
 

 

 

２０２２年５月 13 日  

ＪＲ東 日 本 秋 田 支 社 

 エキマエ、はじまる。さんど市 5 月期 

「秋田駅 春のふれあいフェスタ 2022」を開催します！ 

１ 「秋田駅春のふれあいフェスタ 2022」開催概要 

   開催場所：秋田駅および秋田駅西口駅前広場 

   開催日時：2022 年５月 28 日（土）・29 日（日）（小雨決行） 

10 時 00 分から 15 時 00 分まで（一部、15 時前に終了する場合がございます） 

   開催内容：鉄道グッズ・飲食物販売、スポーツ体験、JR 東日本秋田支社吹奏楽部 RMC による演奏会など 

   主   催：ＪＲ東日本秋田支社 

   後   援：秋田県、秋田市 

   協   力：株式会社秋田放送 

   ※荒天時及び感染症等の状況により、中止または内容が変更となる場合があります。 

２ 各ブースの内容 

(1) 鉄道グッズ・飲食物販売 【開催場所：秋田駅西口駅前広場・秋田駅】 

① ＪＲ東日本グッズと秋田初登場スイーツ販売 【地図①-A】 

出店：株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 

内容：秋田新幹線「こまち」開業 25 周年を記念したグッズの販売 

秋田県内初出店となる「白い恋人」の ISHIYA が提案するギフト向けスイーツブランド「ISHIYA 

G」の各種スイーツの販売 

② 東北各地の人気商品販売 【地図①-B】 

出店：ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 

内容：岩手県盛岡市で人気の「福田パン」や秋田県にかほ市の郷土銘菓「あつみのかりん糖」ほか、東北

各地の名産品の販売 

③ ＪＲ東日本グッズと鉄道古物販売 【地図①-C】 

出店：株式会社ＪＲ東日本商事 

内容：鉄道グッズや「Suica のペンギングッズ」の販売 

乗車口案内板や行先標等の鉄道古物の抽選販売【各日 70 名限定（お一人さま一点限り）】 

鉄道古物の販売については、以下のとおり実施します。 

a) 販売方法 抽選により整理券を配布し、整理券記載の番号順により、指定時間ごとに販売します。 

 

