
夏休みスマイルパス

北秋田市、仙北市、上小阿仁村の

できるパスです
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※小中学生の兄弟
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１．お近くの有人駅までお越しください。

  

２．駅

３．

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

お問い合せ

   

夏休みスマイルパスとは？

秋田内陸線は、

体験していただきたいという願いをこめて、

企画しました。この機会に

秋田内陸線は

スマイルパスを発行できる駅

スマイルパスが使える

スマイルパスを使って列車に乗るまで

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

お知らせ

 

夏休みスマイルパス

北秋田市、仙北市、上小阿仁村の

できるパスです

※急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。

※保護者は小中学生

※小中学生の兄弟

7 月 1 日(日

鷹巣
たかのす

駅 合川
あいかわ

１．お近くの有人駅までお越しください。

         

２．駅窓口で、おなまえ・学校名・学年を申告し

３．その場でスマイルパスが発行されます

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

お問い合せ 

   秋田内陸縦貫鉄道

夏休みスマイルパスとは？

秋田内陸線は、

体験していただきたいという願いをこめて、

企画しました。この機会に

秋田内陸線はこどもたちの

スマイルパスを発行できる駅

スマイルパスが使える

スマイルパスを使って列車に乗るまで

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

7 月～8

お知らせ 8 月 5日（日）「

夏休みスマイルパス

北秋田市、仙北市、上小阿仁村の

できるパスです。（ご同行の保護者の方は有料となります）

急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。

小中学生のお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん

※小中学生の兄弟姉妹が一緒に

日)から 8 月３１日

合川
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駅 米内沢
よないざわ

１．お近くの有人駅までお越しください。

           

で、おなまえ・学校名・学年を申告し

 

その場でスマイルパスが発行されます

       

      

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

秋田内陸縦貫鉄道(

夏休みスマイルパスとは？

秋田内陸線は、7 月～8

体験していただきたいという願いをこめて、

企画しました。この機会に

こどもたちの

スマイルパスを発行できる駅

スマイルパスが使える期間

スマイルパスを使って列車に乗るまで

保護者の方へ「

ホリデーフリーきっぷ（土日祝日発売）

全線

タイプ

タイプ

ウィークデーフリーきっぷ

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

8 月の 2 ヶ月間
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日（日）「WA-ROCK

夏休みスマイルパス

北秋田市、仙北市、上小阿仁村の小・中学生が、

（ご同行の保護者の方は有料となります）

急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん

一緒に利用する場合は、

月３１日(金)まで

米内沢
よないざわ

駅 阿仁前田
あ に ま え だ

１．お近くの有人駅までお越しください。

で、おなまえ・学校名・学年を申告し

その場でスマイルパスが発行されます

       

          

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

(株) ☎ ０１８６－８２－３２３１

夏休みスマイルパスとは？ 

8 月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

体験していただきたいという願いをこめて、

企画しました。この機会に内陸線の列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？

こどもたちの夏休みを応援します。

スマイルパスを発行できる駅 

期間 

スマイルパスを使って列車に乗るまで

保護者の方へ「お得なきっぷ

ホリデーフリーきっぷ（土日祝日発売）

全線    全線

タイプ A  鷹巣～松葉間

タイプ B  阿仁合～角館間

ウィークデーフリーきっぷ

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

ヶ月間内陸線沿線のこどもたち無料

ROCK 宝探し冒険の旅

夏休みスマイルパス

小・中学生が、

（ご同行の保護者の方は有料となります）

急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん

利用する場合は、1

まで 

阿仁前田
あ に ま え だ

駅 阿仁合
あ に あ い

１．お近くの有人駅までお越しください。 

で、おなまえ・学校名・学年を申告し

その場でスマイルパスが発行されます  

            

      

