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東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

株式会社びゅうトラベルサービス 

 

秋田デスティネーションキャンペーン特別企画 

「カシオペアクルーズ for あきた」の発売について 
～車内サービス専門スタッフ（バトラー）が乗車します～ 

 

JR東日本と当社グループの旅行会社、（株）びゅうトラベルサービスでは、2013年10月より実施される秋田デ

スティネーションキャンペーン（秋田ＤＣ）の特別企画として「カシオペアクルーズfor あきた」を企画・販売します。

秋田や東北の魅力を思う存分知って頂くため、秋田・青森・岩手を巡る４つのコースをご用意しました。 

今回のカシオペア号車内では、初めての試みとして、車内サービス専門スタッフ（バトラー）が乗車し、快適な

列車の旅のお手伝いをさせて頂きます。ご昼食は「北海道洞爺湖サミット 2008」で総料理長を務めたホテルメト

ロポリタン エドモント名誉総料理長の中村勝宏シェフプロデュースの特別メニューをお楽しみ頂けます。また、青

森県八戸市「洋酒喫茶プリンス」マスターの佐々木良蔵氏が同乗し、スペシャルカクテルを振る舞います。 

秋田ＤＣのおもてなし満載の特別な列車の旅、「カシオペアクルーズ for あきた」ならではのゆったりとした空間、

心温まるひと時を過ごしに是非ご参加下さい。 

 

◆「カシオペアクルーズ for あきた」概要 

１ 日程  2013 年 10 月 5 日（土）～8 日（火） 3 泊 4 日 

 

２ 行程  （詳細は別紙１参照） 

日程 行           程 宿泊 
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上野駅（8:00 頃）□■□「カシオペア号」（上越線・羽越本線経由）□■□秋田駅（17：50 頃）＝ホテル 

   ※定期運行では見ることのできない、日本海の景色をお楽しみ下さい。 

（「カシオペア号」のお部屋から日本海の景色をお楽しみ頂けるよう上野～秋田間は 1号車が先頭） 

秋田市内

10/6 
【秋田・青森・岩手を巡る４つのコース】 

① 五能線コース   ②乳頭・夏瀬温泉コース   ③鳥海・男鹿コース   ④白神山地コース 
 

秋田駅（19:30 頃） □■□ 東能代駅（20:30 頃）□■□弘前駅(22:00 頃) □■□ 

各温泉宿
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カシオペア

車内 
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□■□ 「カシオペア号」（東北本線経由）□■□ 前沢駅(6:15 頃) ＝ 一関市内（朝食） ＝  

中尊寺 ＝ 一ノ関駅(10:30 頃) □■□ 上野駅(17:30 頃) ― 

 
３ 特別企画  ①車内でのおもてなし 

・バトラーによる車内サービス （車内でのご案内・ウェルカムドリンク・特別アメニティーの配布など） 

           ・ホテルメトロポリタン エドモント 中村勝宏名誉総料理長監修の特別ランチメニュー 

(1 日目もしくは 4 日目のランチいずれか) 

           ・青森県八戸市「洋酒喫茶プリンス」マスターの佐々木良蔵氏によるカクテルタイム（3 日目夜） 

 



②現地でのおもてなし 

・秋田ＤＣならではの様々なおもてなしを検討中 

例：秋田駅到着時をはじめ「リゾートしらかみ」停車駅を中心に地元の方々のお出迎え 

その土地ならではのお土産、「ホテルメトロポリタン秋田」夕食時の伝統芸能の披露 

            ・中尊寺での早朝特別拝観 

 

４ 旅行代金 上野駅発着 大人 1名様   

カシオペアスイート・展望室 448,000 円（夏瀬温泉コースご参加限定） 

カシオペアスイート 418,000 円（乳頭温泉コースご参加の場合） 

カシオペアデラックス 378,000 円（白神山地コースご参加限定） 

カシオペアツイン 368,000 円（鳥海・男鹿コースご参加の場合） 

※カシオペアスイートは五能線、鳥海・男鹿コースからも選択可能です。ツインは全コースからお選びいただけます 

※カシオペア車内設備等については http://www.jreast.co.jp/cassiopeia/index.html をご覧ください 

 

