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令和３年 10 月１日  

国土交通省東北運輸局 

 
 

東北の各鉄道会社の企画乗車券をひとまとめ 

～東北の地域鉄道をお得に乗って応援～ 
 

東北管内の地域鉄道では、創意工夫をこしらえた様々なフリーパスや割引券を発行しており

ます。 

このたび東北運輸局は、地域鉄道各社の一定区間の乗り放題乗車券のほか、他の鉄道やバス

とコラボした共通乗車券、学生向け・高齢者向けの乗車券、温泉、スキー場、水族館、宿泊施

設、観光施設、商業施設等とセットにしたお得な切符を下記サイトのように一覧メニューにし

ました。また、♯奥の鉄旅・♯お得切符・♯東北企画切符を作成し、東北運輸局ツイッターで

も情報を拡散しています。 

お得な切符で楽しい東北の鉄道の旅にして頂くよう応援をして参ります。皆様も上記ハッシ

ュタグをシェアし、ご家族やご友人等と域内の外出機会や東北地方の周遊、滞在の際に是非ご

利用下さい。（東北運輸局ツイッター @mlit_tohokuunyu） 

 

１．東北運輸局：東北管内の地域鉄道の企画乗車券一覧メニューサイト URL 

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/td/00001_00049.html 別紙「詳細一覧」 
下記 QR コードからでもアクセスできます。 

 
 
２．企画乗車券の例 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
３．企画乗車券実施主体及び協力 
実施主体：津軽鉄道（株）・弘南鉄道（株）・青い森鉄道（株）・いわて銀河鉄道（株） 
・三陸鉄道（株）・仙台市交通局・秋田内陸縦貫鉄道（株）・由利高原鉄道（株）・山形鉄道（株）
・阿武隈急行（株）・福島交通（株）・会津鉄道（株） 
合計 東北運輸局管内 12 社 67 企画乗車券（令和 3 年 10 月１日現在） 
協力：東北鉄道協会 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

東北運輸局 鉄道部 計画課 

岩淵・福原 

TEL：０２２－７９１―７５２６ 

東北運輸局プレスリリース 

見本 
見本 

見本 



2021年10月1日現在

東北運輸局鉄道部

事業者名 名称 価格 適用区間 有効期間／適用期間 その他適用条件 関連ホームページ（ＵＲＬ）

1 津軽鉄道 コロプラ☆乗り放題1日フリーきっぷ 大人　2,450円 津軽鉄道線全区間 １日／通年 https://colopl.co.jp/service/other/coloca/transport/area01/norimono_tsugaru/

2 津軽鉄道 津軽フリーパス
大人　2,100円
小人　1,050円

津軽鉄道線（津軽五所川原駅～金木駅）
（弘南鉄道：全区間）
（ＪＲ奥羽線：碇ヶ関駅～青森駅間）
（ＪＲ五能線：川部駅～五所川原駅間）
（弘南バス：HP参照）

２日間／通年 http://www.tsugarunavi.jp/freepass/

3 弘南鉄道 大黒様きっぷ
大人　1,000円
小人　500円

大鰐線及び弘南線全区間 １日／通年 https://konantetsudo.jp/2016/10/01/ticket007/

4 弘南鉄道 親子で乗ろう！休日割引 小人　無料 大鰐線及び弘南線全区間 土日祝日／通年
親子で乗車の場合に限る
（子供の単独乗車・団体は適用外）

https://konantetsudo.jp/2016/10/01/parentchild-ticket/

5 弘南鉄道 さっパス 大人　1,000円 大鰐線全区間 ２ヶ月（２回）／通年
弘南鉄道大鰐線：中央弘前～大鰐往
復乗車券＆鰐come入浴券＆お買物
券（２００円分）がセット

https://konantetsudo.jp/2016/10/01/ticket001/

6 弘南鉄道 わにサポ 復路　100円 大鰐線全区間 １日／通年
大鰐線を往復利用する方で、わにサ
ポ関係施設利用者(往路は通常料金)

