
みりょくある関東の地域鉄道
～地域鉄道沿線から行ける～

各社とも車内換気、除菌・抗菌やお客様へのマスク着用のお願い、社員のマスク着用、イベント開催時
には間隔を空けたり、検温等を実施するなど、安心してご利用いただけるようコロナ対策に取り組んで
おります。また、ご利用される皆さまにもコロナ感染拡大防止にご協力をお願いします。

※イベント開催等について、
コロナの影響等により変更される場合もありますので、
詳しくは各社ＨＰ等でご確認ください。



★関鉄ビール列車
７月１７日(土)、１８日(日)、８月２１日(土)、２２日(日)予定

(予約方法 関鉄観光にて告知後電話受付）

★乗車会、撮影会 ７月中旬 (予約方法 関東鉄道ＨＰ)

★竜ケ崎駅前ビールまつり ８月７日予定 (竜ケ崎市他共催 自由参加)

★記念乗車券発売 ８月予定

■ 関東鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
鬼怒川サイクリングロード(水海道駅から自転車で約5分)

・サイクルトレイン運行中 水海道～大田郷間 9：30～14：30
・無料レンタサイクル 水海道駅 5台、下妻駅 5台

〇おすすめイベント
竜ケ崎コロッケアンテナショップ「りゅうころ」
７月２４日(土)、８月２８日(土) 11：00～16：00 (売り切れ次第終了)

■ その他おすすめ

☆常総線１日フリーきっぷで行く得店キャンペーン
・協賛店舗で常総線１日フリー切符を見せると割引等の特典が受けられます。
(2021/4/22～2022/3/31)

☆夏のお出かけ！キャンペーン
・土休、祝日のみ対象の常総線１日フリーきっぷが期間中の平日(7/22～8/31)も使用
できます。(得店キャンペーンも利用可能)

☆常総線アートトレイン
・沿線幼稚園、小学校の児童の塗り絵を掲出した車両を運行します。
(土休日の運行は指定・関東鉄道ＨＰ参照)、 7/16～8/15(つくばみらい市)、8/16～9/15(常総市)

■ 便利でお得なきっぷ情報

👈〇常総線１日フリーきっぷ
・大人 1,500円 小児 750円 有人駅窓口で販売

👈〇竜鉄コロッケ☆フリーきっぷ
・500円 有人駅窓口で販売

関東鉄道

鹿島臨海鉄道 ★ラッピングトレイン（運行はHPでご案内）

※予約不要・コロナウイルス感染症拡大防止対策として
現在、運行スケジュールの掲載を中止しています。

■ 鹿島臨海鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
・大洗サンビーチ海水浴場開設（7/22(木)～8/22(日))

遠浅で澄んだ水と広いビーチが続く美しい海岸で、家族連れに人気です。
また、ユニバーサルビーチとして、障害を持った人でも安全に海水浴が
楽しめるよう水陸両用の車椅子の無料貸し出しや、専用駐車場、更衣室
などを完備しています。
(大洗駅から徒歩約20分/大洗駅から循環バスで約10分/大洗駅からレンタサイクルで約10分)

〇おすすめイベント
◆宴夜inアクアワールド大洗 ～大人のためのナイトアクアリウム～ (大洗町 アクアワールド大洗水族館)

7/17(土)・31(土)、8/21(土) ※事前予約制 1日500組限定 https://www.aquaworld-oarai.com/enya/

・地元大洗「月の井 純米大吟醸 山田錦」、常陸太田市「松盛 純米吟醸 LA VIE EN ROSE」、
筑西市「来福 純米吟醸 愛山」の地酒3種飲み比べ

・夜のオーシャンライブ (大洗駅から循環バスで約15分)

◆トリックアート展in鹿嶋(鹿嶋市 鹿嶋市商工会館)

7/22(木・祝)～8/5(木) https://www.ibarakiguide.jp/events/events-161421.html
トリックアート展のほか、ダンボール迷路、世界のカブト虫クワガタ展など家族で楽しめるイベント

(鹿島神宮駅から徒歩約10分)

(写真提供):(一社)大洗観光協会

■ その他おすすめ
☆夏といえば海。
大洗駅は、港町にありますので、海水浴場のほか、
海の幸を楽しめるお店がたくさん。
商店街も元気ですので、街歩きも楽しいです。
大洗駅隣接のうみまちテラスの電動レンタサイクルで
楽々観光を楽しめます。

