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東日本旅客鉄道株式会社 

盛 岡 支 社 

東北新幹線(大宮-盛岡)開業 40周年記念えきまちイベント 

 

あつ盛フェスタ！２０２２ 
～盛岡駅前が熱くなる～ 

 
 

         

 

 

 

■イベント名：あつ盛フェスタ！２０２２ ～盛岡駅前が熱くなる～    

「盛岡駅」「木伏」「盛岡駅前商店街」それぞれのエリアの魅力を発信し、より知っていただくこ

とを目的に初めて３つのエリアで連携し、各エリアでにぎやかし、テイクアウト飲食販売など１日限

定で開催します。 

 

 １．開催概要 

(１)開催日：2022 年 7 月 2 日（土） 

 

(２)開催エリア 

盛岡駅(駅ビル含む)・木伏・盛岡駅前商店街 

 

  (３)開催関係者 

【主催】JR 東日本盛岡支社  

【協力】盛岡駅前商店街振興組合 

盛岡駅前東口振興会 

       盛岡ターミナルビル㈱ 

       いわて観光キャンペーン推進協議会 

【後援】盛岡市 

 

 

２．各イベント詳細 

【盛岡駅前滝の広場】ステージ：10:50～16:00 物販ブース：10:30～17:00  

(１)特設ステージ MC：岩手まるごとおもてなし隊 

➀10:50～11:00 イベントオープニングトーク 盛岡駅長あいさつ 

➁11:00～11:30 盛岡市長あいさつ 盛岡さんさ踊り清流 盛岡さんさ踊り演舞 

➂11:40～12:10 盛岡駅前 YOSAKOIさんさ団体紹介 ミニパフォーマンス 

➃12:15～12:45 岩手大学民俗芸能サークル ばっけ 盛岡さんさ踊り演舞 

   ➄14:00～14:30 山岸さんさ踊り保存会 盛岡さんさ踊り演舞 

➅15:00～15:30 ＪＲ盛岡吹奏楽団 演奏 

   ➆15:40～16:00 ＪＲ盛岡さんさ団体 盛岡さんさ踊り演舞 

 

 

ＪＲ東日本盛岡支社では、東北新幹線開業 40周年記念号(7/2大宮-盛岡間)、国鉄色特急列車はつ

かり号(7/2・3盛岡-青森間)の運転に合わせ、7月 2日(土)に盛岡駅前に賑わいを生み出す３エリア

連携のイベントを開催いたします。滝の広場での盛岡さんさ演舞や木伏での YOSAKOIさんさ団体演舞

などの賑やかしや、盛岡駅前商店街でのテイクアウト飲食販売など予定しております。 

（C）Mapbox（C）OpenStreetMap（C）Yahoo Japan Z17LE 第 1040 号 Z17LE 第 1041 号 

盛岡駅前商店街エリア 

木伏エリア 

盛岡駅(駅ビル)・滝の広場エリア 



(２)物販ブース 10:30～17:00 ※販売商品無くなり次第終了 

➀鉄道グッズ・鉄道古物販売 

・出店事業者：IGR いわて銀河鉄道 

販売予定商品：ぬいぐるみ、キーホルダー、衣類（Tシャツ、靴下等）、 

文具（ファイル、ノート等）など 

 

 

・出店事業者：ＪＲ東日本クロスステーション リテールカンパニー盛岡支店 

販売予定商品：東北新幹線関係グッズ（トートバッグ、クリアファイル、ボールペンなど） 

その他東北関連鉄道グッズ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

・出店事業者：JR 東日本商事盛岡支店 

    販売予定商品：鉄道古物（行先標、列車愛称名板、車両号車札など）、 

新幹線 YEAR 2022グッズ 

 

 

 

 

   

➁駅弁販売 

・出店事業者：ＪＲ東日本東北総合サービス盛岡営業所 

販売予定商品：「津軽づくし弁当(青森県青森市)」 

「H5 系はやぶさ弁当(青森県八戸市)」 

「いいとこどり弁当(秋田県秋田市)」 

「岩手牛めし(岩手県一関市)」 

※仕入状況等により変更となる場合がございます。 

 

    ➂PR ブース 観光や地域情報などの発信 ※16:00まで 

・岩手県(いわて観光キャンペーン推進協議会)：岩手県の観光情報発信 

・岩手大学 NEXT STEP工房：学生の地域活動紹介 

・バス(岩手県交通、岩手県北バス、JR バス東北)：地域連携 IC カードの PR 

 

