
 
 
 
 

2010 年 10 月 21 日 
東日本旅客鉄道株式会社 

 

東北新幹線新青森開業に伴う「おトクなきっぷ」の一部見直しについて 
 

 

 

 

 

【首都圏発商品】 

○ リニューアルを行う商品 

○青森・函館フリーきっぷ、秋田・大館フリーきっぷ 
・2010 年 12 月 3日までの利用期間をもって発売を終了し、フリーエリアを統合した乗車
券タイプの「北東北・函館フリー乗車券」へリニューアルします。（ご利用の少ない仙台
市内発は廃止します。） 
 
【発売を終了する商品】 

商品名 利用設備 終了日 

青森・函館フリーきっぷ 普通車指定席 
（最終発売日） 
2010年11月27日 

秋田・大館フリーきっぷ 普通車指定席 

2010年 12月3日まで
の利用期間をもって
発売を終了します 2010年11月27日 

 
【新たに発売する商品】 
○北東北・函館フリー乗車券（5日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。フリーエリアでは青い森鉄道線やＪＲバス「みずうみ号」（青
森・新青森～十和田湖間）等もご利用になれます。 
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 

設定区間 発売額 
東京都区内 18,000円 

大宮～川口・戸田公園 17,600円 
横浜市内 

北東北・函館 
フリーエリア 
（別紙） 18,400円 

 

2010年12月4日に、東北新幹線八戸～新青森間が開業することに伴い、八戸～青森間の在来線が青い森鉄

道へ移管されます。これらを踏まえ、おトクなきっぷは地方鉄道と連携を図ってまいります。また、「えき

ねっとトクだ値」、「えきねっと割引」、「モバイルSuica特急券」の設定区間を追加し、ITを活用したお

トクなきっぷを発売します。 

つきましては、以下により一部の「おトクなきっぷ」について見直しを実施いたします。 



【東北発商品】 

１ 発売を終了する商品 

商品名 利用設備 終了日 

ヨーデル＆新幹線 普通車指定席 

（最終発売日） 
東京フリーエリア行き 
2010年11月27日 
仙台フリーエリア行き 
2010年11月28日 

秋田・大館フリーきっぷ 普通車指定席 2010年11月27日 

函館自由席往復きっぷ 普通車自由席 2010年11月30日 

八戸・青森自由席料金回数券 普通車自由席 
仙台・青森回数券 普通車指定席 

2010年12月3日 
までの利用期間 
をもって発売を 
終了します 

2010年11月30日 

 

２ 一部区間の発売を終了する商品 

(1)青函回数券 
2010 年 12 月 3日利用開始分をもって発売を終了します。なお、終了日までに購入された
回数券については、有効期間内にご利用になれます。 

発売を終了する区間 利用設備 
弘前 函館 普通車指定席 

※12月4日利用開始分より、「青森⇔函館間」は「青森・新青森⇔函館間」へリニューアルします。 
(2)青森往復きっぷ 
 2010年11月30日利用開始分をもって発売を終了します。（ご利用は2010年12月3日まで） 

発売を終了する区間 利用設備 
仙台市内 弘前～青森～大湊 普通車指定席 

※12月4日利用開始分より、「盛岡⇒青森間」は「新幹線Ｗきっぷ」へリニューアルします。 

３ リニューアルを行う商品 

(1)はやて東京フリーきっぷ、やまびこ限定東京フリーきっぷ、こまち東京フリーきっぷ 
・2010 年 12 月 3日までの利用期間をもって発売を終了し、週末にご利用いただける乗車券
タイプの「東京週末フリー乗車券」へリニューアルします。 
【発売を終了する商品】 

商品名 利用設備 終了日 

普通車指定席 
はやて東京フリーきっぷ 

グリーン車 
（最終発売日） 
2010年11月27日 

普通車指定席 
やまびこ限定東京フリーきっぷ 

グリーン車 
2010年12月1日 

こまち東京フリーきっぷ 普通車指定席 

2010年 12月3日まで
の利用期間をもって
発売を終了します 

2010年11月27日 

 
 
