
２０１８年１０月３０日 

１１月２３日（金・祝）～２４日（土）、首都圏初！１路線全１５駅でお祭り催事を同日開催 

 “お祭りは続くよ、どこまでも”「池上線全線祭り」開催イベント紹介 

東京急行電鉄株式会社 

当社は、１１月２３日（金・祝）～２４日（土）に、「生活名所」プロジェクトのイベント第２弾として、“お祭りは続く

よ、どこまでも”「池上線全線祭り」（以下、池上線全線祭り）を企画・開催します。期間中、池上線全駅でさまざ

まなイベントが開催されます。 

 

「生活名所」プロジェクト第１弾として、昨年１０月に「池上線フリー乗車デー」を開催し、延べ５６９，０００人

（前年比３７１％）の方にご乗車いただき、池上線の認知度も６３．７％（イベント前５４．３％）と約１０％上昇しま

した。第２弾となる今回は、前回以上に地元商店街や店舗、住民の方々、企業と密に連携して、全１５駅で大小

さまざまなイベントを開催することで、お客さまに１つ１つの駅での時間を楽しんでいただき、池上線沿線ならで

はの暮らしやすさや人情感など、現在３１候補ある「生活名所」の魅力をお伝えします。なお、１路線全駅で、お

祭り催事を行うという取り組みは、首都圏の鉄道会社では初めての試みです。 

 

戸越銀座駅、池上駅の商店街では、歩行者天国にテーブルなどを設置し、地元商店街の料理を食べ歩きで

きる「ストリート・ビュッフェ」を開催、洗足池公園では、地元の美味しいパン屋さんなどが集結し、普段は入れな

いボートハウス屋上を特設フードテラスとして開放するほか、昨年大好評の洗足池ボート限定無料乗艇を実施

します。また、サッポロビール（株）、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）の特別協賛で、車内でレモンサワー

を楽しめる「乾杯電車」を運行するなど、池上線全体でお祭りを盛り上げます。さらに、洗足池周辺や池上本門

寺は、ドラマ「西郷どん」でも話題の西郷隆盛や勝海舟にゆかりの深い地であることから、鹿児島県産の食材な

どを使用したオリジナル丼、「勝丼」「せご丼」を販売します。 

その他、池上線各駅では３５以上のイベントが開催されるほか、池上線全線祭り特典ポスター掲出店では、

「東急ワンデーオープンチケット（６６０円税込）」の提示でさまざまな特典を受けることができます。 

また、今回新たに一般社団法人「Tokyo Good Manners Project」（略称 TGMP）の企画協力を得て、

東京の街のマナーの良さ、マナーの大切さが魅力ある街づくりの重要な要素であることをお客さまに体感いた

だけるよう、イベント会場のごみの回収や、グッドマナーを理解していただくツールの配布も行う予定です。 

 

当社は、今後も行政機関や地元の方々と連携して、池上線沿線の魅力を生かしたさまざまなイベントなどを

継続的に実施していくことで、池上線沿線の魅力を高め、発信していきます。 

詳細は別紙のとおりです。 
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【別 紙】 

■１１月２３日（金・祝）～２４日（土）の主なイベント（※今後、変更する場合があります） 

イベントの詳細は、専用ＷＥＢサイト（https://seikatsumeisho.com/）にてご案内しています。 

※事前の募集が必要なイベントについても掲載しています。 

 

１） ストリートビュッフェ（戸越銀座駅、池上駅）の開催 

戸越銀座駅と池上駅の商店街の協力を得て、当日、商店街通りを開放して、テーブルを設置、各商店街の

名物メニューをゆっくりお楽しみいただけるストリート・ビュッフェを開催します。また会場では、「Tokyo 

Good Manners Project」（略称 TGMP）の協力により、イベント会場のごみの回収や、町の美観を守

るためのお持ち帰り用ごみ袋などの配布を行う予定です。  

 