神磯の鳥居 今が旬の岩牡蠣 大洗マリンタワー
(写真提供):(一社)大洗観光協会

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇ねんりんキップ
・1,500円 大洗駅ほかで販売

https://www.aquaworld-oarai.com/enya/


真岡鐵道

ひたちなか海浜鉄道
■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
・アクアワールド大洗
５８０種６８，０００点もの海の生物と出会える海沿いに面した大型水族館。
約５０種類のサメや海の中にいるような大水槽は必見です。 (那珂湊駅から徒歩２５分、バス７分)

・那珂湊おさかな市場
新鮮な魚介類を安く販売しているほか海鮮レストランや
回転すし店なども軒を連ねる年間１００万人以上が訪れる観光スポットです。

(那珂湊駅から徒歩１０分)

・ひたちなか開運鐵道神社＆ほしいも神社
長年にわたり湊線を走り引退した車両そのものをご神体として誕生しました。
また近くには鳥居が黄金に輝くほしいもを祀ったほしいも神社もあり
阿字ヶ浦にはユニークな神社が点在しています。 (阿字ヶ浦駅)

■ その他おすすめ

◆期間限定！(令和４年１月１０日まで)今なら１日フリー切符を
1,000円のところ600円で割引販売しております。
勝田から那珂湊までの往復だけでもこちらがおトクです。

◆勝田駅、那珂湊駅の切符、グッズ購入においてpaypay、auペイ、
メルペイ、d払いのキャッシュレス決済が可能になりました。
(那珂湊駅のみクレジットカードも使えます。)

◆フリー切符は上記のほかにも硬券バージョンや
鉄道むすめ(殿山ゆいか)、路娘(涼風みなと)の
コラボバージョン等様々な種類を取り揃えております。

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇湊線１日フリー切符
・大人 1,000円 小人 500円
勝田駅、那珂湊駅、各駅券売機

■真岡鐵道のおすすめ

★御朱印めぐり
真岡鐵道と沿線神社６社の開催
御朱印受付箇所 真岡駅窓口(9:00～17:00)
開催日：５月～(終了時期未定)

★ＳＬもおか号 運転再開
８月７日(土)～ 土日運転(一部祝日も運転)
ホームページでの事前予約制 予約開始(1ヵ月前の9時から2日前の23時55分まで)

https://www.moka-railway.co.jp/sl-yoyaku/

〇おすすめイベント
・夏休みＳＬ教室 (令和３年８月９日、２８日)

・各回４０組(当日ＳＬ列車茂木到着後、茂木駅改札前にて受付) 無料
・小学生以下の方が参加される場合は、保護者同伴必須。
・ＳＬ各部の名称や動く仕組みをもおかＳＬ倶楽部の先生がわかりやすく
教えてくれます。 (茂木駅構内)

・親子ＳＬ写真教室
・参加者全員の氏名・住所・連絡先を下記事務局まで電話もしくはメールにて申込
・真岡線SL運行協議会事務局 0285-82-9151 e-mail:furusatoshinkou@hagakouiki.jp
・真岡駅周辺でSLや展示車両などの写真を撮りながら、親子で楽しく写真撮影の
マナーを学べる教室を開催します。 (ＳＬキューロク館集合(真岡駅徒歩0分))

■ その他おすすめ
★ラッピング車輌について

現在３両が運用中。(限定での運用は行っていないため、当日のお楽しみ)

①いちご日本一ラッピング
…14-1号車

②いえにいるただそれだけでいい
ラッピング…14-9号車

③真岡線全線開通１００周年
ラッピング…14-5号車

全車両(９両)に全線開通１００周年
ヘッドマーク掲出中(2021/12/15まで)

弊社HP https://www.moka-railway.co.jp/
ＳＬ予約ページ https://www.moka-railway.co.jp/sl-yoyaku/
キューロク館ホームページ http://sl-96kan.com/

↑下館寄り

↑茂木寄り

〇おすすめスポット
・ＳＬキューロク館
ＳＬの走るまち拠点施設としてオープンした「ＳＬキューロク館」。
名前の由来である９６００形蒸気機関車をはじめとするレトロで情緒あふれる車両たちが
展示されています。
２０１５年９月より「デゴイチ」の愛称で親しまれているＤ５１形蒸気機関車が展示開始。
「キューロク」と「デゴイチ」の圧縮空気で動くＳＬとして、二台とも余生を過ごしています。

(真岡駅徒歩０分)

