
 
設定会社・商品内容 

（表記例 「+++」直通新幹線 「+++」新幹線 「～」バス、遊覧船等） 

 

（１）株式会社 JTB 

 ■フリープラン 

  往復のアクセスと宿泊施設がセットになったフリープランを発売します。 
 

＜ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先＞ 

○株式会社 JTB 中部 金沢支店  Tel 076-264-7070 

《営業時間：10時 00 分から 18時 00分 （水・祝日休業）》 

※当該ツアーは 2月 9 日（金）の発売開始を予定しております 

詳細情報 http://www.jtb.co.jp/shop/kanazawa/ 

     ※発売開始後に情報掲載となります 

 

（２）株式会社日本旅行 

 ■添乗員同行プラン 

コース① 春風のかがやき 立石寺・平泉・松島 3日間 

セールスポイント ・「立石寺」、「平泉」、「松島」など人気観光地と桜の名所を巡るコース 

・平泉、松島では現地専門ガイドが見所を詳しくご案内します 

お値段 77,800 円 ～ 84,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 立石寺 ～ 秋保温泉泊 

2日目 秋保温泉 ～ 平泉 ～ 北上展勝地 ～ 気仙沼 ～ 南三陸泊 

3日目 南三陸 ～ 松島・松島遊覧船 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース② 春風のきらめき 平泉・角館・弘前 3日間 

セールスポイント ・シダレザクラの美しい「角館」や全国屈指の桜名所とされる「弘前公園」を

巡るコース 

・「中尊寺」、「毛越寺」では現地専門ガイドが見所を詳しくご案内します 

お値段 97,800 円 ～ 105,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 平泉 ～ 鶯宿温泉泊 

2日目 鶯宿温泉 ～ 角館 ～ 田沢湖 ～ 弘前 ～ 浅虫温泉泊 

3日目 浅虫温泉 ～ 新青森駅 +++ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース③ 春風のときめき 松島・函館 3日間 

セールスポイント ・日本三景「松島」や北海道新幹線を利用して函館を巡るコース 

・函館では北海道内の桜名所「五稜郭公園」の他、元町散策、函館山からの夜

景鑑賞などおなじみの観光地もご案内します 

お値段 117,800 円 ～ 125,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 青葉城址 ～ 松島 ～ 松島泊 

2日目 松島 ～ 仙台駅 +++ 新函館北斗駅 ～ 函館市内 ～  

函館山・夜景鑑賞 ～ 函館市内泊 

3日目 函館市内 ～ 新函館北斗駅 +++ 仙台駅 +++ 北陸各駅 

■フリープラン 

  往復のアクセスと宿泊施設がセットになったフリープランを発売します。 
 

＜ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先＞ 

○株式会社日本旅行 TiS金沢支店  Tel 076-224-3610 

《営業時間：月～土曜日 11時 00 分から 19時 00分、日・祝日 10時 30分から 18時 30 分》 

※当該ツアーは 2月 2 日（金）の発売開始を予定しております 

詳細情報 http://digitalpamph.nta.co.jp/f-pub/search.php?meta1=hokuriku&meta2=tohoku 

※発売開始後に情報掲載となります 

http://www.jtb.co.jp/shop/kanazawa/
http://digitalpamph.nta.co.jp/f-pub/search.php?meta1=hokuriku&meta2=tohoku


 
（３）株式会社阪急交通社 

 ■添乗員同行プラン 

コース① 往復グランクラス利用 当社基準 Sランクホテルに泊まるみちのく名湯・桜め

ぐり 3日間 

セールスポイント ・往復とも、18 席限定のグランクラス利用 

・阪急交通社基準 Sランクホテルにご宿泊温泉自慢の名ホテルをご用意 

・北上展勝地、塩釜神社の桜、猊鼻渓船下りをお楽しみ 

お値段 220,000 円 ～ 250,000 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 松島・瑞巌寺 ～ 塩釜神社 ～ 秋保温泉泊 

2日目 秋保温泉 ～ みちのく杜の湖畔公園 ～ 猊鼻渓舟下り ～ 北上展勝地 

～ 大沢温泉泊 

3日目 大沢温泉 ～ 中尊寺金色堂 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 

  ※グランクラスの車内アテンダントサービスは往復ともございません。 

コース② 往復グリーン車利用 松島・蔵王・角館・男鹿半島・みちのくの桜・半島・温

泉めぐり 3日間 

セールスポイント ・往復ともグリーン車利用、20名様限定 

・阪急交通社基準 Aランクの温泉と食事が自慢のホテルにご宿泊 

・みちのく 2大桜と秋田新幹線、男鹿半島をお楽しみ 

お値段 175,000 円 ～ 205,000円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 松島遊覧船 ～ 西行戻しの松公園 ～  

蔵王温泉泊 

2日目 蔵王温泉 ～ 山寺 ～ 横手市内 ～ 横手桜まつり ～  

なまはげ館 ～ 男鹿温泉泊 

3日目 男鹿温泉 ～ 角館武家屋敷 ～ 角館駅 +++ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース③ 北上・角館みちのく二大桜めぐりと世界遺産中尊寺 3日間 

セールスポイント ・2泊とも当社基準 Aランクホテルのご宿泊 

・ご希望の多い洋室ベッドのお部屋をご用意 

・角館、北上展勝地、小岩井の一本桜などみちのくの魅力ある桜をお楽しみ 

お値段 79,800 円 ～ 99,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 北上展勝地 ～ 雫石温泉泊 

