皆さんは、
「関東の駅百選」を知っていますか？
関東にある 2,000 を超える駅の中から、
「鉄道の日」記念行事の一環として、
平成９年から平成 12 年にかけて、特徴ある 100 駅が選定されました。
（現在は、
「鹿島鉄道（鉾田駅）
」
「日立電鉄（桜川駅)」が廃線となったため、
98 駅が残っています。
）
このうち、関東の地域鉄道に乗って行くことができる 21 駅をピックアップ
し、当時の「関東の駅百選」選定理由と、選定時に実施されたスタンプラリーの
懐かしいスタンプとともにご紹介します！
地域鉄道の魅力と、特徴ある駅の雰囲気や歴史などをいっぺんに楽しみに行
きましょう！

平成 31 年 2 月 8 日掲載
令和

4 年 4 月 1 日更新

江ノ島電鉄
極楽寺駅（1904 年４月開業）

鎌倉高校駅前

緑と静寂のなか古風な雰囲気で

（1903 年６月「日坂駅」として開業）

風情とやすらぎを感じさせる駅。

ホームから前面いっぱいに
「湘南の海」が広がっている駅。
塩害対策として、木造建築の駅舎になっている。

お知らせ
オススメ情報
極楽寺駅は 2019 年１月末より新駅舎や駅前広場を整備

鎌倉高校前駅の目の前に広がる青い海。

し、旧駅舎とそのノスタルジックな雰囲気をそのまま

駅を出てなだらかな坂道を下りながら、目の前に広が

に、新たな駅として生まれ変わりました。

る海を眺めれば、まるでドラマのワンシーンに入り込
んだかのよう！
これぞ湘南。ゆったりした景色を楽しんでみては!?

伊豆箱根鉄道

箱根登山鉄道

大雄山駅（1925 年 10 月開業）

強羅駅（1919 年６月開業）

足柄山のシンボル「金太郎像」が出迎えて

周囲の自然に調和し、スイスを
イメージした山小屋風の駅。

くれる三角屋根の山小屋風の駅。

あしを伸ばして…
「大雄山最乗寺」
（大雄山駅からバスで約 10 分）
開創から６百年ほどの歴史を持つ大雄山最乗寺には、
樹齢500年以上といわれる老杉茂り霊気が満ちわたり、

あしを伸ばして…

ピンと張り詰めた静寂な雰囲気に、心が洗われます。

箱根の名所大涌谷や芦ノ湖への玄関駅。

ぜひ一度足をお運びください。

この駅でケーブルカーに乗換え、その先のロープウェイ

イベント情報
｢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｣

開催日時：5/5（木）

や海賊船に乗り継いで観光が出来ます。
色々な乗り物に乗れるのも箱根観光の醍醐味の一つで
す。

開催場所：大雄山駅前広場

小湊鉄道
か ず さ つるまい

上総鶴舞駅（1925 年３月開業）
大正時代の開設当初の瓦葺屋根の駅舎で田園
地帯にマッチした桜の名所にもなっている駅。

いすみ鉄道
お お た き

大多喜駅（1930 年４月開業）
城をイメージした駅舎で
ガス採掘発祥の地の記念ガス灯のある駅。

木造駅舎、瓦葺き、木枠のガラス窓板で塞がれてい

本多忠勝十万石の大多喜城をイメージ。

ない駅事務室など開業当時そのまま。

天然ガス発祥の地で、夕方にはガス灯に灯が灯る。

テレビや雑誌の撮影にも使われている。

駅情報
昭和３３年１月１日に鶴舞町駅より現在の上総鶴

あしを伸ばして…
「大多喜城」
（大多喜駅から徒歩約 15 分）

舞駅に改称されました。

徳川四天王のひとり、本多忠勝を初代城主とする大多

２０１８年に藤本荘介氏設計の新しいトイレが完

喜城。現在は本丸跡に博物館があり、刀や鎧、衣装等

成しました。

が展示されています。

銚子電気鉄道
いぬぼう

流鉄

犬吠駅（1935 年８月「燈台前駅」として開業）

流山駅（1916 年３月開業）

ヨーロッパスタイルの

東京近郊にありながら
ローカル色のある駅。

白壁と絵タイルが美しい駅。

あしを伸ばして…
「犬吠埼灯台」（駅から徒歩約 7 分）
銚子半島の最東端にあり、慶応 2 年（1866 年）に、初め
て日本製レンガを使用し建造された灯台です。

お知らせ
「銚子電鉄 観光ガイドブック」
銚子電鉄や観光施設が丸わかり！銚子観光のお供に。
※各駅、列車内、観光施設で無料配布中。

埼玉県

秩父鉄道

長瀞駅

あしを伸ばして…
「白みりん発祥の地、流山本町」
流山駅は、白みりん発祥の地、流山本町への玄関口。
夕暮れ時は、民家や店先に並ぶ手作りの切り絵行灯に
灯りが灯り、路地や旧道を優しく彩ります。

