
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 27年 3月 31日号 Vol157 

 いよいよ４月から花をテーマにした「ふくしまデスティネーションキャンペーン」が

始まります。春の花咲く会津の旅をお楽しみください。 

 また、『鉄道の仕事』を身近に感じて頂けるような体験メニューをご案内します。みな

さまのご参加を心よりお待ちしております。 

 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  

 会津鉄道で『鉄道の仕事』を体験してみませんか！ 

 ●列車の運転が体験できる！ 

  『列車で Go！ハッピートレイン』 

 

 

 

 

 会津鉄道で運転士、車掌体験をしてみま

せんか。専門的な特別講習（運転講座、車

両講座）を受講していただき、会津田島駅

構内で車両を運転します。（運転士として 2

往復、車掌として 2往復） 

 小学校 4年生以上（階段の乗降などがあ

ります）であればご参加頂けますので、ご

家族、職場、子供会にご利用ください。 

 ■開催日 

  5月 23日(土),6月 20日(土) 

  7月 11日(土),25日(土) 

  8月 8日(土),9月 26日(土) 

  10月 17日(土),11月 7日(土) 

 ■参加費用 

  ・運転体験参加者 7,500円 

  ・付き添い参加者 2,500円 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=840 

 

 

 



 会津鉄道オンラインショップ 

  『ばすのみせ』 

⇒ http://buschanshop.com/products/list.php?category_id=45 

 からもお申し込み頂けます。 
 

 ●ねこ駅長『ばす』と駅の仕事を体験しよう！ 

  駅体験業務「ネコ駅長が働く芦ノ牧温泉駅」 

 

 

 

 

 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31

日までの土曜・日曜日を対象に、会津若松

市内にあります「芦ノ牧温泉駅」で、駅業

務の体験を実施いたします。 

 ■開催日時 

   平成 27年 4月 1日～ 

   平成 28年 3月 31日まで 

   土曜日・日曜日 限定 

   10：00～15：00まで 

  ※繁忙期、駅業務上受付できない 

   場合があります。 

 ■開催場所 

  会津鉄道線内「芦ノ牧温泉駅」 

 ■体験内容 

  ・乗車券の発売 ・改札 

  ・列車の見送り ・駅販売業務 

  ・駅巡回 ・清掃  

  ・その他駅に関わる業務 

 ■応募資格 

  小学生以上で健康な方   

  ※各日とも ２名様まで 

 ■参加費用 8,000円 

  （特製弁当、会津鉄道オリジナル 

   グッズ付き） 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=979 

 

 

  



 ●4月 1日『AIZU マウントエクスプレス号』 

      鬼怒川温泉駅乗り入れ１０周年記念乗車券発売開始！ 

 

 

 

 

 会津鉄道では、平成 27年 4月 1日（水）

より『AIZUマウントエクスプレス号』の東

武鉄道鬼怒川温泉駅乗り入れ１０周年を

記念し、記念乗車券を発売いたします。 

 歴代の『AIZUマウントエクスプレス号』

をデザインした硬券乗車券３種類と台紙

のセットになっています。 

 『AIZUマウントエクスプレス号』の乗車

記念や、旅の思い出にぜひお求め下さい。 

 ■発売開始： 

  平成 27年 4月 1日（水）  

  各窓口営業開始時間より 

 ■発売枚数：1000セット限定 

 ■発売額：1セット 1000円（税込） 

 ■発売箇所： 

  会津鉄道有人駅、 

  会津鉄道本社、 

  会津鉄道オンラインショップ 

  『ばすのみせ』 

⇒ http://buschanshop.com/products/list.php?category_id=45 

  

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=980 

 

 

  



 ●4月 1日 『ふくしまデスティネーションキャンペーン 

        開催記念乗車券』発売開始！ 

 

 

 

 

 会津鉄道では、平成 27年 4月 1日（水）

よりふくしまデスティネーションキャン

ペーンに合わせて登場した『花咲くあいづ

号』デザインの記念乗車券(台紙付)を発売

いたします。 

 旅の思い出、コレクションに是非、お求

め下さい。 

  

 ■発売開始： 

  平成 27年 4月 1日（水）  

  各窓口営業開始時間より 

 

 ■発売額：1セット 810円（税込） 

 

 ■発売箇所： 

  会津鉄道有人駅、 

  会津鉄道本社、 

  会津鉄道オンラインショップ 

  『ばすのみせ』 

⇒ http://buschanshop.com/products/list.php?category_id=45 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=981 

 

 

 

  



●おすすめ情報 

 ●春の会津を満喫しよう！ 

  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５月１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６～２２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、見習い駅員らぶに会った

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 27年 5月 1日（金）～ 

  平成 27年 5月 6日（水） 

   及び 

  平成 27年 5月 9日（土）～ 

  平成 27年 6月 28日（日） 

   土、日曜日 

 ※ご乗車には運賃の他にトロッコ整理

券（310円 大人）が必要です。 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

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

 

 

  



 ●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！」 

 

 【大内宿共通割引きっぷ】 

  

 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 27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下さい。 

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

 

    

 
 

  



 ●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 

 ●会津鉄道沿線の夜桜を楽しもう。 

  「芸妓・膳・夜桜列車」・「お花見列車」募集中！ 

 

 

 

 

 

「芸妓・膳・夜桜列車」運行！ 

 ■出発日 

  平成 27年 4月 29日(水) 昭和の日 

 ■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） 

    チラシはこちらから 

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

 
 

 「お花見列車」運行！ 

 ■出発日   

  平成 27年 4月 18日(土)、19日(日) 

  、26日(日) 

 ■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）   

   チラシはこちらから 

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

 

 

 

 

 
 

  



 ●『花咲くあいづ号』に乗ってご当地キャラクターと遊ぼう！ 

 

 

 

 

 

「花咲くあいづ号に乗ってご当地キャラと

遊ぼう」開催日 

  

 ■開催日 

  平成 27年 4月 11日(土),12(日) 

       5月 16日(土),17(日) 

       6月 20日(土),21(日) 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=978 
 

 
 

 

 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&ctl02.x=0&ctl02.y=0&GoodsCd=2182 

     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・日光フリーきっぷ 

⇒ 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 
 

 ●「絶景のローカル線で 

     会津へ行こう！」  
 ●「会津鉄道で行こう」  

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150315/image008.pdf 

 

 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150228/image008.pdf 

 

 ●楽しい沿線マップあります！  ●会津鉄道情報版 第９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』の画像がいっぱい！ 

 

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

 ●会津鉄道オンラインショップ 

  『ばすのみせ』リニューアルオープン！ 

 

http://buschanshop.com/ 

 

●会津１７市町村マル得情報 from [あいづ食の陣] 

 ●会津を美味しく食べよう！『あいづ食の陣』 

   春のテーマ食材は【会津アスパラ】 



 

 

 

 

 

 「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」との願いから平成２６

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。 

   

  １．４月から６月は 

     『会津アスパラ』 

  ２．７月から９月は 

     『会津トマト』 

  ３．１０月から１２月は 

     『会津米・酒』 

  ４．１月から３月は 

     『会津地鶏』 

  がテーマ食材です。 

  

 会津へお越しの際には、「あいづ食の

陣」の赤い旗を目印にイベント参加店に

足を運んでください。 

 

 ■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） 

 

 

 

［編集後記] 

 今年はお彼岸を過ぎても雪が積もる日があり、会津を目指している春がどこかで道草

をしているような感じがします。今年の春は冬が長かった分、いつもよりも美しい花が

咲くと思います。会津鉄道に乗って会津の花巡りをお楽しみください。 
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