
 

 

2 0 1 6 年 １ 月 ５ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

北海道新幹線開業に伴うおトクなきっぷの設定 

および 2016 年３月ダイヤ改正に伴うおトクなきっぷの見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 北海道新幹線開業に伴うおトクなきっぷの設定について 

JR 東日本では、北海道新幹線の開業に合わせ、インターネットでご予約いただける「えきねっと

トクだ値（乗車券つき）」や「モバイル Suica 特急券」を設定いたします。また、三連休にご利用い

ただける「三連休乗車券」をリニューアルし、函館周辺のフリーエリアを拡大した「三連休東日本・

函館パス」を設定します。その他普通列車に乗り放題の「北海道＆東日本パス」のご利用効力等が変

更となります。 

詳細につきましては、別紙１をご覧ください。 

 

○ 新たな訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ「JR East-South Hokkaido Rail Pass」の

設定について 

  訪日外国人旅行者を対象に、JR東日本・JR北海道の共同商品として、東京〜東北～函館～札幌の

ご旅行におトクなフリーパスを新たに発売します。 

  詳細につきましては、別紙２をご覧ください。 

 

○ 2016 年度「週末パス」の設定について 

  関東・甲信越・南東北の週末のご旅行に便利な「週末パス」について、2016 年度の設定が決まり

ましたのでご案内いたします。 

  詳細につきましては、別紙３をご覧ください。 

 

○ 「新幹線回数券」一部設定のリニューアルおよび発売終了について 

  「新幹線回数券」の一部設定についてリニューアルおよび発売を終了させていただきます。 

詳細につきましては、別紙４をご覧ください。 

 

 

2016 年３月 26 日、北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）が開業します。これに合わせ JR

東日本ではインターネットでご予約いただけるおトクなきっぷや、三連休に函館エリアをご利用い

ただける「三連休東日本・函館パス」を設定します。また、訪日外国人旅行者向けにおトクにご利

用いただけるフリーパスを、JR 北海道と共同で新たに設定します。 

更に、2016 年度の「週末パス」の設定が決定しましたのでご案内いたします。 

なお、一部のおトクなきっぷは、設定区間の見直しや発売を終了させていただきます。 



（別紙１） 北海道新幹線開業に伴うおトクなきっぷの設定について                    

 

⑴ 「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」の設定について 

お客さまにご好評をいただいておりますインターネットでご予約

ができる「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗

車券つき）」を北海道新幹線に設定いたします。 

○ 商品概要 

商品名 えきねっとトクだ値（乗車券つき） お先にトクだ値（乗車券つき） 

設定列車 はやぶさ・はやて 

設定区間 東京（都区内）～新函館北斗 等 

割引率 ５％～20％（区間により異なります） 25％～40％（区間により異なります） 

設 備 普通車指定席 

利用開始日 2016年３月 26日から通年 

発売開始日 

2016年２月 26日から通年 

※乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時から

乗車日当日の午前１時 40 分までお

申込みが可能です。 

※発売開始日のさらに 1 週間前から事

前受付（携帯電話を除く）が可能です。 

2016年２月 26日から通年 

※乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時から

乗車日 13日前の午前１時 40 分まで

お申込みが可能です。 

※発売開始日のさらに 1 週間前から事

前受付（携帯電話を除く）が可能で

す。 

その他 

・ご利用には、えきねっと会員登録（無料）が必要です。 

・えきねっと会員限定、列車・席数・区間限定、インターネット予約限定の

きっぷです。 

  

○ 発売額：「新函館北斗」発着の主な区間における発売額（大人：通常期）は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

※ 割引率は、閑散期、繁忙期とも同一となります。 

※ こども価格の設定もあります。 

※ 北海道新幹線新規開業区間への設定の詳細は別表①をご覧ください。 

 

