
クルージングトレイン 

 (イメージ) 

２ ０ ２ ３ 年 １ 月 ２ ５ 日  

J R 東 日 本 秋 田 支 社 

株式会社ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆セールス  

 

ありがとうクルージングトレイン 団体旅行商品を発売します  
 

JR秋田支社と JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、３月末で引退する「クルージングトレイ

ン」を使用した団体専用臨時列車に乗車することができる旅行商品を発売します。 

主に秋田県や青森県などで、臨時列車として活躍をしてきた「クルージングトレイン」が、これまでの

ご愛顧に感謝の気持ちを込めて、お客さまとの最後の思い出作りの旅に出発します。 

引退前の「クルージングトレイン」に乗車して、思い出を作ってみませんか。  

また、「クルージングトレイン」関連グッズも販売しますので、ぜひお買い求めください。 

 

１ 旅行商品の概要 

  ⑴団体旅行商品各コースのご案内 

   【コース一覧】 

出発日 コース名 
旅行代金 
(おとな) 

3/4(土) ①【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 五能線経由秋田～弘前間往復 420.4㎞ 五能線乗り倒しの旅 15,000円 

 ②ありがとうクルージングトレイン 秋田～五所川原間乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 14,000円※ 

3/5(日) ③【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 秋田～湯沢間往復乗車と湯沢フリータイム 8,000円 

 ④ありがとうクルージングトレイン 秋田～湯沢間乗車湯沢の味覚と伝統！まるっと楽しむ日帰りの旅 15,000円※ 

3/11(土) ①【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 五能線経由秋田～弘前間往復 420.4㎞ 五能線乗り倒しの旅 15,000円 

 ②ありがとうクルージングトレイン 秋田～五所川原間乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 14,000円※ 

3/12(日) ⑤【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 秋田～横手間往復乗車 

 特別企画 乗務員シミュレータ運転体験 in横手 

13,000円 

 
⑥ありがとうクルージングトレイン 秋田～横手間往復乗車地元ガイドと一緒にじっくりまち歩き 
～内蔵の町増田の蔵めぐり～ 

16,000円 

3/19(日) ⑦【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 秋田～弘前間乗車と弘南鉄道貸切乗車＆平賀車両基地見学 17,000円 

 ⑧ありがとうクルージングトレイン 秋田～弘前間往復乗車 弘前の見どころ巡り日帰りの旅 13,000円※ 

3/21(火) ⑨【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 五能線経由 秋田～弘前往復乗車と弘前フリータイム 13,500円 

 ⑩ありがとうクルージングトレイン 立佞武多の館と大人の休日倶楽部 CM撮影の地「鶴の舞橋」 15,000円※ 

3/25(土) ①【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 五能線経由秋田～弘前間往復 420.4㎞ 五能線乗り倒しの旅 15,000円 

 ②ありがとうクルージングトレイン 秋田～五所川原間乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 14,000円※ 

3/26(日) ⑪【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 秋田～五所川原乗車と五所川原フリータイム 12,000円 

 ⑫ありがとうクルージングトレイン 秋田～五所川原乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 11,200円※ 

3/31(金) 
⑬【ネット限定】ラストラン！さようならクルージングトレイン 
五能線経由秋田～弘前往復 420.4km乗車と弘前フリータイム 

15,000円～ 
18,000円 

※全国旅行支援適用後の支払い金額です。 

 



立佞武多の館 
 (イメージ) 

①【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 

五能線経由 秋田～弘前間往復 420.4㎞ 五能線乗り倒しの旅 

  五能線を心ゆくまでお楽しみください。２種類の特製掛け紙付き弁当を用意しました。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 3/4(土) 

3/11(土) 

3/25(土) 

秋田駅(10:50 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/昼 

食・車内弁当)    弘前駅(15:49 頃着/16:06 頃発)     (団体臨時列車・ 

普通車指定席・五能線経由/夕食・車内弁当)    秋田駅(20:42 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:〇 

■募集人員：36名(最少催行人員：25名) 

■旅行代金：秋田駅発着  おとな(こども)１名様 15,000円(12,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2204 

②ありがとうクルージングトレイン 

秋田～五所川原間乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 

   クルージングトレインからの五能線の車窓を楽しみながら圧倒的迫力の五所川原「立佞武多」を

展示している立佞武多の館へ向かいます。車内では２種類の特製掛け紙付き弁当を味わいます。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 
3/4(土) 

3/11(土) 

3/25(土) 

秋田駅(10:50 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/昼 

食・車内弁当)    五所川原駅(15:02 頃着)……◎立佞武多の館……五所 

川原駅(16:47 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/夕食・ 

車内弁当)    秋田駅(20:42 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:〇 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様         

 旅行代金(A) 補助額(B) お支払実額(A-B) 青森県おでかけクーポン(電子) 

