
北斗星を代表するこの部屋は、ビデオ、オーディオ、
シャワールーム、洗面台、トイレなどを完備。ウェル
カムドリンク、モーニングコーヒー、朝刊サービスの
ほか、インターフォンで食堂車のルームサービスも受
けられます。補助ベッドで２人用個室（ダブルベッ
ド）としてもご利用いただけます。

「ロイヤル」と並んで北斗星を代表するこの部屋は、
上下2段式ベッドとライティングデスクなどを完備。
下段ベッドを起こすと、テーブル付のソファーをご利
用いただけます。上段ベッドの窓からは、車窓を眺め
ることができます。

東日本エリアマップから選べ
る観光スポット・イベント情
報！

各地のイベント・祭り

青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城
| 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 |
千葉 | 埼玉 | 神奈川 | 東京 |
新潟 | 山梨 | 長野 | 富山 | 石川
| 福井 |

旅どきnet > 寝台特急カシオペア > 北斗星

秋の山梨キャンペー
ン開催！

この夏は列車で信
州・長野へ

観光スポット＆グル
メ情報が満載

富岡製糸場と絹産業
遺産群めぐろう！

富士山と構成資産を
探訪しよう！

東日本各地のおすす
めモデルコース！

My Premium 山梨 

Re Resort信州

青森・函館 津軽海峡紀行 

列車で行く！富岡製糸場

中央線で富士山GO！

めぐれーる
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仲良しの２人旅にダンゼンお得な個室。１階室、２階
室とも２つのベッドが平行に並んでいるので横になっ
ておしゃべりを楽しむこともでき、特に２階室からの
星空の眺めは最高です。それぞれのベッドにカーテン
があり着替えなどにも便利です。

プライバシーがしっかり守れる１人用個室「ソロ」。
２段式Ｂ寝台と同じ料金でご利用いただけ、キーロッ
クで女性の１人旅も安心です。

走るレストランともいえる食堂車「グランシャリオ」。
ムーディーな照明や、心のこもったサービスで素敵なディナータイムを演出します。

車窓の景色や、おしゃべりがゆっくりと楽しめるくつ
ろぎスペースです。シャワールーム、自動販売機があ
り、いつでもご利用いただけます。

※デッキ・通路は全て禁煙とさせていただいております。
※食堂車は2012年3月17日より終日禁煙とさせていただいております。



※青森～函館間は進行方向が逆向きになります。
※編成を変更する場合があります。

えきねっとトップ｜ お問い合わせ｜ ご利用にあたって｜ えきねっと利用に関する規約｜ 個人情報の取扱いに関する基本方針｜ サイトマップ
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※このサイトをご覧いただくには、Flash Playerの最新バージョンが必要です。 
ご覧いただけない方は、Adobeのサイトから最新バージョンのFlashPlayerプラグインをダウンロードしてください。

Copyright © Hokkaido Railway Company ALL Rights Reserved.

※平成26年8月1日現在の情報です。
※車両の外観および車内の画像は実際の運転時と異なる場合がございます。

※当コンテンツ内の全ての画像および文章の無断転載・転用を禁止いたします。

北海道と本州を結ぶ寝台特急「北斗星」は、青函トンネ
ル開通と同時にデビューしました。
贅沢な時間が流れる夢空間へ。札幌〜上野間1200kmを
約16時間で結んでいます。
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「北斗星」を代表するこのお部屋は、ビデオ、オーディ
オ、シャワールーム、洗面台、トイレなどを完備。ウエ
ルカムドリンク、モーニングコーヒー、朝刊サービスの
ほか、インターホンで食堂車のルームサービスも受けら
れます。
※2人でご利用の場合は、お1人は補助ベッドになりま
す。

ツインデラッ
クス（A寝台2
人用個室）

上下二段式ベッドの
お部屋で8号車にあ
ります。

1階室、2階室とも並列式のベッド。部屋番号偶数番は2
階、奇数番は1階となります。

二段式B寝台と同じ寝台料金でご利用になれます。
部屋番号偶数番は2階、奇数番は1階となります。ただ
し、5号車は奇数番が2階となります。

ロビーには、TV（VTR）、シャワールーム、自動販売機
を備えています。
シャワールームご利用の際は食堂車でシャワーカード
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(320円)をお買い求めください。

※このサイトをご覧いただくには、Flash Playerの最新バージョンが必要です。 
ご覧いただけない方は、Adobeのサイトから最新バージョンのFlashPlayerプラグインをダウンロードしてください。

設備一覧表

項目
お部屋タイプ

ロイヤル ツインDX デュエット・ソロ B寝台
洗面セット ○ × × ×
バスタオル、バスマット ○ × × ×
フェイスタオル ○ × × ×
浴衣、ハンガー、スリッパ ○ ○ ○ ○
読書灯 × ○ × ○
クローゼット ○ ○ ○ ×
チェア、テーブル ○ ○ × ×
シャワールーム、ドライヤー ○ × × ×
トイレ ○ × × ×
洗面台 ○ × × ×
目覚まし時計 ○ × × ×
BGM放送 ○ ○ ○ ×
TV（ビデオ放送） ○ ○ × ×

Copyright © Hokkaido Railway Company ALL Rights Reserved.