○ その他 

はやぶさ・はやてのグリーン車に設定しております「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お

先にトクだ値（乗車券つき）」につきましては、2016年３月25日の設定をもって終了させていた

だきます。また、一部区間の割引率を見直します。詳細は別表②をご覧ください。 

※ やまびこ（東京～盛岡）の「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券

つき）」は現行どおりです。 

発売額 割引率 おトク額 発売額 割引率 おトク額

東京（都区内） 22,690円 21,550円 5% 1,140円 17,010円 25% 5,680円

仙台（市内） 17,310円 15,560円 10% 1,750円 12,110円 30% 5,200円

盛岡 12,880円 10,940円 15% 1,940円 8,360円 35% 4,520円

新青森 7,260円 5,800円 20% 1,460円 4,350円 40% 2,910円

盛岡 12,880円 10,940円 15% 1,940円 8,360円 35% 4,520円

新青森 7,260円 5,800円 20% 1,460円 4,350円 40% 2,910円
～ 新函館北斗

はやて
普通車指定席

えきねっとトクだ値 お先にトクだ値通常期の
運賃・料金

～ 新函館北斗

設定区間
利用列車

設備

はやぶさ
普通車指定席



⑵ 「モバイルSuica特急券」「スーパーモバイルSuica特急券」の設定について 

おトクで便利な「モバイル Suica特急券」「スーパーモバイル Suica特急券」が北海道新幹線で

もご利用いただけます。 

○ 商品概要 

商品名 
モバイル Suica 特急券 

（モバトク） 

スーパーモバイル Suica特急券 

（スーパーモバトク） 

設定列車 はやぶさ・はやて はやぶさ 

設定区間 東京～新函館北斗等 
東京・上野・大宮～新函館北斗 

仙台～新函館北斗 

割引率 ０％～12％（区間により異なります） 

「モバイル Suica特急券」の発売額

の運賃・料金から 25％・30％引き 

（区間により異なります） 

設 備 
普通車指定席・グリーン車・グランク

ラス（シートのみサービス含む） 
普通車指定席 

利用開始日 2016年３月 26日から通年 

発売開始日 

2016年２月 26日から通年 

※乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時から

乗車日当日発車６分前までお申込み

が可能です。 

※発売開始日のさらに 1 週間前から 

事前予約登録が可能です。 

2016年２月 26日から通年 

※乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時から

乗車日前日の午後 11時 40 分までお

申込みが可能です。 

※事前予約登録はできません。 

その他 

・「モバイル Suica」へのクレジットカード登録（年会費：1,030 円(税込)）

が必要です。なお、モバイル Suica10周年キャンペーンにつき、2016年 1

月 28日～4月 22日にモバイル Suicaに入会された方は、年会費が初年度

無料となります。（ビューカードでの登録の場合は、当面の間、年会費は

無料です。） 

・「スーパーモバイル Suica 特急券」は列車・席数・区間限定です。 

 

○ 発売額：「新函館北斗」発着の主な区間における発売額は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

※ 表中の割引率は、通常期の運賃・料金からの割引率となります。 

※ 「モバイルSuica特急券」「スーパーモバイルSuica特急券」は通年同額の商品です。 

※ 設定区間の詳細は別表③をご覧ください。 

※ こども価格の設定はございません。 

※ 区間により一部お取扱いできない設備があります。 

※ 東京～新青森間の「モバイルSuica特急券」は現行どおりです。 

 

 
「モバイルSuica」について詳しくはホームページをご確認ください。 

http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/index.html 

発売額 割引率 おトク額 発売額 割引率 おトク額

東京 22,690円 20,630円 9% 2,060円 15,460円 31% 7,230円

仙台 17,310円 16,430円 5% 880円 11,490円 33% 5,820円

盛岡 12,880円 12,360円 4% 520円

新青森 7,260円 6,740円 7% 520円

通常期の
運賃・料金

モバイルSuica特急券 スーパーモバイルSuica特急券

はやぶさ・はやて
普通車指定席

～ 新函館北斗

利用列車
設備

設定区間



⑶ 「えきねっと」のサービス内容追加について 

ＪＲ東日本のインターネットＪＲ券申込サービス「えきねっと」は、北海道新幹線

開業を契機に、2016年３月 26日よりＪＲ北海道の北海道新幹線各駅ならびに五稜郭

駅・函館駅での受取りを開始いたします。 

ますます便利になる「えきねっと」をぜひご利用ください。 

 

 

＜「えきねっと」のサービス追加内容＞ 

 

➢ 「えきねっと」で予約したきっぷの受取箇所を追加します！ 

「えきねっと」で予約したきっぷのお受取りがＪＲ北海道の北海道新幹線各駅（「奥津軽

いまべつ駅」「木古内駅」「新函館北斗駅」）ならびに「五稜郭駅」「函館駅」でも可能と

なります。 

※ 2016年３月26日より受取開始となります。 
※ ＪＲ東海等が含まれる予約についてはＪＲ北海道の駅で受取ることはできません。 

 

