
気仙沼サンマフェスティバル2015 
実施報告書	  

	  
	  
	

開催日程：2015年10月9日(土)、10日(日) 
開催場所：イオン気仙沼店 駐車場 
主催：気仙沼サンマフェスティバル実行委員会 



概略	

	

【延べ人数】	
■10月10日(土)：2,000〜2,500人　※6,912人［チェッカー数］	

■10月11日(日)：3,500〜4,000人　※11,144人［チェッカー数］	
	  
■2日間のべ：5,500〜6,500人　※18,056人	  
イオンを目的に来場したお客様は1往復しかしない。	  
サンマフェスを目的に来場したお客様が1日会場にいた場合は3往復したと過程。	  
平均3往復したと仮定して、初日が2000〜2500人、2日目が3500〜4000人が来場したと思われる。	  
 焼きサンマを1日2,000匹振る舞ったことを考えると、現実的な数字と考えられる。 	

	

東京の高速バス利用者数　  　　　　 仙台⇔気仙沼の高速バス利用者	
■両日参加(10、11日)：44人    　　 　■10日の参加：12名	

■2日目参加(11日)：49人        　　 　■11日の参加：40名	
	

2日間：93人　　　　　　　　　　　　　　　　2日間：52人	

	

■地元：14ブース	
■全国：25ブース	

	

■地元アーティスト：11組	
■全国アーティスト：15組	

来場者数	

バス利用者数	

	

【延べ人数】	
■９〜11日の3日間での宿泊人数：300人以上	
	

※サンマフェスティバル参加者・関係者(実行委員・スタッフ・ボランティア・出店関係)・アーティスト等含む	
宿泊先：大鍋屋、サンマリン気仙沼ホテル観洋、気仙沼プラザホテル、気仙沼パークホテル、とみや、	
ホテルパールシティ気仙沼、民宿ひので、アコモイン気仙沼など	

宿泊利用者	

出演アーティスト	 出店数(飲食・物販・ワークショップ)	

	

■10〜30代が中心で、約70％ほど	
■幼児、40代以上で、約30％ほど	

	
サンマ焼きや複数の出店ブース、イオン気仙沼店が会場と言うこともあり、老若男女幅広く滞在する。	
主に、時間が後半につれ来場者が若くなる傾向がある。	
また、来場者の多くは宮城県を中心とした東北だが、関東、関西、遠くは九州から足を運ぶ方もいる。	
	

来場者層	



概略	

	

【焼きサンマ4,000匹無料配布】	
■10月10日(土)：1,700匹 ／ 配布時間：9時〜17時	

■10月11日(日)：2,300匹 ／ 配布時間：9時〜14時30分	
	  
10日は、火起こしの時間に手間取り、2,000匹目標であったが、1,700匹にとどまる。	  
11日は、雨にも関わらず5時間弱で2,300匹(30分200匹ペーズ)の焼きと配布が終了。	

	

■宮城県気仙沼地方振興事務所	
水産漁港部と連携をし「水産の日」をPR。また宮城県産の水産物を紹介。	
	

■大根おろしメーカーと連携	
株式会社新進様の大根おろしを焼きサンマに添えて商品をPR。	
	

■生サンマの販売	
焼きサンマ配布の付近に、イオン店内で生サンマの宅配販売他をPR。	

焼きサンマ	

サンマと宮城県水産課・他との連携	

	

【2日間で200人以上】	
■運営／延べ150人	

気仙沼サンマフェスティバル実行委員会、スタッフ、ボランティア、他	
	

■製作／延べ50	
シミズオクト、音響、イベント関係者、森工務店、他	
	

■協力	
イオン気仙沼店、他	

当日の運営製作	

	

NHK あさイチ、NHKニュース、
RO69、Sony Music Artists lnc.、

UROROS、Yahoo!ニュース、あ
いたび、河北新報、ココロプレス、
仙台ラジオ、三陸新聞、ぱど、
毎日新聞など	

プレス来場者数	
	

■PV数：137,256	
■ユーザー数：50,573	
■滞在時間：1分19秒	
	

※2015年6月1日〜	
　　　　　　　同年10月11日のデータ	

ホームページ検索データ	



協力関係者様	

【 協賛 】 
イオン気仙沼店/株式会社シミズオクト/NPO法人 轍/有限会社永澤企画店/有限会社五樹
工房/NTTdocomo/一般社団法人トラディションジャパン/株式会社アイデム/株式会社カネ
ダイ/気仙沼地区さんま組合/株式会社内海工業/シャークス/やましち株式会社/一般遮断
法人復興支援機構/Lander Blue/株式会社新進 
 

【 後援 】 
気仙沼市役所/気仙沼商工会議所/気仙沼漁業協同組合/気仙沼観光コンベンション協会/
宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 
 

