
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 26年 10月 15 日号 Vol146 

 秋晴れの青空のもと会津鉄道沿線ではぶどう、りんごなど秋のフルーツの収穫の時期

を迎えています。美味しい秋のご馳走と里山の紅葉を楽しみませんか。 

 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 

 ●スカイツリートレインに乗って秋の東京へ遊びに行こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 人気のスカイツリートレインに乗って

秋の東京へ遊びに行きませんか？ 

  

 スカイツリートレインで行く 

 東京スカイツリー展望デッキ入場 

       ＋  

  東京タワー大展望台 

       ＋ 

  ホテルでランチバイキング 

  

  

この秋は東京の旅を楽しみませんか！ 
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 旅行代金、コースなど詳しくは 

 こちらをご覧ください。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=921 

 

お申込み、お問い合わせ先 

  会津鉄道株式会社 

  TEL.0242-36-6162 

  FAX.0242-26-9730 

    

 
 

 

●おすすめ情報 

 ●紅葉と列車を撮影しよう！ ～後編～ 

 

 会津鉄道沿線の紅葉の見頃は例年１０月中旬～１１月中旬です。大川（阿賀川）の深

い渓谷と紅葉、そして列車を一枚の写真に収めて見ませんか。前回と今回の２回に分け

てオススメの紅葉撮影スポットをご紹介します。是非、この機会に列車と紅葉の写真撮

影をお楽しみください。なお現地で撮影を行う場合には、線路内の立ち入り、沿線にお

住まいの方に迷惑のかからないようにマナーを守っていただくようご協力をお願いしま

す。 

 上記バナーまたはこちらから特集ページにお進み下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=970 

 前編の記事はこちらからご覧頂けます。  

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=969 

  

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=970


 ●あいづ食の陣「あいづ米、地酒」編をお楽しみ下さい！ 

 

 「あいづ食の陣」は「会津人が胸をは

って美味しいといえる食材を、旬の時

期に味わってほしい」との願いから本

年４月から始まった食の一大イベント

です。 

 会津若松市内の飲食店や宿泊施設の

料理人が３ヶ月毎に変わる食材を産地

ならではの調理法などで美味しい料理

に仕上げます。 

   

 １０月から１２月は 

    『あいづ米・酒』 

  １月から３月は 

    『会津地鶏』 

 がテーマ食材です。 

 

 会津若松市などの提携ホテル、旅館

などにお泊まりのお客様限定でお使い

頂ける出陣券（食事、お買い物などに使

えるクーポン）が発売されました。１冊

5000円で 5500円分としてお使い頂けま

すのでとてもお得です。是非、この機会

に「あいづ食の陣」へ出陣（？）してみ

て下さい。 

 

 先日試食会がありましたので、気に

なったメニューを２点ほどご紹介しま

す。 

 

 ■お問い合わせ 

  あいづ食の陣実行委員会 事務局 

⇒ http://aizu-shokuno-jin.jp/ 

   （会津若松市農政課内） 

  福島県会津若松市東栄町 3番 46 号 

   TEL：0242-39-1111（代表） 

 

 

 

 

 

  

●会津ではポピュラーな食材身欠きニ

シンを使った棒寿司。甘露煮のように

煮てあって、会津産の新米で作ったす

し飯との相性抜群です。 

あいづ食の陣サイトへ 

⇒ http://aizu-shokuno-jin.jp/aizu_rice_sake/c_pub/2250 

  

 

 

 

  

●会津産のもち米で作った香ばしい最

中皮にメレンゲ生地で作ったお菓子を

トッピング。香ばしくサクサクとした

口当たりがとても良いです！  

あいづ食の陣サイトへ 

⇒ http://aizu-shokuno-jin.jp/aizu_rice_sake/c_coffee/2245 
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 ●芦ノ牧温泉駅の『ばす駅長』＆『らぶ見習い駅員』に会いに行こう！  

 

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

 ●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 

 秋の「大内宿」へ列車とバスでお得に出かけよう！ 

 

 

 

 

 

 

 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 

■発売箇所 
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 ・会津鉄道有人駅(西若松、 

   芦ノ牧温泉、湯野上温泉 

   会津田島 計 4 駅)  

 ・会津鉄道車掌及び猿游号車内 

 ・東山温泉観光案内所 NEW 

 

 詳しくはこちらをご覧ください 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 

 
 

 

