
地域鉄道各社の魅力、
取り組みの紹介

～冬のイベント等情報～

12月

1月

2月

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)

常総線沿線に工場を構えるキリンビール・ア
サヒビールと協力をして、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むイベ
ント列車です。通常は土日の日中の開催です
が、金曜は「夜の貸切ビール列車」もご用意
しております！

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
に展示しております。

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◎関鉄ビール列車

https://www.kantetsu.co.jp/event/beer.html

初級：隔月に一回程度
中級：毎月第二日曜日

◆駅からウォーク

https://www.kantetsu.co.jp/event/walk.html

関鉄の駅から地域の名所、
名産品のお店を巡りながら歩いてみませんか？

（大宝駅から徒歩３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

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(600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
200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。

クリスマス
ビール列車

◎常総線ちびっ子アートトレイン

◎気動車体験運転

大好評！本物の車両が運転できます！
初級と中級の二つのコースをご用意。

https://www.kantetsu.co.jp/event/ex_drive.html

◎車両撮影会

人気のあの列車も、もう運用が終了してしまった
あの列車も、全部車両基地で撮影できます！

◆大宝八幡宮

大宝元年（701年）に創建された関東最古の八幡宮。
元日は毎年初詣で賑わいます。

会社の取り組み

◎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！

◎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。

◎ゆめみ野駅
関東鉄道で一番新しい駅！
今年で開業１０周年を迎えました！
これからも宜しくお願いします！

◆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）

◆竜ヶ崎コロッケアンテナショップ「りゅうころ」

車両や駅の紹介

関
鉄
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路線図



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

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）の車内に沿線のプロカメラマンから保育園、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。展示はどなたでもご
応募可能です。

鹿島臨海鉄道HP：https://www.rintetsu.co.jp/

茨城プロカメラマンの
皆さん「茨城写真家
協会」も作品を展示
しました。

◎通常非公開の貨物専用駅
鹿島臨海鉄道「神栖駅」特別公開

クラブツーリズム＆鹿島臨海鉄道共同企画
ディーゼル機関車の運転席に乗車！汽笛鳴らし体験
自分だけのオリジナル貨車車票づくりと作った貨車車票を「コキ」に差して記念撮影
クラブツーリズムの予約サイトから予約願います。

便利でお得な
きっぷ等情報

◎ねんりんキップ

◎ギャラリー列車 沿線の
おすすめ情報

販売価格：1,500円
販売場所：大洗駅他

70歳以上限定の大
洗鹿島線1日乗り放
題切符

寒い季節には、大洗駅周辺であん
こう鍋はいかがでしょうか。
あんこう鍋は、「東のアンコウ
西のフグ」と並び称される茨城県
を代表する冬の味覚です。
お一人様からご用意でき、お店も
ございます。

※ご予約の際は、下記予約サイトの
https://www.club-t.com/ct/search/
コース番号からツアーを検索に

２４９０８ー９００
を入力して、検索して下さい。

◎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。
冬は名物あんこう鍋が絶品です。

◆あんこう鍋

駅の紹介



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

沿線のイベント情報

◇Christmas Ⅰllumination2021 輝－Kagayaki－
勝田駅と那珂湊駅前広場にイルミネーションを設置。
12月～1月まで長きの間装飾が楽しめます。

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

円 会社の取り組み

便利でお得なきっぷ等情報

大人600円
小人300円

1月10日まで割引価格
にて販売

路線図
◎初日の出企画 急行「あじがうら」号運行

勝田駅発5：30を急行「あじがうら」号として運行。
おらが湊鐡道応援団の協力で車内ではちょっぴりプレゼント、
阿字ヶ浦駅到着後、初日の出初詣スポットへ案内いたします。

◎那珂湊駅野菜販売市

那珂湊駅ホームにて毎月第1日曜日（1月は除く）に地元JA、
漁協と協力し、農産物や惣菜を直売します。

◎ローカル鉄道・地域づくり大学ウインタースクール

ローカル鉄道の経営課題とその取り組みを学び、地域づくり
にどのように貢献していけるかを学ぶ場として、参加費無料
のウインタースクールを開催します。

開催日：2022年2月6日
※2022年１月の実施はありません。

開催駅：那珂湊駅ホーム

運行日：2022年１月１日
発車時間：5時30分
発車駅：勝田駅

開催日：2022年1月15～16日
参加費：無料
定 員：50名
※先着順、申込締切：2022年1月6日

https://community-daigaku.jp/

https://community-daigaku.jp/2022winter/index.html申込先：



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)

会社の取り組み・イベント情報

沿線の
おすすめ
情報

路線図

◎蒸気機関車C1266に赤いナンバープレートを掲出します！
SLもおかを牽引する蒸気機関車C1266が88歳の米寿を迎えたのを記念し、
普段とは異なる赤いナンバープレートを装着します。
掲出期間：2021年11月27日～2022年1月30日

※2022年2~3月の期間、SLは運休となります。
https://www.moka-railway.co.jp/11269/

◎SLサンタトレイン運行
毎年恒例のサンタトレインを今年も運行します。
ご乗車いただいた方に、カップケーキのプレゼントを
差し上げます。
運行日：2021年12月18日、19日
運行時刻：下り列車 下館駅10:35発

