
宇都宮 米沢 ☆ 高崎
那須塩原 ☆ 高畠 ☆ 上毛高原 ☆
新白河 ☆ 赤湯 ☆ 越後湯沢
郡山 かみのやま温泉 ☆ 浦佐 ☆
福島 山形 長岡
白石蔵王 ☆ 天童 ☆ 燕三条 ☆
仙台 さくらんぼ東根 ☆ 新潟
古川 ☆ 村山 ☆ 安中榛名 ☆

くりこま高原 ☆ 大石田 ☆ 軽井沢
一ノ関 新庄 佐久平 ☆
水沢江刺 ☆ 東京・上野・大宮 秋田 上田 ☆
北上 ☆ 仙台 秋田 長野
新花巻 ☆
盛岡

いわて沼宮内 ☆
二戸 ☆
八戸
盛岡
八戸

東京・上野・大宮

東京・上野・大宮

東京・上野・大宮

東北新幹線 山形・秋田新幹線 上越・長野新幹線

東京・上野・大宮

仙台
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えきねっと会員限定割引きっぷ「えきねっとトクだ値」の設定区間を拡大します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□■■ 商 品 概 要 ■■□ 
【新 幹 線】 普通車指定席用126区間設定（72区間新規設定） 

グリーン車用  36区間設定（新規設定区間なし） 

◇ 利用期間：新規区間は、２０１０年４月１日（木）発車分からのご利用となります 
◇ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前１０時から当日の午前１時４０分まで 
【例】4月 6日乗車分：3月 6日午前 10時～4月 6日午前 1時 40分まで申し込み可能 

◇ 割 引 率：乗車券と特急料金の３０％～１０％引（最多価格帯…１０％引） 
※ご利用日・区間・列車によって割引率は異なります。発売価格は別紙を

参照してください。 
◇ 設定区間〔普通車指定席用（☆は 4月 1日からの追加設定区間）〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010年 5月 5日までの期間限定で「東京・上野・大宮⇔ガーラ湯沢」も
ご利用になれます。 

 
 

ＪＲ東日本では、当社のインターネットＪＲ券申込サービス「えきねっと」の登録会員にご利用い

ただける割引きっぷ「えきねっとトクだ値」の設定区間を 2010年 4月 1日乗車分から拡大いたします。 
「えきねっとトクだ値」は、2007年 4月に東京・仙台間に登場して以来、パソコンや携帯電話で申
し込みができ、駅の指定席券売機で受け取りができるという手軽さから、多くのお客さまにご好評を

いただき、2009年度には延べ 100万人（1月 31日時点）の方にご利用いただいております。 
「えきねっとトクだ値」の設定区間は今回の拡大により、新幹線で普通車指定席用が 126 区間（72
区間を新規設定）、グリーン車用は 36区間となります。 
また、在来線は中央線に茅野および塩尻の設定を追加し、4線区 16区間となります。 
さらに、山形新幹線及び中央線については、トクだ値とあわせて駅レンタカーをＷＥＢで予約する

と駅レンタカーのＳクラス、Ａクラスの時間制基本料金が 20％引きとなるキャンペーン（トクだ値＋
駅レンタカープラン）を実施します。 
ますます便利でおトクなサービスが充実する「えきねっと」をご利用ください。 

 



甲府 水戸 勝浦
小淵沢 勝田 安房鴨川
茅野 ☆ 大甕
上諏訪 常陸多賀
塩尻 ☆ 日立 東京 館山
松本 湯本

いわき

新宿
上野 内房線

東京

中央線 常磐線 外房線

【在来線特急】 普通車指定席用４線区16区間設定（２区間新規設定・２区間廃止） 

◇ 利用期間：２０１０年４月１日から２０１０年６月３０日まで 
◇ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前１０時から当日の午前１時４０分まで 
◇ 割 引 率：乗車券と特急料金の４０％～２０％引 

※ご利用日・区間・列車によって割引率は異なります。発売価格は別紙を

参照してください。 
◇ 設定区間（☆は 4月 1日からの追加設定区間） 
 
 
 
 

 ご利用の少ない「新宿⇔竜王」「東京⇔千倉」設定は 
2010年 3月 31日利用分をもって廃止いたします。 

 
□■■ えきねっとトクだ値＋駅レンタカープランの概要 □■■ 

 
4月 1日から 6月 30日（注 1）まで沿線の観光キャンペーン展開に合わせ、山形新幹線及
び中央線の「トクだ値」をご利用のお客さまが、対象営業所で駅レンタカーのＳ、Ａク

ラス（時間制）をご利用になる場合、基本料金が２０％引となるキャンペーンを実施し

ます。例えばＳクラスを 24時間利用の場合、えきねっと通常基本料金 6,820円が 5,450
円（注 2）になり大変おトクにご利用いただけます。 

 （注 1）4月 29日から 5月 5日を除きます。（注 2）免責補償料は含まれておりません。 

◇キャンペーンフロー 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
＜トクだ値＋駅レンタカープラン・対象営業所＞ 
山形新幹線：米沢・高畠・赤湯・かみのやま温泉・山形・さくらんぼ東根・村山・新庄 
中央線：大月・甲府・小淵沢・茅野・上諏訪・塩尻・松本 
 
☆☆「トクだ値」及び「トクだ値＋駅レンタカープラン」の詳細やご予約方法は「えき
ねっと」（http://jreast.eki-net.com/tokudane/）をご覧ください 

 

