
 

 

 

 

 

 

2 0 1 8 年 4 月 2 6 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 

夏のおすすめ旅行商品のご案内 

 

 

 

１ 「とれいゆ つばさ」で行くおいしい山形満足ツアー「食べっしゃ」旅行商品のご案内 

（１）出 発 日 2018年 6月 30日（土）限定 

 

（２）旅 行 期 間 日帰り限定 

 

（３）運転区間及び運転時刻 

■とれいゆつばさ 1号：福島駅発 ⇒ 新庄駅着 

 

 

 ※上記の各駅時刻は、2018年 4月 26日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

（４）旅行コース 

 ① 新庄フリータイムと復路「リゾートみのり」を利用する Ａコース 

旅行代金 福島駅発仙台駅着 大人(こども)１名様 12,800(9,800)円 

募集人員 35名（最少催行人数 25名） 

（おすすめポイント） 

・お帰りは仙台駅まで「リゾートみのり」に乗車し、2つのリゾート列車を満喫できるコース。 

新庄駅到着後は発車時間までフリータイムとなります。 

 

② 自由にお帰りの手段が選べる Ｂコース 

   旅行代金 福島駅発新庄駅着 大人(こども)１名様 9,800(8,300)円  

    募集人員 41名（最少催行人数 25名） 

  （おすすめポイント） 

   ・車内で山形の名物を楽しんだ後は新庄駅到着後解散となり、お帰りの交通手段はお客さま 

が自由にお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 
夏のおすすめ旅行として、「とれいゆ つばさ」で行くおいしい山形満足ツアー「食べっしゃ」と、北海道

へ往復団体専用臨時新幹線「北海道すずかぜ号」を利用した旅行商品を発売いたします。 

 

 

 

【とれいゆ つばさ】 
・「新幹線初のリゾート列車」として、2014年 7月より 

運転開始。車内には、「バーカウンター」や        

「足湯」を設置。 

 

【食べっしゃ】 
 「食べる」と「列車」を組み合わせた造語で、沿線各地の名物をお楽しみいただける列車です。 

※画像等は全てイメージです。 

駅　名 福島 米沢 高畠 赤湯 かみのやま温泉 山形 天童 さくらんぼ東根 村山 大石田 新庄

時　刻 10:02発 10:36発 10:44発 10:50発 11:08発 11：26発 11：37発 11:45発 11:50発 12:00発 12:16着



（４）商品内容 

・「とれいゆつばさ」が停車する各駅で沿線の名物を積込み、車内にてご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お持ち帰りに便利な「食べバッグ」付 

 

２ 団体専用臨時新幹線で行く 北海道すずかぜ号 函館・洞爺・登別の旅 旅行商品のご案内 

  （１）出 発 日 2018年 7月 8日（日）限定 

   

（２）旅 行 期 間 1泊 2日限定 

  

 （３）運転区間及び運転時刻 

 ■7月 8日(日) 往路 ：新白河駅発    ⇒ 新函館北斗駅着 

 

 

 

■7月 9日（月）復路 :新函館北斗駅発 ⇒ 新白河駅着 

 

 

 

※上記の各駅時刻は、2018年 4月 26日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

・【全コース共通うれしいポイント】 北海道すずかぜ号乗車記念「青函トンネル通過証明書」付 

 

（４） 主な旅行コース 

① 函館フリータイム（ラビスタ函館） 

仙台駅発着 大人 1名様 42,000円<2名 1室利用> 

募集人員 60名（最少催行人員 40名） 

（おすすめポイント） 

・1 日目新函館北斗駅からホテルまではシャトルバスで楽々移動、人気のホテルラビスタ函館にご宿泊。 

 

② 女性たび 自由に旅する函館 

  仙台駅発着 大人 1名様 52,000円<2名 1室利用> 

募集人員 30名（最少催行人員 20名） 

（おすすめポイント） 

・女性が喜ぶ観光スポットを厳選した、女性限定コース。函館スイーツ食べ歩きクーポン（1,000 円）が付きます。 

 