上り列車 茂木駅14:26発
※乗車にはSL整理券が必要となりますのでご注意下さい。

SL整理券は、下館駅、真岡駅、益子駅、茂木駅他にて販売
大人500円（中学生以上）、小人２５０円

◎SL列車の運行
蒸気機関車牽引の観光列車『SLもおか』を土日に運行しています。
ご乗車には真岡鐵道公式サイトからの事前予約が必要です。
※2022年2~3月の期間、SLは運休となります
https://www.moka-railway.co.jp/sl-guide/

◎ＳＬキューロク館

真岡駅東口に隣接する鉄道博物館。
大正生まれの9600形蒸気機関車が、
圧縮空気で自走します。

（真岡駅東口徒歩１分）

車両の紹介 ◎C12形蒸気機関車66号機

真岡鐵道の観光列車「SLもおか」を牽引する蒸気機関車です。
昭和８年に山口県で製造され、昭和４６年まで働きました。
その後、平成６年に真岡鐵道にて動態復活。
今も元気に走っています。
※C1266は、この11月末で製造から88年の米寿を迎えました※
https://www.moka-railway.co.jp/slmoka-intro/



・川治温泉や湯西川温泉、塩原温泉郷で
の雪を眺めながら入浴する露天風呂や
足湯は降雪地域ならではの楽しみ方で
お勧めです。

◎湯西川温泉かまくら祭（予定）
2009年（平成21年）に「日本夜景遺産」に認定された沢口河川敷の
ミニかまくらや、大きな雪のすべり台が楽しめる水の郷スノーパーク
会場など湯西川温泉全体で楽しめるイベント。
最寄駅：野岩鉄道湯西川温泉駅から路線バスで約２５分
期 間：2022年1月31日（月）～2月28日（月）（予定）

ミニかまくら点灯日：
金・土・日・月曜日（予定）

野岩鉄道HP：http://www.yagan.co.jp/
野岩鉄道では鉄道業務の他、平成３０年４月に全国旅行業協会へ正会員
登録を行い旅行業者としての業務も行っております。会津鬼怒川線沿線
は温泉をはじめ、ハイキングや森林浴、紅葉狩り、スノーアクティビ
ティなど四季折々の風情を楽しめる沿線です。
手軽にハイキングを楽しめるバスツアーなど自然を満喫できるツアーを
実施しております。また、今冬は雪見列車を実施予定です。是非、野岩
鉄道の旅をお楽しみ下さい。

沿革(概要)

◆2021～2022 野岩鉄道冬キャンペーン
会津鬼怒川線に乗車して応募はがきの乗車証明欄に
野岩鉄道の駅員又は車掌からスタンプを受け必要事
項を記入の上、郵送又は有人駅に設置の「回収箱」
に投函すると抽選で豪華賞品が当たります！
・応募はがきは野岩鉄道各駅にて配布。

※数に限りがありますので注意
・区間：新藤原駅～会津高原尾瀬口駅間
・期間：2021年12月1日～2022年2月28日

◆野岩鉄道雪見列車（予定）
東武鉄道の634型スカイツリートレインを利用した
地酒を楽しめる募集型臨時列車を運行予定
2020年２月運行以来２年ぶり！！
・期間：2022年1月21日（金）・2月25日（金）
・区間：東武日光駅～会津高原尾瀬口駅間

イベントや
沿線のおすすめ等情報

「たかつえスキー場
往復割引きっぷ」

当社の新藤原駅～会津高原尾瀬口駅及び
会津バスの往復を利用できる割引切符
を発売 (特典割引あり)
有効利用期間：２日間
大人 2,800円 小児 1,420円
発売期間：２０２１年１２月２５日

～２０２２年３月２７日迄
鬼怒川温泉ツーリストセンター

にて発売

会津高原たかつえスキー場や会津高原
だいくらスキー場をお得に利用できる
当社列車乗車券、バス代金が含まれた
「スノーパル23：55」船車券を東武
トップツアーズ各支店で発売します。
２０２１年１２月７日より発売開始

便利でお得な
きっぷ等情報

路線図

http://www.yagan.co.jp/information/0000000825/detail.html

会社の取り組み・イベント情報

雪見列車



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

◎わたらせ渓谷鐵道
各駅イルミネーション

（自由見学）

車両の紹介
◎トロッコわっしー号

2012年から運行している「トロッコわっ
しー号」は、窓にガラスを装着して冬期
も運転しています。

全１７駅の駅舎やホームがイル
ミネーションで彩られます。
予約は不要で、夜の列車に乗っ
て車窓からお楽しみください。
（鉄道の運賃は必要です。乗車
券をお買い求めください。）

お車の方は、桐生駅・大
間々駅・間藤駅などに駐
車して、鉄道に往復乗車
するのがおススメです。

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

2012年から運行している「トロッコわっ
しー号」は、窓にガラスを装着して冬期
も運転しています。

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、東武トップツアーズ各支店、

JTB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

◎一日フリーきっぷ

イルミネーション開催期間中、一日フリーきっぷで「イルミネーション号」に乗
車された方に、わたらせ渓谷鐵道オリジナルマスクをプレゼントします。
・実施期間：2021年12月5日～2022年2月28日の毎日
・対象列車：わたらせ渓谷イルミネーション1～6号
・配布方法：大間々駅～上神梅駅間および上神梅駅～大間々駅間を走行中の
「イルミネーション号」車内で配布します。

