
 

 

 

 

 

2 0 2 1 年 7 月 2 1 日 

ＪＲ東日本  仙台支社 

株 式 会 社 び ゅ う ト ラ ベ ル サ ー ビ ス 

  

「東北本線 130 周年号」で行く旅行商品のご案内 

 

 

   

 

 

 

 

１ 運転日・区間・時刻 

 ■列車名:東北本線 130周年号 

 ■編 成:E653系 7両 (全車指定席) 

■設 備:グリーン車、普通車 

運転日 運転区間 主な停車駅 

9月 11日 
(土) 

上野（8：02 発） 
⇒ 青森（20：15着） 

大宮、宇都宮、黒磯、郡山、岩沼、仙台 

一ノ関、盛岡、八戸、野辺地 

9月 12日 
(日) 

青森（8：20 発） 
⇒ 上野（20：30着） 

八戸、盛岡、一ノ関、仙台、福島、郡山 

矢吹、宇都宮、大宮 

   ※旅行商品のみでの発売となります。 

 

２ おすすめのポイント 

 ■乗車記念ホーロープレート付（一部対象外のツアーがございます） 

■乗車記念スタンプの設置（車内） 

■車内放送体験 

・事前申込抽選制となるため、旅行商品購入の際にお申込みください。9月 11日、12日合計 13名

様に当たります。 

・上野駅～青森駅間を通しでご乗車のお客さまが対象となります。 

・実施区間は 9月 11日【黒磯駅～一ノ関駅間】、9月 12日【一ノ関駅～矢吹駅間】の予定です。 

 ■ヘッドマークと記念撮影 

  ・東北本線を運転していた「はつかり」のヘッドマークをスタッフが持って各号車を回ります。 

記念撮影をお楽しみください。 

・実施区間は 9月 11日【黒磯駅～一ノ関駅間】、9月 12日【一ノ関駅～矢吹駅間】の予定です。 

  

 

 

 

東北本線は、1883年(明治 16年)に開業したのち、1891年(明治 24年)9月に青森まで全線開通

しました。このたび、全線開通 130周年を記念して、上野駅～青森駅間で「東北本線 130周年号」

を運転いたします。初めて E653系（国鉄色編成）が仙台駅～青森駅間を運転するほか、車内放送

体験(人数限定)や昔のヘッドマークをご覧いただけるなど、車内でのイベントもご用意をしてお

ります。 

新幹線で気軽に青森まで行けるようになった今、あえてのんびりとした列車旅を体験してみま

せんか。 

 
12時間の長旅をぜひご体感ください。 
是非、この機会に、東北本線の旅をお楽しみください。 



３ 旅行商品  

(1) 上野駅発 

① 【上野駅発】ネット限定「東北本線 130周年号」(上野⇔青森)  

           往復グリーン車指定席乗車「ホテル JALシティ青森」1泊 2日 

出 発 日：2021 年 9月 11日(土) 募集人員：18名（最少催行人員 12 名）  

旅行代金：1名 1室利用 おとな 1名様     64,800円 

2名 1室利用 おとな 1名様(こども) 59,800円(49,800 円) 

 

② 【上野駅発】ネット限定「東北本線 130周年号」(上野⇔青森)  

             往復普通車指定席乗車「ホテルサンルート青森」1泊 2日 

出 発 日：2021 年 9月 11日(土) 募集人員：38名（最少催行人員 25 名）  

旅行代金：1名 1室利用 おとな 1名様     53,800円 

2名 1室利用 おとな 1名様(こども) 48,800円(38,800 円) 

 

③ 【上野駅発】ネット限定「東北本線 130周年号」(上野⇒仙台)片道乗車 

                                 と復路｢特急ひたち｣仙台日帰り  

出 発 日：2021 年 9月 11日(土) 募集人員：36名（最少催行人員 20 名） 

旅行代金：おとな(こども)1名様 25,800円(17,800円) 

 

 

 

 

 

(2) 東北発 

① 【仙台駅発】東北本線 130周年号「仙台～上野」会心の 6時間 

出 発 日：2021 年 9月 12日(日) 募集人員：40名（最少催行人員 30 名） 

旅行代金：大人 1名様 23,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行  程 食事 

1 日目 
上野駅□■[東北本線 130周年号・ｸﾞﾘｰﾝ車指定席]□■青森駅 
(8:02)                      (20:15) 

