
 

 

 

 

 

2 0 2 1 年 6 月 3 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

 

～「おかえりシゴハチ」～ 

C58形 239号機が約 1年の点検整備を終えて盛岡に帰ってきます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時 

2021年 6月 30日（水） 15時 00分～16時 40分 

２．場所 

JR盛岡駅 4・5番線ホーム 特設イベントスペース 

３．イベント内容 

⑴ ～「おかえりシゴハチ」～ 回送列車のお出迎え 

   点検整備を終えた「SL銀河」機関車「C58形 239号機」の回

送列車到着をお出迎えします。 

⑵ 牽引機関車「EF81」「DE10」の連結及び解放作業の公開 

「C58形 239号機」の回送を牽引してきた機関車(EF81)との

分割や、盛岡駅構内を牽引する機関車（DE10）との連結作業を、

社員の解説を交えてご覧いただけます。 

⑶ 蒸気機関車「C58形 239号機」の車両展示及び解説 

    ホーム上から蒸気機関車を間近でご覧いただけるほか、社員

が車両の解説を行います。 

⑷ 「SL銀河」で使用したヘッドマークの展示 

    これまでの「SL銀河」の運行で使用した歴代ヘッドマークを

展示します。 

⑸ 蒸気機関車「C58形 239号機」運転台見学（10名様限定） 

 

ＪＲ東日本盛岡支社では、観光面からの復興支援と地域活性化を目的として、2014 年から「ＳＬ銀

河」を運行しています。このたび「ＳＬ銀河」を牽引する蒸気機関車「C58 形 239 号機」が、約 1 年の点

検整備を終えて盛岡に帰ってくることに合わせて、盛岡駅でお出迎えイベントを開催します。 

通常は見ることができない列車の回送に関わる作業や C58 形 239 号機の運転台見学など、鉄道を

より身近に感じていただける機会となりますので、皆さまのご参加をお待ちしております。 

なお、本イベントは参加人数を限定するほか、現在展開中の「TOHOKU MaaS」を活用して非接触で

入場チケットを発売・確認するなど、感染症対策を徹底して実施します。 

【蒸気機関車「C58形 239号機」】 

 

【ディーゼル機関車「ＤＥ１０」】 

【電気機関車「ＥＦ８１」】 



 

 

     

４．イベントへの参加について 

⑴ 設定コース・募集人数 

     次のＡ・Ｂの 2コースよりご希望のコースをお選びください。いずれのコースも人数限定とな

りますので、応募者多数の場合は抽選となります。 

   いずれのコースにも共通のオリジナルグッズ（キーホルダー）が付きます。 

  【Ａコース】イベント入場のみ（募集:50名様） 

    【Ｂコース】イベント入場＋蒸気機関車「C58形 239号機」運転台見学（募集:10名様） 

 

⑵ 参加費用・支払方法 

① 参加費用 

【Ａコース】1,000円  【Ｂコース】3,000円 

  ② 支払方法 

参加費用のお支払い方法は、「TOHOKU MaaS」で販売しているグルメ・アクティビティチケッ

ト「東北 MaaSチケット」のみとなります。 

当選した場合、「TOHOKU MaaS」に会員登録のうえ、東北 MaaSチケット（1枚 500円。Ａコー

スの場合は 2枚、Ｂコースの場合は 6枚）を当日までにお買い求めください。 

   ※ 上記のほか、盛岡駅改札内へ入場するための入場券（おとな 150円）または有効な乗車券類

が別途必要となります。 

 

 ⑶ 応募方法 

  ① JR 盛岡支社公式 Twitter アカウント「新幹線とりっぷ」（@shinkansen_trip）をフォローし

てください。 

② 2021年 6月 3日(木)14時 00分～6月 10日(木)14時 00分までの間に、参加希望のコースご

とに指定した投稿をリツイートしてください。 

③ 参加が決定した方（応募者多数の場合は抽選のうえ当選した方）に、2021 年 6月 18日(金)

までにダイレクトメッセージ（以下、ＤＭ）にて通知します。 

④ 当日、盛岡駅 4・5番線ホームに設置する受付にお越しください。 

⑤ 受付で、受信したＤＭ（Twitter 画面）と、事前にお求めいただいた「東北 MaaS チケット」

をご提示ください。東北 MaaS チケットの入場処理をしたのち、イベント会場へお入りいただ

きます。 

   ※ 当日の列車の運行状況等によりイベントが中止になった場合でも、「東北 MaaS チケット」

の払戻しはできませんので予めご了承ください。 

 

⑷ 応募資格 

Twitterアカウントを保有している 13歳以上の方。 

（当選の方 1名につき、12歳以下の方 1名まで同行可能です。） 

※Twitter アカウントが非公開設定になっている方、ツイートが検索対象外となっている方、

ご応募いただいた投稿を削除された方は、応募が無効となりますのでご注意ください。 



 