①戸越銀座ストリートビュッフェ 

全長１３００ｍの戸越銀座商店街の３つのゾーンそれぞれ３０～５０ｍに渡り、歩行者天国の時

間帯にテーブルを設置、周辺店舗でお買上げいただいた商品をその場で味わっていただけます。 

◆開催日時：１１月２３日（金・祝）１４：００～１８：００ 

◆名物商品  

後藤蒲鉾店「おでんコロッケ」、焼き鳥エビス「焼き鳥各種」、龍輝「焼き小籠包」、パンのハリマ

ヤ「カレーパン」など食べ歩きストリートらしいグルメをご用意します。 

②池上ストリートブビュッフェ 

池上本門寺通り商店会に約１５０ｍに渡ってテーブルを設置した特設ビュッフェ会場をご用意し、

商店会店舗でお買上げいただいた商品をその場で味わっていただけます。 

◆開催日時：１１月２３日（金・祝）１０：００～１６：００ 

◆名物商品  

花見煎餅  吾妻屋「手焼き煎餅」、浅野屋本舗「葛餅」、寿司  道祖神「江戸前寿司」など池上

本門寺の門前町らしい商品をご用意  

 



２） 洗足池公園イベント：２３日（金・祝） 

①洗足池ボートハウス屋上フードテラス 

洗足池駅前の販売所にて地域のパンや勝丼・せご丼などの対象商品をご購入した方限定で、普段は入る

ことができない「洗足池ボートハウス」３階の屋上で、洗足池公園の景色とともにお食事を楽しめるフードテ

ラスを限定オープンします。 

【ご利用方法】 

９：００から洗足池駅前販売所にて、パンやコーヒー、勝丼・せご丼などを販売します。商品のご購入でお渡

しするボートハウス３階の屋上フードテラス入場券を、ボートハウス入口奥の階段前にてお渡しください。 

 

②帰ってきた洗足池ボート無料乗艇（１０９組限定） 

先着１０９組様限定で、スワンボートなどに２０分間無料で乗艇いただけます。洗足池公園のボート乗り場

で、９：００からスワンボート、サイクルボート、ローボートのいずれか１つに乗船できる整理券を先着順で配

布し、順次ご案内となります。 

※強風や雨など悪天候の場合は中止になる可能性があります。 

※無料乗艇終了後は、通常営業します。（１６：３０まで） 

 

そのほか、現在開催中の「どんと来い！幕末・明治プロジェクト」のスタンプラリー会場や西郷隆盛・勝海舟

にちなんだスワンボートの装飾も２３日・２４日に実施します。 

◆イメージマップ 

 

３） 池上線「乾杯電車」の運行：２３日（金・祝） 

サッポロビール（株）、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）の特別協賛で、「乾杯電車」を１便限定で運行

します。車内では、１９７６年のヒット曲「池上線」を歌った西島三重子さんがガイド役として、「生活名所、池

上線」をご案内、無料のおつまみや飲料（２本）をご提供し、約５０分間の特別な時間を演出します。 

◆応募人数：７２名（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。） 

◆応募期間：１０月３０日（火）～１１月７日（水）まで 

◆応募方法：生活名所ホームページ内特設ページの応募フォームからお申し込みをお願いします。 

  

 

 

 

▲西島三重子さん 

 



４） 惜別！７７００系さよならイベント：２４日（土） 

ラストランの２４日（土）午後２回限定で、車内を池上線の歴史写真で飾った７７００系乗車会を開催します。 

◆応募人数：各回１２０名 合計２４０名（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。） 

◆応募期間：１０月３０日（火）～１１月７日（水） 

◆応募方法：生活名所ホームページ内特設ページの応募フォームからお申し込みをお願いします。

  

５） 「勝丼」「せご丼」とゆかりの地をめぐる 幕末・明治スタンプラリー 

先行して、品川区、大田区、鹿児島県と大田区商店街連合会、東急電鉄、「生活名所」プロジェクトが連携 

して、地域活性化を目的とした「どんと来い！幕末・明治プロジェクト～「江戸」を救い、「東京」を創った出 

会い～」を開催中です。池上線沿線洗足池・池上エリアでオリジナルの丼メニューが楽しめるほか、スタン 

プラリーや街歩きを１１月３０日（金）まで実施中です。 

池上線全線祭りでは、洗足池エリアの「勝丼」、池上エリアの「せご丼」を食べて、「洗足池」「池上」の両エ

リアの丼スタンプを制覇すると、航空券などの豪華プレゼントが当たる無血開城抽選会を開催します。 

 

