２０１７年 １月 ２７日
東日 本 旅客 鉄道 株 式会 社

「日本を楽しむあなただけの上質な体験」を感じる旅が始まります
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し ん ゆ う た ん ぼ う

「TRAIN SUITE 四季島」“深遊探訪”メニューについて
「TRAIN SUITE 四季島」では、日本の豊かで美しい自然を、また地域に根ざした産業や日々の
暮らしに息づく文化を、列車ならではの「豊かな時間と空間の移ろい」の中で、さまざまに楽しむ旅
しんゆうたんぼう

を「深遊探訪」という言葉でご提案し、ご乗車のお客さまに体験していただくべく本年5月1日の運行
開始に向けて現在準備を進めております。
このたび、「TRAIN SUITE 四季島」にて春から秋に運行する「3泊4日コース」「1泊2日コース」の各
しんゆうたんぼう

停車駅における食や観光など、ご乗車の皆様にご提供する“深遊探訪”メニューの詳細が決まりま
したので、お知らせします。いずれも四季島のお客さまのみが体験できる、各エリアの奥の深さに
出会える体験メニューとなっております。
当社では「TRAIN SUITE 四季島」の運行を通じて、東日本エリアの地域の様々な魅力を掘
り起こし、その情報を広く発信することで、地域の活性化に貢献してまいります。
しんゆうたんぼう

1． TRAIN SUITE 四季島 “深遊探訪”メニューについて
（１）3泊4日コース／期間：2017年5月～11月
『豊かな自然が四季折々に見せる風景や、自然と共にある暮らしや文化にふれる旅』

① 停車駅【日光（栃木県）】1 日目

日光東照宮（5～9 月） 日光金谷ホテル(10 月・11 月)・日光駅
天下泰平の世を築いた徳川家康を祀る世界文化遺産、日光東照宮にて
「ＴＲＡＩＮ ＳＵＩＴＥ 四季島」のお客さまだけの特別コースで拝観し、旅の
安全を祈願します（5～9 月）。 日光金谷ホテルは 140 年の歴史を持つ現
存する日本最古のクラシックホテル。建物にあしらわれた東照宮のモチ
ーフをたどり、外交官たちで賑わった歴史を振り返る館内ツアーをお楽し
みいただきます（10 月・11 月）。
また、日光駅では貴賓室や、漆喰の壁とシャンデリアの美しいかつての
一等待合室「ホワイトルーム」などを見学し、ご出発までのひと時をお過ご
しいただきます。

② 停車駅【函館（北海道）】2 日目
料亭「冨茂登」
（ご朝食）

函館駅
6:20 頃到着
ふ

も

函館駅
12:30 頃出発

アイヌ文化公演・北方民族資料館
函館市電貸切運行・朝市自由散策

と

料亭「冨茂登」でのご朝食
アイヌ文化公演と北方民族資料館の見学
函館市電の貸切運行・函館朝市自由散策
縄文時代から津軽海峡を挟み青森との交流が盛んだった函館。北からは北
方民族のさまざまな文化が入ってきました。そして 1854 年、ペリー来航により
日本の玄関口として発展していきます。先住民アイヌが大切に守ってきた文
化と、国際都市へと花開いた函館の歴史絵巻をガイドの解説で巡ります。
その後、函館駅までは「ＴＲＡＩＮ ＳＵＩＴＥ 四季島」のお客さま専用に函館市
電を貸切運行いたします。函館駅到着後は、函館朝市をご自由に散策いただ
きます。

③ 停車駅【伊達紋別・登別（北海道）】2 日目／【東室蘭・洞爺（北海道）】3 日目
登別駅
16:10 頃到着
伊達紋別駅到着
15:20 頃

登別「海のマルシェ」

ニセコエリア泊
花園温泉「坐忘林」・昆布温泉「杢の抄」

登別温泉泊
「滝乃家」

東室蘭駅
10:00 頃出発

ニセコエリア「山のマルシェ」

洞爺駅
11:00 頃出発

登別「海のマルシェ」 （登別温泉宿泊のお客さま）
登別漁港では海の風を浴びながら、郷土芸能や大漁旗たなびく漁船がお出迎え
します。その後、地元胆振エリアを代表する菓子舗「わかさいも本舗」にて、登別
近郊の旬な特産品をご試食いただきます。
撮影＝白井亮

ニセコエリア「山のマルシェ」（ニセコエリア宿泊のお客さま）
“本当に気持ちいいキャンプ場”日本一に認定されたことのあるニセコサヒ
ナキャンプ場にて、ニセコエリアで育まれた旬な農作物をはじめとした特
産品を、生産者の声を聞きながらご試食いただきます。
※お選びいただく宿泊地により訪問先・メニューが異なります。

