
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 27年 2月 15日号 Vol154 

 ４月から６月まで福島県内では『ふくしまディスティネーションキャンペーン』が開

催されます。会津鉄道でも魅力あふれるイベントを開催いたします。今回はその中から

「芸妓・膳・夜桜列車」、「お花見列車」の２つの企画をご案内します。 

 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 

 ●春の会津鉄道オススメ列車のご案内 

  「芸妓・膳・夜桜列車」・「お花見列車」で夜桜を楽しもう！ 

 

 

 

 

 
 

 

 「ふくしまデスティネーションキャ

ンペーン」に合わせ、今年も大好評の

「芸妓・膳・夜桜列車」を運行します。

お座敷列車で、会津の地酒を味わいな

がら、東山温泉の芸妓さんによる歌と

踊りが楽しめます。 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=975 

 

 ■出発日   

  平成 27年 4月 29日(水) 昭和の日 

 ■集合場所 

  西若松駅改札口前 17:00 

 ■旅行代金 

  大人 1名様 12,000円 

 ■募集人員 

  ２０名様 

  （最少催行人員１８名様） 

 

 好評につき、お早めにお申し込みく

ださい。 

 

 
 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p975_01.pdf


 

  

 会津鉄道芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉

駅は桜の名所として知られています。

お座敷列車から会津の「春」をクリーミ

ーな「生ビール」とともにお楽しみいた

だけます。 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=132 

 

 ■出発日   

  平成 27年 4月 18日(土)、 

               19日(日)、 

               26日(日) 

 ■集合場所 

  西若松駅改札口前 17:10 

 ■旅行代金 

  大人 1名様 4,500円 

  （生ビール 2杯とおつまみ 

     ※持ち込みは自由です） 

 ■募集人員 

  ３０名様 

  （最少催行人員２０名様）   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

※デスティネーションキャンペーンとは 

  JR６社と地元の観光関係者や自治体が一体となって展開する大型観光キャ 

 ンペーンです。  
 

 

●おすすめ情報 

 ●旅の記念やお子様へのおみやげに人気です！ 

  会津鉄道オリジナル「ししゅうハンカチ」 

  

  

 会津鉄道オリジナル「刺繍（ししゅ

う）入りハンカチが好評発売中です。絵

柄には７００形「AIZU マウントエクス

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p132_01.pdf


 

 

 

 
 

プレス」号、「お座トロ展望列車」、かや

ぶきの「湯野上温泉駅」があります。 

 旅の記念やお子様へのおみやげに是

非お買い求め下さい。 

  

 ■商品名 

  刺繍（ししゅう）入りハンカチ 

  

 ■販売価格 

  各 500円（税込） 

 

 ■販売箇所 

  『７００形デザイン』 

   ・芦ノ牧温泉駅 

   ・湯野上温泉駅 

   ・会津・日光直通列車車内 

   ・会津若松駅おみやげ処 

  『湯野上温泉駅デザイン』 

   ・湯野上温泉駅 

  『トロッコ列車デザイン』 

   ・トロッコ列車内売店 

   

 ※絵柄により販売箇所が違いま 

 す。詳しくはお問い合わせ下さ 

 い。 

 
 

  ●テレビで会津鉄道を楽しもう！ 

   ■番組タイトル名 

   聞き込み！ローカル線気まぐれ下車の旅 

   ・放送日時（予定） 

    平成 27年 2月 23日（月） 20:00～22:00 

   ・放送局 

    ＢＳ ジャパン 

   ・内容 

    野岩鉄道会津鬼怒川線内を途中下車しながら巡ります。 

    会津鉄道と野岩鉄道の接続駅「会津高原尾瀬口駅」などが紹介されま 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150215/image006.pdf


    す。 

  

  ■番組タイトル名 

   和風総本家 

   ・放送日時（予定） 

    平成 27年 3月 7日（土） 12:10～12:55 

   ・放送局 

    テレビユー福島 

   ・内容 

    会津若松駅～芦ノ牧温泉駅までの車窓や列車内の風景、芦ノ牧温泉駅 

    のばす駅長が紹介されます。 

  

   ※放送日等は都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。 
 

 ●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 

 ●2/21（土）割引きっぷで日本夜景遺産 

           「なかやま雪月火」に行こう！ 

 

 

 

 

 

 

 福島県南会津郡下郷町中山地区（会津

鉄道沿線）で、2 月 21 日（土）に「なか

やま雪月火」が開催されます。開催日に合

わせて割引きっぷを発売します。日本夜

景遺産に登録されている「なかやま雪月

火」へ是非おいでください。 

 

 ■割引発売日 

  平成 27年 2月 21日（土）のみ 

   ※会津鉄道有人駅では、1週間 

   前から前売発売します。 

 ■割引区間 

 

http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p358_01.pdf


  会津鉄道線内 

   西若松～会津高原尾瀬口間 

 ■運賃割引 

  大人普通運賃（片道又は往復）   

  を３０％割引いたします。 

  ※小人は対象外です 

     

  割引内容等に関しては 

     こちらをご覧下さい。 

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

 

  なかまや雪月火については 

     こちらをご覧下さい。 

⇒ http://shimogo.jp/ 

 
 

 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、浅草宿泊パック、 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=791 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=851 

         会津・日光フリーパス 

⇒ 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」 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/140915/image009.pdf 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/141215/image005.pdf 

 

 ●楽しい沿線マップあります！  ●会津鉄道情報版 第８号  

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

  



 ●会津鉄道 FaceBook ページ ●会津鉄道アテンダント FaceBookページ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aizutetsudo 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aizutetsudo.attendant 

 

    

 ●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 [会津若松市] 

 ●鶴ヶ城プロジェクションマッピング ～はるか２０１５～ 

 

 

 

 

 
 

 

  

 今年で３回目の開催となる『鶴ヶ城

プロジェクションマッピング』は、鶴ヶ

城の白壁に最新のデジタル技術を使

い、会津にちなんだ映像を投影します。

今回のテーマは「あかべこものがたり

です」。 

 このイベントは完全予約制（無料）に

なっております。下記のリンクよりお

申し込みになりお出かけ下さい。 

 公式パンフレットはこちらからご覧

下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p976_01.pdf 

  

 ■開催日時 

  平成 27年 3月 19日（水）～ 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150215/image004.pdf


        22日（日） 

  各日とも 18:15,18:55,19:35 

            20:15,20:55 

      （５回上映） 

 ■場所 

  会津若松市 鶴ヶ城 

 ■交通 

  会津鉄道西若松駅より 

    徒歩２０分 

 ■予約ページはこちら 

⇒ http://www.fukushimasakura.jp/tsurugajo/ 

  ※平成 27年 2月 17日午前 10時 

   より受け付け開始 

 お問い合わせ先／ 

  会津若松市観光ビューロ  

   TEL 0242-23-8000 

 
 

 

［編集後記］   

 立春を過ぎ少しずつ春が近づいてきましたが、会津の春はまだ先のようです。温泉、

ウインタースポーツと会津の冬を満喫できるチャンスが沢山残っています。あたたかな

春が来るその前に雪遊びにおいで下さい。  

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

 


