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１ 房総観光キャンペーンの幕開けは、初日の出から！！ 

⑴ 初日の出鑑賞に便利な臨時列車を運転いたします。 

 【銚子方面】※初日の出時刻は 6:46頃（犬吠埼） 

種別 列車名（愛称名） 発駅（発時刻） 着駅（着時刻） 車両系式 

特急 
犬吠初日の出 1号 

（ちょっとひと息、房総休日。～春びより～） 
高尾（1：33） 銚子（4:21） 

189系 

特急 犬吠初日の出３号 大宮（1:45） 銚子（4:39） 
E257系 

特急 犬吠初日の出５号 新宿（2:42） 銚子（5:07） 

普通 銚子初日の出 成田（4:10） 銚子（5:27） 209系 

 【外房・内房方面】※初日の出時刻は 6:50 頃（野島埼） 

種別 列車名 発駅（発時刻） 着駅（着時刻） 車両系式 

特急 外房初日の出１号 高尾（2:11） 千倉（5:26） E257系 

 特急 外房初日の出３号 新宿（3:12） 千倉（5:52） 

特急 外房初日の出２号 千倉（9:32） 高尾（13:23） 

⑵ 初日の出観賞に便利なびゅう旅行商品を発売します。 

安房白浜、太海、鴨川、九十九里、犬吠埼方面に朝食や入浴がセットになったびゅ

う旅行商品を発売いたします。 

① 発売箇所  

首都圏の主なびゅうプラザ（旅行カウンター）及びびゅう予約センター 

② 発売日 

2016年 11月 28日（月）14：00より発売開始 

※詳しくは 11 月 26 日（土）以降、首都圏の主なびゅうプラザにある専用パンフ

レット「初日の出の旅」または、ＪＲ東日本千葉支社ホームページをご覧ください 

 2017年 1月 1日（日・祝）より房総の魅力や観光情報を発信する、房総観光キャンペーン「ちょ

っとひと息、房総休日。～春びより～」を開催いたします。今年のコンセプトは房総の「あたたかさ」。

温暖な気候と、地元の人達の温かさ、そして少し早く訪れる春の暖かさを感じていただけるよう、キャ

ンペーン期間中には、房総の魅力に出合えるさまざまな旅行商品・イベントをご用意し、地域と一体と

なってお客さまをおもてなしいたします。 

首都圏の近郊で思い立ったらすぐに出かけられ、ゆったり休める房総で、日常を忘れられる「房総休

日。」を味わってみてはいかがでしょうか。ぜひ、魅力いっぱいの房総へお出かけください。 

2016年 11月 25日 

千  葉  支  社 
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２ ＳＬが南房総を走ります 

  房総観光キャンペーン「ちょっとひと息、房総休日。～春びより～」の一環として、

ＳＬ（Ｄ51）が南房総を走ります。ＳＬの運転に合わせ、びゅう旅行商品の発売や、各

種イベントでお客さまをおもてなしいたします。 

   ※ＳＬ運転日にはお乗換えに便利な臨時特急列車も運転いたします。 

⑴ 運転日 

  2017年 1月 21日（土）・22日（日） 

⑵ 運転区間等 

列車名 運転区間・発着時刻 途中停車駅 運転編成 

ＤＬ 

勝浦 

館山  ⇒  勝浦 千倉、和田浦、 ＤＥ10 ディーゼル機関車 

 8：54 発   11：42着 安房鴨川、安房小湊 ＋12系客車６両＋Ｄ51 

ＳＬ 

館山 

勝浦  ⇒  館山 安房小湊、安房鴨川、 Ｄ51＋12系客車６両 

13：18 発   15：42着 和田浦、千倉 +ＤＥ10 ディーゼル機関車 

  ※ＤＬ勝浦は、ディーゼル機関車（ＤＥ10）が先頭になり客車を牽引します。 

  ※ＳＬ館山は、蒸気機関車（Ｄ51）が先頭になり客車を牽引します。 

  ⑶  編  成 Ｄ51+12 系客車６両+ＤＥ10 

 

ＳＬ（Ｄ51）  

⑷ 専用ヘッドマーク 

  館山と勝浦をイメージした専用ヘッドマークを付けて走ります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 出発セレモニー 

