
 

 

 

 

 

２ ０ １ ７ 年 ２ 月 ７ 日 

 株式会社びゅうトラベルサービス 

 

「TRAIN SUITE 四季島」 

2017年度 2 泊 3 日冬コース、東日本の旬コースを発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 2泊 3日冬コース 

 

（１） 出発日 

２０１７年 １２月９日（土）、１２日（火）、１６日（土）、２３日（土・祝）、２６日（火） 

２０１８年 １月１３日（土） 

２月３日（土）、１７日（土） 

３月１０日（土） 

   

 （２） 行程                    （――――：TRAIN SUITE 四季島 ＝＝＝：列車・バス等） 

日付 行  程 食事 

１日目 

上野(10:20頃発) ――――  昼食（車内）―――― 白石駅(15:20頃着) ＝＝

＝＝下車観光（白石）＝＝ 夕食（車外） ＝＝＝下車観光（松島）＝＝松島駅

(20:00頃発)--- 

朝： ― 

昼：車内 

夕：車外 

２日目 

――朝食（車内）――― 青森駅（8:30頃着）  ＝＝＝ 「弘前コース」または

「五所川原コース」から選択 ＝＝＝ 昼食（車外） ＝＝＝青森駅（15:20頃発）

―――― 

 

■弘前コース 

青森駅 ―――― 弘前駅(9:10頃着) ＝＝＝下車観光（BUNACO工場見

学・弘前公園）・昼食（車外） ＝＝＝ 青森駅  

■五所川原コース 

青森駅 ＝＝＝ 下車観光（立佞武多の館）＝＝＝ 津軽五所川原駅(11:30

頃発)  +++ 【津軽鉄道ストーブ列車】 +++ 金木駅 

(11:50頃着) ＝＝＝昼食（車外） ＝＝＝ 青森駅 

 

青森駅(15:20頃発) ――― 夕食（車内）――― 一ノ関駅(20:20頃着)  ＝＝ 

＝＝下車観光（一関） ＝＝＝一ノ関駅(23:10頃発) ―――    

朝：車内 

昼：車外 

夕：車内 

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、

２０１７年５月１日（月）に運行を開始するクルーズトレイン「ＴＲＡＩＮ
ト ラ ン

 ＳＵＩＴＥ
ス イ ー ト

 四季島
し き し ま

」の２０１７

年度「2泊3日冬コース」、「東日本の旬コース」を下記のとおり発売いたします。「TRAIN SUITE 

四季島」では、こだわりの食や心のこもったおもてなしでお客さまに「本物の上質感」を感じてい

ただき、この旅でしか味わえない特別感のある体験を提供して参ります。 

 



 

３日目 
鳴子温泉駅（5:40頃着) 《朝食（車内）および鳴子温泉入浴》 鳴子温泉駅（9:40

頃発）―― 昼食（車内）―――上野駅（16:50頃着） 

朝：車内 

昼：車内 

 

 （３） 旅行代金 

                                                  （単位：円） 

お食事／朝食２回、昼食３回、夕食２回 

  

２. 東日本の旬コース 

 

＜夏の 2泊 3日コース＞ 

 

 （１）出発日 

２０１７年 ８月１６日（水） 

 

（２）行程   （――――：TRAIN SUITE 四季島 ＝＝＝：列車・バス等、*****：徒歩またはタクシー） 

日付 行  程 食事 

１日目 

上野(9:30頃発) ――― 昼食（車内） ―――夕食（車内）――― 湯沢駅

(20:50頃着) ＝＝＝下車観光（西馬音内盆踊り）＝＝＝湯沢駅(23:30頃発) ―

――  

朝： ― 

昼：車内 

夕：車内 

２日目 

―――八戸駅 (7:30 頃着) ＝＝＝朝食（車外）＝＝下車観光（種差海岸） ＝＝

鮫駅（11:20頃発）+++++【TOHOKU EMOTION・昼食（車内）】++++久慈駅(12:50頃

着) *****下車観光（久慈） ****久慈駅(14:20 発)+++【TOHOKU EMOTION・デ

ザート】++八戸駅（16:30 頃発）――夕食（車内）――鳴子温泉駅(21:10 頃着)  

*****下車観光(鳴子温泉) *****鳴子温泉駅(23:10頃発) ――― 

朝：車外 

昼：車外 

（TOHOKU  

ＥＭＯＴＩＯＮ内） 

夕：車内 

３日目 
――― 一ノ関駅(6:20頃着) ＝＝＝朝食（車外） ＝＝下車観光（平泉）＝ 

＝＝＝一ノ関駅(10:30頃発) ―――昼食（車内）―――上野駅(17:40頃着) 

朝：車外 

昼：車内 

夕：― 

 

（３）旅行 

                                                               （単位：円） 

「TRAIN SUITE 四季島」 

客室タイプ 

旅行代金（お一人様） 

２名様 1 室利用 １名様 1 室利用 

四季島スイート（メゾネットタイプ） 900,000 

－ デラックススイート（フラットタイプ） 850,000 

スイート 700,000 

お食事／朝食２回、昼食３回、夕食２回 

   