みつみねぐち

三峰口駅（1930 年３月開業）
秩父多摩甲斐国立公園の表玄関で

（1878 年９月「宝登山駅」として開業）

長瀞駅の開業は
明治４４年（１９１１年）です。

開業当時の面影を残す素朴な駅。
駅構内には車両公園があり、ＳＬ運転日には
転車台でＳＬの方向転換も見学できる！

開業当時のままで残され、
歴史を物語る木造建築の駅

オススメ情報
「ＳＬパレオエクスプレス C58363」
あしを伸ばして…
「長瀞ラインくだり」

昭和 19 年 2 月に製造された蒸気機関車で東北を中心に

風流な和船に乗り、静かな流れから急流まで変化に富ん

「SL 運行を!!」との声から、昭和 63 年に「SL パレオエ

だ荒川をくだります。
（営業期間：3 月上旬～12 月上旬）

クスプレス」号として、秩父鉄道で運行開始し、今では

※気象状況に応じて運航を見合わせる場合もあります。

秩父路観光の顔として活躍しています。

活躍し、昭和 47 年に現役を引退しました。

群馬県

群馬県
上毛電気鉄道

わたらせ渓谷鐵道

西桐生駅（1928 年 11 月開業）

水沼駅（1912 年９月開業）

織物の町桐生市内に開設当時から残る保存

関東唯一の緑に囲まれた

が望まれる駅舎で機織りが体験できる駅。
今は機織り体験ができなくなったが、

天然温泉付き(露天風呂)の駅。

↑

レリーフで飾った正面のモルタル壁や洋風の窓など、
昭和モダンな雰囲気が漂う！

駅情報
イベント情報
「沿線ハイキング・大胡電車庫運転体験」
春は桜、ツツジの開花に合わせてに合わせて、沿線ハ
イキングを実施しております。また毎月 1 回大胡電車
庫で運転体験を実施しております、実際の電車の運転

全国的にも珍しい、駅構内に
温泉のある駅として知られ、上りホームに隣接して
水沼駅温泉センター「すっぴん美人の湯」が併設され
ています。
渡良瀬川を望む「かっぱ風呂（露天風呂）
」からの眺め
は絶景です。
是非、鉄道旅の癒やしに一風呂いかがでしょうか！！

を楽しんではいかがでしょうか

群馬県

上信電鉄

栃木県

野岩鉄道

下仁田駅（1897 年９月開業）
100 年の歴史を誇り、妙義山、荒船山の
登山客に親しまれる上信電鉄の終着駅。

か み み よ り しおばらおんせんぐち

上三依塩原温泉口駅
（1986 年 10 月「下野上三依駅」として開業）

山岳駅をイメージした一際目立つ
洋風とんがり帽子の屋根の駅。

もうすでに開業から 120 年超え！

↑

か み み よ り しおばら

2006 年 3 月 18 日に、
「上三依塩原駅」から
か み み よ り しおばらおんせんぐち

「上三依塩原温泉口駅」に駅名変更。

あしを伸ばして…
「こんにゃく手作り体験道場」(下仁田駅から徒歩約 5 分)
下仁田の特産品として有名な「こんにゃく」を、大人か
ら子どもまで楽しみながら手作りすることができます。
※要予約、最小開催人員の設定あり
※問合せ先：下仁田町観光協会（電話：0274-677500(9:00 から 16:00 年末年始を除く)

あしを伸ばして…
「上三依水生植物園」（駅から徒歩約７分）
男鹿川沿いの敷地面積約 2 万 2 千㎡の広大な園内に
は、約 300 種、3 万本の草花が植えられています。
開園期間・時間：4 月 15 日～11 月 30 日

9:00～16:30

栃木県

真岡鐵道
真岡駅（1912 年４月開業）

益子駅（1913 年開業）

地域の核として期待される

焼き物の街に配慮した瓦屋根の駅舎に

巨大な蒸気機関車の複合施設の駅。

ツインタワーをシンボルとした斬新な駅。
改札口の両側に「長屋門」をイメージした塔。
（向かって左：展望台、向かって右：時計台）

オススメ情報

「SL キューロク館」
オススメ情報

駅東口に併設されている SL キューロク館では、圧縮
空気で自走する SL を見ることができます。

土日祝日は、SL の発着を
見ることができます。

関東鉄道
と

ば

の

え

新守谷駅（1982 年３月開業）

騰波ノ江駅（1926 年８月開業）

赤瓦のとんがり屋根が美しい、

万葉集の「鳥羽の淡海（とばのおうみ）」と

図書館がある駅。

記されたものが駅名として残り、
栄枯盛衰を物語る駅。
老朽化のため、開業時からの木造駅舎は 2008 年
７月に解体され、現駅舎は 2008 年 10 月に当時の
駅舎とそっくりに新築された。