④ 停車駅【青森（青森県）】3 日目 ※縄文コース
三内丸山遺跡

青森駅
16:40 頃到着

青森県立美術館内「4 匹の猫」
（ご夕食）

青森駅
21:10 頃出発

さ んないまるやま い せ き

三内丸山遺跡・青森県立美術館「4 匹の猫」でのご夕食
縄文時代に多くの生活の基盤が築かれていた青森。当時の建物を再現した
遺跡の中で、五千年の時空を超えた古代ロマンを「TRAIN SUITE 四季島」
スペシャルプログラムでご体験いただきます。
ご夕食は巨匠シャガールが描いた巨大な舞踏会背景画を所有する青森県
立美術館内で、芸術家に因んだメニューを展開している「4 匹の猫」にて、八
甲田山麓の「HOTEL Jogakura」で腕を奮う川口シェフによる青森フレンチを
お楽しみいただきます。

⑤ 停車駅【新函館北斗（北海道）・弘前（青森県）】3 日目 ※五能線コース
新函館北斗駅
13:20 頃到着
13:40 頃出発

北海道新幹線
「はやぶさ」

新青森駅
14:40 頃到着

立佞武多の館

五所川原駅
16.50 頃出発

「リゾートしらかみ」貸切運行
車内ご夕食

弘前駅
21:50 頃到着
22:20 頃出発

た ち ね ぷ た

北海道新幹線乗車・立佞武多の館見学
「リゾートしらかみ」貸切運行と車内でのご夕食
新函館北斗～新青森間を北海道新幹線「はやぶさ」に乗車、「TRAIN SUITE
四季島」との青函トンネル乗り比べをお楽しみください。五所川原では、高さ
23 メートルの雄大な立佞武多を間近でご覧ください。また、五所川原～弘前
間は JR 東日本のリゾート列車のさきがけ「リゾートしらかみ」を貸切運行いた
します。流れる車窓の景色とともに、弘前のイタリアン「オステリア・エノテカ・
ダ・サスィーノ」笹森シェフによる前菜に続き、秋田の和食「日本料理たかむ
ら」髙村氏が提供する夕食（お弁当）で、東北の奥深さをご堪能いただきます。

⑥ 停車駅【鶴岡・あつみ温泉（山形県）】4 日目
鶴岡駅
5:20 頃到着

あつみ温泉駅
6:00 頃到着

①
②
③

早朝の加茂水族館「クラゲドリーム館」（鶴岡駅下車）
あつみ温泉「萬国屋」での朝風呂ご入浴（あつみ温泉駅下車）
日本三大古代織り「しな織布」づくり見学（あつみ温泉駅下車）
※３つの中から選択、 「TRAIN SUITE 四季島」車内滞在もできます

あつみ温泉駅
7:30 頃出発

目覚めと共に～「庄内・3 つのつとめて」
早朝、目覚めると列車は山形県・鶴岡駅です。幻想的なクラゲがふわふ
わと漂う加茂水族館、古くは松尾芭蕉はじめ多くの文人が訪れたあつみ
温泉での朝風呂ご入浴、木の皮の繊維を糸にして織る日本三大古代織
りのひとつ「しな織」制作工程のご見学からお好みのコースをご選択いた
だけます。「TRAIN SUITE 四季島」で目覚めた朝を、庄内の朝の空気と
ともにお楽しみください。

⑦ 停車駅【新津・東三条（新潟県）】4日目
新津駅
9:30 頃到着
つばめ

「玉川堂」鎚起銅器工房見学

ぎょくせんどう

燕 ・玉川堂にて日本の匠の技に触れる

ノーベル賞授賞式のパーティーに用いられるカトラリーを始め、世界的に有
名な銀食器などを生産する匠の町、新潟県燕市。玉川堂は約 200 年にわた
つ い き ど う き

り金鎚で銅を叩いてつくる「鎚起銅器」の技を、風雪厳しいこの地で守り続け
てきました。旅の最終日最後の下車地で、日本が世界に誇る物づくりの伝
統と粋を、間近でご覧いただけます。

東三条駅
12:30 頃出発

（２） 1泊2日コース／期間：2017年5月～11月
『里山・棚田・ブドウ畑などのぬくもりのある風景や、その地に息づく工芸品の粋を味わう旅』

① 停車駅【塩山（山梨県）】1 日目

とことんワインを学び、味わい尽くす。甲州ワイン感動体験
○山梨ワインの案内人（コンシェルジュ）
山梨ワインの道先案内人として、塩山駅から甲州ワインを知り尽くしたコンシェルジュが同行してご案内いた
します。※コンシェルジュは 3 名のうちいずれか 1 名の同行となります。

