
  

 

 

 

2019 年 12 月 3 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

「Takanawa Gateway Fest」開催概要について 
～高輪ゲートウェイ駅開業にあわせてイベント空間が誕生します～ 

 

〇ＪＲ東日本は、高輪ゲートウェイ駅開業に合わせて駅前に特設会場を設置し、「Takanawa Gateway Fest  

(高輪ゲートウェイフェスト)」を開催します。 
 

〇約半年間の期間限定イベントで、あたらしい街の賑わいをイメージし、期待感をもっていただけるような未来

を疑似体験できるパビリオンをはじめ、最新映像技術を用いたデジタルアートミュージアム、日本初上陸の

屋外インスタレーション、日本の魅力を新しいスタイルでお届けするフードショップなど、お客さまに楽しんで

いただける空間をつくります。 
 

〇東京 2020 大会期間中は、特設会場の一部が、東京都および公益財団法人東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会組織委員会が主催する「東京 2020 ライブサイト」の会場となります。 

 

１． イベント名  Takanawa Gateway Fest （高輪ゲートウェイフェスト） 

２． 開催期間  2020 年春の高輪ゲートウェイ駅開業後～9 月上旬 

        ※イベントオープン日は 2 月上旬に発表予定 

３． 開催場所  高輪ゲートウェイ駅前特設会場 

４． 敷地面積  約 30,000 ㎡ 

※特設会場は、段階的にオープンします。 

 

 

 

 

【会場全体イメージ】  

 



５． 会場デザイン 

会場周辺が、日本初の鉄道が敷設された明治初期において海岸線であったことから、軽やかで漂う

ような「しらなみ」をイメージしたデザインとしました。 

過去と未来、日本と世界をつなぐ結節点として、さまざまな「人」「もの」「情報」が集まり交流が生まれ

る様を「しらなみ」として表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇会場の特徴 
 

【南エリア】 

・各ホールの白くゆるやかに連なる屋根が「しらなみ」を表現しており、地表面は砂浜をイメージした仕上

げで、敷地全体をデザインしました。 

 

【北エリア】 

・コンテナ型の店舗を配置し、エリア中央の芝生広場で飲食を楽しんでいただくとともに、マルシェなどの

イベントを展開します。 

 

◆永山祐子建築設計 永山祐子／建築家 

2002 年永山祐子建築設計設立。ドバイ万博日本館（2020）の計画が進行中 

「ルイ・ヴィトン京都大丸店」JCD 奨励賞(2005) 

「丘のある家」AR Awards(UK)優秀賞(2006)、JCD 銀賞(2017) 

東京建築賞優秀賞(2018)  
 

【南エリア会場イメージ】 

【北エリア芝生広場イメージ】  

 



６． ロゴマーク 

「Takanawa Gateway Fest」の文字をデザイン化してロゴタイプで 

構成しています。高輪ゲートウェイ駅の開業に合わせ、ここから始まる 

新しいつながり・広がり・未来への期待感を線路をモチーフにデザイン 

しました。アクセントカラーは、イベントで展開される7つのカテゴリーを 

表現しています。 

   

