
各社とも車内換気、除菌・抗菌作業や社員のマスク着用、お客様へのマスクの着用のお願い、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。



関東鉄道HP：https://www.kantetsu.co.jp/

当社は大正11年に創立された鹿島参宮鉄道を前身として昭和40年に
発足し、来年9月に100周年を迎えます！最古の路線は竜ヶ崎線で、
明治33年の運行開始から120年以上、地域を支える鉄道として走り続けています。

沿革(概要)

会社の取り組み

◎「ビール列車」常総線沿線に工場を構える
キリンビール・アサヒビールと協力。
常総線の車窓からの眺めを楽しみながら、
生ビールを楽しめるイベント列車です。
折り返し駅では、地域の特産品販売や
筑波山のガマ口上実演があることも！ ビール列車

◎「常総線ちびっ子アートトレイン」
常総線沿線の保育施設の園児、
小学校の児童のぬり絵作品を
月替わりで列車内に展示

常総線ちびっ子アートトレイン

車両や駅の紹介

〇DD502型
1956年に製造され、常総筑波鉄道（現関東鉄道）に導入された
重量約33.7トンのディーゼル機関車。
現在は水海道車両基地内に留置されています。
導入当初は貨物輸送で、貨物輸送の廃止後も工事用途や
新型車両のけん引などで活躍しました。

〇キハ2401号、2402号
2021年春に昭和を感じさせる
「エモい」カラーに塗装変更！

キハ2401号

〇まいりゅう号(キハ2002号)
つり革にコロッケ！？
と話題になった竜ヶ崎線
の人気車両。

まいりゅう号(キハ2002号)

コロッケ！？

DD502型

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◎フラワープロジェクト（コスモス/守谷）

職員たちが種を蒔いて育てたコスモスが見頃を迎えます

期間：9/18（土）～10/17（日）

◎車両基地公開イベント 11/3（祝・水）

車両展示、30トンクレーンによる車両吊り上げ実演、
軌道自転車乗車体験、グッズ販売など

◎駅からウォークin下妻 期間：10/16(土)～11/14(日)

下妻の古刹と水辺をめぐる期間設定自由参加型ウォーク

◎とくとくスタンプラリー 期間：10/1(土)～12/5(日)

「常総線一日フリーきっぷ」の協賛店をめぐるスタンプラリー

◎竜ヶ崎駅前ビールまつり

駅前アーケード街に龍ケ崎コロッケをはじめ地元グルメの露店が出店！

11月頃

◎体験運転 毎週第2日曜日

本物の車両が運転できる人気イベント！（詳細はHPから⇒https://www.kantetsu.co.jp/event/ex_drive.html）

◆勤行川(ごんぎょうがわ)の鮭の遡上(下館駅から徒歩約20分)
筑西市にある勤行川では、遡上するサケの魚影や産卵の様子を、川岸から間近に見ることができます。遡上の時期は、
おおむね10月下旬から12月上旬頃で、ピークは例年11月中旬です。

◆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)
・サイクルトレイン実施中 水海道～大田郷間 9：30～14：30（ご乗車になる時間）
・無料レンタサイクル水海道駅 5台、下妻駅 5台

◆竜ケ崎コロッケアンテナショップ「りゅうころ」(竜ヶ崎駅前にて開催)
毎月第四土曜日 11：00～16：00 (売り切れ次第終了）

便利でお得な
きっぷ等情報

〇常総線一日フリーきっぷ
販売額(大人 1,500円 小児 750円)

〇竜鉄コロッケ☆フリーきっぷ
販売額(500円)
有人駅窓口で販売

〇「常総線一日フリーきっぷ
で行く得店（とくてん）
キャンペーン！」
「常総線一日フリーきっぷ」
を沿線の協賛店でご提示
いただくと、割引や
プレゼント等のお得な特典
を受けることができます。

〇「竜鉄コロッケ☆フリー
きっぷ」は龍ケ崎コロッケの
150円割引券付き！一日中
竜ヶ崎線が乗り降りできる
お得な乗車券です。

https://www.kantetsu.co.jp/


当社は、鹿島臨海工業地帯の生産品及び原料の輸送を
主たる目的として、日本国有鉄道(現JR貨物)、茨城県、
進出企業の共同出資により、昭和44年4月1日に設立
されました。

昭和45年1月17日、工事施工認可を受け、国鉄北鹿島駅と当社奥野谷浜（おくのやはま）駅間を結ぶ
19.2キロメートルの工事に着手、昭和45年11月12日から鹿島臨港線として営業を開始し、コンテナ貨物
の輸送を中心に鹿島臨海工業地帯の輸送動脈として地域の経済発展に寄与しております。

その後、かねて建設中の国鉄鹿島線水戸駅、北鹿島駅間を国鉄（現JR東日本）に代わって当社が経営
することになり、昭和59年9月11日地方鉄道事業免許を受け、昭和60年3月14日から大洗鹿島線として、
国鉄水戸駅北鹿島 駅（現鹿島サッカースタジアム駅）間53.0キロメートル及び国鉄鹿島神宮駅まで
3.2キロメートルの直通運転の乗り入れをあわせて、56.2キロメートルの旅客営業を開始しました。
普段は通勤・通学・お出かけに便利な列車、地域の公共交通として利用されています。

Jリーグサッカー開催日等には、鹿島サッカースタジアム駅（県立カシマサッカースタジアムは駅前、
徒歩5分です）に列車を臨時停車させ、車両の増結や臨時列車の運行によってお客様の便利な足となる
よう努めています。また、大洗町は茨城県一の観光入込客数のある町であり、サメの種類日本一の
「アクアワールド茨城県大洗水族館」へのお出かけやアニメの聖地巡礼などにも大洗鹿島線をご利用
いただいております。

沿革(概要)と魅力

会社の取り組み
◎ギャラリー列車
鹿島臨海鉄道㈱では、大洗鹿島線を運行する列車
（アクアワールド大洗サメラッピング列車）の車内に
沿線の保育園、幼稚園の絵や学校の写真部の生徒が撮影
した写真を展示するギャラリー列車を実施しています。

鹿島臨海鉄道HP：https://www.rintetsu.co.jp/

ギャラリー列車

◎サイクルトレインの実証実験実施
大洗鹿島線での将来的なサイクルトレインの実現に向け、

鹿島臨海鉄道（株）と大洗鹿島線を育てる沿線市町会議※で連携し、大洗鹿島線での
サイクルトレイン実証実験を行っています。
令和２年には、水戸駅～荒野台駅の区間で、大洗鹿島線では初めて、サイクルトレイン
実証実験を実施しました。
令和３年は、JR東日本千葉支社の運行するB.B.BASEと連携したサイクルトレイン実証
実験の実施を予定しています。

（https://oarai.info/cat1/koutsuu/oaraikashimasen/8338/）サイクルトレイン

イベントや沿線の
おすすめ等情報

車両や駅の紹介

◎6000形
1985年(昭和60年)3月14日、
大洗鹿島線は旅客営業運転を
スタートしました。
大洗鹿島線開業に合わせて
6両を新造した6000形車両。

その後もメイン車両として導入し、最大で19両を保有
しておりました。関東では珍しい転換型セミクロスシート
を備え、貸切列車としても活躍しています。

6000形

◎8000形
開業以来、メイン車両として活躍している6000形の後継車両
として、2015年(平成27年)、新型車両8000形として第1号車
を新造いたしました。全席ロングシートにより乗車定員は135名となり、ドアも3ドア
のため乗降がスムーズになりました。また、低騒音のエンジンや空気バネ式の台車に
より、乗り心地も向上しています。現在は7両が運行しています。

