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「自慢したい！伝統工芸品 SNS 投稿キャンペーン」を開催します！
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社では、10 月 1 日（金）より、
「自慢したい！伝統工芸品 SNS 投稿キャ
ンペーン」を開催します。一ノ関駅では、6 月より岩手県県南地域の伝統工芸品展示を行ってきましたが、
このキャンペーン開始に合わせ、新たな伝統工芸品の展示をスタートします。
このキャンペーン・展示は、一ノ関駅等をご利用になる県内外のお客さまに地域の伝統に触れていただ
き、その魅力を知っていただくことを目的に実施するものです。伝統工芸に触れるため、ぜひ一ノ関駅はじ
め岩手県南地域に列車でお越しください。

１

キャンペーンについて
(1)概要
岩手の伝統工芸品を購入した写真、体験をした写真などを「#ＪＲ盛岡伝統工芸品」のハッシュタグ
をつけて SNS（Twitter・Instagram）に投稿した画面を指定された駅改札で見せていただくと、ミニ
手ぬぐいをプレゼントします。また、ハッシュタグをつけて投稿された写真の一部を一ノ関駅に掲出
し、さらなる賑わい創出を目指します。
(2)プレゼント
京屋染物店のミニ手ぬぐいをプレゼントします。
※配布箇所 水沢江刺駅改札、平泉駅改札、一ノ関駅西口改札
(3)実施期間
2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 3 月 31 日（木）
※プレゼントはなくなり次第終了となります。
写真：京屋染物店 ミニ手ぬぐい

(4)ご協力いただいている主な店舗

南部鉄器
水沢鋳物工業協同組合

南部鉄器
奥州市伝統産業会館
（奥州南部鉄器館）
奥州南部鉄器販売店

アクセス：
東北新幹線水沢江刺駅から
徒歩 11 分
（岩手県奥州市水沢羽田町
明正 131）
連 絡 先：
TEL 0197-24-1551
アクセス：
東北新幹線水沢江刺駅から
徒歩１分
（岩手県奥州市水沢羽田町駅
前１丁目 109）
連 絡 先：
TEL 0197-23-3333

【体験】文鎮づくり体験
・所要時間：2 時間～3 時間程度
・体験人数：15 名～25 名 ※要予約
・体験料金：2,600 円（税込）
※塗装前の写真です

【主な取扱商品】
・鉄瓶、急須、風鈴、瓶敷、鍋

※その他の南部鉄器取扱店舗
及源鋳造㈱、㈱及富、㈲及春鋳造所など

秀衡塗
（有）翁知屋

アクセス：
東北本線平泉駅から
徒歩 16 分
（岩手県西磐井郡平泉町
平泉字衣関 1-7）
連 絡 先：
TEL 0191-46-2306

秀衡塗
（有）丸三漆器

アクセス：
大船渡線摺沢駅から
徒歩 10 分
（岩手県一関市大東町
摺沢但馬崎 10）
連 絡 先：
TEL 0191-75-3153

東山和紙
（有）東山製紙
紙すき館

アクセス：
大船渡線猊鼻渓駅から
徒歩５分
（岩手県一関市東山町
長坂町 390）
連 絡 先：
TEL 0191-47-2424

染物
（株）京屋染物店

アクセス：
東北本線一ノ関駅から
徒歩 10 分
（岩手県一関市大手町 7-28）
連 絡 先：
TEL 0191-23-5161

【主な取扱商品】
・銘々皿、汁椀、盆、酒器・カップ、箸、スプーン
※翁知屋では、店内での撮影不可となります。
【体験】スプーン・銘々皿・漆塗り体験
・所要時間：1 時間～1 時間半程度
・体験人数：1～50 人程度
※予約は 1 週間前まで
・体験料金：スプーン 4,400 円
銘々皿
5,500 円
（税込）＋送料
【主な取扱商品】
・漆絵グラス、汁椀、酒器・カップ、箸、スプーン
【体験】漆絵グラス絵付け体験
・所要時間：約 1 時間
・体験人数：1 人～15 人程度
※予約は 1 週間前まで
・体験料金：3,300 円（税込）＋送料
【主な取扱商品】
・大判和紙、はがき、便箋、名刺、ランチョンマット
【体験】紙すき体験
・所要時間：15～30 分程度
・体験料金：1 人
1,100 円
2人
1,700 円
3 人以上 800 円
（税込）＋送料
【主な取扱商品】
・手ぬぐい、ハンカチ、マスク、風呂敷、浴衣、割烹着
店舗営業時間 10：00～17：00 （日曜定休）
現在、染物体験は不定期開催となっており、予約は受け付
けていません。店舗では、家庭で体験できる藍染めのキッ
トが購入できます。

※ 2021 年 9 月 29 日現在の情報です。体験メニューの内容は各企業・団体にお問い合わせください。
(5)注意事項
下記の内容についてご理解の上、ご応募ください。
①ＳＮＳに投稿する際の主な注意事項
・投稿の際は、投稿についての適法な権利を有していること、及び投稿画像が第三者の一切の権利を
侵害していないことをご確認ください。
・著作権、肖像権その他第三者の権利を侵害する写真、公序良俗に反する写真、他人のプライバシー
を侵害する写真による投稿はご遠慮ください。
・投稿の際は、投稿するご本人さまが撮影し、すべての著作権を有しているものに限ります。他人の
名前を使用することや、他人の著作物を引用することはご遠慮ください。また当社はこれらに関し
て一切の責任を負いません。
・投稿画像に他の方が写っている場合は、必ず投稿前にその方から投稿画像の使用および駅での掲出
についての許可を得るようお願いします。
②その他の注意事項
・応募者は駅に掲出されることをご了承いただいた上でキャンペーンに応募してください。なお、駅
での掲出及び撤去については通知をしませんので、あらかじめご了承ください。
・非公開の投稿、ハッシュタグがついていない投稿、写真のない投稿は、プレゼントの対象外となり
ます。

２

展示について
6 月から一ノ関駅西口みどりの窓口前で行っていた展示品を 10 月１日にリニューアルします。
(1)展示場所
一ノ関駅西口 みどりの窓口前
(2)展示時間
5 時 30 分～23 時 00 分
(3)展示内容
6 月より社員が体験メニューにて作成した作品、岩手県県南地域の伝統工芸品を
展示しておりますが、新たに展示される伝統工芸品は以下の通りです。

【新たな展示品ラインナップ】
南部鉄器
【カラー急須】
及源鋳造

銑鉄を主原料に造られ､その魅力
は質実剛健､素朴で深みのある味
わいにあります｡仕上げに漆を塗
ることで錆止めにもなり､鉄の素
材を柔らかに活かす独特のデザ
インは南部鉄器ならではの表情
を創り出しています｡

秀衡塗
【夫婦汁椀
【漆絵グラス

染物
【en·nichi ハンカチ】

羽反】
Hidehira】

【en·nichi 蜜蝋ラップ】

(有)丸三漆器

（株）京屋染物店

秀衡塗は一関市、平泉町を中心に
生産されています。トチ、ケヤキ
などの木地を生漆で固め、数回の
塗をへて、雲形の文様と菱形を組
み合わせた「有職菱文様（ゆうそ
くひしもんよう）」を描いて完成
させます。

京屋染物店は、創業 103 年を
迎える老舗染物店です。一ノ
関駅から徒歩 10 分の店舗に
は､カラフルな手ぬぐいやマ
スクが並びます。和柄だけで
なく､洋風な柄やユニークな
柄が並んでいます。

※画像はすべてイメージです。また、内容は変更となる場合があります。

