
２０２３年 2 月 1 0 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 

津軽観光キャンペーン開催 

「ツガル ツナガル号」で行く 団体旅行商品を販売します  

一般社団法人 Clan PEONY 津軽と JR 東日本秋田支社は、2023年 4月 1日から 6月 30

日まで、津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」を開催します。 

キャンペーンのオープニングを飾る団体専用臨時列車「ツガル ツナガル号」(DE１０＋12系客車＋

DE１０)を奥羽本線「秋田駅～弘前駅間」で 4月１日と２日に運行し、この列車を使用した団体旅行商

品を販売します。 

この機会に、レトロな雰囲気漂う列車で春の津軽への旅をお楽しみください。 

１ 団体旅行商品のご案内 

東京発コースは、宿泊付きコースと日帰りコースの 2種類を用意し、 

秋田発コースは、日帰りコースのみを用意しました。 

どのコースも、ディーゼル機関車（DE10）が牽引する 12系客車を利用した 

団体専用臨時列車「ツガル ツナガル号」に乗車することができます。 

お好みの旅のスタイルに合わせてお選びください。 

【コース一覧】 

出発日 東京発 コース名 
旅行代金 
(おとな) 

3/31(金) 
4/1(土) 

①【ネット限定】春の津軽へ！ 

国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と絶景の日本海「リゾートしらかみ」の乗車 

59,800～ 
64,800円 

4/1(土) 
②【ネット限定】春の津軽へ！ 
国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と「SL銀河」・「三陸鉄道」人気の列車で北東北ぐるり旅 

76,000円～ 
   86,000円 

4/1(土) 
③【ネット限定】春の津軽へ！ 
国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」往復乗車と弘前街並み散策 

56,800円～   
59,800円 

4/1(土) 
④【ネット限定】春の津軽へ！ 
国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と青森・秋田散策も満喫の２日間 

53,800円～ 
   56,800円 

4/2(日) 
⑤【ネット限定】春の津軽へ！ 
国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と青森ベイエリア散策 日帰り 

38,800円 

出発日 秋田発 コース名 
旅行代金 
(おとな) 

4/1(土) 
①春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と 
津軽鉄道ストーブ列車貸切 懐かしのレトロ列車満喫の旅 

17,000円 

4/1(土) 
②春の津軽へ！＜東北発着＞国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 

津軽おのえ温泉日帰り入浴＆ランチと黒石まちなか裏めぐり 
18,000円 

4/1(土) 
4/2(日) 

③春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 
弘前フリータイム 

8,000円～   
22,000円 

4/2(日) 
④春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」＆ 

弘南鉄道 リニューアルしたイベント列車の貸切乗車と黒石フリータイム 
16,000円 

4/2(日) 
⑤春の津軽へ！＜東北発着＞国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 
黒石温泉郷 津軽花詠みの宿 花禅の庄 日帰り入浴＆ランチで寛ぐ休日 

15,000円 

ツガル ツナガル号 (イメージ) 



⑴コース概要 東京発 

①【ネット限定】春の津軽へ！ 

国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と絶景の日本海「リゾートしらかみ」の乗車 

秋田と弘前での自由行動で思い思いの時間を過ごしいただいた後は、懐かしさを感じる 

客車と日本海の海岸線を走るリゾート列車で津軽を一周！車窓から見えるダイナミックな景 

色をお楽しみください。買い物や食事に便利な秋田駅ビル トピコ・アルスのお買い物券 

 (1、000円分)付きです。 

     出発日 行程:1 泊 2 日(添乗員同行)  食事 

 
3/31(金) 

4/1(土) 

東京駅(8:40～10:20 発)    (秋田新幹線・普通車指定席)      秋田駅 

………宿泊施設(13:30 頃/自由行動・自由夕食/各自負担) 

※チェックインは 15:00 からとなります。 

朝:× 

昼:× 

夕:× 

  (宿泊)秋田/ホテルメトロポリタン秋田(ノースウイング)＜洋室＞  

 

4/1(土) 

4/2(日) 