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

０１８６－８２－３２３１

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

体験していただきたいという願いをこめて、保護者同伴で

列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？

夏休みを応援します。

スマイルパスを使って列車に乗るまでの流れ 

お得なきっぷ」のご案内です

ホリデーフリーきっぷ（土日祝日発売）

全線 1 日乗り放題（急行料金含む）

鷹巣～松葉間 1 日乗り放題（急行料金別途）

阿仁合～角館間 1

ウィークデーフリーきっぷ 平日

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

内陸線沿線のこどもたち無料

宝探し冒険の旅 in 阿仁合」を開催します。詳しくは当社

夏休みスマイルパス

小・中学生が、保護者の方

（ご同行の保護者の方は有料となります）

急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん

1 人の保護者の同行でご利用になれます。

阿仁合
あ に あ い

駅 角 館
かくのだて

で、おなまえ・学校名・学年を申告してください

  ※1 一度発行されたパスは何度でも使えます

     ※2 発行後すぐ使用できます

 ※3 無くした場合は再発行いたします

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

０１８６－８２－３２３１

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

保護者同伴で小中学生

列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？

夏休みを応援します。 

 

」のご案内です 

ホリデーフリーきっぷ（土日祝日発売） 

日乗り放題（急行料金含む）

日乗り放題（急行料金別途）

1 日乗り放題（急行料金別途）

平日 1 日全線乗り放題（急行料金含む）

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！

内陸線沿線のこどもたち無料!! 

阿仁合」を開催します。詳しくは当社

夏休みスマイルパス

保護者の方と同一行程を同行される場合に無料で乗車

（ご同行の保護者の方は有料となります） 

急行列車をご利用の場合は、小・中学生も別途急行料金が必要です。 

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、お兄さん、お姉さんが対象です

人の保護者の同行でご利用になれます。

角 館
かくのだて

駅 

てください 

一度発行されたパスは何度でも使えます

発行後すぐ使用できます

無くした場合は再発行いたします

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。

０１８６－８２－３２３１ （平日

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

小中学生の運賃が無料になる夏休みスマイルパスを

列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？

 

日乗り放題（急行料金含む）     

日乗り放題（急行料金別途）

日乗り放題（急行料金別途）

日全線乗り放題（急行料金含む）

保護者の皆様、家族一緒に地域の魅力再発見！ 

 

阿仁合」を開催します。詳しくは当社

夏休みスマイルパス

同一行程を同行される場合に無料で乗車

 

、お兄さん、お姉さんが対象です

人の保護者の同行でご利用になれます。

一度発行されたパスは何度でも使えます

発行後すぐ使用できます 

無くした場合は再発行いたします

４．列車に乗るときパスを見せて、保護者と一緒に列車に乗ってください。 

（平日 9 時～17

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

の運賃が無料になる夏休みスマイルパスを

列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？

急行料金

小学生 

中学生 

 

         2,000

日乗り放題（急行料金別途）     1,000

日乗り放題（急行料金別途）    1,000

日全線乗り放題（急行料金含む） 2,500

 

阿仁合」を開催します。詳しくは当社 HP でご確認ください。

夏休みスマイルパス

同一行程を同行される場合に無料で乗車

、お兄さん、お姉さんが対象です

人の保護者の同行でご利用になれます。 

一度発行されたパスは何度でも使えます 

無くした場合は再発行いたします 

17 時） 

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

の運賃が無料になる夏休みスマイルパスを

列車に乗って、いろんな体験をしてみませんか？ 

急行料金 50km 未満

 80 円 

 160 円 

2,000 円 

1,000 円 

1,000 円 

2,500 円 

でご確認ください。

夏休みスマイルパス

同一行程を同行される場合に無料で乗車

、お兄さん、お姉さんが対象です。 

 

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

の運賃が無料になる夏休みスマイルパスを

未満 50km 以上

 160 円

 320 円

でご確認ください。 

夏休みスマイルパス 

同一行程を同行される場合に無料で乗車

月に見頃をむかえる田んぼアートなど、沿線にあるワクワクドキドキを子供たちに

の運賃が無料になる夏休みスマイルパスを

以上  

円 

円 



秋田内陸線の夏休み！ 

夏休みスマイルパスで楽しめる １０のワクワクドキドキ 

 