・対象者：一日フリーきっぷでご乗車のお客様に、1人1枚ずつお配りします。
乗車券不要の未就学児のお客様は対象外です。

・当日中に複数回イルミネーション号にご乗車いただいた場合でも、マスクの
お渡しは1回（1枚）限りです。

便利でお得な
きっぷ等情報

路線図



上毛電気鉄道HP：https://jomorailway.com/

会社の取り組み

デハ104

◎大胡電車庫の見学

大胡駅に隣接する大胡電車庫の見学
開業当時から車庫に収まるデハ101の見学や検修作業なども見学可
能です。
料金：１８０円
見学時間：13：00～15：00
要予約・見学の３日前15時までに予約
HPまたはTEL 027-231-3597(土休日は受付不可)
https://www.jomorailway.com/garage_inspection.html

上毛電気鉄道は、昭和3年養蚕をはじめとした振興を目的に
中央前橋～西桐生間（２５．４Km）が開通いたしました。
開業当初から電車での運行がされており、会社名も電気鉄道となっております。
以来９３年間走り続けておりますが、その間駅舎などの改築など行っておりま
せん。西桐生駅、大胡駅、大胡電車庫、大胡変電区など開業当時のまま使用さ
れております、現在では当時の様子を偲ぶ素晴らしい財産となっております。
また開業当時から走り続けているデハ１０１も素晴らしいものがございます。
他にも「クリスマストレインや上電うごくギラリー児童絵画展」などの飾りつ
け車両も運行中です。

沿革(概要)

◎大胡電車庫での運転体験実施

車両や駅の紹介

大胡車庫での運転体験実施
１２／１１ デキ３０２１ 2往復運転
１／２９、２／２６ ７００計電車 ２往復運転
1，2月は12/20から予約受付
TEL 027-231-3597 料金：大人9,000円

社有施設（駅舎・車庫・
橋梁・変電所・鉄塔等）
に登録有形文化財が多く
あります。

便利でお得な
きっぷ等情報

◎大胡駅他イルミネーション
点灯時間：16:30～23:00
点等期間：2021年11月15日～2022年1月31日
中央前橋駅・大胡駅・赤城駅・西桐生駅の各構内

◎赤城南麓１日フリー乗車券

大人１,３００円 小児６５０円
販売箇所：各有人駅、本社営業課
https://www.jomorailway.com/akagifree_ticket.html

・合格祈願乗車券（菅原神社祈願済み企画乗車券）
は毎年好評で今年も発売予定です。
お守りとセットで買われる方もいます。

https://www.jomorailway.com/img/info/202111irumi.pdf

大胡電車庫

https://www.jomorailway.com/dekotrain.html#cristmas

12月25日までクリスマストレインを運行しています。
西桐生駅 大胡駅

平成19年7月31日登録平成17年12月26日登録



・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)

1897年7月7日に一
ノ宮駅として開業し
1921年12月17日上
州一ノ宮駅に改称。
最寄りには昭和天皇
が行幸した、全国的
に珍しい「下り宮」
の一之宮貫前神社が
ある。

上信電鉄 21番目の駅
として2014年（平成
26年）12月22日に
開業した一番新しい
駅で駅名の由来は駅
に近い烏川にかつて
渡し船があったこと
による。

◎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」

金井沢碑（根小屋駅下車）
山上碑（西山名駅下車）
多古碑（吉井駅下車）

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

◎上野三碑巡りフリー乗車券
高崎にて販売
大人 1,140円、子供 580円

◎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

◎寿・ワンコイン1日フリー乗車券
(高崎～下仁田間乗り降り自由)
上信電鉄有人駅にて販売
発売期間：2021年12月27日～2022年1月2日
利用期間：2022年1月1・2日のいずれか1日限り有効
大人 500円、子供 250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

便利でお得なきっぷ等情報

路線図

高崎～吉井間を自由
に乗り降りできます。

高崎～上州富岡間で
１回に限り途中下車
出来ます。

沿線のおすすめ等情報
佐野のわたし駅

駅の紹介
上州一ノ宮駅

ぐんまちゃん列車



https://www.choshikanko.com/event/0075/

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

会社の
取り組み

日本一のエンタメ鉄道を目指す銚子電気鉄道株式会社（本社：千
葉県銚子市、代表取締役：竹本 勝紀）と人と人 地域と地域 自然
と心を繋ぐ会社 長良川鉄道株式会社（本社：岐阜県関市、代表
取締役社長：日置敏明）とみんながわくわくドキドキするような
「トキめく」鉄道をめざす えちごトキめき鉄道株式会社（本社：
新潟県上越市、代表取締役社長：鳥塚 亮）は、強い意志を持って
地域鉄道を存続させるべく、地域鉄道の魅力や存在意義をより強
く発信するため、3姉妹鉄道提携を実施しました。