宿泊施設(7:50 頃)……秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車 

指定席)    弘前駅(11:26 頃着)……自由行動……弘前駅(14:30 発) 

(リゾートしらかみ号・普通車指定席)   秋田駅    (秋田新幹線・普通 

車指定席)     東京駅(23:04 頃着) 

朝:〇 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：各 40名(最少催行人員：各 15名) 

■旅行代金：東京駅発着 1室 1名おとな１名様 64,800円 

：東京駅発着 1室 2名おとな１名様 59,800円 

：東京駅発着 1室 2名こども１名様 40,800円 

■申込みWEBサイト：日本の旅、鉄道の旅 

・3/31(金)出発 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B2597&genteiCd=2 

・4/1(土 )出発 
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0008&genteiCd=2 

 

②【ネット限定】春の津軽へ！国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と 

  「SL銀河」・「三陸鉄道」人気の列車で北東北ぐるり旅 

今年６月に運行を終了する「SL 銀河」に乗車します。列車内には宮沢賢治の生きた大正から

昭和の世界観が広がり、非日常を満喫できます。釜石線の沿線に広がる、みちのくの風景を

お楽しみください。また、三陸鉄道にも乗車し、車窓からの三陸の美しい海岸と地形が織り

なす絶景を堪能していただけます。2日目の昼食は、久慈駅の人気駅弁「うに弁当」を用意し

ます。 

     出発日 行程:1 泊 2 日(添乗員同行)  食事 

 

4/1(土) 

東京駅(6:40～8:00発)    (東北新幹線・普通車指定席)      新花巻駅 

     (SL 銀河・普通車指定席)      釜石駅   (三陸鉄道・自由席) 

宮古駅     宿泊施設(18:20 頃着) 

朝:× 

昼:× 

夕:○ 

  (宿泊)浄土ヶ浜/浄土ヶ浜パークホテル＜和室＞  

リゾートしらかみ号(イメージ) 

※車両は変更となる場合があります。 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=22B2597&genteiCd=2
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jrview-travel.com%2Freserve%2FtravelItem%2Fdetail%3FcourseNo%3D23B0008%26genteiCd%3D2&data=05%7C01%7Cw-hikage%40jreast.co.jp%7C4b9f731fdae34f07708508db0410f877%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C638108243426979133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yIHTsNr6xbBWatqJtSEYK298lL9HUbxtE6rumsqrWGI%3D&reserved=0


 

4/2(日) 

宿泊施設   宮古駅   (三陸鉄道・自由席)   久慈駅   (八戸線・自由 

席)   八戸駅    (東北新幹線・普通車指定席)    新青森駅(奥羽本線・ 

自由席)    弘前駅(15:13 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席) 

   秋田駅      (秋田新幹線・普通車指定席)     東京駅(23:04 頃着) 

朝:〇 

昼:○ 

夕:× 

■募集人員：25名(最少催行人員：15名)  

■旅行代金：東京駅発着 1室 1名おとな１名様 86,000円 

：東京駅発着 1室 2名おとな１名様 76,000円 

：東京駅発着 1室 2名こども１名様 56,000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=23B0022&genteiCd=2 

 
 

 

 

 

 

③【ネット限定】春の津軽へ！ 

国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」往復乗車と弘前街並み散策 

「ツガル ツナガル号」に往復で乗車し、懐かしさを感じる客車での旅をお楽しみください。 

初日の秋田到着後は、ホテルに荷物を預けてラクラク秋田散策へ。翌日は、弘前公園や洋館

巡りなど、見所満載の弘前での自由行動もたっぷり！思い思いの時間をお過ごしください。

買い物や食事に便利な秋田駅ビル トピコ・アルスのお買い物券 (1、000円分)付きです。 

     出発日 行程:1 泊 2 日(添乗員同行)  食事 

 

4/1(土) 

東京駅(8:40～10:20 発)    (秋田新幹線・普通車指定席)      秋田駅 

……宿泊施設(13:30 頃/自由行動・自由夕食/各自負担) 

