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■JR 秋葉原～御徒町駅間高架下にある“日本のものづくり”がコンセプトの商業施設『2k540 AKI-OKA 

ARTISAN（ﾆｰｹｰｺﾞｰﾖﾝﾏﾙ ｱｷｵｶ ｱﾙﾁｻﾞﾝ）』（以降、2k540）のイベントスペースに、2022 年９月 23 日(金・祝）

から 25 日(日)までの 3 日間、『にゃんクリエイターズ®2022 の秋』が登場します。 

■『にゃんクリエイターズ®』は、2k540 のジュエリーショップ「Partina」プロデュースによる、ものづくり

作家たちの猫もの作品をメインとしたアニマルテーマのアート＆グッズ展です。全国各地より人気作家本人が

来場しオリジナル作品を展示販売します。にゃんクリエイターズ限定商品やここでしか出会えないオリジナル

作品が満載！ 作家が心を込めて制作した逸品を是非ご覧ください。 

 

 

・イベント名：にゃんクリエイターズ®2022 の秋 

・開 催 日 時：2022 年 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

11:00～19:00（最終日 18:30 まで） 

・開 催 場 所：2k540 AKI-OKA ARTISAN（東京都台東区上野 5-9）内イベントスペース 

・U R L： https://aa-creators.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2k540 では、開業 10 周年を節目に、「高架下ものづくり会議」と題したトークイベントを定期開催していま

す。毎回ゲストに 2k540 ショップで活躍する作り手を迎え、「ものづくりへの考え方」や「ものづくりの未来」

を伺いながら、「ものづくり」について深堀りしていきます。 

『にゃんクリエイターズ®』の「Partina」は第 10 回に出演しています。是非アーカイブもご覧ください！ 

 

 

 

アニマルテーマのアート＆グッズ展『にゃんクリエイターズ®２０２２の秋』 

 2k540 AKI-OKA ARTISAN イベントスペースにて 9 月 23 日㈮～25 日㈰に開催 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

株式会社ジェイアール東日本都市開発  

開発事業本部 開発一部 福田・岡室 

T E L：03-5334-1060  MAIL：aki-oka@jrtk.co.jp 

【イベント開催概要】 

【オリジナルトークイベント『高架下ものづくり会議』】 

https://aa-creators.org/


■『高架下ものづくり会議』第 10 回のアーカイブはこちら 

▶facebook（https://www.facebook.com/hajimari.shoutengai/videos/351320323786630） 

▶Instagram（https://www.instagram.com/official_2k540/） 

■過去のアーカイブは 2k540 YouTube チャンネルからもご覧いただけます。 

  

 

・施設名称 2k540 AKI-OKA ARTISAN（ニーケーゴーヨンマル アキオカアルチザン） 

・所 在 地 東京都台東区上野 5-9（JR 山手線 秋葉原～御徒町駅間高架下） 

・営業時間 11:00~19:00（一部飲食店舗を除く） 

・定 休 日 水曜日（祝日を除く） 

・運営会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発 

・公式 H P https://www.jrtk.jp/2k540/   

・公式SNS Instagram @official_2k540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一部店舗では営業時間が異なります。詳細は各店舗の HP 等ご確認いただきますようお願いいたします。 

※2k540 では、お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行っています。

詳しくは公式 HP をご覧ください 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

当社のくらしづくり・まちづくりの取り組みをぞくぞく発信中! http://www.jrtk.jp/kuramachi_lab/ 

 

 

 

 

【2k540 施設概要】 

公式 HP 公式 SNS 

2k540 MAP 〈2k540 MAP〉 〈位置図〉 

https://www.facebook.com/hajimari.shoutengai/videos/351320323786630
https://www.instagram.com/official_2k540/
https://www.youtube.com/channel/UCmMFkT8fkagXCnv47asLcEg
https://www.jrtk.jp/2k540/
https://www.instagram.com/official_2k540/
https://www.jrtk.jp/2k540/info/detail_00080/
http://www.jrtk.jp/kuramachi_lab/


ねこ好き作家「本人」が販売する作品展

Tokyo Cat's Collection 

にゃんクリエイターズ「2022 の秋」同時開催

にゃんクリエイし夕→ズ®
r2022の秋J

 2022年 9洞23 日（金•祝）・24日（土）・25 日（日）
11: 00~19:00 （最終日18:30まで）

場所： 2k540イベントスペースく入場無料＞
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2022年q月 23 日（金・祝）・ 24 日（土）・ 25 日（日）

12: 00~1 q: 00 （最終日 16: 00 まて）

にゃんクリエイターズ「2022 の秋」併設特別会場
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作品は 1 点物の為、抽選になることがございます。 作品のお渡しは 25 日 16: 00 以降となります。

21<540 AKI-OKA ARTISAN 

●J R御徒町駅・東京メトロ御徒町駅から徒歩4分 ●大江戸線上野御徒町駅から徒歩4分

●東京メトロ末広町駅から徒歩3分 ●J R秋葉原駅から徒歩8分

〒110-0005 東京都台東区上野5-9

r秋葉原駅」と『御徒町駅」間の高架下
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主催：一般社団法人アニマルアート・クリエイターズ

パルティーナショップ 2k540 1-3 

〒110-0005 東京都台東区上野 5-9-12 1-3 
TEL: 03-6240-1221 https://aa-creators.org 
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にゃんクリエイターズ出展作家
実力派のねこ好き作家本人が販売する「2022の秋」作品展

にゃんクリエイターズ選りすぐりの作家達が「オリジナル作品」を販売します。 皆さまのこ来場を心よりお待ちしております。
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Miracle Workers 

wafu wafu 

おふとんからでないねこ。 正木卓（まさきたかし）

パルティーナ Naru-chan 
(23日のみ）

kijin 

kumineco 

nyamgami 

あみぐるみ m im i
(23日のみ）

◎こ にク

青宙屋

KAアトリエール
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ねこちずや

葉ッppyぷらんつ
(23日・ 24日）

DECOC024 empty can マナム屋 電脳大工 kinakoro 
(24日・ 25 日） (24日・ 25日） (24日・ 25 日） (25日のみ） （出品のみ）

•公にゃんクリエイターズ公式サイト

璽
望Twitter 回 lnstagram j JRE MALL 

冨 霞
じょあん 秋津屋 YUKARl'n GALLERY 

作家の出展予定が変更となる場合がございます。

（出品のみ） （出品のみ） （出品のみ）
詳しくは公式サイト・ SNSにて、最新情報をこ確認ください。

［にゃんクリエイターズ 駐渭 https://aa-creators.org