６） 「東急ワンデーオープンチケット」提示特典キャンペーン：２３日（金・祝） 

池上線全線祭り特典ポスター掲出店において、東急線各駅で販売されている「東急ワンデーオープンチケ

ット」を提示すると、さまざまな特典を受けることができます。主な特典内容は、以下の通りです。 

駅名 イベント名 特典内容 開催時間 開催場所 

戸越銀座 歩きスマホの防止を促す 

「歩きコロッケカード」キャンペーン 

by Tokyo Good Manners Project 

「歩きスマホより歩きコロッケ」を合い

言葉に、戸越銀座商店街内の対象

コロッケ店（後藤かまぼこ店、鶏&デ

リ、中村忠商店、かたばみ精肉店）

にて、コロッケ１個と引き換えること

ができる「歩きコロッケカード」を、先

着１０９枚配布します。 

１４：００～ 

※なくなり次第、

終了 

ほっとスポット

戸越銀座 

戸越銀座 Tokyo Good Manners Project 

オリジナルエコバッグプレゼント 

銀ちゃん物産センターで開催されて

いる「Tokyo Good Smoking Stand」に

て、先着１０９名様に、オリジナルエ

コバッグをプレゼントします。 

１４：００～ 

※なくなり次第、

終了 

銀ちゃん物産シ

アター 

洗足池 洗足池商店街振興組合 

池上線全線祭り協賛サービス 

先着３００名様に、買い物１００円 

サービス券をプレゼントします。 

１０：００～ 高級鮮魚店 

魚忠 

久が原 昭和のくらし博物館特別展 

映画「この世界の片隅に」 

～すずさんのおうち展 

先着５０名様に、昭和のくらし博物館

オリジナル絵葉書をプレゼントしま

す。 

１０：００～ 

※なくなり次第、

終了 

昭和のくらし博

物館 

池上 第５回 池上ちょい呑みフェスティバル ちょい呑み参加飲食店３軒をまわれ

る当日券２，５００円が２，４００円で

購入できます。 

※本部営業時間 

１７:００〜２０:００ 

湘南信用金庫

本門寺前支店

前 



  そのほか、池上線沿線の商店街のお店２００店以上で、様々な特典を受けることが出来ます。 

  商店街のお店での特典については、品川区商店街連合会 HP（https://shoren.shinagawa.or.jp/）、大田区商 

店街連合会 HP（https://otakushoren.com/cp-bin/wp/）をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベント一覧（※アイコン説明                                       ） 

駅名 イベント名 開催場所 日にち 要事前申し込み 

全体 池上線ブックフェスタ 

〜書店は続くよ、どこまでも〜 

東急池上線沿線の書店 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

池上線「乾杯電車」 東急池上線 ２３日（金） 抽選７２名限定 

（１１月７日締切） 

惜別！７７００系さよならイベント 東急池上線・多摩川線 ２４日（土） 抽選２４０名限定 

（１１月７日締切） 

ポール de さんぽ 

～勝海舟＆西郷隆盛のゆかりを巡る旅～ 

洗足池～ 

池上エリア周辺 

２３日（金） 

２４日（土） 

先着２０名 

五反田 五反田肉祭２０１８ 五反田駅西口駅前 

ロータリー 

２４日（土）  

レミィ五反田 flying sale＆SUPER POINT WEEK！ レミィ五反田 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

大崎広小路 池上線五反田高架下祭り 

ウルトラマン握手撮影会 etc、無料お笑い横丁＆激辛 Fes 

池上線五反田高架下 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

戸越銀座 戸越銀座ストリートビュッフェ 

 

戸越銀座商店街 ２３日（金）  

荏原中延 中延地区商店街レシートセール  中延地区商店街 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

シェアアトリエ探訪 

-総勢４０名のクリエイターが集うビルを巡り話そう-  

インストールの 

途中だビル 

２３日（金） 抽選１０名 

（１１月２０日締切） 

旗の台 ”えきもく”でクリスマスオーナメントをつくろう！ 旗の台駅南口改札前 ２３日（金） 抽選１８名 

（１１月１１日締切） 

品川区商連大商業まつり（旗ヶ岡会場） 旗ヶ岡商店会内 ２４日（土）  

長原 街バルや駅前体験スクール開催！ 

パステル祭～ながフェス～ 

長原駅前・ 

長原商店街 

２３日（金） 

２４日（土） 

 