※画像等は全てイメージです。 

駅　名 新白河 郡山 福島 白石蔵王 仙台 古川 くりこま高原 盛岡 八戸 新青森 木古内 新函館北斗

時　刻 7:25発 7：41発 7：54発 8：05発 8：20発 8：34発 8:43発 9：12発 9：42発 10：09発 10:59着 11：13着

駅　名 新函館北斗 木古内 新青森 八戸 盛岡 くりこま高原 古川 仙台 白石蔵王 福島 郡山 新白河

時　刻 18：11発 18：24発 19：14着 19：40着 20：13着 20：44着 20：53着 21：06着 21：23着 21：35着 21：49着 22：02着

山　形 天　童 さくらんぼ東根 村　山 大石田
のし梅 あげまんじゅう 飲むヨーグルト

(150ml)
東沢バラ公園名物

バラサイダー
(250ml ）

戸沢のぼたもち

1個 1個 1本 1本 1個
佐藤屋 一本杉菓子店 奥羽乳業 東沢バラ公園 戸沢のぼたもち

積込駅 福　島 米　沢 高　畠 赤　湯 かみのやま温泉

名　物

「とれいゆ つばさ」
おにぎりどまんなか
弁当　メンチカツ・

プリン付

牛
ギュウ

賜
ウタマ ラ・フランスパイ 果樹園生まれの

ぶどうのジェラート

いか玉・
ラフランスこんにゃく

みぞれ

個　数 1個 1個 1個 1個 各1個
提供店 新杵屋 肉の斉藤 シベール 漆山果樹園 丹野こんにゃく



③ 青函トンネル 30周年記念 函館・青森 

    仙台駅発着 大人 1名様 56,000円<2名 1室利用> 

募集人員 40名（最少催行人員 25名） 

（おすすめポイント） 

・青函トンネル記念館では元掘削員のガイドが同行し館内を見学。2日目は函館港～青森港間を 

フェリーを利用して、2つの街の魅力をたっぷり味わうコース。 

 

④ 函館エリアのお勧め観光地すべてご覧いただけます「至福の函館」【グリーン車利用    】 

    仙台駅発着 大人 1名様 76,000円<2名 1室利用> 

募集人員 30名（最少催行人員 20名） 

    （おすすめポイント） 

      ・「HAKODATE海峡
う み

の風」にご宿泊、夕食は港町ならではの食材を生かした西洋ハイカラ料理をお楽

しみ。函館のお勧め観光地巡る満喫コース。 

 

⑤ 大人の隠れ家望楼 NOGUCHI登別に泊まる 寛ぎの旅絶景の地球岬・洞爺湖【グランクラス利用     】 

仙台駅発着 大人 1名様 146,000円<2名 1室利用> 

募集人員 18名（最少催行人員 10名） 

  （おすすめポイント） 

・お宿は展望風呂付スウィートルームをご用意。ご自宅からホテルへのお荷物宅配便付（縦・横・高さの合計 140cm 以下）  

・2 日目はお好みでゆったりコース・たっぷりコース（12 名様限定 4,000 円増）から選択いただけます。 

  ※グランクラスは座席のみとなり、アテンダントによる車内サービスはありません。 

 

・その他、多彩なご希望にお応えできる全 10 コース（上記 5 コース含む）を設定しております。詳しくは

専用パンフレットまたはＪＲ仙台支社ホームページ(https://jr-sendai.com/) をご覧ください。 

 

３ 販売方法   

専用臨時新幹線は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。 

 

４ お申込み及び商品についてのお問合せ先 

（１）発売開始日 2018年 4月 26日（木） 14:00 

 

（２）インターネット 

ＪＲ仙台支社ホームページ「おすすめの旅」の、専用申込フォーム(https://jr-sendai.com/list/) 

からお申し込みください。 

 

（３）びゅう予約センター ０５７０－０４－８９５０（ナビダイヤル） 

 受付時間／平日 9：30～18：00  土休日 10：00～18：00  

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

 

（４）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） 

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

【受託発売・協賛】  東日本旅客鉄道株式会社 

 

https://jr-sendai.com/
https://jr-sendai.com/list/

