2018.3.17～11.25

本パンフレットに記載している内容・情報は、2018 年（平成 30 年）３月現在のものです。

撮影場所：上越妙高－二本木間

撮影場所：直江津－糸魚川間

えちごトキめき鉄道が誇る観光列車「えちごトキめきリゾート 雪月花（せつげっか）」。

国内最大級の展望を確保した車内は、リゾートを冠する名称にふさわしい贅沢なつくりです。

時に荒々しく、時に豊かな恵みをもたらす日本海の絶景、越後富士と称される妙高の雄大な山並み。
大きな車窓を通して、海と山とが迫力をもって迫ってきます。

食事には、地元の旬の食材にこだわったお料理を御用意します。

インテリアの細部にまで新潟にこだわった車両は、何度乗っても新たな発見に出会えるでしょう。

四季明瞭な当地の折々の美しい風景を愛で、そこで採れた食材を最大限に生かした料理をご堪能ください。
佐渡・小木
新潟空港
新潟

日 本 海

日本海の大パノラマ

上越妙高駅へのアクセス
東京から
大阪から
新潟から

トンネルの中の駅

JR 北陸新幹線
（東京～上越妙高）：約 1 時間 50 分

JR 東海道本線・湖西線・北陸本線
（大阪～金沢）・
北陸新幹線
（金沢～上越妙高）：約 3 時間 50 分

筒石

糸魚川

JR 特急
（新潟～上越妙高）
：約 2 時間

焼山

北陸新幹線

火打山

富山

白馬岳

妙高山

妙高山や火打山の風景

金沢
立山

白馬

至 福井・京都・大阪

長岡

柏崎

直江津
高田
上越妙高
二本木

燕三条

上越新幹線
十日町

八海山

二本木駅のスイッチバック

妙高高原

苗場山

越後湯沢

黒姫山

北陸新幹線
長野

至 松本・甲府

至 東京・羽田空港・成田空港

１号車ハイデッキ

１号車客室

１号車は日本海と妙高山側を向くラウンジ形式の座席配置。木目が鮮やかな越後杉と豊
かな実りの黄金色がモチーフ。海と山、変化に富む素晴らしい眺望をお楽しみ頂けます。

国内最大級の大きな窓は、遮熱
性も備え、紫外線透過率0.01％
以下という安心のUVカットガ
ラスです。

全てのお客様にご利用頂ける展
望ハイデッキは、ワイドな眺望
をたっぷりお楽しみ頂けます。

１号車客室

撮影場所：二本木～妙高高原間

運行区間・時刻

2018 年 3 月 17 日現在

上越妙高駅発（午前発便）

11：14着

14：57発

14：46着

糸魚川

直江津
13：10着
14：25発

14：16着

13：57発

糸魚川

筒石

直江津

客室１

定員23名

15：26着

12：29発

上越妙高

16：19発

１号 車

15：41発

12：12着

二本木

妙高高原

※妙高高原駅（赤倉温泉最寄り）でも
下車可能です。ご希望の場合は、ご
予約時にお申し出ください。
※お食事は糸魚川駅発車後ご提供予定
です。
※都合により、筒石駅の停車時間が短
くなる場合がございます。
※4/1～4/22は、高田城百万人観桜会に
併せて、終着駅を上越妙高から高田
まで延長いたします。
（上越妙高でも
下車可。高田駅17：02着）

展望ハイデッキ

10：19発

上越妙高

妙高高原
16：01着

糸魚川駅→上越妙高駅

（全てのお客様にご利用頂けます）

10：35着

11：30発

糸魚川駅発（午後発便）

市振・糸魚川・妙高高原方面

10：54発

二本木

上越妙高駅→糸魚川駅

※妙 高 高 原 駅 で も 乗 車 可 能 で す が、
ビュースポットでの減速や二本木駅
でのミニツアーを一部ご体験いただ
けなくなります。
※なお、妙高高原駅でのご乗車を希望
される場合は、ご予約時にお申し出
ください。
※お食事は二本木駅発車後ご提供予定
です。

撮影場所：二本木～妙高高原間

16：47着

２号 車

日本海 / 妙高山側

お手洗・サニタリー

さくらラウンジ

※お座席の指定はできません。

客室２

定員18名

直江津方面

展望ハイデッキ

（特別料金が必要です）

定員４名

越後杉や安田瓦など地元新潟県産の天然素材をたくさん使用した特別なインテリアで、楽しい旅とお食事を演出します。

２号車客室

お気軽にご利用頂けるゆったり
したさくらラウンジを設置。沿
線の地酒やワインなどをご提供
いたします。

２号車はレストラン・カー形式
の座席配置。大きなテーブルと
ゆったりした座席で、極上の食
堂車体験をどうぞ。

２号車展望ハイデッキ

２号車さくらラウンジ

２号車の先頭部は前面または後方の展望を独占できる展望ハイデッキ（最大定員４名）
。
他にはないダイナミックな車窓が広がります。

お食事 ～ え ち ご を め し あ が れ ～

食材にこだわります 雪月花とは、「四季折々のよい眺め」ですから地元の旬の食材にこだわります。車窓に広がる沿線地域の豊かな山海からの恵みです。

食材の活かし方にもこだわります 車内で提供するオリジナルの食事は、地元食材の良さを知る地元出身の一流シェフや地元老舗割烹が地場産にこだわり、
メニューを考案しました。