弁当 

2 日目 
宿泊施設…青森駅□■[東北本線 130周年号・ｸﾞﾘｰﾝ車指定席]□■上野駅 

(8:20)                                        (20:30) 
弁当 

 行  程 食事 

1 日目 
上野駅□■[東北本線 130周年号・普通車指定席]□■青森駅 
(8:02)                     (20:15) 

弁当 

2 日目 
宿泊施設…青森駅□■[東北本線 130周年号・普通車指定席]□■上野駅 
     (8:20)                           (20:30) 

弁当 

行  程 食事 

上野駅□■[東北本線 130周年号・普通車指定席]□■仙台駅 
 (8:02)                               (13:58)  
…仙台駅周辺自由散策…仙台駅□■[特急ひたち 26号･普通車指定席]□■品川駅 

            (16:11)                         (20:52) 
※当コースは、車内放送体験にはお申込みいただけません。 

弁当 

行  程 食事 

仙台駅□■【東北本線 130周年号】□■上野駅□■ 
 (14:05)             (20:30/20:50) 
□■【東北新幹線やまびこ 159号】□■仙台駅 

                 (22:46) 
※当コースは、車内放送体験にはお申込みいただけません。 

弁当 



 

② 【青森駅発】東北本線 130周年号「青森～上野」至極の 12時間 

出 発 日：2021 年 9月 12日(日) 募集人員：40名（最少催行人員 30名） 

旅行代金：大人 1名様 28,000円 

 

 

 

 

③ 【青森駅発】東北本線 130周年号「青森～仙台」会心の 5時間 

出 発 日：2021 年 9月 12日(日) 募集人員：40名（最少催行人員 30名） 

旅行代金：大人 1名様 22,000円 

 

 

 

 

   ※詳細はこちら（URL：http://www.jrview-travel.com/）を確認ください。 

 

 

 (3)お申込み（コースによって異なります。） 

 【上野発】 

①発売日 2021年 7月 21日(水)13:00～ 

②申込方法 

・インターネット限定販売 
㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト限定 
（http://www.jrview-travel.com/）からお申込みください。 
 

 【東北発】 

①発売日 2021年 7月 21日(水)16：00～ 

②申込方法 

・インターネット 
㈱びゅうトラベルサービス「日本の旅・鉄道の旅」サイト 
（http://www.jrview-travel.com/）からお申込みください。 

・大人の休日予約センター東北 
0570-0109-15（ナビダイヤル） 
受付時間/平日 9：30～18：00 土休日 9：30～17：30 

・店舗（びゅうプラザ） 
東北の各びゅうプラザ、駅たびコンシェルジュ  
 

 
【旅行企画・実施】株式会社びゅうトラベルサービス 【協賛】東日本旅客鉄道株式会社 

  

 

 

 

 

 

行  程 食事 

青森駅□■【東北本線 130周年号】□■上野駅 
 (8:20)               (20:30) 

弁当 

行  程 食事 

青森駅□■【東北本線 130周年号】□■仙台駅 
 (8:20)               (13:40) 

※当コースは、車内放送体験にはお申込みいただけません。 
弁当 

http://www.jrview-travel.com/
http://www.jrview-travel.com/
http://www.jrview-travel.com/


 

(4)その他 

  株式会社びゅうトラベルサービス以外の旅行商品は以下の通りです。 

  【東北発】 

企画実施会社 出発日 お問合せ 

(株)読売旅行 9月 12日(日) 読売旅行 東日本販売センター 

TEL：0570-004-355 

  

 【首都圏発】 

企画実施会社 出発日 お問合せ 

(株)小田急トラベル 9月 11日(土) (株)小田急トラベル 
https://www.odakyu-
travel.co.jp/kokunai/jrplan/index.html 

クラブツーリズム(株) 
9月 11日(土) クラブツーリズム株式会社 鉄道部 

問合せ先メールアドレス  
ct.tetsudo@club-t.com 9月 12日(日) 

(株)阪急交通社 9月 11日(土) ㈱阪急交通社  

TEL：0570-03-8689 

  ※発売日、詳細につきましては各旅行会社へお問合せください。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

・ツアー参加時、検温や手指消毒等のご協力をお願いいたします。 

  ・お客さまに車内でのマスク着用をお願いいたします。 

・旅行会社ごとに感染症拡大防止対策を行っております。 

   ※その他、車両や駅などの感染症対策については、 

JR東日本ホームページ http://www.jreast.co.jp/をご覧ください。 

 

※記載の時刻は全て予定です。変更となる場合がございます。画像は全てイメージです。 

※告知内容は新型コロナウイルス感染症拡大防止の事由により予告なく変更、または中止となる場合

がございます。 
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