
 

設定会社・商品内容 

（表記例 「+++」直通新幹線 「+++」新幹線およびその他鉄道 「～」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 金沢店  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 8日（金）の発売開始を予定しております 

※お問い合わせ・お申し込みは、上記店舗以外の（北陸 3県）ＪＴＢ店舗でも承ります 

 

 

（２）株式会社日本旅行 

 ■添乗員同行プラン 

コース① 立石寺・平泉・松島 3日間 

セールスポイント ・「立石寺（山寺）」、「平泉」、「松島」などの人気観光地と桜名所「北上展勝地」

を巡ります。 

・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 74,800 円 ～ 85,800円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 立石寺（山寺） ～ 秋保温泉泊 

2日目 秋保温泉 ～ 毛越寺 ～ 中尊寺 ～ 北上展勝地 ～ 松島泊 

3日目 松島 ～ 瑞巌寺 ～ 松島遊覧船 ～ 塩釜 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース② 平泉・角館・弘前 3日間 

セールスポイント ・世界遺産「平泉」や東北 3大桜名所より「角館」、「弘前公園」の観光と 

この時期ならではの北東北の魅力をお楽しみいただけます。 

・新青森から仙台間は、東北新幹線はやぶさ号利用で快適な行程。 

・「中尊寺」、「毛越寺」、「角館」では現地専門ガイドが見所を詳しくご案内 

いたします。 

お値段 95,800 円 ～ 109,300円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 毛越寺 ～ 中尊寺 ～ つなぎ温泉泊 

2日目 つなぎ温泉 ～ 角館 ～ 田沢湖 ～ 弘前公園 ～ 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 北上・角館・男鹿 3日間 

セールスポイント ・東北 3大桜名所より「北上展勝地」、「角館」の観光と昨年ユネスコ無形文化

遺産に登録された「男鹿のナマハゲ」、町並みと内蔵が残る「増田町」、大曲

「はなび・アム」など秋田の伝統文化をお楽しみいただけます。 

・秋田から仙台間は、秋田新幹線利用で快適な行程。 

・「角館」、「増田」では現地専門ガイドが見所を詳しくご案内いたします。 

お値段 104,800 円 ～ 112,800円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 北上展勝地 ～ 盛岡市内泊 

2日目 盛岡市内 ～ 角館 ～ 増田 ～ 大曲 ～ なまはげ館 ～ 戸賀温泉泊 

3日目 戸賀温泉 ～ 秋田駅 +++ 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～金曜日 11時 00 分から 19時 00分、土曜日 10時 30分から 18時 30分 

日・祝日 10時 30分から 18時 30 分》 

※当該ツアーは 2月 1 日（金）の発売開始を予定しております 

※お問い合わせ・お申し込みは、上記店舗以外の（北陸 3県）日本旅行商品取り扱い店舗でも承ります 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2泊共当社基準Ｓランクの名湯に泊まる 

少人数で巡る春の東北優雅な休日 3日間 

セールスポイント ・18席限定のグランクラスを贅沢に往復利用。 

・ご宿泊は当社基準Ｓランクホテル、伝統と格式高い名旅館「秋保温泉佐勘」

と宮大工建築の源泉かけ流し宿「優香苑」の広々三間の和洋室をご用意。 

・正宗を祀る「瑞宝殿」や「中尊寺」、桜名所「北上展勝地」などご案内。 

お値段 220,000円（税込み） 

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

2日目 秋保温泉 ～ 瑞宝殿 ～ 厳美渓 ～ 世嬉の一酒造 ～ 北上展勝地 

～ 山の神温泉泊 

3日目 山の神温泉～中尊寺～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 グリーン車利用 春艶めく北上・角館・中尊寺・男鹿半島 

名湯で過ごすお二人の春彩東北 3日間 

セールスポイント ・往復グリーン車利用 さらに角館→秋田間は秋田新幹線にご乗車。 

・お二人様参加限定、最大 30名様限定の旅。 

・ご宿泊は 2 泊共みちのくを代表する名湯の当社基準Ａランクホテル。 

・話題の世界遺産「なまはげ」や「中尊寺」「毛越寺」をガイドがご案内。 

・男鹿の石焼き・稲庭うどん・うにイクラ弁当など名物料理をご堪能。 

お値段 170,000円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 毛越寺 ～ 中尊寺 ～ 花巻温泉泊 

2日目 花巻温泉 ～ 北上展勝地 ～ 横手公園 ～ なまはげ館 ～ 男鹿温泉泊

※ご希望の方はなまはげ太鼓へご案内 

3日目 男鹿温泉 ～ 角館 ～ 角館駅 +++ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース③ 角館・北上展勝地 みちのく春彩めぐりと世界遺産中尊寺 3日間 