上越妙高駅発（午前発便）上越妙高駅→糸魚川駅 ／ 雪コース（フレンチ）
監修

1968年

飯塚隆太氏

RESTAURANT Ryuzu（六本木） オーナーシェフ

新潟県十日町市生まれ。第一ホテル東京ベイ、ホテルザ・マンハッタン等を経て、94年タイユバン・ロブショ

ンの部門シェフに。その後渡仏し、二つ星や三つ星レストランで修業し、帰国後にジョエルロブション氏の系列店で
研鑽を積み2005年に「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」シェフに就任。5年間シェフを勤めミシュラン二つ星へ

と導く。2011年に自らオーナーとなるレストラン「Ryuzu」を六本木に開く。
ミシュランガイド東京・横浜・湘南2012

一つ星獲得

ミシュランガイド東京2016

二つ星獲得

ミシュランガイド東京・横浜・湘南2014

二つ星獲得

ミシュランガイド東京2018

二つ星獲得

ミシュランガイド東京・横浜・湘南2013
ミシュランガイド東京2015

二つ星獲得

調理

二つ星獲得

石塚強氏

ミシュランガイド東京2017

二つ星獲得

HOTEL CENTURY IKAYA（上越市直江津駅前） 料理長

直江津町（現在の上越市）が日本列島横断鉄道建設（現ＪＲ信越本線）の起点となっ
たことから明治19年には旅館業を営むようになり、鉄道開通後の明治30年、現在地
の直江津駅前に進出いたしました。大正2年完成のコロニアル様式の正面玄関は昭和
61年ホテル建設のため取り壊すまでの70年間直江津駅前のシンボルとして映画の舞

写真はイメージです。食材などが変更になる場合がございます。

台になり、林芙美子の小説「放浪記」にも登場いたします。

糸魚川駅発（午後発便）糸魚川駅→上越妙高駅 ／ 月コース（和食）

監修・調理

青木孝夫氏

割烹 鶴来家（新潟県糸魚川市） 五代目

創業は、江戸時代の文化文政の頃といわれ、以来195年の歴史を持つ純
日本料理店です。先祖からの言伝えによれば、鶴の親子が当家の松に舞

い降りたそうで、これは素晴らしい吉兆だとそれ以来「鶴来家」と呼ば
れるようになった、と聞き伝えております。その後明治11年明治天皇北

陸御巡幸の折り、糸魚川においでになられたときにお献立をたてた記録
があります。
（左の写真は平成28年12月以前のものです。）

写真はイメージです。食材などが変更になる場合がございます。

駅弁

名物の駅弁。今ではとても懐かしい「立ち売り」スタイルで山﨑屋が上越妙高駅と直江津駅限定で
販売いたします。

※「立ち売り」は直江津駅ホームの限定となります。
※飲食物の持ち込み制限

調理・販売

車内、途中停車する駅ホームで販

山﨑屋（ホテルハイマート）

（新潟県上越市）

創業明治34年、山﨑屋の駅弁は弁当作りの職人が厳選

売する駅弁を除いては、飲食物の

した食材を使い、一つひとつ丁寧に仕込んだ駅弁です。

持ち込みをご遠慮いただきます。

鱈めしは、
ＪＲ東日本の駅弁味の陣2012大将軍。磯の漁
火は2013副将軍＆郷土賞W受賞。釡ぶた弁当は、2013

「鱈めし」JR東日本 駅弁味の陣2012
駅弁大将軍に選ばれた名物駅弁です。

年に開かれた、当地の駅弁コンテストで最優秀作を受
賞しました。楽しい旅のお供にお連れください。

写真はイメージです。販売商品などが変更になる場合がございます。

協力者

車両設計デザイン統括
川西康之氏

企画・プロデュース
岩佐十良氏

山﨑屋
（ホテルハイマート）

二本木駅でのお出迎えの皆様

高田駅でのお出迎えの皆様
（冬期運行）

受賞歴

SBID 国際デザイン賞公共デザイン部門 最優秀賞（英国デザイン協会主催）／ FDA アジアデザイン賞 銀賞（香港デザイン協会主催）／ DA 10th 国際

デザイン賞 金賞（アメリカ合衆国国際デザイン賞事務局主催）／ウッドデザイン賞 奨励賞 審査委員長賞（公益社団法人国土緑化推進機構など主催）
／グッドデザイン賞 2016
（公益財団法人日本デザイン振興会主催）／ふるさと名品オブ・ザ・イヤー地方創生賞（内閣府、農林水産省、経済産業省後
援）／照明普及賞（一般社団法人照明学会主催）／ 2017 年ローレル賞（鉄道友の会選定）
写真・イメージ図協力：

