２０１７年８月１７日

東横線開通９０周年記念イベントを実施
～「花」をモチーフにした「欅坂４６」「いけばな草月流」とのコラボレーション企画を実施～
東京急行電鉄株式会社
当社は、東横線が２０１７年８月２８日（月）で開通９０周年を迎えることを記念して、８月２７日（日）から
の１年間、ご利用のお客さまや沿線の皆さまに感謝の気持ちをお伝えすることを目的に、東横線開通９
０周年記念イベント（以下、本イベント）を実施します。
東横線は、９０年前の１９２７年８月２８日に渋谷～神奈川駅（１９５０年廃止）間が開通した際に「東横
線」と命名され、翌年の１９２８年５月１８日に現在の渋谷～横浜駅間の全線が開通しました。本イベント
では、デビュー曲のプロモーションビデオを撮影するなど、渋谷にゆかりがあり、東横線駅数と同じ２１名
で構成されるアイドルグループ「欅坂４６」（漢字欅２１名）、また東横線と同様に創流９０周年を迎える「い
けばな草月流」とコラボレーションし、お客さまに対して、さまざまな形で「花」をプレゼントすることをコン
セプトとした記念イベントを実施します。
東横線各駅にちなんで、「欅坂４６」のメンバー１人、「いけばな草月流」ご協力のもと選定した季節の
花１種類、それぞれをあしらった全２１駅２１種類の記念乗車券の発売やポスターの掲示を行います。加
えて、各駅での生花の配布や、地元商店街と連携した「いけばな草月流」によるワークショップなどを実
施します。
このほかにも、東横線日吉駅にキャンパスを構える慶應義塾大学の９０周年を迎える応援歌「若き血」
とのコラボレーションなど、「９０」にまつわるイベントなどを企画、実施していきます。
本イベントの主な内容は別紙のとおりです。各イベントの詳細は決定次第おしらせします。

記念ロゴ

記念乗車券（イメージ）
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【別紙】
主な記念施策の概要

実施時期（予定）

＜欅坂４６＆いけばな草月流＞
１．記念乗車券の発売
２．記念ポスターの掲示

未定 ※９月下旬に詳細をご案内します。
８月２７日（日）～１１月３０日（木）

＜いけばな草月流＞
３．商店街連携いけばなワークショップ

１０月

＜慶應義塾大学および慶應連合三田会＞
４．日吉駅発車メロディ（慶應義塾大学応援歌「若き血」）

１０月

＜その他＞
５．２１駅生花配布
６．ラッピング電車（青ガエル）運行

８月２７日（日）
９月～２０１８年８月末

＜ロゴマーク＞
お客さまの長年のご愛顧への感謝をこめて、
旧型車両 （青ガエル）に使われた緑と
現在の路線カラー赤を使用し、
下線は線路のデザインとしました。

＜東横線の歴史＞
・１９２６年（大正１５年） ２月１４日 丸子多摩川（現多摩川）～神奈川駅間開業
（旧東京横浜電鉄）
・１９２７年（昭和 ２年） ８月２８日 渋谷～丸子多摩川駅間開業 ★路線名を東横線とする。
・１９２８年（昭和 ３年） ５月１８日 神奈川～高島駅（後の高島町駅）間開業
・１９３２年（昭和 ７年） ３月３１日 高島町～桜木町駅間開業
・１９５４年（昭和２９年）１０月１６日 旧５０００系営業開始
・１９６４年（昭和３９年） ８月２９日 営団日比谷線と相互直通運転開始
・２００４年（平成１６年） １月３１日 横浜～桜木町駅間廃止
・２００４年（平成１６年） ２月 １日 横浜高速鉄道みなとみらい線と相互直通運転開始
・２０１３年（平成２５年） ３月１６日 東京メトロ副都心線と相互直通運転開始
＜「花」企画のコンセプト＞
お客さまに９０年分の感謝をこめて、「花」をプレゼントします。
贈る「花」は、実物の花である「いけばな草月流」に加え、イメージの花（若さ、活発、華やか）として
「欅坂４６」を起用し、２つの「花」のコラボレーション企画としました。

＜主な記念施策＞
１．記念乗車券の発売
２１種類のデザインの東急ワンデーオープンチケットを３枚１組で発売します。
（１）デザイン

▲乗車券台紙表および裏面イメージ
【記念乗車券】
「欅坂４６」のメンバーと「いけばな草月流」ご協力のもと選んだ花を組み合わせて２１種類のデザイン
で制作します。駅ごとにメンバー、花が異なります。
【ポストカード】
昔懐かしい東横線の旧型車両電車をモチーフにしたオリジナルデザインです。

