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秋から 冬へ衣替え

“

今年の内陸線田んぼアートが終了しました

毎年大好評いただいておりま
す、「内陸線田んぼアート」は北
秋田地区（平里地区、小渕地区）
稲刈りが９月 日（月）、仙北地
区（小松・東前郷地区）稲刈り
が９月 日（火）に実施され、
大好評の内に終了しました。
今年も沢山の皆様のご協力を
頂きまして心から感謝申し上げ
ます。
○北秋田地区ご協力頂いた皆様
北秋田地域振興局、北秋田市、
ＪＡあきた北央、北秋田建設業
協会、秋田大学、平里自治会、
小渕自治会、前田小学校、阿仁
合小学校、 有
( ア
) グリほくおう、
ＪＲ大館運輸区、秋田北鷹高校、
秋田内陸活性化本部、一般ボラ
ンティアの皆様
○仙北地区ご協力頂いた皆様
仙北地域振興局、仙北市、小松・
東前郷地区環境保全協議会、仙
北建設業協会

月１日から新入社員が入
社し業務を行っております。
入社式の写真からは少々緊
張しているように見えます
が、風貌からもわかるように
ぴっかぴっか で堂々とし
ております。
一所懸命頑張りますので、
どうぞ宜しくお願いいたしま
す。

ピッカピッカの新入社員

冬

第３５号

フリースタイルスキー W 杯

秋田美人

なまはげ

小松・東前郷地区

小渕地区

平里地区

大変おトクな
団体運賃助成金のご案内
８名様以上でご乗車いただき
ますと団体運賃の半額が助成さ
れます。
冬の団体旅行に是非ご活用く
ださい
・お一人様片道５００円、往復１，
０００円が上限となります
・２月 日までの期間に限ります。
・ご利用日の２週間前までにお申
し込みください。
お問合わせ 秋田内陸縦貫鉄道㈱
電話 ０１８６ - ３-２３１
新たに超お得な切符を
好評発売しております。
○ウィークデーフリー切符
平日に限り、秋田内陸線全線す
べての列車が乗り降り自由です。
（急行列車の乗車も可能です）
大人２，５００円
子供１，２５０円
発売期間
平成 年９月１日から通年
（利用日１か月前から発売）
利用期間 平日１日のみ有効
発売箇所
鷹巣・合川・米内沢・阿仁前田
阿仁合・角館の各駅
○片道寄り道切符
鷹巣から角館（角館から鷹巣）
のどちらか片道乗車で、一度だ
け途中下車できます。
大人１，８００円
子供
９００円
（急行列車乗車の際は
別途急行券が必要です）
◆こんな時に便利です。
（一例です）
・阿仁合駅で降りて、こぐま亭
で食事をしようかな。
・米内沢駅で降りて、あゆっこ
で温泉に入って食事もしよう。
・阿仁マタギ駅で降りて、打当温
泉で温泉と食事やくま牧場を楽
しもうかな。
発売期間
平成 年９月１日から通年
（ご利用当日のみの発売）
利用期間 ご利用当日限り有効
発売箇所 鷹巣駅、角館駅
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森吉山の樹氷のシーズンがはじまります！
ビジターセンター『ぷらっと』オープン！

沿線イベント情報
内陸線に乗って出かけよう！！

○内陸線プレミアムサンタ列車 イベント列車

○新春雪見列車お座敷もりよし号

イベント列車

毎年恒例の「サンタ列車」が
今年は装いも新たにリニューアル！！

平成２８年１月１日（金・祝）、２日（土）、３日（日）、
９日（土）、１０日（日）、１１日（月・祝）

定員に達したため募集は締め切りました

期間中の急行もりよし号に、特別に「お座敷車両」
（掘りごたつ式）を連結しています！
数量限定となりますがちょっぴりプレゼントを準
備しております。

・鷹巣発着１２月１９日（土）
鷹巣 14：37 発～阿仁合 15：23 着 /24 発
～鷹巣 16：17 着
・角館発着１２月２０日（日）
角館 13：58 発～阿仁合 15：20 着 /25 発
～角館 16：31 着
・募集人員 各回３２名様限定
・参加費
大人 2,000 円、小人・幼児 1,000 円
※ケーキ＆ソフトドリンク付き、全線乗降
自由のホリデーフリーきっぷ付き。

○秋田内陸線スタンプラリー

イベント

平成２７年１２月１日（火）～ 平成２８年３月４日（金）
内陸線のご乗車、こぐま亭でのお食事、
駅や車内販売等でのお買い物でもらえるス
タンプを集めて応募すると豪華ギフトが抽
選で当たります！
臨時列車の詳しい情報、お問い合わせは
秋田内陸縦貫鉄道 ( 株 ) へお願いします。
☎０１８６－８２－３２３１

運行ダイヤ（1 日 3 本運行）
＜急行もりよし 1 号＞
阿仁合 9:23 発⇒比立内 9：41 発⇒阿仁マタギ 9：49 発⇒
上桧木内 10：04 発⇒松葉 10：12 発⇒西明寺 10：22 発⇒
角館 10：31 着

＜急行もりよし 2 号＞
角館 12：02 発⇒西明寺 12：10 発⇒松葉 12:22 発⇒
上桧木内 12：33 発⇒阿仁マタギ 12：48 発⇒
比立内 12：54 発⇒阿仁合 13：14 発⇒阿仁前田 13：26 発⇒
米内沢 13：40 発⇒合川 13：47 発⇒鷹巣 14：00 着

＜急行もりよし 3 号＞
鷹巣 14：37 発⇒合川 14：50 発⇒米内沢 14：56 発⇒
阿仁前田 15：11 発⇒阿仁合 15：25 発⇒比立内 15：42 発⇒
阿仁マタギ 15：49 発⇒上桧木内 16：04 発⇒
松葉１6:12 発⇒西明寺 16：22 発⇒角館 16：31 着

冬の森吉山に姿をあらわす自然の芸術、
樹氷のシーズンがはじまります。
森吉山阿仁スキー場ゴンドラ山頂駅舎か
ら徒歩５分の樹氷平では、様々な形の樹氷
がそびえ立ち迫力の造形美が目の前に広が
り、新緑や紅葉とは一味違った大自然の魅
力を体感できます。
今年はゴンドラ山頂駅となりに森吉山ビ
ジターセンター『ぷらっと』が完成し、よ
り樹氷を楽しめる環境が整いました。
『ぷらっと』ではスノーシュー・かんじ
きを無料貸し出ししております。（数に制
限があります）
※登山等で樹氷平より上に行く方への無料貸し出しは出来ません
ので、山麓駅舎内レンタルコーナーにて有料にて借りて下さい。

樹氷観賞コースは雪踏みしておりますの
で、長靴であれば歩けます。
ゴンドラ運行期間：１月上旬～３月下旬
「内陸線」
「乗り合いタクシー」
「ゴンドラ往
復券」の３つがセッ
トになったお得な
森吉山観光パス（冬
版）がございます
のでぜひご利用く
ださい。

