
 

 

 

2 0 2 2 年 1 月 2 7 日 

ＪＲ東日本 仙台支社 

株式会社びゅうトラベルサービス 

 
「ありがとう とれいゆ つばさ」フィナーレプロジェクト第 2弾を実施します！ 

 

 

 

 

 
 

１ 旅行商品専用臨時列車 
   「とれいゆ つばさ」の魅力を満喫いただける旅行商品専用臨時列車を運行いたします。 

⑴ 南東北を満喫！たべっしゃ とれいゆ号 

   ■商品概要：・宮城、福島、山形の南東北 3県を運行します。 

・停車する各駅に関連する軽食やお菓子等の地産品を積み込み、車内で提供いたします。 

                 ・山形県内の主要駅でおもてなしイベントを実施いたします。 

         ・旅行開始は仙台駅、終了は新庄駅のみとなり、その他の駅での設定はありません。 

   ■旅行代金：おとな（こども）1名様 16,000円（12,000円） 

   ■募集人員：120名（最少催行人員 60名） 

   ■発売日時：2022年 1月 28日（金）16時発売開始予定 

■申込方法：・㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイト 
URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/ 

         ・大人の休日予約センター東北 

ナビダイヤル：0570-0109-15（平日 9：30～18：00・土休日 9：30～17：30） 

 

⑵ 団体臨時列車 盛岡とれいゆ つばさ号 

    ■商品概要：・「とれいゆ つばさ」が仙台～盛岡間を運転する、最初で最後の貴重な企画です。 

・乗車記念硬券付き。 

・乗車記念掛け紙付きのお弁当をご用意。 

・旅行開始は上野駅、終了は大宮駅、上野駅、東京駅となり、その他の駅での設定は 

ありません。 

・日帰りコース以外にも、一泊二日コースをご用意しております。詳細は㈱びゅう 

トラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてご確認ください。 

出発日 行程 

3 月 13日（日） 
仙台（7：59 発）⇒郡山（9：16発）⇒米沢（10：10発）⇒山形（11：25発） 
⇒新庄（13：10 着） 
※全区間「とれいゆ つばさ」利用です。 

出発日 行程※日帰りコースの場合 

3 月 20日（日） 
上野（12：32発）⇒（とれいゆ つばさ）⇒盛岡（14：58着 15：27発） 
⇒（とれいゆ つばさ）⇒郡山（16：45着 17：30～18：30頃発） 
→《東北新幹線・普通車指定席》→東京（18：30～19：50頃着） 

2022年 3月の「とれいゆ つばさ」運行終了まで残すところ 2か月となりました。 

「ありがとう とれいゆ つばさ」フィナーレプロジェクトの第 2 弾として、魅力あふれる旅行商品

専用臨時列車や現場第一線で働く社員が企画したオリジナル関連商品を発売開始いたします。 

ぜひこの機会に「とれいゆ つばさ」にご乗車ください。 

https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/


   ■旅行代金：おとな（こども）1名様 39,000円（27,000円）※日帰りコースの場合 

   ■募集人員：50名（最少催行人員 30名）※日帰りコースの場合 

   ■発売日時：2022年 2月 2日（水）14時発売開始予定 

■申込方法：㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトからお申込みください。 
URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/  

※日帰りコースおよび一泊二日コースの詳細は 1月 31日（月）に「日本の旅、鉄道の

旅」サイトでご案内します。 

 

⑶ 団体臨時列車 ありがとう上野発とれいゆ つばさ新庄号 

■商品概要：・首都圏（上野駅）発で運転する「とれいゆ つばさ」最後の企画です。 

         ・乗車記念硬券付き。 

                 ・乗車記念掛け紙付きのお弁当をご用意。 

・旅行開始は上野駅、終了は大宮駅、上野駅、東京駅のみとなり、その他の駅での設定は 

ありません。 

・日帰りコース以外にも、一泊二日コースをご用意しております。詳細は㈱びゅう 

トラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてご確認ください。 

   ■旅行代金：おとな（こども）1名様 31,000円（20,000円）※日帰りコースの場合 

   ■募集人員：50名（最少催行人員 30名）※日帰りコースの場合 

   ■発売日時：2022年 2月 7日（月）14時発売開始予定 

■申込方法：㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトからお申込みください。 
URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/ 

