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ＪＲ東 日 本 秋 田 支 社 

鉄道開業 150年「秋田エリアプレミアムフェア 2022」を開催します！ 

 

 

 
 

１  「秋田エリアプレミアムフェア 2022」概要 

   【日   時】 2022年 10月 22日（土） 9時 00分から 16時 00分まで 

   【場   所】 秋田駅、秋田総合車両センター（土崎）、秋田総合車両センター南秋田センター（楢山） 

【内   容】 ・秋田駅開業 120周年イベント 

・エキマエ、はじまる。さんど市 

・鉄道体験イベント 

２  秋田駅開業 120周年イベント（秋田駅エリア）  

■芸能パフォーマンス （別紙案内図－A） 

【場   所】 東西連絡自由通路ぽぽろーど 

     【時   間】 9時 00分から 16時 00分まで 

【実施内容】 ・御所野学院高校書道部による書道パフォーマンス 

             ・秋田市内の学校吹奏楽部による演奏 

             ・ダンスパフォーマンス 

             ・JR秋田支社所属の吹奏楽団 RMCによる演奏 他 

 

■鉄道古物販売 （別紙案内図－B） 

乗車口案内板や行先標等の鉄道古物の抽選販売をします。 

【販売方法】 抽選方式  ※抽選により購入時間が決定 

【販売数量】 100名限定（おひとりさま 1点限り） 

【集合場所】 秋田駅西口駅前広場（雨天時：ぽぽろーど下に変更） 

【集合時間】 8時 30分から 8時 50分まで 

【抽選時間】 9時 00分から 9時 30分まで 

【販売時間】 10時 00分/11時 00分/12時 00分/13時 00分/14時 00分/15時 00分 

のうち、整理券による指定の時間 

【販売箇所】 整理券配付の際にお知らせします。 

【注意事項】 ・指定された整理券記載の番号順に販売します。 

・販売時間の前に、並ばないよう注意してください。 

・整理券の抽選時は、集合時間内に来場してください。 

・数に限りがあるため、希望の商品をお求めいただけない場合があります。 

・交換・返品はできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

■鉄道ジオラマ （別紙案内図－C） 

五能線をモデルに秋田駅社員が作成したジオラマで Nゲージを走らせます。 

【場   所】 秋田駅北こ線橋 

【時   間】 9時 00分から 16時 00分まで 

 

ＪＲ東日本秋田支社では、「鉄道開業 150年」と「秋田駅開業 120周年」という節目の年を迎え、

日頃から鉄道・駅をご利用いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込め、秋田駅・秋田総合車両

センター・秋田運輸区・秋田保線技術センターが連携して、鉄道開業 150年「秋田エリアプレミアム

フェア 2022」を開催します。 

地域の企業や学生と連携したイベントやオリジナル商品の販売、普段は体験する事ができない特

別な商品を用意していますので、この機会にぜひ会場までお越しください。 

古物商品 

鉄道ジオラマ 



※エキトマチケットとは 
JRE POINT が「貯まる・使える」EC サイト「JRE MALL」で購

入できる電子チケットです（1枚 500円）。エキトマチケットの購入

／利用には、JRE MALLへの会員登録が必要です。 

エキトマチケットのメリット 
・JRE POINTが貯まる！（500円で 4ポイント） 

・JRE POINTをお得に利用！（5000ポイントで 5500円分） 

■駅弁フェア （別紙案内図－D） 

東日本エリアの人気の駅弁が 2日間限定で秋田に集結！2日間、日替わりでお薦め駅弁が登場しますの

でお見逃しなく！一部の駅弁は、新幹線荷物輸送（はこビュン）を活用して輸送します。 

【開 催 日】 2022年 10月 22日（土）、23日（日） 

【時   間】 11時 00分から 1８時 00分まで 

【場   所】 秋田駅ビル「トピコ」内 １階特設会場 

【注意事項】 ・各駅弁とも数量限定ですので、なくなり次第販売終了です。 

・はこビュンを活用して運ばれる駅弁については、新幹線の運行状

況により、販売開始が遅れる場合もあります。 

・会場は混雑が予想されますので、係員の案内によりお並びください。 

 

