
●スタンプラリー
●コカ・コーラ社ドリンクサンプリング
●仮面ライダーゴースト登場

●スタンプラリー
●プロと一緒に
　おそうじ体験

●コカ・コーラ社ドリンク
　サンプリング

297

●スタンプラリー
●コカ・コーラ社ドリンクサンプリング
●仮面ライダーゴースト登場
●消防車展示・見学（はしご車・化学車・救助工作車）
●消防車による放水体験
●消防戦隊ヒケスンジャーショー

●オープニングセレモニー・もちまき
●さんさ踊り •大原学園盛岡校さんさサークル
　　　　　　 •伝統さんさ（盛岡さんさ踊り清流）
●駅前保育園MHナーサリー園児のお遊戯
●Esmeraldaベリーダンススクール＆Foxy Femme
●Zealバトントワラーズ
●カヨコ フラメンコスタジオ
●カナロア・フラ
●おかしまき　　　　＆開運かなえちゃん登場
●消防戦隊ヒケスンジャーショー
●城西中学校特設合唱部登場
●仮面ライダーゴースト登場

●コカ・コーラ社ドリンク
　サンプリング
●さんさ踊り
　・伝統さんさ（盛岡さんさ踊り清流）
　・大原学園盛岡校さんさサークル
●　　　 　＆開運かなえちゃん登場
●Zealバトントワラーズ

●スタンプラリー

●フリーマーケット
●資源とごみの分別
　相談コーナー
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時間▶11:00～17:00

とき

7月最
後の土

曜は、

会場へ
急げ！！

※キャラクターショーではありません。

2 0 1 7 ★ M A L I O S ★ S U M M E R ★ F E S T I V A L

※緊急時は出動する場合があります
★モリーオ広場 14:00～
★盛岡駅前・滝の広場 15:20～

★モリーオ広場 12:00～
★材木町「よ市」 15:20～
★盛岡駅前・滝の広場 16:30～

11:00~            
11:20~

12:15~  
13:00~  

13:30~                                  
14:00~                         

14:30~                                                  
15:00~

15:20~                
16:00~                        
16:30~                        

●スタンプラリー
●コカ・コーラ社ドリンクサンプリング
●仮面ライダーゴースト登場

●スタンプラリー
●プロと一緒に
　おそうじ体験

●コカ・コーラ社ドリンク
　サンプリング

11:00~15:00                                   
11:00~

15:20~                       

11:00~

13:30~

なくなり
次第終了

なくなり
次第終了

なくなり
次第終了

なくなり
次第終了

12:50~なくなり
次第終了

JR東日本盛岡駅／盛岡駅前地区商店街連合会／盛岡駅前商店街振興組合／ ㈱岩手朝日テレビ／ワールドインGENプラザ／盛岡市材木町商店街振興組合／みちのくコカ・コーラボトリング㈱／
アサヒビール㈱／ヒラトヤブライダルファッション／盛岡ヘアメイク専門学校／盛岡シティホテル／㈱岩手銀行／㈱東北銀行／㈱ハイ・ジャンクション／岩手県バス協会／盛岡市駐車場公社／
とりぼん・えびすけ／㈱ワイズマン／中川町町内会／㈱橋市／うま舎／小岩井乳業㈱盛岡支店／東家駅前店／ナチュラルコム㈱／盛岡駅前東口振興会／アデコ㈱盛岡支社／ユニオン建設㈱盛岡支店／
JR東日本メカトロニクス㈱盛岡支店／東日本電気エンジニアリング㈱盛岡支社／大原学園盛岡校／㈱東北博報堂／岩手保健医療大学／㈱盛岡地域交流センター／盛岡ターミナルビル㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※敬称略・順不同

マリオスロード地区協議会／マリオスサマーフェスティバル実行委員会主 催

協 賛

協 力 盛岡中央消防署、盛岡西消防署 盛岡市／盛岡商工会議所／盛岡市商店街連合会後 援

※気象状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

マリオスサマーフェスティバル実行委員会：盛岡ターミナルビル㈱盛岡駅ビルフェザン　TEL.019-654-1188【お問い合わせ】

材木町「よ市」
盛岡駅

盛岡駅

EAST AREA

西口 アイーナ西口 光の広場・アーバンモール
●コカ・コーラ社ドリンク
　サンプリング
●さんさ踊り
　・伝統さんさ（盛岡さんさ踊り清流）
　・大原学園盛岡校さんさサークル
●　　　 　＆開運かなえちゃん登場
●Zealバトントワラーズ

●スタンプラリー

●フリーマーケット
●資源とごみの分別
　相談コーナー

●スタンプラリー
●コカ・コーラ社ドリンクサンプリング
●仮面ライダーゴースト登場
●消防車展示・見学（はしご車・化学車・救助工作車）
●消防車による放水体験
●消防戦隊ヒケスンジャーショー