弊社とえちごトキめき鉄道は、8/15に姉妹鉄道協定を締結しま
したが、さらなる発信の強化のため、長良川鉄道が加わった3姉
妹鉄道連携の契りを結ぶこととなりました。

3社においては、すでに情報交換をしながら、相互交流をして
おりますが、さらなる相互の協力と信頼を礎として、3社の友好
関係を推進し、本締結を契機として、鉄道を通じた相互誘客を通
じて地域間の交流を促進し、以て地域経済の活性化に寄与してま
いります。

◎銚子電鉄、長良川鉄道、
えちごトキめき鉄道 3姉妹鉄道提携

◎デハ801
1950年に帝国車輛で製造され、
愛媛県の伊予鉄道で活躍、1985
年、銚子電気鉄道に譲渡され、
翌年から25年間主力車両として
活躍した車両
です。
引退後、外川駅
に静態保存され
ました。
※外観のみご覧

いただけます。

■銚子駅前のイルミネーション点灯
銚子駅前タクシープール内にイルミネーションを点灯。
写真を撮ってインスタグラムにあげよう！

点灯期間：2021年12月4日（土）～2022年2月12日（土）
点灯時間：16時30分～21時30分

https://www.choshi-dentetsu.jp/railway/1951/

便利でお得なきっぷ等情報

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』を販売するなど食品メーカーとしてのプライドをかけて、なんで
もありの生存戦略で鉄路を守っております。

車両の紹介

■関東最東端の初日の出

https://www.choshikanko.com/event/0075/

世界灯台100選にも選ばれた犬吠埼灯台。
関東最東端にあり、離島を除いて日本で一番早く初日の出を見ることができます。

https://www.choshi-dentetsu.jp/event/190/

○銚子1日旅人パス

販売場所：銚子電気鉄道線の列車内、
有人駅と銚子市観光協会

販売価格：大人1,000円 小児500円
内容：銚子電気鉄道全線、千葉交通 路線バス、

ちばこうバス（フリーエリア内に限る）
を1日間乗り降りできる乗車券

○『アイドルマスター SideM』との
お仕事コラボレーション

オリジナル記念切符をはじめ、名物「ぬれせん
べい」等のオリジナルグッズをオンライン上

で販売！
ソーシャルゲーム版「アイドルマスター

SideM」内でコラボキャンペーンも開催！

https://www.choshi-dentetsu.jp/event/2619/

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

沿革(概要)と魅力

路線図

イベントや沿線の
おすすめ等情報



小湊鉄道HP：https://www.kominato.co.jp/

大正６年（１９１７年）創立の小湊鉄道は、
市原市の五井駅から大多喜町の上総中野駅までの３１．９ｋｍを結
ぶ、全１８駅のローカル鉄道です。
レトロなキハ２００形気動車、国の指定文化財に選ばれた大正時代
からの木造駅舎、沿線の美しい里山風景は、どこか懐かしくノスタ
ルジックな雰囲気で、ドラマやＣＭ、ミュージックビデオ等の撮影
にも多く使われています。また、桜や菜の花、紅葉が楽しめること
から、フォトスポットとしても人気があります。

沿革(概要)

会社の取り組み

対象駅：五井駅
上総牛久駅
里見駅
月崎駅
養老渓谷駅

実施時期：１２月２６日まで

◎里山トロッコ

五井駅から上総中野駅まで運行。
朝トロ、ゆうトロ、トロッコクルーズトレインプランもあり。
運行日等の詳細はホームページ、
https://www.kominato.co.jp/satoyamatorocco/index.html
または予約専用ダイヤル（0436-23-5584）まで。

駅等の紹介
◎こみなと待合室

◎一日フリー乗車券（大人1,840円 小人920円）

実施時期：１１月１９日～１２月２６日 16:30～21:00

◎小湊鉄道イルミネーション

沿線のレトロな風景・駅舎を活用し、上総牛久駅から養老渓谷駅までの
駅舎をイルミネーションで飾り付けます。
各駅舎の飾り付けは、地元で活動する
団体の方々を中心に、全てボランティア
で行われているのが特徴であり、駅舎
ごとに異なる飾り付けが見どころです。

また、里山トロッコ列車も期間限定で
五井～上総牛久駅間をイルミネーショントロッコ列車として運行します。

五井駅前本社の会議室をリニューアルして
2021年3月にオープンしたカフェです。
コーヒーやパン等の軽食、
各種アルコールの他、グッズも販売中です。
営業時間：平日 9:00～19:00

土日祝 9:00～17:00
プチ情報：最近カレーやケーキのメニューが増えました。

関東駅１００選に選ばれた、屈指のローカル駅
です。国指定の有形文化財に指定されている大
正時代からの駅舎に美しい里山の風景がマッチ
していることから、ドラマやＣＭのロケが多数
行われています。