8000形

◎大洗駅
茨城県観光入込客数一位の大洗町
に存する駅です。
アニメにも登場したことからアニメ
とのコラボのパネルやポスター、
巨大タペストリーなど、大洗駅に
降り立ったときから聖地巡礼が
始まります。大洗駅

■ラッピングトレイン
通年実施（運行はHPでご案内）予約は不要です。

○夕日の郷松川（大洗町）
ラムサール条約登録湿地である涸沼湖畔に立地
し、キャンプ場と農産物直売所があります。
ここから涸沼越しに望む夕日は綺麗で10月10日
前後には、涸沼の先に見える筑波山頂に夕日が
沈む「ダイヤモンド筑波山」を見ることができ、
写真家などに人気です。
(涸沼駅から徒歩15分
大洗駅から循環バス12分松川漁港入口下車すぐ)

※イベントについては各沿線市町のHPをご覧下さい。
・（一社）水戸観光コンベンション協会（https://mitokoumon.com/）
・大洗町観光協会（https://www.oarai-info.jp/）
・（一社）鉾田市観光物産協会（https://hokota-tpa.org/）
・鹿嶋市観光協会（http://www.sopia.or.jp/kashima-kanko/）

便利でお得な
きっぷ等情報

〇ねんりんキップ
販売額：1,500円
大洗駅ほかで販売

https://www.rintetsu.co.jp/


ひたちなか海浜鉄道HP：http://www.hitachinaka-rail.co.jp/

ひたちなか海浜鉄道湊線は大正2年に運行を開始した14.3㎞の歴史ある
鉄道です。現役で最古級のディーゼルカーや築100年を超える那珂湊駅、
広大な畑や田園が広がる車窓と東京から特急で1時間少々とは思えない
情景が人々をレトロな世界に導きます。
海浜鉄道ながら車窓からは海はわずかしか望めませんが、沿線には
観光スポットや魚介類や干し芋、那珂湊焼きそばなどといったグルメが
たくさんあり、魅力のつまった路線です。

沿革(概要)と魅力

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◎野菜販売市 １０月3日、１１月７日（毎月第1日曜日）
に那珂湊駅ホームで実施

那珂湊駅で、地元JA、漁協と協力し、
農産物や惣菜を直売しています。

■アクアワールド大洗

580種68000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。

(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。

(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。
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ます。

(阿字ヶ浦駅)

◇国営ひたち海浜公園 コキアカーニバル

海浜公園の秋の風物詩で丘一帯を覆う赤いコキア（ほうき草の一種）が見ごろになるのに
あわせイベントを開催します。(10月～11月上旬頃)

便利でお得な
きっぷ等情報

販売場所：勝田駅、
那珂湊駅、
各駅券売機

◎湊線１日フリー切符

販売価格：大人1000円、
小人500円

◎ひたち海浜公園入園券つき湊線1日フリー切符

販売場所：勝田駅、那珂湊駅

販売価格：大人1100円、シルバー（65歳以上）1000円

＊小中学生は公園入園が無料のため設定はありません。

☆1日フリー切符割引実施中。フリー切符1000円→600円

☆ひたち海浜公園に行くなら入園券のついたフリー切符が
おすすめです。
海浜公園で入園券を買う手間もはぶけ、オトクです。

湊線１日フリー切符
(通常バージョン)

湊線１日フリー切符
(涼風みなと×駅猫おさむ
コラボバージョン)

※アクアワールド大洗HP：https://aqua-world.jp/

※那珂湊おさかな市場HP：http://www.nakaminato-osakanaichiba.jp/

※ほしいも神社HP：https://horide-hachiman.com/

※国営ひたち海浜公園HP：https://hitachikaihin.jp/

http://www.hitachinaka-rail.co.jp/
https://aqua-world.jp/
http://www.nakaminato-osakanaichiba.jp/
https://horide-hachiman.com/
https://hitachikaihin.jp/


真岡鐵道HP：https://www.moka-railway.co.jp/

真岡鐵道は、国鉄時代に廃線が決定した真岡線を存続させるため、
昭和６２年に発足した第三セクター方式の鉄道事業者です。
明治４５年に下館-真岡間が、大正２年に真岡-七井間が、
そして大正９年に七井-茂木間が開通したことで全線開通となりました。
元来は沿線の農作物などを運ぶ貨物路線としての役割もありましたが、
昭和５５年に貨物の取り扱いも終了し、
現在は主に沿線の高校生の足として運行されています。

沿革(概要)

車両や駅の紹介

DE10形ディーゼル機関車1535号機 …
平成１６年にJR東日本から譲り受けた
ディーゼル機関車で、SLもおかの
回送列車牽引などを担当する縁の下の
力持ちです。

モオカ１４形気動車(9両) …
真岡線の普通列車を担当しています。
上半分の市松模様と車体下部の赤い塗装が
特徴的な気動車です。

モオカ１４型気動車

C12形蒸気機関車66号機 …
平成６年に動態復元され、運行を開始
した蒸気機関車です。
昭和８年に製造され日本各地で働いた
老兵です。
週末は元気に真岡線を駆け抜けています。 C12形蒸気機関車66号機

DE10形ディーゼル
機関車1535号機

会社の取り組み

令和２年に誕生した
真岡鐵道初のイメージキャラクター

真岡鐵道では、真岡線沿線の観光
振興を目的として、平成６年から
蒸気機関車牽引の観光列車を運行
しており、平成２５年には真岡駅
東口にSLキューロク館がオープン
しています。

平時であれば、年間を通じてSLで
のイベント列車やキューロク館で
の大規模イベントなどを実施して
いますが、現在は新型コロナウイ
ルス感染症感染の影響で開催を見
合わせています。

◎SLもおか：真岡鐵道公式サイトから事前予約(車両検査、故障、天候などによる運休あり)

真岡鐵道本線をはしるＳＬ列車。毎週土日に１日１往復運行。

◎SLキューロク館車掌車乗車体験：当日乗車券販売(1名300円)

SLキューロク館でＳＬが牽引する車掌車に乗車できます。キューロク(49671号)運行時に実施。

◎SLキューロク館助士席乗車体験：SL運行時に実施。１組1,000円。詳しくはSLキューロク館公式サイトまで。

SLキューロク館で圧縮空気式で動態保存されている２両のSL運行時に、運転台に乗って汽笛を鳴らす体験が
できます。

◎道の駅もてぎ：茂木駅から徒歩10分

真岡線の終点、茂木町にある道の駅。すぐそばを真岡線が通り、SL運行時にはたくさんのお客様が見学に
きます。ゆず塩ラーメンをはじめとした、茂木の名産「ゆず」を活用した食品なども販売しています。

イベントや
沿線のおすすめ等情報

SLもおかと真岡駅

SLキューロク館

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


野岩鉄道HP：http://www.yagan.co.jp/

栃木・福島両県間を結ぶ路線として、両県の旧国名の下野国・岩代国から一文字づつとり、
「野岩線（やがんせん）」と称しましたが、「のいわせん」と誤った呼称で呼ばれる事が
多い事から一般公募により「会津鬼怒川線」と名称されました。
また、東武鉄道線との直通運転を行う事で、利便性及び経済性の向上を図り、第三セク
ター鉄道では唯一の「直流電化線」として全国初の電化線として会津と浅草を結びました。

沿革(概要)

◆雪見列車運行(例年１月～２月運行予定)
◆野岩鉄道冬キャンペーン

(応募ハガキに駅員又は、車掌から入鋏押印
を受けて応募すると、抽選で温泉宿泊券・
ご当地特産品・記念品など豪華プレゼントが
当たります。(１２月１日～３月末日予定))