■お仕事体験会（別紙案内図－E）  

※枠内のイベントは「秋田駅開業 120周年限定駅カード」をお持ちの方が参加可能です。 

【受    付】 イベント総合案内所（別紙案内図－G） 

【料    金】 500円（未就学児は無料） 

【決済方法】 ①エキトマチケット決済 

②Suica決済 

【特    典】 ・記念パスケース（数量限定） 

・秋田駅開業 120周年限定駅カード 

 

●車両お仕事体験 

留置している車両内で各種イベントを実施します。 

【時   間】 9時 00分から 16時 00分まで 

【場   所】 秋田駅 8番線車両内 

【実施内容】 ・こども駅長制服体験 

・おひるねアート 

・車内放送体験 

・車両構造見学 

※おひるねアートとは 

床に寝転んだ子どもの周りに背景や小物を並べて真上から撮影する「子どもと一緒に作るアート写真」です。 

     ●線路お仕事体験 

線路の点検作業で活躍する「レールスクーター」の乗車など、様々な体験を用意しています。 

【時   間】 10時 00分から 15時 00分まで 

【場   所】 秋田駅 8番線付近 

【実施内容】 ・レールスクーター乗車体験 

 ・投排雪保守用車操作体験 

・保守用車見学 

・砕石色塗り＆レールにお絵かき体験 

 