「ＳＬ館山」「ＤＬ勝浦」の運転を記念して、出発セレモニーを開催します。 

① 開催日  

2017年 1月 21日（土） 

② 開催場所  

館山駅、勝浦駅 

⑹ 地元のおもてなし・イベント 

館山駅、千倉駅、勝浦駅にて地域の特産品等の販売をいたします。また、安房鴨川

駅ではご当地キャラクターによるお出迎えやお見送り、安房小湊駅、千倉駅では伝統

芸能の披露を行います。「ＳＬ館山」、「ＤＬ勝浦」の車内でのお楽しみもご用意してい

ＤＬ（ＤＥ10） 

同区間での運転は９年ぶり！ 

＜コンセプト＞ 

館山、勝浦をイメージさせる「ポピ

ー」、「カツオ」と内房・外房の海（波）

をあしらったデザインとしました。 
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ます。 

⑺ 手を振ろうプロジェクト 

沿線にお住まいの方々が「ＳＬ館山」「ＤＬ勝浦」に向かって、手を振る、地元の踊

りを披露する、横断幕を掲げる等、思い思いの表現でおもてなしします。  

※「出発セレモニー」「地元のおもてなし・イベント」「手を振ろうプロジェクト」

の詳細は、後日ご案内いたします。 

 ⑻ ＳＬ乗車体験 

小学生以下のお子さまと保護者を対象にＳＬ乗車体験を実施します。安房小湊駅で

はＳＬ乗車体験にご参加いただいたお子さまをおもてなしいたします。 

  ① 2017年 1月 15日（日） 

  ②  対象者 

千葉県内在住・在勤・在学の保護者（20歳以上）と小学生以下のお子さま 

  ③ 実施区間 

勝浦駅→安房小湊駅間 

     ※詳しい募集内容についてはＪＲ東日本千葉支社ホームページをご覧下さい。 

    ※応募数が定員以上の場合は抽選となります。 

 

３ 房総各地のイベントや観光地に向け臨時列車を運転します 

 

 

 

種別 列車名 運転日 
発駅 

（発時刻） 

着駅 

（着時刻） 
車両系式 

快速 おさんぽ成田・佐原号 
2月・3月の 

毎土休日 

新宿 

（8:05） 

佐原

（10:21） 

E257系 

佐原 

（15:47） 

新宿 

（17:38） 

特急 

かつうらひな祭り１号 

2月25日（土） 

26日（日） 

3月 4日（土） 

5日（日） 

東京 

（8:07） 

勝浦 

（9:51） 

485系 

ﾘｿﾞｰﾄやまどり 

かつうらひな祭り２号 
勝浦 

（15:05） 

東京 

（17:01） 

かつうらひな祭り３号 
大宮 

（8:50） 

勝浦 

（11:14） 

253系 

かつうらひな祭り４号 
勝浦 

（15:45） 

大宮 

（18:06） 
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快速 房総の休日 

2月 25日（土） 

26日（日） 

3月 4日（土） 

5日（日） 

両国 

（7:49） 

勝浦 

（11:39） 

485系・ゆう 

  

勝浦 

（13:44） 

両国 

（17:32） 

特急 こうざき酒蔵まつり 3月 12日（日） 

両国 

（7:21） 

佐原 

（8:55） 

E257系

 

佐原 

（14:12） 

両国 

（15:35） 

※3月の運転日や時刻は予定ですので変更となる場合がございます。 

決まり次第お知らせいたします。 

 