セールスポイント ・東北の桜名所、ベストシーズンの角館・北上展勝地・小岩井農場へご案内 

・ご宿泊は当社基準 A ランクホテル、洋室のお部屋をご準備いたしました。 

・夕食は郷土料理やカニ等多彩なバイキング、昼食は名物比内地鶏をご賞味。 

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 ～ 雫石高原温泉泊 

※ご希望の方は星空観測ツアーへご案内 

2日目 雫石高原温泉 ～ 角館 ～ 田沢湖 ～ 小岩井農場 ～ 安比高原泊 

3日目 安比高原 ～ 中尊寺 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース④ 弘前・十和田・北上展勝地 春の東北ハイライト周遊 3日間 

セールスポイント ・北東北の名所 東北三大桜のひとつ「弘前公園」や「鶴の舞橋」にご案内。 

・人気の定番観光地「中尊寺」や「十和田湖」にもご案内。 

・ご宿泊は当社基準Ａランクホテルに 2 連泊。荷物の移動がなく楽々。 

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 ～ 安比高原泊 

2日目 安比高原 ～ 鶴の舞橋 ～ 弘前公園 ～ 十和田湖 ～ 安比高原泊 

3日目 安比高原 ～ 中尊寺 ～ 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 30 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 

  

 
 
（４）株式会社読売旅行 

■添乗員同行プラン 

コース① 日本三景「松島」・桜の名所「鶴岡公園」・松尾芭蕉ゆかりの「最上川舟くだり」

と名湯「蔵王・作並温泉」3日間 

セールスポイント ・乳白色の名湯「蔵王温泉」と仙台の奥座敷「作並温泉」に宿泊。 

・日本三景「松島」や桜の名所「鶴岡公園」、陸奥国一宮「塩竃神社」など、

観光盛りだくさん！ 

・山形弁の船頭の案内が楽しい松尾芭蕉ゆかりの地、最上川舟下りもお楽しみ。 

値 段 69,990 円 ～ 76,990 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 松島 ～ 蔵王温泉泊 

2日目 蔵王温泉 ～ 最上川舟下り ～ 鶴岡公園 ～ 作並温泉泊 

3日目 作並温泉 ～ 塩竃神社 ～ 青葉城址 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース② 宮城の名湯「秋保温泉」・将棋の町山形の名湯「天童温泉」と世界遺産「中尊

寺」・松尾芭蕉ゆかりの山寺「立石寺」・東北三大桜「北上展勝地」3日間 

セールスポイント ・宮城県屈指の名湯「秋保温泉」と日本一の将棋の町「天童温泉」に宿泊。 

・海の幸・山の幸・ご当地グルメまで、充実の計 6回の食事付。 

・専門ガイド付きで中尊寺、瑞巌寺参拝と風光明媚な松島湾クルーズ、 

東北三大桜の一つ「北上展勝地」へご案内。 

値 段 89,000 円 ～ 98,000 円（税込み） 

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

2日目 秋保温泉 ～ 北上展勝地 ～ 中尊寺 ～ 厳美渓 ～ 天童温泉泊 

3日目 天童温泉 ～ 立石寺 ～ 仙台・牛ﾀﾝの昼食 ～ 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   

《電話営業時間：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 30 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/   

   

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 桜花繚乱 東北さくら回廊 ３日間 

桜のトンネル北上展勝地･約 3000本の名所弘前城・みちのくの小京都角館 

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充実企画、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。 

・「弘前城」、「角館」、「北上展勝地」桜の名所を効率よく観光。 

・お荷物の移動がないらくらく連泊！ 

・お食事も東北グルメをご用意しました。 

・長距離移動も退屈しないバスガイド同行。 

お値段 85,990 円 ～ 94,990 円（税込み） 

主な行程 1日目 北陸各駅 +++ 仙台駅 ～ 松島 ～ 雫石高倉温泉泊 

2日目 雫石高倉温泉 ～ 弘前城跡 ～ 角館 ～ 雫石高倉温泉泊 

3日目 雫石高倉温泉 ～ 北上展勝地 ～ 中尊寺 ～ 仙台駅 +++ 北陸各駅 
 

コース② みちのくの名湯『作並温泉・花巻温泉郷』お湯くらべ！ 

松島湾『日本三景クルーズ』と世界遺産『平泉中尊寺』松尾芭蕉ゆかりの『山

寺立石寺』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充実企画！作並温

泉と花巻温泉郷にてお湯くらべを！ 

・松島・山寺立石寺・銀山温泉の散策・平泉中尊寺・毛越寺にも訪れる。 

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 ～ 松島 ～ 西行戻しの松公園 ～ 作並温泉泊 

2日目 作並温泉 ～ 山寺立石寺 ～ 銀山温泉 ～ 鳴子峡 ～ 北上展勝地～ 

～ 花巻温泉郷泊 

3日目 花巻温泉郷 ～ 中尊寺 ～ 毛越寺 ～ 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 1月 30日（水）の発売開始を予定しております 

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

        
 

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