 １．５つの田んぼアート  

 ５か所のアートが見られるのは全国でこの地域だけ。 内陸線は走る展望台です。 

 （羽後太田駅近く、上桧木内駅ホーム、小渕地区、前田地区、小ヶ田駅ホーム） 

 ２．幸せの宝探しゲーム ＷＡ ＲＯＣＫとしあわせのパステルソフトクリーム （阿仁合駅） 

 阿仁合で人気沸騰中。可愛いペイントの石を探したり隠したりするゲーム。  

沿線の小学生が休みの日に阿仁合まで列車で遊びにきています。 

街なかで絵の描かれた石を探す、石に絵を描く、石はもらっていっても置いていっても自由です。（阿仁合駅

前の阿仁合コミューンで無料で絵描き体験ができます） 

たくさん遊んだあとは、しあわせのえき「阿仁合駅」の新名物、「しあわせのパステルソフトクリーム」を味

わいましょう。帰りには「しあわせの鐘」を鳴らして列車に乗りましょう。 

 ３．３０００年のスマイル、米内沢駅の笑う岩偶駅長に会いに行こう （米内沢駅） 

全国でここだけの縄文土偶駅長と写真を撮りましょう。 

駅舎で電子ピアノも弾いたり、岩偶絵描き歌の動画に合わせて絵描きができます。  

駅を出たら、可愛い８角形の形の「浜辺の歌音楽館」などのまち歩きも楽しめます。 

 ４．縄文遺跡を見に行こう （小ヶ田駅から伊勢堂岱縄文館まで歩５分） 

縄文キャラクター「いせどうくん」はじわじわと人気上昇中。 

 ５．幸せの小さな紙風船上げ （上桧木内駅から徒歩７分の紙風船館で開催します） 

  ①７月８日（日）、②７月２２日（日）、③８月１４日（火）、④８月２６日（日） 

  計４回（各回１０名程度、小学生以下は無料ですが、小学生のみでの参加はできません。 

参加料：大人１名参加２０００円、２名で３０００円、以後１名追加ごとに１５００円プラスとなります）

お問い合わせ・お申込みは秋田内陸縦貫鉄道へ ０１８６－８２－３２３１（平日９：００~１７：００） 

 ６．秋田犬「北斗君」とゴンドラで森吉山トレッキング  （阿仁合駅から乗合タクシー２０分） 

  ゴンドラの空中散歩２０分、そのあと山頂まではゆっくり歩いて約９０分。 夏山をお手軽に楽しめます。  

 ７．ふれあいライブトレイン  

  普段乗る機会の少ない人気車両「お座敷列車マタギ号」が定期運行します。４月に新しくなりました！ 

  急行もりよし１号と２号に連結して走ります。 マタギ号車内では、地域の人たちによる「ふれあいライブ」 

が上演されます（ライブ鑑賞は無料です。各回の演目は当社ホームページでご確認ください） 

７月： ７日（土）、１４日（土）、２１日（土）２８日（土） 

８月： ４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、２５日（土） 

 ８．サイクルトレイン   （鷹巣駅を除く全駅で乗降できます） 

自転車の列車積込みが無料です。（要事前予約。一部条件があります。詳しくは当社ホームページで 

ご確認ください） 

 ９．駅の無料レンタルサイクル  

予約は受けていません。当日各駅での受付となります。詳しい条件は各駅にお問い合わせください） 

 （１）阿仁合駅： 電動アシスト付き自転車２台（大人用） 

 （２）米内沢駅： 新しいママチャリ４台（大人用） 

 （３）合川駅 ： 電動アシスト付き自転車３台（大人用） 

 10．夏休みの自由研究 ぼくは「マタギ」、私は「くまさん」  （阿仁マタギ駅から無料送迎あります） 

 阿仁マタギ資料館で「マタギ」のこと、クマクマ園で「熊」のこと、それぞれたくさん調べてみよう。 

 サイクルトレインで阿仁マタギ駅に降りると、マタギ資料館までののどかな里山を爽快なサイクリングができ 

ます。（所要 ゆっくり約２０分） 
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