２０１７年８月２１日
東日本旅客鉄道株式会社

JR 東日本「大人の休日倶楽部」では、秋のご旅行時期に、旅して素敵なプレゼントが当た
る！「旅福 2017」を開催いたします。
「旅福 2017」では、会員限定の４つのキャンペーンをご用意！
例えば、びゅう旅行商品を購入しご応募いただくと、「大人の休日倶楽部」会員誌の連載コ
ラムでご紹介の東日本・北海道の酒蔵から、自慢の銘酒をプレゼントします。
他にも、「新幹線 YEAR」を記念し、JR 東日本・JR 北海道の６つの新幹線にご乗車の上、ご
応募いただくと、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施しま
す。この機会に是非、「大人の休日倶楽部」で秋のご旅行にお出かけください。

１ 酒蔵自慢の銘酒が当たる！キャンペーン
びゅう旅行商品を購入された方の中から抽選で合計 300 名様に、東日本・北海道の酒蔵か
ら自慢の銘酒をプレゼントします。酒蔵は「大人の休日倶楽部」会員誌の連載コラム「酒蔵へよ
うこそ」でも紹介しています。
期

間：2017 年 9 月 13 日（水）～12 月 17 日（日）ご購入分

対象商品：JR 東日本の主な駅のびゅうプラザや予約センター等、又は「大人の休日倶楽
部」会員サイト、
「えきねっと」
「日本の旅・鉄道の旅」にて購入のびゅう旅
行商品（個人型・団体型）
応募方法：
「大人の休日倶楽部」会員サイト（https://jre-ot9.jp/）から、マイページ
にご登録の上（登録無料）、希望商品と必要事項を入力してキャンペーンに応
募
ｴﾝﾄﾘｰ期間：2017 年 9 月 13 日（水）10:00～12 月 17 日（日）23:59
賞

品：ほろ酔い賞

新潟県今代司酒蔵の「今代司」や、宮城県一ノ蔵の

「大和伝」、秋田県秋田清酒の「六舟」等、JR 東日本・JR 北海道
の 12 の蔵元の銘酒（一升）を各 25 名様、計 300 名様にプレゼント

２ 新幹線 YEAR で当たる！キャンペーン
2017 年 JR 東日本の各新幹線はそれぞれの周年記念を迎えました。この新幹線 YEAR を記
念し、「大人の休日倶楽部」割引を利用して、JR 東日本・JR 北海道の各新幹線のきっぷをご購
入の方の中から抽選で、オリジナルグッズをプレゼントします。

さらに、全線全区間を制覇した方には、抽選で 5 組 10 名様だけで貸し切る、特別な「鉄道博
物館ナイトミュージアム」にご招待いたします。
期

間：2017 年 10 月 1 日（日）～12 月 27 日（水）ご購入分

対象商品：下記対象区間の新幹線特急券
①北海道新幹線（新青森～新函館北斗）

②東北新幹線（大宮～新青森）

③秋田新幹線（大宮～秋田）

④山形新幹線（大宮～新庄）

⑤上越新幹線（大宮～新潟）

⑥北陸新幹線（大宮～金沢）

応募方法：①～⑥の対象区間を含む新幹線の特急券を「大人の休日倶楽部」割引で購入。
（北陸新幹線は「大人の休日倶楽部」割引対象外も含まれるため「大人の休
日倶楽部カード」での決済も対象とする）「大人の休日倶楽部」会員サイト
（https://jre-ot9.jp/）から、マイページにご登録の上（登録無料）
、希望
商品と必要事項を入力してキャンペーンに応募。
１区間購入ごとに１回応募できます。６路線すべてに応募すると、自動的に
完全制覇賞にエントリーされます。
※大宮～新函館北斗を購入すると、①、②の２路線に応募出来ます。
ｴﾝﾄﾘｰ期間：2017 年 10 月 1 日（日）10:00～12 月 27 日（水）23:59
賞

品：区間賞

下記の A 賞・B 賞をお選びいただけます。

A 賞「大人の休日倶楽部」限定

東京駅ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ九谷焼豆皿ｾｯﾄ

各区間ごとに抽選で 50 名様、合計 300 名様にプレゼント
６路線制覇で
チャンス！ B 賞「大人の休日倶楽部」限定 新幹線 YEAR オリジナルポスター
各区間ごとのｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾟｽﾀｰを抽選で各 50 名様、合計 300 名様にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
完全制覇賞

５組 10 名様だけで貸し切る「鉄道博物館ナイトミュージアム」にご招待！

３ ビューサンクスポイントが当たる！キャンペーン
「大人の休日倶楽部」割引で乗車券類を購入すると、抽選で 100 名様にビューサンク
スポイント 25,000 円相当（1 万ポイント）をプレゼントします。
期

