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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～

１ イベント開催概要

「Takanawa Gateway Fest 2022」は、品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）として推進している「高輪ゲートウェイシ

ティ（仮称）」のまちづくりを体感していただくことを目的としたイベントです。本イベントは、2020 年から実施して

いる「Takanawa Gateway Fest」を引き継ぎながら、高輪ゲートウェイ駅周辺の事業者・学校と連携し、地域の皆

さまの交流の場となる新たなコンテンツを実施します。

（1） 開催日時：2022年 10月 14日（金）～2022年 10月 16日（日） 

（2） 開催場所：高輪ゲートウェイ駅

TokyoYard Building（港区高輪 2-21-42）

      高輪ゲートウェイ駅前道路（補助 332号線） ※10月 16日（日）のみ

○JR 東日本は、10 月 14 日から 10 月 16 日に高輪ゲートウェイ駅および同駅周辺地域で「Takanawa 

Gateway Fest 2022」を開催します。 

○本イベントでは、品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)として推進している「高輪ゲートウェイシティ(仮称)」のま

ちづくりについて、より多くの方に知っていただくとともに、まちびらきへの期待感を高めるため、高輪ゲ

ートウェイ駅周辺地域の事業者・学校と連携し、地域の皆さまが集い、交流ができる多様なコンテンツ

を実施します。 

○10 月 16 日には、一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントとともに、高輪ゲートウェイ駅前道

路(補助 332 号線)を活用し、駅と地域が一体となった地域活性化イベント「高輪地区まつり feat. 

Takanawa Gateway Fest 2022」を実施し、エリアの魅力を発信します。 

 

 



２ イベントコンテンツ概要 

高輪ゲートウェイ駅 プラレール大型ジオラマの展示

鉄道開業 150年を記念した企画として、鉄道玩具「プラレール」

（発売元：株式会社タカラトミー）の大型ジオラマを展示します。プラ

レール大型ジオラマの展示は、ワークショップ形式で高輪ゲートウ

ェイ駅周辺の小学校の生徒の皆さまにもご協力いただき作り上げ

ます。展示期間中、実際にプラレールを走らせる時間もございます

ので、ぜひお楽しみください。 

 

◆展示期間：10月 14日（金）～10月 16日（日） 

◆展示場所：高輪ゲートウェイ駅改札内 

◆協力：株式会社タカラトミー

 
©TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

親子でチャレンジ！鉄道クイズラリー

高輪ゲートウェイ駅にて鉄道に関連したクイズラリーを実施しま

す。クイズは高輪ゲートウェイ駅で働く駅社員が考えたものです。全

問回答したお子さまにはおいしいプレゼントもご用意しておりますの

で、ぜひご参加ください！ 

◆実施日時：10月 14日（金）～10月 16日（日） 

各日 10:00～16:00 

◆実施場所：高輪ゲートウェイ駅改札外デッキ 

◆各日先着 400名（予定） 
◆参加費無料

未来のまちづくりをテーマとしたメッセージボード

地域の皆さまと取り組む「高輪ゲートウェイシティ（仮称）」のまち

づくり。当日会場で撮影した写真に、未来の高輪ゲートウェイシティ

（仮称）で実現してみたい夢を書き込んでください。皆さまからのメッ

セージをボードに展示し、未来のまちづくりへの思いを膨らませま

す。 

 

◆実施日程：10月 14日（金）～16日（日） 

◆実施場所：高輪ゲートウェイ駅改札内 

【展示イメージ】 

【イメージ】 



【高輪ゲートウェイ駅限定 本食パン 

イメージ】 

【高輪ゲートウェイ駅限定スフレ 

イメージ】 

高輪ゲートウェイ駅マルシェ

当マルシェで高い人気を持つ「帝塚山ぱん士郎」と「代官山シェ・

リュイ」が今回も登場。高輪ゲートウェイ駅限定の商品を販売しま

す。 

（1）帝塚山ぱん士郎 

◆販売商品： 

「高輪ゲートウェイ駅限定 本食パン」 896円（税込） 

最高のもちもち感と上品なしっとり感が特徴で、高輪ゲートウェイ

駅の駅舎の焼印が入った限定商品です。 

◆事前予約期間： 

  9月 15日（木）～10月 12日（水） 

＠JRE MALL『ネットでエキナカ』 

◆店頭販売・受取期間： 

10月 14日（金）～10月 16日（日） 

＠高輪ゲートウェイ駅改札内特設会場 

  

（2）代官山シェ・リュイ 

◆販売商品： 

 「高輪ゲートウェイ駅限定スフレ」 1,944円（税込） 

  ふんわり、しっとりしたスフレ生地にアーモンド生地をあわせて仕

上げました。 

◆販売期間： 

  9月 15日（木）～10月 12日（水） 

＠JRE MALL『ネットでエキナカ』 

◆店頭販売・受取期間： 

10月 14日（金）～10月 16日（日） 

＠高輪ゲートウェイ駅改札内特設会場 

 