ＪＲ東日本秋田支社では、秋田駅周辺の賑わいを創出するため、秋田駅西口を中心としたエリアで、『エキマ

エ、はじまる。さんど市 5 月期「秋田駅 春のふれあいフェスタ 2022」』を開催します。 

ＪＲ東日本グッズや鉄道古物の販売などの鉄道関連ブース、秋田県初出品となるスイーツや東北各地の名産

品の販売などの飲食ブースなど、多くの皆さまがお楽しみいただける内容です。 

また、同日に秋田市八橋運動公園で開催される「東北絆まつり 2022 秋田」と合わせた企画も用意していますの

で、ぜひ両会場にお越しいただき、お楽しみください。 



b) 整理券の抽選について 集合時間 各日 8 時 30 分から 8 時 50 分まで 

抽選時間 各日 9 時 00 分から 9 時 30 分まで 

配布箇所 秋田駅西口駅前広場（雨天時：ぽぽろーど下に変更） 

c) 販売時間 10:00/11:00/12:00/13:00/14:00 のうち、整理券による指定の時間帯 

         （1 組につき 14 名、計 5 組に分けて販売します） 

d) 販売箇所 整理券を配付する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いたしますので、 

販売時間の前に並ばないようご注意ください。 

      ・整理券の抽選について、集合時間内に来場してください。 

    ・販売上限人数は各日 70 名です。 

70 名を超える場合は、空くじ入りで抽選を行います。 

       ・数に限りがあるため、ご希望の商品をお求めいただけない場合があります。 

       ・交換・返品は出来ませんので、あらかじめご了承ください。 

④ ホテルメトロポリタン軽食販売 【地図①-D】 

出店：秋田ステーションビル株式会社 

内容：ホテルメトロポリタン秋田シェフ自慢のナポリタンやクラムチャウダーなどの販売 

⑤ イタリアン惣菜販売 【地図①-E】 

出店：イタリア食堂ビランチャ 

内容：イタリア料理の販売 

⑥ 日本酒販売 【地図②-H】 

出店：株式会社 JR 東日本クロスステーション、JR 東日本東北総合サービス株式会社 

内容：NewDays 秋田中央口店・秋田ぽぽろーど店・秋田幹線ホーム店・おみやげ処 こまち苑での、秋

田県内酒造メーカー3 社とコラボした「秋田新幹線『こまち』開業 25 周年記念 JR 東日本秋田

支社オリジナルラベル日本酒」の販売 

※大曲駅、角館駅、田沢湖駅の NewDays でも販売します。 

※提供商品の詳細については、別紙をご参照ください。 

(2) スポーツ体験 【開催場所：秋田駅西口駅前広場】 ※参加無料 

① ジェクサー・ライトジム体験会 【地図①-F】 

企画：ジェクサー・ライトジム メトロポリタン秋田店 

内容：ジムインストラクターによる体験会の開催（各日とも 2 回実施） 

１回のプログラムにつき 15〜20 名で、開催場所で 1 時間前から整理券を配布します。 

a) 自重トレーニング体験（10 時 30 分から 11 時 00 分まで）28 日のみ 

b) フィットネス体験（10 時 30 分から 11 時 00 分まで）29 日のみ 

c) ヨガ体験（13 時 30 分から 14 時 00 分まで） 

※その他の時間帯では、体力測定等を実施する予定です。 

② ボッチャ体験会 【地図①-G】 

内容：東京パラリンピック競技種目「ボッチャ」の体験（希望者は試合形式も可能） 

(3) ＪＲ東日本秋田支社吹奏楽部による演奏会【開催場所：秋田駅西口駅前広場 地図①-H】 

開催日時：第１回 5 月 28 日（土）11 時 00 分から 

第２回 5 月 28 日（土）14 時 00 分から 

内   容：JR 東日本秋田支社吹奏楽部「RMC」による各回 40 分程の演奏 



(4) 鉄道関連ブース 【開催場所：秋田駅】 

① こども駅長制服着用体験 【地図②-A】 

白い駅長制服を着て、記念撮影をお楽しみください。 

② レールスクーター乗車体験 【地図②-B】 

線路の点検作業などで活躍する「レールスクーター」に乗車できます。 

③ 車内放送体験 【地図②-C】 

8 番線ホームに停車中の 701 系車両に乗車し、車内放送や車掌用端末の操作を体験できます。 

④ ジオラマ展示会 【地図②-D】 

秋田駅に展示されていた N ゲージと、初披露となる HO ゲージを展示します。 

⑤ なんでも相談会 【地図②-E】 

駅たびコンシェルジュ秋田で、新幹線 e チケットの予約方法やえきねっとの使い方、 

JRE POINT の利用方法など、何でも相談できる相談会を開催します。 

ＪＲ東日本のサービスについて、日頃疑問に思っている点など何でもご相談ください。 

相談会に参加された方には、ＪＲ東日本オリジナルグッズをプレゼントします。 

⑥ JRE MALL ショールーム 【地図②-F】 

みどりの窓口内において、JRE MALL で販売中の商品を展示します。 

なお、その場でお買い求めできませんので、ご注意ください。 

      ※①〜④については、秋田駅構内での開催となるため、入場券 

（大人：150 円 小人：70 円 ）の購入が必要です。 

      ※入場券をお買い求めのうえ、イベントに参加いただいた方には、 

駅構内で記念入場券をお渡しします【地図②-G】。 

       