４ 魅力いっぱいのびゅう日帰り旅行商品を発売いたします 

⑴ びゅうばす「早春の房総 旬の体験三昧号」【ＮＥＷ】 

房総ならではの獲れたて新鮮な海の幸を使ったお寿司と浜貝焼き等をご堪 

能いただき、定番のいちご狩りや珍しい体験としてのレタス狩りの他、花摘 

み、フォトフレーム作りと内容盛りだくさんです。 

 ここがポイント 

レタス狩りが体験できます。（お一人さま、レタス２個お持ち帰り） 

 ① 出発日  

2017年 1月 8日（日）～2017年 3月 26日（日）の土休日 

② 旅行代金  

新宿駅発着おとな（こども）１名様 14,600円（11,900円） 

    往復の JR＋びゅうばす（観光周遊バス）＋昼食 

⑵ 発酵の里神崎
こうざき

 小江戸佐原散策といちご狩り【ＮＥＷ】 

    ㈱千葉交通旅行社と共同企画し、観光周遊バスを運行します。日本遺産に 

認定され話題の佐原の町並み散策や、発酵の里で知られる神崎町では、 

味噌の詰め放題が体験でき、いちご狩りも楽しめます。 

ここがポイント 

野菜たっぷりヘルシーランチと味噌詰め放題（お持ち帰り）が楽しめます。 

  ① 出発日  

2017年 2月 4日（土）～3月 26日（日）の土休日 

  ② 旅行代金  

新宿駅発着おとな（こども）1名様 12,600円（10,800円） 

    往復の JR＋観光周遊バス＋昼食    

 

 

お寿司と浜貝焼き（昼食） 

味噌詰め放題 

 

びゅうばす 
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⑶ 太巻き祭り寿司作りと秘境濃
のう

溝
みぞ

の滝巡り【ＮＥＷ】 

房総の郷土料理太巻き祭り寿司作りを体験や、乗り合い観光タクシーを利用し、

Instagramに投稿された写真が火付け役となり一躍有名になった濃溝の滝と地元で有

名な洋菓子店へ立ち寄ります。 

 ここがポイント 

 体験と話題のスポット巡りが一度で楽しめます。 

① 2017年 1月 8日（日）～2017年 3月 26日（日）の土休日 

  ② 旅行代金  

東京駅発着おとな（こども）1名様 19,500円（17,000円） 

往復の JR＋乗り合い観光タクシー＋昼食 

⑷ 成田ゆめ牧場でいちご狩り 

牧場体験といちご狩りが楽しめ、選べるランチ付きです。 

ここがポイント 

選べるランチの国産牛バーベキューがおすすめです。 

  ① 出発日  

2017年 1月 1日（日・祝）～2017年 3月 31日（金） 

  ② 旅行代金  

東京駅発着おとな（こども）１名様 8,800円（6,900円） 

    往復の JR＋入場＋いちご狩り＋選べるランチ＋牧場の味覚２品＋施設利用券 

⑸ 南房総富浦でいちご狩り＆花摘み 

   定番のいちご狩りや花摘み、選べるデザートが付きです。 

   ここがポイント 

   最大５種類のいちごが食べ比べができます。 

  ① 出発日  

    2017年 1月 5日（木）～3月 31日（金）※除外日あり 

② 旅行代金  

 【平 日】東京駅発着おとな（こども）１名様 6,700円（5,300円） 

     往復の JR＋いちご狩り＋花摘み＋選べるデザート 

      【土休日】新宿駅発着おとな（こども）１名様 7,900円（5,500円） 

     往復の JR＋いちご狩り＋花摘み＋選べるデザート    

⑹ マザー牧場イルミネーション キラキラファーム 

   毎年好評のマザー牧場のキラキラファーム（イルミネーション）をお楽しみ 

いただけるコースです。君津駅からマザー牧場までは送迎サービスがありラク 

ラク移動できます！ 

ここがポイント 

ジンギスカン又は名水もち豚のせいろ蒸しの食べ放題付きです。 

 

イメージ 

ラ・パティスリー・ベルジュ（洋菓子店） 

濃溝の滝 



6 

 

