
かつてない感動に出会う
「TR AIN SUITE 四季島」の旅
2023年4月14日（金）出発　【2泊3日の旅】

日本旅百景　新緑の東日本・特別企画

「TRAIN SUITE 四季島」への憧憬 

日本には色鮮やかに移り変わる四季がある。
その中で育まれた文化や芸術、風習。
そして、長い歳月をかけて研ぎ澄ませてきた、人 の々繊細な感性。
時間と空間の移り変わりを楽しむ
「TRAIN SUITE 四季島」での上質な体験は、
日本のクルーズトレインでしか出会うことのできない
この四季がもたらす恩恵を、享受し尽くすことに他ならない。

「今までの人生で、最高の体験だった」
乗る人の記憶に、いつまでも残り続ける旅をめざして。
黄金色に輝く列車が、静かに走り出す。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

写真提供：JR東日本
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「TRAIN SUITE 四季島」
日本旅百景　新緑の東日本・特別企画

　JR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」。乗車機会が極めて限られる特別な列車を、2023年

春ワールド航空サービスで貸切り「TRAIN SUITE 四季島」の旅にご案内いたします。

　「TRAIN SUITE 四季島」乗車の前日は、旧皇族・朝香宮邸として1933年に竣工したアール・デコ様式の建築

物のある東京都庭園美術館へ。夕食も庭園美術館に佇むTEIEN Restaurant comodo（庭園レストラン コモド）

を貸切ってのディナー。全面ガラス張りのレストランからは、ディナータイムになると、ライトアップされた幻想的

な庭園の様子も楽しめます。

　翌日は、上野駅よりいよいよ「TRAIN SUITE 四季島」に乗車し、2日間の旅へ。わずか17室の贅沢な空間か

ら新緑の東日本の景色を眺め、各地に息づく日本の後世まで残したい景色を一歩踏み込んでご紹介します。
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かつてない感動に出会う。いま、「TRAIN SUITE 四季島」ならではの旅へ。

流れゆく自然の風景を、
臨場感たっぷりに楽しむ。

　空に向かって枝を伸ばす樹木をイメージさせる、
洗練されたラウンジ。未来へ進む意思を光のかけら
のような窓で表現した開放的な展望車。車両ごとの
快適さを象徴する内部形状が細部にわたるインテリ
アにも表され、旅の高揚感や非日常の時間をいっそ
う盛り上げます。

和室でくつろぎ、格別の眺めを楽しむ。
夜は階下で、深い落ち着きにつつまれる。

　四季島スイートは、見晴らしの良い2階と、ベッドが置かれた落ち着いた空間がある1階の、2つのフロア
で構成されています。2階は、掘りごたつ風のテーブルがある和の空間で、刻々とうつろう風景を眺める体
験は、まさにここでしか味わえない非日常。夜は、特製の檜風呂で、リラックスした時間をお過ごしください。

■ 四季島スイート（メゾネットタイプ・バスタブ付）

デラックススイート
（フラットタイプ） スイート

SHIKI-SHIMA SUITE ROOM

和の意匠と素材が織りなすモダンな空間が、
風雅な時間を演出する。

　空間の贅沢さと上質さをテーマとしたデラックススイート。日本古来の柄や木を
使いながら、和紙、漆、石など様々な素材を組み合わせ、クラシカルなだけではない、
モダンで洗練された雰囲気を演出しています。特製の檜風呂もお楽しみいただけ
ます。

■ デラックススイート（フラットタイプ・バスタブ付）DELUXE SUITE ROOM

日本の美意識を随所に盛り込みながら、
洗練さとのびやかさをまとった空間へ。

■ スイート SUITE ROOM

四季島スイート（メゾネットタイプ）

写真、見取り図・提供：JR東日本（1～2ページすべて）

　時間と空間の移り変わりを楽しむための舞台である「TRAIN SUITE 四季島」の客
室は、シャワー、トイレも完備された、全室がスイートルーム以上です。仙台箪笥
をイメージしたクローゼットなど、伝統的な和の美意識と未来志向の新しいエッセ
ンスをとりいれた、こだわりぬいた空間です。車椅子でご利用いただけるバリアフ
リー対応の客室をスイートに1室用意しております。

塩山

新津

甲府

長野

松本

上野
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旅の始まりは「東京」。

東京都庭園美術館でアール・デコを堪能。
　「東京都庭園美術館」は、旧皇族・朝香宮邸として1933年に竣工したアール・デコ様式の建物を、1983年に公開。当時のたたず
まいを残している貴重な建築物です。2015年には本館、茶室、正門などが国の重要文化財に指定されました。一番の見どころは、
1933年に建てられた当時の姿をできる限り残したアール・デコ様式の洋館で、非日常的な美しさです。展覧会はもちろん、美術館
に滞在すること自体を楽しめる美術館です。

