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で囲んだ日に
運行します。
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［注意：1月1日は除く］

定期列車内
「おもてなし企画」

懐石弁当付・只見線乗車券付・ガイド付

瀞流の宿かわち

道の駅 会津柳津

レトロな
ボンネットバスに乗車

三島町からんころん

只見線ものがたり懐石弁当

会津旨酒 五ノ井酒店

斎藤清美術館

第一只見川橋梁ビューポイント

! 運行日

! 予約･問合せ

! 料　金
大　　   人 5,000円（税込）
小学生以下 3,250円（税込）

! 行　程

10：30～11：00

13：30～14：55

10:00発

16:00着

12:32発

13:22着

只見線乗車

会津を代表する酒屋での日本酒の試飲や車窓からの絶景を
眺めながら味わう懐石弁当、源泉かけ流しの温泉など、奥会
津を堪能できる特別プランです。

「日本酒」「温泉」「只見線」会津の魅力がセットに

会津若松発着・観光周遊バス

※気象状況、積雪等の影響により運行内容の変更、
または運休になる場合があります。
※車両の状況により他のボンネットバスを使用する
場合があります。

※気象状況、積雪等の影響により運行内容の変更、または運休になる場合があります。

マイカー利用者におススメ。昭和レトロなボンネットバスで行く、只見線満
喫プラン。道の駅に車をとめて、只見線とボンネットバスで奥会津をお楽し
みいただけます。車内では、昔懐かしい車掌がご案内します。