① 出発日  

2017年 1月 14日（土）～2月 12日（日）の土休日および 

2017年 1月 1日（日・祝）～1月 9日（月・祝）の毎日 

② 旅行代金  

東京駅発着おとな（こども）１名様 5,600円（3,600円） 

    往復の JR＋キラキラファーム入場＋食べ放題 

⑺ 鉄道員
ぽ っ ぽ や

体験ツアーin鴨川 

普段体験できない楽しい内容が盛りだくさんです。鉄道員になりきりましょう！ 

 ここがポイント 

JR の駅員・車掌・運転士・技術系社員がご案内いたします。 

① 出発日  

2017年 2月 11日（土・祝）限定 

② 旅行代金  

東京駅発着おとな（こども）１名様 7,800円（5,200円） 

   往復の JR＋鉄道員体験＋昼食（弁当＋お茶）＋オリジナルグッズ 

⑻ 佐原の酒蔵で酒造り体験・見学＆搾りたて新酒を味わおう 

   佐原の老舗の酒蔵で杜氏がご案内する酒蔵見学ができます。 

ここがポイント 

搾りたての新酒の試飲や櫂入
か い い

れ体験ができます。 

① 出発日 

 2017年 2月 5日（日）～3月 5日（日）の土休日 

  ② 旅行代金  

東京駅発着おとな１名様 8,800円 ※20歳以上のおとなのみお申込みいただけます。 

   往復の JR＋酒蔵見学＋試飲＋酒作り（櫂入
か い い

れ体験）＋お土産＋フリークーポン 

⑼ 航空科学博物館でパイロット体験と展望レストランでランチ（日帰り） 

   空の玄関口、成田の航空科学博物館でパイロット気分を味わえる 

コースです！昼食は機内食風ランチ。屋上から飛行機を見学でき、気 

分はもうパイロットです！ 

ここがポイント 

セクション 41（ボーイング 747コクピット）を見学できます。 

① 出発日  

2017年 1月 1日（日・祝）～3月 31日（金）※除外日あり 

   ② 旅行代金  

東京駅発着おとな（こども）１名様 5,900円（4,400円） 

   往復の JR＋入館＋昼食＋路線バスフリーきっぷ 

 

 

ジンギスカン 

※飲み物は別料金 

鉄道員体験 

 

屋上から飛行機を見学

（イメージ） 

櫂入
か い い

れ体験 

 

セクション 41 コクピット 
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      ※この他にもたくさんの旅行商品をご用意しております。各コース２名様以上

でお申込みください。詳しくは、専用パンフレットまたは、11 月 25 日（金）以

降、ＪＲ東日本千葉支社ホームページをご覧ください。 

 

５ 今回は特急の車内にも！「房総ご当地キャラモバイルラリー」を実施します 

房総のご当地キャラクターを集めて素敵な賞品を当てよう。今回は房総のご当地キャ

ラクターが房総特急車内と、房総エリアの駅と観光施設 35箇所に登場します。集めたご

当地キャラクターの数に応じて抽選で素敵な賞品が当たります。旅の思い出にお気に入

りのご当地キャラクターを集めてみませんか。 

■開催期間 2017年 1月 1日（日・祝）～2017年 3月 31日（金） 

■賞  品  

【乗り鉄賞】房総特急車内のご当地キャラクター（２体）を集めて応募すると、抽選 

で 100名様に素敵な賞品をプレゼントします。 

 【房 総 賞】房総エリアのＪＲの駅と観光施設に隠れているご当地キャラクター35体中 

15体集めて応募すると、抽選で 50名様に素敵な賞品が当たります。  

 【コンプリート賞】房総特急車内と房総エリアの全てのご当地キャラクター（37体）を

集めて応募すると、抽選で 2組 4名様に素敵な賞品が当たります。 

 

＜主なご当地キャラクター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、12 月下旬に納品される専用パンフレットまたは、ＪＲ東日本千葉支社ホ

ームページをご覧ください。 

 

  

勝浦市のマスコット 

キャラクター 

勝浦カッピー 

マザー牧場のキャラクター 

マーモママ 
JR 東日本千葉支社 

マスコットキャラクター 

駅長犬 

千葉県マスコット 

キャラクター チーバくん 
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６ 駅からハイキングを実施します 

房総観光キャンペーンのコンセプトである「あたたかさ」を感じていただくことを  

全てのコースのテーマとし、コースそのものの春らしい「暖かさ」、お出迎えなどおもて

なしの「温かさ」が感じられるコースとして、新規２コースを含む計８コースをご用意

します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※詳しくは、12 月上旬に納品される専用パンフレットまたは、駅からハイキング 

ホームページをご覧ください（内容は変更となる場合があります）。 

  

