
 

 

２ ０ １ ６ 年 ４ 月 ２ １ 日 

株式会社びゅうトラベルサービス 

 
カシオペアクルーズ・カシオペア紀行の旅行商品を発売致します 

〜「カシオペア」車両を使用した旅行商品を順次、発売開始！〜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「カシオペアクルーズ 北海道・東北周遊 3泊 4日の旅」について 

『カシオペアクルーズ』は、16年に渡り人気を博した「カシオペア」をわずか 34名の定員で

貸し切り、日本海から東北・北海道を周遊するオリジナルルートを 3泊 4日で巡る列車のクルー

ズ旅行です。移りゆく車窓を眺めながら、地域の食材を活かした地元シェフによる料理のご提供

や車内専属スタッフ(トレインクルー)が全行程にわたってきめ細かなおもてなしを致します。時

のうつろいやゆったりとした流れを感じて頂き、いつもとは違った忘れられない旅をご提供致し

ます。 

 

● 出 発 日：6月 4日（土）、7月 2日（土）、8月 6日（土）の各月 1回、計 3回 

● 旅行代金：460,000円～600,000円（2名 1室、大人 1名様あたり） 

 

２ 「～大人の休日倶楽部 200万人達成記念～ カシオペア紀行」について 

2016年 3月末の「大人の休日倶楽部」の会員数 200万人達成を記念して、「カシオペア」車両

の貸切運行ツアーを設定致します。人気の三都市 小樽・札幌・函館をめぐるコース、北海道内

の温泉地をめぐるコース、雄大な自然を感じるコース、北海道の味覚を堪能するコースなど多彩

なコースを設定し、寝台列車ならではの鉄道の旅をお楽しみ下さい。 

 

● 出 発 日：6月 23日（木）【1コース】・24日（金）【3コース】・25日（土）【5コース】 

● 旅行代金：158,000円～398,000円（2名 1室、大人 1名様あたり） 

 

３ 「～憧れの寝台列車～ カシオペア紀行 上野発札幌行編／札幌発上野行編」について 

「カシオペア」車両のカシオペアツイン客室を利用した片道乗車ツアー（上野発札幌行き・札

幌発上野行き）を設定致します。ご利用頂いたお客さまには車内でのお弁当に加えて、記念乗車

証と記念品付！！また、食事ランクアップでダイニングカーもご利用頂けます。北海道の観光を

ご自由に楽しみたいお客さまへおすすめのコースです。 

 

● 出 発 日：6月 11日（土）【上野発・下り】・12日（日）【札幌発・上り】 

● 旅行代金：69,800円～119,800円（大人 1名様あたり） 

 

 ※各コースの詳細は次頁以降にてご確認下さい。 

 

 

株式会社びゅうトラベルサービス（代表取締役社長：内山尚志、本社：東京都墨田

区）では、2016年 3月に定期運行を終了した「カシオペア」車両を利用した旅行商品

を、下記の通り設定致します。 

定期運行は終了いたしましたが、新たな魅力を加えた「カシオペア」の旅にぜひご

参加ください。これからもＪＲ東日本グループでは、当社ならではの感動の旅をお届

けしてまいります。 



１ 「カシオペアクルーズ 北海道・東北周遊 3泊 4日の旅」について 

（１）出発日 

①6月 4日（土）、②7月 2日（土）、③8月 6日（土） 

※いずれも、同一コース・同一料金となります。 

 

