
2018 年 6 月 28 日 

㈱びゅうトラベルサービス 

 
 

 

「カシオペア紀行」でめぐる東日本周遊の旅・ 
湯沢駅初入線！「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」商品を発売します 

 

びゅうトラベルサービスでは、2016 年 3 月に定期運行を終えた「カシオペア」号を旅行会社のツアー専用

臨時列車として運行する「カシオペア紀行」に乗車する夏のコースを発売します。 

「カシオペア紀行」として初めて東日本エリアを周遊する、8 月 30 日（木）発「東日本周遊コース」は、東

日本の名所、温泉などをゆったりめぐる魅力満載の列車旅で、車窓

から眺める大自然の絶景やダイニングカーでの食事などをお楽しみいた

だける、84 名様と限られたお客様だけにご参加いただける優雅な旅で

す。 

奥羽本線湯沢駅に初入線する、8 月 17日（金）発「カシオペア紀

行 青森・湯沢行き」は、約 700年前に豊作祈願をしたのが始まりとさ

れ、幻想的な踊りが美しい「西馬音内盆踊り」開催期間に合わせ運

行します。観覧席から観賞する「西馬音内盆踊り」と、魅力満載の秋

田を満喫する贅沢な旅をお楽しみください。 

新たな魅力を加えた「カシオペア紀行」の旅にぜひご参加ください。 

 

 

１ 商品内容 

（1）【「カシオペア紀行」でめぐるゆったり東日本周遊 4日間】 

 

★オススメポイント 

＜人気の「カシオペア紀行」が周遊型として初運行！＞ 

車窓から眺める大自然の絶景や移り変わる街並みなど、寝台

列車ならではの旅をお楽しみください。 

 

＜カシオペアダイニングカーでのお食事＞ 

旅の楽しみのひとつであるカシオペア車内でのお食事は、1日

目の昼食、3日目の夕食、4日目の朝食をダイニングカーでお召

し上がりいただきます。 

※1日目の朝食は各客室でお召し上がりいただく軽食をご用意いたします。 

 

＜選べるカシオペアツインの客室＞ 

カシオペアツイン利用コースは 1階席又は 2階席、禁煙または

喫煙より選べます。※数に限りがあります 

 

＜夏の北東北を下車観光で満喫＞ 

新潟県村上での下車観光に加え、青森では3コースに分かれて

美しい自然や芸術、温泉などをお楽しみいただきます。下北半

島コースでは本州最北端の地「大間崎」を訪れます。 

 

～Ｅ26系「カシオペア」車両を使用した夏の厳選コースが登場～ 

 

※「カシオペア紀行」は臨時列車のため、各地の出発

及び到着時刻が変更になる場合があります。 



 

①ツアー名：絶景の「奥入瀬渓流」・「八甲田ロープウェー」 

青森を代表する美しい自然と憧れの八甲田ホテル 

 
・出 発 日： 2018年 8月 30日（木） 3泊 4日（車中 2泊） 出発保証 
・募集人員： 16名 【コース No.B2400】 1室 2名限定商品 
・旅行代金： おとな 1名様 330,000円～490,000円 
※大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員以外のお客様のみの参加は、お 1人様 1,000
円増となります。 
 
「カシオペア紀行」車内の客室は、大人気のカシオペアスイート展望室を含むカシオペスイート又はカシオ
ペアデラックスをご用意。新潟県村上での下車観光は、今もなお町屋造りの商店や民家が点在する城下町
の散策をお楽しみいただきます。青森の観光は「奥入瀬渓流」・「八甲田ロープウェー」など大自然の絶景を
満喫し、国内最大級の洋風ログ木造建築のリゾートホテル「八甲田ホテル」でゆったりとしたひと時をお過ご
しいただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ツアー名：「十和田湖遊覧船」の絶景と青森の芸術・文化を学ぶ 

「青森県立美術館」「津軽藩ねぷた村」「ねぶたの家 ワ・ラッセ」 
 
・出 発 日： 2018年 8月 30日（木） 3泊 4日（車中 2泊） 出発保証 
・募集人員： 34名 【コース No.B2401／B2402】 
・旅行代金： おとな 1名様 223,000円～368,000円 
※大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員以外のお客様のみの参加は、お 1人様 1,000
円増となります。 
 