新田 正明氏
山梨県勝沼の地元
酒 店「 勝沼 ワイ ナリ
ーマーケット 新田商
店」の店主。山梨の
ワインや生産者に精
通し、甲州市産ワイ
ン品質審査委員など
も務める。

小牧 康伸氏
小牧ヴィンヤード代表。
山梨学院短期大学非常
勤講師。
㈱帝国ホテルにて約 30
年間ソムリエ経歴を持
つ。JSA 認定、第一回シ
ニアソムリエ。

長谷部 賢氏
山梨県内初のフラ
ンス食品振興会
（SOPEXA）認定コ
ンセイエなどの資
格をもつ。セミナー
講座などの活動を
通じ国産ワインの
普及活動を行う。

ざ ぼ う

○笛吹川温泉 坐忘
山梨、富士山を背に歴史に彩られる甲州塩山、笛吹川のほとり、現存する日本
最古のワイナリー「まるき葡萄酒」がプロデュースする一軒宿「坐忘」にて、甲州
ワインと茶懐石の和のマリアージュをお楽しみいただきます。「懐石 まる喜」料
理長渾身の茶料理を築 140 年の古民家でご提供いたします。
み や こ う えん

○宮光園
宮光園はワイン産業の先覚者・宮崎光太郎が自宅に整備した宮崎葡萄酒醸造
所と観光ブドウ園の総称。日本のワイン造りが始まったとも言えるこの地を訪
れ、甲州ワインの歴史と文化を紐解いていただきます。

○ルミエールワイナリー
世界的コンクールで数々の輝かしい受賞歴を持ち、日本を代表する老舗名門
ワイナリーにて、甲州ワインを知り尽くしたコンシェルジュによるワインセミナー
を行います。ワインセミナーでは甲州ワインを中心としたテイスティングと、「レス
トランゼルコバ」総料理長の広田シェフによるカナッペをお楽しみいただきます。

おばすて

② 停車駅【姨捨（長野県）】1 日目
姨捨駅
20:40 頃到着

駅からの善光寺平・専用ラウンジ

姨捨駅
21:30 頃出発

姨捨駅からの善光寺平夜景・夜景ラウンジ・スイッチバック体験
昔から肥薩線矢岳越え（九州）、旧根室本線狩勝峠（北海道）と合わせて
「日本三大車窓」と言われた姨捨駅周辺から眺める善光寺平。「TRAIN
SUITE 四季島」が、今は普通列車でしか体験できないスイッチバックを行い
姨捨駅へと到着します。眼下に広がる夜景をご覧いただきながら、ホーム
につくられた長野県産の木材などをふんだんに使用した専用ラウンジで、
お飲み物などをお楽しみいただきます。

③ 停車駅【喜多方・会津若松（福島県）】2 日目
喜多方駅
6:20 頃到着
7:10 頃出発

会津若松駅
7:30 頃到着
た

き

割烹「田季野」
（ご朝食）

鈴善漆器店

会津若松駅
11:20 頃出発

の

会津郷土料理「田季野」でのご朝食
すず ぜん し っ き て ん

会津漆器「鈴善漆器店」で匠の技に触れる
前夜長野県を出た列車は、新潟県を通り早朝の会津路へと走り、喜多方
駅に到着します。駅周辺の早朝散策をお楽しみください。
会津若松では、会津郷土料理割烹「田季野」でご朝食をお楽しみいただい
たのち、約 400 年の歴史を持つあでやかな「会津塗」の世界を、その技を
伝統的な建物とともに守り続ける鈴善漆器店で体感していただきます。

２．2017 年 5 月～11 月のご出発分お申込み状況について
今回ご紹介しました 3 泊 4 日、1 泊 2 日コースのうち、当社グループのびゅうトラベルサービスが
実施する 2017 年 5 月～11 月出発分のご旅行については、全て申込み受付を終了しております。
おかげさまで、お申込み多数のため、すべての出発日で抽選となりました。
第 1 期（2017 年 5・6 月出発分）1,234 件、第 2 期（2017 年 7・8 月出発分）941 件、第 3 期（2017
年 9～11 月出発分）1,107 件とお申込みいただいており、直近の第 3 期は平均倍率 3.26 倍、海外か
らも 40 件のお申し込みをいただいております。運行開始からの最高倍率は、2017 年 5 月 1 日出発
3 泊 4 日コース「四季島スイート」の 76 倍です。
現在、2017 年 12 月～2018 年 3 月出発の冬のコースの資料請求(パンフレット)を受け付けており
ます。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にてお申し込
みください。また、ご旅行お申し込み開始については改めてお知らせいたします。
・ホームページ
・TRAIN SUITE 四季島
ツアーデスク

http://www.jreast.co.jp/shiki-shima
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）
※写真は全てイメージです。

