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 あっという間に秋の紅葉が会津を駆け抜け、もうすぐ冬がやって来ます。会津の冬と

いえば、スキー、スノボードといったウィンタースポーツや癒やしの温泉で雪見風呂を

楽しめます。是非会津の冬景色をお楽しみ下さい。 

 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 

 ●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（１２月～１月） は毎週土、日を中心に、鬼怒川温泉～会津若松を結ぶ『湯め

ぐり号』と会津若松～会津田島間の「会津浪漫森号」を運行します。 

 今回の運行より『湯めぐり号』では、会津鉄道線内の３カ所のトンネルに加え、野

岩鉄道会津鬼怒川線内の３カ所のトンネルでもトンネルシアターを上映します。 

 ※会津浪漫森号では、会津線内３カ所のトンネルにてトンネルシアターを上映しま

す。 
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 ■湯めぐり号 

  鬼怒川温泉 11:03 発 → 会津若松 13:58着 

   ※湯めぐり号に関しては 

    野岩鉄道株式会社 

⇒ http://www.yagan.co.jp/ 

    TEL 0288-77-3300 

    へお問い合わせ下さい。 

 ■会津浪漫 森号 

  会津若松 14:12 発  ← 会津田島 15:29着 
 

 ●ひたちなか海浜鉄道『ありがとうキハ２２２』イベントに出店します。 

 

 

 

 

 

 

  

 会津鉄道芦ノ牧温泉駅とひたちなか海

浜鉄道那珂湊駅は姉妹駅になっていま

す。そのようなご縁からひたちなか海浜

鉄道『ありがとうキハ２２２』イベントに

出店をさせて頂くことになりました。 

 当日は会津鉄道のオリジナルグッズな

どを販売いたします。是非、お立ち寄りく

ださい。 

 開催日時  

  平成 26年 12月 6日(土) 

  10:00～15:00 

 開催場所 

  ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅 

 お問い合わせ 

  ひたちなか海浜鉄道株式会社 

⇒ http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ 

  TEL 029-262-2361(8:30-18:00) 
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 ●お座トロ展望列車湯めぐり号で行く!!日本一の酒処会津の旅 

 

 

 

 

 

 

  

 会津地方は、全国新酒鑑評会金賞受賞

数日本一に二年連続で輝いた福島県の中

でも有数の酒処です。今回は米～酒がで

きるまでの行程をじっくり味わっていた

だけるプランを用意いたしました。 

 鬼怒川温泉からの「会津鉄道のお座ト

ロ展望列車湯巡り号」車内では酒米とど

ぶろくを作っている農家さんが車内に乗

り込んでの説明とどぶろく振舞い、その

酒米を使って酒造りをしている蔵元の見

学、夜は蔵元さんがお宿に出向いての美

味しいお酒の飲み方講座等を開催しま

す。 

 

 ツアーに関するお問い合わせ先 

  東武トラベル株式会社 

⇒ http://www.tobutravel.co.jp/ 

  TEL 03-5904-5292 

  

 

 
 

 

●おすすめ情報 

 ●サクッと新食感、『花サクっとラスク』はいかがですか。 

 

 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/141130/image011.pdf


 

 

 

 
 

 

  

 『花サクっとラスク』は素朴な風味の

みそぱんにホワイトチョコをコーティ

ングした新食感のラスクです。また、パ

ッケージにはピンクのボディに会津各

地のご当地キャラクターをあしらった

「花咲くあいづ号」をパッケージのデ

ザインしました。是非お買い求め下さ

い。 

 

 ・花サクっとラスク 

   販売価格 650円（税込） 

 

 
 

 ●第 5 回「ほろ酔い列車」お申し込み受付中！  

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=113 

 ●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 
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 ●冬休みはお得な切符で会津鉄道に乗ってみよう！  

 

 

 

 

 

 