■120周年記念オリジナル商品 

⑴ 記念駅弁 （別紙案内図－F） 

秋田駅社員と株式会社関根屋が共同開発した特別駅弁を販売します。 

【商 品 名】 「秋田駅開業 120周年記念 秋田のターミナル弁当」 

【販売期間】 10月 22日（土）から 11月 30日（水）まで 

【販売開始時間】 10月 22日（土）9時 00分から 

【販売価格】 1,300円（税込み） 

【販売箇所】 おみやげ処こまち苑、NewDays秋田中央口、NewDays KIOSK 大曲駅待合室店、 

NewDays 角館、NewDays KIOSK 田沢湖駅店 

記念駅弁 

おひるねアート背景 

投排雪保守用車 レールスクーター乗車体験 

こども駅長制服 

駅弁 



⑵ 奥羽本線 7駅開業 120周年記念入場券 （別紙案内図－B） 

奥羽本線の秋田駅、土崎駅、追分駅、大久保駅、八郎潟駅、鹿渡駅、森岳駅は開業 120 年を迎えます。

地域の皆さまにこれまでの感謝をお伝えすべく、開業 120周年記念入場券を発売します。 

【商 品 名】 奥羽本線 7駅開業 120周年記念入場券 

【販売期間】 10月 22日（土）から 10月 31日（月）まで ※なくなり次第終了 

【販売時間】 10月 22日（土）9時 00分から 16時 00分まで 

10月 23日（日）以降は各駅の営業時間 

【販売数量】 600セット 

【販売価格】 1,050円/セット（現金のみ） 

【販売箇所】 秋田駅、土崎駅、追分駅、八郎潟駅、東能代駅 

⑶ 120周年限定グッズ （別紙案内図－G） 

【商 品 名】 秋田駅開業 120周年記念トートバッグ 

【販売期間】 10月 22日（土）のみ 

【販売時間】 ９時００分から１６時００分まで ※なくなり次第終了 

【販売数量】 200個 

【販売価格】 2,000円（税込み） 

【特 典】 記念パスケース、秋田駅開業 120周年限定駅カード 

【販売箇所】 イベント総合案内所 

3  エキマエ、はじまる。さんど市 （別紙案内図－H） 

■あきたの発酵食品～見て、知って、食べつくそう～ 

「あきたの発酵文化」をテーマに、秋の秋田の魅力を発信します。 

【場   所】 秋田駅西口駅前広場（芝生エリア） 

【時   間】 9時 00分から 16時 00分まで 

【実施内容】 ・飲食、販売（味噌・納豆を使用した料理やいぶりがっこ・日本酒など）  

・文化（発酵についての知識を学ぶコーナーなど） 

■秋田謎解きフォトラリー～かつての街並みを探し出せ！～ 

 みずほ銀行秋田支店 100周年・岩田写真 100周年・秋田中央交通 100周年・NHK秋田放送局開局

90周年・秋田駅 120周年を迎えたことを記念し、合同でイベントを実施します。 

そのフォトラリーで正しく撮影できた方にプレゼントを差し上げます。 

【実施内容】 謎解きをしながら、各企業ゆかりの写真と同じ構図を探し出し撮影するフォトラリー 

【開催時間】 9時 00分から 16時 00分まで 

【スタート地点】 秋田駅西口駅前広場又はあきた芸術劇場ミルハス 

【ゴール地点】 秋田駅西口駅前広場 

【参      考】 10月 19日から 10 月 26 日までの期間、あきた芸術劇場ミルハス 1 階多目的スペース

で秋田駅周辺の昔の写真を展示した写真展が開催されます。フォトラリーと併せてお楽し

みください。 

■情報発信ブース 

あきた芸術劇場「ミルハス」等の情報をお届けします。 

4  鉄道体験イベント 

■「マルスできっぷ発券＆起床装置体験 in秋田駅」 

マルス端末（ME-４型）を自由に操作してお好きなきっぷを発券できる他、鉄道に関する様々なクイズ

を解きながらきっぷの発券に挑戦します。その他にも起床装置体験や駅長室での記念撮影など盛りだ

くさんの内容です。皆さまの豊富な鉄道知識を活かし、思いのままにきっぷを発券してみませんか。 

【時   間】 ①午前の部 8時 30分から 11時 30分まで 

②午後の部 13時 30分から 16時 30分まで 

【場   所】 秋田駅長室及び JR秋田支社ビル 

120周年限定グッズ 

秋田駅長室 きっぷ発券体験 

 

記念入場券台紙 



（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

【体験内容】 ・マルス端末でのきっぷ発券体験 

・秋田駅長室で記念撮影及び見学 

・起床装置体験 

【販売期間】 9月 22日（木）から 10月 14日（金）まで 

【販売価格】 30,000円（税込み） 

【募集人員】 4名（午前の部／午後の部 各 2名） 

【対 象 者】 年齢制限なし ※小学生以下のお客さまは大人１名の付き添いが可能 

【参加特典】 ・記念パスケース、秋田駅開業 120周年限定駅カード 

・秋田駅ビル、おみやげ処こまち苑、NewDays秋田ぽぽろーど店、 

NewDays秋田中央口、NewDaysミニ秋田新幹線ホームで使える共通お買物券 

【応募方法】 ①午前の部：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0104/ 

②午後の部：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0105/  

■「現役乗務員と共に訓練！運転士・車掌のお仕事体験」 

リアルな揺れと映像で乗務員の気分を体感できるシミュレータ体験や、訓練用のミニ列車操縦体験、乗

務員が泊まり勤務で使用している起床装置体験や乗務前に行っているアルコール検査等、盛りだくさ

んの体験内容になっています。 

【時 間】 ①午前の部 7時 20分から 11時 30分まで 

②午後の部 12時 10分から 16時 00分まで 

【場 所】 秋田総合車両センター南秋田センター（楢山） 

【体験内容】 ・シミュレータ体験 

・ミニ列車操縦体験 

・アルコール検査体験 

・起床装置体験 

・踏切の「非常ボタン」プッシュ体験 

【販売期間】 9月 22日（木）から 10月 14日（金）まで 

【販売価格】 10,000円（税込み） 

【募集人員】 20組（午前の部／午後の部 各 10組） ※1組 2名まで 

【対 象 者】 小学４年生以上 

※高校生以上のお客さまは、1名での参加 

※小学生及び中学生のお客さまは、１８歳以上の付添者が１名必要（付添者は無料） 

【参加特典】 ・記念パスケース、秋田駅開業 120周年限定駅カード 

             ・秋田駅ビル、おみやげ処こまち苑、NewDays秋田ぽぽろーど店、NewDays秋田中央口、

NewDaysミニ秋田新幹線ホームで使える共通お買物券 

【応募方法】①午前の部：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0102/  

               ②午後の部：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0103/  

  ■「JR東日本初！EV-E801系(ACCUM)運転体験と車両センター内見学ツアー」 

団体臨時列車（EV-E801 系）で、秋田駅から土崎駅を経由し、普段乗車することができない入出場線

を使用しての秋田総合車両センターへの入場や、秋田総合車両センター内でのEV-E801系運転体験、

社員説明付きの秋田総合車両センター内見学ツアーを行います。 

【時 間】 8時 45分から 16時 10分まで 

【場 所】 秋田総合車両センター（土崎） 

【体験内容】 ・EV-E801系車両運転体験 

・秋田総合車両センター見学ツアー 

【販売期間】 9月 22日（木）から 10月 14日（金）まで 

【販売価格】 35,000円（税込み） 

【募集人員】 16組 ※1組 2名まで 

【対 象 者】 小学４年生以上  

※高校生以上のお客さまは、1名での参加 

運転体験使用車両 見学ツアー 

シミュレータ体験 

※小学生及び中学生のお客さまは、18歳以上の付添者が１名必要（付添者は無料） 

 

https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0104/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0105/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0102/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0103/