５ 募集人員  合計 140 名（最少催行人員 100 名） 

・五能線コース・・・・・・30 名    ・乳頭・夏瀬温泉コース・・・・（乳頭温泉）30 名・（夏瀬温泉）20 名 

・鳥海・男鹿コース・・・30 名    ・白神山地コース・・・・・・・・・30 名 

 

６ 発売期間  展望室・スイート・デラックス（抽選） 受付期間 7 月 12 日（金）9:30～7 月 16 日（火）18:00 

  当選発表 7 月 19 日（金）頃 

 ツイン 受付開始 7 月 22 日（月）14:00～ 

 

◆申込方法    「カシオペアクルーズ」専用ダイヤルもしくは専用ＨＰにてお申込み下さい。 

            ●「カシオペアクルーズ」専用ダイヤル   03-3843-4890 

             営業日 月～金曜：9：30～18：00  土・日・祝：9：30～17：30 

            ●「カシオペアクルーズ」専用ＨＰ      http://www.v-travels.co.jp/royalcruise-train 

             随時情報を更新していきます。是非ご覧下さい。 

 

※他にも首都圏の主なびゅうプラザやＪＴＢグランドツアー&サービス、ＪＴＢ首都圏トラベル 

ゲートの一部店舗、伊勢丹トラベル、日本旅行等の旅行会社でも発売予定です。 

 

◆告知方法   「カシオペアクルーズ」専用ホームページ（http://www.v-travels.co.jp/royalcruise-train）にて 

随時情報を更新するほか、6月下旬より首都圏の主なびゅうプラザ店頭や、「大人の休日倶楽

部」会員誌に同封の「カシオペアクルーズ」専用パンフレットにて詳細をご紹介予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東日本が運営する旅行会員組織で、多彩な旅行商品や特典の提供、「趣味の会」・サークル活動等を通じ

て会員同士の仲間づくりを支援しています。 

会員組織には、男性満 50 歳以上 64 歳まで、女性満 50 歳以上 59 歳までのお客さま向け「大人の休日倶楽部

ミドル」と、男性満 65 歳以上、女性満 60 歳以上のお客さま向けの「大人の休日倶楽部ジパング」があります。 

※詳しくは「大人の休日倶楽部」ホームページ（http://www.jreast.co.jp/otona/）をご覧ください。 

《ご参考》「大人の休日倶楽部」とは 



 

 

月日 行  程 食事 
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上野駅（8:00 頃）□■□「カシオペア号」（上越線・羽越本線経由）□■□秋田駅（17：50 頃）= 

夕食（ホテルメトロポリタン秋田） 

※定期運行では見ることのできない、日本海のパノラマ景色をお楽しみ下さい。 

（「カシオペア号」のお部屋から日本海の景色をお楽しみ頂けるよう上野～秋田間は 1号車が先頭） 

秋田ビューホテルまたはホテルメトロポリタン秋田またはリッチモンドホテル秋田駅前（泊） 

朝：―

昼：○

夕：○
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①五能線コース 

ホテル・・秋田駅□■□快速リゾートしらかみ□■□十二湖駅＝青池散策＝アオーネ白神十二湖

（昼食）＝ウェスパ椿山＝道の駅ふかうら＝千畳敷海岸＝ホテル（鰺ヶ沢温泉・ホテルグランメール山

海荘）(泊) 
②乳頭・夏瀬温泉コース 

ホテル＝角館散策＝料亭稲穂（昼食）＝抱返り渓谷＝田沢湖＝ホテル（乳頭温泉・鶴の湯）(泊) 

＝＝＝＝＝ホテル（夏瀬温泉・都わすれ）(泊) 

③鳥海・男鹿コース 

ホテル＝獅子ヶ鼻湿原 ＝仁賀保温泉・いちゑ（昼食）＝鳥海山五合目＝法体の滝＝ホテル（猿倉温

泉・ホテルフォレスタ鳥海）(泊) 

④白神山地コース 

ホテル・・秋田駅□■□快速リゾートしらかみ□■□十二湖駅＝青池散策＝アオーネ白神十二湖

（昼食）＝八森いさりび温泉ハタハタ館＝白神山地世界遺産センター＝ホテル（湯ノ沢温泉・ホテルゆ

とりあ藤里）(泊) 