※チェックインは 15:00 からとなります。 

朝:× 

昼:× 

夕:× 

  (宿泊)秋田/ホテルメトロポリタン秋田(ノースウイング)＜洋室＞  

 

4/2(日) 

宿泊施設(7:50 頃)……秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車 

指定席)    弘前駅(11:26 頃着)……自由行動……弘前駅(15:13 頃発) 

(ツガル ツナガル号・普通車指定席)    秋田駅    (秋田新幹線・ 

普通車指定席)     東京駅(23:04 頃着) 

朝:〇 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：40名(最少催行人員：15名) 

■旅行代金：東京駅発着 1室 1名おとな１名様 59,800円 

：東京駅発着 1室 2名おとな１名様 56,800円 

：東京駅発着 1室 2名こども１名様 38,800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=23B0009&genteiCd=2 

 

弘前でのおすすめ 

※写真はおすすめの情報となり、 

旅行代金に交通費は含まれておりません。 

旧弘前市立図書館(イメージ) 

SL銀河 車内(イメージ) Sl銀河(イメージ) 三陸鉄道(イメージ) 
浄土ヶ浜パークホテル大浴場 

(イメージ) 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0022&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0009&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0009&genteiCd=2


④【ネット限定】春の津軽へ！ 

国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と青森・秋田散策も満喫の２日間 

青森市内のベイエリア散策や青森・秋田の食などを自由にお楽しみになり、自分だけのお気

に入りスポットも発見するなど、思い思いの時間をお過ごしください。買い物や食事に便利

な秋田駅ビル トピコ・アルスのお買い物券 (1、000円分)付きです。 

     出発日 行程:1 泊 2 日(添乗員同行)  食事 

 

4/1(土) 

東京駅(7:30～9:40 発)   (東北新幹線・普通車指定席)   新青森駅     

(在来線・普通車自由席)    青森駅……自由行動……青森駅    (在来線・ 

普通車自由席)    弘前駅(16:52 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定 

席)   秋田駅(19:34 頃着)……宿泊施設(チェックイン・自由夕食/各自負担) 

朝:× 

昼:× 

夕:× 

  (宿泊)秋田/ホテルメトロポリタン秋田＜洋室＞  

 

4/2(日) 

宿泊施設……(出発まで自由行動)……秋田駅     (秋田新幹線・普通車指 

定席)     東京駅(16:00～18:10 着) 

朝:〇 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：40名(最少催行人員：15名) 

■旅行代金：東京駅発着 1室 1名おとな１名様 56,800円 

：東京駅発着 1室 2名おとな１名様 53,800円 

：東京駅発着 1室 2名こども１名様 36,800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=23B0010&genteiCd=2 

 
 

 
 

⑤【ネット限定】春の津軽へ！ 

国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と青森ベイエリア散策 日帰り 

日帰りで楽しむ津軽の旅！自由行動の時間には、お土産の買い物や観光などの青森散策も

お楽しみください。散策の後は、「ツガル ツナガル号」の懐かしさを感じる客車での旅を満

喫してください。 

     出発日 行程:日帰り(添乗員同行)  食事 

 

4/2(日) 

東京駅(6:30～8:20 発)   (東北新幹線・普通車指定席)    新青森駅 

(在来線・普通車自由席)    青森駅……自由行動……青森駅    (在来線・ 

普通車自由席)    弘前駅(15:13 頃発)     (ツガル ツナガル号・普通車指

定席)   秋田駅    (秋田新幹線・普通車指定席)    東京駅(23:04 頃着)  

朝:× 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：40名(最少催行人員：15名) 

■旅行代金：東京駅発着 おとな１名様 38,800円 

：東京駅発着 こども１名様 29,800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=23B0011&genteiCd=2 

味噌カレー牛乳ラーメン(イメージ) 

 

青森でのおすすめ 

※写真はおすすめの情報となり、 

旅行代金には含まれておりません。 

秋田でのおすすめ 

稲庭うどん(イメージ) 

 

A-FACTORY (イメージ) 