◆野岩鉄道ウエルカムステーション
(野岩鉄道冬キャンペーン実施中に野岩鉄道有人駅にて、野岩鉄道マスコットキャラクター

「やがぴぃ」と日光市マスコットキャラクター「日光仮面」によるノベルティグッズ等の配布予定。)
◆野岩鉄道オリジナルグッズ、鉄道娘「八汐みより」グッズ、鉄印帳（記帳）を発売中
◆会津・野岩鉄道利用促進協議会との連携によるinstagramを活用したフォトコンテストを実施中
◆南会津着地型観光推進協議会と連携による「まるごと南会津PRフェア」
におけるグッズ販売(例年１１月頃予定)

◆自治会との連携による駅構内へのプランターの設置及び社員によるパンジー植え
◆自治体、公共交通事業者等との連携によるスノーパル23：55の運行
(１２月下旬～３月下旬予定)

会社の取り組み
雪見列車

ウエルカムステーションの様子

社員によるパンジー植えの様子

車両や
駅の紹介

◎上三依塩原温泉口駅は「関東の駅１００選」認定駅です。
駅付近からの紅葉の景観はお勧めです。

上三依塩原温泉口駅
付近の紅葉

◎湯西川温泉駅構内に沿線の
名所、風物等のパネル及び
ブランケットの設置

湯西川温泉駅構内

◎中三依温泉駅前の大イチョウ
は圧巻です。

中三依温泉駅前
の大イチョウ

イベントや
沿線のおすすめ等情報

会津高原散策ハイキング

○９月３日（金）

竜神滝

南会津町鴫山城と
弁天山巡りハイキング

○９月17日（金）

鴫山城跡

黄金の草紅葉・尾瀬沼ハイキング

○10月1日（金）

尾瀬沼

紅葉の川治温泉一周
川治温泉道祖神巡り
ハイキング

○10月29日（金）

川治温泉道祖神巡り

紅葉の龍王峡ハイキング

○11月5日（金）

龍王峡
ハイキング

○塩原温泉郷紅葉スポット

紅の吊橋

○塩原温泉名物スイーツ
「とて焼き」はカステラ
に近い生地のスイーツで、
各店舗ごとに具材は様々
です。

○湯西川温泉「平家の里」内での紅葉景観、「湯西川ダム」
からの眺望はお勧めスポットです

○川治温泉男鹿川沿いは
隠れた紅葉スポットです。男鹿川沿い

○秋季バスツアー
１０月下旬予定
塩原温泉大沼公園
を巡るハイキング
ツアーの予定

※ハイキング等イベントへの参加者募集中
詳しくは弊社ホームページを参照

やまゆりの吊橋

上三依塩原温泉口駅から
塩原バスターミナルまで
路線バスで２０分

○龍王峡：龍王峡入り口から川治温泉街までの遊歩道散策
ハイキング約6Km３時間程。「虹見の滝」

「むささび橋」「大観」からの景観が特におすすめ
龍王峡入り口からむささび橋まで徒歩約３０分

※龍王峡駅から龍王峡入り口まで徒歩約３分

◎会津鬼怒川線フリーきっぷ
販売場所：野岩鉄道有人駅・

野岩鉄道線内の車掌
価 格：2,100円

◎「たかつえスキー場
往復割引きっぷ」

たかつえスキー場及び会津バスを
利用できる割引切符を発売予定
（１２月下旬～３月下旬）
野岩鉄道有人駅・車掌にて発売予定

便利でお得な
きっぷ等情報

http://www.yagan.co.jp/


わたらせ渓谷鐵道HP：https://www.watetsu.com/

足尾銅山の銅を運搬するために設立された足尾鐵道が、
大正元年に桐生から足尾まで開通しました。足尾鐵道はその後国有化
され足尾線となり、鉄道省～国鉄～ＪＲを経て、現在は「わ鐵」の愛称
で親しまれている第三セクターのわたらせ渓谷鐵道になりました。

沿革(概要)

会社の取り組み

◎鉄印帳：乗車券と「鉄印帳」を提示して記帳料（300円～）を支払うと、
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。「鉄印帳」を持って、
全国40ヶ所のローカル線をめぐる「鉄印帳の旅」に出かけましょう。

◎地域の交流：大間々高校と鉄印のコラボ

車両や
駅の紹介

◎1998年からは観光列車「トロッコわたらせ渓谷号」の運転が始まり、2012年に新たに
仲間入りした「トロッコわっしー号」とともに、観光のお客様に人気を博しています。
2011年には、普通列車にも17年ぶりの新型車両が導入されました。

大間々高校コラボ鉄印(完売)

◎渡良瀬川の渓谷美は、ほとんどが鉄道の車窓からしか
見られません。特におすすめの区間は、本宿駅から
水沼駅間と沢入駅から原向駅間です。
本宿駅から水沼駅間は、地元ではこじせ渓谷と呼ばれ
ており、息をのむ美しさです。対岸は黄色に色づき、
川面にうつる黄葉の世界を堪能させてくれます。
また上流の沢入駅から原向駅間は、白いみかげ石と
真っ赤なもみじ、エメラルドグリーンの川面の
コントラストが実にあざやかです。

イベントや沿線の
おすすめ等情報

■水沼駅温泉センター
「駅に温泉、駅が温泉」
がキャッチフレーズ

どおり、駅のホームに日帰りの入浴施設があります。
お食事も 召し上がれます。旅の疲れを癒しに是非
お立ち寄りください。赤城山東麓を流れる猿川沿いの
「猿川温泉」から引かれた源泉は、神経痛、五十肩、
うちみ、慢性消化器病、冷え性、高血圧、動脈硬化症
などに効果が あると好評。浴場の大きな窓からは
渡良瀬川と自然が一望。さらっとした熱めの温泉に
つかれば、心も体もリフレッシュできる。
「きりゅううどん」「山うなぎ」がおすすめ。

（水沼駅構内（下車徒歩0分））

■富弘美術館
水彩の詩画(しが)を通して生命の尊さ、
優しさを語り続けてきたみどり市東町出身
の星野富弘さんの珠玉の作品が展示されて
おります。シャボン玉をイメージした建物
内には、展示室をはじめミュージアム
ショップやカフェも併設されています。

（神戸駅から市営バスで約10分）

便利でお得な
きっぷ等情報

〇一日フリーきっぷ
販売額：大人 1,880円

小児(小学生) 940円
販売場所：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

トロッコわっしー号
トロッコわたらせ渓谷号

2011年に導入
の新型普通車両

古路瀬(こじせ)渓谷

富弘美術館

◎わ鐵のわっしー：列車をモチーフにしたキャラクター「わ鐵のわっしー」が
2010年に誕生しました。トロッコ列車の名称（わっしー号）にもなり、
地域のイベントに呼ばれて出演することもしばしばあります。

◎廃線跡：終点・間藤駅から一駅先まで、
かつての貨物専用線の廃線跡が残っています。
僅か1.9キロですが、鉄橋ありトンネルありの変化に富んだ
区間で、途中には腕木式信号機もあります。
普段は立ち入り禁止ですが、
毎年ガイド付きツアーを実施しており、好評です。わ鐵のわっしー

向赤倉トンネル
(間藤側)

https://www.watetsu.com/


上毛電気鉄道HP：https://jomorailway.com/

昭和３年１１月１０日に養蚕をはじめとした産業の振興を目的に鉄道路線の
建設が計画され現在の中央前橋駅から西桐生駅が開業いたしました。
以来絹製品の輸送、地域の足として活躍をしてきました。当初大胡駅から
本庄までの路線も計画されましたが資金難から建設には至らず「幻の本庄線」
として語り継がれております。