、岩佐十良

運行予定日

年末年始を除く土日祝日に運行しています。車両整備などの理由で運行しない場合もございます。詳しくはホームページをご覧ください。
※毎月１日に４ヶ月先の月間スケジュールをホームページ上で発表し、予約を受け付けます。１日が土日祝日の場合は、その翌営業日となります。

料金

お一人様

17,500 円 （食事付き／大人・小児同額）

※乗降駅に関わらず一律料金となります。

※２号車展望ハイデッキは、１グループごとに上記金額に加えて別途15,000円（税込み）が必要となります。
なお、展望ハイデッキは２～４名様でのご利用をお願いしております。

※全席ウェルカムドリンク付き（その他のお飲み物は別途料金）

※次のお客様に関しましては、食事なし（6,000円）で御乗車いただけます。
（１）食事を食べられない幼児

（２）往復で御利用となるお客様のうち、片道分の食事のみ希望される方

※車内、途中停車する駅ホームで販売する駅弁を除いては、飲食物の持ち込みをご遠慮いただきます。ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

ご予約について

１．電話でご予約をいただいた時点で「仮予約」となります。ご入金が確認でき次第、「予約完了」となります。（図の①）

２．お支払いは弊社指定口座への振込みによるご入金のみとなります。それ以外のお支払方法での受付はいたしません。「仮予約」後、
ご案内書と振込用紙を発送いたしますので、指定された期日までに料金のお振込みをお願いいたします。（図の②③）
・振込手数料はお客様負担となります。

・支払期限までに入金の確認ができない場合、キャンセル扱いとなります。

３．代金支払証明書がご入金の証明となりますので、大切
に保管してください。

４．入金期間以降のご入金はお受けできません（いかなる
理由でもキャンセル扱いとさせていただきます）。

５．「乗車証」はご予約時にご登録いただいた代表者様に
一括発送いたします。（図の④）

※ご予約は運行日の前日から起算して10日前まで。ただし、

10日前が土日祝日の場合は、その翌日の予約センターの営業日。

①仮予約

お客様

②「ご案内書」の送付

予約センター

③ご入金
④「乗車証」の送付
⑤ご乗車

えちごトキめきリゾート雪月花予約センター

ｔｅｌ．０２５-５４３-８９８８
受 付 時 間 ： 平日 10：00 ～ 17：00

土日祝祭日を除く

撮影場所：能生駅

注意事項
（１）お座席の指定はできません。座席番号は入金確認後に弊社から発送する最終のご案内書にてご確認ください。なお、２号車は２名様以上での御予約とさせていただきます。また、
２号車の４名様掛けボックス座席につきましては、３～４名様単位での御予約を優先して承ります。１名様での御予約は相席をお願いする場合がございますのでご了承ください。
※５名様以上でのお申込みは別途調整いたします。

（２）車内で、車いすに対応するスペースは１台分です。車いすをご利用のお客様は、お申込み時にお知らせください。
（３）列車内は全て禁煙です。

（４）乗車証はお申込時にご登録いただいた代表者様に一括して発送いたします。

（５）御乗車はご本人及びご同行者に限ります。転売行為等の第三者への譲渡はご遠慮ください。

（６）いただいた個人情報は、今後のリゾート列車の運行に必要な場合以外で使用することは一切ございません。
（７）取消料

ア．旅行契約の成立後、お客様のご都合で取り消される場合、お一人様につき下記の取消料をいただきます。イ．お客様の都合により乗車されなかった場合にはご旅行代

金は払戻しをいたしません。不可抗力による列車運行不能となった場合には出発する前までに可能な限りご連絡をし、ご利用されていない旅行代金につきましては返金いたします。
ウ．取消し及び変更が生じた場合には予約センターまでご連絡ください。その場合、
当社旅行約款を準用します。払戻しに関しましては、右記のとおりになります。お
手元に乗車証が郵送されている場合には予約センターまでご返送ください。（送料

はお客様のご負担とさせていただきます。）エ．列車出発後の払戻しにつきまして
は、お受けできませんので予めご了承ください。

（８）お料理の内容は季節により変更となる場合がございます。またアレルギー用の代替

■取消料について

取消料

無料
乗車日の前日から
（２）10日目にあたる日以降の解除（（３）～（６）を除く） 旅行代金の20%
起算してさかのぼる
（３）７日目にあたる日以降の解除（（４）～（６）を除く） 旅行代金の30%

メニューはご用意しておりません。

（９）車内でお召し上がりいただきますお食事は、衛生管理上お持ち帰りは固くお断りし
ております。予めご了承ください。

写真はイメージです。

旅行契約の解除日
（１）11日目にあたる日以前の解除

えちごトキめき鉄道株式会社

（４）旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

（５）旅行開始日の当日の解除（（６）を除く）

旅行代金の50%

（６）旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の100%

〒942-0003 新潟県上越市東町 1 番地 1 新潟県知事登録 2-390 号 （社）全国旅行業協会正会員

