
 

 会津鉄道メールマガジン 平成 27年 4月 15日号 Vol158 

 ４月８日の朝、会津若松市内はうっすら雪が積もりました。膨らみ始めた桜のつぼみ

が開花するまでには、もうしばらく遅くなりそうです。今年も会津鉄道芦ノ牧温泉駅、芦

ノ牧温泉南駅、湯野上温泉駅、会津下郷駅では４月１７日（金）から桜のライトアップ行

いますので、是非夜桜を楽しみにおいで下さい。 

 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  

 「歩く、食べる、体験する」楽しいイベントがいっぱい！ 

 ●美しいお花畑が待っている！ 

  レール＆バス 会津線で尾瀬に行こう 

 

 

 

 

 会津鉄道では「レール＆バス会津線で尾

瀬に行こう」を実施いたします。 

 会津線の列車とバスを乗り継いで檜枝

岐村の沼山峠へ向かいます。沼山峠からは

片道約3.5キロのハイキングをお楽しみ下

さい。 

 

 ■出発日 

  平成 27年 6月 13日(土), 

      6月 20日(土), 

      7月 18日(土), 

      10月 10日(土) 

 ■旅行代金 （西若松駅発） 

  大人  5,500円 

  こども 5,000円 

 ■募集人員  

  各回 40名様（最少催行人員 27名） 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=769 

 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150415/image002.pdf


 ●「会津１７市町村ぐるっと！ご飯のおともリレー」開催！ 

 

 

 

 

 会津鉄道では、「AIZU マウントエクスプ

レス号」（日光・会津直通列車）往復の車内

で会津のおいしいお米と相性ぴったりな

各市町村のご飯のおとも（お漬物、おかず

味噌など）を販売致します。お土産品など

に是非ご利用下さい。 

  

 開催日、参加市町村はこちらをご覧下さ

い。 

⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=984 

 

 運行区間 

・会津若松駅～東武日光駅間 

 AIZUマウントエクスプレス４号   

  会津若松発  8:00 

     東武日光着 11:01 

 AIZUマウントエクスプレス３号  

  東武日光発 11:37  

     会津若松着 14:17 

 

 

 ●体力系の鉄道体験！ 

  「線路の保全体験」イベント開催！ 

 

 

 

 

  

 会津鉄道では、平成 27年度も引き続き、

線路の保全体験を実施いたします。線路に

関する知識や技術習得など、貴重な体験を

してみませんか。 

 ■開催日時 

  (1)平成 27年 4月 25日（土） 

  (2)平成 27年 5月 23日（土） 

  (3)平成 27年 6月 27日（土） 

  (4)平成 27年 9月 26日（土） 

  (5)平成 27年 10月 17日（土） 

  (6)平成 27年 11月 7日（土） 

  10：00～15：00まで 

 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150415/image009.pdf
http://www.aizutetsudo.jp/info/wp-content/uploads/p919_01.pdf


 ■開催場所 

  会津鉄道「会津田島駅構内」 

 ■体験内容 

  ・線路の基礎知識講習 

  ・枕木交換作業 

  （タイタンパーの操作、 

   枕木交換） 

 ■応募資格 

  高校生以上で健康な方 

  （各日とも１２名程度） 

  ※安全靴は各自ご準備ください 

 ■参加費用 4,000円 

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。 

 ⇒ http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=919 
 

 

●おすすめ情報 

 ●列車運行情報システムの運営開始 

 

 

 

 

 会津鉄道では、平成 27年 4月 1日（水）

より、列車の運行情報をより正確にお客さ

まにお伝えするため、全２１駅（無人駅を

含む）の待合室などに、デジタルサイネー

ジを使った「列車運行情報システム」を設

置しました。情報は通信ネットワークを使

い、当社の運行を管理する運転指令からリ

アルタイムに列車の遅れ等をモニター画

面や音声によりお伝えする装置で、お客さ

まのサービス向上、利便性を提供するもの

です。 

 