沿革(概要)

開業当時からの施設が多くあり、古き時代
を偲び楽しんでいただきたく、特に大胡車
庫に開業当時から走り続けておりますデハ
１０１や現在は保存車両としていますがデ
ハ１０４が収まっている風景は、圧巻なも
のがあります。それらに触れていただきた
く大胡車庫の「車庫見学」や大胡車庫での
「運転体験」を実施しております。

会社の取り組み

大胡車庫と
デハ101・デハ104

デハ101 デハ104

車両や駅の紹介

◎開業以来走り続けているデハ１０１
（現在も貸切やイベント時に走っております）

◎海のない群馬県に
海をイメージして
車内に魚が泳ぐ
「水族館電車」

水族館電車の車内(天井)と外観

◎１０、１１月は沿線小学校、幼稚園から
応募していただいた絵を展示した、
「うごくギャラリー児童絵画展」号、
ハロウィン電車が走っております。

◎開業当時に建設された西桐生駅は趣や歴史を
感じられる素晴らしい駅です。
そのような駅で今でも、改札を入場する際は、
乗車券に入鋏している姿は数年前に戻れること
間違いなしです。

西桐生駅の外観と改札口
懐かしさもある入鋏風景

◎大胡車庫見学
通年13：00～15：00の間、入場料180円 (総務部に予約が必要です)

◎運転体験
9/11・10/16大胡車庫でデキ3021運転体験 (総務部に予約が必要です)

●古墳巡り(粕川駅から約４Km)
沿線に多くの古墳があります。特に大室古墳群の二子山古墳は素晴らしいもの
があり、上毛電鉄のサイクルトレインと古墳巡りを組み合わせて、古墳巡り
サイクリングを楽しんではいかがでしょうか。
古代に夢をめぐらせてはいかがでしょうか。

●桐生市制１００周年記念事業「あつまれ！SDGS！」(西桐生駅)
２０２１年１０月３１日（日）１０：００～１５：００（雨天中止）
桐生市新川公園（入場無料） ミニトレインも出るよ

イベントや
沿線のおすすめ等情報

◎鉄道の日＆群馬県民の日
ワンデーフリーパス
10,11月の土・日・祝日・鉄道の日・群馬県民の日発売
販売場所：中央前橋駅、大胡駅、赤城駅、西桐生駅
販売額：大人１,０００円・小人５００円

便利でお得なきっぷ等情報

https://jomorailway.com/


・明治28年(1895) 12月27日 上野鉄道株式会社設立
・大正10年(1921) 8月25日 上信電気鉄道株式会社に商号変更
・昭和39年(1964) 5月11日 上信電鉄株式会社に商号変更
・平成 8年(1996) 10月 1日 列車ワンマン化実施
・平成26年(2014) 12月22日 佐野のわたし駅開業

沿革(概要)

元ＪＲ東日本１０７系の７００形電車を
ＪＲカラーにして運行中

車両や駅の紹介

７０４・７５４車両

下仁田駅

１９９９年に関東駅百選に選ばれる

上州富岡駅

２０１４年に富岡製糸場の玄関口と
して建設され現在の駅舎で３代目
ＢＣＳ賞や日本建築学会賞など受賞

会社の取り組み

◎サイクルトレイン

◎ぐんまちゃん列車

通年実施
◆利用できる日時・列車
【土曜日・休日】 【平日】
高崎発：7時10分～14時27分の下仁田行き全列車 高崎発：9時25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 下仁田発：9時42分～14時40分の高崎行き全列車

◆利用できる駅 高崎（上信電鉄）・吉井・上州福島・上州富岡・下仁田の各駅

通年運行（不定期）

◎貸切列車
サイクルトレインの風景

ぐんまちゃん列車

◎鉄道の日記念・群馬県民の日記念 １日フリー乗車券の販売
10月中の土曜・日曜・14日（鉄道の日）・28日（群馬県民の日）
10月2日から高崎駅・上州富岡駅・下仁田駅で発売。大人1,500円 子供750円 当日利用日に限り有効

◎ぐんまサファリパーク(上州富岡駅からタクシーで15分)
数多くの動物を見ることができ、ふれあい体験、餌やり体験など貴重な体験も出来ます。
車で回るのでソーシャルディスタンスです！涼しくなる時期なので動物たちも活発になります。

◎こんにゃくパーク(上州福島駅から車で10分)
無料こんにゃくバイキングや工場見学・手作り体験・こんにゃく詰め放題など食べたり、見たり、
体験も出来るスポットになっております。

イベントや
沿線のおすすめ等情報

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

◎富岡製糸場見学往復割引乗車券
高崎駅・上州富岡駅にて販売
大人 2,200円、子供 840円

◎１日フリー乗車券
(高崎～下仁田間乗り降り自由)
大人 2,260円、子供 1,140円

◎ぐんまワンデー世界遺産パス
群馬県内の鉄道5社による県内フリーパスが
JRから発売されております。今回は期間を延
長して2022年3月31日まで発売しております。
大人2,240円 小人1,120円

◎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)

便利でお得なきっぷ等情報

(改鋏の様子)

https://www.joshin-dentetsu.co.jp/


車両や駅の紹介

銚子電気鉄道HP：https://www.choshi-dentetsu.jp/

◯沿革
1923年に銚子鉄道として銚子～外川間6.4km全線開通。
その後、1925年電化完成。1948年に社名を銚子電気鉄道に変更。
地元住民の通勤・通学の足としてご利用いただく。
◯車両
・昭和37年～38年に製造された車両が現存しており、現在も活躍中。

沿革(概要)と魅力

会社の取り組み

◎食品の開発、販売（まずい棒ほか）

◎映画「電車を止めるな！」
製作、上映中

◎異業種企業とのコラボレーション
による食品開発やイベント開催

◎お化け屋敷列車、プロレス列車、イルミネーション列車などの
イベント列車の運行。

■日本の1,067mm軌間の電気機関車
としては、現存最小の「デキ3」を
ご覧いただけます。

（現在仲ノ町車庫見学中止中）

■元京王電鉄の車両が、製造されてから60年近くなる今も現役で
走っています。
車内を「大正ロマン」、「ピンクニュージンジャー号」へ仕立て
ました。

■駅名ネーミングライツを実施
しております。

映画「電車を止めるな！」

岩下食品とのコラボ車両
「ピンクニュージンジャー号」■有人駅で販売する切符は硬券を使用

しております。

イベントや沿線の
おすすめ等情報

＜圓福寺 飯沼観音＞
銚子電鉄制作映画「電車を止めるな！」を
圓福寺にて、10:30～12:00：平日のみ
15:00～16:30：平日、土休日 上映中です。
人気の銚子電鉄オリジナル御朱印帳も販売しています。銚子電鉄の御朱
印（仲ノ町駅、犬吠駅にて）と共に、飯沼山圓福寺 飯沼観音の御朱印も
頂けます。

飯沼観音

＜銚子漁港 第一卸売市場付近＞
・食欲の秋に旬の美味しい海の幸（さんま、いなだ、さばほか）が漁港
周辺のお店で堪能いただけます！

(最寄駅 銚子電鉄 観音駅)

(魚市場は、観音駅から徒歩10分)