➢ 「北海道新幹線」が、「えきねっと特典」・「えきねっとポイント」・「シートマップ申込サー

ビス」の対象となります！ 

「北海道新幹線」をえきねっとで予約すると以下の特典が受けられます。 

 インターネットで変更の回数や払戻手数料の優遇が受けられる「えきねっと特典」 

 指定席券売機で受取ると指定券１枚につき30ポイント（75円相当）貯まる「えきねっ

とポイント」 

 お好みの座席が選べる「シートマップ申込サービス」 

※ いずれのサービスも2016年３月26日乗車分より対象となります。 

 

 

 

 

 

〔えきねっとトクだ値、お先にトクだ値、モバイル Suica特急券のご利用で駅レンタカーが割引に！〕 

「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」「モバイル Suica特急券」（「スーパーモバイル Suica

特急券」を含む）で北海道新幹線をご利用いただくと、駅レンタカー（ＳクラスまたはＡクラス）

が割引になるプランを予定しております。詳しくは準備でき次第、「えきねっと」や「モバイル

Suica」のホームページでお知らせいたします。 

 

＜ご注意＞ 

 

 

 

 「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」「モバイルSuica 特急券」「ス

ーパーモバイルSuica 特急券」で新函館北斗以遠（函館・大沼方面）をご利用の際には、新函館北斗

から先の乗車券が別に必要となります。新函館北斗で函館本線（函館・大沼方面）にスムーズにお乗

り換えいただくため、あらかじめ新函館北斗～下車駅間の乗車券をご用意のうえ、ご旅行くださいま

すようお願い申し上げます。 

「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」や「モバイル Suica 特急券」等で新函館北斗以遠（函館・

大沼方面）をご利用のお客さまへ 

「えきねっと」について詳しくはホームページをご確認ください。 

https://www.eki-net.com/top/index.html 



⑷ 「三連休東日本・函館パス」の設定について 

北海道新幹線の開業に合わせ、これまで設定していた「三連休乗車券」の函館エリアを拡大し、

新たに「三連休東日本・函館パス」として発売します。大沼公園や森周辺もフリーエリアに加わり

ましたので、北海道新幹線でどうぞご利用ください。 

 

  ○ 商品概要 

   ➢ 商品名 「三連休東日本・函館パス」 

   ➢ 利用期間および発売期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 発売箇所 フリーエリア内のＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅ

うプラザ、提携販売センターおよび主な旅行会社（一部お取扱いしていない箇所

もあります。）            ※ＪＲ北海道ではお取扱いしておりません。 

➢ 発売価格 大人14,050 円 、小児4,300 円 

➢ 主な効力 フリーエリア内のＪＲ東日本線、ＪＲ北海道線、青い森鉄道線、IGRいわて

銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、伊豆急行線およびえちごトキめき鉄

道線「直江津～新井」間の

普通列車（快速含む）普通

車自由席およびＢＲＴが乗

り降り自由です。新幹線や

特急列車等をご利用の際に

は別に特急券等をお求めく

ださい。 

➢ フリーエリア （右図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連休名 利用期間 
発売期間 

※ご利用期間開始日の前日まで発売 

海の日 ２０１６年  ７月１６日～１８日 ２０１６年  ６月１６日～  ７月１５日 

敬老の日 ２０１６年  ９月１７日～１９日 ２０１６年  ８月１７日～  ９月１６日 

体育の日 ２０１６年１０月  ８日～１０日 ２０１６年  ９月  ８日～１０月 ７日 

天皇誕生日 ２０１６年１２月２３日～２５日 ２０１６年１１月２３日～１２月２２日 

成人の日 ２０１７年  １月  ７日～  ９日 
２０１６年１２月  ７日 

            ～２０１７年  １月  ６日 

春分の日 ２０１７年  ３月１８日～２０日 ２０１７年  ２月１８日～  ３月１７日 



⑸ 「北海道＆東日本パス」（普通列車限定）について 

   ＪＲ東日本線、ＪＲ北海道線等の普通列車（快速含む）の普通車自由席が７日間乗り放題のきっ

ぷ「北海道＆東日本パス」について、発売価格とお取扱いを変更し発売いたします。 

 

