
【イベントロゴ】 

【ポスター】 【中づりポスター】・【BRUTUS タイアップ冊子（※１）】 

【左：東京ステーションホテルペア宿泊券】 

【右：メズム東京 Chef’s Theatre ランチお食事券】 

※１ １１月上旬より山手線３０駅で配布いたします。 

※２ １１月中旬より山手線３０駅で配布いたします。 

【オフィシャルブック（※２）】 

 
 
 
 

２ ０ ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

東 京 支 社 

 

山手線３０駅を舞台にしたアートと音楽の祭典 

「HAND！in Yamanote Line‐山手線でアートと音楽を楽しむ１５日間‐」を開催します！ 

～エキナカライブペインティングや AR アート体験、音楽ライブ。いつもの駅からワクワクを。～ 

１ 概要  

（１） イ ベ ン ト 名 ： HAND！in Yamanote Line －山手線でアートと音楽を楽しむ１５日間－ 

（２） 開 催 期 間 ： ２０２０年１１月１６日(月)～３０日（月） 

（３） 開 催 場 所 ： 山手線全３０駅、各駅の商業施設・店舗・オンライン 

（４） 公式ウェブサイト ： https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各種イベント 

   別紙をご覧ください。 

 

３ 「#東京感動線 HAND」で投稿！SNS キャンペーン 

期間中、ご参加いただいた各イベント等を「#東京感動線 HAND」を付けて Twitter/Instagram に投稿いただく

と、東京ステーションホテルのペア宿泊券や東京感動線がセレクトするアートグッズ等の賞品が         

合計２０名様に当たります。 

 

 

 

 

 

 

○ ＪＲ東日本では、グループ経営ビジョン「変革２０２７」 および  生活サービスビジョン 「CITY UP！」（駅から、  

街から、未来をつくろう）の実現に向け、山手線を起点に、まちの個性を引き出し、まちや人が有機的に    

つながる、心豊かな都市生活空間 「東京感動線」 の創造を進めています。 

○ このたび、「東京感動線」の取り組みとして、先の見えない不安の続く今だからこそ日常的な空間である駅から

心が明るく前向きになるような体験を！という思いを込め、「Have A Nice Day！」の頭文字から「HAND！」とい

う名称を付けたアートと音楽の祭典を開催します。 

https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/


                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件プレスリリースは、レジャー記者クラブにお届けしております。 
 

【オンライン】 次ページ以降（2） 

VR 原宿 

11/16～30 

有楽町駅 

西日暮里駅 

高輪ゲートウェイ駅 

【高輪ゲートウェイ駅】 次ページ以降（１），（３） 

① OVER ALLs×はからめカルテット 

（東京都交響楽団メンバー）コラボ LIVE 

 11/16 

② はからめカルテット 

（東京都交響楽団メンバー）LIVE 

 11/20 

①、②共に改札内 

鉄道テラスビジョン前 

 

【西日暮里駅】 次ページ以降（４） 

もうすぐ 50 歳！ 

西日暮里駅を花かざぐるまで飾ろう！ 

11/28 エキラボ niri 、西日暮里エキマド 

日暮里駅 

上野駅 

秋葉原駅 

東京駅 

原宿駅 

高田馬場駅 

【恵比寿駅】 次ページ以降（５） 

Sustainable Art Station Ebisu 

11/11～20  西口改札内 

【日暮里駅】 次ページ以降（１０） 
art×craft×local 

11/１９～２６ 

日暮里駅改札内コンコース 

【秋葉原駅】 次ページ以降（３），（１1） 
① 駅ピアノ「LovePiano」 

11/２１～２9 

改札内１階コンコース 

② アカペラコンサート 

１１/19 

マーチエキュート神田万世橋 

 

 

 