◎上総鶴舞駅

◎上総鶴舞・高滝周遊乗車券

五井駅ホーム事務所・各駅自動券売機・車掌にて販売

（大人1,420円 小人710円）

◎市原市観光協会・小湊鉄道連携事業 市原里山ぐるっと周遊バス

11月3日～2022年3月27日 土日祝運転
上総牛久駅～養老渓谷駅間 鉄道もバスも乗継ぎ・乗り降り自由自在
期間中、小湊鉄道の「1日フリー乗車券」「上総鶴舞・高滝周遊乗車券」をお
持ちのお客様は、そのまま周遊バスにも自由に乗り降りしていただけます。
（上総鶴舞・高滝周遊乗車券は区間限定となります）
小湊鉄道の1日フリー乗車券や周遊券をお持ちでない方でも、乗合バスとして
ご利用いただけます。
以下の観光スポットへのアクセスもラクラクです。
・アニマルワンダーリゾウト市原ぞうの国
・湖畔美術館 ・チバニアン
詳細につきましては、こちらのＵＲＬをご参照ください。
https://www.kominato.co.jp/train/topics/satoyamatourbus/index.html

便利でお得な
きっぷ等情報



TwitterInstagram

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
た多くに鉄道ファンから温かい声援ををいただき、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)

Facebook

いすみ鉄道

会社の取り組み
・イベント情報◎南房総サイクル・ミュージックトレイン

サイクルトレインは、
列車に自転車を乗せてサイクリングのスタート地点へ！
ミュージックトレインは、列車内で生演奏の音楽を聞きながら、
沿線の里山の風景をお楽しみ下さい！

https://www.knt.co.jp/ec/2021/ishumi_train/

11月~2月の土曜日運行
サイクルトレインは大原/大多喜間／ミュージックトレインは大多喜から1往復

◎JR四国＋いすみ鉄道コラボ企画「四国急行ヘッドマークイベント」
旧国鉄（JR）予讃線急行列車「いよ」「うわじま」号のヘッドマークを借受け
キハ52型へ装着し運転しております。
11月~12月（1月以降も新企画を予定しています）
https://isumirail.co.jp/blog/archives/1514

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◆大原漁港「港の朝市」

大変お待たせいたしました！
あの港の朝市が再開！
良いお天気に恵まれますよう、そして皆さまのお顔を拝見できる事
を出店者一同楽しみにお待ちしております。
開催日等のお問合わせ
は港の朝市協同組合(0470-62-1191）まで。

(大原駅より徒歩16分)

◆国吉屋台村
日本一にぎやかな無人駅でタコ飯やカレー、
刺し身などの屋台が集結！昼飲みOK！
開催日はいすみ鉄道ホームページでご確認下さい。
https://isumirail.co.jp/

(国吉駅前)

◎毎年恒例「竹灯籠イルミネーション」

11月22日~2月11日（17:00~21:30）で
大多喜駅にて開催しております。

※沿線市町にお住
いの勝浦ZP倶楽部
の皆様と、竹灯籠
作家 末吉様からご
協力をいただき設
置いたしました。

便利でお得な
きっぷ等情報

◎１日フリー乗車券

平日用：おとな 1200円
こども 600円

土休日用:おとな 1500円
こども 750円

▼いすみ形
菜の花をイメージした黄色い車体が人気です。
２本のラインは 里山の緑と海の青を表して
います。

▼キハ52／キハ28 （土日祝に運行）
国鉄時代に造られた貴重な車体です。現役での姿を見られる
のはいすみ鉄道だけ！
車内にも昭和から変わらない景色が広がります。

キハ５２ キハ２８

キハ52
扇風機

キハ52
マイク

販売場所：大多喜駅（窓口、券売機）
大原駅（売店、券売機）
列車内（乗務員）

◎鉄印
大多喜駅出札窓口
で『鉄印帳』と
『鉄印』を販売
※鉄印は全５種類！
社長の直筆メッセージ
入りのものや、
シークレット鉄印も…。

車両の紹介



・大正 2年(1913) 11月 流山軽便鉄道会社設立
・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

流鉄HP：http://ryutetsu.jp/index.html

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。

車両や駅の紹介

路線図

◎流鉄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
右側のさくら号バージョンは
馬橋駅限定

便利でお得なきっぷ等情報

流鉄の中で
一番新しい駅です。

常磐線・武蔵野線
新松戸駅への乗り換えが
便利です。

幸谷駅（RN2）

さ く ら 号

若 葉 号

馬橋駅限定



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

◎湘南の宝石
江の島を彩る光と色の祭典

開催期間：2021/11/23（火）～2022/2/28（月）

湘南の宝石は、1999年11月に開催された旧江の島展望灯台( 現
江の島シーキャンドル) ライトアップを前身に、今年で22年目
を迎える光と色の祭典です。
地域一体となって作り上げる本イベントは、湘南の美しい海と
空、ロケーションと一体となったデザインや、その独自性から、
関東三大イルミネーションをはじめ、多くのイルミネーション
ランキングで、常に上位にランクインしています。
夕陽の時間帯から江の島エリアで、光に溢れる素敵な時間をお
過ごしください。

(江ノ島駅から徒歩２５分)

https://enoshima-seacandle.com/event/shonannohoseki/

長谷寺本尊造立1300年を記念して、観音電車を運行中です。
客室内に極楽浄土をイメージしたラッピングを施し前面には
ヘッドマークを掲出しております。また長谷駅には、長谷寺
に掲げられた赤い提灯（実物）が設置されております。

