
 

 

 会津鉄道メールマガジン 平成26年3月31日号 Vol132 

 日当りのよい野山の斜面では福寿草が咲き始め。心浮き立つ春が近づいてきました。

４月からは花をテーマにした「ふくしまプレＤＣ」が始まります。会津鉄道の車両も花い

っぱいのラッピングで走り出します。 

 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 

 ●会津のご当地キャラがいっぱい。ラッピング列車運行開始！ 

 

http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140327_01.pdf 

 ●春の会津を車窓から楽しもう！  

    ４月～６月  お座トロ展望列車運行案内  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会津鉄道の大人気列車「お座トロ展望

列車」運転日のご案内です。今年は４月１

２日からの運転になります。今年も芦ノ

牧温泉駅、湯野上温泉駅で１０～１５分

の停車時間がございます（一部除く）。芦

ノ牧温泉駅でねこのばす駅長に会った

り、湯野上温泉駅で足湯「親子地蔵の湯」

に入ったりお楽しみ頂けます。また、湯野

上温泉駅～芦ノ牧温泉駅では日本初の

「トンネルシアター」を開催します。春の

行楽に是非ご利用ください。 

 

 ■運行日： 

  平成26年4月12日（土）から 

  平成26年6月22日（日）までの 

   土、日、祝祭日と 

  平成26年4月28日（月）から 

  平成26年5月2日（月）までの 

   毎日運転 

    

 ※ご乗車には運賃の他にトロッコ整理

券（310円 大人）は必要です。 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?c

at=13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ●自転車と列車を使って会津を廻ろう！ 

 

 

●おすすめ情報 

 ●春の沿線を歩こう！ 会津鉄道ウォーキング情報 

 

 

 春の会津鉄道沿線でウォーキングを楽

しみませんか。今回は芦ノ牧温泉駅から

大川に沿って芦ノ牧温泉郷、大川ダムを

目指す、約9.4キロのコースです。 

■開催日：平成26年5月3日(祝・土) 

   会津鉄道西若松駅 7:40集合 

■参加費：500円（保険料含む） 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/m

ag_img/140331/image009.pdf 

 
 

 

  

 
 

 ●列車に乗って夜桜を楽しもう「お花見列車」運行情報！ 

 

 

 4月、限定3日間「お花見列車」を運行

いたします。お座敷列車に揺られて沿線

の景色を眺めながらの生ビールは格別で

す。是非、お早めにお申し込みください。 

 また、お花見列車の運行に合わせて芦

ノ牧温泉駅、芦ノ牧温泉南駅、湯野上温泉

駅、会津下郷駅のライトアップを行いま

 

 

  

 
 



す。 

■出発日：平成26年4月12日(土)、 

       19日(土)、26日(土) 

■旅行代金：大人お1人様 4,000円（生

ビール2杯とおつまみ付き） 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p

=132 

 
 

 ●美味しい豆菓子はいかがですか？ 

 

  

 
 

 

  

 

 

 列車旅のお供に美味しい豆菓子を用

意いたしました。 

 その名は「ぽっぽ豆」！  

 喜多方市にある評判の豆菓子の店

「おくや」さんの厳選した１０種の豆菓

子を１つのパッケージに集めました。 

 お茶うけに、ビールのお供に、ちょっ

としたお土産品にご利用ください。  

 

 
 

 ●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！ 

 

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

 会津鉄道＆レトロバス猿游号で行く『大内宿』 

            大内宿共通割引きっぷのご案内 



  

 

 

 

 「列車とバスで宿場町 

    【大内宿】へ行こう！」 

  

 会津鉄道沿線の人気の観光スポット大内宿への直行バスと会

津鉄道の乗車券がセットになったお得なきっぷです。  

  