 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?GoodsCd=2014 

     観光案内、イベント情報 

      南会津エリア（おいでよ南会津） 

⇒ http://www.aizu-concierge.com/ 

      会津エリア全体（極上の会津） 

⇒ http://gokujo-aizu.com/ 

     旅のお供やプラン作成に 

      会津鉄道沿線ガイドマップをご活用ください。 

⇒ http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/info/wp-content/uploads/p944_01.pdf 

 

   ・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=791 

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

     観光案内、イベント情報 

      浅草・上野エリア（東京都台東区） 

⇒ http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/index.html 

      日光・鬼怒川エリア（日光観光協会） 

⇒ http://www.nikko-kankou.org/ 

 

   ・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 
 

 ●ゆるキャラを見つけて、豪華景品をゲットしよう！ 

   会津鉄道ゆるキャラキーワードラリー好評開催中！ 

  ※詳しくは下記バナーをクリックしてお進み下さい。 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140815/image010.pdf  

 ●「列車で行く会津の旅」   ●「会津鉄道で行こう」 
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 ●楽しい沿線マップあります！  ●会津鉄道情報版 第７号 NEW 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/info/wp-content/uploads/p944_01.pdf 

 

 
 

 

 

 

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

 

 
 

 

 ●楽しいイベントがいっぱい！『秋のイベントガイド』 

 

http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140911.pdf  

 ●新そばまつり情報！ 

  10月 18日～19日 喜多方市『第 11回会津たかさと雷神新そばまつり』 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140905.pdf 

  10月 25日～26日 磐梯町『第 24回磐梯新そばまつり』 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20140916.pdf 

 

●会津１７市町村マル得情報 from [昭和村] 

 ●からむし織りと豊かな自然がある山里 

 

  

 昭和村は只見川流域の奥会津と呼ば

れる地域にある村です。本村では本州

唯一の「からむし」生産地で、約 600 年

も昔から純粋かつ高品質の原麻が厳し

い管理により代々受け継がれてきまし

た。このからむしを使った「からむし

織り」は福島県指定重要無形文化財と

して認定されている貴重な織物になっ
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ています。 

 自然が豊かな昭和村には日本で２番

目に古いとされる矢ノ原湿原があり、

約２８０種にもなる植物が群生し、珍

しいハッチョウトンボが棲息していま

す。また、清流玉川渓谷、綱木渓谷では

春の新緑や秋の紅葉など四季を通して

見事な絶景を見せてくれます。 

 

 ・秋味まつり 

   

 昭和村の豊かな自然が育んだ秋の味

覚を集めた食の祭典です。矢ノ原高原

で育ったそばを使った手打ちそば、キ

ノコや新米など旬の味覚とあわせて、

真っ赤に染まった紅葉をお楽しみくだ

さい。 

 

 開催日時／ 

  平成 26年 10 月 26日（日） 

    10:00～ 

 会場／ 

  からむし織の里 

   

 お問い合わせ 

  昭和村秋味まつり実行委員会 

  TEL 0241-57-3100 
 

 

 

 

      

 

 ●そばが美味い！山里のほっとカフェ【大芦家】 

 

 会津昭和村の素敵なカフェ「大芦家」

さんを御紹介します。 

 カフェの名物は矢ノ原高原産そば粉

を使った手打そばです。毎朝ご主人が

丹精込めて打つ美味しいそばは、香り

と食感共に良くどんどん箸が進みま

す。そばつゆは会津のそばではポピュ

ラーな大根おろしの汁をブレンドした

 
 

 

 

  ●ウッディな雰囲気のお店   
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高遠です。 

 また、地元に古くから伝わる「ばんで

ぇもち」なる食べ物を味わうことがで

きます。うるち米を餅のようにしてじ

ゅうねんみそを絡めたもので、奥会津

では昔から食べていた郷土料理です。 

 

 

 ■お問い合わせ 

  ファーマーズカフェ大芦家  

  ・営業時間 10:00～17:30 

  ・定休日  毎週火曜日 

  ・住所、電話番号 

   福島県大沼郡昭和村 

   大字大芦字中組 1854 

   TEL：090-7664-7354 

  ・交通  

   会津鉄道会津田島駅か   

   ら車で４０分 

 大芦家さんのブログはこちらへ 

 ⇒ http://zinento.exblog.jp/ 

 
 

 

 

 

  

●毎日ご主人が打つ昭和村矢ノ原産そ

ば粉を使った美味しいそば。 

  

 

 

［編集後記］ 

 山々の緑が少しずつ華やかな錦に変身する頃、会津盆地には新そばのシーズンが訪れ

ます。会津鉄道沿線に点在する名産地の新そばまつりや、そば店を賑わせる会津の秋味

を皆さんもぜひ楽しんでみませんか。    

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