
○ 東京駅丸の内駅舎は、２０２２年１０月に保存・復原工事の完成から１０年を迎えます。 

○ １９４５年５月の空襲により壮麗なドームと３階部分が焼失し、１９４７年に２階建の駅舎として再建された丸の内

駅舎は、未来へ継承すべき貴重な歴史的建造物として残存している建物を可能な限り保存するとともに、  

創建時の姿へ復原するという基本方針のもと、５年の歳月をかけ２０１２年に保存・復原工事が完成しました。 

○ 東京駅では、工事完成１０年を記念して写真展や各種イベントのほか、オリジナルグッズの販売、エキナカ店

舗と駅社員がコラボレーションして開発した商品の販売など、さまざまな企画を実施します。 

○ これからも東京駅は、歴史・伝統・文化・学術・ビジネスなど先進性が融合した「世界有数の駅」として、皆さま

に愛され続ける駅を目指します。 
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東京駅で「丸の内駅舎保存・復原工事完成１０年記念イベント」を実施します 
～写真展や展示イベントのほかオリジナルグッズの販売など、さまざまな企画が盛りだくさん～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ イベントについて 

（１）開催期間 

２０２２年１０月３日（月）～３１日（月） 

（２）主なイベントの内容 ※ 各イベントの詳細は【別紙】をご覧ください。 

   ①東京駅丸の内駅舎 保存・復原工事完成１０年記念展 

・期間：１０月３日（月）～１２日（水） 
・場所：東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 

東京駅丸の内地下南口改札外 動輪の広場 
・内容：東京駅丸の内駅舎関係物品の展示、関連グッズ販売 

ミニ列車の運行イベントなど 
 

   ②「東京駅復原工事記録 写真展 ～７８万人の回顧録・撮影 鈴木弘之～」 

・期間：１０月１４日（金）～２３日（日） 
・場所：東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 
・内容：延人数７８万人の作業従事者による東京駅復原工事の現場や 

工事の記録写真を展示します。 
 

   ③「東京駅７ｄａｙｓ展覧会」～丸の内駅舎復原１０周年記念写真展～ 東京駅研究家 佐々木直樹 

・期間：１０月２５日（火）～３１日（月） 
・場所：東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 
・内容：復原前の写真から、数々のコレクションを通して東京駅の魅力を 

一堂に展示します。会場では「辰野金吾」の像がお出迎えします！ 
 

※上記のほかにも、さまざまなイベントを予定しています。 
詳細の情報は、１０月５日（水）以降に特設ウェブサイトでお知らせします。 

   [URL]  http://www.tokyostationcity.com/special/anniversary/ 

写真展の作品より 

 

辰野金吾像 写真展の作品より 

赤レンガ 

 

http://www.tokyostationcity.com/special/anniversary/


２ 関連グッズや記念ロゴマークについて 

（１）関連グッズの販売について 

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事完成１０年を記念し、東京駅の社員がデザインした限定切手シートを
『JRE MALL』で販売するほか、記念ロゴの入った商品をイベント会場および駅内の店舗で、数量限定で販売し
ます。 
 

（２）主なグッズの内容 

①東京駅社員デザインオリジナル限定切手シート  

②東京駅社員コラボレーション限定パン＆菓子 

③東京駅丸の内駅舎特別デザイン限定掛け紙駅弁 

④東京駅丸の内駅舎デザイン限定グッズほか 

   ※各グッズの詳細は【別紙】をご覧ください。 

 

 

３ その他 

（１）新型コロナウイルス感染拡大防止における取組み 

①駅構内の消毒や換気をはじめ、イベント会場での感染防止対策を実施します。 
②当日スタッフのマスク着用、手指の消毒、検温等、感染防止対策を徹底します。 

 

（２）お客さまへのお願い 

①鉄道の運行状況や、災害時、新型コロナウイルスの感染状況など、都合により開催が困難な場合については
中止となる場合があります。 

②感染症拡大防止のため、マスク着用や手洗い、うがい、消毒、ソーシャルディスタンスの確保等、お客さまの
ご理解、ご協力をお願いします。 

 

ウェブサイト・ＳＮＳアカウント 

ウェブサイト 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 

ハッシュタグ      

 

※画像・イラストは全てイメージです。 
※掲載の内容等は、状況により予告なく中止や変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記念ロゴマークについて 
 

