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東日本旅客鉄道株式会社

「 」を開催します

～地域とつながり、地域を楽しむ高輪ゲートウェイ駅イベント～

イベント開催概要

「 」は、品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）として推進している高輪ゲー

トウェイ駅周辺のまちづくりに触れていただくことを目的とし、高輪ゲートウェイ駅が芝浦港南地域や高輪地

域などの周辺地域をつなぐ結節点となるよう、そして、まちびらき後も続く、駅と地域が一体となったイベント

を目指してエリアのさらなる魅力の向上を図ります。

本イベントは 2020年に高輪ゲートウェイ駅前工事エリアにて実施した「 」を

引き継ぎ、「地域とつながり、地域を楽しむ」をテーマに地域コミュニティの活性化および周辺地域の魅力を

再発見するイベントコンテンツなどを中心にお届けします。

（ ） 開催期間：

2021年 11月 3日（祝・水）

～2021年 11月 7日（日） 

（ ） 開催場所：

高輪ゲートウェイ駅、

○JR東日本は、「地域とつながり、地域を楽しむ」をテーマに 11月 3日～11月 7日に高輪ゲートウェ

イ駅で「 」を開催します。

〇本イベントは、品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）として推進している高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづく

りをより多くの方に知っていただくために、まちびらき後も続く、駅と地域が一体となったイベントを目

指してエリアの更なる魅力の向上を図ります。

〇地域コミュニティの活性化および地域の魅力を再発見するイベントコンテンツを中心にお届けします。



イベントコンテンツ概要

未来と今の街を知る Partner Base高輪ツアー【事前予約制】

【あたらしい街のイメージ】

【Partner Base Takanawa 

Gateway Stationイメージ】

高輪ゲートウェイ駅構内の「Partner Base Takanawa Gateway 

Station」（※通常非公開エリア）」にて、未来の街の模型・映像の

鑑賞、ロボット操作体験、周辺の街の魅力を知る名所紹介等を

組み合わせたツアーを実施します。

 実施： 11月 3日、6日

各日 11:00～/13：00～/15：00～

  【事前予約制】定員 1回 10名（事前予約制）/約 1時間

※予約は 10月 27日から受付予定。

詳細は「4 イベントの詳細情報」記載の Facebook にて発表

します。

 体験ロボット例

写真左：パーソナルロボット「temi（テミ）」

写真右：協働搬送ロボット

「サウザー（THOUZER）」 

その他多数のロボットデモが体験可能 

高輪ゲートウェイ駅周辺のまちなみ風景

【掲出イラストイメージ】

（高輪大木戸跡）

高輪ゲートウェイ駅前の仮囲いに、「高輪ゲートウェイ駅周辺

のまちなみ」のイラストを掲出します。

また、駅構内に設置するポスターパネル、SNS 等から周辺の

街のおすすめ名所を募集し、新たなイラストを作成、掲出いたし

ます。

 掲出期間： 11月 3日より

 掲出箇所： 高輪ゲートウェイ駅前道路北側

 追加イラスト募集期間

・駅構内での投票期間：  11月 3日～11月 7日

・SNSでの投稿募集期間： 11月 3日～11月 30日

※おすすめ名所を「 高輪ゲートウェイ駅周辺のまちなみ風

景」をつけて、Twitter、Instagram、Facebook で投稿してくだ

さい。

枯れない花瓶とサステナブルツリー

使用済や廃棄予定の枝材を使った「サステナブルツリー」を展

示し、周辺の保育園・幼稚園の子どもたちが描いたカードで飾り

つけます。最終日には、周辺の小学校で集めた空き缶や空き瓶

等を再利用し、ご来場のお客さまにお花をプレゼントいたしま

す。 

 展示期間： 11月 3日～11月 7日 18:00 @改札内

 生花配布： 11月 7日

11:00～12:00/15:00～16:00 @改札内 

※先着順。数に限りがございます。
【2021年 3月実施時写真】 



高輪ゲートウェイ駅マルシェ【事前予約制 ※一部当日販売あり】

【ぐんま名月】  【奥州ロマン】

【オリジナル焼印入本食パン】

（1）列車荷物輸送『はこビュン』を活用した完熟リンゴの販売

仙台農業園芸センター・ＪＲフルーツパーク仙台あらはまにて

栽培した、生産量が非常に少なく“幻のりんご”と言われる「ぐん

ま名月」と、2020 年にデビューしたばかりの新品種「奥州ロマン」

をセットで販売します。

どちらも市場流通が大変少ない品種であるとともに、高い糖

度が特徴です。もぎたての新鮮な完熟リンゴを、高輪ゲートウェ