【東京駅】 次ページ以降（１），（２），（７），（８）,（９） 

① TOKYO STATION AR ART PROJECT 

１１/16～30 

丸の内駅前広場 

② ヘラルボニーアート展示 

11/16～12/2 

八重洲グランルーフ地下 1 階 

③ Endless Creation ライブペインティング 

１１/23・２４ 

グランスタ東京スクエアゼロ 

④ 東京エキマチライブ 

11/25 

八重洲グランルーフ２階 

⑤ OVER ALLs ライブペインティング 

  11/30 

    グランスタ東京スクエアゼロ 

【有楽町駅】 次ページ以降（１2） 
 ガード下の DJ 

11/20・27 

エキュートエディション有楽町「THE STAND」 

【高田馬場駅】 次ページ以降（６） 

STATION EDEN with BOOK AND BED TOKYO 

① STATION EDEN  

11/16～12/25 

高田馬場駅早稲田口改札外壁面 

および STAND by bookandbedtokyo 

② BOOK AND BED TOKYO  

× ART AND MUSIC 

   11/16～30 

STAND by bookandbedtokyo 

【原宿駅】 次ページ以降（13） 

Bridge GOOD COFFEE 

 & GOOD MUSIC 

11/２２  

猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店 

【上野駅】 次ページ以降（３） 
ランチタイムコンサート 

（東京都交響楽団メンバー）LIVE 

１１/28 

エキュート上野キノクニヤアントレ前 

期間中、山手線全３０駅のポスターパネルを 

OVER ALLs がジャック！ 

池袋駅 

【池袋駅】 次ページ以降（３） 
駅ピアノ「LovePiano」 

11/21～29 南改札内 

 

 

恵比寿駅
 

※ 他にも期間中様々なイベントを実施します。詳しくは東京感動線公式ウェブサイトをご確認ください。 

 
 

■「HAND！in Yamanote Line」各種イベント実施場所・内容一覧 
別 紙 



■ 各イベント詳細 ※さらに詳しい情報は東京感動線公式ウェブサイトをご確認下さい。 

 

（１） OVER ALLｓによるライブペインティング＆山手線全３０駅ポスタージャックパフォーマンス 

東京駅 高輪ゲートウェイ駅 山手線全３０駅 

① OVER ALLs×はからめカルテット（東京都交響楽団メンバー）によるオープニングライブ 

〇日時 ： １１月１６日（月） １４：００～１４：３０ 

〇場所 ： 高輪ゲートウェイ駅改札内 鉄道テラスビジョン前 

〇内容 ： イベントのオープニングを飾るアート×音楽の一日限りのコラボライブ。 

② 山手線全３０駅のポスターパネルをアートジャック！？ 

期間中、山手線全３０駅のポスターパネルを OVER ALLs がジャック！ 

いつどこにどんなアートが現れるかはお楽しみ。 

見つけたらぜひ「#東京感動線 HAND」を付けて Twitter/Instagram に投稿ください。 

③ イベントフィナーレライブペインティング 

〇日時 ： １１月３０日（月） １１：００～２０：００ 

〇場所 ： 東京駅改札内 グランスタ東京スクエアゼロ  

〇内容 ： 山手線全３０駅で描かれたアートが東京駅に集結！そこにはどんな仕掛けが隠されているのか。 

ワクワクの止まらないライブペイントをお楽しみください。 

 