 

青森でのおすすめ 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0010&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0010&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0011&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23B0011&genteiCd=2


   ⑵コース概要 秋田発 

①春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」と 

津軽鉄道ストーブ列車貸切 懐かしのレトロ列車満喫の旅 

     「ツガル ツナガル号」と津軽鉄道ストーブ列車を貸切で乗車し、懐かしい雰囲気漂う車内を

満喫しませんか！昼食には「ストーブ弁当」を用意しました。ストーブのぬくもりを感じなが

らご賞味ください。ストーブ列車乗車記念券と津軽観光キャンペーンロゴ入り記念硬券付

き。高さ 23ｍ、重さ 19ｔの巨大な立佞武多が実際に展示されている観光名所の「立佞武

多の館」にも立ち寄ります。 

 出発日 行程:日帰り(添乗員同行)  食事 

 

 

4/1(土) 

 

秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    弘前駅 

(11:26 頃着)    〇中泊特産物直売所ピュア   津軽中里駅    (津軽鉄 

道ストーブ列車貸切・普通車指定席/昼食・車内弁当)   津軽五所川原駅     

◎立佞武多の館    弘前駅(16:52 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車 

指定席)      秋田駅(19:34 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：68名(最少催行人員：30名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな１名様 17,000円  
：秋田駅発着 こども１名様 15,500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=23H2512&genteiCd=2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

②春の津軽へ！＜東北発着＞国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 

津軽おのえ温泉日帰り入浴＆ランチと黒石まちなか裏めぐり 

     100％源泉掛け流しの天然温泉で癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。黒石市では、 

藩政時代の面影を残す中町こみせ通りで、今も続く商家や老舗店のふだんは閉じられて見

られない扉の奥までご案内し、ガイドブックには載っていない黒石をめぐります。 

 出発日 行程:日帰り(添乗員同行)  食事 

 
 

4/1(土) 

 

秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    弘前駅 

(11:26 頃着)   ◎津軽おのえ温泉 日帰り宿 福家(昼食・入浴※タオル付・休 

憩)   〇黒石(ガイド同行にて黒石まちなか裏めぐりツアーへ)   弘前駅(16:52 

頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)      秋田駅(19:34 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：20名(最少催行人員：18名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな１名様 18,000円 
：秋田駅発着 こども１名様 １6,500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=23H2513&genteiCd=2 

 
 
 
 

 

津軽おのえ温泉日帰り宿福家 
外観(イメージ) 中町こみせ通り(イメージ) 

 

津軽おのえ温泉日帰り宿福家 
温泉(イメージ) 

津軽鉄道(イメージ) 

 

ストーブ列車車内(イメージ 
ストーブ列車乗車記念券(イメージ) 昼食/ストーブ弁当(イメージ) 

 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23H2512&genteiCd=2
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jrview-travel.com%2Freserve%2FtravelItem%2Fdetail%3FcourseNo%3D23H2513%26genteiCd%3D2&data=05%7C01%7Cw-hikage%40jreast.co.jp%7C6ccc7a5eaf6d45fe1d2c08db0a77b59f%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C638115281485409239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kSpga8uh3SpnimznRwDoKZhrZutKPxiKCPwhNkqvq20%3D&reserved=0


※旅行代金の詳細については販売サイトでご確認ください。 

③春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 

弘前フリータイム 

    弘前城やレトロな洋館など、見所が満載の弘前での自由行動をお楽しみください。 

買い物や食事に便利な弘前駅ビルアプリーズのお買い物券(1、000円分)付きです。 

     出発日 行程:日帰り(添乗員なし)  食事 

 

4/1(土) 

4/2(日) 

秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    弘前駅 

(11:26 頃着)……自由行動…… 

【出発日が 4/1 の場合】 

弘前駅(16:52 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)     秋田駅 

(19:34 頃着)  

【出発日が 4/2 の場合】 

弘前駅(15:13 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)     秋田駅 

(18:15 頃着)  ※出発日により復路列車時刻が違いますのでご注意ください。 

朝:× 

昼:× 

夕:× 

■募集人員：各 150名(最少催行人員：各 15名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな１名様 8,000～22,000円 

