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【秋葉原駅】
①駅ピアノ「LovePiano」
with ヤマハミュージックジャパン
11/21~29  改札内１階
平日 15:00~20:00　土日祝 10:00~20:00
②アカペラコンサート
with お茶の水女子大学文教育学部
11/19  マーチエキュート神田万世橋

【上野駅】
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 11:00~11:20
エキュート上野キノクニヤアントレ前

【御徒町駅】
DUG×NIL Sound Labo ( 音の実験室 )
11/16~11/30 
秋葉原 ~御徒町間高架下「SEEKBASE」

【神田駅】
新納翔「東京風景写真」

【鶯谷駅】
新納翔「東京風景写真」 

【日暮里駅】
art×craft×local pop-up shop
11/19~26  改札内コンコース

【西日暮里駅】
「ニリフェス」https://klass.co.jp/nirifes2020/
もうすぐ 50 歳！西日暮里駅を花かざぐるまで飾ろう！
11/28 10:00~15:30  エキラボ niri、西日暮里エキマド

【田端駅】
たばったん - 田端駅のゆるきゃらイラスト -
駅構内ポスター枠

【駒込駅・巣鴨駅 ほか】
「あさって」の駅展 ONLINE
https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/
exhibition/asatte/station/index.html

【大塚駅】
ASMR “SOUNDS GOOD    ” in Otsuka
https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/
contents/interaction/044.html

【池袋駅】
①IKEBUKURO LIVING LOOP  11/21~23
http://ikebukuropark.com/livingloop/
②駅ピアノ「LovePiano」
with ヤマハミュージックジャパン
11/21~29  南改札内
平日 15:00~20:00　土日祝 10:00~20:00

【目白駅 ほか】
オーハラユーコ「#山手線のねこ」 
山手線沿線の猫をシェアしよう！

【新大久保駅】
開業迫る「新大久保フードラボ（仮称）」
をどう活かす？ONLINE ライブ討論会
11/27  13:30~14:30
日経フードテック・カンファレンス
https://events.nikkei.co.jp/32239/

【新宿駅】
パブリックアート「Metro-Bewilder」
SHINJUKU STATION EAST SQUARE
新宿駅東口駅前広場

②Bridge GOOD COFFEE & GOOD MUSIC
11/22 21:00~23:00 猿田彦珈琲 The Bridge

【渋谷駅】
SHIBUYA SKY ( 渋谷スカイ )
https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/

【恵比寿駅】
Sustainable Art Station Ebisu
with バンタンデザイン研究所
11/11~20 @ 西口改札横

【五反田駅 ほか】
Have A Nice 駅そば！
年中無休 ( 年末年始休業 )
平日 7:00~22:00 土日祝 7:00~21:00
道中そば ホーム上

【目黒駅】
新納翔　写真「東京風景」

【品川駅】
新納翔　写真「東京風景」

■ 期間中、山手線全 30 駅のポスターパネルに OVER ALLs による絵が登場します！
　どこにどんな絵が現れるか、お楽しみに！

■ 新納翔 による「写真『東京風景』」については、 期間中、一部の駅構内に展示されます。 

【高輪ゲートウェイ駅】
①OVER ALLs×はからめカルテット
（東京都交響楽団メンバー）コラボレーション LIVE
11/16 14:00~14:30  改札内鉄道テラスビジョン前
②はからめカルテット
（東京都交響楽団メンバー）LIVE
11/20  13:00~13:30 / 14:00~14:30  改札内鉄道テラスビジョン前
③新納翔　写真「東京風景」

【田町駅】
SHIBAURA HOUSE
https://shibaurahouse.jp/

【新橋駅】
①旧新橋停車場 鉄道歴史展示室
http://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/
②OVER ALLs ライブペインティング
11/29 1:00~4:00 ( ライブ配信予定 )
※駅構内には立ち入りできません

②垣間見の角 ( アート展示 ) 11/20~30
中央西口前

【東京駅】
①TOKYO STATION AR ART PROJECT
11/16~30  丸の内駅前広場  
※日没後はご利用いただけない場合がございます
②へ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
③Endless Creation ライブ製作（絵、版画）
11/23,24 11:00~19:00  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 18:30~20:00  八重洲グランルーフ２階
⑤OVER ALLs ライブペインティング
11/30 11:00~20:00  グランスタ東京スクエアゼロ

【大崎駅 ほか】
東京の森を体験 ( 東京感動線×TABICA)
https://tabica.jp/entry/featuring/
tokyomovinground/

②BOOK AND BED TOKYO × ART AND MUSIC
11/16~30 STAND by bookandbedtokyo

【浜松町駅】
WATERS takeshiba
ダイアログ・ミュージアム「対話の森　」
https://taiwanomori.dialogue.or.jp/

Ｒ

Ｒ

【原宿駅】
①ＶＲ原宿駅
https://vr-harajuku.ex-view.kddi.com/

【有楽町駅】
「HELLO! 有楽町」
①ガード下のDJ  11/20, 27  18:00~23:00
エキュートエディション有楽町「THE STAND」

【代々木駅】
明治神宮鎮座百年大祭
https://www.meijijingu.or.jp/enshrined100/

【高田馬場駅】
①STATION EDEN with BOOK AND BED TOKYO
11/16~12/25 早稲田口改札外壁面

イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。
詳細は「東京感動線公式ウェブサイト」をご確認ください。
https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/

期間中、山手線でアートや音楽を見つけたら、豪華賞品があたるチャンス！
#東京感動線HANDを付けてTwitter/Instagramに投稿しよう！

山手線でアートと音楽を楽しむ15日間。
2020.11.16 (MON) ～ 11.30 (MON) 