「カシオペア紀行」車内の客室は、カシオペアツイン 1階席（禁煙又は喫煙）又は 2階席（禁煙又は喫煙）よ
り選べます。新潟県村上エリアでは、笹川流れ遊覧船、青森では十和田湖遊覧船に乗船し変化に富む自然
美をお楽しみいただきます。「青森県立美術館」や「ねぶたの家 ワ・ラッセ」など青森の芸術や文化をお楽し
みいただき、十和田湖西湖畔に佇む大人の隠れ家「十和田プリンスホテル」へご宿泊いただきます。開放感
たっぷりの露天風呂や自慢の料理をお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲八甲田ホテル エントランス 

（イメージ） 

▲奥入瀬渓流（イメージ） 

▲十和田プリンスホテル 外観 

（イメージ） 

▲十和田湖遊覧船（イメージ） ▲ねぶたの家 ワ・ラッセ 

（イメージ） 

▲八甲田ロープウェー（イメージ） 



 
 
③ツアー名：本州最果ての地「大間崎」「恐山」「尻屋崎」下北半島名所めぐり 
 
・出 発 日： 2018年 8月 30日（木） 3泊 4日（車中 2泊） 出発保証 
・募集人員： 34名 【コース No.B2403】 
・旅行代金： おとな 1名様 223,000円～363,000円 
※大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員以外のお客様のみの参加は、お 1人様 1,000
円増となります。 

 
「カシオペア紀行」車内の客室は、カシオペアツイン 1階席（禁煙又は喫煙）又は 2階席（禁煙又は喫煙）

より選べます。新潟県村上では笹川流れ遊覧船をお楽しみいただき、青森では本州最北の下北半島を訪れ
ます。日本屈指の霊場「恐山」や本州最北の地「大間崎」の見学、名物大間のまぐろの昼食など下北半島の
魅力をたっぷりお楽しみいただきます。宿泊は「美人の湯」が自慢の「むつグランドホテル」へ。アルカリ単純
泉の温泉を心ゆくまでお楽しみください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 （2）【初入線！「カシオペア紀行青森・湯沢行き」3 コース】 
 
★オススメポイント 
＜「カシオペア紀行」が奥羽本線「湯沢駅」に初入線＞ 
これまでツアー専用臨時列車として札幌、青森、盛岡、秋田、長
野などへ運行してきた「カシオペア紀行」が奥羽本線「湯沢駅」
に初入線します。 
 
＜カシオペア車内で楽しむ食事＞ 

車内の夕食は、お申込みコース別にフランス料理、懐石御膳、カシ

オペアスペシャル弁当をご用意。フランス料理、懐石御膳は優雅に

ダイニングカーでお召し上がりいただけます。車窓からの眺めとと

もにお楽しみください。 

 

＜観覧席から「西馬音内盆踊り」を観賞＞ 
太鼓の囃子が鳴り響き、篝火のたかれた本町通りで音頭の踊
りを披露。約700年前に始まったとされる日本三大盆踊りのひと
つ「西馬音内盆踊り」を観覧席からお楽しみいただきます。 
 
＜充実の観光プランもご用意＞ 
幻想的な「西馬音内盆踊り」観賞をお楽しみいただいた翌日の
観光は、自由に秋田市内の観光を楽しむ散策コースに加え、迫
力満点の山車が揃う「花輪ばやし」をご覧いただくコースや、絶
景の「リゾートしらかみ」にご乗車いただく贅沢なコースをご用意
しました。 

 
 
 
 

▲むつグランドホテル 露天風呂

（イメージ） 

※「カシオペア紀行」は臨時列車のため、各地の出発

及び到着時刻が変更になる場合があります。 

▲恐山（イメージ） ▲大間崎（イメージ） 



 
 

①ツアー名：「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」と日本三大盆踊り「西馬音内盆踊り」 
 
・出 発 日： 2018年 8月 17日（金） 2泊 3日（車中 1泊） 
・募 集 人 員： 40名 【コース No.B2314／Ｂ2327】 
・最少催行人員： 20名 
・旅 行 代 金： おとな 1名様 140,000円～210,000円 
※本ツアーの申込は、大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員限定となります。未加入
の方は、この機会にぜひご入会ください。 

 
「カシオペア紀行」車内の夕食は、ダイニングカーでのフランス料理とお部屋でお召し上がりいただくカシ
オペアスペシャル弁当をご用意。「西馬音内盆踊り」を観賞いただいた翌日は自由に約3時間の秋田市内
の観光をお楽しみいただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ツアー名：「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」と優雅に舞う「西馬音内盆踊り」 
迫力の山車群「花輪ばやし」贅沢 4日間 