【木伏・河川敷】 

(１)初夏の木伏マルシェ  

  クラフトマーケットやスラックライン体験、夜は映画上映会と盛り沢山の１日。思い思いのカ 

タチでお楽しみください！！！ 

時 間：11:00～18:00 

 出店者：【飲食】valo、STREET BURGER 

【物販】FLOWER WORKS、トイロ+world market、 

Rabi candle factory / Atelier CANA、KARIN handmade、 

Pearly Shells、Sunny、YOSHIDA LIFE、168P、ほし屋 

写真はイメージです 

写真はイメージです 
JR 東日本商品化許諾済 

品化許諾済す 

写真はイメージです（JR東日本商品化許諾中） 

写真はイメージです 



(２)スラックライン体験会 

子供から大人まで幅広い年代で楽しみながら安全に体幹トレーニングが出来る大人気のスラッ

クラインが体験できます！ 

時  間：11:00～18:00 

体験方法：体験者お 1 人体験料 500 円で会場内出入り自由 

   

(３)盛岡駅前 YOSAKOI さんさの演舞  

    木伏脇の河川敷にてYOSAKOI演舞と旗の競演を開催します。岩手県内外より9組総勢100人

の踊り子たちが盛岡駅前を盛り上げます。 

   演舞時間：12:30～15:30 

   演舞団体：➀Yosakoi チーム鴒(盛岡市) ➁乱姫龍(盛岡市)  

➂桜蓮迦(雫石町) ➃紅翔連(奥州市) ➄幻夢伝(奥州市)  

➅飛勇凛(奥州市) ➆舞童(一関市) ➇凜轟(青森県) 

➈秋田まるまる愛好会(秋田県)  

※( )内は拠点市町村・県名 

 

  (４)盛岡かわとみどりのほしぞら映画祭＠木伏 

木伏では初めての野外映画上映会を初夏の夜に開催します。北上川と柔らかな芝生の上でゆっ

くりと映画をお楽しみください。 

   時  間：19:00～20:30 

上映作品：スタンド・バイ・ミー 

観賞方法：観賞無料、レジャーシート、チェアをご持参ください 

   

 

【盛岡駅前商店街】 

盛岡駅前 開運グルメストリート！ ～美味しい開運弁当であつ盛！～ 

商店街歩道スペースでテイクアウト販売のテント設置や飲食可能です。 

テラス席を設けるなど、ふらっと立ち寄ってもお食事を楽しめます。 

 テント出店時間：11:00～15:00 ※テラス席も15:00まで使用可 

 出 店 予 定 者：「東家」、「じょ居」、「バル ミア・クオーレ」、 

「ももどり駅前食堂」、「餃唐屋」、「ミライザカ」、 

「カプチーノ詩季」、「べアレンビール」 

※出店者は変更となる場合はございます。 

※お弁当の他にも「焼き鳥」などのフードも販売予定。 

 

 

 

 

 

【各エリアを巡って楽しむイベント】 

 フェザンプレゼンツ「あつ盛フェスタ！2022 スタンプラリー！」 

日 時：7月２日（土）11：00～16：00 ※台紙配布は 15：00まで 

場 所：滝の広場、盛岡駅、盛岡駅前商店街、木伏、フェザン（ゴール） 

内 容：各イベント会場の「チェックポイント」でスタンプをゲットし、フェザン館内の 

「ゴール」でガラポンにチャレンジ頂いた方へ素敵な賞品をプレゼント。 

 

お弁当イメージ 過去の駅前商店街イベント 

写真はイメージです 



■その他のイベント情報 

(1)東北新幹線 40 周年記念 特別催事 ～エキュート大宮が盛岡にやってくる！～ 

日 時：7月２日(土) 14:00～売切れ次第終了 

場 所：フェザン本館 2F 特設会場 

内 容：列車荷物輸送「はこビュン」によるエキュート大宮、人気商品の限定販売会。 

  主 催：JR東日本クロスステーション リテールカンパニー 

主な販売商品：エキュート大宮「メルヘン」「デイジイ」「かきたねキッチン」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)もりおかグリーンフェスティバル 2022「もりグリマルシェ」 