高輪ゲートウェイ駅周辺のまちなみ風景イラスト掲出・高輪エリア周辺ツアー【ツアー：事前予約制】

【掲出イラスト例： 

高輪ゲートウェイ駅】 

高輪ゲートウェイ駅前仮囲いに「高輪ゲートウェイ駅周辺のまち

なみ風景」イラストを掲出します。また、掲出されているイラストのス

ポットを港区観光ボランティアのメンバーと巡ります。さらに、お気に

入りスポットのイラストのぬり絵を行い、思い出として残していただ

けます。ツアー内では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)で未来の街の模

型をご覧いただけます。 

※荒天時は映像と写真でまち歩きコースをご紹介いたします。

 

◆イラスト掲出期間：10月 14日（金）～10月 16日（日） 

◆イラスト掲出場所：高輪ゲートウェイ駅前仮囲い 

◆ツアー実施日時： 

・10月 15日(土)   

① 10:30～ ②15:30～ 

・10月 16日（日） 

① 10:30～ ②13:00～ ③15:30～  

◆各回定員 10名/約 2時間 

◆参加費無料

▲JRE MALL 

『ネットでエキナカ』 

予約サイト 

▲予約フォーム 

▲JRE MALL 

『ネットでエキナカ』 

予約サイト 



▲予約フォーム 

  Takanawa Gateway City Tour【事前予約制】

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

Station」（※通常非公開エリア）にて、未来の街の模型や映像の鑑

賞とロボット操作体験を組み合わせたツアーを実施します。 

 

◆実施日時：10月 14日（金） 

①10：00～ ②13：00～ ③15：00～ 

◆実施場所：高輪ゲートウェイ駅構内 

「Partner Base Takanawa Gateway Station」 

※通常は非公開エリアとなります。 

 

◆各回定員 15名/約 1時間 30分 

◆体験ロボット例  

・写真左：自律走行型配送ロボット 

 「RICE（ライス）」 

・写真右：自動運転パーソナルモビリティ 

「WHILL（ウィル）」  

その他多数のロボットデモが体験可能です。 

※変更になる場合もございます。 

◆参加費無料

星空観望会【事前予約制】

【イメージ】 

都会の夜空にはどんな星が見えるのでしょうか。高輪ゲートウェ

イ駅の非公開エリアから、開発地に高層階が建つまでの今しか見

ることのできない観望会を実施します。今回は港区立みなと科学館

から望遠鏡をお借りし、東海大学付属高輪台高等学校の生徒と港

区立みなと科学館のプラネタリウム解説員による鑑賞レクチャーを

行います。 

※雨天・曇天時は室内にて星空解説を行います。 

 

◆実施日時：10月 14日（金） 18:00～19:00 

◆実施場所：高輪ゲートウェイ駅 Gate03横デッキ 

※通常は非公開エリアとなります。 

◆定員：20名 

◆参加費無料 

 

Delight in the Night

スターバックスコーヒーでは 2009年からお客様が気軽に楽しく参

加できる環境負荷低減の取り組みのひとつとして＜Delight in the 

Night＞を続けており、この取り組みを高輪ゲートウェイ駅店で開催

します。店内の照明を可能な限り消して、ほのかな灯りでゆったりと

しつつ、少しでも地球環境について考える時間を持っていただける

ような取り組みをします。 

◆実施日時：10月 14日（金）18:00～20:00 

◆実施場所：スターバックスコーヒー高輪ゲートウェイ駅店 

【体験ロボット例】 

【Partner Base Takanawa 

Gateway Station イメージ】 

▲予約フォーム 



キッチンカー@TokyoYard Building

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域コミュニティの活性化、にぎわいの創出を目的として、まちづ

くり拠点ビルである TokyoYard Building に 1 日限定で人気のブリテ

ィシュパブ「HUB」のキッチンカーが出店します。 

 

◆実施日時：10月 15日（土）11:00～17:00 

◆実施場所：TokyoYard Building 1F 

◆販売商品（一例）

  「ハブエール」 販売価格：800円（税込）

   HUBオリジナルの国産クラフトエール

 「ザ・フィッシュ＆チップス」 販売価格：800円（税込）

    衣はサクサク、中はジューシーな英国ソウルフード

 

文化創造棟 未来の文化祭を考えるワークショップ

【文化創造棟イメージ】

高輪エリアの中学校・高校において文化系の部活に在籍する中

学生・高校生を対象に、「文化創造棟で 100 年先まで開催される総

合文化祭」の企画を考えるワークショップを開催します。共創パート

ナーや高輪エリアにお住まいの方々にも参加を募り、中学生・高校

生と同じ目線で企画を一緒に作ります。 

 また、第一線で活躍するイベントオーガナイザーやディレクターを

ゲストに招致し、本格的なプログラムの開催につなげます。 

※当日の観覧自由

※当日の観覧者はプログラムの一部にご参加いただけます。

 