（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

（JRE MALL秋田支社ショップ） 

【参加特典】 ・記念パスケース、秋田駅開業 120周年限定駅カード 

             ・秋田駅ビル、おみやげ処こまち苑、NewDays秋田ぽぽろーど店、NewDays秋田中央口、

NewDaysミニ秋田新幹線ホームで使える共通お買物券 

【応募方法】 ①AM運転体験⇒PM見学ツアー： 

 https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0096/ （JRE MALL秋田支社ショップ） 

②AM見学ツアー⇒PM運転体験： 

               https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0097/ （JRE MALL秋田支社ショップ） 

■「秋田の車両センター周遊ツアー」 

秋田総合車両センター（土崎）と南秋田センター（楢山）を１日で満喫できるツアーです！

南秋田センター（楢山）では、車内からの車体洗浄機通過体験や貴重な転車台見学、機関

車撮影会等の機関車イベントを実施します。秋田総合車両センター（土崎）では、既に廃

車となっている貴重な EF64-37 や EF64-1052 の機関車撮影会、または普段運転

することのできないミニこまちの運転・乗車体験をお楽しみいただけます。 

【時 間】 ①7時 45分から 15時 45分まで 

②7時 50分から 15時 45分まで 

【場 所】 秋田総合車両センター（土崎）／秋田総合車両センター南秋田センター（楢山） 

【体験内容】 ①-1（AM楢山）車体洗浄機通過体験、転車台見学、機関車関連イベント 

（PM土崎）EF64-37、EF64-1052車両撮影 

①-2（AM楢山）車体洗浄機通過体験、転車台見学、機関車関連イベント 

（PM土崎）ミニこまち運転・乗車体験 

②-1（AM土崎）EF64-37、EF64-1052車両撮影会 

（PM楢山）車体洗浄機通過体験、転車台見学、機関車関連イベント 

②-2（AM土崎）ミニこまち運転・乗車体験 

（PM楢山）車体洗浄機通過体験、転車台見学、機関車関連イベント 

【販売期間】 9月 22日（木）から 10月 14日（金）まで 

【販売価格】 ①-1、②-1 各 15,000円（税込み）／①-2、②-2 各 3,500円（税込み） 

【募集人員】 40組(①-1、①-2、②-1、②-2 各 10組) ※1組 2名まで 

【対 象 者】 小学 4年生以上  

         ※高校生以上のお客さまは 1名での参加 

※小学生及び中学生のお客さまは、１８歳以上の付添者が１名必要（付添者は無料） 

【参加特典】 ・記念パスケース、秋田駅開業 120周年限定駅カード 

・秋田駅ビル、おみやげ処こまち苑、NewDays秋田ぽぽろーど店、NewDays秋田中央口、

NewDaysミニ秋田新幹線ホームで使える共通お買物券 

 

【応募方法】 ①-1：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0098/ 

①-2：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0101/ 

②-1：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0099/ 

②-２：https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0100/ 

5  新型コロナウイルス感染防止対策について 

秋田県新型コロナウィルス感染症対策本部が定める「感染防止策チェックリスト」に則って、イベントを運営

します。 

 

6  その他 

・イベント内容は、新型コロナウイルス感染状況や天候等により、変更または中止する場合があります。 
   ・鉄道体験イベントの詳細は「JRE MALL 秋田支社ショップ」の商品ページにてご確認のうえ、事前にご購

入のうえご参加ください。 
   ・画像は全てイメージです。実際と異なる場合がありますので、ご了承ください。 
 

機関車撮影会（イメージ） 

ミニこまち運転・乗車 

車体洗浄機通過、転車台見学、 

機関車関連イベント 

https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0096/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0097/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0098/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0101/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0099/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS180-0100/


 

秋田駅エリア イベント会場案内図 
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