お知らせ
・図書館は 2004 年に閉館しました。
・駅東側への便利な歩道橋が 2019 年に開通しました。

イベント情報
毎月第３土曜日・日曜日に、レールファンクラブによ
るステーションギャラリーを開催しています。
※詳細は、関東鉄道ホームページをご覧ください。

鹿島臨海鉄道

ひたちなか海浜鉄道
なかみなと

かしまおおの

鹿島大野駅（1985 年３月開業）
鹿島灘、北浦を背景にヨットのメーンマストを
模し夜はライトアップされるお洒落な駅。

那珂湊駅（1913 年 12 月開業）
歴史と伝統のある駅で
開業当時の面影を残した駅。

駅正面の丸みのある部分：船体

100 年を超える歴史がある駅!

小さな窓と時計のついた中央部分：ヨットのメーンマスト

2008 年に茨城交通の鉄道部門を継承して運営。
スタンプは、茨城交通当時のものでかなりレア!!

あしを伸ばして…
ご当地グルメ
「鹿島灘はまぐり」
茨城県の大洗から千葉県の犬吠埼にかけて広がる鹿島
灘の特産品で、貴重な国産はまぐりの高級品として有

「那珂湊おさかな市場」（駅から徒歩約 10 分）
季節ごとの新鮮でおいしい魚介類をリーズナブルな価
格で楽しむことができます。お食事だけでなく、お土
産購入もお楽しみください。

名。

山梨県

富士山麓電気鉄道

河口湖駅（1950 年８月開業）
富士山をバックにし
スイスをイメージした駅。

「関東の駅百選」の詳細
⇒http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/tetudou/
tiiki_tetudou/1014event/index.html

駅舎の土台には富士山の溶岩を利用。

「関東の駅百選」に認定された駅には、
金色に輝く認定看板があるよ！
どこにあるか探してみてね！

オススメ情報
「河口湖駅内にあるカフェ『ゲートウェイフジヤマ』」
富士山・河口湖・西湖など、観光を満喫した後は、こ
こでしか味わえないオリジナルスイーツ「信玄ソフ
ト」や「吉田のうどん」を是非！
山梨県の名産品などのお土産もお求めいただけます。

≪番外編≫ ～中部の駅百選～
伊豆急行
伊豆高原駅（1961 年 12 月開業）

城ヶ崎海岸駅（1972 年３月開業）

駅員がやさしく・親切でバリアフリーも

ログハウスが周囲の景観にも溶け込み、

充実し、２１世紀のリゾート地にふさわしく、

風情と温もりを感じる駅。

駅というよりホテル、美術館のようにきれい。
駅周辺には、大室山や門脇吊橋といった観光スポットや美
術館・カフェなどが点在し、春には「伊豆高原桜まつり」
で満開の“桜のトンネル”が駅前から楽しめる！

≪番外編≫ ～中部の駅百選～
伊豆急行
伊豆急下田駅（1961 年 12 月開業）

河津駅（1961 年 12 月開業）

歴史と現代、人情、素朴さとが一つに

「河津桜」に大勢が訪れる。

溶け合ってなんともいえぬ、

「河津バガテル公園」も四季折々楽しめます。

なつかしい雰囲気を感じさせる駅。
毎年２月上旬から３月上旬には、
「河津桜まつり」が
開催され、
「河津桜」が咲き誇る！！

福島県 ≪番外編≫ ～東北の駅百選～
会津鉄道
塔のへつり駅（1988 年４月開業）

会津田島駅（1934 年 12 月開業）

塔のへつりへの最寄駅である駅。

南会津地方の情報が集まる、
総合的な機能をあわせもつ駅。

福島県 ≪番外編≫ ～東北の駅百選～
会津鉄道
湯野上温泉駅

江戸時代の宿場を今に残す『大内宿』の街並みにな

（1932 年 12 月「湯野上駅」として開業）

ぞられた、日本でも珍しい茅葺屋根の駅舎で、虫除

茅葺屋根の囲炉裏がある駅舎。

けのため囲炉裏に火が入れられている！

旅行者の旅の安全と近隣住民の健康と発展を祈願して足湯
「親子地蔵尊の湯」が駅に併設（2012 年 10 月設立）され、
足湯が入れる駅として人気を呼んでいる。
小さな窓と時計のついた中央部分：ヨットのメーンマスト