  ○ 商品概要 

   ➢ 商品名 「北海道＆東日本パス」（普通列車限定） 

   ➢ 利用期間および発売期間 

設定 利用期間 発売期間 記事 

春季 

２０１６年 ３月 １日～１９日 
２０１６年 ２月２０日 

～３月１３日 
北海道新幹線開業前 

２０１６年 ３月２６日 

～４月２２日 

２０１６年 ２月２６日 

～４月１６日 
北海道新幹線開業後 

夏季 
２０１６年 ７月 １日 

～９月３０日 

２０１６年 ６月２０日 

～９月２４日 
北海道新幹線開業後 

冬季 
２０１６年１２月１０日 

～２０１７年 １月１０日 

２０１６年１２月 １日 

～２０１７年 １月 ４日 
北海道新幹線開業後 

➢ 有効期間 連続する７日間 

➢ 発売箇所   ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅうプラザ・提携販

売センターおよび主な旅行会社、ならびにＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓

口・旅行センター・指定席券売機および主な旅行会社（一部お取扱いしていな

い箇所もあります。） 

➢ 発売価格   北海道新幹線開業前 大人10,290円、小児5,140円 

北海道新幹線開業後 大人10,850円、小児5,420円 

➢ 主な効力 フリーエリアは、新幹線を除いたＪＲ東日本線、ＪＲ北海道線、青い森鉄道

線、ＩＧＲいわて銀河鉄道線、北越急行線の全線とし、フリーエリア内は普

通列車（快速含む）普通車自由席およびＢＲＴが乗り降り自由です。新幹線

や特急列車等をご利用の際には別にご利用区間の乗車券および特急券等が

必要です。 

※ 北海道新幹線開業前は、新青森～函館間内相互発着の場合に限り、別に自由

席特急券をお求めいただくと特急列車の普通車自由席がご利用になれます。 

※ 北海道新幹線開業後は、新青森～新函館北斗間相互発着の場合に限り、別に

特定特急券をお求めいただくと、北海道新幹線の普通車の空いている席をご利

用になれます。なお、普通車指定席（指定席の交付を受ける）やグリーン車・

グランクラスはご利用になれません。（この場合、別に乗車券・特急券等が必

要です。） 

 

⑹ 「大人の休日倶楽部」会員向け商品について 

   「大人の休日倶楽部」割引（*1）で北海道新幹線をご利用いただけます（*2）。なお、「大人の休

日倶楽部パス」等のおトクな会員限定きっぷにつきましては、詳細は決まり次第「大人の休日倶楽

部」会員誌等でご案内いたします。 

（*1）「大人の休日倶楽部」会員は、ＪＲ東日本線・ＪＲ北海道線のきっぷが何回でも５％（ミドル）・30％

（ジパング）割引でご利用いただけます。 

（*2）グランクラスをご利用の際は運賃のみ割引の対象となります。（グランクラス料金・特急料金は割引の

対象となりません。） 



⑺ 北海道新幹線の開業に伴い発売を終了する商品について 

北海道新幹線の開業に伴い、次の商品の発売を終了させていただきます。長らくのご愛顧ありが

とうございました。 

  【発売を終了する商品】 

商品名 発売終了日 ご利用終了日（＊1） 

青函回数券（＊2） ２０１６年３月２１日 ２０１６年３月２１日 

北海道全線フリーきっぷ ２０１６年３月１６日 ２０１６年３月２１日 

みなみ北海道フリーきっぷ ２０１６年３月１８日 ２０１６年３月２１日 

函館フリー乗車券 ２０１６年３月１７日 ２０１６年３月２１日 

札幌フリー乗車券 ２０１６年３月１６日 ２０１６年３月２１日 

  （＊１）北海道新幹線開業は2016年３月26日ですが、2016年３月22日から３月25日までの４日間は

「地上設備最終切替」のため、青函トンネルを通るすべての旅客列車が運休となります。

詳細につきましては、「北海道新幹線設備切替に伴う列車の運休について」（2015年12月

18日プレス資料 http://www.jreast.co.jp/press/2015/20151212.pdf）をご覧ください。 

（＊２）「青函回数券」の未使用券片については、2016年３月22日以降、有効期間内に限り1 枚当

たりの金額を発売箇所にて無手数料で払戻いたします。 

  

http://www.jreast.co.jp/press/2015/20151212.pdf


（別紙２）新たな訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ「JR East-South Hokkaido Rail 

Pass」の設定について 

    

訪日外国人旅行者を対象に、ＪＲ東日本・ＪＲ北海道の共同商品として、東京〜東北～函館～札幌の

ご旅行におトクなフリーパスを発売します。 

 