● 横芝駅コース ： 県内最大級！約 1,000 本の梅林を歩くコースです！ 

● 富浦駅コース ： 菜の花の景色をお楽しみいただけます！ 

新規２コースの
おすすめポイント

市町村 開催日 ハイキング名

総武本線 佐倉 佐倉市 1/6（金）～3/26（日）
【祝！日本遺産認定記念】

世界から一番近い「江戸」？佐倉さんぽ

総武本線 成東 山武市
1/28（土）～3/12（日）
※毎週月曜日を除く

～苺一会～山武いちごの里ハイキング

外房線 太東 いすみ市 2/1（水）～3/31（金) いすみ「波の伊八」ハイキング

内房線 保田 鋸南町 2/18（土）～3/12（日） 鋸南　頼朝桜と菜の花のお花見ハイキング

総武本線 横芝 横芝光町
2/25（土）～3/12（日）
※毎週火・水曜日を除く

城山に春の訪れ
”坂田城跡梅まつり”古道ハイキング

久留里線 久留里 君津市 3/1（水）～3/5（日）
生きた水の里「久留里」新酒めぐりハイキング

～3月5日は新酒まつり！～

成田線 佐原 香取市 3/11（土）～3/18（土）
【祝！日本遺産認定記念】

小江戸さわら雛めぐりハイキング
～18日はお雛様の舟遊び～

内房線 富浦 南房総市 3/18（土）～3/20（祝・月）
南房総の景観、菜の花と森林セラピーで

癒されるハイキング

スタート駅
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７ いつもよりもちょっとおトクな房総の旅をご提供します 

⑴ 「えきねっとトクだ値」でおトクに房総へ！ 

えきねっと会員限定、列車・席数・区間限定、インターネット予約限定でおトクに特

急に乗れる「えきねっとトクだ値」で房総方面の特急をご利用のお客さまに、オリジ

ナルグッズやご当地カレーなどをプレゼントします。 

※詳しくはＪＲ東日本千葉支社ホームページをご覧ください。 

 

① 「えきねっとトクだ値」で千葉県の「ご当地カレー」をプレゼント！ 

「えきねっとトクだ値」きっぷで対象列車を全区間ご利用のうえ、「えきねっとトク

だ値」きっぷを対象駅の改札口にご提示いただいたお客さまに、もれなく千葉県の

「ご当地カレー」引換券をお渡しします。対象駅の観光協会でお引換えください。 

【実施期間】 2017年 1月 14日（土）～2017年 3月 26日（日）の土休日 

  【対象月、対象列車、対象区間及びプレゼント】  

対象月 対象列車 対象駅・対象区間 プレゼント 

1 月 

14 日以降の 

土休日 

しおさい 1号 

対象駅：銚子駅 

東京駅～銚子駅まで 

全区間ご利用のお客さま 

サバカレー 

 

 

2 月 

土休日 
新宿わかしお 

対象駅：安房鴨川駅 

新宿駅～安房鴨川駅まで 

全区間ご利用のお客さま 

くじらカレー 

 

 

3 月 

土休日 
新宿さざなみ１号 

対象駅：館山駅 

新宿駅～館山駅まで 

全区間ご利用のお客さま 

びわカレー 

 

 

 

② 「えきねっとトクだ値」＋「駅レンタカー」で素敵なプレゼント！ 

房総特急（わかしお、新宿わかしお、新宿さざなみ、しおさい）の「えきねっとト

クだ値」きっぷをお申込みいただいたうえで、房総エリアの駅レンタカー営業所に

て「えきねっと＋駅レンタカープラン（Ｓクラスのみ）」をご利用のお客さまに、抽

選で素敵なプレゼントが当たります。 

  【実施期間】  2017年 1月 10日（火）～2017年 3月 31日（金） 

  【対象営業所】 木更津、館山、茂原、勝浦、安房鴨川、銚子 

  【応 募 条 件】 「えきねっと」にて房総特急の「えきねっとトクだ値」きっぷを

お申込みのうえ、対象駅レンタカー営業所の「えきねっと＋駅レ

ンタカー」をお申込みください（Ｓクラスのみ）。レンタカーご利

用時には、現地営業所にて、「えきねっとトクだ値」の「購入完了

画面」または「購入内容の確認結果画面」をご提示ください。 

  【ご 注 意】 房総特急の「えきねっとトクだ値」をご利用のお客さまが対象で

す。通常のえきねっと予約をご利用のお客さまは対象外です。 

  【プレゼント】※各営業所、以下の数をご用意します 

・駅レンタカー１日利用券（抽選で 3 名様） 

・図書カード 500円（抽選で 10名様） 

・千葉支社オリジナルフードコンテナー（抽選で 20名様） 

   ・駅レンタカーオリジナル傘カバー（先着 100名様） 
フードコンテナー 傘カバー 
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⑵ 大人の休日倶楽部会員の皆様に「南房総フリー乗車券」を特別価格で発売 

