
 

2 0 1 7 年 4 月 2 0 日 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

株式会社びゅうトラベルサービス東北支店 

    「東北＆山形新幹線開業」記念商品を発売します 

～ 旅行商品のご案内 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運転日及び運転区間  

 （１）「東北新幹線開業 35周年記念号」 

   2017年 6月 24日（土） 仙台駅発 ～ 上野駅着 

 （２）「山形新幹線開業 25周年記念号」 

   2017年 7月 1日（土） 新庄駅発 ～ 東京駅着 
 

２ 停車駅及び発着時刻 

 （１）「東北新幹線開業 35周年記念号」 

■6月 24日 仙台駅発 ⇒ 上野駅着 

駅名 仙台 白石蔵王 福島 郡山 新白河 大宮 上野 

時刻 9:34 発 9:49 発 10:04 発 10:21 発 10:44 発 11:26 着 11:46 着 

※上記の各駅時刻は、2017年 4月 20日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

（２）「山形新幹線開業 25周年記念号」 

■7月 1日 新庄駅発 ⇒ 東京駅着 

駅名 新庄 大石田 村山 さくらんぼ東根 天童 山形 かみのやま温泉 

時刻 6:45 発 7:05 発 7:21 発 7:38 発 7:58 発 8:27 発 8:41 発 

駅名 赤湯 高畠 米沢 福島 大宮 上野 東京 

時刻 9:00 発 9:15 発 9:25 発 10:01 発 11:10 着 11:30 着 11:36 着 

※上記の各駅時刻は、2017年 4月 20日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

■共通乗車記念ポイント 

①新幹線ＹＥＡＲ「Ｈｉｓｔｏｒｙ ｂｏｏｋ」付き 

②記念乗車証明書をプレゼント！ 

※共通乗車記念ポイントの内容は変更となる場合があります。 

 

３ 販売方法  旅行商品での発売のみとなり、座席の一般発売はございません。 

      なお、「東北新幹線開業 35周年記念号」記念旅行商品はＪＲ東日本グループの（株）びゅ 

       うトラベルサービスをはじめ、旅行会社 10 社で発売する予定です。詳しい内容は各旅行 

       会社の商品発表をお待ちください。 

 

 

 

 

おかげさまで、東北新幹線は 6月 23日に開業 35周年、山形新幹線は 7月 1日に開業 25周年を迎えます。

ＪＲ東日本仙台支社、株式会社びゅうトラベルサービスでは、「東北新幹線開業 35周年」に合わせて 2階

建て新幹線“Ｍａｘ”の団体専用新幹線と、「山形新幹線開業 25周年」に合わせリゾート新幹線“とれい

ゆ つばさ”の団体専用新幹線を運転し、首都圏の観光等を楽しむ旅行商品を発売いたします。 

旅行商品は全 11コースをご用意し、東北新幹線ではご家族にも余裕をもって座席にお座りいただけるフ

ァミリーコースや山形新幹線では足湯をお楽しみいただけるコースとしております。 

ぜひ、この機会に魅力あふれる新幹線の旅をお楽しみください。 

 

 
2 階建て新幹線 

「Ｍａｘ」 

（イメージ） 

とれいゆ つばさ 

（イメージ） 

 



４  旅行商品名及びおすすめコースのご案内 
 

「東北新幹線開業 35周年記念号で行く 東京日帰りの旅」 
   ■出発日 2017年 6月 24日（土） ＊日帰り 

＊往路、2階建て新幹線“Ｍａｘ”団体専用新幹線を利用します。 

＊各コースのご案内で、仙台駅、福島駅、郡山駅発着の旅行代金を記載しておりますが、 

白石蔵王駅、新白河駅、山形駅、会津若松駅発着の設定もございます。 

 
 

「山形新幹線開業 25周年記念号で行く 東京日帰りの旅」 
   ■出発日 2017年 7月 1日（土） ＊日帰り 

＊往路、リゾート新幹線“とれいゆ つばさ”団体専用新幹線を利用します。 

＊各コースのご案内で、山形駅、新庄駅、米沢駅発着の旅行代金を記載しておりますが、 

大石田駅、村山駅、さくらんぼ東根駅、天童駅、かみのやま温泉駅、赤湯駅、高畠駅、 

福島駅発着の設定もございます。 

 

