2021 年 12 月 22 日
東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社
日本航空株式会社 東北支店
株式会社びゅうトラベルサービス

～JR 東日本・JAL・びゅうトラベルサービス連携企画～

「フルーティアふくしま」を「JAL ふるさと応援隊」が盛り上げます！
東日本旅客鉄道株式会社仙台支社と日本航空株式会社東北支店、株式会社びゅうトラベル
サービスは、走るカフェ「フルーティアふくしま」を盛り上げるために、
「JAL ふるさと応援隊」
による特別な車内アナウンスや、記念乗車カードの配布等のおもてなし企画を実施いたします。
また、
「駅たびコンシェルジュ福島」の開業を記念した団体臨時列車「フルーティアふくしま
で行く 蔵の街喜多方&会津鶴ヶ城」にも「JAL ふるさと応援隊」が乗車し、冬の会津・喜多方へ
の旅をお手伝いいたします。
１

「JAL ふるさと応援隊」乗車列車

・2022 年 2 月 13 日（日） 団体臨時列車「フルーティアふくしまで行く 蔵の街喜多方&会津鶴ヶ城」
（福島⇔喜多方）※往路のフルーティアふくしまのみ乗車いたします。
・2022 年 2 月 26 日（土） フルーティアふくしま 91 号 92 号 （郡山⇔仙台）
・2022 年 2 月 27 日（日） フルーティアふくしま 91 号 92 号 （郡山⇔仙台）
・2022 年 3 月 5 日（土）

フルーティアふくしま 91 号 92 号 （郡山⇔仙台）
フルーティアふくしま

２

「JAL ふるさと応援隊」のご紹介
全国各地域の活性化をきめ細やかに応援するため、社内公募により選ばれた

現役の客室乗務員総勢 1,000 名を 2020 年 12 月 1 日に任命しました。 地域
イベントへの参加や地域産品の企画・PR などを通じ、地域の魅力を発掘します。
また、地域の皆さまとの絆づくりや活性化活動を継続的に行います。
JAL ふるさと応援隊

３

「JAL ふるさと応援隊」による当日のおもてなし内容

・お客さまをお出迎えし、車内アナウンスを実施する等、「フルーティアふくしま」での旅のお手伝いを
いたします。
・記念乗車カードをお渡しするほか、記念フォトフレームでの写真撮影を予定しています。
４

発売商品
（１）団体臨時列車「フルーティアふくしまで行く 蔵の街喜多方&会津鶴ヶ城」
①日

時 2022 年 2 月 13 日（日）

②旅行行程
行
福島駅（8:34 頃発）
楽しみください。）

程

食事

（ フルーティアふくしま ・普通車指定席/車内にて福島・郡山の地産品をお
本宮駅（9：25 頃発）

郡山駅（9:51 頃発）

喜多方駅（11:53 頃着）===

蔵屋敷あづまさ（昼食）=== 喜多方街歩き===会津鶴ヶ城===末廣酒造===会津若松駅（16:39 頃発）
（フルーティアふくしま ・普通車指定席）

郡山駅（18:00 頃着）

本宮駅（18:25 頃着）

朝×
昼〇
夕×

福島駅（19:09 頃着）

JR 線 ===貸切バス

※JAL ふるさと応援隊は往路のフルーティアふくしまに乗車いたします。

※通常ご提供しているスイーツセット等は付きません。車内にてお渡しする福島県の地産品をお楽しみください。

③募集人員 36 名(最少催行人員 25 名)
④旅行代金 大人(小学生)1 名様
福島駅発着 9,500 円(7,500 円) 、本宮駅発着 8,700 円(7,200 円)、郡山駅発着 8,500 円(7,000 円)
⑤おすすめポイント
■往路車内で福島県の地産品をお渡しいたします。福島のグルメをご堪能ください。

凍天（しみてん）

玉ようかん

桃の恵み

ライスバーム

オムレット

■喜多方では喜多方ラーメンや街歩きを、会津若松では、鶴ヶ城と末廣酒造をお楽しみいただけ
ます。

おたづき蔵通り

蔵屋敷あづまさ（昼食）

末廣酒造

鶴ヶ城

⑥発売開始日時・発売方法
■発売開始日時 2021 年 12 月 22 日(水)16：00
■発売方法
株式会社びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト
（http://www.jrview-travel.com/）からお申込みください。
（２）フルーティアふくしま 91 号 92 号
①日

時 2022 年 2 月 26 日（土）、2 月 27 日（日） 、3 月 5 日（土）

②運転時刻
■フルーティアふくしま 91 号（郡山→仙台）
停車駅

郡山

福島

仙台

時刻

10：30 発

11：05 着/11：11 発

12：44 着

■フルーティアふくしま 92 号（仙台→郡山）
停車駅

仙台

福島

郡山

時刻

14：56 発

16：04 着/16：06 発

16：50 着

③旅行代金（片道）
おとな（こども）1 名様 ※2 名様以上でお申込みの場合。おとな 1 名様利用は一律 200 円増となります。
スイーツセット付

ドリンクセット付

※3 日前までお申込み

※2 日前から当日のお申込み

郡山⇔仙台

6,100 円（4,900 円）

4,400 円（3,200 円）

福島⇔仙台

5,500 円（4,300 円）

3,800 円（2,600 円）

乗車区間

スイーツセット

④発売方法
■インターネット
株式会社びゅうトラベルサービスの「びゅうトラベル」（https://www.jre-travel.com/）
からお申込みください。
■びゅう予約センター
0570-04-8950 受付時間／月～土（祝日含む） 10:00～17:30
※日曜・年末年始休業（12 月 29 日～1 月 3 日）
※携帯・IP 電話・ひかり電話・公衆電話からは 022-222-9720

５

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

・お客さまに車内でのマスク着用等の感染症拡大防止対策をお願いいたします。
・その他、車両や駅などの感染症対策については、
JR 東日本ホームページ http://www.jreast.co.jp/をご覧ください。
※記載の時刻は全て予定となりますので、変更となる場合があります。
※掲載の画像は全てイメージです。
※告知内容は新型コロナウイルス感染症拡大防止の事由等により予告なく変更、または中止となる場
合があります。