 



【新たに発売する商品】 
○東京週末フリー乗車券（2日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。連続する土休日及び飛び石連休にご利用になれます。  
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 

設定区間 発売額 
秋田～能代・男鹿・羽後本荘・鷹ノ巣 13,500円 

大曲～湯沢 13,000円 
東大館・大館（新青森経由） 15,000円 
五所川原・弘前～青森～蟹田 14,500円 

七戸十和田 14,000円 
大湊～野辺地～三沢 14,000円 

八戸～鮫 14,000円 
二戸 13,500円 

いわて沼宮内 13,500円 
盛岡 12,500円 
新花巻 12,000円 
北上 12,000円 
水沢江刺 11,500円 
一ノ関 

東京フリーエリア 
（別紙） 

11,000円 
 
(2)仙台フリーきっぷ 
・2010 年 12 月 3日までの利用期間をもって発売を終了し、週末にご利用いただける乗車券
タイプの「仙台週末フリー乗車券」へリニューアルします。 
【発売を終了する商品】 

商品名 利用設備 終了日 

仙台フリーきっぷ 普通車指定席 
2010年 12月3日まで
の利用期間をもって
発売を終了します 

（最終発売日） 
2010年11月30日 

 
【新たに発売する商品】 
○仙台週末フリー乗車券（2日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。連続する土休日及び飛び石連休にご利用になれます。 
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 

設定区間 発売額 
五所川原・弘前～青森～蟹田 8,800円 

七戸十和田 7,400円 
大湊～野辺地～三沢 8,100円 

八戸～鮫 7,100円 
盛岡 4,500円 
秋田 7,400円 
大曲 6,500円 
角館 6,000円 
田沢湖 

仙台フリーエリア 
（別紙） 

5,400円 
 



(3)青森往復きっぷ、弘前往復きっぷ、八戸往復きっぷ、盛岡往復きっぷ 
・2010 年 12 月 3日までの利用期間をもって発売を終了し、回数券タイプの「新幹線Ｗきっ
ぷ」を発売します。 
【発売を終了する商品】 

商品名 利用設備 終了日 

普通車指定席 
（最終発売日） 
2010年11月30日 青森往復きっぷ 

普通車自由席 2010年12月2日 

弘前往復きっぷ 普通車自由席 2010年11月30日 

八戸往復きっぷ 普通車自由席 
青森：2010年12月1日 
弘前：2010年11月30日 

盛岡往復きっぷ 普通車指定席 

2010 年 12 月 3 日まで
の利用期間をもって発
売を終了します 

2010年11月30日 

 
【新たに発売する商品】 
○新幹線Ｗきっぷ（1ヶ月間有効、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は12月4日）より設定します。2枚つづりの回数券
タイプの商品です。お一人での往復や、お二人での片道でご利用になれます。 

設定区間 発売額 1券片あたり 
盛岡 新青森・青森 10,400円 5,200円 
盛岡 弘前 11,600円 5,800円 

八戸～本八戸 新青森・青森 6,000円 3,000円 
八戸～本八戸 弘前 7,000円 3,500円 
七戸十和田 新青森・青森 3,200円 1,600円 

 

(4)函館・大沼フリーきっぷ、札幌・小樽フリーきっぷ 
・2010 年 12 月 3日までの利用期間をもって発売を終了し、乗車券タイプの「函館・大沼フ
リー乗車券」、「札幌・小樽フリー乗車券」及び週末にご利用いただける乗車券タイプの「函
館・大沼週末フリー乗車券」へリニューアルします。（発売の少ない一部区間は発売を終了
します。） 
【発売を終了する商品】 

商品名 利用設備 終了日 

函館・大沼フリーきっぷ 普通車指定席 
（最終発売日） 
2010年11月30日 

札幌・小樽フリーきっぷ 普通車指定席 

2010年 12月3日まで
の利用期間をもって
発売を終了します 2010年11月28日 

 
【新たに発売する商品】 
○函館・大沼フリー乗車券（3日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。 
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 
 
