
リアルな体験からしか生まれない驚きを、面白さを、子どもたちに全身で
感じてもらいたくて、地域の個性にこだわった特別なプランをつくりました。

五感が目を覚ます旅へ、フレテミーナがお連れいたします。

専用サイトで
フレテミーナの
旅のイメージを
ご覧いただけます！
※今回のコース内容とは異なります。

小岩井農場
①�小岩井農場の大きさにビッ
クリ!�農場めぐりツアー
②�農場産のお肉と牛乳を美味
しくいただこう!�BBQランチ
（お子さまには、お子様カレー
と串焼きセットをご用意）
③�小岩井農場100年の
森あそび

八幡平・星空鑑賞
●�天文に詳しいホテルス
タッフによる星空解説と
外での星空鑑賞

三陸鉄道体験
●車両基地見学
●貸切列車
●車内放送体験

2日目2日目

八幡平・ニジマス釣り
●大自然を活かした管理
釣り堀で楽しく釣り体験

岩手町・ブルーベリー狩り
＆田んぼアート見学
●採れたてのブルー
ベリーを味わおう

3日目

大自然の中で思いっきり遊ぼう!夏の思い出に寝台列車・貸切列車・サッパ船・琥珀採掘体験

カシオペア盛岡行きで行く・「小岩井農場」満喫プログラム・ 
「八幡平」ブルーベリー狩り＆ニジマス釣り体験

カシオペア盛岡行きで行く・三陸鉄道に潜入！
車両基地見学＆貸切列車と三陸でオモシロ体験

コース
No. B2358-10707コース

No. B2344-10707

岩
手
県

岩
手
県

7/31（土）7/23（金） 出
発
日

出
発
日

2泊3日2泊3日 乳児同行不可
※0〜2歳

幼児同行不可
※3歳〜未就学児

乳児同行不可
※0〜2歳

幼児同行OK
※3歳〜未就学児

★現地払い

一度は乗ってみたい「カシオペア」で親子の思い出作りへ

■旅行代金 /
上野駅発東京駅着（1室 3 名利用）
おとな1名様	 こども1名様

119,800円 102,800円

■旅行代金 /
上野駅発東京駅着（1室 3 名利用）
おとな1名様	 こども1名様

117,800円 99,800円

三陸鉄道レトロ車両貸切乗車三陸鉄道レトロ車両貸切乗車

車両基地見学車両基地見学 車内放送体験車内放送体験

三陸・田野畑
●サッパ船（漁師船）
� アドベンチャークルーズ
●塩作り体験

三陸・久慈
●久慈琥珀博物館
��（琥珀採掘体験）

3日目

琥珀採掘体験琥珀採掘体験サッパ船体験サッパ船体験

サッパ船（漁師船）
アドベンチャークルーズ

久慈琥珀博物館

ネイチャー
ゲーム

上丸牛舎 星空鑑賞

ブルーベリー狩り

ニジマス釣り 田んぼアート

沢の
生き物さがし

上野

カシオペア

盛岡

【カシオペアのご案内】 ※当日は上野駅改札外で出発時刻の80〜40分前頃の間に受付予定です。※カシオペアは全車禁煙。喫煙スペースはありませんのであらかじめご了承ください。※カシオペアは定期
運行時とは車内サービスが異なります。※当旅行商品の寝台個室（カシオペアツイン）1室あたりの定員はおとなは2名までとなり、乳幼児2名の添い寝を含めて4名までとなります。補助ベッドを使用したカシオ
ペアの1室3名のお部屋タイプの設定はありません。当コースのカシオペア1室3名利用の場合、小学生のカシオペア客室は添い寝となります（寝具と客室の備品は2名分のみとなります）。1室3名利用の場
合、手狭と感じる場合があります。カシオペア客室1室につき、おとな3名以上の利用はできません。※往路の乗車駅は上野駅のみとなります。また、途中駅でドアは開きません。※カシオペアツインは1階席又
は2階席又は車端室利用となります（指定不可）。※カシオペア車内でのお弁当はダイニングカーでは召しあがれません。※提供するお弁当はアレルギーの対応ができません。あらかじめご了承ください。※カシ
オペア客室にTVモニターはありません。※当運行日については、シャワーカードの販売はありません。※フレテミーナプランでの事前予約制有料パブタイムオプションはお申し込みいただけません。※地図は略図です。

