２０１８ 年１０月１１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

冬のおすすめ旅行商品のご案内
冬のおすすめ旅行として、クリスマスシーズンに合わせて“
「TYO クリスマストレイン」で行く東京日帰
りの旅”と、山形から仙台へ向かう“
「とれいゆ クリスマストレイン」で行く仙台日帰りの旅”の 2 つの
旅行商品を発売いたします。

１ ＴＹＯクリスマストレインで行く東京日帰りの旅
（１）出 発 日 2018 年 12 月 23 日（日）限定
（２）旅 行 期 間 日帰り限定
（３）
“ＴＹＯクリスマストレイン”主な駅の発着時刻
■東北新幹線【Ｅ２系】
：仙台駅 ⇔ 東京駅

8：44 頃着

▼

▼

21：26 頃着

7：23 頃発

東京

21：11 頃着

▲

21：52 頃着

7：09 頃発

郡山
▲

復路時刻

6：41 頃発

福島
▲

往路時刻

仙台
▼

駅名

東北新幹線 E2 系（イメージ）

19：48 頃発

■山形新幹線【Ｅ３系】
：新庄駅 ⇔ 東京駅

東京
▼

8：44 頃着

21：11 頃着

▲

21：26 頃着

7：23 頃発
▲

22：00 頃着

7：09 頃発

郡山
▼

▼

▼

22：35 頃着

6：31 頃発

福島
▲

23：23 頃着

5：55 頃発

米沢

▲

復路時刻

5：01 頃発

山形
▲

往路時刻

新庄
▼

駅名

19：48 頃発

※上記の各駅時刻は、2018 年 10 月 11 日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。
※その他、停車駅及び発着時刻につきましては、パンフレットをご確認ください。

（４）個人旅行コース
山形新幹線 E3 系（イメージ）

①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 15,000（ 8,000）円
■山形駅発着［普通車指定席］ 大人（こども）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、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。

②日本橋三越本店 お買物・お食事券付コース
■仙台駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 17,000（10,000）円
■山形駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 17,600（10,300）円
(おすすめポイント)
・日本橋三越本店でご利用いただける、お買物・お食事券（3,000 円分）付。日本橋三越本店は、
国の重要文化財にも指定された日本初の百貨店です。
＜個人旅行コース共通＞
・２名様よりお申込みいただけます。
・東北新幹線・山形新幹線、各駅発着基本代金に追加代金をプラスして往路・復路（団体臨時新幹線）とも普通車
指定席からグリーン車（片道 2,000 円増 大人・こども同額）

へ変更できます。ただし、福島・郡山発着は 1,500

円増となります。

（５）団体旅行コース
①東京ディズニーリゾート®への旅
■仙台・山形駅発着［普通車指定席］ 大人（こども）1 名様
22,500（14,000）円
中人［中学・高校生］ （12～17 才）21,600 円
東京ディズニーランド®：募集人員（仙台・山形駅発着共通） 190 名（最少催行人員 100 名）
東 京 デ ィ ズ ニ ー シ ー ® ：募集人員（仙台・山形駅発着共通） 100 名（最少催行人員 60 名）
（おすすめポイント）
・クリスマス期間中のスペシャルイベントが開催される、ディズニーリゾートへ！ 東京ディズ
ニーランド®または、東京ディズニーシー®の 1 デーパスポートとリゾート内でショッピングやお
食事に使えるギフトカード（1,000 円）付コース。
②横浜山手西洋館「世界のクリスマス」邸宅巡りとクリスマスマーケット＆大型客船マリーンシャ
トルのランチクルーズ付
■仙台・山形駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 23,800（17,800）円
募集人員（仙台・山形駅発着共通） 44 名（最少催行人員 30 名）
（おすすめポイント）
・大型客船マリーンシャトルで、窓いっぱいに広がる港町の景色をお楽しみいただける、横浜
の魅力がつまったランチクルーズ付コース。
③天皇誕生日皇居一般参賀と東京タワークリスマスイルミネーション＆GINZA SIX 見学
■仙台・山形駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 22,800（17,300）円
募集人員（仙台・山形駅発着共通） 40 名（最少催行人員 30 名）
（おすすめポイント）
・「皇居一般参賀」で平成最後の天皇誕生日をお祝いした後、話題の GINZA SIX でのお買物と冬
のイルミネーション企画「東京タワー ウィンターファンタジー」をお楽しみいただけるコース 。
④天皇誕生日皇居一般参賀＆バカラシャンデリアとクリスマスマーケット＆都内厳選イルミネー
ション 3 景めぐり ホテルビュッフェ付
■仙台・山形駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 24,800（18,300）円
募集人員（仙台・山形駅発着共通） 40 名（最少催行人員 25 名）
（おすすめポイント）
・「天皇誕生日皇居一般参賀」後、恵比寿ガーデンプレイス「バカラ史上最大級のシャンデリア」
を鑑賞いただき、カレッタ汐留等の都内人気のイルミネーションをめぐるコース。
やまたね

⑤山種美術館【特別展 皇居ゆかりの美術 「宮殿を彩った日本画家」
】＆都内最大級クリスマスマ
ーケットと人気のイルミネーションめぐり
■仙台・山形駅発着［普通車指定席］大人（こども）1 名様 24,800（18,300）円
募集人員（仙台・山形駅発着共通） 40 名（最少催行人員 30 名）
（おすすめポイント）
・山種美術館の特別展で宮殿装飾を手掛けた日本画家の作品を鑑賞後、六本木ヒルズクリスマス
マーケットとカレッタ汐留等の都内人気のイルミネーションをめぐるコース。

２ とれいゆ クリスマストレインで行く仙台日帰りの旅
（１）出 発 日 2018 年 12 月 25 日（火）限定
（２）旅 行 期 間 日帰り限定
（３）
“とれいゆ クリスマストレイン”主な駅の発着時刻
■山形駅 ⇒ 仙台駅

駅 名

山形

米沢

郡山

福島

仙台

時 刻

10：39 頃発

11：22 頃発

12：32 頃発

12：46 頃発

13：07 頃着

※上記の各駅時刻は、2018 年 10 月 11 日現在の予定時刻です。変更となる場合があります。
※その他、停車駅及び発着時刻につきましては、パンフレットをご確認ください。

（４）旅行代金
■山形駅発 大人（こども）1 名様 9,800（6,500）円
募集人員 120 名（最少催行人員 80 名）

とれいゆ つばさ（イメージ）

※仙台駅到着後、フリータイムとなります。復路はお客さまの発着駅に合せて仙山線経由または、東北新幹線（自
由席）となります。

（５）商品のおすすめポイント
・仙台の冬の風物詩“2018 SENDAI 光のページェント”開催中の仙台へ。とれいゆつばさの車内で
は、ランチ BOX とミニケーキ及びソフトドリンクをご用意。ご希望のお客さまには足湯体験で
きます。また、仙台の食を満喫できるオプショナルプランもございます。

【とれいゆ つばさ】
・「新幹線初のリゾート列車」として、2014 年 7 月より
運転開始し車内には畳の「お座敷指定席」や、車窓を
眺めながら寛げる「足湯」を設置しております。

とれいゆ

つばさ（イメージ）

足湯（イメージ）

３ 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。
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 2018 年 10 月 11 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