道の駅に車をとめて、只見線と奥会津を満喫

ボンネットバスで行く 冬の奥会津

五ノ井酒店 買い物券（500円分）付

その他、弁当付プランもご用意しています

土・日・祝日のみ

で囲んだ日に
運行します。

昼食なし・只見線乗車券付・あわまんじゅう付・
コーヒー付・車掌有 ! 運行日

! 料　金
大人 2,000円（税込）小学生以下 1,000円（税込）

会津バス若松営業所 
☎0242-22-5555

テレビユー福島  
小野美希アナウンサー

自由選択
コース

3つのコースから選べます。

瀞流の宿かわち 斎藤清美術館 第一只見川橋梁VP

只見線特別プラン  　　　 好評につき期間を延長して実施中第二弾

ウェブからも簡単に予約ができます。

受付時間
9:00～17:00（　  　）

! 予約･問合せ
㈲河内屋商店奥会津観光 
☎0241-42-2244
ウェブからも簡単に予約ができます。

※詳しくは「只見線ポータルサイト」をご覧ください。

受付時間
［ 月～金 ］
9:00～17:00（　  　）

①コース

! 行　程
10:00発

10:45

11:20

12:32発

13:22着

【1/21～】
冬季ダイヤ 12:22発

【1/21～】冬季ダイヤ 13:23着
只見線乗車

ボンネットバス

ボンネットバス

ボンネットバス

ボンネットバス14:10 15:00着13：40～14：00

②コース ③コース

①コース

②コース

③コース

途中降車可

途中乗車可

コーヒー付

あわまんじゅう付

絶景
ポイントでの
速度低下運転

車窓の
見どころを
紹介する
音声ガイド

列車内での
特産品等の
販売、
地域の紹介



只見線の復旧に向けた取組については、
HP上で順次公開しています！只見線の復旧に向けて、ご支援いただき誠にありがとうございます。

http://tadami-line.jp/只見線ポータルサイト

福島県生活環境部 只見線再開準備室 〒960‒8670  福島県福島市杉妻町2‒16
TEL.024-521-8736  FAX.024-521-7887

【 特製弁当 第二弾 】

2020年2月29日（土）までの期間限定企画

参加店一覧

400年の伝統を守り抜く会津本郷焼

※詳しくは「フォトコン応募サイト」をご覧ください。

※掲載の写真・イラストは、すべてイメージです。実物と異なる場合もございます。予めご了承ください。

受付時間
［ 月～金 ］
9:00～17:00（　  　）

予 約 日 受取日の3日前まで

受取場所 柳津町内
申 込 数 3個以上

販売日時 土、日、祝日限定
（8:00～16:00）

販売場所 会津川口駅構内売店

㈲河内屋商店 奥会津観光

柳津町のご当地グルメ「柳津
ソースカツ」に、にしんの山椒
漬けや高田梅の甘漬けなどを
付け合わせています。

炊き込みご飯のおむすびや雪
堀ロールキャベツ、会津地鶏の
卵焼き・唐揚げなどを詰め込ん
でいます。

県内では金山町の沼沢湖だけ
に生息している美味しいヒメマ
スを使った押し寿司です。

ご当地ソースカツ弁当 奥会津おむすび弁当 姫ます寿司

奥会津の
抹茶シフォンサンド

奥会津の
シフォンサンド

～胡桃とクリームチーズ～

～りんごとかぼちゃクリーム～1,000円（税込） 700円（税込） 1,500円（税込）

各500円（税込）

【 ご予約の詳細はこちら 】 【 購入場所はこちら 】
販売期間 2020年2月29日まで
販売日時 土、日、祝日限定
販売場所 只見線車内販売（数量限定）

【 購入場所はこちら 】

10個以上の注文で配達も可

一日
限定
20個

予約フォーム

フォトコンテスト2019

期間限定の特製弁当を販売中！
【 吉本興業プロデュース 】
只見線スイーツを発売開始！

只見線利用者のための宿泊プラン

フォトコン応募サイト

四季折々の風景や絶景の只見線をはじめ、地域の特
産品やおいしい食事、笑顔のスナップ写真など、只見
線や沿線地域の魅力あふれる写真を募集します。

只見線を利用し、奥会津地域に宿泊された方を対象にした、
特別プランをご用意しています。
さらに、当プランでご宿泊いただいた方には、数量限定でお一人
様一個、会津本郷焼のオリジナルぐい呑みをご提供いたします。

県と吉本興業の連携事業「只見線ス
イーツ販売発表会」が郡山市の福島
よしもとで開かれ、開発を担当した
芸人のスイーツなかのさんは「会津
の食材を使ったスイーツを絶景とと
もに楽しんでほしい」とPRしました。

1点

作品を
使用した
ポスターを
作成

https://tadamiline-travel.jp/photocontest/

「＃只見線2019」
ハッシュタグを付けてインスタグラムに投稿只見線特別賞

2点

奥会津ペア宿泊券
（1泊2日）

奥会津特別賞

10点

奥会津編み組細工
審 査 員 賞

旅館内田屋
柳津町柳津字寺家町甲174
☎ 0241-42-2021

☎ 0241-42-2244

夕食時に地酒１本又はドリ
ンク１杯（オレンジジュース、
グラスビール）をサービス

特典 特典 特典

特典特典 特典 特典

特典特典 特典 特典

瀞流の宿 かわち
柳津町柳津字下平乙150-1
☎ 0241-42-2600

地酒１本サービス

河畔の宿 月見亭
柳津町小椿字瑞光寺甲2771
☎ 0241-42-2348

宿泊料金から1,000円割引

花ホテル滝のや
柳津町柳津字寺家町甲153
☎ 0241-42-2010

赤べこ絵付け体験付、
ウェルカムコーヒー付、
奥会津カレンダー付

会津西山温泉 滝の湯
柳津町砂子原字長坂829
☎ 0241-43-2311

自家源泉で作った「たきのゆ
石けん」一個プレゼント

一棟貸ヴィレッヂ
三島町早戸字湯ノ平687-2
☎ 0241-42-7712

早戸温泉つるの湯入湯券（1人につき
2枚）、次回以降に利用できる1,000円の
宿泊割引券（1グループにつき1泊1枚）

玉梨温泉 恵比寿屋旅館
金山町玉梨横井戸2786-1
☎ 0241-54-2211

「星賢孝カレンダー2020」
サービス

季の郷 湯ら里
只見町長浜字上平50
☎ 0241-84-2888

応募期間：2020年2月14日（金）まで

夕食時にドリンク1杯サービス

駅前旅館 只見荘
只見町只見字上ノ原1817-3
☎ 0241-82-2047

手打ちそばサービス

旅館みな川
只見町只見字田中1300-3
☎ 0241-82-2161

南郷トマトジュース
1本プレゼント

ゆの宿 松屋
只見町只見字新町2064
☎ 0241-82-2290

只見産じゅうねんを使った
シフォンケーキのサービス

うれしい特典も受けられます！特典