南房総エリアの周遊観光に便利な「南房総フリー乗車券」に、通常価格よりおトク

な「大人の休日倶楽部会員特別価格」をご用意します。大人の休日倶楽部カードでお

買い求めください。 

【設定期間】 2017年 2月 1日（水）～2017 年 3月 31日（金） 

【発売額 】 東京都区内発 3,940円（通常大人 4,640円） 

市川～千葉発 2,600円（通常大人 3,100円） 

舞浜～蘇我発 2,600円（通常大人 3,100円） 

⑶ Suicaお買い物キャンペーン 

キャンペーン期間中に対象店舗にて Suica 等交通系電子マネーを使って１回 500円

(税込)以上のお買い物をされた方に、もれなく Suicaのペンギンオリジナルグッズを

プレゼントします。 

【実施期間】 2017 年 1月 1日（日・祝）～2017年 3月 31日（金） 

【対象施設】 成田ゆめ牧場 薬師堂前店、マザー牧場（山の上売店）（まきば売店）、

道の駅とみうら枇杷倶楽部、麻
あさ

兆
ちょう

（佐原）、福新呉服店（佐原）、 

忠
ちゅう

敬
けい

茶屋
ぢ ゃ や

（佐原）、東薫酒造（佐原）、長命泉蔵元直売店（成田）、 

NewDays 佐原・成田・館山・安房鴨川、KIOSK勝浦 1号 

  ※詳しくは 12 月 1日（木）以降、ＪＲ東日本千葉支社ホームページをご覧ください。 

 

８ 宣伝展開、地域と一体となったおもてなしで房総観光キャンペーンを盛り上げます 

⑴ キャンペーンバッジの着用、のぼり旗の掲出 

   キャンペーン期間中、千葉県や自治体、地元宿泊施設、観光施設等、地域と一体と

なり「キャンペーンバッジ」の着用や「のぼり旗」を掲出し、お客さまをお出迎えし

ます。 

【バッジ】   【のぼり旗】     

 

 

 

 

 

 

⑵ メインポスター（B１×３種類） 

   テ  ー  マ 「房総のあたたかさ」 

コンセプト  房総のあたたかさを「食・温泉」「自然・文化」 

「苺・花」のジャンルで表現します。 

   掲 出 箇 所 ＪＲ東日本の首都圏の主要駅と地元宿泊 

施設等 

JR東日本千葉支社マスコットキャラクター「駅長犬」

と千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」が、

花束を持ち、千葉県や地域と一体となったおもてな

しをご提供します。 

大人の休日倶楽部

会員限定！ 

期間限定！ 



11 

 

⑶ 伊豆 vs房総 ポスター（B1×４種類） 

  初の試みとして、同期間（2017年 1月～3月）に観光キャン

ペーンを実施するＪＲ東日本横浜支社の「伊豆・箱根・湯河原 

温泉いっぱい花いっぱいキャンペーン」とコラボレーションし

た、「伊豆 vs房総 ポスター」を作成し、双方の魅力を伝えま

す。またＪＲ東日本 Facebookにも投稿し、双方の魅力を競い

合います。 

⑷ 期間限定！「ちょっとひと息、房総休日。」Instagram・Facebook 

ＪＲ東日本千葉支社公式の「ちょっとひと息、房総休日。」Instagramと Facebookを

期間限定で公開し、房総の旬な観光情報を魅力ある写真でお伝えします。 

期間 2016年 12月 1日（木）～2017年 3月 31日（金） 

⑸ bayfmの番組で情報を発信 

毎週日曜日、「JR CHIBA presents TRAVELER’S NAVI」をオンエア中です！キャンペ

ーン期間中は、房総の旬の情報や季節ならではのお出かけ情報など、旅人ＤＪ Roniさ

んと楽しくお届けします！ぜひ、チェックしてみてください。 

番 組 名 JR CHIBA presents TRAVELER’S NAVI 

放 送 局 千葉のＦＭラジオ局 bayfm 

周 波 数  ＦＭ 78.0MHz 

放送日時 毎週日曜日  11:48～11:53  

Ｄ  Ｊ Roni 

 

※写真・イラストは全てイメージです。 

※びゅう旅行商品に関しましては、記載の発着駅以外にも設定駅がございます。詳

しくは専用パンフレットをご覧ください。 

※こちらの情報は 11月 25日現在のものです。 

以上 