※日帰りコース及び一泊二日コースの詳細は 1月 31日（月）に「日本の旅、鉄道の旅」

サイトでご案内します。 

 

⑷ ありがとう とれいゆ つばさフィナーレ号 

   ■商品概要：・これまでのご愛顧に感謝を込めて、山形県内の主要駅でおもてなしイベントを実施しな 

がら運行します。山形県内を縦断する最後の企画です。 

         ・ご乗車のお客さま全員に足湯をご利用いただけます。 

          ・旅行開始は新庄駅、終了は山形駅のみとなり、その他の駅での設定はありません。 

         ・とれいゆ つばさ限定「牛肉どまんなか」弁当付き。 

   ■旅行代金：おとな（こども）1名様 19,000円（14,000円） 

   ■募集人員：120名（最少催行人員 60名） 

■申込方法：抽選発売となります。 

㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトからお申込みください。 

URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/ 

      ※こども（小学生以下）単独でのお申込みはできません。 

■申込期間：2022年 1月 29日（土）14：00～2月 21日（月）23：59まで 

      ※当選結果は、2月 26日（土）頃までに予約時にご登録いただいたメールアドレスへ 

お知らせいたします。 

         ※抽選の結果、残席がある時は、準備ができ次第、再発売する場合があります。 

出発日 行程※日帰りコースの場合 

3 月 26日（土） 
上野（11：34発）⇒（とれいゆ つばさ）⇒新庄（16：12着 17：12発） 
→《山形新幹線・普通車指定席》→東京（20：48 着） 

出発日 行程 

3 月 27日（日） 
新庄（8：48 発）⇒山形（10：17 発）⇒米沢（11：06発）⇒福島（12：04発） 
⇒山形（13：29 着） 
 ※全区間「とれいゆ つばさ」利用です。 

https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/
https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/
https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/


⑸ 山形発 とれいゆ つばさで行く新幹線総合車両センター 

   ■商品概要：・運行終了する「とれいゆ つばさ」にご乗車いただき新幹線総合車両センターまで 

ご乗車いただき、車両センター内での「とれいゆ つばさ」の記念撮影と車両洗浄装置 

の通過を体験できます。 

・とれいゆ つばさ限定「牛肉どまんなか」弁当付き。 

・旅行開始は山形駅、終了は仙台駅のみとなり、その他の駅での設定はありません。 

         ・足湯はご利用いただけません。車内販売・バーカウンターは営業いたしません。 

   ■旅行代金：おとな（こども）1名様 29,000円（22,000円） 

   ■募集人員：60名（最少催行人員 40名） 

■申込方法：抽選発売となります。 

㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトからお申込みください。 
URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/ 

※こども（小学生以下）単独でのお申込みはできません。 

■申込期間：2022年 1月 29日（土）14：00～2月 21日（月）23：59 まで 

      ※当選結果は、3月 2日（水）頃までに予約時にご登録いただいたメールアドレスへ 

お知らせいたします。 

         ※抽選の結果、残席がある時は、準備ができ次第、再発売する場合があります。 

 

 ⑹ 上野行「とれいゆ つばさ」で行く東京「グランルーフ・グランルーフフロント・グランアージュ・ 

キッテグランシェ」共通利用券付東京フリー日帰りの旅【発売中】 

■商品概要：・「とれいゆ つばさ」にて、関東方面へのご旅行をお楽しみいただける企画です。 

・発着駅は山形、米沢、福島、郡山駅です。 

 ・同出発日にて、一泊二日コースをご用意しております。詳細は㈱びゅうトラベル 

サービス「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてご確認ください。 

■旅行代金：おとな（こども）１名様 19,800円（13,000円）※山形駅・米沢駅発 

17,800円（12,000円）※福島駅発 

15,800円（11,000円）※郡山駅発 

■募集人員：各 70名（最少催行人員 15名）※日帰りコースの場合 

■申込方法：・㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅、鉄道の旅」サイト 

URL：https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/ 

・大人の休日予約センター東北 

ナビダイヤル：0570-0109-15（平日 9：30～18：00・土休日 9：30～17：30） 

 