四季折々に移ろう緑豊かな日本庭園、泉か
ら流れる美しい水のせせらぎ。シェラトン都
ホテル東京は、港区・白金台にある、喧騒
から離れた都会のオアシス。伝統とモダン
が織りなす癒しの空間でのくつろぎをお楽
しみください。お部屋は、プレミアムフロア
THE CLUB デラックスをご用意。和モダン
スタイルをテーマとしたフロアは、全室に洗
い場付きのバスルームを設置。客室内も和
柄や着物柄を随所にとり入れ、和のくつろ
ぎを演出しています。

宿泊ホテルは、シェラトン都ホテル東京　プレミアムフロアTHE CLUB デラックス

かつてない感動に出会う。
いま、「TRAIN SUITE 四季島」ならではの旅へ。

旬の素材を味わう、その土地だけの出会い。心づくしの料理がテーブルを彩ります。

乗車前の上質時間を専用ラウンジ
「プロローグ四季島」で。

　旅の起点となる上野駅に、これから「TRAIN SUITE 四季島」の
旅にご出発いただくお客様専用のラウンジ「プロローグ四季島」
があります。洗練されたインテリアと、温かみのある照明デザ
イン。これから始まる感動体験を予感させる、深い落ち着きに
満ちあふれています。お客様はここでおくつろぎいただき、い
よいよ乗車です。

港町が育んだ豪商の粋にふれる

　江戸時代半ばから明治時代中期にかけ北前船の寄港地とな
り、港町として大きく発展した新潟。廻船問屋や商人たちが財
を成し、訪れる人々を迎えるための料亭や芸妓といった「おもて
なし」の文化も作り上げら
れていきました。ツアー
では、新潟三大財閥のひ
とつと言われた齋藤家ゆ
かりの地を訪れます。

上野「中国意境菜 白燕（バイエン）」

　乗車１日目の昼食は、上野の中華料理店、中国意境菜 白燕。
舌だけでなく目でも楽しい中華料理を、本場香港や北京で修業
を積んだ白岩シェフが提供いたします。「スペシャリテのリンゴア
メから始まり、日本の豊かな食材と本場で学んだ
技術を駆使して、どこか懐かしく、かつ中国を感
じていただけるような料理を提供し、happyな旅
の幕開けとなれば嬉しく思います」と白岩シェフ。
新鮮な素材の厳選から盛り付けの見た目まで、
こだわり抜いた一皿をご堪能ください。

「TRAIN SUITE 四季島」
お食事のご案内　（車内・2日目夕食）

　「TRAIN SUITE 四季島」でご提供するお食事は、日本人として
初めてフランスでミシュラン一つ星を獲得し、2008年北海道洞爺
湖サミットでは総料理長を務めた中村勝宏氏と、2019年3月まで
「四季島」の総料理長を務めた岩崎均氏が監修をいたします。ま
た、池内英治氏が総料理長として、各地で採れた旬の食材を使い、
「TRAIN SUITE 四季島」の車内でその腕を振るいます。線路の心
地よい響き、車窓を流れる風景が、ひときわ優雅な食事の時間
を演出します。

中村勝宏
Katsuhiro Nakamura

総監修

池内英治
Eiji Ikeuchi

総料理長

Day2
07：30出発K上野駅
■お車にて上野駅へ。出発前
は専用ラウンジ「プロローグ
四季島」でお過ごしください。
09：10頃出発D
■上野駅より「四季島」に乗車。
■車内にて｢中国意境菜 白燕｣
白岩勝也によるランチ。
14：40頃到着
■新津駅に到着。北前船の寄
港地として発展した新潟の三
大財閥に数えられる、齋藤
家ゆかりの地を訪問。大正7
（1918）年建造の●「旧齋藤
家別邸」を訪れ、優れた工
匠の技術や美しい庭園に残
るその繁栄ぶりを、案内付
きでご見学いただきます。
17：30頃出発D
■新津駅発。
■｢TRAIN SUITE 四季島｣の
総料理長 池内英治による東
日本の食材を存分に味わえ
るフレンチディナーをご提
供いたします。車内での特
別なひとときをお過ごしくだ
さい。  （車内泊）ahy

Day1
■各地より東京へ
※新大阪駅12：00～13：00発
�D東京駅14：30～15：30着
※名古屋駅13：00～14：00発
�D東京駅14：45～15：45着
　新幹線グリーン車にて東京
駅へ。

　東京駅到着後、お車にてシェ
ラトン都ホテル東京へ。
※福岡空港12：00～13：30発
H羽田空港13：30～15：00着
　ANAプレミアムクラスまた
はJALファーストクラスにて
羽田空港へ。