○ 商品概要 

 ➢ 商品名  「JR East-South Hokkaido Rail Pass」 

 ➢ 利用期間 2016年４月１日～通年 

 ➢ 発売期間 2016年４月１日～通年 

 ➢ 有効期間 発行日から14日間のうちの任意の６日（フレキシブル６日） 

＊発行日とは海外発売の場合はパスへの引換日、国内発売の場合は発売日となります。 

 ➢ 発売価格 海外発売 大人26,000円、小児13,000円 

    国内発売 大人27,000円、小児13,500円 

 ➢ 主な効力 フリーエリア内のＪＲ北海道線、ＪＲ東日本線(BRT含む)、伊豆急行線全線、

東京モノレール線全線、青い森鉄道線全線、IGRいわて銀河鉄道線全線およ

び仙台空港鉄道線全線の特急（新幹線含む）・急行列車・普通列車の普通車

指定席に乗り降り自由です。また、東武相互直通特急「日光号」「スペーシ

ア日光号」「きぬがわ号」「スペーシアきぬがわ号」等の特急列車の普通車

指定席にも乗り降り自由です。※ 道南いさりび鉄道はご乗車いただけません。 

 ➢ フリーエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本商品の購入資格、効力、引換・発売箇所等の詳細は、別添のプレスリリース（「JR East-

South Hokkaido Rail Pass」の発売について）をご参照ください。 



（別紙３）2016年度「週末パス」の設定について                          

 

関東・甲信越・南東北の週末のご旅行に便利な「週末パス」につきまして、2016年度の設定が決まり

ました。週末のご旅行にどうぞご利用ください。 

 

 ○ 商品概要 

  ➢ 商品名  「週末パス」 

  ➢ 利用期間 2017年３月26 日までの土休日の連続する２日間 

※ ４月27 日～５月６日、８月11 日～20 日、12 月28 日～１月６日の期間

はご利用になれません。 

  ➢ 発売期間 2017年３月24 日まで 

※ 有効期間開始日の１ヶ月前から前日までの発売です。 

（例）2016年４月２日ご利用開始分は 

2016 年３月２日から2016 年４月１日までの発売です。 

➢ 発売箇所 フリーエリア内の ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・び 

ゅうプラザ・提携販売センターおよび主な旅行会社（一部お取扱いしていない箇

所もあります。） 

➢ 発売価格 大人 8,730 円、小児2,560 円 

➢ 主な効力 フリーエリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席が乗り降り自由です。

新幹線や特急列車等をご利用の際には別に特急券等をお求めください。 

➢ フリーエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別紙４）「新幹線回数券」一部設定のリニューアルおよび発売終了について                                        

  

 ⑴ 「こまち４枚回数券（普通車）」の設定について 

   秋田新幹線に設定している「新幹線回数券（普通車）」（６枚つづり）をリニューアルし、新たに

「こまち４枚回数券（普通車）」として発売します。秋田新幹線「こまち」がご利用いただける乗

車券と指定席特急券がセットになった４枚つづりの回数券です。秋田周辺（男鹿・八郎潟・羽後本

荘）エリアと大曲周辺（横手・湯沢）エリアからご利用いただける便利な回数券です。 

 

  ○ 商品概要 

   ➢ 商品名 「こまち４枚回数券（普通車）」 

   ➢ 利用期間 2016年３月26日～通年 

   ➢ 発売期間 2016年３月26日～通年 

   ➢ 発売箇所 ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅうプラザ・提携販

売センターおよび主な旅行会社（一部お取扱いしていない箇所もあります。） 

   ➢ 設定区間・発売価格 ※ 小児の設定はございません。 

設定区間 発売価格 （参考：1枚当たり発売額） 

東京（都区内）⇔ 

男鹿・八郎潟～秋田～羽後本荘・湯沢 
57,040円 14,260円 

仙台（市内）⇔ 

男鹿・八郎潟～秋田～羽後本荘・湯沢 
35,240円 8,810円 

   ➢ 主な効力 秋田新幹線「こまち」の普通車指定席がご利用いただけます。 

 

○ 「新幹線回数券（普通車）」（東京(都区内)⇔秋田）（仙台(市内)⇔秋田）の発売終了について 

「新幹線回数券」（普通車、６枚つづり）の秋田新幹線「東京（都区内）⇔秋田」および「仙

台（市内）⇔秋田」設定は2016年３月25日をもって発売を終了します。 

※ 既にお求めいただいた本回数券は有効期間内でしたら2016年３月26日以降もそのままご利用

いただけます。 

 