■ 沿線のおすすめスポット情報

■ 沿線のおすすめイベント情報

https://www.moka-railway.co.jp/sl-yoyaku/
https://www.moka-railway.co.jp/
https://www.moka-railway.co.jp/sl-yoyaku/
http://sl-96kan.com/


わたらせ渓谷鐵道

■ わたらせ渓谷鐵道のおすすめ① 鉄印帳

★「鉄印帳の旅」
全国40社の第三セクター鉄道等協議会加盟会社の駅窓口で、
乗車券と「鉄印帳」を提示して記帳料(300円～)を支払うと、
各社のオリジナル印「鉄印」がもらえます。
わたらせ渓谷鐵道では、相老駅・大間々駅・通洞駅の窓口
で取り扱っています。
期間限定の特別鉄印あじさい版や１周年記念版も発売して
います。

■ わたらせ渓谷鐵道のおすすめ② ハシ鉄

★トロッコ列車がお箸になりました！
列車の形をしたお箸「ハシ鉄」。

わたらせ渓谷鐵道のトロッコ列車が
お箸になりました！
かわいい見た目ながら、細部まで描かれた製品は、
眺めているだけでも楽しくなります。
自分用に、プレゼントに、コレクション用に、お土産に、
ぜひおひとついかがでしょうか。

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
沢入駅構内
・地元のボランティアの方の手で、沢入駅構内に約2,200本のアジサイが植えられています。
毎年7月上旬～中旬には、青や紫など色とりどりのアジサイが咲き揃い、
お客様の目を楽しませています。
(わたらせ渓谷鐵道沢入駅下車徒歩0分)

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇一日フリーきっぷ
・大人 1,880円 小児(小学生) 940円👉
桐生・相老・大間々・通洞・足尾の各駅、
JTB各支店、東武トップツアーズ各支店、
日本旅行各支店、近畿日本ツーリスト各支店で販売

★ニッコウキスゲ・尾瀬沼ハイキング ７月２３日（金）
(お申込み受付中 参加方法は弊社HPをご確認ください)

■ 野岩鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報〇おすすめスポット
・塩原温泉郷 竜化の滝
上三依塩原温泉口駅よりゆ～バスで約30分。徒歩5分で竜化の滝入口

・龍王峡渓谷 (特に虹見橋、むささび橋、浜子橋からの眺望は必見！)
龍王峡駅より龍王峡歩道入口まで徒歩3分。

■ その他おすすめ

☆企画乗車券(販売場所:野岩鉄道有人駅、野岩鉄道車掌)

◆「野岩鉄道・会津バス尾瀬往復割引きっぷ」
(大人:5,600円、小児:2,810円)

及び
「野岩鉄道・会津バス尾瀬片道割引きっぷ」

(大人:2,800円、小児:1,410円)

◆「野岩鉄道・たかつえゴルフenjoyきっぷ」
(大人:1,540円)

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇会津鬼怒川線フリーきっぷ
・大人 2,100円 小児 1,060円 野岩鉄道有人駅、野岩鉄道車掌

野岩鉄道

■ わたらせ渓谷鐵道のイベント

★トロッコわっしー号を運転します。
https://watetsu.com/train/torowasshi.php

運転日等については、ＨＰをご覧ください。
大間々駅： 0277-72-1117

https://watetsu.com/train/torowasshi.php


上毛電気鉄道

上信電鉄

■ 上毛電気鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報
〇おすすめスポット
沿線には、古墳が多く存在しております。中でも大室古墳群は
素晴らしいものがあり、訪ねて古代のロマンに触れてみては
いかがでしょうか。粕川駅から約4kmです。サイクルトレイン、
レンタサイクルと組み合わせてサイクリングを楽しんでは
いかがでしょうか。

〇おすすめイベント
毎月大胡車庫で「運転体験」を実施しております。
７月１７日(土)、８月２１日(土)  ７００形２往復体験です。
当日赤城駅集合受付
大 人:9,000円、
小中人:8,600円(保護者同伴が原則、同伴者:3,800円要予約)

■ 便利でお得なきっぷ情報
〇赤城南麓１日フリー切符
・大人 1,300円 小人 650円
中央前橋駅、大胡駅、赤城駅、西桐生駅、本社営業課で販売

👉

★サイクルトレイン
◆使用できる日時・列車
【土曜日・日曜日】高崎発 7時10分～14時27分の下仁田行き全列車

下仁田発 7時25分～14時40分の高崎行き全列車
【平日】 高崎発 9時25分～14時27分の下仁田行き全列車

下仁田発 9時42分～14時40分の高崎行き全列車
◆使用できる駅
高崎(上信電鉄)・吉井・上州福島・上州富岡・下仁田の各駅
(予約方法:電話での問い合わせ)

