
 

 

 会津鉄道メールマガジン 平成26年2月28日号 Vol130 

 イベントやウインタースポーツなど、雪を楽しむ人々で賑わう会津でも、そろそろ春

を迎える準備が始まります。会津鉄道の「マイカー＆トレイン 回送サービス」は車で会

津に来られても列車の旅を楽しんでいただけるサービスになっています。春のお出かけ

に是非ご利用ください。 

 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 

 ●クーポン提示で会津鉄道の運賃が１割引に！ 

  

 

 

 

 現在、福島観光キャンペーン特別企画

として「福が満開、福のしま」プレゼント

＆クーポンキャンペーンが行われていま

す。平成26年12月31日までの期間中、

キャンペーン参加施設でスタンプを集め

て応募すると豪華賞品が抽選で当たりま

す。 また、クーポン参加施設でクーポン

を提示するとさまざまな特典を受けられ

ます。会津鉄道のクーポン特典は、何と！ 

【会津線内の運賃が１割引】 

 （平成26年4月1日～12月末日） 

 また、下記の６駅ではスタンプも押す

ことができます。お得な運賃でスタンプ

を集めてみてはいかがですか。 

 ※スタンプ設置駅 

  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 

 

 
詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ https://fukucam.jp/ 
 



 

●おすすめ情報 

 ●会津鉄道車両のリアルなストラップ！ 

 

  

 
 

 

  

 

 

【かっこいい車両ストラップ】 

 会津鉄道を走るカラフルな車両をデ

ザインしたストラップのご紹介です。 

 人気列車「お座トロ展望列車」や

「AIZUマウントエクスプレス」号に使

用されているＡＴ７００形などがあり

ます。全６種類各２５０円で販売して

います。乗車記念や旅のお土産にお買

い求めください。  

 

 
 

 ●会津のＢ級グルメ「ソースかつ丼」がポテトチップスになって新登場！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

【会津鉄道がパッケージに登場】 

 

 カルビー株式会社から東北紀行 ロ

ーカル列車で出会ったみちのくグル

メ！「ソースかつ丼」味が発売されま

す。パッケージには会津鉄道の車両、鶴

ヶ城が描かれています。 

 この商品、残念ながら地域限定販売

になっています。是非、お近くで見つけ

た方はお試しください。 

 ちなみに会津鉄道沿線では販売して

いません（涙） 

 

 



 

 発売日 平成26年3月10日 

 発売地域 中部、近畿地区 

 
 

 ●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！ 

 

 【マイカー＆トレイン 回送サービスを使って鉄道の旅を楽しもう！】 

  

 

 

 

 「みんなで列車を楽しもう！」 

  

 マイカーで会津にお越しの際には、会

津鉄道のマイカー＆トレイン回送サービ

スを使って列車の旅もお楽しみください。

マイカー回送サービスはお客様のお車を

お預かりして、ご希望の取り扱い箇所まで

お届けするサービスです。ドライブに来ら

れた皆さんで「お座トロ展望列車」、「AIZU

マウントエクスクレス」号などの会津鉄道

の人気列車に乗ってマイカーとは違った

車窓の風景をお楽しみ頂けます。 

 

 ※ご利用の２日前までお申込みくださ

い。取り扱い箇所、料金等の詳細について

はこちらをご覧ください 

 ⇒ 

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

 

 



 

 他にもお得なきっぷ、便利なサービスがございます。 

 

  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&Goo

dsCd=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 

   ・マイカー＆トレイン 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 
 

 ●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 

 ●味噌ラーメン／えちご家[西会津町] 

 

[ミネラルたっぷり元気になる味噌ラ

ーメン！] 

 

 会津を代表するグルメと言えば「喜

多方ラーメン」を連想する方も多いと

思います。 その喜多方市のお隣西会津

町にも絶品のラーメンがあります。そ

れが「会津野沢宿 味噌ラーメン」で

す。  

 このラーメンは「たっぷり野菜と数

種類の味噌をブレンドしたスープ」が

特徴となっており、寒い冬の時期に体

を温めるには最高のラーメンです。  

 

 

 

  

 
 味噌ラーメン(650円） 

※写真は大盛りです。 
 

 
 



 

  

  

 
野菜たっぷりの味噌ラーメン（上） 

豊富に揃ったラーメン（下） 
 

 
 

 

 今回はその中から「えちご家」さんを

ご紹介します。 

 えちご家さんの味噌ラーメンにも玉

ねぎ、もやし、にら、にんじんなどと豚

のひき肉が入っています。 麺はやや太

めのストレート麺で野菜の旨みを含ん

だスープをバランス良く絡め、もちも

ちとした食感が野菜のシャキシャキし

た歯触りにいいアクセントを添えてい

ます。 

 肝心の味噌は２種類をブレンドして

いるそうで、尖ったような塩辛さは無

く、野菜の持っている甘みをより引き

立たせているような感じがします。 

 古くから会津と越後を結ぶ街道を行

き来する旅人をたっぷりの野菜と温か

い人情でもてなしていた野沢宿の先人

の想いを感じさせる美味しい味噌ラー

メンです。 

 えちご家さんは、西会津町の中心野

沢地区にあり「ＳＬばんえつ物語号」が

走るＪＲ磐越西線の野沢駅から歩いて

５分のところにあります。 

 会津鉄道とＪＲ磐越西線を乗り継い

で是非お出かけください。  

 

 

 

  