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

路線図

◎「観音電車」の運行について

運行時間のお問い合わせ
●「平日」のお問い合わせ先
・日中（9:00～17:30）

鉄道部旅客課 Tel 0466-24-2713
・早朝、夜間（6:30～9:00及び17:30～23:30）

鵠沼駅 Tel 0466-25-3846
●「土日祝日」のお問い合わせ先

鵠沼駅 Tel 0466-25-3846（6:30～23:30）

運行期間：2022年2月中旬まで

◎一日乗車券のりおりくん＆長谷寺拝観セット券

・「観音列車運行記念」特製台紙の配布について
極楽寺駅及び長谷駅で入場券をご購入のお客さまに特製台紙をプレゼント。
発 売 額 ：極楽寺駅・長谷駅 ２００円
配布期間：2022年2月中旬まで

・「江ノ電車両シリーズ入場券（1000形）」特製台紙付き
発 売 駅 ：藤沢駅・江ノ島駅・鎌倉駅
発 売 額 ：藤沢駅・江ノ島駅 ２００円、鎌倉駅１４０円
発売枚数：各駅７００枚
2021年12月3日（金）から発売
※江ノ電グッズオンライン

ショップでも発売中
詳しくはこちら

販売場所：藤沢、江ノ島、長谷、鎌倉駅
販売価格：大人 970円 小児 490円

https://www.enoden-
net.com/enodengoods/

イベント情報



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

2021年12月1日をもって箱根登山ケーブルカーが100周年
を迎えます。その記念イベント第4弾として、スタンプラ
リーを開催中。誰でも無料で参加可能で、３か所のうち２
か所以上を回るともれなくオリジナルストラップをプレゼ
ントいたします。

車両や駅の紹介

2021年3月20日に新型の5代目ケーブルカーが運転を
開始しました。1号車は箱根登山電車のアレグラ号と同
じバーミリオンはこね色、
2号車は箱根山の青空を
イメージした色となって
おります。

便利でお得な
きっぷ等情報

販売場所：箱根ナビ
箱根登山電車全駅

（塔ノ沢駅及び無人時間帯を除く）

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
製作したクイズや新たなペーパークラフトを紹介いたしま
す。

◎ケーブルカー100周年記念
スタンプラリー

場所：箱根登山ケーブルカー沿線
2021年12月1日(水)～2022年3月31日（木）

◎運転士・車掌が考案！
「おうちで登山電車を楽しもう！」

・箱根ナビにて公開
・2022年1月頃動画公開予定

◎5代目箱根登山ケーブルカー

12/12(日)まで、早雲山駅
改札内にて写真展を実施中
です。５代目ケーブルカー
の搬入作業からデビューま
での様子を展示しておりま
す。

https://www.hakonenavi.jp/hakone-tozan/cablecar/

◎のんびりきっぷ
（箱根登山電車 小田原～強羅 乗り降り自由）

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◆箱根ロープウェイ
お誕生日キャンペーン

箱根ロープウェイをご利用のお客様で、誕生
日当日または前後１日の方に、係員からのお祝いのメッセージや
オリジナルお誕生日シール、ゴンドラ貸切優待券（別途乗車券が
必要）や、誕生日ケーキ（「大涌谷駅食堂」で1000円以上お求め
いただいた方限定）をプレゼントいたします。

アクセス：早雲山駅構内
時期：2021年12月1日～2022年3月31日

・今年10月に新しい周遊券がたくさん登場。おなじみの箱根フリーパスの他、マイカーで来られたお客さ
ま向けのコンパクトな周遊券「箱根のりものパスLite」や、上記の大涌谷きっぷ、のんびりきっぷ等、観光
スタイルに合わせたきっぷをお買い求めいただけます。詳細情報は箱根ナビをご覧ください。

https://www.hakonenavi.jp/hakone-tozan/cablecar/

・ケーブルカー100周年を記念した新グッズ「ケーブルカークリアファイ
ル（3枚セット）」、「登山電車とケーブルカーが箱根の山を登り降りす
るペンケース」や、2022年箱根登山オリジナルカレンダーを発売中です！
箱根登山電車ONLINESTOREにてご自宅からでもお求めいただけます。

https://htr-merch.stores.jp/

箱根登山鉄道株式会社

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

◎大涌谷きっぷ（箱根登山電車全線、箱根登山ケーブルカー全線
箱根ロープウェイ（早雲山～大涌谷のみ）乗り降り自由）

大人1,400円
子ども700円（1日限り有効）

小田原発大人3,500円
子ども980円（2日間有効）

販売場所：箱根ナビ、箱根登山電車全駅
（塔ノ沢駅及び無人時間帯を除く）

箱根登山ケーブルカー強羅駅
早雲山駅

ペンケース

カレンダー

路線図



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)

会社の取り組み◎第１０回金太郎ウォーク

イベントや沿線の
おすすめ等情報

南足柄市・伊豆箱根鉄道共同開催
開催日：2021年12月18日
発 地：大雄山駅
着 地：道の駅 足柄・金太郎のふるさと
距 離：約９．５ｋｍ
時 間：約２時間30分
受 付：9:00～11:00