◆ 「カシオペア」の乗車定員を従来の150名より減員して運行します。
上野駅受付時に検温を行います。※体温が37.5度以上ある場合や
体調が優れない場合はご参加をご遠慮いただきます。あらかじめご了承
ください。
◆カシオペア車内は、車両屋根上に設置された空調装置を使って常
時外気を室内に取り入れるとともに室内の空気を車外に排出しており
ます。また、各個室もこの空調装置と直接ダクトでつながっているため、
室内の空気は常に換気されております。※小学生は「お子様弁当」となります。※小学生は「お子様弁当」となります。

夕食はカシオペアスペシャル弁当夕食はカシオペアスペシャル弁当
カシオペア車内の夕食は、
おとなは「カシオペアスペ
シャル弁当」、小学生は「お
子様弁当」となります。
※お申し込みの前に下記カシオ
ペアのご案内をご確認ください。

おとな
のみ

安心して「寝台列車 カシオペア」の旅を楽しんでいただくために

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

ふれるたび、子どもは大きくなる。

2021年7月〜9月



行程内の運送機関、宿泊施設、食事箇所、観光施設等については、事前に適切な感染防止対策を行っている事業者を選定しています。2 旅行サービス提供事業者等の選定
3 三密（密閉・密集・密接）リスクを下げる旅程管理 バスの座席や観光施設への入場時などに「間隔」を空ける等、ツアー中に配慮が必要な点については可能な限り対応いたします。
4 体調管理の徹底 添乗員はマスクの着用・検温を義務付けております。また、お客様の体調確認へのご協力ならびにツアー中のマスク着用・手洗い・咳エチケット等の励行をお願いさせていただきます。

感染状況に応じた適切な旅行先の選定を行います。1 旅行の企画
びゅうトラベルサービスの新型コロナウイルス感染予防への対応

※なお、今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況や政府、自治体の方針、各業界団体が定めるガイドラインに基づき随時見直しを図ります。最新の対応については、弊社ホームページをご確認ください。

各ページにあるコードを携帯電話で読み取り簡単予約！
※コードの読み取りには専用のアプリが必要な場合があります。

お電話でお申し込みは（株）びゅうトラベルサービス　おとなの休日予約センターへ

今年デビューの「秋田縄文号」に貸切乗車! りんご風呂が名物のホテルに宿泊 裏磐梯の大自然の中でカヌー体験と会津鉄道で本物の運転体験

今年の夏の最後の思い出は宮城でキマリ キャンプ道具レンタル付き! 講習付きで初心者も安心のキャンプ体験

お肌に優しいトロトロの天然温泉で美肌家族になっちゃおう♪ 発酵食品で健康な体をつくろう！自分だけのみそ玉づくりで食育学習

成田空港駅で駅員さんのお仕事見学！ 2階建てバスにも乗車♪ 鉄道文化・自然にふれてワクワク・ドキドキ体験! まほーばの森でコテージに宿泊

鉄道のお仕事体験！秋田内陸縦貫鉄道・鉄道基地見学と
水陸両用車で湖にダイブ! 「白神山地」を探検しよう！

夏はやっぱり水遊び！しぶきを浴びて楽しむ「小野川湖スプラッシュ
レイクカヌー」と運転士の気分を味わう「会津鉄道 運転体験」

宝探し！？「みちのくGOLD」砂金採り体験＆
梨の「幸水」もぎ取り 楽しい東北をゲットしよう！！

ドキドキワクワク! 大自然を楽しむ
「無印良品 津南キャンプ場」でキャンプをしよう!

昔ながらの暮らしを体験！ 「世界遺産 五箇山」／６つもの珍しい乗り物で
行く！ 大自然の「立山黒部アルペンルート」＆「黒部ダムエネルギー学習」

運転士さんになろう！本物の電車を運転体験「えちぜん鉄道」と
恐竜の化石見つかるかな？！発掘体験＆「福井県立恐竜博物館」

一般公開していない空港エリア見学
「成田空港スペシャルバスツアー」とJRバス関東「バス車庫探検」

普段は入れない旧信越本線「廃線ウォーク」と
「フォレストアドベンチャー・上野」でアスレチックを楽しもう!

