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2 0 1 9 年 1 月 1 6 日 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

株式会社びゅうトラベルサービス東北支店 

 

春のおすすめ旅行商品のご案内 

 

 

 

１ 仙台⇔舞浜 直通！ 団体専用列車「TYO ドリーム号」で行く 東京ディズニーリゾート®への旅 

 （１）出 発 日 2019年 3月 1日(金)及び 8日(金)限定 

 

（２）旅 行 期 間 0泊 3日（車中 2泊） 

 

（３）停車駅及び発着時刻 

■往路 仙台駅発 3 月 1日(金）・8日(金)共通 

駅名 仙台 福島 郡山 舞浜 

時刻 21:18頃発 22:37頃発 23:40頃発 6:52頃着 

■復路 舞浜駅発 3 月 2日(土)・9日(土)共通 

駅名 舞浜 郡山 福島 仙台 

時刻 23:39頃発 5:17頃着 5:55頃着 7:00頃着 

※上記の各駅時刻は、2019年 1月 16日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

 

（４）旅 行 代 金 

 仙台駅発着／１名様  大人            18,000円 

中人［中学・高校生（12～17才）］  17,100円 

             小人［幼児・小学生（ 4～11才）］  11,000円 

 

（５）募 集 人 員 120名（最少催行人員 100名） 

 

 （６）おすすめポイント 

・舞浜駅直通の夜行列車（往復）で、開園から閉園までたっぷり遊べます。 

・東京ディズニーランド®または、東京ディズニーシー®の 1デーパスポートが付きます。 

・東京ディズニーリゾート®では、開園 35周年を記念し“Happiest Celebration！”開催中で

す。この時期にしか見られないアニバーサリーイベントをお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

春のおすすめ旅行として、開園 35周年の東京ディズニーリゾート®へ、“仙台⇔舞浜 直通！「TYOドリー

ム号」で行く東京ディズニーリゾート®への旅”と、春休みに合わせて“「TYOスプリングトレイン」で行く

東京日帰りの旅”、2つの旅行商品を発売いたします。 

 

 

 

 

 

「ＴＹＯドリーム号」 
2011年 7月の「群馬デスティネーションキャンペーン」に 

合わせて運転開始した“リゾートやまどり”車両を利用した 

団体臨時列車です。座席は 2＋1列のゆったりとしたシートで、 

4号車にはお子さまが楽しめるキッズルームもあります。 

 

  
車内（イメージ） キッズルーム（イメージ） 

ＴＹＯドリーム号（イメージ） 
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東北新幹線 E2 系（イメージ） 

山形新幹線 E3 系（イメージ） 

２ 「ＴＹＯスプリングトレイン」で行く東京日帰りの旅  

（１）出 発 日 2019年 3月 24日(日)限定 

 

（２）旅 行 期 間 日帰り限定 

 

（３）停車駅及び発着時刻 

■東北新幹線【Ｅ２系】：仙台駅 ⇒ 東京駅 

駅名 仙台 福島 郡山 上野 東京 

時刻 6：41 頃発 7：09 頃発 7：23 頃発 8：38 頃着 8：44 頃着 

■山形新幹線【Ｅ３系】：山形駅 ⇒ 東京駅 

 

 

 

 

※上記の各駅時刻は、2019年 1月 16日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。 

   ※専用臨時新幹線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。 

 

（４）個人旅行コース（2名様よりお申込みいただけます。） 

グランスタ・グランスタ丸の内 利用券付コース 

■旅行代金 

仙台駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）1名様 15,000( 8,000)円 

山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）1名様 15,600( 8,300)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、レストランやファッションアイテム店舗が

集う「グランスタ丸の内」でお買物等をお楽しみいただける共通利用券(1,000円分)付。 

 

（５）団体旅行コース 

①東京ディズニーリゾート®への旅 

■旅行代金 

仙台・山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人           22,500円 

中人［中学・高校生（12～17才）］ 21,600円 

                          小人［幼児・小学生（ 4～11才）］ 14,000円 

■募集人員（仙台・山形駅発着共通） 

      東京ディズニーランド®・東京ディズニーシー® 各 130名（最少催行人員 各 90名） 

■おすすめポイント 

     東京ディズニーリゾート®35周年“Happiest Celebration！”グランドフィナーレを楽しむ 

東京ディズニーランド®または、東京ディズニーシー®の 1デーパスポート付。 

 

   ②東京日帰りバスツアー 

    [Ａ]東京ステーションホテル館内特別ガイドツアーと黒毛和牛のビーフシチューランチ＆桜 

の洋館「旧岩崎邸庭園」見学バスツアー 

     ■旅行代金 

仙台・山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）1名様 28,900(21,900)円 

     ■おすすめポイント 

         1915年に開業した東京ステーションホテル館内をガイドの説明とともにご案内。開業当初

から食通に愛されてきた伝統の味ビーフシチューをご賞味いただきます。 

 

 

駅名 山形 
かみのやま 

温泉 
赤湯 米沢 上野 東京 

時刻 5：59頃発 6：08頃発 6：21頃発 6：32頃発 8：38頃着 8：44頃着 
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     [Ｂ]庭園特別公開と御即位 30 年記念「両陛下と文化交流—日本美を伝える—」展見学と人気の

下町めぐりバスツアー 

     ■旅行代金 

仙台・山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）1名様 24,800(17,800)円 

     ■おすすめポイント 

       東京国立博物館の 10 種類の桜が開花する庭園の特別公開と天皇陛下御即位 30 年記念し、

両陛下が担われた文化交流について紹介する特別展をご見学いただきます。 

    [Ｃ]古地図で巡る大都会の秘境「神田川」クルーズ＆東京新名所めぐりバスツアー ～日本橋

ざくろでのお食事～ 

     ■旅行代金 

仙台・山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）１名様 25,800(18,800)円 

     ■おすすめポイント 

船で、日本橋川、隅田川と東京の真ん中を流れる『神田川』を、専門ガイドが普段では体

験できない水上から詳しくご紹介します。 

     [Ｄ]四季の美を表す季節限定ご朱印めぐりバスツアー 

      ■旅行代金 

仙台・山形駅発着［普通車指定席］／１名様 大人（小人）１名様 25,800(18,800)円 

      ■おすすめポイント 

      人気のご朱印ツアー！宮司さんが手彫りで作成している太子堂
た い しど う

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

（世田谷区）や毎

月季節に合ったモチーフで描かれる上神明天祖神社
かみしんめいてんそじんじゃ

（品川区）などをめぐります。 

■東京日帰りバスツアー募集人員（仙台・山形駅発着共通） 40名（最少催行人員 30名） 

 

３ 販売方法   

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。 

 

４ お申込み及び商品についてのお問合せ先 

（１）発売開始日 2019年 1月 17日（木） 14:00 

 

（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」の、専用申込フォーム(https://jr-sendai.com/list/) 

からお申し込みください。 

 

（３）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） 

 

詳しくは、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 
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