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 会津あかべぇ通信 Vol.126  
2013年12月31日発行 

 たくさんの思い出が詰まった 2013年。皆さんにとってどんな年でしたか？ 
もうすぐやってくる 2014年は午年。若駒のように真っ直ぐ元気に頑張ってまいります。 
 今回は、花をテーマにした車両ラッピングデザインコンテストの案内や新サービス「列車で！

はこぶくん」、そして「ねこのばす駅長」などの話題いっぱいのメールマガジンを最後までお

楽しみください。 
 会津あかべぇ通信では 15日と月末の毎月 2回、会津の元気な話題をお届けしてまいります。  

 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１）会津鉄道からおすすめ情報 
 ●列車にあなたの花を咲かせよう！ 
  ・「【花咲く会津！】車両ラッピングデザイン」募集！ 
 ●駅から駅へ荷物を届けます！ 
  ・２０１４年１月１日、「列車で！はこぶくん」サービス開始！ 
 ●首都圏に行くならこれを見てから決めてください。 
  ・「会津鉄道便利な情報版 第１号」発行！ 
 ●雪の夜、イルミネーションがお出迎え。 
  ・「ほろ酔い列車」で冬を楽しもう！ 
 ●【期間限定】コーヒー買って限定スイーツをゲットしよう！ 
  ・会津１７市町村うまいものリレー【下郷町】を実施します。 
 ●列車を降りたらそこは「東京スカイツリー」！ 
  ・「東京スカイツリー」【日付指定入場券付き】旅行商品発売中。 
 ●会津鉄道からお得な切符のご案内 
  ・NEW!ふくしまファンクラブ割引きっぷ 
 ●ばす駅長コーナー 
  ・ばす駅長がメルマガに登場！ 
２）会津１７市町村うまいものリレー 
 ●くるみようかん／湯六庵[下郷町］ 
３）イベント情報 
 ●会津の冬まつりを楽しもう！ 
 ●江戸宿場の雰囲気に包まれて伝統行事や雪遊びを体験 
  ・大内宿雪まつりのお知らせ 
 ●割引きっぷで「雪ウオーク」に参加しよう！ 
４）知っ得！話題 
 ●この冬のスキー＆スノボ旅行には南会津がお得です。 
５）会津のいいモノ★セレクション 
 ●ふ・ふ・ふティー［会津若松市］ 
６）会津の郷土料理 
 ●だんご汁 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
１)会津鉄道からおすすめ情報 
●列車にあなたの花を咲かせよう！ 
 ・「【花咲く会津！】車両ラッピングデザイン」募集！ 
 
 ２０１５年４月～６月、JRグループ

6社と福島県が協力して、全国からふ

くしまにきていただくための観光キ

ャンペーン【福島デスティネーション

キャンペーン】が実施されます。 
  
 さらに、２０１４年４月～６月に

は、プレ・デスティネーションキャン

ペーンを行い１年前から全国に「ふく

しま」の情報発信をしてまいります。 
 
 会津鉄道では、このデスティネーシ

ョンキャンペーンのテーマ「花」に合

わせ、【花咲く会津・車両ラッピング】

のデザインを下記の要領で募集いた

します。これまで以上にお客さまに喜

んでいただけるものにしたいと思っ

ておりますので、皆さまの沢山のご応

募をお待ちしております。 
 

 
※募集内容など詳しくはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=785 
 
●駅から駅へ荷物を届けます！ 
 ・２０１４年１月１日、「列車で！はこぶくん」サービス開始！ 
  
 会津鉄道の列車を使ってお荷物が

送れるようになります。 西若松駅～

会津田島駅間の有人駅５駅（西若松

駅、芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会

津下郷駅、会津田島駅）相互間での取

り扱いを行います。 
お送りになるお客様自身でお荷物を

列車に積み込んでいただき、お受け取

りになるお客様自身で列車から お荷

物を受け取っていいただくことで格

安でご利用頂けます。 
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「列車で！はこぶくん」について、詳しくはこちらをごらんください。 
   ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=933 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 
●首都圏に行くならこれを見てから決めてください。 
 ・「会津鉄道便利な情報版 第１号」発行！  

 

 

 
 会津地方にお住いのお客様を対

象に、首都圏へ行くお得な切符、往

復の列車とホテルをセットにした

旅行商品などを紹介した便利でお

得な情報版が 出来ました。 
 
 会津から首都圏まで、会津鉄道を

利用したモデルコースのご紹介な

ど情報が盛りだくさんです。 また、

首都圏から会津へ来る際にも参考

にして頂けますのでご覧ください。 
 
詳しくはこちらをご覧ください。 
⇒
http://www.aizutetsudo.jp/pdf/ 
aizutetsudo-joho.pdf 
 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 
 Tel.0242-28-5886 
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●雪の夜、イルミネーションがお出迎え。 
 ・「ほろ酔い列車」で冬を楽しもう！  