　羽田空港到着後、お車にて
シェラトン都ホテル東京。
■シェラトン都ホテル東京に
チェックイン。
■夕刻、●東京都庭園美術館の
見学。夕食は、庭園美術館
の 正 門 横 に あ るTEIEN 
Restaurant comodo（庭園
レストラン コモド）にて。　
（シェラトン都ホテル東京泊）

ssy

4月14日（金）

4月15日（土）

写真提供：JR東日本（上2点）

写真提供：JR東日本（囲み内すべて）

庭園美術館のアートに触れた余韻をその
ままに食事を楽しめるのが、庭園美術館
内に佇むレストラン「TEIEN Restaurant 
comodo（庭園レストラン コモド）」。全面
ガラス張りのレストランからは、ディナー
タイムになると、ライトアップされた幻想
的な庭園の様子も楽しめます。このたび
は、レストランを貸切って、四季島乗車
の皆様だけの空間にご案内いたします。

TEIEN Restaurant comodo（庭園レストラン コモド）のディナー

（イメージ）（イメージ）

池内総料理長（イメージ）

旧齋藤家別邸　写真提供：JR東日本（上2点）
写真提供：JR東日本（上2点）

写真提供：TEIEN Restaurant comodo（上2点）

写真提供：シェラトン都ホテル東京（上3点）

プレミアムフロア宿泊者のみが利用できるラウンジ

プレミアムフロアTHE CLUB デラックス（イメージ）

初日は「シェラトン都ホテル東京」に宿泊

白岩勝也シェフ（上）／創造性溢れる中華で評判の中国意境菜 白燕（バイエン）

ガラス張りのレストランが特徴的な「庭園レストラン コモド」 「庭園レストラン コモド」のお料理（イメージ）
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山梨「フレンチダイニング竜」
　フレンチダイニング竜は、旧市長宅を改修して、館内から四季折々の枯山水の庭
園を眺めることができるお座敷に、テーブルでの対応としたレストラン。各お席か
ら日本庭園を望むゆったりとしたお座敷で、地元山梨の野菜や食材を使った洋朝食
をお召し上がりいただきます。和の空間で洋を召し上がっていただくマリアージュを
コンセプトとして、甲州の地の恵みをマイルドクラッシック風にアレンジ。フレンチ
の技法の中に、より日本らしさを感じるエッセンスを込め、「TRAIN SUITE 四季島」だ
けの特別な朝をゆったりとご堪能ください。

日本ワインの歴史を創った山梨のテロワール

　ぶどうの郷、山梨。明治の文明開化の折には
ワイン醸造用のぶどう栽培も奨励され、日本のワ
イン産業発祥の地でもあります。そして今、山梨
は「日本ワイン」の一大産地として成長を続け、
近年では国内外のワインコンクールでも入賞する
など、世界でも評価されています。ツアーでは
勝沼のワイナリーを訪れ、「日本ワイン」を生み出
してきた歴史や「甲州」というテロワールにこだわ
る造り手の誇りにふれていただきます。
※ツアーでは、「中央葡萄酒」、「勝沼醸造」、「丸藤
葡萄酒」のいずれかを訪れます。

山梨「割鮮 岡」

　車内にて「割鮮 岡」岡 雅也による昼食。地元山梨の新鮮な食材に丁寧なひと手間を加え、
さらに美味しく引き立てる、こだわりが込められた「岡」の日本料理をお楽しみください。

Day3
07：30頃到着
■塩山駅に到着。列車を降り、
山梨「フレンチダイニング
竜」廣瀬竜一による朝食。日
本庭園を望むゆったりしたお
座敷で、山梨の食材を使っ
た洋朝食をお召し上がりくだ
さい。
■勝沼のワイナリーを訪れ、
「日本ワイン」を生み出して
きた歴史や「甲州」というテ
ロワールにこだわる造り手の
誇りに触れていただきます。

12：00頃出発D
■塩山駅発。
■車内にて、「割鮮 岡」岡 雅也
による昼食。こだわりの込
められた日本料理をお楽し
みください。

16：50頃到着
■上野駅に到着。「プロローグ
四季島」にてフェアウエル
パーテイ－。

17：50頃
■お車にて、東京駅または羽田
空港へ。
※東京駅より新幹線グリーン車
にて名古屋・新大阪駅へ。
※東京駅18：50～19：30出発
※名古屋駅20：31～21：11到着
※新大阪駅21：23～22：03到着

※羽田空港より、ANAプレミ
アムクラスまたはJALファー
ストクラスにて福岡空港へ。
※羽田空港19：30～20：00出発
※福岡空港21：20～21：45着

ahs

ご出発日とご旅行代金

「TRAIN SUITE 四季島」客室タイプ

四季島スイート
（メゾネットタイプ）1室

デラックススイート
（フラットタイプ）1室

スイート　15室

旅行代金（お1人様）

￥775,000
￥735,000
￥725,000
￥695,000
￥725,000
￥685,000
￥675,000
￥645,000
￥615,000
￥575,000
￥565,000
￥535,000