■東北新幹線開業 35周年記念号で行く 東京日帰りの旅 

（１）鉄道博物館日帰りツアーコース 
＊旅のポイント：夢がつまった鉄道博物館“てっぱく”で１日をたっぷり遊べます 

① 旅行代金 仙台駅発着 大人（小人）1名様 19,800円（11,500円） 

       *福島駅発着の場合 17,700円（10,500円） 

 *郡山駅発着の場合 15,600円（9,400円） 

*中高生は大人代金から 400円引きです。 

*幼児（3歳以上・未就学児）は、100円の入場料がかかります。 

②募集人員 30名様（最少催行人員 20名） 

 

（２）東京ドームシティコース 
＊旅のポイント：「ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）」付きでたっぷり遊べます 

① 旅行代金 *仙台駅発着 大人（小人）1名様 22,000円（13,000円） 

 *福島駅発着の場合 大人（小人）1名様 19,900円（12,000円） 

*郡山駅発着の場合 大人（小人）1名様 19,100円（11,600円） 

*中高生は大人代金から 500円引きです。 

*幼児（3歳以上・未就学児）は、1,100円の入場料がかかります。 

②募集人員 35名様（最少催行人員 25名） 

 

（３）東京スカイツリー®コース 
＊旅のポイント：「はとバス」で巡る東京スカイツリー展望デッキと浅草観音・仲見世 

① 旅行代金 *仙台駅発着大人（小人）1名様 24,800円（14,800円） 

 *福島駅発着の場合 大人（小人）1名様 22,700円（13,800円） 

*郡山駅発着の場合 大人（小人）1名様 21,900円（13,400円） 

*中高生は大人代金から 400円引きです。 

②募集人員 40名様（最少催行人員 35名） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



■山形新幹線開業 25周年記念号で行く 東京日帰りの旅 

（１）鉄道博物館日帰りの旅 
＊旅のポイント：夢がつまった鉄道博物館“てっぱく”で１日をたっぷり遊べます 

① 旅行代金 *山形駅発着 大人（小人）1名様 19,800円（11,500円）  

       *新庄駅発着の場合大人（小人）1名様 21,200円（12,200円） 

             *米沢駅発着の場合大人（小人）1名様 18,800円（11,100円） 

*中高生は大人代金から 400円引きです。 

*幼児（3歳以上・未就学児）は、100円の入場料がかかります。 

②募集人員 40名様（最少催行人員 30名） 

 

（２）東京日帰り はとバスツアー 
＊旅のポイント：「はとバス」で巡る東京タワーと浅草観音・仲見世、皇居前広場 

① 旅行代金 *山形駅発着大人（小人）1名様 26,000円（15,500円） 

 *新庄駅発着の場合 大人（小人）1名様 27,600円（16,300円） 

*米沢駅発着の場合 大人（小人）1名様 25,000円（15,100円） 

②募集人員 44名様（最少催行人員 35名） 

 

５ 発売開始日  2017年 4月 25日（火） 11時 

 

６ お申込み及び商品についてのお問合せ先 

（１）インターネット 

ＪＲ仙台支社ホームページ「おすすめの旅」にアクセスし、専用申込みフォームからお申込みく

ださい。http://jr-sendai.com/list/  

（２）お電話 

びゅう予約センター ０５７０－０４－８９５０（ナビダイヤル） 

  受付時間／平日 10：00～20：00  土休日 10：00～18：00  

              ※携帯・ＰＨＳ・ＩＰ電話・ひかり電話からは 022-222-9720 

（３）店 舗（びゅうプラザ） 

宮城県、福島県、山形県の主な駅にあるびゅうプラザ（一部を除く） 

 

☆ 詳しい内容は ○ＪＲ仙台支社ホームページ           http://jr-sendai.com/  

           ○びゅうトラベルサービスホームページ http://www.v-travels.co.jp/ 

                                    をご覧ください。 

                                      旅行企画・実施  株式会社びゅうトラベルサービス   

受  託  販  売  東日本旅客鉄道株式会社 
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