 

 

 冬の芦ノ牧温泉駅では光り輝くイ

ルミネーションが列車を出迎えます。

冬の冷たく凛とした空の下、幻想的な

光の共演をお楽しみください。 
ほろ酔い列車では会津の地酒、どぶ

ろくと新鮮なお刺身セットを用意し

てご乗車をお待ちしています。雪国な

らではの冬のひと時を列車で過ごし

ませんか！ 
芦ノ牧温泉駅のイルミネーションは

３月中旬ごろまでの毎日１６時から

２４時まで楽しめます。 
 

■運行日 
1月：18日（土）、25日（土） 
2月：8日（土）、15日（土）、22日（土） 
3月：8日（土） 

■参加費 
大人お 1人様 4,000円（日本酒＋北辰刺身セット） 
※日本酒飲み放題  

■募集人員 
各回 30名様（最少催行人員 20名様） 
※係員が同行します。  

■お申込み  各出発日の 3日前・17：00まで 

■コース 
集合場所：西若松駅改札口前 16：50 
西若松駅 17：11発    ⇒ 会津田島駅 18：13着 
会津田島駅 18：39発  ⇒ 西若松駅 19：44着  

■お問い合わせ・お申し込み 
  会津鉄道株式会社 
  Tel.0242-36-6162 Fax.0242-26-9730  
［こちらの情報もご覧ください！］ 
  http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113 
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●【期間限定】コーヒー買って限定スイーツをゲットしよう！ 
  ・会津１７市町村うまいものリレー【下郷町】を実施します。 
 会津鉄道では、会津・日光直通列車内で会津１７市町村の観光ＰＲを行っております。 期間

中、車内販売にてホットコーヒーをお買い求め頂くと各市町村のプチスイーツをプレゼントい

たします。 
車内の様子は会津鉄道公式 Facebookにてご覧いただけます。 
  ⇒ https://www.facebook.com/aizutetsudo 
 
 

運行区間間 
・会津若松駅～東武日光駅間 

 会津若松発 08:00 東武日光着 11:01 

 東武日光発 11:37 会津若松着 14:10 

 
  期    間 市町村名 プレゼントスイーツ 

平成 26年 1月 10日(金)～1月 16日(木) 下郷町 じゅうねんかりんとう 
 
※ホットコーヒー、プチスイーツは数に限りがあります。 
※今後も列車内にて、会津１７市町村の観光 PRを予定しています。 
・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
 

 
●列車を降りたらそこは「東京スカイツリー」！ 
【日付指定入場券付き】旅行商品を発売しております！ 
 東京の人気の観光スポット「東京スカイツリー」へ行きませんか。 会津鉄道では展望デッキ

へ登れる「東京スカイツリー天望 デッキ（３５０ｍ）日付指定入場券引換券付」の旅行商品を

取り扱っております。 
 
大好評！！東京スカイツリー旅行商品ラインナップ。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=133 
  
 会津鉄道を利用して東京スカイツ

リーへ行く場合、鬼怒川温泉駅で同じ

ホームの「特急スペーシア」にお乗り

換え頂くだけで、最寄りの「とうきょ

うスカイツリー駅」に到着します。 
 階段を使っての乗り換えが無いの

でお子様連れやご年配の方でも気軽

に東京スカイツリーの旅をお楽しみ

頂けます。 
  
（写真 鬼怒川温泉駅で接続する 
 AIZUマウントエクスプレス号と 
        特急スペーシア号） 

 

・お申込み、お問い合わせ 会津鉄道旅行センター（8:30～17:00 土日祝休み） 
 Tel.0242-36-6162 
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●冬のお座トロ展望列車運行情報  

 会津鉄道の人気列車「お座トロ展望列車」運転日のご案内です。 
冬期（１月～３月） は毎週金、土、日、祝日の運転が中心なっており お座

敷車両には堀りごたつが設置されます。 
また、お客様のご要望に合わせて貸切運転も可能ですので是非ご利用くださ

い。 
 
詳しくはこちらをご覧ください。 
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 

※雪原にまっすぐ伸びた線路。どこまで続くのだろう？冬しか見れない風景

に出会いに行こう！ 
 

・お問い合わせ 会津鉄道株式会社 Tel.0242-28-5886 
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●【会津地区発着のお得なフリー切符】 
 ・世界遺産日光へ行こう。「会津・日光フリーきっぷ」好評発売中！ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 
 ・お得に東京へ行こう。「浅草往復列車たびきっぷ」好評発売中！ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 
 