コース
No. B2338-10707 コース

No. B2343-10707

コース
No. B2345-10707 コース

No. B3092-10707

コース
No. B5077-10707 コース

No. B5075-10707

コース
No. B4063-10707 コース

No. B4062-10707
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7/31（土） 7/31（土）

8/28（土） 7/17（土）・31（土）

8/7（土）・21（土） 8/28（土）、9/11（土）

8/21（土） 8/26（木）

出発日 出発日

出発日 出発日

出発日 出発日

出発日 出発日

1泊2日 1泊2日

1泊2日 1泊2日

1泊2日 1泊2日

日帰り 1泊2日

受託販売・協賛

旅行企画・実施 JR 東日本グループ
観光庁長官登録　旅行業第 1135 号

一般社団法人 日本旅行業協会正会員　東京都墨田区錦糸 3-2-1

【ご案内】「フレテミーナ」は、おとなと小学生又は中学生の組み合わせでお申し込みいただく商品です。（おとなのみ、こども（未成年者）のみで
の参加はできません）。　●旅行代金には、行程に明示された交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税およびサービス料が含まれています。 ●
ご来店でのお申し込みの際は、別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり事前にご確認の上お申し込みください。 ●交通機関（JRダイ
ヤ改正含む）・道路状況・気象条件等により、行程および記載の時刻が変更となる場合があります。 ●相部屋はお受けできません。 ●記載の情
報は2021年6月1日現在を基準にしています。●受付状況により満席または催行中止の場合もございますのであらかじめご了承ください。●
写真は全てイメージです（一部列車画像提供：JR東日本）。●貸切バス会社について：当社基準のバス会社はホームページからご覧になれます。
https://www.jrview-travel.com/content/pdf/bus.pdf　ご覧になれない方は「大人の休日予約センター」へご請求ください。  

●「フレテミーナ」ホームページ フレテミーナ

●営業時間 営業日： 平日 9：30～18：00  土・日・祝 9：30～17：30 
※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。

0570-0107-39
ナビダイヤルになって一層便利に インターネットでらくらく予約

※ナビダイヤルは一般固定電話からは、全国一律3分9.35円（税
込）でご利用いただけます。ただし一般固定電話以外（携帯電話
等）からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

IP電話・ひかり
電話からは    03-3841-0121

 お申し込みは「お電話」又は「インターネット」又は「店頭」で！　 6/4（金）13：00発売開始

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 2〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
59,800円
47,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 2〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
49,800円
44,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 3〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
66,800円
46,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 3〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
64,800円
47,800円

■旅行代金 /
新宿駅発東京駅着
おとな1名様

こども1名様
33,800円
29,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 3〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
54,800円
47,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 3〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
63,800円
48,800円

■旅行代金 /
東京駅発着（1室 2〜 4 名利用）
おとな1名様

こども1名様
69,800円
62,800円

世界遺産 五箇山世界遺産 五箇山 立山ロープウェイ立山ロープウェイ どきどき恐竜発掘ランドどきどき恐竜発掘ランドえちぜん鉄道運転体験えちぜん鉄道運転体験

カヌー体験カヌー体験運転席の体験運転席の体験

砂金採り体験砂金採り体験

バス車庫探検バス車庫探検
成田空港スペシャル成田空港スペシャル
バスツアーバスツアー

無印良品 津南キャンプ場無印良品 津南キャンプ場

アスレチック体験（キャノピーコース）アスレチック体験（キャノピーコース）

運転体験運転体験

〔重要なお知らせ〕�※新型コロナウイルスの影響等により、団体臨時列車の運行及び祭り・花火等のイベントが急遽中止または延期になる場合がございます。つきま
しては、本パンフレット発刊時にすでにコースが催行中止となっている場合がございますので、あらかじめご了承ください。�
※バイキング等のメニューについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からセットメニュー等に食事内容が変更になる場合がございます。
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