３ 東北絆まつり 2022 秋田連動企画「スタンプラリー」を実施します 

   「東北絆まつり 2022 秋田」との連動企画として、スタンプラリーを実施します。計 3 箇所全てのスタンプを専用台紙

に押印していただいた方に、JR 東日本秋田支社オリジナルグッズをプレゼントします。 

   設置箇所・時間：①秋田駅構内 【地図②-G】 5/28（土）・29（日）10 時 00 分から 15 時 00 分まで 

②秋田駅西口広場 【地図①-I】 5/28（土）・29（日）10 時 00 分から 15 時 00 分まで 

③東北絆まつり 2022 秋田 JR 東日本秋田支社ブース 【地図③】 

5/28（土）11 時 00 分から 17 時 00 まで、5/29（日）10 時 00 分から 15 時 30 分まで 

 プレゼント引渡場所：秋田駅中央改札口および東北絆まつり 2022 秋田ＪＲ東日本秋田支社ブース 

 ※スタンプの押印ならびにプレゼントの引渡は記載の時間内のみとなります。 

４ その他 

６月期の「エキマエ、はじまる。さんど市」は、6 月 18 日（土）・19 日（日）に、薪林舎とコラボし、「アウトドア」を

テーマにしたイベントを開催予定です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

「エキマエ、はじまる。さんど市」とは・・・ 

プロジェクト名の「エキマエ、はじまる。」と「さんど市」を掛け合わせたものです。「さんど」とは第３土曜日に開催されること、また

様々な具材があるサンドイッチになぞらえて、秋田駅周辺の事業者との融合や幅広いコンテンツを織り交ぜた催しであることを「さ

んど」で表しています。そして、多くの人が集う場所を意味する「市」をとって「さんど市」としました。 

 



【別  紙】 

 

地図①：秋田駅西口駅前広場 

 

地図②：秋田駅構内 

【提供商品一覧（飲食物・鉄道グッズ販売）】 

出店事業者 提供商品 

株式会社 

ＪＲ東日本クロスステーション 

・「ISHIYA G」スイーツ 各種 

・秋田新幹線「こまち」開業 

25周年記念グッズ各種 

・JR東日本秋田支社オリジナルラベル日本酒 

720mm瓶（鈴木酒造、大納川、高清水） 

ＪＲ東日本東北総合サービス 

株式会社 

・福田パン 

・あつみのかりん糖 

・JR東日本秋田支社オリジナルラベル日本酒 

 720mm瓶（鈴木酒造、大納川、高清水） 

株式会社ＪＲ東日本商事 

・秋田新幹線「こまち」開業 

25周年記念グッズ各種 

・Suicaのペンギングッズ各種 

・鉄道古物 各種 

秋田ステーションビル株式会社 

・極旨 ナポリタン 

・具だくさんクラムチャウダー 

 イタリア食堂ビランチャ 

・イタリアン惣菜 各種 

※写真・イラストはすべてイメージです。 



【参 考】 

 「東北絆まつり 2022 秋田」開催概要 

場 所：秋田市八橋運動公園 

   日 時：2022 年５月 28 日（土）11:00〜20:00 5 月 29 日（日）10:00〜15:30 

   内 容：①東北絆まつりパレード（28 日（土）18:00〜19:30 29 日（日）12:30〜14:00） 

青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりが 

登場し、華やかなパレードを披露します。 ※インターネットでもライブ配信予定 

②東北絆まつりメイン会場 

東北 6 市のまつりをはじめ、県内の郷土芸能などを披露します。協賛ブースでの物販も行います。 

 ※JR 東日本秋田支社でもブースを設置し、プラレールの展示や各種パンフレットの配布を行います。 

③東北絆まつり展示会場 

青森ねぶたや秋田竿燈、仙台七夕、福島わらじの迫力を間近で体感できます。 

④これが秋田だ！食と芸能大祭典 2022 出店会場 

秋田を代表する特産品やグルメを堪能できます。 

⑤これが秋田だ！食と芸能大祭典 2022 展示会場 

「土崎神明社祭の曳山行事」、「角館祭りのやま行事」、「花輪祭の屋台行事」と世界一の大太鼓、 

綴子大太鼓を展示します。各まつりの演舞も行います。 

   主 催：東北絆まつり実行委員会 ※JR 東日本が特別協賛 

    ※秋田駅西口（ホテルメトロポリタン秋田前）から絆まつり会場までは、約 15 分間隔でシャトルバスが運行 

      いたします。 

    ※新型コロナウイルス感染症等の状況により、内容が変更等となる場合がございます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図③：東北絆まつり 2022 秋田会場 

 

JR 東日本秋田支社ブース 


