月 29 日（金）14：00、オープン予定）

※ 当資料中の写真・イラスト等はすべてイメージです。実際のものとは異なりますのでご了承ください。また、イベン
ト内容等は変更・中止となる場合があります。