 ⑵ 「新幹線回数券（グリーン車）」（６枚つづり）の発売終了について 

   「新幹線回数券（グリーン車）」（６枚つづり）については、ご利用僅少につき、発売を終了させ

ていただきます。長らくのご愛顧ありがとうございました。 

   【発売を終了する商品】 

商品名 設定区間 発売終了日 

「新幹線回数券（グリーン車）」 

（６枚つづり） 

東京（都区内） ⇔ 仙台（市内） ２０１６年３月２５日 

東京（都区内） ⇔ 新 潟 ２０１６年３月２５日 

東京（都区内） ⇔ 軽 井 沢 ２０１６年３月２５日 

※ 既にお求めいただいた本回数券は有効期間内でしたら2016年３月26日以降もそのままご利用

いただけます。  

 



 

  ●普通車指定席

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

東京 18,100円 14,290円 20,270円 16,000円 21,550円 17,010円

上野 17,900円 14,130円 20,070円 15,840円 21,350円 16,850円

大宮 17,400円 13,740円 19,260円 15,210円 20,640円 16,290円

えきねっとトクだ値

（10%割引）

お先にトクだ値

（30%割引）

えきねっとトクだ値

（10%割引）

お先にトクだ値

（30%割引）

えきねっとトクだ値

（10%割引）

お先にトクだ値

（30%割引）

仙台 11,800円 9,170円 13,970円 10,860円 15,560円 12,110円

古川 - - - - 14,980円 11,650円

くりこま高原 - - - - 14,110円 10,980円

一ノ関 - - - - 13,520円 10,520円

水沢江刺 - - - - 13,240円 10,300円

北上 - - - - 13,040円 10,140円

新花巻 - - - - 13,040円 10,140円

えきねっとトクだ値

（15%割引）

お先にトクだ値

（35%割引）

えきねっとトクだ値

（15%割引）

お先にトクだ値

（35%割引）

えきねっとトクだ値

（15%割引）

お先にトクだ値

（35%割引）

盛岡 6,920円 5,300円 9,520円 7,280円 10,940円 8,360円

いわて沼宮内（*1） 6,650円 5,090円 9,240円 7,070円 10,480円 8,010円

二戸 6,010円 4,590円 8,600円 6,580円 10,200円 7,800円

八戸 5,090円 3,900円 7,410円 5,670円 8,920円 6,820円

七戸十和田 3,600円 2,750円 5,930円 4,530円 7,540円 5,760円

（*1）はやては除く。

えきねっとトクだ値

（20%割引）

お先にトクだ値

（40%割引）

えきねっとトクだ値

（20%割引）

お先にトクだ値

（40%割引）

えきねっとトクだ値

（20%割引）

お先にトクだ値

（40%割引）

新青森 2,590円 1,940円 4,370円 3,280円 5,800円 4,350円

奥津軽いまべつ - - 3,160円 2,370円 4,370円 3,280円

木古内 3,160円 2,370円 - - 2,590円 1,940円

※　「-」の区間は設定がありません。
※　上記は定期列車における設定区間（対象列車停車駅）です。

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ はやぶさ はやぶさ

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ はやぶさ はやぶさ

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて

はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて

「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」価格表 別表①

（大人・通常期の場合）

北海道新幹線開業に伴い開業区間へ新規に設定する「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」は以下の

通りとなります。



 

 

 

  

【新規設定区間】

●普通車指定席

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

えきねっとトクだ値

（5%割引）

お先にトクだ値

（25%割引）

古川 11,140円 8,800円 10,940円 8,640円 10,730円 8,470円

くりこま高原 12,050円 9,510円 11,850円 9,360円 11,040円 8,720円

一ノ関 12,560円 9,910円 12,360円 9,760円 11,850円 9,360円

水沢江刺 12,770円 10,080円 12,570円 9,930円 12,050円 9,520円

北上 13,070円 10,320円 12,870円 10,170円 12,360円 9,760円

新花巻 13,070円 10,320円 12,870円 10,170円 12,570円 9,930円

【割引率変更区間】

●普通車指定席

えきねっとトクだ値

（10%割引）

お先にトクだ値

（30%割引）

新青森 5,500円 4,280円

はやぶさ・はやて

大宮東京 上野

はやぶさ はやぶさ はやぶさ

盛岡

「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」価格表 別表②

2016年３月26日ダイヤ改正より、新規設定および割引率を変更する「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つ

き）」の区間は以下の通りとなります。

（大人・通常期の場合）

（大人・通常期の場合）

※  はやぶさ・はやてのグリーン車に設定しております「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」

につきましては、2016年３月25日乗車分の設定をもって終了させていただきます。

※  やまびこ（東京～盛岡）の「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」「お先にトクだ値（乗車券つき）」は現行どおりです。