●【首都圏発着 お得なフリー切符で会津へ行こう】 
・東武線沿線からはこちらが便利です、「東武フリーパス」 
  ［情報はこちら！］http://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_d.html 
・JR東日本で発売中の「週末パス」は会津鉄道も乗車可能です。 
 ※会津鉄道西若松駅～会津田島駅間がフリー乗降区間になっています。 
  ［情報はこちら！] 
http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?txt_keyword=%8fT%96%96%83p%83X&mode=keyw&S
earchFlag=1&GoodsCd=1987 
・東北の鉄道を満喫しよう！「東北ローカル線パス」 
 ※会津鉄道全線がフリー乗降区間になっています。 
  ［情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=1938 
 
●【会津鉄道線内のお得な切符】 
・NEW福島ファンになって、お得に旅をしよう！ふくしまファンクラブ割引きっぷ  
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=937 
・会津鉄道×コロプラ「全国乗り物コロカ制覇の旅」 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 
・東北を楽しもう！ 新・東北パスポート割引きっぷ 
  ［情報はこちら！］http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=367 
・平成 25年 4月 1日（月）～ 平成 26年 3月 30日（日）まで 
 中学生の皆さまにお得なきっぷ好評発売中！ 
  ［情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
・通学スタイルにあわせた通学片道定期券発売中！ 
  ［情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
 

 
 
●かなり得だね！浅草宿泊パック  
  [情報はこちら!] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=851 
 
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！  
  [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 
 

 
 
●AIZUマウントエクスプレス指定列車内で Wi-Fi利用サービスをしております。 
  [情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=858 
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●雪が降って寒くなったけど、吾輩元気だニャ！ 

 芦ノ牧温泉駅にもとうとう冬がやって来た。吾輩寒いのがちょっと苦手だ

けど元気に駅長の仕事をしているのだにゃ！ 
でも、やっぱりストーブのそばで丸くなっているのが一番だニャー！ 

  
 
●芦ノ牧温泉駅のねこ駅長ばすのオリジナルグッズをはじめ会津鉄道グッズは 
 会津鉄道オリジナルグッズショップ「ばすのみせ」でお求めいただけます。 

   http://buschanshop.com/ 
●会津鉄道ブログ ネコ駅長「ばす」の日記 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
●ばす駅長のかわいい動画集をご覧くださいませ。 

   http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
２)会津１７市町村うまいものリレー  
from くるみようかん／湯野上温泉駅（湯六庵）[下郷町］  

 
【湯野上温泉駅の人気の甘味】 
 湯野上温泉駅は茅葺屋根と囲炉裏がある駅舎として人気の観光スポットになっています。そ

の湯野上温泉駅で大人気なのがこの「くるみようかん」です。 以前は地元のお店でひとつひと

つ手作りしていましたが、事情により生産を終了してしまいました。そんな中、「地元の一口

ようかんを残していきたい！」と立ち上がったのが 、湯六庵の皆さんです。 

 
 この「くるみようかん」の特徴はサッパリとした甘さに、香ばしい粒くるみが良いアクセン

トになっていることです。 和菓子なのでお茶との相性はもちろん良いですが、コーヒーとの相

性もグッドです。 一口サイズのため２つ３つと食べたくなります。 湯野上温泉駅ではホット

コーヒー、甘酒の販売、お茶の無料サービスを行っていますので、囲炉裏端でおやつに飲み物

とようかんを楽しむこともできます。 
 明るくて元気な「湯六庵」のメンバーが笑顔で迎えてくれる湯野上温泉駅へ来て、情熱と真

心のこもった『くるみようかん』をお買い求めください。 

 

 
 くるみようかん  １個     ６０円 
          ５個入り  ３００円 
         １０個入り  ６００円 
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・湯六庵  
住 所 福島県南会津郡下郷町大字湯野上字大島乙８１－３ 
ＴＥＬ 080-1662-4734 

営業時間 ８：３０～１７：００（湯野上温泉駅売店） 
  
 湯野上温泉駅には足湯「親子地蔵の湯」があります。雪、風よけを設置してありますので冬

でも楽しめます。お近くへおいでの際には是非お立ち寄りください。  
  

  

 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
３）イベント情報 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
●会津の冬まつりを楽しもう！  
 ・冬の寒さを吹き飛ばすような情熱いっぱいの会津の冬まつりを紹介します。  

