
 

 

 会津鉄道メールマガジン 平成26年2月15日号 Vol129 

 上質なパウダースノーに覆われたゲレンデは楽しいウインタースポーツの舞台。会津

各地のスキー場はもちろん、自然豊かな裏磐梯や南会津エリアではスノーシューで行く

雪原散策も楽しめます。暦の上では立春を過ぎ春になりましたが、まだまだ冬のイベン

トがたくさん予定されています。去りゆく会津の冬を楽しみにお出かけください。 

 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。 

 

●新着情報 

 ●イラストマップで旅のプランを立てよう。 

  

 

 

 

 会津鉄道沿線を紹介する楽しい「イラ

ストマップ」が出来ました。 

 芦ノ牧温泉駅のネコのばす駅長が沿線

の見どころを紹介する楽しいマップにな

っています。イラストマップには、車窓か

ら見える絶景スポットや沿線の見どころ

がいっぱい描かれており、マップを眺め

ているだけでもちょっとした旅気分が味

わえます。旅の予習や車窓のお供にご活

用ください。 

※設置箇所 

 会津鉄道有人駅（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、会津高原尾瀬口駅）、「AIZUマウント

エクスプレス」号（会津日光直通列車）車

内 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p

=944 

 
 



 ●【花咲く会津！】車両ラッピングデザイン審査結果発表!! 

  

 

 

 

「ふくしまデスティネーションキャンペ

ーン」テーマのひとつ「花」に合わせ「花

咲く会津・車両ラッピング」のデザインを

応募いただいた中（応募数6点）から、2

月6日に厳正な審査を行いました。 

 審査委員長  

 玉川 岩雄（たまがわいわお）様 

 

審査結果は次のとおりです。 

【最優秀賞】 

 会津若松市  

  株式会社 シンク様 

【優秀賞】 

 東京都 練馬区  

  川嶋 優也 様 

最優秀賞作品は、会津鉄道車両（AT-500

形・1両）にラッピングし、今春から運行

いたします。 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p

=945 

 
 

 

  



●おすすめ情報 

 ●栗よりうまい四十四里、会津高原の「えきやきいも」は甘さ抜群！ 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

【会津高原尾瀬口駅の駅焼いも】 

 浅草駅から約１７５キロの会津鉄道

の最南端の会津高原尾瀬口駅は、国立

公園尾瀬や南会津の各スキー場の玄関

口になっています。駅では、待合室にス

トーブが設置してある期間、石焼いも

ならぬ「えきやきいも」を１個１００円

から３００円で販売しています。甘く

ふっくらしたおいしい「えきやきいも」

を食べにおいでください。 

 

 
 

 ●鉄道の仕事体験できます！「線路の保線体験」を開催します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 会津鉄道で線路の保線体験をしてみま

せんか。 

 実際に、枕木を交換して、犬釘を打ち、

タイタンパー（※）を使用して線路の保守

をします。 

 全国的にも珍しいイベントですので、ぜ

ひ皆さまふるってご参加ください！ 

 ※タイタンパーとは、線路下の砂利に振

動を与えて、突き固めをする保線用具で

す。 

  

■実施日  

 1回目 平成26年4月26日（土） 

 



 2回目 平成26年5月24日（土） 

 3回目 平成26年6月28日（土） 

 4回目 平成26年9月27日（土） 

 5回目 平成26年10月18日（土） 

 6回目 平成26年11月15日（土）  

  

 開催場所、参加費用等につきましては、

こちらをご覧ください。  

⇒ 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=919 

 
 

 ●お得なきっぷ＆便利なサービスで会津鉄道の旅を楽しもう！ 

 

 

お得なきっぷと便利なサービスのご案内。 

 ・首都圏発着 ゆったり会津東武フリーパス、JR東日本「週末パス」 

⇒ http://tabi.tobu.co.jp/ticket/honsen/c01_d.html 

⇒ 

http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?txt_keyword=%8fT%96%96%83p%83X&mode=keyw&SearchFlag=1&Go

odsCd=1987 

 ・会津発着 浅草往復列車たびきっぷ、会津・日光フリーパス 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=88 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=844 

 ・会津鉄道内のお得な割引きっぷ  

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=47 

 ・自家用車回送サービス 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 

「AIZUマウントエクスプレス」号（会津・日光直通列車）限定サービス 

 ・会津鉄道の名物駅弁が予約で手に入る！ 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=902 

 ・公衆無線ＬＡＮ接続サービス「列車でWifi」 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=858 

 



 

お得なきっぷ、便利なサービスはこちらもご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=940 

 
 