―
―
―
―
―
―
―
―

￥370,000
￥370,000
￥370,000
￥370,000

1名室利用追加代金2名様 1室利用発着地

ご注意
■最少催行人数 ： 28名様　■食事 ： 朝食2回、昼食2回、夕食2回
■添乗員 ： 1日目のシェラトン都ホテル東京ご出発時から3日目の上野駅ご到着時まで同行します。
■利用予定バス会社 ： 越佐観光バス、富士急バス、又は同等クラス

2023年4月14日（金）出発　【2泊3日の旅】

4月16日（日）

福岡発

新大阪発

名古屋発
東京発

（シェラトン都ホテル東京）
福岡発

新大阪発

名古屋発
東京発

（シェラトン都ホテル東京）
福岡発

新大阪発

名古屋発
東京発

（シェラトン都ホテル東京）

ご利用に際して　お申し込みの前にかならずご一読ください。
【お申込みについて】
■ご旅行のご参加は出発時に中学生以上のお客様とさせていただきます。　■20歳未満のお客様のみでのご参加は、保護者の同意が必要です。
■妊娠中の方、補助犬をお連れの方など、特別なお手伝いを必要とするお客様はその旨を旅行のお申込み時にお知らせください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じさせていただ
きます。なお、この場合、利用機関等の求めにより医師の判断書を提出していただく場合がございます。また、現地事情や輪送機関等の状況などにより、ご旅行の安全かつ円滑な
実施のために、同伴者または介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただ
く場合がございます。その際、お申出の時期によっては、取消料が必要となる場合がございます。
■商用目的の取材や撮影の場合は、必ず事前にお申し出ください。内容によってはお断りする場合もございます。

【車両および客室について】
■スイートの客室番号・号車の指定はお受けいたしかねます。バリアフリー対応のお部屋になる場合がございます。　■他のお客様との相部屋はお受けできません。1名様でご利用の
場合は1名様1室利用のご旅行代金が適用されます。　■客室、共用スペースを含め、車内は禁煙です。お煙草は5号車ラウンジの喫煙室をご利用ください。　■全室シャワー・トイレ
を備えております。四季島スイート、デラックススイートにはバスタブがございます。

【ご旅行の際の服装について】
列車内の共用スペース、各地でのお食事の際は下記の服装のご着用をお願いいたします。
〈男性〉襟付きのシャツ、ポロシャツ、ジャケット、スラックスなどの長ズボン、ジーンズ（色落ちの激しいもの、穴あき、ほつれがあるものなどは除く）など
〈女性〉ブラウス、スカート、スラックスなど
※Ｔシャツ、半ズボン、浴衣、ジャージ、サンダルなどの着用はご遠慮ください。

写真提供：JR東日本（上記、フレンチダイニング竜）

写真提供：JR東日本

「割鮮 岡」岡 雅也
美味求真。只々真っ直ぐに本物
の美味しさを追求する。この言
葉と向き合い28年の歳月が経ち
ました。この度「TRAIN SUITE 
四季島」での調理をさせていただ
ける事、大変嬉しく、そして誇
りに思っております。地元山梨
の食材を、これまで培って来た
日本料理の技術と技で、お客さ
まが笑顔になるようなお料理を
ご提供できるよう務めさせてい
ただきます。旅の最後のご昼食、
お客さまの旅の思い出の１つに
していただけましたら幸いです。お食事（イメージ）　写真提供：JR東日本（3点）

勝沼醸造（上2点）

丸藤葡萄酒

廣瀬竜一シェフ

丸藤葡萄酒　写真提供：JR東日本（4点）

※四季島スイートおよび、デラックススイートは2名室をお2人でご利用いただきます。
※お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。その場合は、1泊目のシェラトン都ホテル
東京では洋室シングルルームとなります。

※新大阪駅・名古屋駅～東京駅の往復は新幹線グリーン車利用となります。
※福岡空港から羽田空港の往復は、ＡＮＡプレミアムクラスまたはJALファーストクラスとなります。

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる
場合があります）。　■お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。その場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく早めにお申し出ください。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。ご注意ください。　■マークの説明　H=航空機　D=列車　
B=バス　K=自動車　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光
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ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面
及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご
確認いただいた上でお申込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する
旅行であり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結す
ることになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする

旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする確定書面（最終旅行
日程表）によります。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金
を受理した時に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した
金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいい
ます。
●取消料について
　※「旅行代金」とは「お支払い対象旅行代金」のことをいい
ます。
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことによ
りいつでも旅行契約を解除することができます。

■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日
帰り旅行にあっては10日目）に当たる日以降～8日目に当た
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって7日目に当たる日以降～前々日に当
たる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の前日
……旅行代金の40％
■旅行開始日の当日（旅行開始前）……旅行代金の50％
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之