 17,000円

(14,000円) 

3,000円

(2,800円) 

14,000円 

(11,200円) 

1,000円 

(1,000円) 

※この商品は、全国旅行支援「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」対象です。 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2205 

 

 ③【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 

秋田～湯沢間往復乗車と湯沢フリータイム 

クルージングトレインが奥羽本線を運行します。湯沢でのフリータイムをお楽しみください。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行)  食事 

 
3/5 

(日) 

秋田駅(8:35 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席)   湯沢駅(10:14 

頃着)……(自由行動・各自昼食)……湯沢駅(15:57 頃発)   (団体臨時列 

車・普通車指定席)    秋田駅(17:34 頃着)  

朝:× 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：25名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 8,000円(7,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2206 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2204
https://www.jrview-travel.com/


川連漆器伝統工芸館(イメージ) 昼食/稲庭ご膳 (イメージ) 西馬音内盆踊り会館(イメージ) 

運転シミュレータ体験 
 (イメージ) 

  ④ありがとうクルージングトレイン 

秋田～湯沢間乗車 湯沢の味覚と伝統！まるっと楽しむ日帰りの旅 

湯沢市で受け継がれてきた伝統の技や味に触れる一日をお楽しみください。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/5 

(日) 

秋田駅(8:35 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席)   湯沢駅(10:14 

頃着)    〇湯沢市川連漆器伝統工芸館     佐藤養助総本店(昼食)    

〇石孫本店   〇西馬音内盆踊り会館   〇道の駅うご   湯沢駅(15:57 

頃発)      (団体臨時列車・普通車指定席)    秋田駅(17:34 頃着) 

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金： 秋田駅発着 おとな(こども)１名様         

 旅行代金(A) 補助額(B) お支払実額(A-B) あきたび電子クーポン 

 18,000円 

(17,000円) 

3,000円

(3,000円) 

15,000円

(14,000円) 

1,000円 

(1,000円) 

※この商品は全国旅行支援「秋田へＧＯ！秋田を旅しようキャンペーン」対象です。 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2207 
 

 

 

 

⑤【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 秋田～横手間往復乗車 

特別企画 乗務員シミュレータ運転体験 in 横手 

乗務員が実際に使用している訓練シミュレータで、奥羽本線の運転士体験をしてみませんか。 

昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しました。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/12 

(日) 

秋田駅(9:39 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席)   横手駅(10:48 

頃着)……昼食(弁当)……横手運輸区での運転シミュレータ体験………自由行 

動…… 横手駅(16:24 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席) 

秋田駅(17:34 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：12名(最少催行人員：８名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 13,000円(12,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2220 

⑥ありがとうクルージングトレイン 秋田～横手間往復乗車 

地元ガイドと一緒にじっくりまち歩き～内蔵の町増田の蔵めぐり～ 

蔵の残る町 増田町で日の丸醸造を含む約 90分の散策と横手をめぐります。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/12 

(日) 

秋田駅(９:39 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席)   横手駅(10:48 

頃着)     秋田ふるさと村(昼食)     ◎横手市増田まんが美術館   ◎増田 

の蔵めぐり    〇道の駅十文字    横手駅(16:24 頃発)    (団体臨時 

列車・普通車指定席)    秋田駅(17:34 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2207
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jrview-travel.com%2Freserve%2FtravelItem%2Fdetail%3FcourseNo%3D22H2220&data=05%7C01%7Cw-hikage%40jreast.co.jp%7C4779a17243084885834008dafccf39f0%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C638100264202913322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pVUEL6vozzFImA3HJl3bt9SuVZpygSdpkeXwhdUH3zw%3D&reserved=0


増田の町並み (イメージ) 

イベント車両車内 
(洋スタイル)(イメージ) 

車両基地見学 

焼き嵌め施設作業見学 (イメージ) 

日の丸醸造 (イメージ) 横手市増田まんが美術館(イメージ) 

 車両基地見学記念品

(イメージ) 

イベント車両車内 
(和スタイル)(イメージ) 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 16,000円(15,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2209 

 

 

 

 

⑦【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 

秋田～弘前間乗車と弘南鉄道貸切乗車＆平賀車両基地見学 

弘南鉄道では、往復共リニューアルしたイベント列車に貸切乗車。平賀車両基地見学では、ピット

見学、ラッセル車操作体験等盛りだくさん！車両基地見学記念品付き。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行)  食事 

 

3/19 

(日) 

秋田駅(9:35 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線経由)    

弘前駅(11:58 頃着)    (弘南鉄道貸切団体臨時列車/昼食・弁当)     平 

賀駅……〇平賀車両基地見学…平賀駅    (弘南鉄道貸切団体列車)    