2日目 雫石温泉 ～ 角館武家屋敷 ～ 田沢湖 ～ 小岩井農場  ～  

安比温泉泊 

3日目 安比温泉 ～ 中尊寺金色堂 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース④ 日中線しだれ桜・鶴ヶ城・飯盛山南東北桜めぐり 3日間 

セールスポイント ・阪急交通社基準 Aランクホテルに 2連泊で準備がラクラク 

・ニッカウヰスキー、こけしの絵付け体験、白虎隊の剣舞見学など      

ひと味違った観光も魅力 

・この春おすすめしたい日中線のしだれ桜をお楽しみ 

お値段 69,800 円 ～ 79,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ ニッカウヰスキー仙台工場 ～  

宮城蔵王こけし館 ～ 遠刈田温泉泊 

2日目 遠刈田温泉 ～ 日中線しだれ桜 ～ 飯盛山 ～ 鶴ヶ城 ～  

遠刈田温泉泊 

3日目 遠刈田温泉 ～ みちのく杜の湖畔公園 ～ 青葉城 ～ 仙台駅 +++  

北陸各駅 
 
 
 
 
 



 
 ＜ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先＞ 

○阪急交通社北陸支店 Tel 076-232-5678   ○阪急交通社富山営業所 Tel 076-471-7112 

《営業時間：平日 9時 30 分から 17時 30分 （土・日・祝日休業）》 

※当該ツアーは 1月 31 日（水）の発売開始を予定しております 

詳細情報 https://www.hankyu-travel.com/kokunai/hkr.php 

 ※発売開始後に情報掲載となります 

 
（４）株式会社読売旅行 

■添乗員同行プラン 

コース① 蔵王温泉・上山温泉 やまがた 2大名湯と置賜さくら回廊 3日間 

セールスポイント ・山形県を代表する 2つの温泉「かみのやま温泉」「蔵王温泉」にご宿泊 

・さくら名所 100選「霞城公園」や古木・名木・巨木の古典桜が点在する桜観

光ルート「置賜さくら回廊」見学 

・松尾芭蕉ゆかりの山寺参拝や米沢城址・上杉神社など、山形を代表する観光

地にもご案内 

値 段 65,800 円 ～ 73,800 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 山形・霞城公園 ～ 上山温泉泊 

2日目 上山温泉 ～ 置賜さくら回廊 ～ 米沢城址・上杉神社 ～ 蔵王温泉泊 

3日目 蔵王温泉 ～ 立石寺 ～ 青葉城址 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース② 仙台の奥座敷・秋保温泉の「5つ星の宿」に連泊！ 

世界遺産「中尊寺」「毛越寺」と日本三景松島 みちのく桜紀行 

セールスポイント ・宿泊は 5つ星の宿認定の名旅館「秋保温泉・ホテルニュー水戸屋」に連泊 

・東北を代表する世界遺産で桜に彩られる「中尊寺」「毛越寺」、国宝「瑞巌寺」

を案内人付きで参拝 

・風光明媚な松島湾を遊覧し、桜と松島湾の絶景が楽しめる「西行戻しの松公

園」や東北三大桜の一つ「北上展勝地」にご案内 

値 段 88,000 円 ～ 97,000 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 松島瑞巌寺・松島クルーズ ～ 秋保温泉泊 

2日目 秋保温泉 ～ 平泉毛越寺・中尊寺 ～ 北上展勝地 ～ 秋保温泉泊 

3日目 ニッカウヰスキー仙台工場 ～ 仙台市内 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

＜ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先＞ 

○読売旅行北陸総合受付センター（高岡営業所） Tel 0766-23-5800、076-221-0036（転送電話） 

○読売旅行福井営業所 Tel 0776-27-1818   

《営業時間：月～土曜日 9時 30分から 17時 30 分 （日・祝日休業）》 

※当該ツアーは 1月 31 日（水）の発売開始を予定しております 

詳細情報 https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/   

  ※発売開始後に情報掲載となります 

https://www.hankyu-travel.com/kokunai/hkr.php
https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/


 
（５）株式会社タビックスジャパン 

■添乗員同行プラン 

コース① 桜のトンネル北上展勝地・弘前・みちのくの小京都角館 

桜花繚乱 東北桜回廊 3日間 

セールスポイント ・仙台まで乗換不要の直通新幹線を利用することで実現した厳選企画、世界遺

産中尊寺や日本三景松島などみちのく名所をぐる～り周遊 

・「弘前」、「角館」、「北上展勝地」桜の名所を効率よく観光 

・お食事は仙台名物牛タン、わっぱ飯などご当地名物のうれしい 6食付 

お値段 79,990 円 ～ 88,990 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 中尊寺 ～ 北上展勝地 ～ 安比高原泊 

2日目 安比高原 ～ 弘前公園 ～ 角館 ～ 田沢湖 ～ 田沢湖高原温泉泊 

3日目 田沢湖高原温泉 ～ 松島 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

＜ツアーに関するお客さまからのお問い合わせ先＞ 

○株式会社タビックスジャパン 北陸ツアーセンター Tel  076-224-5800  

《営業時間 月～金曜日 9時 00分から 17時 45分、土曜日 9時 00分から 13 時 00分》 

※当該ツアーは 2月 1日（木）の発売開始を予定しております 

  詳細情報 http://www.tabix.co.jp/kanazawa/ 

       ※発売開始後に情報掲載となります 
 

http://www.tabix.co.jp/kanazawa/