「TRAIN SUITE 四季島」 

客室タイプ 

旅行代金（お一人様）  

２名様 1 室利用 １名様 1 室利用 

四季島スイート（メゾネットタイプ） 700,000 1,050,000 

デラックススイート（フラットタイプ） 650,000 975,000 

スイート 500,000 750,000 



 

＜年末年始コース＞ 

 

（１）出発日 

２０１７年 １２月３１日（日） 

 

（２）行程                     （――――：TRAIN SUITE 四季島 ＝＝＝：列車・バス等） 

日付 行  程 食事 

１日目 

上野(9:50 頃発) ――昼食（車内）―――熱海駅(13:30 頃着)＝＝＝下車観光

（熱海）＝＝熱海駅（17:50 頃発）―― 夕食（車内）― 横須賀駅(23:30 頃着)＝

＝＝ 下車観光（横須賀／カウントダウンンクルーズ）＝＝＝  

朝： ― 

昼：車内 

夕：車内 

２日目 

＝＝＝横須賀駅（1:20 頃発) ―――和田浦駅（6:40 頃着）初日の出を鑑賞 ―

―朝食（車内）――鹿島神宮駅（11:20 頃着） ＝＝下車観光（鹿島神宮）＝＝＝

鹿島神宮駅(13:50頃発) ―――昼食（車内）―――上野駅(17:30頃着)  

朝：車内 

昼：車内 

夕： ― 

 

（３）旅行代金 

                                                               （単位：円） 

「TRAIN SUITE 四季島」 

客室タイプ 

旅行代金（お一人様） 

２名様 1室利用 １名様 1室利用 

四季島スイート（メゾネットタイプ） 650,000 

－ デラックススイート（フラットタイプ） 600,000 

スイート 450,000 

お食事／朝食１回、昼食２回、夕食１回 

※和田浦での初日の出は天候によりご覧いただけない場合がございます。 

 

＜春の 2泊 3日コース＞ 

 

（１）出発日 

２０１８年 ３月２４日（土） 

 

（２）行程           （――――：TRAIN SUITE 四季島 ＝＝＝：列車・バス等、****：徒歩等） 

日付 行  程 食事 

１日目 
上野(10:10頃発) ―――昼食（車内）――――酒田駅(18:50頃着) ＝＝＝ 

下車観光（酒田）・夕食（車外）＝＝＝酒田駅(22:30頃発) ――  

朝： ― 

昼：車内 

夕：車外 

２日目 

―――朝食（車内）―――花巻駅（9:50頃着）++++++【SL銀河】+++++遠野駅

(12:10 頃着)＝＝＝下車観光（遠野）・昼食（車外）＝＝＝遠野駅（15:40 頃

発)+++++【SL銀河】++++++花巻駅(18:00頃発) ――夕食（車内）――― 

朝：車内 

昼：車外 

夕：車内 

３日目 

―――那須塩原駅（6:40 頃着）＝＝＝朝食（車外）＝＝＝下車観光（那須） 

＝＝＝ 那須塩原駅（11:30頃発） ―――― 昼食（車内） ―――― 

 結城駅（13:10 頃着） **** 下車観光（結城） **** 結城駅(15:50 頃発) ―

―――上野駅（17:40頃着） 

朝：車外 

昼：車内 

夕： ― 



 

（３）旅行代金 

                                                               （単位：円） 

「TRAIN SUITE 四季島」 

客室タイプ 

旅行代金（お一人様） 

２名様 1室利用 １名様 1室利用 

四季島スイート（メゾネットタイプ） 900,000 

－ デラックススイート（フラットタイプ） 850,000 

スイート 700,000 

お食事／朝食 2回、昼食 3回、夕食 2回 

 

３．資料請求・ご旅行のお申し込みについて 

 

冬の２泊３日コース、東日本の旬コースのお申し込みは、２０１７年２月７日(火)１４時よりお申し込

みの受付を開始いたします。お申し込みは、ホームページまたはパンフレットに同封されている専

用のお申し込み書をご利用ください。お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。 

 

「TRAIN SUITE 四季島」のご案内パンフレットをご希望のお客さまは、ホームページまたは「TRAIN 

SUITE四季島」ツアーデスクからお申し込みください。 

 

・ホームページ http://www.jreast.co.jp/shiki-shima 

・「TRAIN SUITE四季島」 

ツアーデスク 

０５７０-００-７２１６（ナビダイヤル） 営業時間１０：００-１７：３０ 

（休業日：毎週水曜日・土曜日） 

※２月７日（火）は２０：００まで営業、２月８日（水）は臨時営業 

※２泊３日冬コース、東日本の旬コースの旅行お申し込み締切は３月３１日（金）とし、お申し込み多

数の場合は、抽選となります。抽選結果の発表は４月下旬を予定しております。 

 

 

 

http://www.jreast.co.jp/shiki-shima