（２） TOKYO STATION AR ART PROJECT ／ VR 原宿駅 

東京駅 （AR ART PROJECT）／ オンライン （VR 原宿駅） 

① TOKYO STATION AR ART PROJECT 

〇日時 ： １１月１６日（月）～３０日（月） ※日没後はご利用いただけない場合がございますので、日中にお楽しみください。 

〇場所 ： 東京駅改札外 丸の内駅前広場 

〇内容 ： 新型コロナウイルス感染症の終息の願いを込めて、東京駅と 

そこから広がる東日本エリアをＡＲアートでつなぎます。専用 

アプリ「XR CHANNEL」をダウンロードいただき、お手持ちの 

スマートフォンからＡＲアートが無料でお楽しみいただけます。 

コンテンツデザイナーは国内外で活躍する中田拓馬氏。 

        （企画協力：KDDI／SoVeC） 

※モビリティ変革コンソーシアムメンバーの KDDI が提供する「VPS 技術（建物などの３次元情報をスマートフォンやスマート 

グラスのカメラ機能で認識できる技術）」、VPS に対応したスマートフォンアプリ「XR CHANNEL（SoVeC）」を利用します。 

② VR 原宿駅 

〇日時 ： １１月１６日（月）～３０日（月）  

※詳細は１１月１６日（月）より東京感動線ウェブサイトからお楽しみいただけます。 

〇内容 ： 可能な限り再現しての建替えを行っている原宿駅旧駅舎がＶＲでよみがえります。 

オンラインで原宿駅やその周辺の歴史に関する写真展示をお楽しみください。 

（企画協力：KDDI／SUPERSHIP） 

※①・②は「モビリティ変革コンソーシアム（注）」（Door to Door 推進WG）の実証実験の一つとして実施します。 

（注）ＪＲ東日本単独では解決が難しい社会の課題や次代の公共交通のあり方について、オープンイノベーションにより 

モビリティ変革を実現する場として、２０１７年９月５日に設立された組織です。 

スマートフォンの画面を通した AR イメージ 

VR のイメージ 



（３） 駅ピアノ「LovePiano」 ／ ランチタイムコンサート（東京都交響楽団メンバー）LIVE 

秋葉原駅 池袋駅 （駅ピアノ） ／ 高輪ゲートウェイ駅 上野駅 （LIVE） 

① 駅ピアノ「LovePiano」 （協力：㈱ヤマハミュージックジャパン） 

〇日時 ： １１月２１日（土）～２９日（日） 平日１５：００～２０：００／土日祝１０：００～２０：００ 

〇場所 ：秋葉原駅改札内１階コンコース・池袋駅南改札内  

② はからめカルテット（東京都交響楽団メンバー）LIVE （高輪ゲートウェイ駅） 

〇日時 ： １１月２０日（金） １３：００～１３：３０ ／ １４：００～１４：３０ 

〇場所 ： 高輪ゲートウェイ駅改札内 鉄道テラスビジョン前 

③ ランチタイムコンサート（東京都交響楽団メンバー）LIVE （上野駅）  

〇日時 ： １１月２８日（土） １１：００～１１：２０ 

〇場所 ： エキュート上野キノクニヤアントレ前 

 

（４） もうすぐ 50 歳！西日暮里駅を花かざぐるまで飾ろう！  西日暮里駅 

○日時 ： １１月２８日（土） １０：００～１５：３０  

※１１月３日（火・祝）、７日（土）にも同様のイベントを実施します。 

○場所 ： 西日暮里駅 「エキラボ niri」、「西日暮里エキマド」 

○内容 ： 花の形をした「かざぐるま（風車）」を創作し、エキマドに展示します。 

西日暮里周辺にまつわるイラストやデザインだけでなく、西日暮里で 

の思い出などを描くこともできる、参加費無料のワークショップです。 

 

（５） Sustainable Art Station Ebisu  恵比寿駅 

○日時 ： １１月１１日（水）～２０日（金） 

○場所 ： 恵比寿駅西口改札内 

○内容 ： 恵比寿駅×バンタンデザイン研究所による駅の廃材を活用したアートワーク展示。 

 

（６） STATION EDEN with BOOK AND BED TOKYO  高田馬場駅 

① STATION EDEN 

○日時 ： １１月１６日（月）～１２月２５日(金) ※メッセージフラワーによる壁面装飾は１１月下旬開始予定 

○場所 ： 高田馬場駅早稲田口改札外壁面および STAND by bookandbedtokyo （早稲田口改札外 CAFE & BAR） 

○内容 ： edenworks(篠崎恵美氏)×東京感動線による参加型インスタレーション。駅をご利用のお客さまや地域の 

皆さまに紙の花にメッセージをご記入いただき、草花やディスプレイの映像とともに壁面を彩ります。また、 

STAND by bookandbedtokyo では、イベントと連動したオリジナルメニューもお楽しみいただけます。 

 ② BOOK AND BED TOKYO × ART AND MUSIC 

○日時 ： １１月１６日(月)～３０日(月) 

○場所 ： STAND by bookandbedtokyo  

○内容 ： イラストレーター Manabu Yamaguchi 氏の作品展示および販売や、 

edenworks によるドライフラワーの常設インスタレーションのほか、 

２０日(金)・２７日(金)には、渋谷・CLUB CAMELOT とコラボした 

イベント「CAMELOT LOUNGE@STAND」を実施します。 

 

アーティスト 丸山素直氏 

駅ピアノ「LovePiano」イメージ 

はからめカルテット 



 

（７） ヘラルボニーアート展示  東京駅 

〇日時 ： １１月１６日（月）～１２月２日（水） 

〇場所 ： 東京駅八重洲グランルーフ地下１階 

〇内容 ： 「異彩を、放て。」をミッションに活動する㈱ヘラルボニーによる、 

知的障害のあるアーティストが放つ個性豊かな作品の展示。 

 