 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のような対策を行います。 

・ 受付の際に検温を行い、37.5℃以上の発熱が見られる場合には、参加をお断りいたします。 

・ 来場の際はマスクをご持参いただき、会場内では常にマスクを着用していただきます。 

・ 受付ほか会場内各所に手指消毒液を設置しますので、こまめな手指消毒をお願いいたします。 

・ スタッフにつきましても、事前の検温、マスク着用、手指消毒等を徹底し、イベント会場でお

客さまが手を触れる箇所のこまめな消毒などに努めます。 

 

６．その他 

・ 当日の列車の運行状況や新型コロナウイルスの感染状況等により、内容の変更またはイベント

を中止する場合がありますので、予めご了承ください。 

・ 現地では係員のご案内に従っていただくよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ盛岡支社公式 Twitter アカウント 

「新幹線とりっぷ（＠shinkansen_trip）」 

Twitterフォローはこちらからどうぞ▼ 

 

「TOHOKU MaaS」 

会員登録・チケット購入はこちらから▼ 

 

※画像・イラストは全てイメージです。 

 





トップページ
新規登録/ログインをタップ

JaM iｄ 確認
JaM idで新規登録・ログイン
をタップ

JaM iｄトップ
新規登録をタップ

新規アカウント登録 １
アドレス・パスワードを入力
規約等を確認

新規アカウント登録 ２
これで登録するをタップ

電話番号認証 １
スマホ（SMSを受け取れる端
末）の電話番号を入力

電話番号認証 ２
送信するをタップ

電話番号認証 ３
SMS(ｼｮｰﾄﾒｯｾｰｼﾞ)に送られ
てきた４桁コードを入力

入力

内容を確認し
○にチェック

電話番号を入力
※あらかじめSMSを受け取れる
設定をお願いします。
※SMSが受け取れない端末での
会員登録・ご利用はできません。

４桁コードを入力

画面はすべてイメージです。

TOHOKU MaaSサイトはこちら
会員登録は無料です。

ご登録は、SMSが受け取れるスマートフォンから。

TOHOKU MaaS

会員登録方法のご案内

■イベント会場への入場には、「TOHOKU MaaS」への会員登録と、各コース参加費用分の「東北MaaSチケット」（電子チケット）の

ご購入が必要です。

■イベント当日は、あらかじめお求めいただいた「東北MaaSチケット」（電子チケット）を会場受付で確認し、入場手続きを行います。

「おかえりシゴハチ」イベント ご当選の方へのご案内



電話番号認証 ４
電話番号を認証をタップ

メールアドレス認証 １
メールアドレスに送られてき
た６桁コードを入力

メールアドレス認証 ２
メールアドレスを認証をタッ
プ

認証完了
同意して利用開始をタップ

６桁コードを入力

利用規約確認
２つの利用規約を開いて内容
を確認

利用規約確認
規約の最後に表示される
規約に同意して登録をタップ

プロフィール登録
居住地・都道府県・性別・生まれ年
を入力し、登録をタップ

▼

以上で完了です！！

東北MaaSチケットの購入には、クレジットカードまたはモバイルSuicaがご利用いただけます。
★クレジットカード・・・「マイページ」であらかじめクレジットカード情報を登録しておくと便利です。（購入の都度入力も可能です）

★モバイルSuica※１・・・各種チケット購入時に、決済方法で「モバイルSuica」を選択すると、Suicaアプリが起動し決済されます。

※１ 事前にSuicaアプリのインストールとモバイルSuicaへの会員登録※２が必要です。

※２ クレジットカードをお持ちでない場合は、クレジットカードの登録が不要の「イージーモバイルSuica」でのご利用が可能です。

TOHOKU MaaS 会員登録方法のご案内（つづき）

画面はすべてイメージです。



トップページ
あらかじめログインのうえ、
チケット購入をタップ

チケット選択 １
観光チケットのタブをタップ

チケット選択 ２
東北MaaSチケットをタップ

商品内容確認
商品の内容を確認し、チケッ
ト購入へ進むをタップ

購入枚数入力
+－ボタンで購入枚数を入力
し、確認へ進むをタップ

予約内容(購入枚数)確認
購入枚数と金額を確認

決済方法選択
決済方法を選択し、購入を確
定をタップ

購入完了
チケットは、マイページ内の
マイチケットに保存されます。

決済方法を選択

購入内容を確認

東北MaaSチケット購入方法のご案内

● Aコースに当選の場合は２枚（1,000円分）、Bコースに当選の場合は６枚(3,000円分) の東北MaaSチケット（電子チケット）が必要です。

● イベント当日は、お求めいただいた東北MaaSチケット（電子チケット）を表示できるスマートフォンを忘れずにお持ちください。

● スクリーンショット等の提示ではご入場いただけません。また、スマートフォンをお忘れになった場合などもご入場いただけません。

● 入場手続きに必要な「入力コード」は受付の際にご案内します。お客さまご自身でチケットの入場処理を行っていただき、係員が確認いたします。

● 本イベントが中止となった場合も含め、お求めいただいた「東北MaaSチケット」は払戻しできません。

● 東北MaaSチケットのお求めはイベント当日でも結構ですが、TOHOKU MaaSへの会員登録や、お支払い手段の設定(クレジットカードの登録

等)は事前にお済ませください。

購入枚数を入力

画面はすべてイメージです。
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