事前申し込み不要
ゴール受付時間 14：00迄

●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。
例年、年始には初詣の方が多く訪れ、2/3には節
分祭が盛大に開催されます。※新型コロナウィル
ス感染症影響の為、開催については要確認

便利でお得な
きっぷ等情報◆ED31形（機関車）駿豆線

1947年（昭和22年）に製造され西武鉄道で活
躍していた機関車でしたが、伊豆箱根鉄道駿豆
線の前身「駿豆鉄道」時代の1952年（昭和27
年）に譲受されました。電車工場内の入換作業
や夜間工事等で使用され普段は見ることができ
ませんが、定期検査のため甲種鉄道車両として
輸送されてくる大雄山線車両の牽引にも使用さ
れており時々本線も運行します。

車両や駅の紹介

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280円

◎大雄山線1日フリー
乗車券「金太郎きっぷ」

鉄道グッズ
・伊豆箱根鉄道2022カレンダー販売中
「駿豆線・大雄山線の四季折々の沿線風景」「伊豆

箱根鉄道旅の思い出」をテーマに四季折々の植物
や風景と電車が調和して新たな当社の魅力を感じ
ていただけるカレンダーとなっています。
※通信販売については以下URLより

https://izuhakone-railway-shop.raku-uru.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。
https://www.chichibu-railway.co.jp/chichibu-railway-train.html

【超平和バスターズトレイン （使用車両 7501号3両1編成）】
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。

◎SLパレオエクスプレス冬季特別運行
当列車は事前予約による全席指定席です。
事前予約受付は、運転日の1か月前の午前0時から発車時刻30分前までです。
なお、発売枚数に限りがございます。
また、SLパレオエクスプレスの牽引機「C58363」の製造から77周年を記念
し、紫色のナンバープレートを掲出いたします。
冬季特別運行日：
2021年12月24～26日
2022年1月1～3、8～10日

◎こたつ舟運行(長瀞駅から徒歩3分（岩畳）)
例年1月1日～2月末まで、荒川の岩畳周辺にて「こたつ舟」を運航します。
長瀞の冬の風物詩です。

◎長瀞 宝登山ロウバイ園
（長瀞駅から徒歩20分、宝登山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ乗車5分、山頂駅から徒歩）
例年1月中旬～2月下旬に宝登山山頂エリアのロウバイ園が見ごろを迎えます。
https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/roubai.html

こ
た
つ
舟

ＳＬパレオエクスプレス

路線図

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

車両の紹介

イベントや沿線の
おすすめ等情報

◎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)
◎秩父路遊々フリーきっぷ【デジタル版】

MaaSアプリ「EMot」に登場! (大人1,500円 小児500円)
◎長瀞秩父おでかけきっぷ

寄居駅～三峰口駅間の駅窓口で販売
(大人1,000円 小児500円)

◎埼玉の秩父鉄道ってどう思いますか？記念乗車券
販売期間：2021年11月9日～2022年3月31日※売切次第終了
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）、イベント会場で販売（750円）

◎電気機関車カレンダー付き記念乗車券
販売期間：2021年11月9日～12月31日
長瀞駅、ちちてつe-shop（通信販売）、イベント会場で販売
1,500円（羽生駅から680円区間大人片道1枚、熊谷駅から820円区間大人片道1枚）

便利でお得な
きっぷ等情報

電
気
機
関
車
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車
券

https://www.chichibu-
railway.co.jp/slpaleo/

https://www.chichibu-
railway.co.jp/nagatoro/pokapoka.html

超平和バスターズトレイン



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
・イベント情報＜富士急電車ふれあい月間＞

創立95周年事業の一環として、
2021年11月13日～12月19日の期間、大月駅～河口湖間と走行する富士
急行線にて大人も子供も楽しめる様々な鉄道イベントを開催します。
https://www.fujikyu-railway.jp/fureai/

◎富士急親子電車ふれあいきっぷ

販売期間：2021年12月19日まで
内 容：河口湖駅～大月駅１日乗り降り自由
販 売 額：1,950円（大人1名、小人2名まで利用可能）
販売場所：河口湖駅、富士急ハイランド駅、富士山駅、下吉田駅

都留文科大学前駅、大月駅
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=589

駅の紹介

◆富士急学べるハイキング
開催日：12月11日
内容：富士急行線で行く、学べる自然ハイキングを実施します。

車内では、講師がセミナーを実施します。
Aコース：地元ガイドが案内する歴史街道ハイキング
Bコース：プロカメラマンが教える山歩きのフォトテクニック

※Bコースには車両撮影会も開催予定
参加費：Aコース 6,000円 Bコース 11,000円
予約：下記サイトにて受付・販売
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02r1g71ura021.html