■期間 

 平成26年4月1日～11月30日まで 

 （猿游号運行期間） 

■発売額 

（１）片道割引乗車券タイプ 

  西若松から会津田島片道 

  会津田島から西若松片道 

  プラス 猿游号一日フリー券 

 ・大人 1,900円 子供 950円 

（２）往復割引乗車券タイプ 

  西若松から湯野上温泉往復 

  会津田島から湯野上温泉往復 

  プラス 猿游号一日フリー券 

 ・大人 1,900円 子供 950円 

 

 詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140331/image002.

pdf 

 

 
 

 

 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 

   ・駅から駅へ、お荷物運びます！「列車で！はこぶくん」 

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

 

 「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  ●桜と列車を撮ろう！ 

 

 

 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=9
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http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=534
 

 



●会津１７市町村うまいものリレー 

 ●天ざるそばとそばの実ピザ／そばカフェ じーま [喜多方市] 

 

[蔵のまち喜多方のカフェ 

    で味わうそばメニュー] 

 

 築１００年以上の蔵を利用したそば

料理が自慢のカフェが喜多方市にあり

ます。お店の名前は「そばカフェ じー

ま」さんです。そばは、日本では麺とし

て食べるのが一般的ですが、海外では

クレープやケーキ、焼菓子などのスイ

ーツに幅広く使われています。じーま

さんではおいしい地元喜多方産のそば

をいろいろなメニューで味わうことが

できます。今回はそば料理の王道「天ざ

るそば」と「そばの実ピザ」を紹介しま

す。 

 

 

 

  

  打ちたて、ゆでたてのおそば  

 
 

 

  

  

 
天ざるそば（1,280円) 

そばの実ピザ(780円) 
 

 
 

 

 まずは、お店のおススメ「天ざるそば

(1,280円)を食べてみました。ひと口目

は、みずみずしいそばをつゆにつけず

に口へ運びます。爽やかなそばの香り

が口いっぱいに広がりもうひと口が恋

しくなりますが、次はつゆを付けて口

へ運びます。地元喜多方の醤油をベー

スに鰹節、昆布などを使った柔らかい

塩梅のつゆがそばの風味を消すことな

くうまい具合にそばと絡んでいきま

す。ここまで来ると、どんどん箸が進

み、気が付けば、あっという間に平らげ

ていました。付け合せの天ぷらは野菜

（さつまいも、かぼちゃなど）と海老で

サクサク揚がっていてこれまた美味し

かったです。次はもう一つのおススメ

「そばの実ピザ(780円)」です。ピザの

ベースはシンプルなチーズとトマトソ

 



ースになっており、ローストしたそば

の実がピザの表面にたっぷり載ってい

ます。そばの実はカリカリであられの

ような食感で香ばしく、濃厚でクリー

ミーなチーズとお互いを引き立てあっ

ているようでした。他にも、そばシフォ

ン、そばうむ（そば粉のバームクーヘ

ン）、そばクレープなどがあります。 

 是非、喜多方へお越しの際には美味

しいそばメニューの数々をお楽しみく

ださい。  

 

 

  

 太い梁が蔵の面影を残す店内  

 
 

 

  

  外観にも蔵の雰囲気が残る  

 
 

 

  

住 所 福島県喜多方市字水上6767 

  

ＴＥＬ 0241-24-3001 

定休日 毎週月曜日、第一日曜日、第二日曜日、年末年始 

営業時間 11：30～21：00（ラストオーダー20：30） 

ホームページはこちらから 

⇒ http://www.sobacafe.com/ 

    
 

 

 

 

 



 

●イベント情報 

 ●春らんまん、極上の会津イベント情報！ 

 

 ●全国のものづくり工人が自慢の手仕事の逸品を展示即売！ 

 

 『第28回ふるさと会津工人まつり』 

 

日時／ 

平成26年6月7日（土）～8日（日） 

［雨天決行］ 

 