 もうすぐ冬休みになりますね。もう、お

出かけの予定はお決まりでしょうか。今

回はゲーム感覚で会津鉄道に乗車いただ

ける「コロプラ☆乗り放題きっぷ」をご紹

介します。 

 このきっぷは、スマートフォン、携帯電

話でおなじみの位置ゲーム「コロニーな

生活」と連動した切符で、携帯端末の位置

情報を取得して移動した距離でゲーム内

のポイントが増える仕組みになってま

す。また、切符を購入時にゲーム内で限定

アイテムがもらえるコロカカードが付い

てきます。 会津鉄道全線（西若松～会津

高原尾瀬口間）２日間乗り放題で３,１０

０円で有人駅（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）で販売しています。ち

なみに西若松駅～会津高原尾瀬口駅間を

往復すると３,７４０円なのでかなりお

得です。 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=865 

 

 
 

 

 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://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p865_04.pdf


⇒ 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 
 

  



 ●「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  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 ●芦ノ牧温泉駅の『ばす駅長』＆『らぶ見習い駅員』の 

  可愛い画像がいっぱい！  

 

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

 

●会津１７市町村マル得情報 from [会津坂下町] 

 ●会津・越後を結ぶ要衝の町 

 

  

 会津坂下町の東側には阿賀川が流

れ、肥沃な土地に田園風景が広がる町

です。町のあちこちにきれいなわき水

があり、古くから地酒や味噌・醤油の

醸造業が行われていました。また、会

津と越後を結ぶ陸路、水路の要衝にな

っており、商業の街として発展しまし

た。 

 
 

 

 

 http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/141130/image002.pdf  



 約 400 年の歴史を持つ『ばんげ初市

大俵引き』では、東が勝てば「商売繁

盛」西が勝てば「豊作」になるといわれ

ています。古来からの農・商文化が色

濃く残る会津坂下町へ是非おいで下さ

い。 

 

 ・ばんげ初市大俵引き 

   

 極寒の中、下帯一本の男衆が東西に

分かれ、長さ 4 メートル、高さ 2.5 メ

ートル、重さ 5 トンの大俵を勇ましく

引き合う姿は会津の冬の風物詩となっ

ています。引き子は一年間無病息災に

なるといわれ、全国から引き子が集ま

ります。大俵引きが終わると「福豆俵

まき」が行われ、拾うと一年間福が授

かるといわれています。 

  

 開催日時／ 

  平成 27年 1月 14日（水） 

 開催場所 

  会津坂下町役場前 

   

 お問い合わせ 

  会津坂下町観光物産協会 

  TEL 0242-83-2111 
 

 

 

 

  

これぞ、男の祭りといった雰囲気があり

ます。 

  

 

 ●三種の汁で味わう１０割蕎麦【紋平茶屋】 

 

 会津坂下町にある紋平茶屋さんのそ

ばは、そば粉を１０割使った本格的な

手打ちそばです。メニューはそばの枚

数、天ぷらの有無で４種類あり、どのメ

ニューにも３種類のそばつゆが付きま

す。 今回いただいたのはそば２枚と天

ぷらがついた「特製紋平そば」です。そ

ばは、透き通るほど白く、香り、のどご

 
 

 

 

  ●透き通るような白いおそば。香りも   
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しがとてもよく、つゆを使わずに一口

味わえば、そば本来のうまさを感じる

ことができます。３種類のつゆには「地

鶏のつゆ」、「冷たいかつおだしのつ

ゆ」、「高遠のつゆ」があります。是非３

種類の中からお好みの味をみつけてく

ださい。 

 

  

 ■お問い合わせ 

  紋平茶屋 

  ・営業時間 11:30～15:00 

  ・定休日 火曜日 

  ・住所、電話番号 

   福島県河沼郡会津坂下町 

   大字気多宮字柳田 1052 

   TEL：0242-83-2379 

  ・交通 JR只見線会津坂下駅 

      より車で１０分 

  
 

高く上品です。 

 

 

 

  

●３種類のつゆと天ぷら、ざるそばが

２枚の「特製紋平そば」 

  

 

 

［編集後記］ 

 冬の会津鉄道の人気のイベント列車「ほろ酔い列車」にはご乗車になられたでしょう

か。ぽっかぽかの掘りごたつ席で会津の地酒と新鮮な刺身を肴に心も体も温まる列車の

旅をお楽しみ頂けます。 
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