 ■運営開始日： 

  平成 27年 4月 1日（水）～ 

 ■設置箇所 

  会津鉄道西若松駅～ 

  会津高原尾瀬口駅間の各駅  
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 ●ふくしまデスティネーションキャンペーン限定酒 

  「あかべぇのお酒」好評販売中！ 

 

 

 

 

 ふくしまデスティネーションキャンペ

ーンの開催に合わせて作られました限定

酒『會津あかべぇのお酒』が「AIZUマウン

トエクスプレス号」と「お座トロ展望列車」

内で販売中です。 

 このお酒は、会津産酒米「美山錦」と磐

梯山の伏流水を使い栄川酒造（えいせん）

さんが醸造したものです。呑みきりサイズ

の180ml瓶とあかべぇがデザインされた塗

り升がセットになっています。旅の記念や

お土産品に是非お買い求めください。 

 

 販売箇所 

 ・AIZUマウントエクスプレス号 

     （３号、４号）車内販売 

 ・お座トロ展望列車車内売店 

 ・会津田島駅売店「やまびこ」   

 

 販売価格 1,000円（税込) 

  

 

 

 ●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種類の記念乗車券好評発売中！ 

 

 

 

 

 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 

 ■発売額 

  1セット硬券３枚  

     810円（税込） 

http://aizutetsudo.sakura.ne.jp/mag_img/150415/image011.pdf
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 ■発売箇所 

 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、 

 会津鉄道本社、 

 オンラインショップばすのみせ  

⇒ http://buschanshop.com/products/detail.php?product_id=103 

 

    詳しくはこちらから 

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

 
 

『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 

 ■発売額 

  1セット硬券３枚  

     1,000円（税込） 

 ■発売箇所 

 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、 

 会津鉄道本社、 

 オンラインショップばすのみせ  

⇒ http://buschanshop.com/products/detail.php?product_id=104 

 

    詳しくはこちらから 

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

 

 

 

 

 

 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.aizutetsudo.jp/info/?p=132


      会津エリア全体（極上の会津） 

⇒ http://www.aizu-concierge.com/ 

⇒ 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、 

         会津・日光フリーきっぷ 

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

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

⇒ 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） 

      日光・鬼怒川エリア（日光観光協会） 

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

⇒ 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 [花の王国ふくしま] 

 ●花の名所を巡ってスタンプを集めよう！ 

   花の王国ふくしまスタンプラリー 

 

 

 

 

 

 「花の王国ふくしまキビタンフラワー

スタンプラリー2015」は、福島県内 218ヶ

所の花の名所を巡るスタンプラリーで

す。開催期間は 3/21（土）から 6/30（火）

まで。スタンプを集めて応募すると、福島

県内旅館ホテル宿泊券や福島県の特産品

など豪華賞品が抽選で 1,111 名様に当た

ります。 

 本年は、4～6 月のふくしまデスティネ

ーションキャンペーンの特別周遊企画と

して、花の名所、当選者数が過去最大に！ 

他にも王様キビタンスタンプ押印先着

200名様に「オリジナルデザイン王様キビ

タンステッカー」プレゼントなど、楽しさ

盛りだくさん！ 皆様のご参加を心より

お待ちいたしております。 

 ■お問い合わせ 

  キビタンフラワー 

⇒ http://hana-fukushima.jp/ 

  スタンプラリー運営事務局 

⇒ http://hana-fukushima.jp/ 

   （株式会社山川印刷所内） 

  TEL：024-563-6902 
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 ●春の会津は楽しいイベントが目白押し！ 

   極上の会津 2015年 4月～6 月イベントカレンダー  

 

http://www.aizutetsudo.jp/pdf/20150312_01.pdf 

 

［編集後記] 

 「ふくしまデスティネーションキャンペーン」は花をテーマにしているくらい、福島

県には花の名所が沢山あります。桜の花は太平洋側のいわき市から尾瀬の玄関口檜枝岐

村まで約２ヶ月間にわたって県内のどこかで楽しめます。是非、春を楽しみに会津へお

越し下さい。 
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