★ぐんまちゃん列車
◆通年運行
(不定期・電話でのお問い合わせ)

■ 上信電鉄のイベント情報 ■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
◆こんにゃくパーク
こんにゃくの製造から歴史、雑学など見どころいっぱい工場見学。
こんにゃく料理が食べ放題の無料バイキングを楽しむことができるほか
体験キッチンコーナーではこんにゃく作りにチャレンジできます。
また、ソフトクリームを食べながら5つの足湯(無料)に入る幸せも
味わうことができます。(上州福島駅から車で10分)

◆群馬サファリパーク
園内は自家用車や園内周遊バスなどで一周でき、雄大な敷地に放し飼い
にされた約100種1，000頭羽の野獣、野鳥を自然の姿のままで観察する
ことができます。
また、日本で唯一、スマトラゾウの飼育・展示をしています。
アミューズメントには、動物ふれあいコーナーやリトルファーム、
バードパーク、遊園地もあります。(上州富岡駅から車で約15分)

■ 沿線のおすすめ情報
〇その他のおすすめ
■704・754車両…
元JR東日本107系の700形電車を
JRカラーにして運行中。

👉

■世界遺産へのアクセスが便利…
富岡製糸場(上州富岡駅下車)、荒船風穴(下仁田駅下車)
世界の記憶「上野三碑」(根小屋・西山名・吉井)

■１日フリー乗車券(高崎～下仁田間乗り降り自由) 👉

■上信電鉄HP：https://www.joshin-dentetsu.co.jp/

■ 便利でお得な
きっぷ情報

〇富岡製糸場見学
往復割引乗車券

・大人 2,200円 子供 840円
高崎駅・上州富岡駅で販売

★ラッピングトレイン
・7月上旬から8月まで群馬県警とコラボして、桐生市立相生小学校
の児童に「交通安全」標語を応募していただき、風鈴に交通安全
標語短冊を取付た涼しい音色を奏でた風鈴電車を走らせます。
また通年電車内を海に見立てた水族館電車を運行しております。
(毎日運行時間が変わります。お問い合わせください)

★サイクルトレイン
・平日の朝のラッシュ時間を除いて通年実施をしております。

(普通運賃でご利用できます)



銚子電気鉄道

小湊鉄道

★キハ40臨時夜行運行
7月土曜日開催 (事前予約・弊社ＨＰより)

★房総里山トロッコ列車 朝トロ・ゆうトロ
トロッコ運行日の基本土日祝 (事前予約・弊社ＨＰより)

★房総里山トロッコ列車 夜トロ
7月～10月上旬金曜日開催(一部実施しない日がございます)
(事前予約・弊社ＨＰより)

■ 小湊鉄道のイベント情報

■ その他小湊鉄道のおすすめ

◆令和3年3月24日にこみなと待合室がオープンしました。
場所はJR五井駅東口徒歩1分。
暑い日、寒い日、雨の日もご不便なく快適にお過ごし頂ける
待合室を目指し、 リノベーション工事を行いました。
オリジナルブレンドコーヒーなどを取り揃えております。
鉄道・バスがくるまでの待ち時間や少し一休みしたいとき
などいろいろな形でご利用頂けます。
詳細は小湊鉄道ホームページからご覧いただけます。
https://www.kominato.co.jp

■ 便利でお得な
きっぷ情報

いすみ鉄道
■ いすみ鉄道からお知らせ

旅前に購入できるモバイルチケットを販売します。
本サービスの提供により、ご利用者は、キャッシュレスで
いすみ鉄道の1日乗車券を購入いただけるようになります。
チケット購入のための券売所探しや時間にとらわれることなく、
スマートフォン1つでいすみ鉄道に乗車することができます。
なお、アプリは、日本語・英語の2か国語で対応しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症による環境の変化を受け、
通常は窓口で紙のチケットの購入が必要だったところ、接触機会
を最小限に抑え、ご自分のスマートフォンで購入から利用まで
完結します。
これにより、ご利用者と事業者の安全・安心を守ることにも
繋がり、窓口での混雑緩和が図られ、且つ感染リスクの低減にも
繋がります。