「モバイル Suica 特急券」「スーパーモバイル Suica 特急券」 価格表 

 

北海道新幹線開業に伴い開業区間へ新規に設定する「モバイル Suica 特急券」「スーパーモバイル

Suica特急券」は以下の通りとなります。 

 

【モバイル Suica特急券】                            （単位：円） 

 

 

 

 

 

※網掛けの区間につきましては、普通車の空いている席のご利用となります。 

 

 

 

 

 

 

※「‐」の区間は設定がありません。 

 

 

 

 

 

※「‐」の区間は設定がありません。 

 

 

 

 

 

※「‐」の区間は設定がありません。 

 

【スーパーモバイル Suica特急券】                        （単位：円） 

 

 

 

別表③ 

■モバイルSuica特急券（普通車指定席用）

東京 上野 大宮 小山 宇都宮 那須塩原 新白河 郡山 福島 白石蔵王 仙台 古川
くりこま
高原

一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻 盛岡
いわて
沼宮内

二戸 八戸 七戸十和田 新青森
奥津軽
いまべつ

木古内

奥津軽
いまべつ

木古内

新函館
北斗

17,070 16,860 16,340

18,49019,09019,300

19,900

15,960 15,960 15,600 15,420 14,550 13,690 10,47011,54012,25013,470 10,250 9,930 9,600 9,280 7,640 7,320 6,560 2,0503,7305,490

17,23017,89018,200 16,52016,69017,230 12,97013,29014,26014,65016,190 10,36010,69012,11012,11012,430 2,9404,9606,4708,2109,610

20,42020,630 18,36018,66019,33019,620 15,93016,43017,65017,82017,820 13,88013,88014,10014,42014,960 2,0504,9606,7408,3609,99011,49011,82012,360

■スーパーモバイルSuica特急券（普通車指定席用）

東京 上野 大宮 仙台

新函館
北斗

15,460 15,300 14,910 11,490

■モバイルSuica特急券（グリーン車用）

東京 上野 大宮 小山 宇都宮 那須塩原 新白河 郡山 福島 白石蔵王 仙台 古川
くりこま
高原

一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻 盛岡
いわて
沼宮内

二戸 八戸 七戸十和田 新青森
奥津軽
いまべつ

木古内

奥津軽
いまべつ

木古内

新函館
北斗

21,35021,350

16,30016,63017,170 9,49019,94020,26020,80022,79024,51024,68024,68025,22026,19026,48026,76028,310

14,420 -7,71018,27018,810 15,17015,50023,05023,38023,550 19,13025,06025,35026,980

14,30014,62021,73023,280 14,84016,93023,490 18,86019,08019,94020,81020,990 17,640 9,90010,66010,98013,65013,970 -6,0407,800

27,190 24,09024,090 21,12021,510 17,95017,950 10,25011,990

28,520 25,520 23,290 19,72019,720 12,14013,770

24,750

-7,710

■モバイルSuica特急券（グランクラス用）

東京 上野 大宮 小山 宇都宮 那須塩原 新白河 郡山 福島 白石蔵王 仙台 古川
くりこま
高原

一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻 盛岡
いわて
沼宮内

二戸 八戸 七戸十和田 新青森
奥津軽
いまべつ

木古内

奥津軽
いまべつ

木古内

新函館
北斗

24,520 -12,85014,63028,16028,480 24,85025,390

12,85026,490

32,90032,900 29,020

22,64023,39023,72031,60031,770

32,730

21,87027,080 22,52022,84023,06025,15029,57029,570 27,30028,16029,95031,50031,710 29,03029,210

32,97033,28033,570

25,860 22,190 -14,26016,02018,12018,88019,200

35,20035,410 32,310 29,730 26,17026,17032,310 27,03027,35029,340 -18,47020,210

34,41034,700 33,44033,740 31,01031,510

31,270

34,98036,53036,740 27,94027,940 20,36021,990

■モバイルSuica特急券（グランクラスシート用）

東京 上野 大宮 小山 宇都宮 那須塩原 新白河 郡山 福島 白石蔵王 仙台 古川
くりこま
高原

一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻 盛岡
いわて
沼宮内

二戸 八戸 七戸十和田 新青森
奥津軽
いまべつ

木古内

20,42020,75024,06024,38024,92026,91028,63028,80028,80029,340
新函館
北斗

30,31030,60030,88032,430

22,39022,930 19,29019,62022,07022,07027,17027,50027,670 23,250

14,02014,78015,10022,98023,20024,060 -10,16018,42018,74018,96021,050 17,77018,09024,930 11,920
奥津軽
いまべつ