（２）販売様式
１セット当たり：東急ワンデーチケット大人券３枚組＋記念ポストカード１枚付 全７種類
（３）各セットの構成
後述の参考をご覧ください。
（４）販売金額
１セット ２，０００円（税込）
（５）販売数量
各セット ５，０００部
※お一人さま７セットまで。なお同駅のセットは３部までの販売とさせていただきます。
（６）販売時期、販売場所
９月下旬を目途にお知らせします。
（７）有効区間
東急線全線（世田谷線を含む）
（８）有効期限
販売開始初日～２０１８年３月３１日（土）まで

２．記念ポスターの掲出
記念乗車券と同様のデザインのポスターを制作し、東横線各駅１種類ずつ掲出します。
（１）デザイン
ポスターには各駅の花の持つ花言葉をイメージした
メッセージが加えてあります。
（左：ポスターイメージ〈渋谷駅版〉）
（２）ポスター掲出期間
８月２７日（日）～１１月３０日（木）

３．商店街連携いけばなワークショップ
沿線の皆さまに「花」を身近に楽しんでいただけるよう、地元の商店街のご協力の下、地元のお祭り
の中でいけばなのワークショップを開催します。
（１）開催日時と場所 （※開催時間は変更する場合があります。）
１回目 １０月 １日（日） 元住吉「ブレーメン・フライマルクト」
（予定）１回目：１１時～（西口エスカレータ下）
２回目 １０月１５日（日） 中目黒「オータムフェスタ」

２回目：１４時～（西口エスカレータ下）

（予定）１回目：１１時～（合流点遊び場） ２回目：１４時～（合流点遊び場）
３回目 １０月２１日（土） 田園調布「田園調布フェア」
（予定）１回目：１１時～（駅前広場） ２回目：１４時～（会場内テント）
（２）参加資格

特にありません。どなたでもご参加いただけます。

４．日吉駅発車メロディ（慶應義塾大学応援歌「若き血」）
慶應義塾大学応援歌「若き血」が９０周年を迎えます。９０周年記念のコラボレーション企画として日
吉駅の発車メロディを「若き血」にします。
（１）曲名 慶應義塾大学応援歌「若き血」
（２）期間

１０月１日（日）初電～１０月３１日（火）終電まで

（３）対象

１・４番線から発車する列車（東横線の上り線、下り線）

５．２１駅生花配布
８月２７日（日）に、記念ポスターで駅ごとにあしらっている花を、９０周年にちなんで各駅９０本ずつ
配布します。
（１）開催日時と場所
８月２７日（日） 各駅の改札近辺
※東横線２１駅全駅で実施。配布時間は駅ごとに異なります。
（２）配布する花の種類 ※参考「乗車券各セットの構成」参照。
各駅のポスターにあしらっている花と同じ生花を、９０本ずつ配布します。
※時期の関係から色などに違いがある場合があります。
６．ラッピング電車（青ガエル）運行
沿線の皆さまに東横線の昔の情景を懐かしんでいただくため、現在の５０００系電車に、緑の塗装と
丸みを帯びた外観で「青ガエル」と呼ばれて親しまれた旧５０００系の塗装を再現して運行します。
（１）運行期間（予定） ９月４日（月）～２０１８年８月３１日（金）
※運行時間などは未定です。
（２）運行車両形式 ５０５０系 ８両編成

▲１９８６年当時の旧５０００系「青ガエル」
７．その他のイベント
「いけばな草月流」による駅構内への大型いけばなの展示、沿線にお住いの９０歳の方々による
「書」のイベント、および各種小冊子の発行なども予定しています。

８．お客さまからのお問い合わせ先
東急お客さまセンター TEL：０３－３４７７－０１０９
営業時間：月～金 ８：００～１９：００ 土日祝９：３０～１７：３０（年末年始など除く）
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＜参考＞
■乗車券各セットの構成 （各駅のメンバーと花、記念ポスターのコピー）
セット名