ちょっとオネエなスナック体験 in Bar Jumbo Bar Jumbo ２３日（金） 

２４日（土） 

 

洗足池 帰ってきた洗足池ボート無料乗艇（１０９組限定） 

洗足池ボートハウス屋上フードテラス 

洗足池公園 ２３日（金）  

幕末・明治スタンプラリー無血開城抽選会 

（洗足池公園会場） 

洗足池公園 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

洗足池らくご会 三遊亭司＠たこ焼笛吹 たこ焼き笛吹 ２３日（金） 先着１０名程度 

▲東急ワンデーオープンチケット 券面画像         ▲歩きコロッケカード 

 

：買う   ：食べる   ：会う   ：やすむ   ：体験する 



石川台 石川台希望ヶ丘祭り 石川台希望ヶ丘商店街 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

雪が谷大塚 

 

「池上線全線祭り」てぬぐいプレゼント！ 

お得に雪谷商店街 名店ラリー 

雪谷商店街 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

御嶽山 御嶽商店街商業祭り 御嶽山駅周辺並びに 

イオン前 

２３日（金） 

２４日（土） 

 

小さな小さな青空書店  古本と紋切り 

＠本と工房の家 

本と工房の家 ２３日（金）  

久が原 久が原ちょい呑みフェスティバル 久が原駅周辺３商店街 ２３日（金）  

昭和のくらし博物館特別展 

映画「この世界の片隅に」～すずさんのおうち展 

昭和のくらし博物館 ２３日（金） 

２４日（土） 

 

千鳥町 ほしぶどう「おかおみせて」読み聞かせイベント 

＆木の工房「想造工房」木のワークショップ 

ティールグリーン 

inシード・ヴィレッジ 

２３日（金） 先着１０組 

先着３組 

オリジナルスイーツやグルメ＆フリマなど 

千鳥町の魅力が集結！千鳥町フードフェスタ 

スイーツ各店舗＆千鳥１

丁目２と千鳥１丁目３の

間のストリート 

２３日（金）  

池上 池上ストリートビュッフェ 池上本門寺通り商店会 ２３日（金）  

第５回 池上ちょい呑みフェスティバル 池上駅周辺の 

飲食店（２６店舗） 

２２日（木） 

２３日（金） 

 

幕末・明治スタンプラリー無血開城抽選会 

（池上本門寺会場） 

大田区×鹿児島 どんどん市ｉｎ池上本門寺 

池上本門寺（総門〜石段

までの広場） 

２３日（金） 

２４日（土） 

 

動画配信スタジオ 堤方４３０６ 無料配信体験 DAY 堤方４３０６ ２３日（金）  

蓮沼 「シングルで、頑張っている人いらっしゃい！！ 

応援企画」in だんだん 

気まぐれ八百屋だんだん 

こども食堂 

２３日（金） 抽選２０組限定 

（１１月７日締切） 

蒲田 銭湯ライブｉｎ改正湯～沸湯セッション～ 改正湯 ２３日（金） 先着４０名 

※当日枠５枠あり 

屋上「かまたえん」親子 mini フェスティバル 

屋上「幸せの観覧車」先着１００組無料 

東急プラザ蒲田 ２３日（金）  

手作りワークショップ「ハーバリウムを作ろう」 ユザワヤ蒲田店 ２３日（金） 先着１０名×２回 

 