イ駅まで新幹線を使って輸送し、お渡しします。

※生育状況などにより、品種が変更となる場合もございます。

 実施： 11月 6日 14:00～17:00

11月 7日 10:00～17:00 @改札外デッキ

【事前予約制】

 予約： 10月 19日～10月 29日 23:59

右記の、JREMALL『ネットでエキナカ』 

よりお申し込みください。

※予定販売数量に達し次第終了となります

 商品： 完熟リンゴ 3個詰め合わせ 2,325円（税込）

限定 50セット

（2）〈高輪ゲートウェイ駅オリジナル焼印入〉本食パンの販売

高級食パンの名店「帝塚山 ぱん士郎」と連携し、国産原材料

にこだわったオリジナル食パンに、当イベント限定で高輪ゲート

ウェイ駅の駅舎の焼印を入れました。事前予約販売のほか、数

量限定で当日販売もいたします。

 実施： 11月 6日 10:00～17:00

11月 7日 10:00～17:00 @改札外デッキ

【事前予約制】及び【当日販売】

 予約： 11月 1日 0:00～11月 5日 23:59

予約開始日以降に右記、

JREMALL『ネットでエキナカ』より

商品名を検索し、お申し込みください。 

※予定販売数量に達し次第終了となります。

 商品： 〈高輪ゲートウェイ駅オリジナル焼印入〉本食パン

896円（税込） 

高輪ゲートウェイ駅周辺まちあるき

【まちあるきイメージ】

「地域の魅力再発見」をテーマに、港区観光ボランティアの会

の監修のもと、歴史や文化、地域の穴場スポットなど、地元にお

住まいの方でも新しい発見につながるコース設定を行いました。

「SpotTour」のアプリを使用した、非接触型モバイルスタンプラリ

ーでまち歩きをお楽しみいただけます。

 ルート公開日： 11月 5日 8:00～

 参加方法：

（1）スマートフォン等でアプリ「SpotTour」（無料）をお客さまご

自身でインストール

（2）検索でツアーコード「43853」（白金地域探訪ルート）、もしく

は「17944」（高輪歴史探訪ツアー）を入力してください

※参考サイト「SpotTour https://spottour.jp/」

https://spottour.jp


Takanawa Hop Fest【事前予約制】

【今年度収穫の様子】

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）のまちづくりの取り組みとし

て、高輪ゲートウェイ駅や周辺エリアの事業者・学校と、ホップを

育てるコミュニティ活動を開始しました。今年度のトライアル活動

の内容紹介や実際に育成したホップから醸造したビールをお披

露目し、コミュニティ活動への新たな参加者を募集するイベント

を行います。

 実施： 11月 6日 14:00～17:00

【事前予約制】

 予約期間： 10月 21日 14:00～11月 5日 14:00

※申し込みには、キーワード「hop」の入力が必要です。

Station Piano

【Station Pianoイメージ】

2020 年夏に実施したイベント「5 Days CITY」でデコレーション

した「Station Piano」を、どなたでも自由に演奏できるように、本イ

ベントから演奏可能時間を設定いたします。

 開放期間： 11月 3日～

 演奏可能時間： 10:00～18:00

 設置箇所： 高輪ゲートウェイ駅改札内 イベントスペース

会場案内図

【申込フォーム】 



４ イベントの詳細情報

・イベントの詳細は 公式 Facebookに、10月 21日以降、順次掲載の告知記

事をご確認ください。

（https://www.facebook.com/tokyoyard）

・各イベントともに、新型コロナウイルス感染状況により、一部内容を変更・中止する場合があります。

＜参考＞

＜品川開発プロジェクト（Ⅰ期）概要＞ 

品川開発プロジェクトにおいては、国内外から先進的な企業と人材が集い、多様な交流から新たなビ

ジネス・文化が生まれるまちづくりを目指しています。「グローバルゲートウェイ品川」をコンセプト

に、国際交流拠点として、オフィス、商業、ホテル、コンベンション、文化創造施設などの複合用途の

導入を進めるとともに、周辺地域との防災連携などを図ります。また、未来に向けた実験の場として、

さまざまな技術の実装やビジネス創出を行う先端的なまちづくりを進めます。 

新たな文化・ビジネスが生まれ続けるための仕組みづくりの一環として、この

場所を舞台にあたらしいものを生み出したい人たち、またそれを支えたいと

思う人たちを集め、共創していくための取組みが稼働しています。 

https://tokyoyard.com/ 

https://www.facebook.com/tokyoyard
https://tokyoyard.com/

