
駅名 仙台 福島 郡山 長野 黒部宇奈月温泉 富山 新高岡 金沢

時刻 7:56頃発 8:22頃発 8:43頃発 10:51頃着 11:30頃着 11:44頃着 11:53頃着 12:08頃着

駅名 金沢 新高岡 富山 黒部宇奈月温泉 長野 郡山 福島 仙台

時刻 17:26頃発 17:40頃発 17:49頃発 18:02頃発 18:41頃発 20:45頃着 21:07頃着 21:29頃着

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 8 年 7 月 2 6 日 

Ｊ Ｒ 東 日 本  仙 台 支 社 

株式会社びゅうトラベルサービス東北支店 

秋のおすすめ旅行商品のご案内 
 

 

 

 

 

１ 直通専用新幹線 「爽秋の北陸号」で行く 金沢・富山・福井への旅 

 

 （１）出 発 日 2018年 10月 9日（火）限定 

 

（２）旅行期間 1泊 2日限定 

 

（３）運転区間及び運転時刻  

 

■往路 10月 9日（火） 仙台駅発 ⇒ 金沢駅着 

 

 

 

■復路 10月 10日（水） 金沢駅発 ⇒ 仙台駅着 

 

 

※上記の各駅時刻は、2018年 7月 26日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

※上記の発着駅の他、宇都宮駅・大宮駅に停車いたします。 

宇都宮駅・大宮駅発着の商品につきましては別途お知らせをいたします。 

 

（４）主な旅行コース 

① 自由に旅する金沢 2日間 

仙台駅発着  大人 1名様 39,800円（2名 1室利用） 

   募集人員 40名（最少催行人員 20名） 

  （おすすめポイント） 

   ・金沢駅到着後は、翌日の集合までフリータイム！ 便利な「北鉄バス 1日フリー乗車券」付で 

観光・グルメをご自由にお楽しみください。 

 

 

Ｅ７系（イメージ） 

 

秋のおすすめ旅行として、乗り換えなしの直通専用新幹線 「爽秋の北陸号」で行く金沢・富山・福井へ

の旅と「ＴＹＯ３０周年記念号」として、往路に専用臨時新幹線を利用した通常よりおトクな旅行商品を

発売いたします。 

 

 

 

 

 

 



   ② 秋の高山祭観覧と「生きた世界遺産」と称される五箇山
ご か や ま

 

仙台駅発着  大人 1名様 58,500円（2名 1室利用） 

     募集人員 80名（最少催行人員 30名） 

   （おすすめポイント） 

     ・日本三大美祭のひとつに挙げられる、人気の秋の高山祭（八幡祭）を観覧。その他国宝や世界

遺産へも訪れます。 

 

    ③ 黒部峡谷トロッコ電車と紅葉の立山黒部アルペンルート縦断 2日間 

     Ａコース：ホテル森の風立山（宿泊） 

Ｂコース：立山国際ホテル（宿泊） 

仙台駅発着 大人 1名様 78,800円（2名 1室利用） 

    募集人員 各 40名（最少催行人員 各 30名） 

    (おすすめポイント) 

   ・日本のアルプス、立山黒部アルペンルートの「紅葉」は圧巻。大自然を感じるコースです。 

 

  ④ 憧れの宿「加賀屋」と能登・金沢 2日間【グリーン車利用    】 

     仙台駅発着 大人 1名様 134,000円（2名 1室利用） 

    募集人員 20名（最少催行人員 12名） 

    (おすすめポイント) 

    ・お宿は憧れの加賀屋へ宿泊。能登と金沢をゆったりと巡ります。 

 

 ⑤ 加賀屋別邸 松乃
ま つ の

碧
みどり

でゆっくりくつろぐ能登 2日間【グランクラス利用   】  

   仙台駅発着 大人 1名様 193,000円（2名 1室利用） 

  募集人員 18名（最少催行人員 10名） 

   (おすすめポイント) 

   ・日本の粋を伝える美術館のような宿「加賀屋別邸 松乃碧」で、まさに贅なるひとときを満喫で

きるコース。非日常の旅を存分にお楽しみください。 

   

  ＜全コース共通＞ 

・その他、多彩なご希望にお応えできる全 9コース（上記 5コース含む）を設定しております。詳しくは専用パン

フレットまたはＪＲ仙台支社ホームページ(https://jr-sendai.com/) をご覧ください。 

 

２ 「ＴＹＯ３０周年記念号」で行く ＴＹＯスペシャル東京への旅 

 

 （１）出 発 日 2018年 9月 15日（土）限定 

 

（２）旅行期間 日帰り又は 1泊 2日限定 

 

（３）“ＴＹＯ３０周年記念号”停車駅及び発着時刻 

■仙台駅発 ⇒ 上野駅着 

 

 

 

※上記の各駅時刻は、2018年 7月 26日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

     ※専用臨時列車は往路のみの運転となり、復路はコースにより利用列車が異なります。 

 

Ｅ5系（イメージ） 

駅名 仙台 福島 郡山 大宮 上野

時刻 7:30頃発 7:53頃発 8:08頃発 9:09頃着 9:30頃着

https://jr-sendai.com/


（４）個人旅行日帰りコース 

①日帰り鉄道博物館コース 

仙台駅発着［普通車指定席］  大人（こども） 1名様 13,500（ 7,400）円 

               中学生・高校生 1名様 12,900円 

(おすすめポイント) 