東京駅丸の内駅舎の保存・復原工事完成１０年を祝うにふさわしいロゴとして、 
丸の内駅舎の赤レンガやドームをモチーフとしたロゴを東京駅に勤務する社員が 
デザインしました。 

 
期間中に発売されるオリジナルグッズ等にも本ロゴが使用されます。 

コラボレーションパン＆菓子 切手シート（イメージ） 

http://www.tokyostationcity.com/special/anniversary/ 

https://www.instagram.com/tokyostationcity/ 

https://www.facebook.com/TheTokyoStation/ 

https://twitter.com/tokyo_moving_o/ 

#東京駅 #東京ステーションシティ #東京感動線   

http://www.tokyostationcity.com/special/anniversary/
https://www.instagram.com/tokyostationcity/
https://www.facebook.com/TheTokyoStation/
https://twitter.com/tokyo_moving_o/


■イベント詳細 

１ 東京駅丸の内駅舎 保存・復原工事完成１０年記念展 

（１）東京駅丸の内駅舎関係物品の展示 

[期   間] １０月３日（月）～１２日（水） 

[内   容] 開業以来、丸の内駅舎を支えていた 
「基礎松杭」の先端部の展示や、歴代 
「銀の鈴」（２代目、３代目）を展示します。 

[場   所] 東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 
 

（２）関連グッズ販売 

[期   間] ①１０月 １日（土）～１２日（水） １１：００～２０：００ 
[期   間] ②１０月１５日（土）～２４日（月） １１：００～２０：００ 
        ※①、②共に最終日は１８：００まで 
[内   容] 鉄道グッズ専門店「ホビーショップ モア」が出店！ 
[内   容] 今回のイベントに合わせて東京駅グッズも新登場！ 
[場   所] ①東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 
[場   所] ②東京駅改札外 丸の内地下南口 動輪の広場 

 

（３）ミニ列車の運行 （参加チケット事前予約制） 

[期   間] １０月８日（土）、９日（日） 

[内   容] 山手線Ｅ２３５系のミニ列車に乗って駅内を走ろう！ 

 [場   所] 東京駅改札外 丸の内地下南口 団体待合スペース 

[参加方法] 感染拡大防止のため、事前予約制にて人数限定実施します。 
チケットはＪＲ東日本のショッピングサイト『ＪＲＥ ＭＡＬＬ』でご購入 
ください。価格：４００円（税込） 

         URL：https://www.jreastmall.com/shop/c/cI9/ 
          

２ 「東京駅復原工事記録 写真展 ～７８万人の回顧録・撮影 鈴木弘之～」 

[期   間] １０月１４日（金）～２３日（日） ８：００～２２：００（日曜日は２１：００まで） 

[内   容] １９１４年創建の東京駅舎は、１９４５年の東京大空襲での被弾により南北 
ドーム及び３階部分が焼失しました。１９４７年の応急的復旧のち、２００７年 
に復原工事が着工し、２０１２年までの５年間で延人数７８万人の作業従事者 
による工事が完了して１０年目を迎えました。この写真展では２００８年から 
２０１２年までの現場や工事の記録写真を展示します。 

[場   所] 東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 

 
 
 
 
 

 

３ 「東京駅７ｄａｙｓ展覧会」～丸の内駅舎復原１０周年記念写真展～ 東京駅研究家 佐々木直樹 

   [期   間] １０月２５日（火）～３１日（月）  （展示）８：００～２０：００ / （販売）１１：００～１９：００ 
   [内   容] 復原工事前の懐かしい“八角屋根の赤レンガ駅舎”と列車を 

様々なアングルから記録した写真展。さらに、丸の内駅舎の 
レンガ、石、スレート（屋根石材）の実物展示や、数々のとって 
おきのコレクションを通して東京駅の魅力を一堂に展示します。 
東京ステーションホテルのオリジナルグッズや東京駅に関する 
書籍などの特別販売もあります。会場では日本近代建築の父 
であり、東京駅の設計者「辰野金吾」の像がお出迎えします！ 

[場   所] 東京駅改札内 Ｂ１ スクエア ゼロ 

 
 
 

 

 