 

 

 

出発日 行程 

3 月 31日（木） 

山形（10：41発）⇒（とれいゆ つばさ）⇒郡山（12：30発）⇒（とれいゆ つばさ） 
⇒仙台（13：09 発）⇒（とれいゆ つばさ） 
⇒新幹線総合車両センター（13：18 着 14：37発） 
→《東北新幹線》→仙台（14：46着）  

出発日 行程 

3 月 12日（土） 
20 日（日） 
26 日（土） 

山形（7：30～8：50頃発）⇒（とれいゆ つばさ）⇒福島（9：00～10：10頃発） 
⇒（とれいゆ つばさ）⇒上野（10：30～12：10 頃着）…【フリータイム】… 
東京（18：00～19：20 頃発）→≪山形新幹線・普通車指定席≫ 
→福島（19：30～21：00頃着）→≪山形新幹線・普通車指定席≫ 
→山形（20：40～22：00頃着） 

https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/
https://www.jrview-travel.com/content/sp/toreiyu/


 ⑺ その他 

  ㈱びゅうトラベルサービス以外が旅行企画・実施する商品は以下の通りです。 

企画実施会社 
とれいゆ つばさ 

運転日 
とれいゆ つばさ 

運転区間 
お問合わせ先 

クラブツーリズム㈱ 3 月 19日（土） 
山形～上野間 

上野～山形間 

第 2国内旅行センター  
TEL:03-5998-2000 
ライフデザイン旅行センター 
TEL:03-5323-6644 
地域旅行センター 
TEL:050-3645-3560 
※コースによりお問合わせ先が異なります

ので、ホームページにてご確認ください。 

㈱阪急交通社 

3 月 18日（金） 
福島～新庄間 

新庄～福島間 ㈱阪急交通社  

TEL:0570-02-8989 
3 月 25日（金） 山形～上野間 

山交観光㈱ 3 月 21日（月・祝） 
山形～那須塩原 

（往復） 
山交観光㈱ 

TEL:023-641-4567 

㈱JTB メディア 

リテーリング 
3 月 25日（金） 上野～山形間 

JTB旅物語販売センター 

TEL:0570-06-1113 

   ※発売日等の詳細につきましては各旅行会社へお問合せください。 

 

２ 「ありがとう とれいゆ つばさ」オリジナル関連商品 

山形新幹線沿線各駅の NewDays各店舗にて、皆さまから愛された「とれいゆ つばさ」の魅力がたくさん

つまったオリジナルの関連商品を発売します。いつもまでも皆さまの心に残るよう願いを込めて山形県内

勤務の弊社社員がデザインを企画し、制作したこれらのグッズを、ぜひこの機会にお買い求めください。 

■販売店舗：福島駅・米沢駅・赤湯駅・かみのやま温泉駅・山形駅・新庄駅の NewDays 

商品名 リングノート 定規①、② キーホルダー マグカップ 

 

 

商品 

イメージ 

    

販売価格 1,050円 各 800円 700円 2,000円 

発売日 2月 21日（月） 

  ※販売価格は全て税込みです。また、発売数量には限りがありますので、売り切れる場合があります。 

クリアファイル① クリアファイル➁ クリアファイル③ フールセック(お菓子) いいごとぉ山形弁当 

  

 

 

   

各 500円 1,296円 1,500円 

2 月 21日（月） 2月 25日（金） 1月 31日（月） 



 ※発売開始日や販売商品の内容・価格等は予告なく変更となる場合があります。 

 ※一部商品の取り扱いが無い店舗もあります。 

 ※上記以外の商品も追加発売することがあります。 

※発売時期や商品内容の詳細は、専用ホームページ等にてお知らせいたします。 

  専用ホームページ URL：https://www.jreast.co.jp/sendai/thankyou_toreiyu/ 

 

３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

参加時には、マスク着用、検温や手指消毒等のご協力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 https://www.jreast.co.jp/をご覧ください。 

 

※ 記載の時刻は全て予定です。変更となる場合があります。  

※ 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等の事由により予告なく変更、または中止となる場合が 

あります。 

 

https://www.jreast.co.jp/sendai/thankyou_toreiyu/
https://www.jreast.co.jp/