◇7 つのカテゴリーと主なイベント 【詳細：別紙】 
 

 「A DAY ～ちょっとミライのつながるセカイ～」 

JR 東日本が今後提供を検討している技術・サービスを通じて、未来のある一日を疑似体験 

「先進的な環境・エネルギー展示」 

品川開発プロジェクトでエキマチ一体となって環境負荷低減を目指す取組みについての紹介 

「水素エネルギー体験イベント」 

JR 東日本の取組みの展示や、水素エネルギーの仕組みを楽しく学び、体験できるイベント 

「J-WAVE INNOVATION WORLD COMPLEX」 

「モビリティがつくる未来」をテーマに最新テクノロジーの専門家達が未来を語り合うイベント 

（主催：株式会社 J-WAVE） 

 「Space Time Journey ～時空を超えるアートの旅～」 

「時空を超え、アートを巡る列車の旅」をテーマにしたデジタルアートミュージアム 

「COSMOS」 

日本初上陸の光が織りなすファンタスティックな屋外インスタレーション 

インフィオラータ世界大会「ワールドフラワーカーペット 2020」 

世界の花絵師と一般参加者が一体となり作りあげる巨大なフラワーカーペット 

（主催：一般社団法人花絵文化協会） 

 「パーソナルモビリティ試乗体験」 

トヨタ自動車のパーソナルモビリティ「歩行領域 EV(立ち乗りタイプ)」の試乗体験プログラム 

「超小型 EV『TOYOTA i-ROAD』試乗体験」 

「TOYOTA i-ROAD」の試乗体験プログラム （主催：トヨタ自動車株式会社） 

 「J-WAVE NIHONMONO LOUNGE」 

J-WAVE がプロデュースするライブ演奏などが楽しめるエンターテイメントレストラン  

（主催：株式会社 J-WAVE） 

 
「フード＆クラフトマーケット」 

「日本の食文化・伝統工芸の“いま”」をテーマに日本各地の魅力を実感できるマーケット 

 TAKUMI JAPAN 「百花繚乱」 

日本全国 100 名の若き職人たちの「匠」による展示・ワークショップ （主催：TAKUMI JAPAN） 

2020 年東北・新潟の情報発信拠点事業「東北ハウス」 

東北・新潟のさまざまな魅力や復興に向けて着実に歩んでいる元気な東北を世界に向けて発信 

（主催：2020 年東北・新潟の情報発信拠点事業「東北ハウス」実行委員会） 

 「東京 2020 ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦」 

「東京 2020 ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦（女子大会）」を特設コートで開催 

（主催：公益財団法人日本バレーボール協会） 

「スポーツ体験イベント」 

ボッチャや車いすバスケットボールなどのパラスポーツ、パルクールなどのアーバンスポーツ体験 

※ 港区、地域と連携した賑わいを創出するイベントの実施も検討しています。 

［テクノロジー］ 

［モビリティ］ 

［ミュージック］ 

［フード］ 

［ローカルカルチャー］ 

［スポーツ］ 

［アート］ 



７． Takanawa Gateway Fest 特設 WEB サイト 

イベント最新情報については、特設 WEB サイトなどで順次お知らせします。 

一部事前予約が必要なイベントがあります。事前予約に関するお知らせは 2 月上旬に行います。 

 

    【ＵＲＬ】 https://www.takanawa-gateway-fest.com  

 

 

※ 入場料無料（一部有料のイベントがあります。） 

※ 開催概要などは、今後変更となる場合があります。 

※ 会場には駐車場がありませんので、ご来場の際は電車をご利用ください。 

※ 天候や混雑状況などにより、イベント内容の変更や入場制限、営業を中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takanawa Gateway Festの主なイベント詳細            【別紙】 

 

第１期オープン 2020年春駅開業後 

「A
ア

 DAY
デ イ

 ～ちょっとミライのつながるセカイ～」                                               

［時期］オープン日～9 月上旬 

［場所］ホール A 

［内容］ ＪＲ東日本が今後提供を検討している技術・サービスを通じて、未来のある一日（A DAY）を 

「駅」「電車」「まち」の３つのゾーンで体験していただけるパビリオンをオープンします。 

「駅」では Suica 技術をベースとしたタッチレスゲートを通り、「電車」型シアターでは「まち」への

ガイダンス映像をご覧いただき、「まち」では MaaS やショッピングなどの生活シーンを新たな認証

機能の活用により、シームレスに体験していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Space
ス ペ ー ス

 Time
タ イ ム

 Journey
ジ ャ ー ニ ー

 ～時空を超えるアートの旅～」                              

［時期］オープン日～6 月上旬 

［場所］ホール B 

［内容］ ビジュアルデザインスタジオ「WOW※」が制作・演出を手掛ける最新のデジタルアートミュージア 

    ムをオープンします。「時空を超え、アートを巡る列車の旅」をテーマに、メインコンテンツでは最新 

    映像技術を駆使し、360 度スクリーンによる没入感のある映像空間を体験していただけます。 

また、サブコンテンツでは、アートの視点のインスタレーションを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＷＯＷ/ビジュアルデザインスタジオ／制作・演出 

東京、仙台、ロンドンに拠点を置くビジュアルデザインスタジオ。広告におけるさまざまな映像表現から、展示スペースにおけ 

るインスタレーション映像、メーカーと共同で開発するユーザーインターフェイスのデザインまで、既存のメディアやカテゴリー 

にとらわれない幅広いデザインワークを展開 

 