弘前駅(15:31 頃発)     (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線経由) 

       秋田駅(18:01 頃着)       ※昼食は特製掛け紙付き弁当ではありません。 

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：25名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 17,000円(15,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2210 

 

 

 

 

 

⑧ありがとうクルージングトレイン 

秋田～弘前間往復乗車 弘前の見どころ巡り日帰りの旅 

高さ 10ｍの迫力のある大型ねぷたの見学や、シードルの試飲で津軽を体感します。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行)  食事 

 

3/19 

(日) 

秋田駅(9:35 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線経由)    

弘前駅(11:58頃着)   〇津軽藩ねぷた村(昼食)  ◎弘前れんが倉庫美術館 

  ◎弘前シードル工房 Kimori・〇弘前市りんご公園   弘前駅(15:31 頃発) 

  (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線経由)    秋田駅(18:01 頃着) 

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様         

 旅行代金(A) 補助額(B) お支払実額(A-B) 青森県おでかけクーポン(電子) 

 16,000円

(14,000円) 

3,000円

(2,800円) 

13,000円

(11,200円) 

1,000円 

(1,000円) 

※この商品は、全国旅行支援「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」対象です。 

https://www.jrview-travel.com/
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2210


弘前れんが倉庫美術館(イメージ) 津軽藩ねぷた村(イメージ) 弘前市りんご公園 (イメージ) 

鶴の舞橋(イメージ) 立佞武多の館 (イメージ) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2211 

 

 

 

 

 ⑨【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 

五能線経由 秋田～弘前往復乗車と弘前フリータイム 

   五能線の車窓を楽しみながら気軽に弘前へ。昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しました。車

窓の風景と共にお楽しみください。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/21 

(火・祝) 

秋田駅(8:19 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/昼食・ 

車内弁当)   弘前駅(12:48 頃着)……自由行動……弘前駅(14:30 頃発) 

   (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由)    秋田駅(19:01 頃着) 

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：25名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 13,500円(10,500円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2212 

⑩ありがとうクルージングトレイン  

立佞武多の館と大人の休日倶楽部CM撮影の地「鶴の舞橋」 

圧倒的迫力の五所川原「立佞武多」を展示している立佞武多の館と日本一の木造三連太鼓橋「鶴

の舞橋」へご案内します。昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しました。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/21 

(火・祝) 

秋田駅(8:19 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/昼食・ 

車内弁当)   五所川原駅(12:09 頃着)   ◎立佞武多の館   〇鶴の舞橋 

   五所川原駅(15:10 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線 

経由)    秋田駅(19:01 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様         

 旅行代金(A) 補助額(B) お支払実額(A-B) 青森県おでかけクーポン(電子) 

 18,000円

(16,000円) 

3,000円

(3,000円) 

15,000円

(13,000円) 

1,000円 

(1,000円) 

※この商品は、全国旅行支援「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」対象です。 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2213 

 

 

 

 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2211
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2212
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2213


 

⑪【ネット限定】ありがとうクルージングトレイン 

秋田～五所川原乗車と五所川原フリータイム 

クルージングトレインが、奥羽本線を駆け抜けます。昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しました。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行)  食事 

 

3/26 

(日) 

秋田駅(8:25 頃発)   (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線・弘前経由 

/昼食・車内弁当)    五所川原駅(11:58 頃着)……自由行動……五所川 

原駅   (13:59 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線・弘前 

経由)    秋田駅(18:01 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：25名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 12,000円(10,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2214 

 

⑫ありがとうクルージングトレイン 

秋田～五所川原乗車 圧巻の山車がお出迎え 立佞武多の館見学の旅 

  建物６階に相当する高さの立佞武多に圧倒されます。昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しまし

た。 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行)  食事 

 

3/26 

(日) 

秋田駅(8:25 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線・弘前経 

由/昼食・車内弁当)    五所川原駅(11:58 頃着)……◎立佞武多の館… 

…五所川原駅(13:59 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・奥羽本線・ 

弘前経由)    秋田駅(18:01 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：36名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様         

 旅行代金(A) 補助額(B) お支払実額(A-B) 青森県おでかけクーポン(電子) 

 14,000円

(12,000円) 

2,800円 

(2,400円) 

11,200円 

(9,600円) 

1,000円 

(1,000円) 

※この商品は、全国旅行支援「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」対象です。 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2205 

 

⑬【ネット限定】ラストラン！さようならクルージングトレイン 

五能線経由秋田～弘前往復 420.4km乗車と弘前フリータイム  

 たくさんの思い出を乗せてお客さまとともに、最後の五能線の旅へ出発します。クルージングト

レインとの時間を心ゆくまでお楽しみください。昼食には特製掛け紙付き弁当を用意しました。 

ありがとう！クルージングトレイン！ 

 出発日 行程 日帰り(添乗員同行) 食事 

 