（８） Endless Creation －終わりなき創造の旅へ－ 東京駅 （協力：㈱SPACE） 

〇日時 ： １１月２３日（月・祝）・２４日（火） １１：００～１９：００ 

〇場所 ： 東京駅改札内 グランスタ東京スクエアゼロ 

〇内容 ： 既存の枠からはみ出た２人の若き青年たちが目指すのは、 

自分の中から湧き出す創造への飽くなき探究。 

ライブペインティングでは、彼らの創作へのエナジーが炸裂する。 

 

 

（９） 東京エキマチライブ 東京駅   （主催：東京ステーションシティ運営協議会） 

○日時 ： １１月２５日（水） １８：３０～２０：００  

○場所 ： 八重洲グランルーフ２階 

○内容 ： 東京駅が醸し出す大人な雰囲気のインストゥルメンタルライブを開催。 

 

（１０） art×craft×local  日暮里駅 

○日時 ： １１月１９日（木）～２６日（木） 

○場所 ： 日暮里駅改札内コンコース 

○内容 ： 地域でアートギャラリーを運営する HOWHOUSE セレクトの鉄道やアートを感じられる期間限定ショップ。 

 

（１１） アカペラコンサート 秋葉原駅 

○日時 ： １１月１９日（木） 

○場所 ： マーチエキュート神田万世橋 

○内容 ： お茶の水女子大学文教育学部音楽表現コース学生によるアカペラコンサート。 

 

（１２） THE STAND ガード下の DJ   有楽町駅                  

○日時 ： １１月２０日（金）および１１月２７日（金） １８：００～２３：００ 

○場所 ： エキュートエディション有楽町「THE STAND」 

○内容 ： 有楽町駅ガード下”THE STAND”で、「アナログレコード」によって奏でられるスペシャルな２夜。 

 

（１３） Bridge GOOD COFFEE & GOOD MUSIC  原宿駅 

   ○日時 ： １１月２２日（日） ２１：００～２３：００ 

   ○場所 ： 猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店 

   ○内容 ： エンライトメントと田中知之（FPM）による一夜限りの VJ／DJ イベント。 

映像と音楽、そしてコーヒー。カフェで過ごす日常とは違う特別なひとときを。 

 

※ 他にも期間中様々なイベントを実施します。詳しくは東京感動線公式ウェブサイトをご確認ください。 

ヘラルボニーアート展示 

吉田悠太氏作品 濱口瑛士氏作品 



※新型コロナウイルス感染拡大防止について 

 〇新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

・混雑が生じた場合は、密集を回避するようスタッフがご案内いたします。 

・マスクの着用や手洗い、ソーシャルディスタンスの確保等の感染拡大防止対策について、お客さまへのご 

理解・ご協力の呼びかけを行います。 

・ＪＲ東日本では、新型コロナウイルス感染症対策に関する各種取り組みを実施しています。 

   詳しくはこちらをご確認下さい。（https://www.jreast.co.jp/corona-info/） 

 〇ご参加されるお客さまへのお願い 

・咳、発熱等の症状がある方、体調が優れない方は参加をご遠慮ください。 

・ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、手洗い、咳エチケットのご協力をお願いいたします。   

・大きな声での会話はご遠慮ください。 

・新型コロナウィルスの感染状況により、一部の内容を変更または中止することもございます。 

 

 

■ 「東京感動線／TOKYO MOVING ROUND」について 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

「東京感動線」 公式ウェブサイト・SNS アカウント  
公式ウェブサイト  https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/ 
Twitter   https://twitter.com/tokyo_moving_o/  
Instagram  https://www.instagram.com/tokyomovinground/ 
Facebook  https://www.facebook.com/tokyo.moving.round.jp/ 
ハッシュタグ  #東京感動線 #TokyoMovingRound 

〇山手線は、世界的にもユニークな地上を走る都心の環状線であり、 

歴史的・文化的に多様な個性のまちとまち、人と人をつないでいます。 

〇当社では、移動を含めた日常生活の利便性を高めるサービスに加え、 

多様なまちや人の個性を引き出し、駅と駅、駅とまち、人とまち、人と人

のつながりを創り出すことで、心豊かな都市生活空間を創造してまいり

ます。 

https://www.jreast.co.jp/corona-info/
https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/
https://twitter.com/tokyo_moving_o/
https://www.instagram.com/tokyomovinground/
https://www.facebook.com/tokyo.moving.round.jp/