■ 便利でお得なきっぷ情報
〇いすみ鉄道1日フリー乗車券

(平日用) 大人 1,200円/小人 600円

〇いすみ鉄道1日フリー乗車券
(土休日用) 大人 1,500円/小人 750円

◆ジョルダン「乗換案内」アプリ内で販売

■ 銚子電気鉄道のイベント情報

★ピンクニュージンジャー号
定期列車として運転中です。
https://www.choshi-dentetsu.jp/event/2150/
運転日等については、お問合せをお願い致します。
仲ノ町駅： 0479－22－0399

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
◆屛風ヶ浦
住所 : 銚子市潮見町
銚子市名洗町からお隣、旭市の刑部岬まで約10キロメートルにわたり
40メートル～50メートルの断崖が続きます。
地面が切り取られたかのような切り立った断崖が続くさまは、
英仏海峡のドーバーの「白い壁」にも匹敵するといわれ、
「東洋のドーバー」とも呼ばれています。
実は、映画やテレビドラマ、CMなど、さまざまなメディアにも
たびたび登場しています。
2016年3月には、国の名勝と天然記念物に指定されました。
夕方の屏風ケ浦は絶景です。
一社）銚子市観光協会ホームページ https://www.choshikanko.com/
(銚子電気鉄道線：外川駅より徒歩20分)

◆長九郎稲荷神社
住所 : 銚子市長崎町10744付近
江戸時代の頃、紀州から移り住んだ長九郎という漁師が、
この素晴らしい土地に子孫を住まわせたいという思いと
銚子の魚の豊漁を願って京都の伏見稲荷大社を勧請（かんじょう）し、
お稲荷さんを建てました。
銚子の人はこの稲荷のことを長九郎稲荷と呼んでいましたが、
いつしか訛って「ちょぼくり稲荷」と呼ばれ親しまれるようになりました。
一社）銚子市観光協会ホームページ https://www.choshikanko.com/
(銚子電気鉄道線：外川駅より徒歩10分)

〇おすすめイベント
◆映画「電車を止めるな！」絶賛上映中！！
今年7月に創業98年を迎えました。関東最東端の街で、通勤・通学、
そして観光のお客様を乗せて走り続けてきました。
しかし近年はモータリゼーションの発展、沿線人口の減少による
業績悪化に悩まされ、鉄道事業は年々厳しさを増しています。
こうした状況を改善すべく、ぬれ煎餅の製造販売、
そして「経営状況がまずい」ので『まずい棒』、
「経営がサバイバル」なので『鯖威張るカレー』を販売。
しかしながら台風襲来、追い打ちをかけるようにコロナ禍に見舞われ、
運転資金に事欠くほどの事態に陥りました。
老朽化した変電所の大規模修繕も控えており、その資金を用意できなければ、
いずれ電車は止まってしまいます。
銚電を必要とする人たちのためにこれからも電車を走らせ続けたい…。
そんな想いから、映画『電車を止めるな！』を制作いたしました。
映画『電車を止めるな！』ホームページ https://www.dentome.net/

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇弧廻手形 (１日乗車券)
大人 700円/小児 350円
銚子駅を除く仲ノ町、笠上黒生、犬吠、外川の
有人駅及び列車内

■ 銚子電気鉄道からお知らせ

◆仲ノ町車庫見学
仲ノ町駅に隣接する車庫を見学することができます。
他社では簡単に見学できない車庫を堪能して下さい！ 見学可能時間：8:00～16:00
※但し、検査状況によって見学できない場合もございますので、ご了承ください。
見学に際して入場券150円が必要です。
銚子電気鉄道株式会社ホームページ https://www.choshi-dentetsu.jp/railway/1879/

流鉄

〇１日フリー乗車券
・大人 1,840円 小人 920円
有人駅若しくは車掌から
お買い求めください。

■ 便利でお得な
きっぷ情報

〇流鉄流山線
一日フリー乗車券
大人 500円/小児 250円

■ 沿線のおすすめ情報
〇おすすめイベント
◆千葉県の県民の日東葛飾地域行事「チーバくんと解く！東葛６市
のナゾ」が６月１５日～８月３１日まで開催されています。
流鉄流山線では流山駅・平和台駅に「暗号」と「ヒント」が
示されたスタンドを設置してます。
◆まつど魅力再発見 デジタルスタンプラリー
６月２５日～１０月３１日まで開催されています。流鉄流山線
では小金城趾駅にQRコードを印字したスタンプ台を設置してます。

https://www.kominato.co.jp/
https://www.choshi-dentetsu.jp/event/2150/
https://www.choshikanko.com/
https://www.choshikanko.com/
https://www.dentome.net/
https://www.choshi-dentetsu.jp/railway/1879/