◯銚子電鉄利用時の楽しみ方
銚子電気鉄道から皆さまへ

・銚子駅～外川駅全10駅のネーミングライツがユニークな名前に
なっています。車内放送でもネーミングを読み上げるので
お楽しみいただけます。

・運用車両3車両のうち2車両には、車両のどこか1箇所にハートの
つり革が。インスタ映え間違いなし！

・地元銚子の人に愛され続けるカレー店「一心」はおすすめ！便利でお得な
きっぷ等情報

◇弧廻手形 1日乗車券
販売場所：銚子電鉄有人駅、車内乗務員

販売価格：大人700円子供350円

https://www.choshi-dentetsu.jp/


小湊鉄道HP：https://www.kominato.co.jp/

大正時代初期に養老川流域の地主や農家が中心となり、房総半島
内陸部の振興を図るために鉄道敷設を計画したことに始まり、
大正１４年３月７日に鉄道第一期線営業開始しました。

沿革(概要)

会社の取り組み

上総大久保駅～養老渓谷駅の間にある石神の菜の花畑。一面に広がる
菜の花畑の中を、トロッコ列車やレトロなディーゼルカーがゆく、
メルヘンのような景観を楽しめます。

毎年９月には地域活動団体や
市民の方などにより菜の花の種まきを行っています。

毎年春には輝くような景色となる
この場所も、以前は地域の高齢化
のため休耕田となり、荒れ始めて
いました。
それを見かねた地元の方が
ボランティアで菜の花を植え始めたのが始まりとなり、

以来、里山保全活動をするボランティア
団体の方々が日々景観維持に尽力して
います。

車両や駅の紹介

◎土休日に運転されている
『房総里山トロッコ列車』は、
小湊鉄道の田園風景、里山風景を
満喫するのにぴったりの列車です。

イベントや沿線の
おすすめ等情報 ◎五井駅構内撮影会

実施日：２０２１年９月１９日、２６日

※ご予約は小湊鉄道HP予約フォームより
お願いいたします。

■『チバニアン』

地球４６億年の歴史の中で地球磁場のN極とS極が逆転していた約７７万年の痕跡が
市原市田淵の養老川沿い崖面に見られます。

(月崎駅より徒歩４０分)

養老渓谷にある二階建てのトンネル。
『共栄・向山トンネル』一見普通の
トンネルですが、中に入ると途中から
２段になっている不思議なトンネルです。
もともとあった素掘りの向山トンネルの
下に新しい共栄トンネルが掘られたため、
出来上がったものですが、最近は
「映える」スポットとして人気です。

■『共栄・向山トンネル』(養老渓谷駅からバス８分『弘文洞入口』下車すぐ)便利でお得な
きっぷ等情報

◎一日フリー乗車券

各有人駅及び車掌からお買い求めいただけます。

販売価格：大人1,840円 小人920円

共栄・向山トンネル

ディーゼルカー

菜の花畑を走る
房総里山トロッコ列車

菜の花畑

種まきの様子

https://www.kominato.co.jp/


いすみ鉄道HP：https://isumirail.co.jp/

いすみ鉄道は大正の時代に木更津と大原を内陸経由で結ぶ線路として計画され、国鉄
木原線として運行開始いたしました。国鉄分割民営化まで木原線として運行し、その
後1年間ＪＲ木原線を経て1988年に『いすみ鉄道』に転換されました。国鉄時代も含
め、何度か廃線の危機に見舞われましたが地域の人々の足として存続を強く願い、ま
た多くの鉄道ファンから温かい声援をいただき、今日に至ります。イベント列車の運
行など、日々新たな挑戦を続けています。

沿革(概要)

車両や駅の紹介

◆土・日・祝は旧国鉄車両のキハ28-2346とキハ52-125が運行します。
日曜日にはキハ28-2346がレストラン列車(事前予約制)となり、
景色を楽しみながらイタリアン料理をお楽しみいただけます

◆いすみ鉄道の車両は黄色い列車が主に走っており、菜の花・桜の時期は
とても写真映えがし、多くのカメラマンが訪れます。
区間によっては、菜の花と桜が一緒にご覧いただけます

キハ28-2346

キハ52-125

イベントや沿線の
おすすめ等情報◎レストラン列車

毎週日曜日運行(催行しない日もあり)
事前予約が必要 詳しくは弊社ＨＰをご確認ください。
⇒ https://isumirail.co.jp/restrauntstrain

レストラン列車の様子

いすみ300形

いすみ350形

●いすみ鉄道健康ウォーキング
開催日：10/28(木)、29(金) 11/5(金)、 6(土)
集合場所：大多喜駅
集合時間：9:30~9:50
募集開始：10月1日から各開催日の１週間前まで
距離：約7㎞ 参加費：有料

大多喜町の知られざるスポットを巡る、
地域住民発案のウォーキングイベントです。
住民の皆さまのご案内を聞きながら、
いすみ鉄道沿線地域の魅力が発見できます！

いすみ鉄道

キハ52車内のレトロな
センヌキや扇風機

https://isumirail.co.jp/
https://isumirail.co.jp/restrauntstrain


・大正 2年(1913) 11月 流山軽便鉄道株式会社設立
・大正 5年(1916) 3月 営業開始
・大正11年(1922) 11月 流山鉄道株式会社に改称
・昭和26年(1951) 11月 流山電気鉄道株式会社と改称
・平成10年(1998) 10月 第２回「関東の駅百選」に流山駅認定
・平成20年(2008)  8月 社名「流鉄株式会社」、線名「流山線」に改称
・平成25年(2013) 6月 「流鉄流山線一日フリー乗車券」発売開始

◆流鉄は千葉県北西部の馬橋と流山を結ぶ5.7㎞の「都心から一番近い
ローカル線」です。流山駅から少し歩くと古蔵や商家を改修したおしゃれ
なお店もあります。新選組・近藤勇の陣屋跡など散策スポットもあります。

沿革(概要)と近隣の魅力

車体は5色ありピンク色の「さくら」、黄色の「なの花」、
黄緑色の「若葉」、赤色の「あかぎ」、オレンジ色の「流星」
とそれぞれ愛称が付いてます。
「流星」はオレンジ色の車体に白帯でしたが、2021年1月より
ジェットブルーの帯に変更しました。

レトロ感あふれる流山駅は関東の駅
１００選に認定されています。
［開業日］大正 5年(1916) 3月14日

車両や駅の紹介

流鉄HP：http://ryutetsu.jp/index.html

なの花
あかぎ

流星

流山駅

◎流山線一日フリー乗車券
全駅にて販売
大人 500円、小児 250円

便利でお得なきっぷ等情報

鰭ヶ崎駅

鰭ヶ崎(ひれがさき)という
めずらしい地名の駅
近くの東福寺山門にある
阿像・吽像は運慶作、
中問の「目つぶし鴨」は
左甚五郎作といわれる。

http://ryutetsu.jp/index.html


イベントや沿線の
おすすめ等情報

江ノ島電鉄株式会社
江ノ島電鉄HP：

https://www.enoden.co.jp/

えのん
イメージキャラクター

当社は明治３５年に藤沢～片瀬間（今の江ノ島）で営業を開始しました。
その後、七里ヶ浜・極楽寺と延伸工事を経て、明治４３年に藤沢～鎌倉間
が開通しました。トンネルを抜け、海岸線を通り、路面区間を走行する、
たくさんの魅力が詰まった１０kmの小さな江ノ電の旅を、ぜひお楽しみ
ください。

沿革(概要)と魅力
◎昔の面影を残した３００形や最新車両の
５００形など、全15編成が活躍しております。

車両や駅の紹介

500形

◎丸くて赤いポストが目印の極楽寺駅は、
関東の駅百選に選ばれ、どこか懐かしく
癒される駅です。
また、当駅から長谷方面へ２分ほど歩く
と、桜橋（赤橋）から極楽洞を見下ろす
ことができ、トンネルを抜け出る江ノ電
を見ることができます。

