
貸出場所／秋田駅「駅レンタカー秋田営業所」
貸出時間／9：30～19：00（19：00まで返却願います）

秋田駅「駅レンタカ―秋田営業所」で
「秋田駅周辺の観光地めぐりの促進」と
「気軽に行ける新たな観光地の掘り起し」を目的に
３月２４日㈯からレンタサイクルを営業開始します。

秋田駅でレンタサイクル開始！秋田駅でレンタサイクル開始！

お問い合わせ／駅レンタカー秋田営業所 018-833-9308
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主催 ： 東日本旅客鉄道㈱ 秋田支社
協力 ： 秋田県、秋田市、医療法人城東整形外科、㈱秋田放送、秋田ノーザンハピネッツ㈱、
パレアンヌ、㈱秋田ケーブルテレビ、のはらむら、㈱ブラウブリッツ秋田、㈱秋田魁新報社

1周年記念フェスティバル

会場  ： 秋田駅

2018

3 24 25土 日

会場

秋田拠点センターALVE［アルヴェ］
1F きらめき広場

金3 23 土24
12:30～16:00 10:00～16:00

●秋田比内地鶏や チラシ提示で極め膳ご注文の方へ「比内地鶏玉子プリン」1個サービス
●珈琲館 驛舎 チラシ提示で「ケーキセット（コーヒーor紅茶付）」700円⇒650円
●パブロピカソ チラシ提示で「ケーキセット（お好みのケーキ+ドリンクバー）」640円⇒540円
●とんかつ壱番亭 チラシ提示でお食事の方へ「ミニソフト」サービス
●えきのビアバルＭＡＮＭＡ チラシ提示でワンドリンクご注文の方に「ポテトフライ 男鹿の塩味」半額
●欣秋 チラシ提示でお食事の方へ「ソフトドリンク」1杯サービス
●らーめん三楽 チラシ提示でお食事の方へ「ソフトドリンク」1杯サービス
●どん扇屋 チラシ提示で「ウーロン茶」or「オレンジジュース」1杯サービス
●ロッテリア チラシ提示で次回から利用できる「10％OFF優待券」プレゼント
●はなまるうどん チラシ提示で「温玉」無料サービス
●ドトールコーヒーショップ チラシ提示でドリンク無料サイズアップ
●ヴィ・ド・フランス チラシ提示で600円以上お買上げのお客さま10％OFF
●ディッパーダン チラシ提示で「アイスベリーフロマージュ」300円

ト ピ コ  3/24・25の2日間限り

●3/21～26までｃａｏｃａ春の優待キャンペーン実施
●3/21～4/1までトピコ2Ｆリニューアル1周年記念感謝祭開催
●3/24・25 トピコ2Ｆ吹き抜け周りにて血管年齢測定・握力測定イベント開催（明治安田生命）

ト ピ コ・ア ル ス

●地階催事場
　チラシ提示で「全国うまいもの味めぐり」イートイン
　　　　　　　「北海道 梅光軒ラーメン」50円引き

西 武 秋 田 店  3/24・25の2日間限り

●千秋 たこ佳  
　チラシ提示でたこ焼をお買い上げのお客様に
　フォンテポイント２倍プレゼント

フ ォ ン テ A K I T A  3/24・25の2日間限り

●B1F  アミューズパーク（ゲームコーナー）  3/24・25の2日間限り
　チラシ提示でクレーンゲーム1回無料券プレゼント（指定機種に限ります）　

●2F  プロント  3/24・25の2日間限り
　チラシ提示でオレンジジュース又はポップコーンプレゼント

●3F  スイーツパラダイス 3/24～4/27まで
　親子でご利用のお客さま対象（3歳以下無料、チラシ1枚で4名様までご利用可）
　大人（中学生以上）100円キャッシュバック
　小人（4歳以上～小学生）50円キャッシュバック

●3/23～26まで  ハッピーハッピーキャンペーン開催

秋 田 オ ー パ

橋上弁当売店

外れた方の中から抽選で

ペア5組
10名様

ペア10組
20名様

20名様ダブルチャンス

お問い合わせ先： ノーザンステーションゲート秋田1周年記念キャンペーン事務局 ㈱ジェイアール東日本企画内
TEL.018-831-0962（平日10：00～12：00／13：00～17：00）※土日祝日を除く

電動アシスト式なので、快適・ラクチン！！
貸出料金
1,000円
（1台）

ノーザンステーションゲート秋田は1周年を迎え、5月に東口プラチナタウンとしてスポーツクリニックが開院し、
健康・スポーツの新たなまちづくりを進めていきます。今回、健康×スポーツをテーマにした講演会・セミナーを
連続形式（計3回）で実施し、新たな文化発信とともに駅前の集客、定住につなげていきます。
なお、詳細につきましては、今後ＪＲ東日本秋田支社ＨＰにてご案内致します。