駅前通・駅西口・駅前北通

風鈴飾り（終日）

WEST AREA
〈3F　屋外広場〉

13:00~

13:45~
14:30~

11:00~15:00

11:00~15:00

11:00~15:00

11:00~15:00                                           
11:50~

12:00~                               
13:00~16:00

 13:00~     15:00~                  
14:00~                       

〈光の広場〉西口バスターミナル脇

〈マリオス 20F 展望室〉

〈アーバンモール〉 IAT・マリオス間～モリーオ広場

高圧洗浄機やガラスクリーニング体験
に参加しよう！  体験先着70名様に
クリーニング用品をプレゼント！

西口 モリーオ広場

どこまではしごが伸びるかな？
消防戦隊
ヒケスンジャーショー

消防車展示・見学会

15:00~18:00

●オープニングセレモニー・もちまき
●さんさ踊り •大原学園盛岡校さんさサークル
　　　　　　 •伝統さんさ（盛岡さんさ踊り清流）
●駅前保育園MHナーサリー園児のお遊戯
●Esmeraldaベリーダンススクール＆Foxy Femme
●Zealバトントワラーズ
●カヨコ フラメンコスタジオ
●カナロア・フラ
●おかしまき　　　　＆開運かなえちゃん登場
●消防戦隊ヒケスンジャーショー
●城西中学校特設合唱部登場
●仮面ライダーゴースト登場

盛岡駅前 滝の広場

マリオスロード

アイーナ

材
木
町
通
り

マリオス FES”AN

北　

上　

川

Ｊ
Ｒ
盛
岡
駅

モリーオ
広場

大原学園 盛岡校
＜学校見学開催中＞

盛岡中央消防署
＜体験学習コーナー＞
11:00～15:30

岩手保健医療大学
大学開放時間　１３：００～１５：００
【学内イベント】
・キャンパスツアー(学内施設見学)
・血圧測定
・実習体験（救急蘇生、妊婦体験）
・学内スタンプラリー
 （ささやかなプレゼントあり）

旭　橋

夕顔瀬橋

光の広場 自由通路
マリオス口アーバンモー

ル

仮面ライダーゴースト
がやってくる！

夏の盛岡駅周辺恒例「マリオスサマーフェスティバル」
「もちまき」「ダンスステージ」「仮面ライダーゴースト登場」
「豪華景品が当たるスタンプラリー」ほか、イベント満載！

夏の盛岡駅周辺恒例「マリオスサマーフェスティバル」
「もちまき」「ダンスステージ」「仮面ライダーゴースト登場」
「豪華景品が当たるスタンプラリー」ほか、イベント満載！

滝の広場

マリオス4F
アトリウム（レンガの広場）

屋台も出店するよ！！
ベアレン地ビールなどの

●ビア＆ヴルストベアレン
●赤い鳥
●松葉商店
●水沢商業高等学校
●スターバックスコーヒー
●ホテルメトロポリタン盛岡

スタンプラリー

★もれなく参加賞進呈！★もれなく参加賞進呈！
★協賛各社からの、うれしい！おいしい！
　豪華賞品がいっぱい！

時間内（12:00～16:00）に
各会場のスタンプを集めよう！

土曜
小雨決行

1 2

Zeal バトントワラーズ



●オープニングセレモニー・もちまき
●さんさ踊り •大原学園さんさ踊りチーム
　　　　　　 •伝統さんさ（盛岡さんさ踊り清流）
●駅前保育園MHナーサリー園児のお遊戯
●Foxy Femmae（ベリーダンス）
●Zealバトントワラーズ
●カヨコ フラメンコスタジオ
●カナロア・フラ（フラダンス）
●おかしまき　　　　＆開運かなえちゃん登場
●消防戦隊ヒケスンジャーショー
●城西中学校特設合唱部登場
●仮面ライダーゴースト登場

茶café ちゃちゃちゃ／福壽屋／シューズアスカ／松栄堂／むら八／盛岡せんべい店／プロント／いわちくキッチン／明明家／ドゥ・エ・ドゥ／
南部せんべいの巖手屋／ジュピターコーヒー／カネイリスタンダードストア／エキナカくすり屋さん・ファーラボ／　　　※敬称略・順不同

バセロン／橋市／ヒラトヤブライダルファッション
岩手朝日テレビ／ワールドインGENプラザ
小岩井乳業㈱盛岡支店／㈱ハイ・ジャンクション
　　　　　　　　　　　　　　※敬称略・順不同

JR東日本盛岡駅／盛岡駅前地区商店街連合会／盛岡駅前商店街振興組合／ ㈱岩手朝日テレビ／ワールドインGENプラザ／
盛岡市材木町商店街振興組合／みちのくコカ・コーラボトリング㈱／アサヒビール㈱／ヒラトヤブライダルファッション／盛岡ヘアメイク専門学校／
盛岡シティホテル／㈱岩手銀行／㈱東北銀行／㈱ハイ・ジャンクション／岩手県バス協会／盛岡市駐車場公社／とりぼん・えびすけ／㈱ワイズマン／
中川町町内会／㈱橋市／うま舎／小岩井乳業㈱盛岡支店／東家駅前店／ナチュラルコム㈱／盛岡駅前東口振興会／アデコ㈱盛岡支社／
ユニオン建設㈱盛岡支店／JR東日本メカトロニクス㈱盛岡支店／東日本電気エンジニアリング㈱盛岡支社／大原学園盛岡校／㈱東北博報堂／
岩手保健医療大学／㈱盛岡地域交流センター／盛岡ターミナルビル㈱　　　※敬称略・順不同
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12:00～16:00

2017

アイーナ
３Ｆ・屋外広場

マリオス
２０F・展望室

モーリオ広場 JR盛岡駅
滝の広場

材木町「よ市」