間：2017 年 9 月 13 日（水）～12 月 17 日（日）ご購入分

対象商品：JR 東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザ・指定席券売機で「大人の
休日倶楽部ミドル」
「大人の休日倶楽部ジパング」の割引で乗車券類を購入。
応募方法：
「大人の休日倶楽部」会員サイト（https://jre-ot9.jp/）から、マイページ
にご登録の上（登録無料）、キャンペーンにエントリー。１万円以上の購入
１回を１口として、応募できます。１回エントリーすると購入回数ごとに自
動で口数が増えます。
ｴﾝﾄﾘｰ期間：2017 年 9 月 13 日（水）10:00～12 月 17 日（日）23:59
賞

品：ポイント賞

ビューサンクスポイント 1 万ポイント（25,000 円相当）を抽

選で 100 名様にプレゼント

４ 秋を撮ったら当たる！キャンペーン
「大人の休日倶楽部」を利用して秋の紅葉を巡り、ご自身で撮影した紅葉の画像を「大人の
休日倶楽部」の写真投稿サイト「たびフォト」に投稿すると、抽選で合計 105 名様に東日本・北海
道選りすぐりの素敵な賞品が当たります。
期

間：2017 年 9 月 13 日（水）～12 月 17 日（日）ご購入分

対象商品：JR 東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザ・指定席券売機・予約セン
ター等で「大人の休日倶楽部」の割引で乗車券類を購入するか、びゅう旅行
商品（個人型・団体型）を購入
応募方法：旅先で撮影した紅葉の写真を、「大人の休日倶楽部」の写真投稿サイト「た
びフォト」（https://jre-ot9.jp/）に投稿
ｴﾝﾄﾘｰ期間：2017 年 9 月 13 日（水）10:00～12 月 17 日（日）23:59
賞

品：たびフォト賞

東日本・北海道の 21 都道県の賞品を各５名様、合計 105 名

様にプレゼントします。一例として、新潟県「雪蔵仕込氷温熟成新潟産こし
ひかり」や東京都「銀座千疋屋

銀座タルト」、富山県「能作

ぐい呑」等

をご用意しています。
詳しくは、9 月上旬より掲出の JR 東日本の駅ポスターや
パンフレットをご覧いただくか、「大人の休日倶楽部」会員
サイト（jre-oto9.jp/）をご覧ください。
「大人の休日倶楽部会員サイト」でのリリースは、「酒蔵自慢の
銘酒が当たる！キャンペーン」と「ビューサンクスポイントが
当たる！キャンペーン」は 8 月 21 日（月）17:00～、その他の
キャンペ－ンは 9 月 13 日（水）10:00～となります。
ポスターイメージ

別 紙

大人の休日倶楽部について
○入会資格

大人の休日倶楽部ミドル
満 50 歳以上
大人の休日倶楽部ジパング 男性満 65 歳以上、女性満 60 歳以上

○年会費

大人の休日倶楽部ミドル
2,575 円※
※入会後１年間は年会費が無料となります。なお、退会後 1 年以内に
再入会された方は対象となりません。
大人の休日倶楽部ジパング 4,285 円（個人会員）、7,320 円(夫婦会員)

○ホームページ

http://www.jreast.co.jp/otona/

○入会方法

【入会申込書イメージ】

ＪＲ東日本・ＪＲ北海道の主な駅に設置の申込書に必要事項を記入の上、郵送。

○主な特典
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
(例)東北新幹線「はやぶさ」(普通車指定席)往復利用の場合
(乗車券含む・通常期)東京-仙台 通常 22,400 円が
ミドル：５％割引で 21,260 円 ジパング：30％割引で 15,660 円

国内旅行商品が５％割引
「びゅう」「ツインクル」の国内旅行商品
（個人型）が同行者含め 5％割引
※オプショナル商品及び「大人の休日倶楽部」会員専用商品等を除く
毎月の会員誌をお届け
会員限定イベントや旅情報を掲載
した会員誌を毎月お届け

会員限定きっぷの発売
(例)「大人の休日倶楽部パス(東日本)」
・JR 東日本の全線とフリーエリア内の普通車自由席（新幹線・
特急列車含む）が乗り降り自由・普通車指定席も 6 回までご利
用可能

４日間乗り放題

カルチャースクール「趣味の会」
会員限定講座と、趣味の仲間で
楽しめる講座旅行をご用意

15,000 円

会員限定旅行
カシオペア紀行やフルムーン等テー
マ性の高いオリジナルツアーをご用
意

会員証は Suica 機能と旅行傷害保険付き
会員証(クレジットカード)できっぷや旅行商品をお買い求めいただくと旅行傷害
保険が適用されます。Suica 機能もついておでかけやお買い物に便利

この他にも

会員限定のおトクなレンタカー料金や旅先の施設での特典等盛りだくさん！
詳しくは、 大人の休日倶楽部

検索