極楽寺駅 極楽洞

〇鎌倉海浜公園「稲村ガ崎」
かながわの景勝５０選や関東の富士見百景に選定された
稲村ガ崎。天気の良い日は、相模湾に浮かぶ江の島と遠くの
富士山が一緒に望めます。特に夕方からの眺望がおすすめです。
また砂浜に所々黒く見える部分がありますが、これ砂鉄なんです。

(稲村ヶ崎駅 徒歩３分)

〇「湘南キャンドル2021」
10月16日(土)～11月7日(日)(予定)
日本最大のキャンドルイベント。
サムエル・コッキング苑内に
10,000基のキャンドルを設置します。
幻想的な世界をお楽しみください。
開催場所：

江の島サムエルコッキング苑内
※状況により内容の変更または中止
となる場合がございます。
詳しくはＵＲＬよりご確認ください。
https://enoshima-seacandle.com/

〇「のりおりくん」を使いこなそう！
江ノ電旅に欠かせない一日乗車券「のりおりくん」。
電車に乗れるだけでなく、４０か所以上ある提携施設で
お得な特典を受けることができます。詳しくはこちら⇒
https://www.enoden.co.jp/tourism/ticket/noriorikun/
江ノ電旅をお得に楽しみましょう。

〇一日乗車券のりおりくん＆長谷寺拝観セット券
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。
https://www.enoden.co.jp/train-news/11250/
販売額：大人970円 小児490円
発売駅 藤沢・江ノ島・鎌倉の各窓口で発売中

便利でお得な
きっぷ等情報

◎一日乗車券「のりおりくん」

販売場所：各駅券売機及び有人窓口

販売価格：大人 650円 小児 330円

※「EMot」アプリで、
「のりおりくん」デジタル版も発売中。

1000形

300形
20形 10形

https://www.enoden.co.jp/
https://enoshima-seacandle.com/
https://www.enoden.co.jp/tourism/ticket/noriorikun/
https://www.enoden.co.jp/train-news/11250/


箱根登山鉄道株式会社

箱根登山鉄道HP：https://www.hakone-tozan.co.jp/

箱根登山鉄道は大正８年に開業した有数の本格的山岳鉄道です。
急勾配を登ることが特徴の電車で、その最大の勾配は80‰（パーミル）
であり、車輪の力だけで登る電車の中では、日本で１番急であると言わ
れています。
急坂を登るために、方向転換をしながら進む「スイッチバック方式」を
取り入れており、スイッチバックの度に、運転士と車掌が入れ替わる
光景は大変珍しい、箱根登山鉄道ならではの楽しみの１つです。

沿革(概要)と魅力会社の取り組み

箱根登山鉄道では、お客さまにより楽しんで頂くため、駅係員や運転士・車掌が
考案したイベントやおもてなし企画等を多数開催しています。
毎年梅雨の時期に恒例となっている「あじさい電車」もその一つで、職員の自発
的な植栽から始まったと言われています。
現在の取り組みは、イベント情報をご覧ください。

車両や駅の紹介

◎箱根登山鉄道沿線には
小田原から強羅まで、
１１個の駅があり、
その内の箱根湯本駅にて、
小田原～箱根湯本間をはしる
小田急電鉄の車両から
山岳鉄道と呼ばれる
箱根登山鉄道の車両へと
乗り換えます。
箱根登山鉄道の車両は大きく
分けて４種類（旧型車、1000形、2000形、アレグラ号）あり、どれも個性的
です。特に観光でおススメなのはアレグラ号で、窓が他の車両よりも大きく、
壮大な山の景色をより楽しむことができます。

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◎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。
また秋には、紅葉スポットとして人気があります。

(箱根湯本駅より乗車約7分)

◎強羅公園

箱根登山鉄道の終点強羅駅から行ける、観光スポット。
四季折々の植物やカフェでのお食事が楽しめます。

(箱根登山鉄道 強羅駅より徒歩５分) 
(箱根登山ケーブルカー 公園下駅より徒歩１分)

■車内限定「方向板キーホルダー」大好評販売中！
箱根登山電車の旧型車両で使用される方向板そっくりのアクリルキーホルダー
(税込500円)です。運転士・車掌が商品の企画や車内に掲出されているポスター
の製作を担当いたしました。ご購入の際は、箱根湯本～強羅間の登山電車車内で、
車掌にお声がけください。

■運転士・車掌が考案！「おうちで登山電車を楽しもう！」
コロナ禍でなかなか箱根までお越しいただけないお客さまにも、おうちでお楽しみ
いただけるよう、運転士・車掌が製作したスペシャルムービーやクロスワード、
ペーパークラフトを公開しています。
URL：https://www.hakonenavi.jp/event/15967

方向坂キーホルダー

アレグラ号

便利でお得な
きっぷ等情報◎トコトコきっぷ

※2021年9月30日（木）
をもって、販売を終了いたします。

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

販売価格：大人 1,570円 こども 790円

箱根登山鉄道から皆さまへ

箱根登山鉄道のおもてなし！
箱根登山鉄道では、運転士・車掌による駅でのお出迎え・
お見送りをいたしております。
開催は不定期なので、見られたらラッキー★
ぜひ、見かけたら手を振り返して一緒に楽しみましょう。
前回開催時のイメージ動画：
https://www.youtube.com/channel/UCLOJtStga
GQrem3N7Qk84-A

https://www.hakone-tozan.co.jp/
https://www.hakonenavi.jp/event/15967
https://www.youtube.com/channel/UCLOJtStgaGQrem3N7Qk84-A


伊豆箱根鉄道HP：http://www.izuhakone.co.jp/

駿豆線
明治３１年５月に三島町(現：三島田町駅)～南條
(現：伊豆長岡駅)間（社名：豆相鉄道株式会社）、
同年６月に三島(現：御殿場線下土狩駅)～三島町
(現：三島田町駅)間が開通し、翌年７月南條
(現：伊豆長岡駅)～大仁駅まで開通、大正６年
駿豆鉄道株式会社として発足。大正１３年に
修善寺駅まで開通した。

大雄山線
大雄山最乗寺の参詣客の利便を図るべく小田原～
大雄山間に鉄道建設の気運が高まり大雄山最乗寺
と地元有志により、大正14年10月大雄山～広小路
間開通し昭和２年大雄山～新小田原間開通、昭和
１０年大雄山～小田原間が開通した。

昭和１６年駿豆鉄道株式会社と大雄山鉄道株式会
社が合併し昭和３２年に現在の伊豆箱根鉄道株式
会社へ社名変更した。

沿革(概要)

駅所在地の各自治体と連携して、駿豆線では,
「いずっぱこスプリングフェスタ」と称して修善寺駅
西口広場でイベントを行っております。
また、大雄山線においてもGWに大雄山駅前広場にて
「行くベーよ いずっぱこ大雄 キッズ＆ファミリー
フェスティバル」を行っております。
※現在、新型コロナウィルス感染症拡大の為、内容の変更や中止をしております。

会社の取り組み

車両や駅の紹介

大雄山駅

金太郎像拡大

◆コデ165形：大雄山線に工事専用車
として在籍し、甲種鉄道車両の牽引
や夜間作業に活躍している車両です。
1976年(昭和51年)に相模鉄道より
譲受されモハ165号として営業運転
されていましたが1997年(平成9年)
に引退となったコデ66号の代替と
して両運転台化、各機器の移設など
多くの改造を施されています。
車体色は工事専用車の位置付けを
明確にする黄色に酒匂川をイメージ