1

2

3

4

5

写真

花名（草月表記）

花画像

花言葉
ポスターコピー

駅

メンバー

渋谷

平手 友梨奈

ばら

「情熱」
いつまでも、情熱が輝き続けますように。

代官山

原田 葵

かすみそう

「親切」
人を想う心が、たくさん生まれますように。

中目黒

米谷 奈々未

ワックスフラワー

「可愛らしさ」
明日も、あなたの微笑みが輝きますように。

祐天寺

小林 由依

なでしこ

「大胆」
明日へ、大きく踏み出せますように。

学芸大学

志田 愛佳

カラー

「華麗なる美」
美しい日々が、ずっと続きますように。

都立大学

齋藤 冬優花

モカラ

「優美」
未来が、美しく輝きますように。

自由が丘

今泉 佑唯

スプレーデルフィニウム

「幸福を振りまく」
いつの日も、幸せが降り注ぎますように。

田園調布

小池 美波

ガーベラ

「希望」
未来に、希望がたくさん咲きますように。

多摩川

織田 奈那

クラスペディア

「エネルギッシュ」
生き生きと輝く毎日が、続きますように。

新丸子

鈴本 美愉

アルストロメリア

「未来への憧れ」
思い描いた未来が、叶いますように。

武蔵小杉

長濱 ねる

カーネーション

「無垢で深い愛」
毎日が、深い愛情に包まれますように。

元住吉

尾関 梨香

トルコききょう

「思いやり」
温かい気持ちが、いっぱい集まりますように。

日吉

渡邉 理佐

ダリア

「華麗」
毎日が、華やかに彩られますように。

綱島

守屋 茜

スターチス

「変わらぬ心」
変わらない願いが、未来に届きますように。

大倉山

土生 瑞穂

ブルースター

「信じあう心」
信じ合う心で、街が溢れますように。

6

7

菊名

長沢 菜々香

りんどう

「誠実」
いつでも、自分に正直でいられますように。

妙蓮寺

佐藤 詩織

ゆり

「無垢」
無垢な心を、持ち続けられますように。

白楽

渡辺 梨加

レースフラワー

「細やかな愛」
街いっぱいが、気配りで満たされますように。

東白楽

石森 虹花

デンファレ

「有能」
ひとりひとりの力が、花開きますように。

反町

上村 莉菜

オーニソガラム

「純粋」
ピュアな心で、毎日を楽しめますように。

横浜

菅井 友香

ひまわり

「私はあなただけを見つめる」
あなたの笑顔を、ずっと見られますように。

■「欅坂４６」（公式サイト http://www.keyakizaka46.com）
秋元康 総合プロデュース、乃木坂４６に続く「坂道シリーズ」第２弾。
２０１５年８月２１日、乃木坂４６結成から４年後の同じ日・同じ場所で結成。応募総数２２，５０９名の
中から選ばれたメンバーで、２０１６年４月６日「サイレントマジョリティー」でデビュー。また、同年５月８
日にけやき坂４６(ひらがなけやき)が誕生。２０１７年８月現在、欅坂４６（漢字欅）２１名、けやき坂４６
（ひらがなけやき）２１名、合計４１名で構成。※「長濱 ねる」は兼任。２０１６年末「第６７回 NHK 紅白歌
合戦」出場。２０１７年４月５日４th シングル「不協和音」、２０１７年７月１９日１st アルバム「真っ白なも
のは汚したくなる」をリリース。

▲東横線渋谷駅構内にて撮影された１st アルバム
『真っ白なものは汚したくなる』ジャケット写真

▲欅坂４６ロゴマーク

■「いけばな草月流」（公式サイト http://www.sogetsu.or.jp/）
１９２７年に初代家元・勅使河原蒼風によって創流され、２０１７年に創流９０周年を迎えました。
自由と個性を尊び、時代に即したいけばなを追求する一方、さまざまなフィールドのアーティス
トとのコラボレーションにも積極的に取り組んでおり、創流９０周年期間の２０１６年４月～２０１８年３月、
全国各地でさまざまな展覧会やイベントが開催されています。

草月流第四代家元
勅使河原 茜

■慶應義塾大学応援歌「若き血」
“陸の王者 慶應”のフレーズで知られる慶應義塾の応援歌。１９２７(昭和２)年に、当時の予科会の学
生たちが自らの意思で発議し、義塾出身の音楽評論家野村光一に相談した結果、野村の推薦で堀内敬
三に作詞作曲を委嘱して出来たという歴史があります。慶應義塾の代表的なカレッジソングとして、伝統
の早慶戦や卒業生が集う場など、多くの場面で歌い継がれ、今年で９０周年を迎えます。
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