  日 時：7月２日(土)、3日(日) 10:00～18:00 ※3日は 17:00まで 

場 所：フェザン本館 1F フェザンパティオ 

  主 催：盛岡市  

  内 容：「美食王国もりおか」の魅力を詰め込んだマルシェを２日間限定で開催します。 

      盛岡産農産物を使用した美味しい商品が大集合！ 

「押し野菜のキーホルダー作り」などの体験ワークシップ 

も楽しめます。 

※「もりグリフェア」対象メニューを、フェザン 銀河堂  

1890 Sweets & Bakery、ホテルメトロポリタン盛   

岡本館 チャイニーズダイニング JUEN でもご用意し  

ております。 

 

 

(3)ホテルメトロポリタン盛岡本館・NEW WING カクテルフェア 

  日 時：7月 1 日(金)～2023年 3月 31日まで 11：30～ 

場 所：本館 4F JUEN ／ NEW WING 2F ジョバンニ 

内 容：2016年の JR30 周年記念で販売した新幹線カクテル「HAYATE」を復刻し、その商品

をメインとしたカクテルフェアを JUEN・ジョバンニで開催。 

   

(4)ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 【新幹線 YEAR2022】宿泊プラン 

  日 時：7月１日(金)～7月 31日(日)まで（平日限定） 

内 容：【新幹線 YEAR2022】を記念した特別宿泊プラン。スイートルーム（朝食付）に 

和食懐石またはフランス料理コースの夕食、新幹線カクテル「HAYATE」のセットを 

大宮―盛岡間 40周年に因んだ特別価格にてご用意いたします。 

 

(5)ホテルメトロポリタン盛岡本館 7/1（金）15 室限定 シングル 50％OFF 宿泊プラン 

日 時：7月１日(金) １泊 

内 容：あつ盛フェスタ！2022 を午前中からご満喫いただけるよう、7/1（金）前泊スタンダー

ドシングル（禁煙）を 15 室限定で特別価格販売（正規料金の 50％OFF）。 

※予約受付開始 6月 15 日（水）昼 12 時～ 限定室数到達次第、販売終了 

 

「かきたねキッチン」イメージ 「メルヘン」イメージ                   「デイジイ」イメージ 



 

(6)「くる東北」北東北３県セット販売 

東北6県の地元食材を使ったスイーツ「くる東北」。これまで岩手県内では東北６県セットを販売

しておりましたが、新たに北東北３県セットを販売いたします。 

日 時：7月１日(金)～ 

場 所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング 

   フェザン内 銀河堂 1890 Sweets & Bakery 

※「くる東北」は日本全国、そして海外から東北に来てね   

“Come and Visit TOHOKU”という想いと、共通原材料   

のくるみと米粉をかけてネーミング。くるみを混ぜたヌガー  

を、各県を代表する米粉を使用した生地と素材でフィリング  

したグルテンフリーのスイーツです。 

企画・製造は、ホテルメトロポリタン仙台が行っております。 

販売店舗はこちら 

https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/chaleur/menu/kuru_tohoku.html 

 

(7)東北新幹線 40 周年を記念した特設会場鉄道グッズ販売 

   株式会社 JR 東日本クロスステーションでは、盛岡駅を発着とする東北新幹線 40 周年記念号、 

国鉄色特急列車はつかり号の運行に合わせ、7 月 2 日(土)・3 日(日)に盛岡駅にて東北新幹線に 

関連した鉄道グッズを 2日間限定の特設ブースで販売します。 
 

日 時：2022年 7月 2 日(土)、3 日(日) 10:00～18:00（予定）  

※初日 11:00 開店 最終日 17:00 終了 

場 所：盛岡駅 2 階北側コンコース催事会場 

商 品：記念コイン（数量限定）、マウスパッド、Ｔシャツ、キーホルダーなど 

主 催：株式会社 JR東日本クロスステーション リテールカンパニー 

 

※販売商品は変更になる場合がございます。 

※販売商品が無くなり次第販売終了となります。 

※NewDays 販売店舗やその他詳細情報は下記特設サイトにてお知らせいたします。 

   リンク：https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_tohoku40 

 

 ※各項目で使用している画像はすべてイメージです。 

 ※各イベント、出店での商品は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。 

※各イベントは当日の天候や新型コロナウイルスの感染状況などにより、開催内容の変更または 

取り止めの可能性がございます。 

 ※当日の開催内容及び実施判断についてはポスター、チラシに記載しております各エリア連絡先に 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナルグッズデザイン一例 

（記念コインイメージ） 

※JR 東日本商品化許諾申請中 

「くる東北」イメージ 

https://sendai.metropolitan.jp/restaurant/list/chaleur/menu/kuru_tohoku.html
https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_tohoku40