https://konantetsudo.jp/2021/03/31/wani-support2021/

7 弘南鉄道 わのパス Wano Pass
大人　1,100円
小人　500円

弘南線全区間 １日／2021年4月1日～2022年3月31日
弘南線の対象観光施設の観覧料が
含まれる

https://konantetsudo.jp/2021/03/24/wano-pass2021/

8 弘南鉄道 モバイル「大黒様きっぷ」
大人　1,200円
小人　600円

大鰐線及び弘南線全区間 １日／通年 https://konantetsudo.jp/2021/08/18/daikokusama-ticket-mobile/

9 弘南鉄道 福家きっぷ
入浴券セット　1,000円
湯治券セット　1,500円

弘南線全区間 ２ヶ月（２回）／通年
津軽おのえ温泉 日帰り宿：福家の入
浴券ｏｒ湯治券と往復乗車券がセット

https://konantetsudo.jp/2016/10/01/ticket003/

10 弘南鉄道 津軽フリーパス
大人　2,100円
小人　1,050円

大鰐線及び弘南線全区間
（津軽鉄道：津軽五所川原駅～金木駅）
（ＪＲ奥羽線：碇ヶ関駅～青森駅間）
（ＪＲ五能線：川部駅～五所川原駅間）
（弘南バス：HP参照）

２日間／通年 https://konantetsudo.jp/2016/10/01/ticket008/

11 青い森鉄道 青い森ワンデーパス
大人　2,100円
中高生　1,530円
小児　1,050円

青い森鉄道線全区間
○１日／通年（土日祝日）
○１日／特定期間
※HP参照

普通・快速列車自由席に限る http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/1dp

12 青い森鉄道 青い森ワンデーパス（コンビニ券）
大人　2,100円
中高生　1,530円
小児　1,050円

青い森鉄道線全区間
○１日／通年（土日祝日）
○１日／特定期間
※HP参照

普通・快速列車自由席に限る http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/1dp-cvs

13 青い森鉄道 あさむし水族館きっぷ　フリータイプ

大人　2,950円
高校生　1,830円
中学生　1,620円
小児　1,420円

青い森鉄道線全区間
○１日／通年（土日祝日）
○１日／特定期間
※HP参照

青森県営浅虫水族館の入場引換券
＋青い森鉄道線の乗車券（普通・快速
列車普通車自由席）

http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/aquafree

14 青い森鉄道
あさむし水族館きっぷ　往復タイプ（青森駅発
着）

大人　1,530円
高校生　1,420円
中学生　1,010円
小児　810円

青い森鉄道線
（青森駅～浅虫温泉駅）

１日／通年
青森県営浅虫水族館の入場引換券
＋青い森鉄道線の乗車券（青森～浅
虫温泉間を往復1回）

http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/aqua

15 青い森鉄道 青森・苫小牧てつなかきっぷ

①青森－八戸・八戸港－苫小牧港
大人　6,800円・小児　3,400円
②野辺地－八戸・八戸港－苫小牧港
大人　6,000円・小児　3,000円
③三沢－八戸・八戸港－苫小牧港
大人　5,300円・小児　2,650円

HP参照 ３日間／通年
青い森鉄道線の片道乗車券＋シル
バーフェリー八戸～苫小牧航路の2等
片道乗船券

http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/tetsunaka

16 青い森鉄道 海峡ゆったどきっぷ

①八戸－青森・青森フェリーターミナル－函館フェリーターミナル
大人　3,900円・小児　1,950円
②三沢－青森・青森フェリーターミナル－函館フェリーターミナル
大人　3,500円・小児　1,750円
③野辺地－青森・青森フェリーターミナル－函館フェリーターミナル
大人　2,900円・小児　1,450円
④浅虫温泉－青森・青森フェリーターミナル－函館フェリーターミナル
大人　2,400円・小児　1,200円

HP参照 ３日間／通年
青い森鉄道線の片道乗車券＋津軽海
峡フェリー青森～函館航路のスタン
ダード片道乗船券

http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/kaikyo

東北管内地域鉄道の主な企画乗車切符



事業者名 名称 価格 適用区間 有効期間／適用期間 その他適用条件 関連ホームページ（ＵＲＬ）

17 青い森鉄道 星野リゾート青森屋きっぷ 3,600円
青い森鉄道線
（三沢駅～青森駅）

１日／通年
三沢～青森間の往復乗車券＋ねぶた
の家ワ・ラッセ入場引換券＋魚っ喰い
の田食事券

18 青い森鉄道 もりもりフリーパス
大人　5,500円
小児　2,750円

青い森鉄道線
（目時駅～青森駅）
（盛岡駅～目時（IGR）駅）

2日／2021年8月1日～2022年1月11日 http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/130th

19 青い森鉄道 青い森ツインきっぷ 大人　3,900円
青い森鉄道線
（八戸駅～青森駅）

２回／2021年9月1日～2022年4月30日 2枚綴りの回数乗車券 http://aoimorirailway.com/archives/otoku-ticket/twin