（２）行程 （――：カシオペア、＝＝：バス） 

日付 行  程 食事 

1日目 

上野駅(7:50頃) ―――― （カシオペア・羽越本線（日本海ルート）経由／

ホテルメトロポリタン高崎の料理長による昼食） ―――― 村上駅＝＝＝

瀬波
せ な み

温泉にて入浴 ＝＝＝ 桑川駅 ―――― （「食の都 庄内」親善大

使の太田政宏シェフによる夕食）―― （泊）カシオペア車中 

朝： ― 

昼：車内 

夕：車内 

2日目 

――― 五稜郭駅(7:10頃) ＝＝＝ 函館周辺観光 （料亭「冨
ふ

茂
も

登
と

」による

朝食）＝＝＝大沼公園駅 ――― （「ターブル・ドゥ・リバージュ」による昼

食）――― 札幌駅(16:40頃) ＝＝＝ （小樽・朝
あさ

里川
り が わ

温泉泊 〔18:00頃〕）

／ （定山渓
じょうざんけい

温泉泊〔18:00頃〕） 

朝：車外 

昼：車内 

夕：旅館 

またはホテル 

3日目 

小樽・朝里川温泉（9:00頃) ＝余市ワイナリー・小樽貴賓館 （旧青山別邸

を眺めながら昼食）＝＝＝札幌駅(16:40頃) ――― 

定山渓温泉(9:00頃) ＝＝＝＝ 大倉山展望台・東家
あずまや

寿
じゅ

楽
ら く

での昼食＝＝

＝＝＝＝札幌駅(16:40頃) ―――(車内にて夕食)  ―――（泊）カシオペ

ア車中 

朝：旅館 

またはホテル 

昼：車外 

夕：車内 

4日目 

―― 松島駅(7:30 頃) ＝＝＝（ホテル松島大観
たいかん

荘
そう

」での朝食・松島観光）

＝＝＝松島駅(10:50 頃)  ――― （カシオペア・東北本線経由／塩竈
しおがま

に

ぎり寿司の昼食）――― 上野駅(17:00頃) 

朝：車外 

昼：車内 

夕： ― 

 

（３）旅行代金   上野駅発着・大人 1名様あたり（2名 1室）     （諸税込） 

 

（４）募集人員  34名 

 

（５）発売方法 お申し込みを受け、抽選での販売となります。お申し込みの受付は、インター

ネット、専用ダイヤル並びに首都圏・新潟・長野エリアの駅にある主なびゅう

プラザにて承ります 

6月分 受付期間 5月 5日（木）まで 

 抽選結果 5月 13日（金）頃までにお知らせします。 

7・8月分 受付期間 5月 22日（日）まで 

【電話受付のみ、5月 6日(金)9:30～5月 22日(日)17:30まで】 

 当選結果 5月 30日（月）までにお知らせします。 

 

【「カシオペアクルーズ」に関するお問い合わせ先】 

専用ダイヤル（フリーダイヤル：０１２０-５９７-１９６
こ く な い く る ー ず

） 

営業時間：月～金曜日 9：30～18：00、土・日・祝日 9：30～17：30 

専用ホームページ・・・http://www.jre-cruisetrain.jp 

カシオペアスイート（展望室タイプ） ※１ 600,000円 

カシオペアスイート（メゾネットタイプ）※１ 550,000円 

カシオペアデラックス ※１ 520,000円 

カシオペアツイン（眺望のよい 2階のお部屋を用意します。）※２ 460,000～480,000円 

※１：小樽・朝里川温泉宿泊 ※２：定山渓温泉宿泊 

ツイン利用の一部コースのみ１室１名様でもご利用いただけます。1 人部屋追加代金：上記に 100,000 円追加  

http://www.jre-cruisetrain.jp/


２ 「～大人の休日倶楽部 200万人達成記念～カシオペア紀行」おすすめコースについて 

カシオペア紀行では、北海道各地を巡る全 9コースをご用意して、皆様のご利用をお待ちして

おります。詳しくは、弊社ホームページ「日本の旅、鉄道の旅」にてご確認下さい。 

 

（１） 出発日 

     ★カシオペアツイン利用コース 

① 6月 25日（土）北の大地の美食めぐり 3泊 4日（往路カシオペア乗車） 

② 6月 25日（土）北海道ガーデン街道美景めぐり 3泊 4日（往路カシオペア乗車） 

★カシオペアスイート・デラックス利用コース 

③ 6月 24日（金）3泊 4日（復路カシオペア乗車） 

④ 6月 25日（土）3泊 4日（往路カシオペア乗車） 

   

（２） 行程 プレス添付の各資料をご参照ください 

① 旅マガジン 5月号 P2・3（6コース掲載） 

② 大人の休日倶楽部本誌 5月号 P40 

③・④ 「日本の旅、鉄道の旅」（インターネット）にてご確認下さい  

 