 全国から約 150名の作り手が三島町

に集合！新緑の美しいナラ林を会場

に、ヤマブドウやヒロロ、マタタビを

使った三島町伝統工芸の編み組細工を

はじめ、木工・陶芸・染織など、自然素

材や手作りにこだわった作品が多数展

示即売されます。 

 皆さんもぜひ、作り手や地元の人た

ちと交流を深めながらお気に入りの品

を探してみませんか？ 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

⇒ http://www.okuaizu-amikumi.jp/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  お問い合わせ先／ 

   三島町生活工芸館 

     TEL0241-48-5502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

●知っ得！話題 

 ●福島県の旅をもっと楽しくお得に！ 

  『福が満開、福のしま。プレゼント＆クーポンキャンペーン』 

 

  

 
 

 

 

  

 ◎開催期間／ 

  平成26年2月17日～12月31日 

   

 福島県内の観光名所や宿泊施設、物

産店、食事処など 728施設が参加した

大型キャンペーンを開催！各参加施設

等で配布されている「福が満開、福のし

ま。パスポート」または、携帯端末から

公式HPにアクセスしてダウンロードし

たクーポンを使って「福ポイント」を集

めると、集めたポイント数に応じて抽

選で1062名様に、JRびゅう商品券や県

内ホテル・旅館ペア宿泊券、福島特産品

セットなどステキな賞品が当たりま

す。お得なおもてなしクーポンを使っ

て、スタンプを集めて、抽選にチャレン

ジ！ワクワクのふくしま巡り旅をお楽

しみください。 

 

◎パスポート配布場所…JR主要駅、福

島県内の道の駅・サービスエリア・パー

キングエリア・観光案内所、各参加施設 

 

お問い合わせ先／ 

福が満開、福のしま。プレゼント＆クー

ポンキャンペーン運営事務局 

TEL050-3786-2940（受付 9:00?16:00、

土・日・祝は休み） 

 

詳しくはこちらをご覧ください 

 



⇒ http://fukucam.jp/ 

 
 

 

 

●会津のいいモノ★セレクション 

 ●酒ゼリー［会津若松市］ 

 

  

【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹

介】 

  

 ほろ酔い気分のお花見に、冷たい大

人のデザートはいかですか？会津の老

舗酒蔵・末廣酒造の純米吟醸酒が、女性

に人気のスイーツになりました。ツル

ンとした喉越しと、日本酒の味と香り

を楽しめる『酒ゼリー』は、手軽に楽し

める大人向けの一品。プルプルの食感

を楽しむのも良し、冷凍庫で半シャー

ベット状に凍らせてもOKです。ひと味

ちがったお酒の冷菓子をぜひお楽しみ

ください。 ※本商品にはアルコールが

含まれています。  

 お問い合わせ先／ 

  

 

 

 



  末廣酒造  

   嘉永蔵 TEL0242-27-0002 

 

 

●ふるさとの味再発見！会津の郷土料理  

 ●うどのけんちん 

 【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］ 

  うど…3本 

  身欠ニシン…2本  

  しょうゆ…20cc  

  酒…大さじ1  

  油…適宜  

  ※そのほかに、米のとぎ汁を適 

   宜用意する。  
 

 

［作り方］      

 1)うどは皮をむき、1cm幅程度の斜め切りにし、水に浸けてあく抜きをして、ざ 

 るにあげ水切りする。 
    

 2)身欠ニシンは米のとぎ汁に浸けてもどしながら油抜きをし、一口大に切る。     

 3)鍋に油を熱し、1)と2)を炒め、しょうゆ・酒で味つけして煮る。      

      

      

 

［ワンポイント］     

  季節の訪れを感じさせてくれる山菜料理。あく抜きなどの下拵えをしっかり     



 すれば、調理は意外と簡単です。期間限定の味わいをお楽しみください。 

     
 

 

［編集後記］ 

 雪国に春を告げる福寿草の黄色い花が顔をのぞかせ、会津にも春がやってきました。

暖かな陽気に誘われて、清楚な姿の梅や薄紅色の艶やかな桜の花が開花するのもきっと

もうすぐです。会津鉄道に乗って春の花巡りをお楽しみください。 

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

 