20 IGRいわて銀河鉄道 ＩＧＲホリデーフリーきっぷ
大人　3,000円
小児　1,500円

いわて銀河鉄道全区間
○１日／通年（土・日・祝日）
○１日／年末年始（12月30日～1月3日）

https://igr.jp/ticket/holiday

21 IGRいわて銀河鉄道 きたいわてぐるっとパス
大人　5,200円
小児　2,600円

リアス線
久慈駅～宮古駅間
（ＪＲバス東北スワロー号：二戸駅～久慈駅間）
（IGRいわて銀河鉄道：盛岡駅～金田一温泉駅間）
（岩手県北バス　106特急・急行バス：宮古駅～盛岡駅
間）

３日間／通年
一方向に限り乗り降り自由
（二戸～金田一温泉駅は折返し乗車
が可能）

https://igr.jp/ticket/gurutto

22 IGRいわて銀河鉄道 ＩＧＲバースデーきっぷ 500円 いわて銀河鉄道全区間 １日／誕生日当日＋誕生日前後1日
同伴者の方3名まで 1名につき500円
（同一行程に限る）

https://igr.jp/ticket/birthday

23 IGRいわて銀河鉄道 奥中山高原 子どもの森きっぷ HP参照
いわて銀河鉄道線
（乗車駅から奥中山高原駅）

２日間／通年

乗車駅から奥中山高原駅までのいわて銀河
鉄道線往復運賃＋岩手県北バス　奥中山地
区（奥中山高原駅～温泉・スキー場〜いわて
子どもの森）乗り降り自由

https://igr.jp/ticket/kodomori

24 IGRいわて銀河鉄道 中学生往復半額きっぷ 中学生　半額 いわて銀河鉄道線全区間

○通年（土・日・祝日）
○【夏休み】2021年7月15日～8月31日
○【冬休み】2021年12月15日～2022年1月31日
○【春休み】2022年3月1日～4月10日

https://igr.jp/ticket/jhs

25 IGRいわて銀河鉄道 もりもりフリーパス
大人　5,500円
小児　2,750円

いわて銀河鉄道線
（盛岡駅～目時駅）
（目時駅～青森（青い森）駅）

２日間／2021年8月1日～2022年1月11
日

https://igr.jp/ticket/morimori

26 IGRいわて銀河鉄道 フェザン買物きっぷ HP参照
いわて銀河鉄道線
（乗車駅から盛岡駅）

〇３日間／通年（土・日・祝日）
〇３日間／さんさ踊り期間(8月1日～4日)
〇３日間／年末年始(12月30日～1月3日)

乗車駅から盛岡駅までのいわて銀河鉄道
線往復運賃＋盛岡駅ビル「フェザン・ホテ
ルメトロポリタン」買物券２千円分

https://igr.jp/ticket/fesan

27 三陸鉄道 全線フリー乗車券
大人　6,100円
小人　3,050円

リアス線全区間 ２日間／通年 https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12457

28 三陸鉄道 1日フリー乗車券（区間別） HP参照 リアス線全区間
○１日／通年（土日祝日）
○１日／2021年12月25日～2022年1月
10日

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=421

29 三陸鉄道 片道途中下車きっぷ HP参照 HP参照 HP参照／通年 https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12464

30 三陸鉄道 きたいわてぐるっとパス
大人　5,200円
小児　2,600円

リアス線
久慈駅～宮古駅間
（ＪＲバス東北スワロー号：二戸駅～久慈駅間）
（IGRいわて銀河鉄道：盛岡駅～金田一温泉駅間）
（岩手県北バス　106特急・急行バス：宮古駅～盛岡駅
間）

３日間／通年
一方向に限り乗り降り自由
（二戸～金田一温泉駅は折返し乗車
が可能）

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=447

31 三陸鉄道 休暇村陸中宮古 湯ったり日帰りきっぷ 4,150円 久慈～宮古 事業者へお問い合わせください
三陸鉄道往復乗車券＋休暇村陸中
宮古での昼食・入浴

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12652

32 三陸鉄道 くろさき荘 湯ったり日帰りきっぷ
宮古駅発　3,200円
久慈駅発　2,600円

HP参照 事業者へお問い合わせください
三陸鉄道の往復乗車券・温泉入浴
券・食事券がセット

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12741

33 三陸鉄道 えぼし荘 湯ったり日帰りきっぷ
宮古駅発　3,700円
久慈駅発　2,300円

HP参照 事業者へお問い合わせください
三陸鉄道の往復乗車券・温泉入浴
券・食事券がセット

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12747

34 三陸鉄道 三鉄沿線の旅、三鉄沿線お一人様パック HP参照 HP参照 事業者へお問い合わせください フリー乗車券とホテル宿泊をセット https://www.sanrikutetsudou.com/?p=12606