詳しくはこちらをご覧ください！  
  ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=936 
 
●江戸宿場の雰囲気に包まれて伝統行事や雪遊びを体験 
・大内雪まつり 
 開催日／2014年 2月 8日（土）～2月 9日（日） 
 場所／下郷町大内宿地区  



11 

  
 江戸時代に栄えた宿場町の風

情を今に残す大内宿で、冬を楽し

む『大内宿雪まつり』が催されま

す。 
８日は団子さし・具止餅拾い・三

志神楽・きき酒大会などのほか、

夜には雪灯籠に火が灯された幻

想的な雰囲気の中で花火大会を

開催。 
９日は、わらじ履きでの雪上綱引

き大会や、時代風俗仮装大会の行

列が宿場の通りをにぎわせます。

「見て・体験して・味わえる」会

津の冬をぜひお楽しみください。  

 

 
お問い合わせ先／ 
 大内雪まつり実行委員会 TEL0241-68-2945 
 下郷町役場商工観光係 TEL0241-69-1144 
  
●割引きっぷで「雪ウオーク」に参加しよう！ 
・南会津雪かんじきウオーク  
 開催日／2014年 1月 25日（土） 
 場所／南会津町会津山村道場周辺  
  
 福島県南会津町で 1月 25日（土）に会

津鉄道沿線の会津山村道・奥会津博物館周

辺で、雪ウオークが開催されます。 
 会津鉄道では、このイベント参加者のみ

有効の割引きっぷを発売します。 
 
 ■割引きっぷの詳細はこちらへ⇒ 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=781 
 
 ■雪ウォークの詳細はこちらへ⇒ 
http://www.kanko-aizu.com/index.html 
  
 ■お問い合わせ先 
  ・割引きっぷについて 
    会津鉄道株式会社  
      Tel.0242-28-5886 
  ・雪ウォークについて 
    南会津町観光物産協会 
      Tel.0241-62-3000 
  

 

 
 



12 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
４)知っ得！話題 
●この冬のスキー＆スノボ旅行には南会津がお得です。 
 待ちに待ったウインタースポーツシーズンが到来！今年の冬はパウダースノーがきらめく奥

会津のスキー場へ出かけてみませんか？ 
 南会津エリアにある４つのスキー場［会津高原だいくらスキー場・たかつえスキー場・南郷

スキー場・会津高原高畑スキー場］では、 12月のオープンから 2014年春のクローズまでの全

期間、企画参加ペンション＆民宿に宿泊すると、リフト１日券に晩ごはん＋朝ごはんが付いて、 
さらにおみやげも買える商品券までもらえちゃう超お得な宿泊プランを開催します！ 
 気になる料金は 1泊 2食宿泊代＋リフト 1日券で 9,480円～とリーズナブル。グループはも

ちろん、個人でも利用可能な「人数制限ナシ」というのも嬉しいポイントです。南会津の冬を

体験したことのある方も、まだないという方も、この機会にぜひスキー＆スノーボード三昧し

てみませんか？  
 
お問い合わせ先／南会津町観光物産協会 TEL0241-62-3000 
［詳しくはこちら！］http://www.kanko-aizu.com/info/detail-222.html 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
５）会津のいいモノ★セレクション 
●ふ・ふ・ふティー［会津若松市］ 
【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 さっぱりとしたクセのない風味の国

産紅茶葉に、会津盆地で育ったリンゴ

のセミドライ果実や、みしらず柿のピ

ールをブレンドしたフルーティーな香

りの和紅茶です。 
 くつろぎのティータイムにぜひどう

ぞ。 
 
お問い合わせ先／白虎食品 
  TEL0242-56-5530  
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
６)ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、

すてきな季節のレシピをご紹介します。 
●だんご汁 
 
［材 料］4人分 
 だんご…12個 
 大根…150g 
 油揚げ…4枚 
 味噌…大さじ 3 
 煮干し…適宜 
  

 

   ［作り方］ 
  １)市販のだんご粉または米粉を使い、だんごを作る。 
  ２)大根は千切りにし、油揚げは短冊に切り油抜きをする。 
  ３)鍋に煮干しで出し汁をとり、2)の大根を煮る。 
  ４)味噌で味付けする。 
  ［ワンポイント］ 
  各家庭によって、しょうゆ味だったり、野菜の種類もいろいろ。 
  冬にぴったりの具沢山な汁物です。 
  
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
［編集後記］ 
 深々とつもる真っ白な雪に覆われた会津盆地では、一年の福を願う初詣にはじまり、初市や

雪まつり、雪見列車に新酒や B級グルメの味比べなど、寒さもふきとばす元気で楽しいイベン

トが待っています。会津鉄道でのんびりと、心ぬくもる会津の旅へでかけませんか？ 
 
 