：秋田駅発着 こども１名様 6,500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=23H2514&genteiCd=2 

 

④春の津軽へ！＜東北発着＞【ネット限定】国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」＆ 

弘南鉄道 リニューアルしたイベント列車の貸切乗車と黒石フリータイム 

      弘南鉄道のリニューアルしたイベント列車を貸切団体臨時列車として運行します。車内に

は、沿線観光施設の壁画が設置されており、乗車中にご覧いただけます。また、弘南鉄道イ

ベント列車乗車記念として「車両修繕及検査記号表手ぬぐい」をお渡しします。 

     出発日 行程:日帰り(添乗員同行)  食事 

 

 

4/2(日) 

 

秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    弘前駅 

(11:26 頃着)……弘南鉄道弘前駅    (弘南鉄道イベント列車貸切・普通車 

指定席)     黒石駅    〇津軽伝承工芸館(レストランもみじにて昼食・見学) 

    弘前駅(15:13 頃発)   (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    秋田駅 

(18:15 頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：68名(最少催行人員：30名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな１名様 16,000円 

：秋田駅発着 こども１名様 14,500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=23H2516&genteiCd=2 

 

 

 

 
弘南鉄道イベント車両車内 
(洋スタイル)(イメージ) 

弘南鉄道イベント車両車内 
(和スタイル)(イメージ) 

車両修繕及検査記号表 
手ぬぐい(イメージ) 津軽伝承工芸館(イメージ) 

アプリーズ(イメージ) 

 

アプリーズ(イメージ) 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23H2514&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23H2516&genteiCd=2


 【東京・秋田発コース参加者の記念乗車証】  【東京発コース参加者限定の記念乗車証】 

(イメージ)※デザインは変更となる場合があります。 

⑤春の津軽へ！＜東北発着＞国鉄 12系客車「ツガル ツナガル号」 

黒石温泉郷 津軽花詠みの宿 花禅の庄 日帰り入浴＆ランチで寛ぐ休日 

かけ流しの温泉と青森ヒバ・十和田石のマイナスイオン効果で心も体も癒されます。入浴・食

事・休憩までゆっくりお過ごしください。 

     出発日 行程:日帰り(添乗員同行)  食事 

 
 

4/2(日) 

 

秋田駅(8:25 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)    弘前駅 

(11:26頃着)    ◎津軽花詠みの宿 花禅の庄(昼食・入浴・休憩)   弘前駅 

(15:13 頃発)    (ツガル ツナガル号・普通車指定席)     秋田駅(18:15 

頃着)  

朝:× 

昼:〇 

夕:× 

■募集人員：30名(最少催行人員：20名) 

■旅行代金：秋田駅発着 おとな１名様 15,000円 

：秋田駅発着 こども１名様 13,500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=23H2517&genteiCd=2 

 

⑶コース参加特典について 

団体旅行に参加していただいたお客さまに、特典として記念乗車証(硬券)をお渡しします。 

さらに、東京発コースをお申込みのお客さまには、東京発限定の記念乗車証もお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

２ 共通のご案内 

⑴販売開始日 

  2023年２月 13日(月)12時 00分から  全コース一斉販売開始 

⑵お申込み先 

・東京発 全てインターネット限定販売です。 

        申込みWEBサイト 「日本の旅、鉄道の旅」よりお申込みください。 

・秋田発 インターネット限定販売のコースは、申込みWEBサイト 「日本の旅、鉄道の旅」より 

お申込みください。 

その他のコースは、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 

⑶企画・実施 

・株式会社 JR東日本びゅうツーリズム＆セールス 

花禅の庄 外観(イメージ) 
) 

花禅の庄 大浴場(イメージ) 
) 

(イメージ)※デザインは変更となる場合があります。 

https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23H2517&genteiCd=2
https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=23H2517&genteiCd=2


⑷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。 

⑸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。 

・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/ 

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