◆大人の電車修理工場体験プレミアム
開催日：12月12日
内容：電車修理工場の見学と保線・車両整備の仕事体験、運転疑似

体験や車掌体験などプレミアムな見学と体験が出来ます。
➀１日コース 9:30～17:00
②半日コース 13:10～17:00

参加費：➀15,000円（お弁当付き）②6,000円
予約：下記サイトにて受付・販売

https://fujikyu.theshop.jp/items/55123927

◆ミッドナイトビュー特急

開催日：12月18～19日
内容：一夜限りの特別運行！

河口湖⇔大月間を終電後に特別ダイヤで運行！
参加費：14,800円～（子供12,000円～）※記念グッズ、朝食付き
予約：下記サイトにて受付・販売

https://www.fujikyu-travel.co.jp/train-tour/

便利でお得な
きっぷ等情報

☆鉄道イラストレーター「始発ちゃん」とコラボしたオリジナルグッズの販売を開始

☆毎年好評！富士急行線＆富士急グループバスカレンダーを発売

☆フォロワーの皆様とつくる富士急行創立95周年入場券セット

沿線のイベント情報○トーマスランドクリスマス

富士急ハイランド駅からすぐ！12月26日まで開催
https://www.fujiq.jp/event/thomasland_christmas_2021.html

月江寺駅開業90周年記念始発ちゃんコラボ入場券 価格・800円
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=593

壁掛けカレンダー 価格：1,100円 卓上カレンダー 価格：600円
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=592

富士急行線公式Twitterにてフォロワーの皆様からご投稿頂いた画像で作成しました。価格：950円
https://fujikyu.theshop.jp/items/55752009

◎富士急ハイランド駅
2021年12月１日に開業60周年を迎えます。
2020年3月に副駅名＜トーマスランド駅＞を導入し、
駅舎もトーマスデザインにリニューアルしております。

路線図



◎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

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

車両の紹介

イベントや
沿線のおすすめ等情報

便利でお得な
きっぷ情報

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

路線図

◎昭和レトロなポスター展ｉｎ下田
開業60周年記念特別企画

■開催期間 2021年11月1日～2022年2月28日
■開催場所 伊豆急下田駅、下田時計台フロント

下田ロープウェイ

◎伊豆急カレンダー2022フォトコンテスト
開業60周年記念特別企画
■開催期間 2021年11月1日～2022年1月31日

■開催場所 伊豆高原駅やまもプラザ内

https://www.izukyu.co.jp/guide/event_detail.php?CN=325834

◎第18回伊豆急全線ウォーク

■開催期間 2021年11月1日～2022年6月12日

https://www.izukyu.co.jp/guide/event_detail.php?CN=325302

https://www.izukyu.co.jp/izukyu_walk/map.php

◎リゾート２１（キンメ電車）
伊豆を代表する「金目鯛」をイメージした
電車で、車内は沿線の各市町が号車別に観
光PR等の装飾を施し、乗って楽しい車両
となっております。

◎リゾート２１（黒船電車）
黒船をモチーフにした全国でも珍しい
黒い電車です。3号車では船のデッキの
ようなのんびりとした雰囲気を味わえ、
「伊豆のおさかな図鑑」プレートには
魚の特徴や名前が記載されており、お
子様と一緒に楽しめます。

◎リゾート２１（黒船電車）

◎伊豆急8000系

東急電鉄から伊豆急行に導入された車
両で2005年から営業運転を開始した車
両です。15編成のうち2編成は、ラッ
ピングを施さない無塗装での運行をし
ており、鉄道ファンに絶大なる人気を
誇ります。

◎下田爪木崎水仙まつり

■開催期間 2021年12月20日（月）～2022年1月31日（月）
■開催場所 須崎半島爪木崎
■問い合わせ 下田市観光協会 0558-22-1531

（伊豆急下田駅よりバスで約20分）
◎下田爪木崎水仙まつり

◎河津桜まつり（河津駅より徒歩約1分）

■開催期間 2022年2月1日（火）～2022年3月10日（木）
■開催場所 下賀茂温泉青野川沿い
■問い合わせ 南伊豆町観光協会 0558-62-0141

■開催期間 2022年2月1日（火）～2022年2月28日（月）
■開催場所 河津川沿い
■問い合わせ 河津町観光協会 0558-32-0290

◎みなみの桜と菜の花まつり（伊豆急下田駅よりバスで約20分）

・開催期間伊豆半島の至る所で一足早い早春の伊豆をご堪能いただけます。
伊豆半島で花・温泉・食事をご堪能いただき気分をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。



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

◆芦ノ牧温泉駅
・二代目ねこ駅長の
「らぶ」がいる駅

※一般の方のねこちゃんの写真撮影はお断りしております。

◆湯野上温泉駅
駅舎が茅葺屋根。
待合室では囲炉裏が
あり雰囲気あます。

◎大内宿共通割引きっぷ

販売 会津鉄道有人駅、
場所 駅たびデスク

(会津若松駅内)
価格 大人2,200円

小人1,100円

便利でお得な
きっぷ等情報

路線図

会津鉄道線内で一番古い駅舎

http://ashinomakionseneki.com

・足湯が併設されているので、
冬の旅行には最適です
※無料です

会津田島駅構内にて実施。

◎運転体験

価格・実施日については未定
要問合せ

専門的な特別講習を受けてい
ただき、会津田島駅構内で車
両を運転します。

http://www.aizutetsudo.jp/driving_experiences2021/

http://www.aizutetsudo.jp/ticket/ouchijuku/

駅の紹介

運転体験特別弁当付き！！

らぶ駅長

芦ノ牧温泉駅

湯野上温泉駅

待合室 足湯

※内容は変更となる場合がございます。