【 運営・企画協力 】 
clubSONICiwaki/NPO法人ボランティアインフォ/大鍋屋/面瀬小学校/株式会社 旅友/株式
会社ライブエイジア(LIVE ASIA lnc.)/気仙沼海の市シャークミュージアム/気仙沼新中央商
店会/気仙沼中学校/気仙沼バスケットボール協会/気仙沼ホテル観洋/条南中学校/専門
学校日本デザイナー芸術学院仙台校/東北ライブハウス大作戦/松岩小学校/本吉公民館/
森工務店/有限会社 コズメディア/みちのくフェスティバルライン　※五十音順 
 

【 チャリティー箱・フライヤー設置、ポスター掲載協力 】 
ART SPACE BAR BUENA/Dining bar HALU/Do Justice/K-port (ケイポート)/Lander Blue/
Love Like SKA/nobatte/Re:Light/RUDIE‘S SHIBUYA/Sanma mia!サンマミーア/SKA 
PHANTOM/Subciety/ROCK THE NIGHT AWAY/trunk/WILD1泉店/WILD1仙台東インター
店/WILD1太白店/Yukiya Blissball&立原さち/YASSE COFFEE(ヤッセコーヒー)/アイランド/
あさひ鮨/アスリートやまうち/アンカーコーヒー&バル 田中前店/居酒屋いそや/居酒屋・気
仙沼おだづまっこ/居酒屋楽笑/石巻 BLUE RESISTANCE/板室温泉勝風館/一関駅/エス
ポアール/菓子舗 サイトウ/カフェ＆ダイニングBUGGY/株式会社ソウルダイニング/韓国料
理サラン/株式会社フチオカ秋田支店/カラオケ クレヨン/クリエみうら階上店/クリエみうら松
川店/郷土料理 三陸/気仙沼 海の市 シャークミュージアム/気仙沼お魚いちば/気仙沼さく
らボウル/気仙沼プラザホテル/気仙沼ぼーすん/気仙沼ほっこり湯/気仙沼宮脇書店/元気
の出る炭火焼肉 やまなか屋 気仙沼店/豪めん/ごだい/こどもカメラマンプロジェクト/さかな
のみうら/サンマリン気仙沼ホテル観洋/自然卵のクレープモアイ店/シャークス/スナック・
ジュエリー/セブンイレブン気仙沼大谷仮設店舗店/セブンイレブン気仙沼バイパス店/セブ
ンイレブン気仙沼松岩店/セブンイレブン気仙沼松崎店/セブンイレブン東新城店/セブンイ
レブン本吉津谷バイパス店/装苑 なべしま/高林産直食堂/タワーレコード 泉アリオ店/タ
ワーレコード 仙台パルコ店/月と昴：カレーとコーヒーの店/デイリーポート新鮮館 /天海とげ
ぼうず/旬(トキ) /トヨタカローラ気仙沼/パッケージプラザみうら/はまなす海洋館/はんぞう/
株式会社東日本宇佐美45号気仙沼バイパスSS/ビッグハウス/ぴんぽん/フルセイルコー
ヒー一番町店/宝介気仙沼店/マトン牧場/マルホンカウボーイ気仙沼店/南三陸直売所み
なさん館/南三陸ポータルセンター・フライヤー/ミニストップ気仙沼本吉店/メディアカフェ
timone/めんらく/本吉はまなすショッピングセンター/焼肉くりこ/焼肉ハウスジャンジャン/ゆ
う寿司/横田屋本店/吉野家４５号線気仙沼最知店/らいむらいと/ラックビーヘアデザイン
Boss/ラーメンめん丸気仙沼店/ローソン気仙沼長磯店/ローソン気仙沼階上店/ローソン南
三陸歌津店/ロックのこころ/ワークマン気仙沼店　※五十音順	
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バス関係	



実施風景_サンマ焼き①	



実施風景_サンマ焼き②	



実施風景_会場雰囲気①	



実施風景_会場雰囲気②	



実施風景_会場雰囲気③	



実施風景_出店ブース①	



実施風景_出店ブース②	



実施風景_出店ブース③	



実施風景_出店ブース④	



実施風景_ステージ①	



実施風景_ステージ②	



実施風景_ステージ③	



実施風景_ワークショップ①	



実施風景_ワークショップ②	



実施風景_ワークショップ③	
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最終出店者リスト	
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出店/バックヤードレイアウト	
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高速バス工程表	



最終出演アーティスト	

10月10日(土) 
14組	
※気仙沼5組	

10月11日(日) 
14組	
※気仙沼5組	
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当日の進行スケジュール①	
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当日の進行スケジュール②	
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・チラシ、フライヤー 
 2015/05/01 
A4_片面光沢紙標準 
100枚 

 

・ポスター 
2015/05/01 
B3_片面光沢紙厚手 
50枚 
 

06/02 
A2_片面光沢紙厚手 
100枚	

製作実績②	

・チラシ、フライヤー 
2015/07/14	
A4_片面光沢紙標
準	
1000枚	

・チラシ、フライヤー	  
2015/09/13	  
B5_片面両面光沢紙標準	  
200枚	  
	  
2015/09/20	  
A4_片面／200枚	
200枚	

・ポスター	  
2015/09/13	  
A2_片面光沢紙厚手	  
200枚	  
	  
2015/09/20	  
A2_片面光沢紙厚手	  
200枚	
	