■企画・協力機関について 

・企画：東京急行電鉄株式会社 

・企画協力：一般社団法人 Tokyo Good Manners Project（略称 TGMP） 

・協賛：品川区／大田区  

・特別協賛：サッポロビール（株）、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）  

・協力：公益社団法人洗足風致協会／コトノハ（雑誌「街の手帖  池上線」）／大田区商店街連合会／

品川区商店街連合会／五反田商店街振興組合／戸越銀座商店街連合会／中延商店街振興組合／

昭和通り商店会／荏原中延東栄会商店街振興組合／大岡山北口商店街振興組合／長原商店街振

興組合／洗足池商店街振興組合／石川台希望ヶ丘商店街振興組合／石川台駅前商店会／雪谷商

店街振興組合／御嶽商店街振興組合／久が原銀座商店街振興組合／久が原栄会／久が原駅前通

り末広商店会／池上地区商店会連合会／池上本門寺通り商店会／千鳥町商栄会／ユザワヤ商事株

式会社／インストールの途中だビル／堤方４３０６／改正湯／株式会社ユニオンワークス／池上ちょい

呑みフェスティバル実行委員会／大田マーチング委員会／大本山池上本門寺／東急プラザ蒲田＊順

不同  

 

 



（参考） 

■東急池上線について 

池上線は、全長１０．９ｋｍの路線で、地元住民から愛される商店街や豊かな自然、歴史・名所史跡などが点

在し、都心にありながら、人情感や下町情緒あふれる雰囲気がある、独自の魅力を持った路線です。 

当社はこれまで、池上線が持つ魅力を生かし、地域の方に愛され、多くの方に訪れていただくことで、沿線活

性化を実現すべく、戸越銀座駅のリニューアル「木になるリニューアル」や池上駅周辺での「リノベーションまち

づくり」、池上駅舎のリニューアルなどに取り組んできました。 

 

■「生活名所」プロジェクトの概要 

当プロジェクトは、商店街をはじめとした地域の方々と共に池上線の魅力を一緒に考え、つくり、実践する“ま

ちづくり”プロジェクトです。当社では、地元関係者の方々などへのヒアリングや調査を行い、池上線の魅力を

「人々のつながりや温もりを感じる場所など、生活に根付いたもの」と結論づけました。この魅力を多くの方に認

知していただくため、「①人の暮らしに根付いている“ヒューマンスケール”」「②作り手を感じられること“クラフト

マンシップ”」「③つながりをつくっていること“コミュニティ”」「④だれでもウエルカムであること“オープンマイン

ド”」「⑤地域を愛し、地域に愛されていること“ローカル”」の５項目をブランドコンセプトと位置付け、該当するも

のを「生活名所」として、その魅力を継続的に発信していきます。 

 現在、３１カ所を「生活名所」候補として挙げています。今後、公募など、皆さまの声をお聞きしながら、地元有

識者などと共に協議を行い、「生活名所」の選定や拡大に取り組んでいく予定です。 

 

■『生活名所』プロジェクト第１弾：１０月９日池上線フリー乗車デーについて 

２０１７年１０月９日（月・祝）に「開通９０周年記念イベント１０月９日池上線フリー乗車デー」と題し、池上線を

１日無料で巡っていただくイベントを実施しました。池上線沿線の各所でさまざまなイベントを実施し、多くの方

に地元住民から愛される商店街や、豊かな自然、歴史・名所史跡などの、池上線沿線ならではの魅力に触れ

ていただきました。 

・改札通過人数：５６９千人 

※過去３年の同日平均１５３千人：通常の約４倍弱 

・フリー乗車券の配布枚数：１９０，７６４枚 

・池上線の認知度：６３．７％（イベント前５４．３％） 

（調査対象：２０～４９歳の引っ越し意向のある男女 

       池上線「洗足池」を中心に半径３０ｋｍ圏内居住者 ※東京湾対岸の千葉県地域を除く 

その他詳細は専用サイト（https://seikatsumeisho.com/）をご覧ください。 

 

■「Ｔｏｋｙｏ Ｇｏｏｄ Ｍａｎｎｅｒｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ」について 

・団体名：一般社団法人 Ｔｏｋｙｏ Ｇｏｏｄ Ｍａｎｎｅｒｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ（略称 ：TGMP） 

・設立年月日：２０１６年９月１日 

・活動内容：国際都市・東京を舞台とした新しいかたちのマナー向上プロジェクトの 

推進母体として設立。自治体、民間企業、市民大学等と連携しながら、 

東京に暮らす都民および東京を訪れる観光客のマナーを新しいアプロー 

チで向上させ、東京をより魅力的な都市にすることを目的に、永続的な活動を目指しています。 

・パートナー企業：２２社※２０１８年９月から東急電鉄が加入  

                   以   上 