 



設定区間 発売額 
青森 3,300円 
弘前 

函館・大沼 
フリーエリア 4,300円 

○札幌・小樽フリー乗車券（4日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。 
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 

設定区間 発売額 
青森 9,000円 
弘前 

札幌・小樽 
フリーエリア 9,500円 

○函館・大沼週末フリー乗車券（2日間有効、利用制限期間あり、小児半額） 
 2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。往復＋フリータイプ
の乗車券のみの商品です。連続する土休日及び飛び石連休にご利用になれます。 
（新幹線・特急列車等をご利用の場合は、特急券等を別にお買い求めください。） 

設定区間 発売額 
八戸・本八戸 6,000円 
秋田 7,400円 
盛岡 

函館・大沼 
フリーエリア 

7,600円 
 
 
 
 
 

【ＩＴ関連商品】 

○ えきねっとトクだ値、えきねっと割引、モバイルSuica特急券の設定区間追加 

・東北新幹線新青森開業に合わせて「えきねっとトクだ値」、「えきねっと割引」、「モバイル
Suica特急券」の設定区間を追加します。 
(1)えきねっとトクだ値 
 インターネットＪＲ券申込サービス「えきねっと」からの申し込み限定の割引きっぷです。
列車・席数・区間限定ですが、今回追加する区間は通常価格から10～25％割引となります。 
・2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。 

価格（割引率） 
設定区間 種別 

平日 土休日 
東京⇔七戸十和田 14,000円（10％割引） 12,440円（20％割引） 
東京⇔新青森 14,730円（10％割引） 13,090円（20％割引） 
仙台⇔新青森 8,550円（20％割引） 8,010円（25％割引） 
盛岡⇔新青森 

普通車 

4,770円（20％割引） 4,470円（25％割引） 
東京⇔新青森 グリーン車 18,770円（10％割引） 16,680円（20％割引） 
※割引率及び価格は2010年12月4日～12月26日および2011年1月6日～2月28日における通常期の価格

です。年末年始期間の2010年12月27日～2011年1月5日は割引率及び価格が異なります。 

※「上野⇔七戸十和田」「大宮⇔七戸十和田」（普通車のみ）、「上野⇔新青森」「大宮⇔新青森」（普通車・グ

リーン車）の設定もあります。 

 



 (2)えきねっと割引 
「えきねっと」でお申込みいただいたＪＲ東日本の各新幹線指定席特急券を、ＪＲ東日本
の指定席券売機でお受取りいただいた場合に適用される割引です。 
・2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。 
 ※主な区間のえきねっと割引での発売額（普通車・通常期） 

発駅 着駅 指定席特急料金 えきねっと割引額 えきねっと割引 
での発売額 

七戸十和田 6,000円 400円 5,600円 
東京 

新青森 6,500円 400円 6,100円 
七戸十和田 4,610円 300円 4,310円 

仙台 
新青森 4,610円 300円 4,310円 
七戸十和田 3,030円 100円 2,930円 

  盛岡 
新青森 3,030円 100円 2,930円 

(3)モバイルSuica特急券 
 携帯電話でＪＲ東日本の新幹線のきっぷを購入し、チケットレスでご利用になれるサービ
スです。いつでもおトクにお買い求めになれます。 
・2010年12月4日利用開始分（発売は11月4日）より設定します。 
 ※主な区間のモバイルSuica特急券の発売額（普通車） 

 東京 上野 大宮 仙台 盛岡 
七戸十和田 14,200円 14,000円 13,800円 9,200円 4,700円 
新青森 15,000円 14,800円 14,300円 10,000円 5,400円 

 

○ お客さまへのご案内 

・お客さまへのご案内は、駅におけるポスター・パンフレットの掲出、当社ホームページ、   
ＪＲ時刻表への掲載等により行います。 

 
 



 
 

○北東北・函館フリーエリア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○東京フリーエリア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○仙台フリーエリア 

 

【別紙】 


