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「やまがたワーケーション新幹線」 専用商品のご案内！
～ポストコロナにいざなう、一編成丸々「ワーケーション専用新幹線」です ！～
山形県、JR東日本仙台支社、びゅうトラベルサービスが連携し、「やまがたワーケーション新幹線」専用ツアーを
販売します。
JR 東日本は、場所や時間にとらわれない多様な働き方やくらしの実現に向けて、 “新幹線オフィス”の実証
実験を進め、新たな移動サービスの創出に取り組んできました。
今回のツアーは、首都圏エリア発の商品となり、ワーケーションをテーマとして、山形県の各エリアを訪問・滞在
いただくツアーとなっており、募集人員は100名を予定しています。
※事前に賛同される企業様よりご予約をいただいております。
往路は専用新幹線「とれいゆ つばさ車両」を使用し、車内は専用Wi-Fiやリゾート列車ならではの広い机など、
快適なビジネス環境でお仕事をしていただける仕様です。休憩時間には、「とれいゆ つばさ車両」の特長である
足湯をお楽しみいただいたり、バーカウンターで山形のフルーツジュース（有料）をご賞味いただいたりと、
首都圏からお乗りいただいた瞬間から「やまがたワーケーション」が始まります！ツアー概要は、以下の通りです。
「とれいゆ つばさ車両」

１．ツアー名称
「団体臨時列車『やまがたワーケーション新幹線』の旅」

「足湯」

２．出発日・行程概要
2021 年１０月１日（金） ／募集人員 ２０名
【マーク：■□■新幹線、・・・徒歩、＝＝送迎バス】
【① 山形 １泊２日コース】※「乗車記念掛け紙付き弁当」と「足湯利用券」が付きます。
日程
行程
食事
上野駅（11:00）■□■（団体臨時列車・とれいゆ つばさ・「やまがたワーケーション新幹線」・
1 日目 お座敷指定席・昼食／弁当）■□■山形駅（13:50）・・・山形「ホテルメトロポリタン山形
昼
（本館）」(泊)
宿泊施設・・・山形駅（1５:0３）■□■（山形新幹線・つばさ１４６号・普通車指定席）■□■
2 日目
朝
東京駅（1７:48）
【② 天童 １泊２日コース】※「乗車記念掛け紙付き弁当」と「足湯利用券」が付きます。
日程
行程
上野駅（11:00）■□■（団体臨時列車・とれいゆ つばさ・「やまがたワーケーション新幹線」・
1 日目 お座敷指定席・昼食／弁当）■□■天童駅 （14:13）＝＝天童温泉 「桜桃の花 湯坊いちら
く」(泊)
宿泊施設＝＝天童駅（1３:5３）■□■（山形新幹線・つばさ１４４号・普通車指定席）■□■
2 日目
東京駅（1６:48）
※ツアーの行程詳細は専用の申込みページをご確認ください。
３．旅行代金
旅行代金／大人 1 名様（単位：円）
① 山形 1 泊 2 日コース
② 天童 1 泊 2 日コース

１室１名
29,300
41,300

１室２名
27,800
32,800

１室３～４名
設定なし
30,000

食事
昼・夕
朝

４. ツアーの発売開始日時・お申込み方法
（１）発売開始日時
2021 年８月３日（火）１４：００
（２）お申込み方法
インターネット：びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイト限定
① 山形 1 泊 2 日コース
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B2484

② 天童 1 泊 2 日コース
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?genteiCd=2&courseNo=21B2490

※上記日時にて発売開始後にご覧いただけるようになります。
※店頭販売や予約センターによるお電話での通信販売は承っておりません。
（３）旅行企画・実施・販売
株式会社びゅうトラベルサービス（観光庁長官登録旅行業第 1135 号）
５.やまがたワーケーション新幹線列車概要【往路専用新幹線】
（１）列車名
やまがたワーケーション新幹線
（２）運転日
2021 年 10 月 1 日（金）
（３）編成
とれいゆ つばさ車両 6 両編成（全車新幹線指定席）
（４）運転時刻等
出発駅・出発時刻
主要到着駅・到着時刻
米沢 12:54、山形 13:50、
上野 11:00
天童 14:13、新庄 15:13

その他途中停車駅
大宮・高畠・赤湯・かみのやま温泉・
さくらんぼ東根・村山・大石田

【とれいゆつばさ】
「トレイン（列車）」とフランス語の太陽を意味する「ソレイユ」を合わせた造語です。 「食（太陽の恵
みによる様々な食材）」「温泉」「歴史・文化」「自然」を温泉街のように散策しながら列車の旅を楽し
む、というテーマが凝縮された列車であるという想いを込め命名されました。
また、新幹線初のリゾート列車で 12～14 号車は、お座敷タイプの畳座席。大きなテーブルで、お
仕事もスムーズに。16 号車には「足湯」があり、疲れた体を癒しながら沿線の雄大な景色を楽しむこ
とができます。また 15 号車には、湯上りラウンジやバーカウンターも備えており、仕事の合間にリラ
ックスできる空間を提供します。
「１２～14 号車 お座敷タイプ指定席」