35 三陸鉄道 中高生用リアス線（盛～釜石間）フリー乗車券 中学生・高校生　1,100円
リアス線
（盛駅～釜石駅）

○１日間／２０２１年４月３日～２０２２年３月２７日（土
日祝日）
○１日間／２０２１年１２月２５日～２０２２年１月１０日



事業者名 名称 価格 適用区間 有効期間／適用期間 その他適用条件 関連ホームページ（ＵＲＬ）

36 仙台市交通局 地下鉄一日乗車券
【全日用】大人：840円　小児：420円
 【土・日・休日用】大人：620円　小児：310円

南北線及び東西線全区間 １日／通年 https://www.kotsu.city.sendai.jp/fare/waribiki.html

37 仙台市交通局 るーぷる仙台・地下鉄共通一日乗車券
大人　920円
小児　460円

南北線及び東西線全区間 １日／通年 https://www.kotsu.city.sendai.jp/fare/waribiki.html

38 秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸ワンデーパス

全線タイプ（鷹巣駅～角館駅）：大人2,500円・小人1,250円
Aタイプ（鷹巣駅～松葉駅）：大人1,500円・小人750円
Ｂタイプ（阿仁前田温泉駅～角館駅）：大人1,500円・小人750
円

HP参照 １日／通年 https://www.akita-nairiku.com/ticket/

39 秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸ツーデーパス 3,500円 秋田内陸線全区間 ２日間／通年 https://www.akita-nairiku.com/ticket/

40 秋田内陸縦貫鉄道 片道寄り道きっぷ
大人　1,800円
小児　900円

秋田内陸線全区間 １日／通年
途中下車1回に限り有効の片道乗車
券

https://www.akita-nairiku.com/ticket/

41 秋田内陸縦貫鉄道 バースデー1日乗り放題きっぷ
大人　1,500円
小人　750円

秋田内陸線全区間 １日／誕生日＋誕生日前後3日間
本人を含めて同行者3名まで利用可
能

https://www.akita-nairiku.com/ticket/

42 秋田内陸縦貫鉄道 湯けむりクーポン HP参照 HP参照 HP参照／通年
沿線の施設割引券とセットになってい
る乗車券

https://www.akita-nairiku.com/ticket/

43 由利高原鉄道 楽楽遊遊乗車券
大人　830円
小人　380円

鳥海山ろく線全区間 １日／2021年4月1日～2022年2月28日 https://www.obako5.com/得楽楽遊遊乗車券/

44 由利高原鉄道 おもちゃ切符
大人　1,480円
小人　900円

鳥海山ろく線全区間 １日／2021年4月1日～2022年2月28日
鳥海山おもちゃ美術館の入館券とセッ
ト

https://www.obako5.com/%e6%b2%bf%e7%b7%9a%e6%ba%80%e5%96%ab%e3%8
1%8a%e3%82%82%e3%81%a1%e3%82%83%e5%88%87%e7%ac%a6/

45 山形鉄道 もっちぃ親子・孫乗り放題きっぷ 1,000円（大人1名と小学生以下2名まで） フラワー長井線全区間 １日／通年（平日） https://flower-liner.jp/ticket/

46 山形鉄道 土・休日フリー切符 1,000円(大人1名と小学生以下2名まで) フラワー長井線全区間 １日／通年（土日祝日） https://flower-liner.jp/ticket/

47 山形鉄道 フラワー長井線新幹線リレー切符 25％ 割引 フラワー長井線各駅～赤湯駅 通年
旅行センターから新幹線乗車券を購
入した場合に限る

https://flower-liner.jp/ticket/

48 山形鉄道 コロプラ記念乗車カード 2,000円 フラワー長井線全区間 １日／通年 https://flower-liner.jp/ticket/

49 山形鉄道 山交バス・山形鉄道セット券 3,100円 フラワー長井線全区間 １日／通年
山形鉄道1日フリー乗車券＋山交バス長井線（山
形⇔荒砥・長井）往復乗車券＋道の駅川のみなと
長井1,000円お買い物券がセット

http://www.yamakobus.co.jp/new/200901yamatetsuticket.html

50 阿武隈急行 あぶQフライデー切符 700円 阿武隈急行線全区間
１日／2021年9月24日（金）
１日／2021年10月29日（金）
１日／2021年11月26日（金）