【イメージ】 【イメージ】 

【イメージ】 【イメージ】 



 

第１期オープン 2020年春駅開業後 

「J-WAVE NIHONMONO
ニ ホ ン モ ノ

 LOUNGE
ラ ウ ン ジ

」                                          

［時期］オープン日～7 月上旬 

［場所］ホール C 

［主催］株式会社 J-WAVE 

［内容］ J-WAVE（81.3FM）がプロデュースするエンターテイメントレストランです。中田英寿氏が主催す      

    る「CRAFT SAKE WEEK※１」とコラボレーション、選りすぐりの日本酒が日替わりで楽しめるほか、 

「CRAFT SAKE WEEK」で人気のレストラン監修によるメニューを週替わりで提供します。 

会場からのラジオ番組の生放送やミュージシャンによるライブ演奏、「ショートショート フィルムフ 

ェスティバル & アジア※２」とコラボレーションしたショートフィルム（短編映画）作品の上映などを 

お楽しみいただけます。 

また、中田英寿氏が全国を巡る旅で出会った品々を集めたショップ「NIHONMONO SHOP」も開 

設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ CRAFT SAKE WEEK 

中田英寿氏が全国 47 都道府県を巡り、その旅をきっかけにこれまで 350 を超える酒蔵を訪問。日本酒の美味しさと

文化的可能性を強く感じたことから 2016 年にスタートした日本文化を象徴するイベント。選りすぐりの日本酒とともに、

食、工芸、建築が楽しめる国内最大級のイベントである。 

  

※２ ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 

俳優で J-WAVE ナビゲーターも務める別所哲也氏が 1999 年に創立。世界各国から毎年 1 万本もの作品が集まるア

ジア最大級の国際短編映画祭。2004 年に米国アカデミー賞公認映画祭に認定。2019 年からはオフィシャルコンペテ

ィションの各優秀賞、ノンフィクション部門の優秀賞受賞作品が翌年のアカデミー賞短編部門のノミネート候補になる。 

 

 

◆中田英寿／J-WAVE NIHONMONO LOUNGE ディレクター 

サッカー元日本代表。ドイツ W 杯を最後にプロサッカー選手引退後、 

世界各地を歴訪。日本全国 47 都道府県を巡る旅を経て、 

2015 年には株式会社 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY を設立。 

2019 年 4 月よりラジオ番組「VOICES FROM NIHONMONO」がスタート 

   

 

 

【ライブイメージ】  【イメージ】CRAFT SAKE WEEK 2019 



 

第１期オープン 2020年春駅開業後 

「COSMOS
コ ス モ ス

」                                                                                          

［時期］オープン日～5 月下旬 

［場所］イベントスペース 

［内容］ 日本初上陸のインタラクティブアーティスト「Jen Lewin Studio※」による屋外インスタレーション 

を展開します。世界各地で人々を魅了してきた光が美しく織りなすファンタスティックな世界や踏 

むと多彩に色が変わるインスタレーションで、幻想的な風景をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Jen Lewin Studio（ジェン・ルーウィン・スタジオ）/企画制作 

ニューヨークに拠点を置くインタラクティブアーティスト。光、音、複雑なエンジニアリングなどの要素を組み合わせた公共ス 

ペースでの大規模なインスタレーションを専門としている。インタラクティブなライトインスタレーション「The Pool」は 2008 年 

にデビューし、世界各都市や SXSW（サウスバイサウスウエスト）などのイベントで展示 

 

「パーソナルモビリティ 試乗体験」                                          

［時期］オープン日～9 月上旬 

［場所］イベントスペース 

［内容］ 次世代の移動支援型モビリティとして期待される 

        パーソナルモビリティによる試乗体験プログラムです。 

         トヨタ自動車のパーソナルモビリティ「歩行領域 EV 

（立ち乗りタイプ）」で、快適な移動を体験していただ 

けます。 

 