 ・7 月に本館リニューアルおよび、新たに新館がオープンした鉄道博物館へ！ 鉄道の歴史を楽しみ

ながら学べます。 

 

②アトレ上野・秋葉原 お買物券付コース 

仙台駅発着［普通車指定席］  大人（こども）1名様 13,500（ 7,400）円 

    (おすすめポイント) 

    ・観光やショッピングに最適、アトレ上野・秋葉原で利用できるお買物券（1,000円分）付。 

 

③グランスタ・グランスタ丸の内 利用券付コース 

仙台駅発着［普通車指定席］   大人（こども）1名様 13,500（ 7,400）円  

    (おすすめポイント) 

・東京駅内で、80店舗以上が揃う「グランスタ」と、カフェやレストラン、ファッションアイテム

店舗が集う新エリア「グランスタ丸の内」でお食事やお買物をお楽しみいただける共通利用券

（1,000円分）付。 

 

④マーチエキュート神田万世橋 利用券付コース 

仙台駅発着［普通車指定席］  大人（こども）1名様 13,500（ 7,400）円 

 (おすすめポイント) 

・かつて、神田駅～御茶ノ水駅間にあった「万世橋」の面影を残した商業施設でお食事やお買物を

お楽しみいただける共通利用券（1,000円分）付。 

 

（５）個人旅行宿泊コース 

①対象ホテル 

・<新橋・虎ノ門>新橋愛宕山東急 REIホテル（南館）  ・<新浦安>東京ベイ東急ホテル 

・<上野・鶯谷>カンデオホテルズ上野公園       ・<品川>品川プリンスホテル 

 

   ②基本代金 

・仙台駅発着［普通車指定席］ 

大人（こども）2名 1室利用 1名様 18,700（12,900）円～37,500（31,600）円 

    ※1室のご利用人数により料金差額があります。 

 

＜個人旅行コース共通＞ 

・2名様よりお申込みいただけます。 

・各駅基本代金に追加代金で往路（団体臨時新幹線）を普通車指定席からグランクラス（6,000円増） 

グリーン車（1,500円増）     へ変更できます［大人・こども同額］。なお、グランクラスは座席のみとなり、 

アテンダントによる車内サービスはありません。 

・仙台駅以外の発着もございます。また、復路「はやぶさ号」「やまびこ号」ご利用により、金額に差額が生じ 

る場合がございます。詳しくは専用チラシまたはＪＲ仙台支社ホームページをご覧ください。 

○ＪＲ仙台支社ホームページ https://jr-sendai.com/  

 

（６）日帰り団体旅行コース 

①日本最大のモスク「東京ジャーミイ」＆「ニコライ堂」拝観とコスモス鑑賞バスツアー 

   仙台駅発着 大人（こども）1名様 23,300（15,500）円 

   募集人員  40名様（最少催行人員 30名様） 

   (おすすめポイント) 

・イスラム教礼拝堂モスクで日本最大級規模を誇る「東京ジャーミイ」などを巡る添乗員同行 

コース。 

https://jr-sendai.com/


②「財閥ゆかりの３つの邸宅」跡地めぐりバスツアー 

    仙台駅発着 大人（こども）1名様 22,800（15,000）円 

   募集人員 40名様（最少催行人員 30名様） 

    (おすすめポイント) 

・「旧岩崎邸」「鳩山会館」「旧古河庭園」などの歴史的建造物を巡る添乗員同行コース。 

 

③可愛いご朱印を集めに行こう！開運！アートな御朱印５か所めぐりバスツアー 

    仙台駅発着 大人（こども）1名様 23,800（16,800）円 

   募集人員 40名様（最少催行人員 30名様） 

   (おすすめポイント) 

・びゅうオリジナル御朱印帳付！ 東京のオススメ神社５ヶ所を巡りアートなご朱印を集める添乗

員同行コース。 

 

＜日帰り団体旅行コース共通＞ 

・1名様よりお申込みいただいます。（こどものみ参加はできません） 

・仙台駅の他、福島駅・郡山駅発着もございます。 

詳しくは専用チラシまたはＪＲ仙台支社ホームページをご覧ください。 

○ＪＲ仙台支社ホームページ https://jr-sendai.com/  

 

２ 販売方法   

専用臨時新幹線は旅行商品での発売のみとなり、座席の一般発売はございません。 

    

３ お申込み及び商品についてのお問合せ先 

（１） 発売開始日 2018年 7月 27日（金） 14時 

（２）インターネット 

ＪＲ仙台支社ホームページ「おすすめの旅」にアクセスし、専用申込みフォームからお申込み

ください。https://jr-sendai.com/list/  

（３）お電話 

びゅう予約センター ０５７０－０４－８９５０（ナビダイヤル） 

 受付時間／平日 9：30～18：00  土休日 10：00～18：00  

             ※携帯・ＰＨＳ・ＩＰ電話・ひかり電話・公衆電話からは 022-222-9720 

（４）店 舗（びゅうプラザ） 

宮城県、福島県、山形県の主な駅にあるびゅうプラザ（一部を除く） 

☆ 詳しい内容は ○ＪＲ仙台支社ホームページ           https://jr-sendai.com/  

             ○びゅうトラベルサービスホームページ http://www.v-travels.co.jp/ 

をご覧ください 

  【旅行企画・実施】  株式会社びゅうトラベルサービス   

【受託発売・協賛】  東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jr-sendai.com/
https://jr-sendai.com/list/
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http://www.v-travels.co.jp/