4 21土 13:30～

チラシ提示でお得な特典が！
〈 1 周 年 記 念 フェ ス ティバ ル 連 動 企 画 〉

健康 スポーツ
会場 ホテルメトロポリタン秋田
講師 スポーツジャーナリスト 増田明美さん第1回

連続講演・セミナー

JR東日本秋田支社ホームページ http://www.jreast.co.jp/akita/

記載の情報は2018年3月6日現在のものです。

※各店舗に置いてある専用ハガキに62円切手を貼ってご応募ください。



スラックライン体験
話題の新スポーツ！！

集中力を高めて渡り切ろう！！

アートエリア
ぽぽろーど西側

来場者にも参加して頂き一緒に
「未来の秋田駅」を描いていきます。

ライブアーティストGOMAが
「未来の秋田駅」をテーマに
２日間のライブアート！！

情報発信エリア
秋田に関連する動画を放映！！
普段の待合ラウンジと異なる
雰囲気でお楽しみください。

3/24～
レンタサイクル開始

3/24～
デジタルサイネージ
運用開始

くわしくは裏面をご覧ください

JR秋田支社吹奏楽部RMC
（レールウェイ・ミュージック・クラブ）による演奏

ハピネッツトップチアによる
ダンスパフォーマンス！！

ブラウブリッツ秋田
開幕直前イベント

インモーション体験
体重移動とハンドル操作だけで自由に走り回る！

秋田犬のふれあい体験
秋田ケーブルテレビの“社員”秋田犬が登場！

子供と大人の太鼓集団！！
雄和太鼓保存会

市民ミュージカル「コモンビート」
ミニミュージカルショー

※24日 14：30～も出演します

ブラウブ
リッツテ

ーマソン
グを

歌ってい
る「羅漢

」も登場！！

西口 東口

ライブエリア ぽぽろーど東口ステージ

アルヴェ

ぽぽろーど

トピコ

血管年齢測定・握力測定

びゅうプラザ
みどりの窓口

駅レンタカー

中央改札口

待合ラウンジ

24日

25日

城東整形外科による

健康エリア アルヴェ

ぽぽろーど東側

①10:30～
②11:30～
③13:15～
④14:15～
各回30分程度　

ぽぽろーど秋田駅

西口交番前

2018

3 24土 25日

イベント開催に伴い下記の期間、駐車場が使用停止となりますので、ご了承ください。
3月22日㈭ 0：00～3月25日㈰ 18：00

アクティブエリア 西口駅前広場25日24日

25日24日

25日24日

P

ノーザンステーションゲート秋田 1周年記念フェスティバル

「ノーザンステーションゲート秋田」とは

10:00～16:00 10:00～15:00

10:00　JR秋田支社吹奏楽部RMC
10:45　バトンメイツLittle Mermaid
11:15　秋田ノーザンハピネッツチアダンス
11:40　ペッカーズフリースロー体験
13:00　ブラウブリッツ秋田開幕直前イベント
13:30　秋田ノーザンハピネッツチアダンス
13:50　ペッカーズフリースロー体験
14:30　市民ミュージカル「コモンビート」
15:00　高校生よさこい
15:30　ペッカーズフリースロー体験

24日ステージスケジュール

10:00　雄和太鼓保存会
10:30　キッズバトン「プレボックス」
11:00　ペッカーズフリースロー体験
11:30　市民ミュージカル「コモンビート」
14:00　ABSラジオ公開生放送

「香り」を使ったワークショップ開催！！
①香水づくり
②マッサージオイルづくり
③ハンドソープづくり

25日ステージスケジュール

「のはらむら」の木育体験

「パレアンヌ」の香りづくり
ワークショップ

木のプールで
木のぬくもりを
体感しよう！！

木のたまご「けん玉」
ワークショップ

※協力：のはらむら

※協力：パレアンヌ

1日
150個
限定

1日
各50個
限定

メイン会場として、イベントに華やかさを与える音楽イベント等を実施します。

木の体験エリア

25日最新の乗り物や体験アトラクション、秋田犬とのふれあいを楽しむことができます。

※画像は全てイメージです。　※都合により、イベントが中止または内容が変更となる場合がございます。

24日 秋田大学 × 秋田魁新報社 連携事業
「健康と長生きの秘訣を知る 応援フェア」

平成29年度

消防スタンプラリー消防スタンプラリー
1F きらめき広場
災害や事故発生時の対応方法など
学習できるスタンプラリーを実施！！
スタンプラリーを達成して
ガラガラクジでおかしをゲット！！

みんな大好き
「消防車ふわふわ」が登場！！
いっぱい遊んで楽しもう！！

お問い合わせ
秋田市消防本部救急課 TEL：018-823-4019（平日：８：３０～１７：１５）

※1人上限5分となりますので
　ご了承ください。

10:00～14:00

消防車ふわふわ消防車ふわふわ

集マルシェ
1F きらめき広場 10:00～14:00

日本バーベ
キュー協会

公認の

BBQインス
トラクター

が

おいしい焼
き方を

アドバイス！
！

出店／河辺ともだちの輪プロジェクト、
太平山ポーク、遊心舎、ポルミート、
ガイアガーデン、キサカタグリーンファーム
後援／秋田なまはげバーベキュー協会

秋田の食材を販売。本格グリルでBBQ！
BBQインストラクターが
美味しい焼き方をアドバイス。
豚汁、甘酒、各先着100名様無料配布。

次の２０年の秋田を活性化するため、秋田県・秋田市・JRが中心となり、
地域と連携しながら推進する中心市街地を核とする街づくりの
取り組みの総称です。

本取組は、昨年３月の秋田新幹線こまち開業20周年にあわせた
秋田駅のリニューアルより動き始め、1周年を迎えます。
今回皆さまへの感謝を込め、1周年記念フェスティバルを開催します。

ストレッチ教室・
健康指導
ストレッチ教室・
健康指導

1F きらめき広場 ・ 2F 多目的ホール10:00～16:00

2F 多目的ホール 10:00～15:002F 多目的ホール 10:00～15:00

参加費無料
（集マルシェのみ有料）

Nゲージ・
ジオラマ展示
遊べる鉄道
コーナーも
あるよ!

公開生放送
14:00～15：00

JR東日本秋田
バスケットボール部
ペッカーズ
JR東日本秋田 バスケットボール部
ペッカーズは、秋田県を本拠地とする
社会人バスケットボールチーム。
チーム名であるペッカーズ（Peckers）の由来は、
白神山地に生息するクマゲラを意味する
「Black Woodpecker」から来ている。

フリースロ
ーを決めて

シールをゲ
ット！