「先進的な環境・エネルギー展示」                                              

［時期］オープン日～5 月上旬 

［場所］イベントスペース 

［内容］ 品川開発プロジェクトでは、ＳＤＧｓを目指した先進的な 

環境都市づくりを計画しており、街の核となる高輪ゲート 

ウェイ駅では、省エネルギー、再生可能エネルギーなど 

さまざまな環境保全技術を駅に導入する「エコステ」の 

取組みを行っています。 

エキマチ一体となって、環境負荷の低減を目指す 

JR 東日本の取組みについてご紹介します。 

【イメージ】 【イメージ】Aqueous by artist Jen Lewin 

【写真提供】トヨタ自動車 



 

第2期オープン 2020年5月上旬 

「フード＆クラフトマーケット」                                             

［時期］5 月上旬～9 月上旬 

［場所］フード＆クラフトマーケット・芝生広場 

［内容］ 「日本の食文化・伝統工芸の“いま”」をテーマに、日本各地の魅力を実感していただけるマー 

ケットです。 

 

〇フードショップ 

こだわりのフードショップが 16 店舗集結し、新しいスタイルで食をお届けするフードスポットが誕 

生します。日本の食文化や世界が抱える社会課題などに挑戦するシェフや料理家によるオリジ 

ナルメニューをお楽しみいただけます。また、次世代を担う大学生たちによる新しいチャレンジショ 

ップも展開します。 

 

【出店店舗（一部）】 

食の「もったいない」を楽しく解決する日本 

各地をキッチンカーで巡るロードムービー映 

画『もったいないキッチン』(2020 年末ロー 

ドショー)と「Peace Kitchen Tokyo」のタイア 

ップショップ「Peace Kitchen ～Mottainai 

Station～」が登場します。 

 

鰹節の専門店「かつお食堂」から、初のスピ 

ンオフ企画「かつお食堂はなれ」が誕生しま 

す。日本の伝統的な食材である鰹節をおいし 

く楽しんでいただき、その魅力を伝えます。 

 

〇クラフトショップ 

「JapanMade」の編集長である河野涼氏をキュレーターに選定し、厳選された工房がテーマ

に沿って入れ替わり、選りすぐりの工芸品を店頭販売するとともに、伝統工芸品のワークショップ

などの体験イベントも開催します。 

 

    ◆河野 涼／キュレーター 

フリーのクリエイティブディレクター兼カメラマン。日本のモノづくり 

の素晴らしさを伝える Web マガジン「JapanMade」を立ち上げ、 

編集長として運営。日本各地を巡り、モノづくり文化のアップデート 

をすべく制作工程を中心に写真、動画で発信している。 

 

〇芝生広場 

週末を中心に、日本各地からこだわりの商品が集まるスペシャルなマルシェを開催します。マル

シェを通じてさまざまな地域文化の“いま”をお楽しみいただけます。 

 

【かつお食堂 永松真依】 

【Mottainai  Kitchen】 



 

第2期オープン 2020年5月上旬 

「超小型 EV 『TOYOTA i-ROAD』 試乗体験」                                           

［時期］5 月上旬～9 月上旬 

［場所］ライドステーション  

［主催］トヨタ自動車株式会社 

［内容］ コンパクトなボディサイズによるバイク並みの使い勝 

手、乗り味の楽しさを提供する「TOYOTA i-ROAD」の 

試乗体験プログラムです。 

         ライドステーション内で、簡単な講習後、高輪ゲー 

トウェイ駅周辺の公道をインストラクター先導で周遊 

することができます。 

  

 

 

「東京 2020 ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦」                           

［時期］5 月 23 日・24 日 

［場所］イベントスペース 

［主催］公益財団法人日本バレーボール協会（JVA） 

［内容］ 「東京 2020 ビーチバレーボール日本代表チーム決 

定戦（女子大会）」を特設コートで開催します。 

優勝した女子 1 チームが東京 2020 オリンピック 

ビーチバレーボール日本代表チームとして内定します。 

 
 
 
 
インフィオラータ世界大会「ワールドフラワーカーペット 2020」                                    

［時期］5 月 29 日～6 月 3 日 

［場所］イベントスペース 

［主催］一般社団法人 花絵文化協会 

［内容］ 2006 年から 2 年に一度開催されるインフィオラータ※世界大会「ワールドフラワーカーペット 

2020」が日本に初上陸します。世界の花絵師約 100 名が一堂に集結するとともに、1,000 名の 

一般参加者と一体となり、巨大で美しいフラワーカーペットを会場に敷き詰めます。 

作品に使用した約 30 万本の花々は、「お花のスケッチブック」として再利用される予定です。 

 