※ 使用車両が E６系こまちに変更となる可能性があります。 

東京駅研究家 佐々木直樹氏プロフィール 
１０代の頃からの“鉄道好き”が、いつの間にか“東京駅 Love”に。その興味は歴史、文化、建築、 
スイーツ、グッズ・・・と無限に広がる。１００年後もずっと存在し続ける赤レンガの丸の内駅舎。 
それぞれの時代を生きる人々に連綿と“東京駅”を伝えていきたい。 

文豪セット 

 

運行予定のミニ列車（イメージ） 

クリアファイル           ブリキ時計 

鈴木弘之氏プロフィール 
２００６年より写真家として本格的に始動。東京駅復原工事、ドバイメトロ、キューバ、プラネタリウム、 
東京国際空港Ｄ滑走路、首都高速道路（新宿、渋谷、品川線）、ＮＹグランドセントラルステーション等 
の工事現場を A MOMENT を基幹コンセプトに撮影。 

３代目・銀の鈴 

【別紙】 

 

写真展の作品より 

写真展の作品より 

©️Shin Yamagishi 

基礎松杭 

https://www.jreastmall.com/shop/c/cI9/


４ その他 

（１）東京駅社員がデザインしたオリジナル切手シートの販売 数量限定  

[期   間] １０月１８日（火）～ 

[内   容] 東京駅で働く社員が製作した「ちぎり絵」をメインに、東京駅 
の様々なシーンの写真を切手にしました。 

[販売方法] 『JRE MALL』での限定販売を予定しています。 
   ※販売開始は１０月初旬を予定しています。商品の詳細や販売期間、 

  販売方法については、下記のページにて順次お知らせします。 

URL：https://www.gransta.jp/news/info/ts10th/ 

 
 
 

（２）東京駅社員×エキナカショップ 共同開発パン＆スイーツの販売 数量限定 

[期   間] １０月１日（土）～３１日（月） 

[内   容] ・共同開発したオリジナルの「パン・ド・ブリク ＴＯＫＹＯ」 
           （カスタード・赤ワインクリーム・ピスターシュの３種入り） 
           ・大人気の定番商品「広尾のビスチィーヌ」は、定番の３種の味に 
           福島の桃を使って特別にアレンジしたビスチィーヌも追加。さらに 

今回のためにパッケージイラストも特別に書き下ろしました。 

    [販売店舗] ＢＵＲＤＩＧＡＬＡ ＴＯＫＹＯ（ブルディガラ トーキョー）グランスタ東京店 

   [販売方法] ・パン・ド・ブリク ＴＯＫＹＯ・・・１日３０セット限定（1,300円/税込） 
[販売方法] ・広尾のビスチィーヌ（東京駅丸の内駅舎復原１０周年記念）アソート８個 

・・・１日１００箱限定（2,400円/税込） 
※広尾のビスチィーヌは、内１０箱について『JRE MALL』での販売・店頭渡しが可能です。 

 
 

   
 
 
 

（３）特別デザイン掛け紙の駅弁販売 数量限定 

   [期   間] １０月１日（土）～ 15,000個限定 
   [内   容] 「魚久」のキングサーモン京粕漬、「浅草今半」の牛肉 

たけのこなど、東京の老舗の味を詰め合わせた東京駅 
限定販売の人気駅弁「東京弁当」を、期間限定の特別 
デザイン掛け紙にて販売します。（1,850円/税込） 

   [販売店舗] 「駅弁屋 祭」、「駅弁屋 踊」ほか、東京駅構内の一部 
駅弁屋 
※店舗の営業時間は各店舗によります。 

 
 
 

（４）東京駅丸の内オリジナルグッズの販売  

   [期   間] １０月１日（土）～ 
[内   容] アクリルキーホルダー、メモ帳セット、トートバッグ、Ｔシャツなど 

   [販売店舗] ＮｅｗＤａｙｓグランスタ丸の内北口店、ＮｅｗＤａｙｓグランスタ丸の内南口店 
※販売終了となる場合もありますので予めご了承ください。 

※店舗の営業時間は各店舗によります。 

切手シート（イメージ） 

 

広尾のビスチィーヌ 

パン・ド・ブリク ＴＯＫＹＯ 

特別デザインの掛け紙（イメージ） 

アクリルキーホルダー（イメージ） トートバッグ（イメージ） Ｔシャツ（イメージ） 

https://www.gransta.jp/news/info/ts10th/