「ロゴマーク」

「15 号車 バーカウンター」

６．感染症対策
・とれいゆつばさ車内には、アクリル板を設置しております。
・JR 東日本 お客さまの安心のための取組みについて
https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/
・びゅうトラベルサービス 新型コロナウイルス感染予防に関する取り組みとお客様へのお願い
https://www.jrview-travel.com/content/sp/newnomal/

７．ご利用及び体験いただけるツール
新幹線オフィスの実証実験を踏まえ、お客さまからのニーズの高かった電源、通信、騒音の課題を解決し、
オフィス空間のように快適に働けるツールをご用意しました。（貸出数には限りがございます）
（１） モバイルバッテリー
協賛企業：レノボ株式会社
※同社は今回の企画にご協賛いただき、ワーケーション新幹線にもご乗車されます。
○製品名：
○お手持ちのノートパソコンやスマートフォンに給電が可能とな
Lenovo Go USB Type-C
るモバイルバッテリーです。旅先でもバッテリー容量を気にせ
ノートブックパワーバンク
ず安心してお手持ちのデバイスをお使い頂くことをお手伝い
20000mAh(ブラック)
させていただきます。
※お一人様 1 台となります。貸出は無料となります。
※出力パワー: USB Type-C 最大 65W(20V/3.25A、 15V/3A、 9V/3A、
5V/3A)、USB Type-A 最大 18W

【製品の特長】
○本製品には USB Type-C ポートと USB Type-A ポートが
それぞれ 1 つあり、ノートパソコンを充電しながら、その他のデ
バイスへの充電も可能となります（最大３つのデバイスを同時
に充電可能）。
○本体に内蔵している USB Type-C ケーブル（約 43cm）をご
使用頂き該当デバイスに給電可能です。
※ノートパソコンへの給電は USB Type-C ポートを通じて給電が可能となる機種と
なります。

（２） Wi－Fi ルーター
提供企業：KDDI 株式会社
※同社は JR 東日本と共同で進めている「空間自在プロジェクト」の一環として新幹線オフィスの実証実験に
参加しており、今回の企画にも賛同していただいています。
○個別の Wi-Fi ルーターをご利用いただくことで、より快適な通
信環境でリモートワークを行うことができます。
※お一人様 1 台となります。貸出は無料となります。
※セキュリティ方式は WPA3 対応、パスワード設定済です。
※走行場所によっては電波がつながりにくい場合がございます。
※４G LTE でのご提供となります。

【製品の特長】
○au の高速、高品質な LTE 回線をご利用いただけます。

（３） スピーチプライバシーシステム「VSP-2」
提供企業：ヤマハ株式会社
※同社は、新幹線オフィスの実証実験に参加しており、今回の企画にも賛同していただいています。
○車両内で「情報マスキング音」を流すことにより、周囲への会話
漏れを軽減させ、より安心できる環境の中で、リモートワーク
を行っていただけます。
【製品の特長】
○会話内容が第三者に聞かれる「漏洩」と、周囲の会話が作業の
妨げになる「侵害」を防ぐことで、プライバシーを守り、安心し
て会話・仕事ができる環境を提供します。

（参考）
上記一般販売ツアーの他に、県内所在企業様向けの研修パック等も設定しております（すでに申し込みは終了し
ております）。以下は一例です。
今後、企業様の研修やリモート勤務のご要望があれば、山形県総合交通政策課へお問い合わせください。
【マーク：■□■新幹線、・・・徒歩、＝＝送迎バス】
【研修パックの一例】
日程

1 日目

2 日目

行程

食事

上野駅■□■（団体臨時列車・とれいゆ つばさ・「やまがたワーケーション新幹線」・お座敷
指定席／昼食・弁当）■□■米沢駅
・・・・・・米沢 「ベストウェスタン ザ ジャポナイズ米沢」(泊) 又は
＝＝小野川温泉「湯杜匠味庵 山川」（泊）

昼(夕)

米沢 「ベストウェスタン ザ ジャポナイズ米沢」(泊) ・・・・ 又は
小野川温泉「湯杜匠味庵 山川」＝＝
米沢駅■□■（山形新幹線・つばさ１３６号又はつばさ１４２号・普通車指定席）■□■東京駅

※夕食は
小野川温泉
のみ

朝