 

※ インフィオラータ 

イタリア語で『花をまく』という意味の、400 年以上続くイベント。 

イタリアやスペインを中心に世界各国で、現在イベントなどでも 

盛大に行われている。 

 

 

 
【イメージ】ブリュッセルフラワーカーペット 

 

【写真提供】トヨタ自動車 

【イメージ写真提供】JVA BEACH 



 

第2期オープン 2020年5月上旬 

TAKUMI JAPAN 「百花
ひゃっか

繚乱
りょうらん

」                                        

［時期］6 月中旬 

［場所］ホール B 

［主催］TAKUMI JAPAN 

［内容］ 全国各地で日本の伝統工芸を新しいカタチで次代に受け継ぐ若き職人たち「匠（TAKUMI）」 

100 名が集結します。多様性あふれる伝統工芸品の展示や実演、TAKUMI によるトークショー、 

ワークショップなどを通じ、「ジャパンクラフトイノベーション」の魅力を発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「J-WAVE INNOVATION
イ ノ ベ ー シ ョ ン

 WORLD
ワ ー ル ド

 COMPLEX
コ ン プ レ ッ ク ス

」                                

［時期］6 月 20 日・21 日 

［場所］ホール B 

［主催］株式会社 J-WAVE 

［内容］ J-WAVE（81.3FM）の番組「INNOVATION WORLD※」と連動した最新テクノロジーが集まるカン 

ファレンスを行います。「モビリティがつくる未来」をテーマに、イノベーターやクリエイターによるトー 

クセッションなど、最新テクノロジーの専門家達が一堂に会して未来を語り合うイベントです。 

また、展示・体験ブース、テクノロジーを取り入れたライブパフォーマンスなども予定しています。 

 

※ INNOVATION WORLD 

毎週金曜日 20 時～22 時にオンエア。イノベーターを支援し、 

アイデアとテクノロジーで新しいビジネスを創ることをコンセプト 

にリスナーと 2WAY で未来を探る J-WAVE のレギュラーラジ 

オ番組 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ】 

【イメージ】 【イメージ】 【イメージ】 



 

第3期オープン 2020年6月下旬 

「水素エネルギー体験イベント」                                                        

［時期］6 月下旬  

［場所］ホール B 

［内容］ JR 東日本では、ESG 経営の取組みの一つとして「エネル 

    ギーの多様化」を目指しています。その一環として、品川開 

発プロジェクトにおいて、水素の活用によるサスティナブルな 

低炭素社会の実現に向け、水素ステーションの設置などの 

検討を進めています。 

JR 東日本の取組みの展示をはじめ、水素エネルギーの仕 

組みを楽しく学び、水素を身近に体験していただけるイベント 

などを実施します。 

 

「スポーツ体験イベント」                                                   

［時期］6 月下旬～7 月上旬 

［場所］イベントスペース・ホール B 

［内容］ ボッチャや車いすバスケットボールなどのパラスポーツ体験や、パルクールなどのアーバンス 

ポーツ体験をお楽しみいただけます。 

 

2020 年東北・新潟の情報発信拠点事業「東北ハウス」                                                              

［時期］7 月 18 日～8 月 9 日 

［場所］ホール B 

［主催］2020 年東北・新潟の情報発信拠点事業「東北ハウス」実行委員会  

［内容］ 東日本大震災の発生から 10 年目を迎え、「復興・創生期間」の最終年度となる区切りの年で 

ある 2020 年に「世界から寄せられた支援に対する感謝の気持ち」「復興に向けて着実に歩んで 

いる元気で安心な東北」「日本の他地域では味わえない観光地 “東北・新潟”の魅力」を世界 

に発信します。東北・新潟の魅力を発信する「大型スクリーンで上映する映像コンテンツ」「伝統 

文化体験（伝統工芸の体験・展示）」「食・酒の体験（試食・試飲）」のほか、屋外では「祭り」など 

の実施を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ】 東北ハウスのコンテンツ一部（大型スクリーン映像） 

【取組みの一例】 

ハイブリッド車両（燃料電池）試験車両イメージ  