 
お店の入り口には会津野沢宿味噌ラー

メン会ののぼりがある。 
 

 
 

 

  

 
 お土産用の味噌ラーメン 

（４食入り1050円） 
 

 
 



 

 

住 所 福島県耶麻郡西会津町野沢上原乙2431-1 

 

ＴＥＬ 0241-45-3248 

定休日 木曜日 

営業時間 11：00～15：00/17：00～20：00 

ホームページはこちらから 

⇒ http://www.nozawa-miso.com/echigoya.html 
 

 

●イベント情報 

 ●春らんまん、春の会津のイベント情報！ 

 

  

 
 

 

 

 雪深い会津にもようやく春が訪れま

す。桜が咲くまではもうしばらく時間

がかかりそうですが、あちこちで春の

イベントが行われます。是非、早春の会

津へおいでください。 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info

/?p=946 

 
 

 

 

「獅子の舞い、会津の春の、鼓動かな」

～会津彼岸獅子～ 

 会津に春の訪れを告げる古（いにし

え）の「会津彼岸獅子」が、平成26年

3月 21日（祝・金） 会津若松市鶴ヶ

城などで開催されます。勇壮な獅子の

舞をお楽しみください。 

 

 

詳しくは こちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info

/?p=908 

 
 

 

  

 
 

 

 



 ●冬の山都町で味わう季節限定の「寒晒しそば」！ 

  

 

  

 

  

 会津地域の中でも有数のそばどころ山都町に伝わる「寒晒しそば」は、収穫された玄

ソバを厳冬の清流に約 10日間浸した後、1ヶ月ほど寒風に晒して自然乾燥した実を使

う、季節限定の地域そばです。 

 独特の食感と雑味のないすっきりした味わいが特徴で、今年は、3月22日（土）・23

日（日）の２日間、山都体育館を会場に「山都寒晒しそばまつり」が開催されます。こ

のシーズンだけの味わいをぜひお楽しみ下さい。 

 

  ■ チケット料金【予約申込締切/３月14日まで】 

    ・「食彩」コース…前売のみ 2,500円 

    ・「味わい」コース…前売 1,500円 / 当日 1,700円 

    お問い合わせ先／山都町商工会内 

    「山都寒晒しそばまつり実行委員会」TEL0241-38-2254  

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.city.kitakata.fukushima.jp/shimin/gyosei/14902/14992/15003/023

054.html 
 

 

  



 

●知っ得！話題 

 ●泉質自慢の柳津町の名湯をお得に満喫！ 

  

 

 

  

 寒い冬のお楽しみに、体の芯からぽ

かぽか温まる温泉はいかがですか？ 

 ２カ所の温泉地を有する柳津町で

は、只今「冬のやないづ得！得！得！キ

ャンペーン」を実施中です。 

 柳津温泉旅館組合と西山温泉組合に

加盟する11施設に宿泊する中学生以上

の予約者１名につき、町内の参加店舗

で使用できる２千円分の商品券を贈

呈！さらに県外からの団体宿泊客に

は、５名以上で１万円・10名以上で２

万円の交通費をキャッシュバック！ま

た、宿泊当日JR只見線を利用の方には、

会津柳津駅から西山温泉までの無料送

迎バスが運行されます。 

 泉質自慢の名湯にゆったり浸かっ

て、冬の柳津町を楽しんでみませんか。 

お問い合わせ先／ 

 柳津町観光商工班 

    TEL0241-42-2114 

     詳しくはこちらから 

⇒ 

http://www.town.yanaizu.fukushima.

jp/t_sosiki_kanko.php 

 

 

 

  



 

●会津のいいモノ★セレクション 

 ●そば茶［喜多方市］ 

 

  

【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 

  

 喜多方市の老舗酒造蔵が、自社農場で栽培した良質のそば

の実を使い、本腰を入れて味自慢の「そば茶」を仕立てました。 

 香ばしいそばのかおりと深い味わいのお茶には、身体にうれ

しいルチンやビタミンもたっぷり！くつろぎのひと時にぜひ

どうぞ。 

 

 お問い合わせ先／ 

  大和川ファーム 

     TEL0241-21-1500 

 

     詳しくはこちらから 

⇒ 

http://yamatogawa.by.shopserve.jp/SHOP/729876/list.html 

 

 

 

 

 

 

 

●ふるさとの味再発見！会津の郷土料理  

 ●みず菜の卵とじ 

 【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］ 

  みず菜…200g 

  しょうゆ・酒…適宜 

  卵…2個 

  サラダ油…適宜 
 

 



［作り方］     

 1)みず菜を4～5cmの長さに切り、茹でる。      

 2)なべにサラダ油を熱し、水切りした1)を入れてよく炒める。      

 3)しょうゆ、酒で味を付け、煮る。      

 4)溶き卵を流し入れ、火を止めて余熱で半熟にし、卵とじにする。      

 

［ワンポイント］     

 みず菜は会津地方で「みず」「みずな」と呼ばれているイラクサ科の山菜で、クセの

無い味わいとシャッキリした食感が特徴です。スーパーなどでは、なかなかお目にかか

らない山菜ですが、5月～6月頃に道の駅や直売所などに並ぶことも。会津地方を訪れ

の際に探してみてはいかがでしょうか。 

    

     
 

 

［編集後記］ 

 今の時期はまさに三寒四温。毎日のように冬と春が金メダルを巡って競っているよう

です。早春の会津へ是非おいで下さい。 
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