25,47025,47025,85027,40027,610

28,87029,18029,47031,10031,310木古内 28,21028,210

32,640 29,640 -10,80012,58016,26017,890

25,240 18,540 -10,800

23,84023,840

14,37016,110

21,290

25,630

27,410

25,110 21,760



【別添】 

 

2 0 1 6 年 1 月 5 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

「JR East-South Hokkaido Rail Pass」の発売について 
～北海道新幹線でおトクに周遊できる訪日旅行者向け商品を発売します！～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇ 商 品 名   JR East-South Hokkaido Rail Pass 

◇ 利 用 期 間   2016年 4月 1日（金）～通年 

◇ 発 売 期 間   2016年 4月 1日（金）～通年 

◇ 有 効 期 間   発行日から 14 日間のうちの任意の 6 日（フレキシブル 6 日） 

    ＊発行日とは、海外発売の場合は引換日、国内発売の場合は発売日となります。 

◇ 発 売 箇 所   国内発売…国内の発売箇所にて発売 

海外発売…海外の旅行会社、旅行代理店にて引換証を購入、国内の引換箇所にて引換 

※詳しくは、別紙をご覧ください。 

◇ 発 売 価 格   海外発売  大人（12歳以上） 26,000 円、小児（6歳～11歳） 13,000 円 
国内発売  大人（12歳以上） 27,000 円、小児（6歳～11歳） 13,500円 

◇ 主 な 効 力  フリーエリア内のＪＲ北海道線、ＪＲ東日本線(BRT含む)、伊豆急行線全線、東京モノレー

ル線全線、青い森鉄道線全線、IGR いわて銀河鉄道線全線及び仙台空港鉄道線全線の

特急（新幹線含む）・急行列車・普通列車の普通車指定席に乗り降り自由です。また、東

武相互直通特急「日光号」「スペーシア日光号」「きぬがわ号」「スペーシアきぬがわ号」

等の特急列車の普通車指定席にも乗り降り自由です。 

※道南いさりび鉄道はご乗車いただけません。 

◇ 購 入 資 格   日本国以外のパスポートを所持している外国籍のお客さま（日本滞在日数が 90 日以内

の短期滞在者）のみを対象とし、引換・購入時にパスポートにて確認させていただきま

す。  

JR北海道、JR東日本では、北海道新幹線の開業に合わせ、訪日外国人旅行者に広域周遊旅行をお楽
しみいただくため、両社エリアをおトクにご旅行いただけるフリーパス「JR East-South Hokkaido Rail Pass」を
発売いたします。この商品は、札幌、函館、新千歳空港を含む南北海道エリア及び東北地方を含む東日本
エリアの新幹線及び特急列車等がご利用いただけます。 
今後とも、より多くの外国人のお客さまにご旅行をお楽しみいただけるよう、地域と一体となった広域観光

ルートの PRに一層努めてまいります。 



 別紙  

 

■「JR East-South Hokkaido Rail Pass」の引換・発売箇所 

１  引換証発売箇所 

  「ジャパン・レール・パス」等の訪日外国人旅行者向け商品を発売している海外の旅行会社・旅行代理店 

  等 

 

２  引換・発売箇所 

   【ＪＲ北海道エリア】 

 引換 発売 

JR Information Desk(外国人デスク) 

（札幌駅・新千歳空港駅） 
○ ○ 

駅（新函館北斗駅・登別駅） ○ ○ 

ツインクルプラザ（札幌駅・函館駅） 〇 ○ 

 

   【ＪＲ東日本エリア】 

 引換 発売 

JR EAST Travel Service Center 

（成田空港駅・空港第２ビル駅・東京モノレール羽田空港国際線ビル駅・東京駅・

新宿駅） 

○ ○ 

駅（成田空港・空港第２ビル） ○ ○ 

びゅうプラザ 

（横浜駅・水戸駅・福島駅・仙台駅・山形駅・盛岡駅・八戸駅・新青森駅・秋田駅） 
○ ○ 

びゅうプラザ（品川駅・渋谷駅・池袋駅(西口)・上野駅） × ○ 

インフォメーションセンター等 

（品川駅総合案内カウンター・渋谷駅インフォメーションセンター・新宿駅（東口）イ

ンフォメーションセンター・池袋駅インフォメーションセンター・上野駅（中央口）総合

案内カウンター・仙台空港鉄道線仙台空港駅「JR EAST PASS引換窓口」） 

○ × 
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