 ●お座敷車両には掘りごたつ、トロッコ車両ではトンネルシアター上映！ 

  人気列車「お座トロ展望列車」に乗ろう。 

 

 

 

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（２月～３月） は毎週金、土、日、祝日の運転が中心なっています。お座敷

車両には堀りごたつが設置されます。また、トロッコ車両では「トンネルシアター」

の上映を行っております。こたつに入ってのんびりしながら車窓をお楽しみくださ

い。 

 トロッコ車両には売店がございます。お菓子、ジュース、アルコール類、会津鉄

道オリジナルグッズ等の販売をしております。是非ご利用ください。 

 ※一部売店の営業を行わない列車もございます。あらかじめご了承ください。 

 

 
詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 

 
 

 ●ネコのばす駅長グッズや鉄道の車両をモデルにした商品がいっぱい！ 

 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=941 

 ●ばす駅長コーナー  ●駅から駅へ、お荷物運びます！ 

 

 

  



http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=939
 

  

 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=933 

 ●首都圏に行くならこれを見てから決めてください。 

 便利でお得な情報いっぱい「会津鉄道情報版 第２号」が出来ました！ 

 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/pdf/aizutetsudo-joho.pdf 

 

●会津１７市町村うまいものリレー 

 ●三種合体麺／恋路茶屋[南会津町] 

 

[ラーメン・そば・うどんが一度に味わ

える究極の麺料理！] 

 

 会津高原尾瀬口駅に隣接する「会津

高原 憩の家」の食事処「恋路茶屋」に

一風変わった麺料理があります。 何

と、ラーメン、そば、うどんが一つのど

んぶりで渾然一体となった、その名も

「三種合体麺」です。 このメニュー盛

り付けた状態は、ラーメンの上にかき

揚げが乗った「天ぷらラーメン（それだ

けでも珍しいかも！？）」に見えます。 

 

 

 

  

  三種合体麺（850円）  

 
 



 

  

  

 
一つ一つの麺もうまい！ 

三大麺が一つの丼でまさに呉越同舟 
 

 
 

 

 不思議な事にうつわに張られたスー

プは１種類なのに麺を単体で食べる

と、あっさりスープの「醤油ラーメン」、

ダシが効いた「天ぷらそば」、旨みたっ

ぷりの「わかめうどん」をまるで独立し

たメニューを味わっているかのように

感じます。それでいて三種の麺をまと

めて口の中に入れるとスープがまるで

オーケストラの指揮者のように料理を

まとめあげ、食感のハーモニーを奏で

ます。しかも、この三種合体麺はお店で

出している他の麺類メニューに比べて

約１．５倍の大ボリュームがあり一杯

で十分満足出来ること間違いなしで

す。 

 今の時期の南会津は、良質の雪に恵

まれたスキー場がたくさんあります。

レジャーの後に温かくボリュームのあ

る不思議な三種合体麺でお腹を満たし

てください。 

 恋路茶屋さんには、他にも麺類、丼

物、定食などが多数あります。また。「憩

の家」では会津のお土産品を取り揃え

ていますので、是非お立ち寄りくださ

い。 

 

 

 

  

 
三角屋根がかわいい「憩の家」。駅と

は連絡通路でつながっています。 
 

 
 

 

  

 
 会津高原尾瀬口駅は福島、栃木の県

境の駅。 
 

 
 



 

 

住 所 福島県南会津郡南会津町滝原字羽根子1086-1 

 

ＴＥＬ 0241-66-2400 

定休日 不定休 

営業時間 8:30～17:30 

ホームページはこちらから 

⇒ http://aizukogen-yume.jp/tajima/ikoi.html 

 
 

 

  



●イベント情報 

 ●まだまだあります、冬のイベント！ 

 

  

 
 

 

 

 まだまだあります、会津の冬まつり。

奥会津地区では、「2月16日・会津かね

やま雪まつり（金山町）」、「2月23日・

からむし織の里雪まつり（昭和村）」が

予定されています。まだ、冬の会津を体

験してない方は、熱き祭り魂で雪が解

ける前にお越しください。 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info

/?p=936 

 
 

 

 

 湯野上温泉郷が熱く燃え上がる２日

間！ 

 湯野上温泉郷を舞台にファイヤーダ

ンス、音楽パフォーマンス、ライブドロ

ーイングなどの「動」をテーマにしたイ

ベントとキャンドルファイヤーや茅葺

きギャラリーなどの「静」をテーマにし

たイベントがそれぞれ開催されます。 

 

 
詳しくは こちらをご覧ください 

⇒ http://www.yunokami.com/ 

 
 

 

  

 
 

 ●華やかなシダレザクラ並木を歩いて春を堪能！ 

 