◆実施日時：10月 15日（土）13:00～18:00 

◆実施場所：TokyoYard Building 2F

高輪地区まつり feat. Takanawa Gateway Fest 2022

◆実施日時：10月 16日（日）10：00～15：30   

◆実施場所：高輪ゲートウェイ駅前道路（補助 332号線） 

◆関係者： 

主催 一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメント 

 ※高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの更なる魅力と価値の向上を目的としたエリアマネジメント推進

のため、2022年 4月 1日に JR東日本が中心となり設立した組織 

共催 港区、東日本旅客鉄道株式会社 

協力 高輪地区関係町会・自治会、UR都市機構 

※概要および詳細は別紙をご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、一部内容を中止・変更する場合がございます。 

※改札内で実施されるイベントコンテンツを体験するには、乗車券などが必要です。 

※イベントの詳細は Tokyo Yard PROJECT公式 Facebookに、9月 15日以降順次掲載の告知記事をご確認く

ださい。（URL：https://www.facebook.com/tokyoyard） 

 

 

https://www.facebook.com/tokyoyard


＜参考＞

＜「高輪ゲートウェイシティ（仮称）」のまちづくり 概要＞

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）として、「高輪ゲートウェイシティ（仮称）」のまちづくりを推進しています。 

江戸の玄関口としての役割を担った歴史的背景および国内初の鉄道が走った地におけるイノベーションの

記憶を継承し、開発コンセプトに「Global Gateway」を掲げ、「100 年先の心豊かなくらしのための実験場」として

新たな文化・ビジネスが生まれ続ける街を目指しています。

MICE 施設、オフィス、商業等を含む複合棟Ⅰおよび高輪ゲートウェイ駅周辺エリアを 2024 年度末（2025 年

3 月）に開業し、その他の棟（複合棟Ⅱ・文化創造棟・住宅棟）および各棟周辺エリアを 2025 年度中に開業しま

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://tokyoyard.com/


高輪地区まつり 

１． 高輪地区まつり feat. Takanawa Gateway Fest 2022概要

2024 年度末にまちびらきを迎える「高輪ゲートウェイシティ（仮称）」では、「Global Gateway」をコンセプトに

様々なヒト・モノ・情報の交流を促進していきます。

今回は、一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントの主催により、地域の皆さまからのお声をもとに、

ここ高輪の地で賑わいを創出し、地域の魅力を発信するイベントを、地域の皆さまと一緒に開催します。JR 東

日本グループの「鉄道開業 150 年事業」にご協力いただいている港区をはじめ、近隣の町会・自治体や学校、

全国の自治体と連携した様々なコンテンツを、駅前道路空間を活用して実施し、駅と地域が一体となった賑わ

いを創出します。今後も様々な交流が生まれるイベントを継続し、「高輪ゲートウェイシティ（仮称）」開業に向け

た機運醸成と地域活性化を図ります。

実施日時：10月 16日（日）10：00～15：30 ※ 雨天時は中止する場合がございます。

実施場所：高輪ゲートウェイ駅前道路（補助 332号線）

関係者：

 ・主催 一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメント

 ・共催 港区、東日本旅客鉄道株式会社

 ・協力 高輪地区関係町会・自治会、UR都市機構

２． コンテンツ概要

全国連携マルシェ in高輪ゲートウェイ駅

日本各地の特産品の販売や観光 PRなどを行う「全国連携マルシェ」を高輪ゲートウェイ駅にて実施

いたします。高輪エリアから全国各地域の魅力を発信します。

◆出店予定自治体：山形県高畠町、福島県柳津町、愛媛県など

ステージイベント

※当日演奏予定

地域の皆さまと連携したコミュニティ醸成・地域活性化を目的と

し、地域の学生を中心とした演奏や、広場と一体となった盆踊りな

どを実施します。さらに港区観光大使「REAL VOX」による演奏も予

定しています。来場された皆さまと一体感を演出するイベントを通じ

て、地域の新たなコミュニティづくりに貢献します。 

展示ブース

地域の魅力をギュッと凝縮！地域の皆さまと連携した展示ブース

を設置します。高輪警察署や高輪消防署、そして地域のシンボルと

して長年愛される高輪神社のご協力のもと、駅前にパトカーや消防

車・お神輿の展示を実施します。展示を通じて、多くの方に高輪エリ

アの文化や魅力を発信します。

  

※各コンテンツの内容が一部変更となる場合がございます。  

【高輪神社大神輿】 

【別紙】 

【イメージ】 

【港区観光大使 REAL VOX】 