江ノ島電鉄

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
江の島シーキャンドルからの夕景
・江の島のシンボル「江の島シーキャンドル」。
海抜100ｍに位置する
展望デッキからの夕景は、
遠くに富士山を望み、
江の島で一番の夕景スポットが
望めます。
また、日没とともに訪れる
湘南の夜景も絶景です。
(江ノ島駅)

〇おすすめイベント
江の島灯籠2021
・江の島の伝説『天女と五頭龍』を
モチーフとした様々な灯籠が江の島
島内を燈します。
また、江島神社のライトアップも
実施されます。
詳しくはこちら
https://enoshima-seacandle.com/
開催場所 江の島島内、龍口寺他
(江ノ島駅)

■ その他のおすすめ情報

★のりおりくん＆長谷寺拝観セット券
発売価格 大人 970円 小児 490円
2021年、鎌倉長谷寺のご本尊「第十一面観世音菩薩」は造立1300年を
迎えました。これを記念いたしまして、
「のりおりくん＆長谷寺拝観セット券」をお得な価格で
発売中です。
なお、本券は無病息災を祈念して長谷寺にて祈祷を行っております。

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇一日乗車券「のりおりくん」
各駅券売機及び窓口で発売中 大人 650円/小児 330円

箱根登山鉄道

★100形車オリジナルグッズ好評発売中！
2021年3月に新発売(箱根湯本駅・強羅駅・早雲山駅)

■ 箱根登山鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
・出山の鉄橋
塔ノ沢駅発車後通過。登録有形文化財として認定。
(箱根湯本駅より乗車約7分)

・スイッチバック
急な山を登るため、方向を変えながらジグザグに進む方法。
箱根湯本から強羅までの間、3回のスイッチバックを行います。

■ その他のおすすめ情報

◆箱根登山電車 ONLINESTOREにて、ご自宅からでもグッズや鉄道部品が購入できます。
URL: https://htr-merch.stores.jp/

★＜冷たくておいしい！夏のおすすめスイーツ＞
◆「箱根大学いもソフト」
特製メープルみつと黒ゴマ、さらに大学いもをトッピング。まさに大学いも！なオリジナルソフトです。
店名：箱根おいも大学前 アクセス：箱根登山鉄道 箱根湯本駅構内(2階改札外) 価格：500円（税込）
URL: https://www.hakone-teramisu.com/

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇トコトコきっぷ
販売場所：箱根登山鉄道各駅(無人駅除く)、

早雲山駅、小田急小田原駅
価格：大人 1,570円/こども 790円

伊豆箱根鉄道
★伊豆箱根鉄道 2022カレンダー写真募集

2021年6月1日(火)～7月31日(土)まで必着
詳しくは → http://www.izuhakone.co.jp/railway/news/12173/index.html/

■ 伊豆箱根鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇大雄山線１日フリー乗車券「金太郎きっぷ」
販売場所：大雄山線有人各駅
価格：大人(中学生以上) 560円/

小人(小学生) 280円

■ その他のおすすめ情報

〇グルメ・お土産
最乗寺へおいでの際は、バスを
降りてすぐの道了尊売店で、
天狗伝説にちなんで
天狗せんべい等のお土産や
天狗そばはいかがでしょうか。

天狗そば

〇おすすめスポット
・大雄山最乗寺
天狗伝説のある大雄山最乗寺は登山気分で登れるパワースポット。
境内には多くの下駄が奉納されており、参道は杉並木が茂って
緑豊かな四季が感じられる場所です。 (大雄山駅からバスで10分)

※藤沢市及び神奈川県内における新型コロナウイルス
感染症の感染状況等を鑑み８月７日(土)以降中止。

https://enoshima-seacandle.com/
https://htr-merch.stores.jp/
https://www.hakone-teramisu.com/
http://www.izuhakone.co.jp/railway/news/12173/index.html/


秩父鉄道

■秩父鉄道のおすすめ
★えきdeサマーマルシェinながとろ
長瀞駅前にて沿線のお土産、農産物等を販売します。
開催日：７月３１日(土)

８月 ７日(土)
１３日(金)
１４日(土)
２１日(日)
２８日(土)