１日フリー乗車券と沿線自治体のお土
産（５００円相当）がセット

http://www.abukyu.co.jp/?p=1378

51 阿武隈急行 フリー切符
大人　600円
小児　300円

阿武隈急行線全区間

１日／通年（毎月第1日曜日、元日、鉄道の
日（10月14日））
 年14回発売
(小児フリー切符のみ5/5も販売)

http://www.abukyu.co.jp/?page_id=7

52 阿武隈急行 あぶ急トクだねきっぷ
大人　900円
小児　450円

阿武隈急行線全区間 １日／通年（毎月9のつく日） http://www.abukyu.co.jp/?page_id=7

53 阿武隈急行 飯坂温泉日帰りきっぷ
大人　1,500円
小児　　750円

阿武隈急行線及び福島交通（飯坂）
線全区間

１日／通年
協賛旅館の入浴券と阿武隈急行線・
福島交通飯坂線１日乗り放題がセット

http://www.abukyu.co.jp/?page_id=7
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54 阿武隈急行 ＧＯかくだ切符 590円 
阿武隈急行線
（やながわ希望の森公園前駅～角田
駅）

１日／通年 途中下車無効 http://www.abukyu.co.jp/?page_id=7

55 阿武隈急行 阿武急全線コロプラ★乗り放題切符
大人　2,000円
小児　　900円

阿武隈急行線全区間 １日／通年 http://www.abukyu.co.jp/?page_id=7

56 阿武隈急行 阿武隈急行線全線再開通一周年記念乗車券
大人　1,000円
小児　　500円

阿武隈急行線全区間 １日／2021年10月1日～2021年10月31日 http://www.abukyu.co.jp/?p=1412

57 福島交通 1日フリーきっぷ 800円（大人1名、小学生1名、幼児2名まで） 飯坂線全区間 １日／通年 https://ii-den.jp/how/ticket.php

58 福島交通 花ももフリーきっぷ HP参照 飯坂線全区間 １日／通年
飯坂ホテル聚楽の日帰り温浴施設
「いいざか花ももの湯」入館券と飯坂
電車1日乗り放題がセット

https://ii-den.jp/how/ticket.php

59 福島交通 飯坂温泉湯ったり切符
大人　1,000円
小人　　500円

飯坂線全区間 １日／通年 https://ii-den.jp/how/ticket.php

60 会津鉄道 会津・日光フリーきっぷ HP参照 HP参照 ２日間／通年 http://www.aizutetsudo.jp/ticket/aizu-nikko-free/

61 会津鉄道
東武ワールドスクウェア入場券付き鬼怒川エ
リア乗車券（往復）

HP参照
西若松駅～新高徳駅
※川治湯元駅～新高徳駅間はフリー
区間

２日間／通年 http://www.aizutetsudo.jp/ticket/tobuws-kinugawa-free/

62 会津鉄道
会津鉄道＆レトロバス猿游号で行く大内宿共
通割引きっぷ

大人　2,200円
小人　1,100円

HP参照 ２日間／通年 http://www.aizutetsudo.jp/ticket/ouchijuku/

63 会津鉄道 １１１スリーワンきっぷ
大人　1,110円
小人　　550円

会津線全区間 １日／通年（毎月1・11・21日） 片道何回でも途中下車が可能 http://www.aizutetsudo.jp/ticket/111ticket/

64 会津鉄道 中学生応援きっぷ 中学生　50％割引 会津線全区間
○通年（土日祝日）
○2021年12月24日～2022年1月10日
2022年3月24日～3月31日

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

65 会津鉄道 コロプラ☆乗り放題きっぷ
大人　3,100円
小児　1,550円

会津線全区間 １日／通年 http://www.aizutetsudo.jp/ticket/koropura/

66 会津鉄道 鶴ヶ城特別優待券割引きっぷ 10％割引 会津線全区間 １日／通年 https://www.tsurugajo.com/2018coupon_detail.pdf

67 会津鉄道 運転免許卒業割引きっぷ 30％割引 会津線全区間 １日／通年
運転経歴証明書をお持ちの方
（６５歳以上）

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