※平成26年8月1日現在の情報です。
※車両の外観および車内の画像は実際の運転時と異なる場合がございます。

※当コンテンツ内の全ての画像および文章の無断転載・転用を禁止いたします。
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グランシャリオ

7号車
走るレストランともいえる食堂車「グランシャリオ」。
ムーディな照明や心のこもったサービスで素敵なディ
ナータイムを演出いたします。
ディナータイム終了後から23時まではパブタイムとな
り、ご予約なしでご利用いただけます。

ディナータイム
列車名 1回目 2回目

北斗星（上り） 18:00〜19:20 19:40〜21:00
北斗星（下り） 19:45〜21:05 ー

※終日禁煙です。

フランス料理コース 7,800円（税込）
（上野発平成26年10月22日〜、札幌発平成26年10
月23日〜）8,500円（税込）
魚・肉を中心とした本格フランス料理をご堪能くださ
い。
＜オードブル＞
帆立貝柱とサーモンのマリネ 紅白仕立て
＜魚料理＞
牡丹海老と白身魚のワイン蒸し 赤ワイン風味のク
リーム
＜肉料理＞
牛フィレ肉のソテー 大地の野菜添え マスタ－ドソー
ス
＜デザート＞
スペシャルガトーとグラスの盛合せ
パン・コーヒー

※上野発平成26年10月22日以降、札幌発平成26年

北斗星懐石御膳 5,500円（税込）
（上野発平成26年10月22日〜、札幌発平成26年10
月23日〜）6,000円（税込）
御飯や料理に「旬の物」を取り入れ季節感を演出いた
します。
＜お造り＞
サーモン、小鯛、蛸、あしらい 
＜口変り＞
華鳥賊焼売、蟹入り松前漬、牛肉彩り巻き、湯葉有馬
煮、手毬サーモン 
＜揚げ物＞
ずわい蟹蓑揚げ、海老団子2色揚げ、アスパラガス天
ぷら 
＜焼き物＞
蟹味噌甲羅焼き、2色パプリカ 
＜煮物＞
豚角煮、鰊、里芋、蓮根、蕗、人参、絹さや 
いくらご飯、お吸い物、季節の和菓子 
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10月23日以降のメニューはこちらをご覧下さい。
朝食 1,650円（税込）
※モーニングタイム／翌朝6:30からご用意しており
ます。

※上野発平成26年10月22日以降、札幌発平成26年
10月23日以降のメニューはこちらをご覧下さい。

※このサイトをご覧いただくには、Flash Playerの最新バージョンが必要です。 
ご覧いただけない方は、Adobeのサイトから最新バージョンのFlashPlayerプラグインをダウンロードしてください。

ルームサービス

A個室（ロイヤル・ツインデラックス）に乗車のお客さまで、懐石御膳を予約されているお客さまには、ご希望に
より1回目のディナータイムに限りお部屋までお届けいたします。ご予約時にお申し付けください。

※上野発平成26年10月22日から、札幌発平成26年10月23日から、ディナーメニュー及び価格が改定となりま
す。

※朝食・パブタイムメニュー以外は、すべて予約制です。
※JR北海道・東日本・西日本・九州のみどりの窓口、旅行センター、主な旅行会社で、寝台券購入時に、また

は寝台券をご提示のうえ、「食事予約券」をお求めください。グランシャリオでの夕食は席に限りがござい
ますので、お早めにお求めください。

※季節により、メニューが変更される場合があります。
※フランス料理コース・北斗星懐石御膳は数に限りがございますので、お早めに予約券をお買い求めくださ

い。
※ 「食事予約券」の発売はご利用日の1ヶ月前から3日前の各日23時までです（ただし発売箇所の営業時間内

に限ります。）

Copyright © Hokkaido Railway Company ALL Rights Reserved.

※平成26年8月1日現在の情報です。
※車両の外観および車内の画像は実際の運転時と異なる場合がございます。

※当コンテンツ内の全ての画像および文章の無断転載・転用を禁止いたします。
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※このサイトをご覧いただくには、Flash Playerの最新バージョンが必要です。 
ご覧いただけない方は、Adobeのサイトから最新バージョンのFlashPlayerプラグインをダウンロードしてください。

※上記の編成は基本編成です。編成変更となる場合があります。
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※当コンテンツ内の全ての画像および文章の無断転載・転用を禁止いたします。
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