開催時間：10:00～15:30

■ 沿線のおすすめ情報

〇おすすめスポット
◆ＳＬパレオエクスプレス
2021年は12月5日（日）まで、土日祝日を中心に
「SLパレオエクスプレス」（一日1往復：熊谷-三峰口間）を運行
しております。車窓から四季折々の秩父路をお楽しみください。
また、2021年のＳＬは全席指定席で運行しております。
ご予約は秩父鉄道ＨＰ内「秩父鉄道ＳＬ予約システム」サービス
をご利用ください。(ＳＬ始発駅熊谷駅)

◆長瀞ラインくだり
荒川の流れを和船でくだる、
夏の定番「長瀞ラインくだり」。
水量が多いときは、水しぶきも
楽めるかもしれません。

運が良ければ、
長瀞ラインくだりを楽しみながら
荒川橋梁を渡る
ＳＬパレオエクスプレスを
見ることができます。
(長瀞駅から徒歩１分)

■ その他のおすすめ情報

◆電気機関車5色記念乗車券
秩父鉄道を走る電気機関車の人気カラー5色をＣ型硬券にしました！
発売期間：7/23(金)(祝)～9/5(日)
発売箇所：羽生、熊谷、武川、寄居、長瀞、秩父、御花畑、

三峰口の各駅窓口、ちちてつe-shop(通信販売)
金額：2,020円

◆超平和バスターズトレイン 誕生記念乗車券
発売期間：7/7(水)～9/30(木)
発売箇所：羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑、

三峰口の各駅窓口、ちちてつe-shop(通信販売)
金額：1,200円

■ 便利でお得な
きっぷ情報

〇秩父路遊々フリーきっぷ
販売場所：秩父鉄道各駅窓口

価格：大人 1,600円/
小児 800円

富士急行

■富士急行のおすすめ
★サイクルトレイン実証実験
実施時期：７月２６日(月)～９月３０日(木)※期間延長
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=534

★修理工場潜入オンラインツアー
実施時期：７月１８日(日)14:00～15:30頃(終了時間は未定)
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=537

★富士山駅誕生１０周年記念イベント
https://www.fujikyu.co.jp/data/news_pdf/pdf_file2_1625102950.pdf

■ 沿線のおすすめ情報
〇おすすめスポット
◆田原の滝 自然、絶景、写真スポット(十日市場駅より徒歩5分)

◆新倉山浅間公園(忠霊塔) 神社仏閣、富士山ビューポイント、桜の名所(下吉田駅より徒歩25分)

◆富士急ハイランド(富士急ハイランド駅直結)

◆～河口湖～富士山パノラマロープウェイ
◆河口湖遊覧船「天晴」(河口湖駅より徒歩15分)

〇おすすめイベント
◆富士山駅誕生１０周年記念弁当(記念硬券入場券付き)の販売
販売開始 2021年7月6日（火）～
予約 TEL：0555-23-8972（めし屋 仙瑞）※予約制 限定200食
価格 1,500円（税込）
販売場所 富士山駅ビル百貨店Q-STA 3階「めし屋 仙瑞」
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=539

◆富士山駅１０周年記念列車の運行
10 周年記念ヘッドマークを付けた特別記念列車を運行中。
9 月には、沿線の幼稚園、保育園の子どもたちが描いた
「富士山こども絵画展」の作品も電車内に掲出いたします。
運行期間：2021 年 9 月 1 日（水）～9 月 30 日（木）

■富士山駅誕生 10 周年記念
「ふじやま織」織物入場券

富士山の麓で1000年以上続く織物「ふじやま織」
は、先染め、細番手、高密度、多品種を特徴と
した地元富士吉田が誇る特産品です。
「光織物」のオリジナルテキスタイル(布地の
デザイン)を使用したカラフルで可愛らしい
織物きっぷを販売。
価 格 1,500 円(予定)
サイズ はがきサイズ(100 ㎜×148 ㎜)
販売開始 2021年8月中旬予定

■富士山駅誕生 10 周年記念
入場券セット

富士急行線の人気観光電車「富士登山電車」や
「富士山ビュー特急」を手掛けた工業デザイナー
水戸岡鋭治氏が台紙をデザインした、
オリジナルの記念入場券セットを販売
価 格 1,300 円(税込)
販売開始 2021年7月31日(土)

■ その他のおすすめ情報

■ 便利でお得なきっぷ情報
〇「Ｑ-ＳＴＡお買物きっぷ」
販売場所：富士急行大月駅、

都留文科大学前駅、富士山駅、
富士急ハイランド駅、河口湖駅
８月１日～８月３１日まで
さらにお得キャンペーン

〇「富士山五合目フリーきっぷ」
登山バスにも乗車可能で、大月駅からこの
きっぷ１枚で五合目まで行くことができる便利
でお得な乗車券です。
大人 3,800円/小人1,900円
販売場所：富士急行線大月駅