 

  

 



 

 『蔵のまち喜多方 

      桜ウォーク2014』 

 

  開催日／平成26年4月26日（土） 

  

 昭和13年から昭和59年の廃線まで、

SLによる定期旅客列車が喜多方～熱塩

間の 11.6km結んでいた日中線。 シダ

レザクラを中心にした約1000本の桜が

彩る、「日中線記念自転車歩行者道・し

だれ桜並木道」をメインに、 2キロ、5

キロ、10キロの 3コースから体力にあ

わせた距離を歩いて桜を楽しむウォー

キング大会です。 

 お友達同士やご家族で会話や満開の

桜風景を楽しみながら、 春風そよぐの

どかな蔵のまちをゆったり歩いてみま

せんか？ 

 

   

 

 
 

 

  参加申込開始…3月１日 

   申込先着2000名（予定） 

  ※定員になり次第締切 

 

 お問い合わせ先／ 

  蔵のまち喜多方桜 

     ウォーク実行委員会 

 TEL0241-23-2116 

 

 

 

  



●知っ得！話題 

 ●まち歩きで楽しむあったかカフェとスイーツ巡り 

 

  

 
 

 

 

  

 大町四ツ角や七日町通りなど懐かし

い街並み散策の休憩に、あたたかな雰

囲気に包まれたカフェでくつろぎなが

ら、美味しいスイーツはいかがです

か？ 

 大町札の辻界隈と鶴ヶ城周辺にある

16の「まち歩きスイーツ＆カフェ」参

加店では、期間中、ワンコイン（500円）

で楽しめる季節のオリジナルスイーツ

をご用意。味わった後に捺印されるス

タンプを 2個集めると、参加宿泊施設

で日帰り温泉入浴を 500円で利用でき

るほか、お楽しみ抽選会に応募すれば、

ペア宿泊券（１名様）など豪華景品が当

たるチャンスです。 

 会津の甘いスイーツを気軽に味わっ

て、ちょっとお得な“まち歩き”をお楽

しみください。 

  

◎キャンペーン開催期間／ 

 平成25年10月１日～ 

        平成26年3月31日 

 お問い合わせ先 

  会津若松市観光物産協会 

   インフォメーション 

      サポートセンター 

      TEL0242-36-5043 

 

 
 

 

  



●会津の巨樹・銘木を訪ねて 

 ●鶴ヶ城公園の桜［会津若松市］ 

 

 

【歴史を見守り地域に愛されてきた会

津の巨樹・銘木をご紹介】  

 

 NHK大河ドラマ八重の桜の舞台とし

て全国にその名を知られる鶴ヶ城は

「全国桜の名所 100選」にも名前を連

ねる桜の名所。春の鶴ヶ城公園内には

毎年４月初旬頃からソメイヨシノをは

じめ、コヒガンザクラや八重桜など約

１０００本の桜が次々と開花し、薄紅

色の花に彩られた鶴ヶ城は格別の美し

さを誇ります。 

 満開を迎える時期には夜間ライトア

ップも開催。 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

   【樹木データ】 

・ 所在地…会津若松市追手町１-１ 

・ 交通…会津鉄道・西若松駅から 

     徒歩約１５分  

 お問い合わせ先／ 

   会津若松市観光公社  

    TEL.0242-27-4005 

 

 

 

●ふるさとの味再発見！会津の郷土料理  

 ●ぜんまいけんちん 

 【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。 

 

  

 
 

 

 ［材 料］ 

   ぜんまい（乾燥）…30g 

   油揚げ…2枚 

   しょうゆ…15cc 

   酒、砂糖…適宜 

   サラダ油…少々 

    
 

 



［作り方］     

 1）乾燥ぜんまいは水に戻し、湯がいて茹で汁に一晩つけておく。     

 2)ぜんまいを4～5cmの長さに切る。     

 3)油揚げは油抜きし、短冊切りにする。     

 4)鍋に油を熱し、2）と3）を炒める     

 5)しょうゆ、酒、砂糖で味つけして煮る。     

 

［ワンポイント］     

 春に採取したぜんまいやワラビを天日干しして作る山菜の乾物を使った煮物は、食

物繊維も豊富。お祝い事のほか、 普段の食卓にも登場する会津の家庭料理です。 
    

     
 

 

［編集後記］ 

 雪に親しむ会津の各市町村では、地元の名産品やB級グルメが並ぶ楽しい冬のイベン

トが開催されます。会津鉄道に乗って美味しい・楽しい冬の会津路を旅してみません

か？   

Copyright(C) Aizu Railway Co.,Ltd All Right Reserved. 

 

 