朝：○

昼：○

夕：○
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①五能線コース 

ホテル＝立佞武多の館＝津軽五所川原駅＋＋（津軽鉄道・貸切車両）＋＋金木駅・・金木町散策（昼

食） ＝弘前城＝津軽藩ねぷた村＝料亭・翠明荘（夕食）＝弘前駅□■□（車中泊） 

②乳頭・夏瀬温泉コース 

ホテル＝旧池田氏庭園＝増田の蔵めぐり（昼食）＝秋田温泉さとみ（入浴）＝秋田市民俗芸能伝承館

＝料亭濱乃家（夕食）＝秋田駅□■□（車中泊） 

③鳥海・男鹿コース 

ホテル＝秋田県立美術館＝秋田・無限堂（昼食）＝入道﨑＝男鹿真山伝承館（なまはげ館）＝男鹿温

泉・セイコーグランドホテル（入浴・夕食）＝東能代駅□■□（車中泊） 

④白神山地コース 

ホテル＝岳岱自然観察教育林＝暗門の滝散策（昼食/弁当）＝ブナの里白神館（入浴）＝田中屋＝料

亭・翠明荘（夕食）＝夜の弘前観光＝弘前駅□■□（車中泊） 
 

秋田駅(19:30 頃)□■□ 東能代駅(20:30 頃)□■□弘前駅(22:00 頃)□■□（カシオペア車中泊） 

朝：○

昼：○

夕：○
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□■□ 「カシオペア号」（東北本線経由）□■□ 前沢駅(6:15 頃) ＝ 一関市内（朝食） ＝  

中尊寺 ＝ 一ノ関駅(10:30 頃) □■□ 上野駅(17:30 頃) 

朝：○ 

昼：○ 

夕：― 

                               ※行程は変更になる場合があります。 

別紙１ 
カシオペアクルーズ for あきた 行程 



 

 

 

 

◆中村勝宏氏 プロフィール 

 

 日本ホテル株式会社取締役 

ホテルメトロポリタン エドモント名誉総料理長 

 

1944 年 鹿児島県阿久根市出身 

1970 年 渡欧。フランス各地の名だたるレストランでプロの料理人として活躍。 

1979 年 パリのレストラン「ル・ブールドネ」のグランシェフ時代に、日本人として初めてミシュランの一つ星を 

獲得。以後 4年間その星を守り通す。 

1984 年 帰国。ホテルエドモントの開業とともにレストラン部門の統括料理長となる。 

1994 年 常務取締役総料理長に就任。 

2003 年 フランス共和国農事功労章シュヴァリエ叙勲 

2005 年 日本ホテル株式会社取締役、ＪＲ東日本ホテルチェーン特別料理顧問、ホテルメトロポリタン 

エドモント名誉総料理長に就任。 

2007 年 ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ 総料理長。 

2008 年 北海道洞爺湖サミット 2008 では総料理長としてすべてを指揮統括する。 

2009 年 日本ホテル株式会社取締役、ホテルメトロポリタン エドモント名誉総料理長に就任。 

2010 年 フランス共和国農事功労章オフィシエ叙勲。 

 

日本のフランス料理界の第一人者として、後進の育成はもとより、食育の推進、フランス料理を通じた社会貢

献など、様々な活動に精力的に取り組んでいる。著書多数。 

 

 

◆佐々木良蔵氏 プロフィール 

 

 「洋酒喫茶プリンス」マスター 

 

1950 年 岩手県大槌町出身 

1957 年 青森県八戸市の長横町れんさ街に「洋酒喫茶プリンス」開業 

 

八戸の街中にある数々の「横丁」。八戸の人たちは昭和 20 年代から続く「横丁」を大切にしている。そんな「横

丁」の一つ、「長横町れんさ街」に「洋酒喫茶プリンス」がある。マスターの佐々木良蔵氏は 56 年もの間、営業を

続けている老舗の顔だ。マスターの作るオリジナルカクテルは「青の森」「グランクラス」「うみねこ」など、いずれ

も地元東北への想い溢れるものばかりである。 

 

今回はマスターが 3 日目夜に秋田から同乗し、2013 年春にデビューした秋田新幹線新型車両Ｅ6 系にちなん

だ新作カクテル、「スーパーこまち」などを車内で提供する。 

別紙２ 