（３） 旅行代金 

１ ①・②：上野駅発東京駅着           ：大人 1名様 198,000円～268,000円 

２ ③・④：東京駅発上野駅着または上野駅発東京駅着：大人 1名様 298,000円～398,000円 

 

（４） 募集人数 

①・②：30名 

③・④：16名 

 

（５） 発売方法   

大人の休日予約センター（電話：03-3841-0121）、または「日本の旅、鉄道の旅」 

（インターネット・https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/）にて、 

受付いたします。 

【③、④のみインターネット限定販売：5月１１日（水）13：00より発売開始】 

 

（６）その他 

「～大人の休日倶楽部 200 万人達成記念～カシオペア紀行」については、7 月 21 日（木） 

～23日（土）出発のツアーを予定しております。詳細につきましては、決定次第、びゅう

トラベルサービスのホームページ【http://www.v-travels.co.jp/】にて発表させて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 「～憧れの寝台列車～ カシオペア紀行 上野発札幌編／札幌発上野編」について 

 

（１）出発日（カシオペア号乗車日／いずれも車中 1泊 2日の片道運行） 

① 6月 11日（土）上野駅出発 札幌行き  ※途中乗車可能駅大宮駅のみ、降車駅なし。  

② 6月 12日（日）札幌駅出発 上野行き  ※途中乗車可能駅なし、降車駅大宮駅のみ。 

※カシオペア以外の交通機関は全てお客さまご自身での手配となります。 

 

（２）行程 

 ① 6月 11日（土）上野駅出発 

日付 行  程 食事 

1日目 

上野発 

上野(16:20頃) ―――― （カシオペア・カシオペアツイン利用） ―――― 

（泊）カシオペア車中 
夕：弁当 

2日目 ――― 札幌駅（11：15頃） ★札幌駅到着後、解散となります。 朝：軽食 

★カシオペア号の夕食は客室でのカシオペアスペシャル弁当、朝食は客室での軽食をお召しあがり頂きます。 

★ランクアップ（割増代金）でダイニングカーでの夕食・朝食（洋食）が選択可能です。  

 

 ② 6月 12日（日）札幌駅出発 

日付 行  程 食事 

1日目 

札幌発 

札幌(16:38頃) ―――― （カシオペア・カシオペアツイン利用） ―――― 

（泊）カシオペア車中 
夕：弁当 

2日目 ――― 上野駅（11：52頃） ★上野駅到着後、解散となります。 朝：軽食 

★カシオペア号の夕食は客室でのカシオペアスペシャル弁当、朝食は客室での軽食をお召しあがり頂きます。 

★ランクアップ（割増代金）でダイニングカーでの夕食・朝食（洋食）が選択可能です。  

 

（３）旅行代金 大人 1名様あたり（カシオペアツイン 2名 1室利用） 

 

（４）募集人員  各 134名 

 

（５）発売方法  5月 9日（月） 13：00より発売開始 

首都圏の主な駅のびゅうプラザ（旅行カウンター）及び、大人の休日予約センター（電話）、 

または「日本の旅、鉄道の旅」（インターネット）にて受付致します。 

※「日本の旅、鉄道の旅」（インターネット）限定で、5月 2日（月）13:00に先行発売（お

部屋数には限りがございます）致します。 

※6月 11日（土）・12日（日）出発の「カシオペアデラックス・カシオペアスイートメゾ 

ネット・カシオペアスイート展望室利用の添乗員同行の旅」も「日本の旅・鉄道の旅（イ

ンターネット）」限定で 5月 2日（月）13:00に発売致します。詳細につきましては、決定

次第、びゅうトラベルサービスのホームページ【http://www.v-travels.co.jp/】にて発表

させて頂きます。 

 

6月 11日（土） 上野駅発着 カシオペアツイン 69,800円 

6月 12日（日） 札幌駅発着 カシオペアツイン 69,800円 

※当ツアーではカシオペアツインのみの設定となります。お部屋指定は承れません。 

※１室１名様でもご利用頂けます。1人部屋追加代金：50,000円 