する斜めの青いラインで長らく活躍していましたが、2018年
(平成30年)に昭和初期に誕生した当初のカラーに復刻しました。

◆大雄山駅：大雄山駅は天狗伝説が残る大雄山最乗寺
や、金太郎伝説が残る金時山の最寄り駅です。
駅前にはそれにちなんで金太郎像があります。

コデ165形

イベントや沿線の
おすすめ等情報

社章の由来：
輪郭の４つの山形は、日本一
の秀峰富士山をあらわしています。
その中にある八角形は本社が位置する三
島市の市章から一部とりいれたものです。
さらに中央の「Ｉ」は、鉄道の安全輸送
の基盤となっている線路の断面図をあら
わしたものであり、鉄道に源を発して
興った企業ならではのシンボルです。

行くべーよ いずっぱこ大雄
キッズ＆ファミリーフェスティバルの様子

◎イベント最新情報は
弊社ＨＰよりご確認
ください。
⇒ http://www.izuhakone.co.jp/railway/index.html/

●大雄山最乗寺(大雄山駅からバスで10分)
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、参道は杉並木茂って
緑豊かな四季が感じられる場所です。

●グルメ・お土産
最乗寺へ行かれた際には、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

◎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

便利でお得な
きっぷ等情報

http://www.izuhakone.co.jp/
http://www.izuhakone.co.jp/railway/index.html/


◎秩父路遊々フリーきっぷ
秩父鉄道各駅窓口で販売(大人 1,600円 小児 800円)

◎＜SL2800回運行記念入場券＞
SLパレオエクスプレス2800回運行を記念して、記念入場券を
販売します。当券デザインには、四季折々の
SLパレオエクスプレスを用いており、
各駅にてデザインが異なります。

◆販売期間：2021年8月21日(土)～12月5日(日)※売切れ次第終了
◆販売箇所：熊谷駅、武川駅、寄居駅、長瀞駅、皆野駅、秩父駅、御花畑駅、三峰口駅、

秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」(セット販売)
◆販売価格：各170円 ◆券の形式：D型硬券、特製台紙(7.5cm×11.5cm)付き
※熊谷駅、ちちてつe-shop販売分は好評につき売り切れました(9/14現在)

秩父鉄道HP：
https://www.chichibu
-railway.co.jp/

1899年(明治32年) 11月、「上武鉄道株式会社」として設立し、1901年(明治34年) 10月、熊谷～寄居間(18.9キロ)が開業。その後、区間が逐次延長さ
れ、1930年(昭和5年) 3月、秩父本線 羽生～三峰口間全線が開業しました。
1916年(大正5年) 3月、埼玉県大宮町(現在の秩父市)が秩父町に名称変更されたため、社名も「秩父鉄道株式会社」に改称しました。
現在は、秩父本線 羽生～三峰口間(71.7キロ)と貨物専用の三ヶ尻線 武川～三ヶ尻間(3.7キロ)から成り、営業キロ75.4キロは地方民鉄の中ではトップ
クラス。沿線は寄居を境に、東は関東平野、西は秩父盆地と、平野部と山間部の二つの顔を持ちます。
1988年(昭和63年)から運行を開始した「SLパレオエクスプレス」は、都心から日帰りでも利用できる観光列車として2017年度(平成29年度)に運行30周
年を迎え、沿線地域や企業との連携イベント等で他のSL列車にはない話題作りに努めています。

沿革(概要)

【秩父路で活躍する蒸気機関車 SLパレオエクスプレスについて】
C58363(シゴハチ サンロクサン)は、かつて東北地方などの旧国鉄(現在のJR)で活躍したＳＬです。
1972年に現役引退後は、吹上町立吹上小学校の校庭で小学生と一緒にのんびりと余生を送っていまし
たが、さいたま博覧会(1988年3月19日から5月29日まで熊谷市で開催)にあわせて「ＳＬ運行を！」
の声があがり、その大役にＣ58363が抜擢されたのです。1987年に車籍を復活。1988年に秩父路の
ＳＬパレオエクスプレスとして誕生しました。

車両や駅の紹介ＳＬパレオエクスプレス

◎ＳＬパレオエクスプレス(秩父鉄道HPから事前予約制)

運行中～１２月５日(日)まで
◎長瀞ラインくだり(長瀞駅から徒歩１分)

国名勝天然記念物「長瀞」の岩畳を中心に、
荒川を和船で下る川下りです。時にはスリリングに、
時にはゆったりとした流れをお楽しみいただけます。
例年11月中旬には長瀞渓谷の紅葉が見ごろを迎え、
和船の中から紅葉を見上げるように観賞できます。

◎宝登山ロープウェイと宝登山小動物公園
(長瀞駅から徒歩20分宝登山ロープウェイ利用)

標高497メートルの宝登山に架設されている宝登山
ロープウェイは、山麓駅から山頂駅までの全長832mを
約5分間で結び、2台のゴンドラ(50名様乗り)が、
山頂駅と山麓駅をつるべ式に往復する四線交走式
システムで運転を行っています。また、ゴンドラ
につけられた「ばんび号」と「もんきー号」の
名前の由来は、宝登山小動物公園の人気者、
ニホンザルとシカにちなんだ名前です。

◎両神山麓花の郷 ダリア園(三峰口駅からバス利用)

山の中に突然現れる、色とりどりのダリアが咲き誇る山峡の
花園です。約350種類、5,000株のダリアが咲き誇ります。
開園期間：９月１日～11月３日、開園時間：9:00～16:30
環境整備協力金【入園料】：500円 https://ryokami.ogano.saitama.jp/

【2021年4月デビューフルラッピングトレイン第4弾
超平和バスターズトレイン】

秩父市が舞台設定のモデルとなったアニメ３部作
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」
「心が叫びたがってるんだ。」
「空の青さを知る人よ」
のキャラクターや劇中画を全車両へラッピング。

それぞれの作品の魅力を車両にぎゅっと詰め込み、
外装・内装ともにアニメの世界観をお楽しみいた
だけます。このラッピング事業は秩父市からの製

作費負担のもと、コロナ禍で落ち込んだ観光客を回復させるための新しい
コンテンツとしての役割を担うとともに、「あの花」が初めてテレビ放送
されてから今年で10 周年を迎えることを記念して実施されるものです。

会社の取り組み

超平和バスターズトレイン

イベントや
沿線のおすすめ等情報

長瀞ラインくだり

宝登山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ

宝登山小動物公園 ダリア園 便利でお得なきっぷ等情報
秩父路遊々フリーきっぷ

SL2800回運行記念入場券

https://www.chichibu-railway.co.jp/
https://ryokami.ogano.saitama.jp/


富士急行HP：http://www.fujikyu-railway.jp/

富士山に一番近い鉄道。全長26.6キロで、大月駅から河口湖駅まで運行。
大月駅から富士山に近づくように進み、標高差は約500m。沿線の皆様の
生活の足としてはもちろん、富士山が世界遺産となり富士五湖エリアは
観光客や登山者からも人気があります。

沿革(概要)と魅力

会社の取り組み

◎9/1、富士急行線「谷村町駅」に副駅名<谷村城下町>が導入されます。
山梨県都留市と富士急行は、本年6月5日（環境の日）に「ＳＤＧｓ推進に係る連携協定」
を締結しており、今回の副駅名募集は、この協定事業の一環となります。地域にお住いの
皆さまから自分の住む町を象徴する副駅名を募ることで、たくさんの人から今後も長い間、
愛され親しまる名称を設定したいと考えております。