3/31 

(金) 

秋田駅(8:19 頃発)    (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由/昼食・ 

車内弁当)   弘前駅(12:48 頃着)……自由行動……弘前駅(14:30 頃発) 

   (団体臨時列車・普通車指定席・五能線経由)   秋田駅(19:01 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：76名(最少催行人員：40名) 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2214
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2205


記念乗車証(イメージ) 

■座席について：1名参加のお客さまは窓側が事前にお選びいただけます (追加代金あり)。 

           【往復窓側】、【片道窓側・片道通路側】、【座席指定なし】の中からお申込みの 

           際お選びください。 

2名さま以上で参加のお客さまはグループでお近くの座席をご用意します。 

詳しくは、販売WEBサイトでご確認の上お申し込みください。 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな(こども)１名様 15,000円～18,000円 

(13,000円) 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2215 

 

⑵乗車記念品のご案内 

①全ツアー共通参加特典記念乗車証(硬券) 

ツアーにご参加いただいたお客さまに、ご旅行の当日にプレゼントします。 

②全ツアー共通参加特典特製ノベルティ 

ツアーにご参加いただいたお客さまに、横サボキーホルダー、特製 

クリアファイル、クルージングトレイン運行開始当時の時刻表を模した 

記念冊子をご旅行の当日にプレゼントします。 

 

 

 

 

 
 

③特製掛け紙付お弁当 

    ツアー限定イラストデザインの掛け紙を付けたお弁当を用意します。  (一部コースを除く)  

    クルージングトレインとの思い出に浸りながらご賞味ください。 

    

 

 

 

 
 
 

⑶旅行商品について共通のご案内 

①発売日 

・2023年 1月 26日(木)11時 00分から 全コース一斉発売開始 

②お申込み先について 

・ネット申込限定商品以外のコースは、コース毎に記載の WEB サイトのほか、店頭・電話でも

お申込みいただけます。 

    店頭：駅たびコンシェルジュ秋田       営業時間 9時 30分から 17時 30分まで 

    電話：駅たびコンシェルジュ秋田       TEL018-837-1495 

大人の休日予約センター        TEL0570-0107-39 

営業時間 9時 30分から 17時 30分まで 

特製掛け紙 (イメージ) 

横サボキーホルダー (イメージ) 

特製クリアファイル (イメージ) 

特製掛け紙 (イメージ) 特製掛け紙 (イメージ) 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22H2215


 

③注意事項 

・団体旅行商品としての販売です。通常の乗車券および指定券での乗車はできません。 

・画像は全てイメージです。実際のものとは異なる場合があります。 

④「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」及び「秋田へ GO！秋田を旅しようキャンペーン」に

ついて 

    ・キャンペーン適用には、条件があります。詳しくは、お申込み WEB サイト、チラシ等でご確認

のうえお申込みください。 

     ・「青森県おでかけキャンペーン【全国版】」適用のお客さまには、青森県おでかけクーポン【全

国版】の二次元コードが記載された紙クーポンを出発当日添乗員からお渡しします。 

・「秋田へ GO！秋田を旅しようキャンペーン」適用のお客さまには、あきたび電子クーポンア

クセスカードを出発当日添乗員からお渡しします。 

⑤新型コロナウイルス感染症について 

・発熱や体のだるさ、味覚・嗅覚の異常等、体調不良の場合は参加を控えてください。 

・ツアー受付時に検温を行います。また、食事中を除いてマスクの着用をお願いします。 

・JR 東日本グループの新型コロナウイルス感染症対策については、ホームページから最新の

情報をご確認ください。 

https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/ 

 

２ 関連グッズの概要 

クルージングトレイン引退に合わせて、グッズを発売します。 

⑴ クリアファイル 

①販売開始日 ： 2023年 3月３日（金） 

②販 売 箇 所 ： 秋田県内の NewDays、NewDaysKIOSK、 

         おみやげ処 こまち苑、東北めぐり いろといろ秋田店、 

         リゾートしらかみ車内セルフレジ(橅編成、青池編成) 

         BRICK A-FACTORY 

③販 売 価 格 ： 350円(税込) 

④販 売 数 ： 500セット 

 

⑵ キーホルダー 

①販売開始日 ： 2023年 3月３日(金) 

②販 売 箇 所 : 秋田県内のNewDays、NewDaysKIOSK、 

おみやげ処 こまち苑、東北めぐり いろといろ秋田店、 

         リゾートしらかみ車内セルフレジ(橅編成、青池編成) 

            BRICK A-FACTORY 

③販 売 価 格 ： 660円(税込)  

④販 売 数 ： 500セット 

クリアファイル(イメージ) 

キーホルダー(イメージ) 

https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/