「トクだ値」を申し込む（注：えき

ねっとの会員登録が必要です） 

申込完了時に呈示される指定

サイトで駅レンタカーを申し込む

営業所でレンタカー代金をお支

払いください 

「トクだ値」の購入完了画面を印刷

指定のレンタカーページへ遷移 

「トクだ値」利用日から 3日以内の

レンタカー利用が対象となります。 
貸渡時に「トクだ値」の購入

完了画面をご呈示ください 



別紙 4月～6月の主な区間の発売価格・割引率 （ ）内は無割引からのおトク額 
新幹線普通車指定席用（4月 29日～5月 5日利用分は割引率が異なります。） 

宇都宮 3,830 (970) 3 ,350 (1 ,450)
那須塩原 ☆ 4,590 (1 ,160) 4 ,020 (1 ,730)
新白河 ☆ 5,180 (1 ,310) 4 ,540 (1 ,950)
郡山 6,370 (1 ,600) 5 ,570 (2 ,400)
福島 7,380 (1,320) 6,520 (2,180)

白石蔵王 ☆ 8,540 (1,520) 7,530 (2,530)
仙台 8,990 (1,600) 7,930 (2,660)
古川 ☆ 9,990 (1,120) 8,880 (2,230)

くりこま高原 ☆ 10,740 (1,210) 9,550 (2,400)
一ノ関 11,210 (1,260) 9,970 (2,500)
水沢江刺 ☆ 11,400 (1,280) 10,140 (2,540)
北上 ☆ 11,690 (1,310) 10,390 (2,610)
新花巻 ☆ 11,690 (1,310) 10,390 (2,610)
盛岡 12,450 (1,390) 11,070 (2,770)

いわて沼宮内 ☆ 12,920 (1,450) 11,490 (2,880)
二戸 ☆ 13,490 (1,510) 12,000 (3,000)
八戸 13,810 (1,540) 12,280 (3,070)

※宇都宮・那須塩原・新白河・郡山の価格はなすの号利用の場合の価格です。

米沢 ☆ 9,170 (1,030) 8,150 (2,050)
高畠 ☆ 9,360 (1,050) 8,310 (2,100)
赤湯 ☆ 9,630 (1,080) 8,550 (2,160)

かみのやま温泉 ☆ 9,920 (1,110) 8,810 (2,220)
山形 9,920 (1,110) 8,810 (2,220)
天童 ☆ 10,590 (1,180) 9,410 (2,360)

さくらんぼ東根 ☆ 10,780 (1,200) 9,580 (2,400)
村山 ☆ 10,780 (1,200) 9,580 (2,400)
大石田 ☆ 10,780 (1,200) 9,580 (2,400)
新庄 11,250 (1,260) 10,000 (2,510)

高崎 3,830 (970) 3,350 (1,450)
上毛高原 ☆ 4,590 (1,160) 4,020 (1,730)
越後湯沢 5,180 (1,310) 4,540 (1,950)
ガーラ湯沢 5,510 (1 ,390) 4 ,820 (2 ,080)
浦佐 ☆ 6,760 (1,210) 5,970 (2,000)
長岡 7,380 (1,320) 6,520 (2,180)
燕三条 ☆ 7,650 (1,370) 6,760 (2,260)
新潟 8,720 (1,550) 7,690 (2,580)

※ガーラ湯沢設定は2010年5月5日までのご利用となります。

安中榛名 ☆ 4,590 (530) 4,080 (1,040)
軽井沢 5,160 (590) 4,590 (1,160)
佐久平 ☆ 5,540 (630) 4,930 (1,240)
上田 ☆ 5,830 (660) 5,180 (1,310)
長野 7,170 (800) 6,370 (1,600)

割引率

長野新幹線 割引率

平　 日：20％引
土休日：30％引

平　 日：15％引
土休日：25％引

東京

上越新幹線 割引率

東京 秋田

秋田新幹線 割引率

東京

東京発着価格（通常期・大人）
平日 土休日

13,440 12,600

東北新幹線 割引率

山形新幹線

(4,210)
平　 日：20％引
土休日：25％引

東京発着価格（通常期・大人）
平日 土休日

東京

東京

平　 日：20％引（なすの号利用）
           15％引（やまびこ号利用）
土休日：30％引（なすの号利用）
          25％引（やまびこ号利用）

平　 日：15％引
土休日：25％引

平　 日：10％引
土休日：20％引

平　 日：10％引
土休日：20％引

(3,370)

平　 日：10％引
土休日：20％引

平日 土休日

東京発着価格（通常期・大人）

東京発着価格（通常期・大人）
平日 土休日

東京発着価格（通常期・大人）
平日 土休日

 
 
 
 



 
在来線普通車指定席用 

甲府
小淵沢
茅野 ☆
上諏訪
塩尻 ☆
松本

水戸 3,200 (820) 2,800 (1,220)
勝田 3,200 (820) 2,800 (1,220)
大甕 3,840 (970) 2,880 (1,930)

常陸多賀 3,840 (970) 2,880 (1,930)
日立 3,840 (970) 2,880 (1,930)
湯本 5,100 (1,290) 3,830 (2,560)
いわき 5,100 (1,290) 3,830 (2,560)

平　 日：25％引
土休日：40％引

勝浦

全日：30％引

平　 日：20％引
土休日：30％引

平　 日：20％引
土休日：40％引

平　 日：25％引
土休日：35％引

館山

新宿

上野

割引率新宿発着価格（通常期・大人）中央線

(1,220)2,800

東京

外房線

2,390 (1,310)

東京発着価格（通常期・大人）

東京
2,760 (940)

安房鴨川

2,400 (1,620)

3,000 (1,020) 2,400 (1,620)

3,000 (1,020)

常磐線
上野発着価格（通常期・大人）

割引率
平日 土休日

割引率
平日 土休日

内房線
東京発着価格（通常期・大人）

割引率
平日 土休日

平　 日：25％引
土休日：40％引

3,870 (1,680)
4,100 (1,770)

4,690 (2,020)

4,310 (1,870)
4,690 (2,020)

 
 
 
 
 