 
・出 発 日： 2018年 8月 17日（金） 3泊 4日（車中 1泊） 
・募 集 人 員： 30名 【コース No.B2308】 
・最少催行人員： 20名 
・旅 行 代 金： おとな 1名様 197,000円～260,000円 
※本ツアーの申込は、大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員限定となります。未加入
の方は、この機会にぜひご入会ください。 

 
「カシオペア紀行」車内の夕食は、ダイニングカーお召し上がりいただく懐石料理をご用意。「西馬音内盆踊
り」を観賞いただいた翌日は、みちのくの小京都と称される「角館武家屋敷」の散策に加え、絢爛豪華な山
車が集合し迫力満点の「花輪ばやし」をご覧いただきます。宿泊は両日ともに温泉ホテルへご案内。自慢の
温泉をお楽しみください。最終日は爽やかな風が吹き抜ける八幡平山頂エリアへ。涼しげな高原散策と一度
にめぐる秋田の伝統の祭りをお楽しみください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ホテルメトロポリタン秋田  

（客室の一例） 

▲西馬音内盆踊り（イメージ）  

 

▲カシオペアツイン（イメージ）  

 

▲角館武家屋敷（イメージ）  

 

写真提供：角館町観光協会  

 ▲花輪ばやし（イメージ）  

 

▲八幡平山頂エリア（イメージ）  

 



 
 
③ツアー名：【贅なるひととき】「カシオペア紀行」で行く・ 西馬音内盆踊りと青森の絶景 

 
・出 発 日： 2018年 8月 17日（金） 3泊 4日（車中 1泊） 
・募 集 人 員： 16名 【コース No.B2296】 
・最少催行人員： 8名 
・旅 行 代 金： おとな 1名様 240,000円～360,000円 
※大人の休日倶楽部及び「ＪＲ東日本ジパング倶楽部」会員以外のお客様のみの参加は、お 1人様
5,000円増となります。 
 

想い出に残る大人の極上な旅がコンセプトの「贅なるひととき」。カシオペア紀行車内の客室は、大人気の
カシオペアスイート展望室を含むカシオペアスイート又はカシオペアデラックスをご用意。車内でのお食事は
フランス料理の夕食と洋食セットの朝食をそれぞれダイニングカーでお召し上がりいただきます。「西馬音内
盆踊り」を観賞いただいた翌日は、人気の「リゾートしらかみ」に乗車。車窓に広がる日本海の絶景をお楽し
みください。神秘的な「青池」、大人の休日倶楽部ＣＭの舞台となった「鶴の舞橋」の散策など青森に点在す
る名所へご案内いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２ 発売開始日時、お申込み方法 
 
（1）発売開始日時 

・「カシオペア紀行」でめぐるゆったり東日本周遊 4日間 

 

2018年 7月 5日（木） 13時 

 

・「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」3 コース 
①ツアー名：「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」と日本三大盆踊り「西馬音内盆踊り」 
②ツアー名：「カシオペア紀行 青森・湯沢行き」と優雅に舞う「西馬音内盆踊り」 

迫力の山車群「花輪ばやし」贅沢 4日間 
③ツアー名：【贅なるひととき】「カシオペア紀行」で行く・ 西馬音内盆踊りと青森の絶景 
 

①・②コース・・・発売中   ③コース・・・2018年 6月 29日（金） 13時 

 
（2）お申込み方法 

インターネット申込、または首都圏・新潟・長野の主な駅にあるびゅうプラザ旅行カウンター、大人の休日予

約センターをご利用ください。 

 

・インターネット：「日本の旅、鉄道の旅」 https://www.jrview-travel.com/ 

・ご来店：首都圏・新潟・長野の主な駅にあるびゅうプラザ（旅行カウンター） 

・お電話：㈱びゅうトラベルサービス 大人の休日予約センター ☎：03-3841-0121 

※営業時間：平日 9:30～18:00／土・日・祝 9:30～17:30 
 

   

▲リゾートしらかみ（イメージ）  

※車種は異なる場合があります 

▲十二湖・青池（イメージ） ▲鶴の舞橋（イメージ） 

https://www.jrview-travel.com/