JＲ東日本びゅうプラザ(駅たび商品)

購入はこちら「富士急のりもの百貨店」

https://fujikyu.theshop.jp/

https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=534
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=537
https://www.fujikyu.co.jp/data/news_pdf/pdf_file2_1625102950.pdf
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=539
https://fujikyu.theshop.jp/


伊豆急行
■ 伊豆急行のイベント情報
★伊豆急レンタサイクル「伊豆ぽた」
通年実施(※水曜日不定休) 予約方法：伊豆急ＨＰ
■伊豆ぽたSTATION伊豆高原 9:30～13:00 14:00～16:30
■伊豆ぽたSTATION下田 9:30～13:00 14:00～17:00

★ありがとう185系記念乗車券 2022年3月31日(木)まで

販売内容 2,360円硬券乗車券8枚とオリジナルポストカード8枚
販売時間 6:00～19:00 購入特典 185系特性アルバムプレゼント
販売箇所 伊豆高原駅、伊豆急下田駅

★ピスケ＆うさぎラッピング電車 2022年9月5日(日)まで

運行時間 日にちによって異なります。※運休日あり
普通列車として運行中

■ 沿線のおすすめ情報
〇おすすめスポット
・大室山
標高５８０メートルの国指定天然記念物で、山頂まではリフトで約６分の空中散歩をお楽しみください。
山頂からは、富士山をはじめ南アルプス、伊豆七島、房総半島まで見渡すことができます。
(伊豆高原駅から車(バス)で約15分)

・龍宮窟（伊豆急下田駅下車）
洞窟を見下ろすとハート型の地形が出現！話題のハートスポットとして多くの人が訪れます。
二人の絆を深めたい、二人の愛に感謝したい、お友達や家族の絆を深めたい方々、
神秘の洞窟と話題の龍宮窟へお越しください。(伊豆急下田駅から車(バス)で約15分)

〇おすすめイベント
・下田の美しい海
下田市の殆どの海岸が、環境省の水質調査で水質ＡＡ（極めて水質の良好な水浴場）
に指定され、名実共に「青い海・白い砂浜」であることが実証されています。
静岡県の海水浴場水質調査結果では、毎年下田市の海水浴場のほとんどが、水質が
極めて良好なAAまたはAと発表されました。

・伊東市内「夏の花火大会」
伊東温泉では7月～8月の2ヶ月の間で約20回の花火大会の開催を予定しております。
8月10日の花火大会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
従来の内容を変更し、20分間の小規模（伊東温泉「夢花火」と同規模）な花火大会
を6日間に分散（8月8日～13日）して開催いたします。
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会津鉄道

■ 会津鉄道のイベント情報

■ 沿線のおすすめ情報
〇おすすめスポット

・大内宿
江戸時代に会津若松と日光今市を結ぶ重要な街道の宿場町として栄え
ました。昭和56年には国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定され、
当時の面影そのままに茅葺屋根の民家が立ち並び、まるで江戸時代に
タイムスリップしたかのような感覚に浸ることができる人気スポット
です。(湯野上温泉駅からバスで20分)

・塔のへつり
浸食と風化を繰り返し、百万年の歳月をかけて作られた景勝地。「へつり」とは
地元の言葉で「危険な崖」を意味していて、切り立った峡谷に木々の緑と大川
(阿賀川)の雄大な流れの景色を楽しむことができる人気スポット。

(塔のへつり駅から徒歩3分)

★お座トロ展望列車
７月11日、17日、22～24日、31日
８月1日、8～13日、15～21日、28日
・予約開始(一か月前)
・予約方法(会津鉄道有人駅、旅行代理店)

■東北ＤＣの一環として、当社お座トロ展望列車
が只見線乗り入れします。
併せて７月からラッピングを一新し
リニューアルします。

■ その他のおすすめ情報

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇大内共通割引きっぷ
→列車乗車券と湯野上温泉から
大内宿へのバス利用券がセット
になったお得なきっぷ
販売場所：会津鉄道各有人駅
価 格： 2,200円

■ 便利でお得なきっぷ情報

〇伊豆満喫フリーきっぷ
販売場所：伊東駅みどりの窓口(改札外)

※8/1～31除く
価格：大人 1,900円/小人 950円