◎谷村城下町歴史探訪きっぷの販売
大月駅⇔谷村町駅の往復乗車券と、ミュージアム都留の入場券がセットになったお得な
きっぷです。かつて城下町として栄えた谷村町駅周辺のレトロな町並みや昔懐かしい
歴史・文化を探訪してみてはいかがでしょうか。
発売期間：2021年9月14日（火）～2021年11月30日（火）※予定
詳しくは⇒https://www.fujikyu-railway.jp/ticket/yamuramachi_rekishi_ticket.php

イベントや沿線の
おすすめ等情報

■下吉田駅ブルートレインテラス（下吉田駅）
下吉田ブルートレインテラスでは、寝台特急
「北陸」に使われたブルートレイン
（スハネフ14形寝台客車＝スハネフ14 20）、フジサン特急2000系の展望車
両（2001号）、国鉄165系電車（クモハ169-27）の先頭部分を静態保存し
ています。
そのほか富士急行で活躍した無蓋貨車「ト104」、有蓋緩急車「ワフ1、2」
や軌道モーターカーも展示されています。

■河口湖<富士河口湖温泉郷>駅
富士急行線の終着駅である河口湖駅は、平成18年にリニューアル
オープンを実施し、館内や施設含めて訪れる観光客にとって快適
な場所となりました。7月から始まる富士登山シーズンには、
毎年多くの登山客でも活気に満ち溢れています。さらに、
河口湖駅からも富士山を余すところなく見ることができます。
2020年には副駅名<富士河口湖温泉郷>を導入しました。

下吉田駅

スハネフ14 20

フジサン特急 2001号

クモハ169-27

有蓋緩急車ワフ2
線等にワフ1、
２両目に無蓋貨車ト104

ト104

軌道モーターカー

◆スイスMGB姉妹鉄道提携30周年
2021年9月18日~
ラッピングトレインの運行、記念グッズを販売予定

◆富士急行創立95周年
2021年9月18日~
Twitterのフォロワーと作る記念グッズ
（カレンダー、入場券セット）を販売

◆月江寺駅誕生80周年
2021年10月1日 記念グッズを販売予定

○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 2 日（木）～9 月 30 日（木）

○フジファブリック志村正彦さんの故郷「下吉田駅」の列車接近曲に同バンド
楽曲を採用します
ロックバンド「フジファブリック」志村正彦さんの故郷、富士吉田市「下吉田駅」では、
列車接近時のご案内として同バンド曲「若者のすべて」「茜色の夕日」が流れます。
Vo. 志村正彦さんの歌声をそのまま接近曲として採用します。今秋の実施に向けて現在
準備中です。

▲田原の滝 「十日市場駅」より徒歩５分

自然、絶景、写真スポット

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

▲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

・富士急行線アニメコラボラッ
ピング電車の運行
バンドリ！（8/7～9/12）

・しなの鉄道コラボ入場券セット
の販売

・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
物きっぷを販売します。

■価格 1,500 円
■サイズ はがきサイズ

（100 ㎜×148 ㎜）
■販売開始 2021年９月中旬予定

富士急行から
皆さまへ

便利でお得な
きっぷ等情報

○富士山五合目フリーきっぷ
https://www.fujikyu-
railway.jp/ticket/mtfuji_5th_
station.php

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）
大人 3,800円、小人 1,900円

http://www.fujikyu-railway.jp/
https://www.fujikyu-railway.jp/ticket/mtfuji_5th_station.php


◎伊豆満喫フリーきっぷ
伊東駅みどりの窓口（改札外）にて販売
※8/1～31.12/29～1/3.2/1～3/31除く
大人 1,900円、小人 950円

●伊豆急レンタサイクル 伊豆ぽた
通年実施 ※水曜不定休

■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
予約方法 伊豆急ホームページ

1961年（昭和36年）12月10日 伊豆急行線 伊東～伊豆急下田間 開業
1985年（昭和60年）7月20日 2100系「リゾート21」運転開始
1986年（昭和61年）7月13日 ブルーリボン賞受賞
1993年（平成5年）12月27日 女性運転士誕生
2016年（平成28年）7月16日 臨時快速列車 伊豆クレイル 運行開始
2017年（平成29年）7月21日 観光列車 THE ROYAL EXPRESS 運行開始
2021年（令和3年）12月10日 伊豆急行線 開業60周年

沿革(概要)

伊豆急行HP：
ttps://www.izukyu.co.jp/index.php

会社の取り組み

車両や駅の紹介

●2100系「リゾート２１」
キンメ電車 と

黒船電車

キンメ電車と
車内の様子

黒船電車と
車内の様子

◎ありがとう185系特急「踊り子」記念乗車券の販売
2022年3月31日（木）まで 伊豆高原駅及び伊豆急下田駅にて販売
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系特製アルバムプレゼント

●大室山（伊豆高原駅下車 車(バス)で約15分）
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。

●龍宮窟（伊豆急下田駅下車 車(バス)で約15分）
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。

●稲取細野高原秋のすすきイベント
開催期間：2021年10月8日（金）～2021年11月5日（金） 開催時間：10：00～16：00
入山料：大人（中学生以上）500円、小人無料

イベントや
沿線のおすすめ等情報

便利でお得なきっぷ等情報

本年で伊豆急行は、開業60周年を迎え
ます。
伊豆急行線は、伊豆半島東伊豆海岸線
を走行しますので、伊豆の素晴らしい
海や景色をお楽しみいただけます。

観光列車リゾート２１
（黒船電車・キンメ電車）に乗って、
魅力あふれる伊豆へお越しください。

伊豆急行から皆さまへ

https://www.izukyu.co.jp/index.php


会津鉄道HP：http://www.aizutetsudo.jp/

会津鉄道は西若松駅～会津高原尾瀬口駅を結ぶ、
延長57.4㎞の第３セクター鉄道会社です。
阿賀川の渓谷を走る路線からの車窓は、
一見の価値ありの絶景を望めます。
また、沿線には大内宿や塔のへつりなどの
観光資源も豊富です。

沿革(概要)と魅力
会社の取り組み

◎お座トロ展望列車
7月より新ラッピングにて走行しております。
※運行日は、会津鉄道へお問い合わせください。

お座トロ展望列車 お座トロ展望列車
車窓から

お座トロ展望列車
渓谷を走る様子

車両や駅の紹介

◆芦ノ牧温泉駅・・・
猫駅長「らぶ」の働く駅。
今年４月から猫アテンダントの
「さくら」も就任いたしました。

◆湯野上温泉駅・・・
全国に２軒しかない茅葺き屋根の
駅舎。足湯も併設されております。

お座トロ展望列車
車内販売の様子

イベントや沿線の
おすすめ等情報

■大内宿
国選定重要伝統的建造物保存地区。
江戸時代における会津西街道
(日光街道)の宿場町。
茅葺屋根の古民家が連なる町並みは
当時の面影を今に残し、足を踏み
入れれば江戸時代にタイムスリップ
したかのような感覚に包まれます。

(湯野上温泉駅より車で２０分)

■塔のへつり
国指定天然記念物。百万年の歳月
をかけて浸食を繰り返し形成された
柱状の断崖が連なる景勝地。
秋は特に、山々の紅葉もあいまって
見事な風景をのぞめます。

(塔のへつり駅より徒歩３分)

紅葉の様子
塔のへつり駅と紅葉の中を走る列車

便利でお得な
きっぷ等情報

◎大内宿共通割引きっぷ

販売 会津鉄道有人駅、
場所 または車掌

価格 大人2,200円
小人1,100円

会津鉄道から
皆さまへ

●乗車されたお客様に限り、
会津田島駅にて「鉄印帳」
の記帳をいたします。
記帳代：300円

http://www.aizutetsudo.jp/

