
 

 

 

 

2 0 2 0 年 7 月 7 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

JR 東日本はみなさまの「旅に出よう！」を地域とともに応援します  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月下旬より、JR グループでは共同で「旅に出よう！日本を楽しもう！」キャンペーンを実施

します。JR 東日本では“新しい旅のスタイル”のご提案として「平休日出発限定の旅行商品」な

どを豊富にご用意するとともに、気軽にご利用いただく安心・おトクな列車旅として、このたび初

めて全方面の新幹線を対象とするおトクな「お先にトクだ値スペシャル（50％割引）」（乗車券つき）

を発売します。 

この機会に、ぜひ鉄道をご利用いただき、地域の魅力あふれる東日本の旅をお楽しみください。 



１ “新しい旅のスタイル”のご提案 

  (旅行企画実施:株式会社びゅうトラベルサービス) 

（１）“混雑を避けた平休日”におトクに旅行できる商品 首都圏発 

① 平休日出発・往復限定列車利用の「アーリーサマー」 

「夏の謝恩セール」 

    ・ 東日本エリア（東北、関東、伊豆、信越）、北陸、函館エリア 

などの 220 施設以上を設定！ 

    ・「びゅうトラベル」アーリーサマー特集ページ 

      https://www.jre-travel.com/feature/goodvalue/#earlysummer 

     ② ワーケーション（観光地など休暇中の旅先で仕事をする働き方）にも 

ご利用いただける平休日出発の連泊商品 

    ・Wi-Fi環境のある 15施設を設定。温泉ホテルでもお一人様でご利用いただけます。 

 

（２）“移動が少なく近場で楽しめる”商品 東北エリア発 

   ・東北エリアの温泉やリゾートホテルなどに宿泊する商品（37 施設） 

   ・「北海道新幹線で行こう！おトクに夏の函館」（９施設） 

   ・（一社）東北観光推進機構による「東北・新潟応援！絆キャンペーン ～旅を楽しもう～」と

連携して「小さな旅ホリデー・パス」の設定日を平日にも拡大 

 

 （３）“安心の空間一人占め”商品 

・お部屋での夕食や朝食、露天風呂付客室プランなど 

・新潟、伊豆エリアを中心に 25施設で設定予定 

・７月下旬以降発売予定 

 

 

  

  

 

 

 

（４）“余裕をもって座席をご利用いただける” 団体専用列車を旅行会社と連携して運転します 

   ・秋以降に北海道、北陸、東北、上信越エリアを中心に毎月一本程度の運転を予定しています。 

 

  詳細については、別紙１をご参照ください。 

 

２ 気軽にご利用いただく安心・おトクな列車旅 

（１）えきねっと会員限定「お先にトクだ値スペシャル（50％割引）」 

（乗車券つき）を今回初めて全方面新幹線などにご用意します！  

   ・利用期間：2020 年 8月 20日～2021年 3月 31 日 

   ※ 北陸新幹線「かがやき」「はくたか」は 2020年 8月 20日～9月 30日限定 

 

 

 

https://www.jre-travel.com/feature/goodvalue/#earlysummer


 （２）家族旅も安心！「ゆったりグリーン車＆指定席で新幹線デビュー」（旅行商品）の設定 

   ・お子様連れ専用車両「ゆったりグリーン車＆指定席で新幹線デビュー」で、ゆったり 

    安心の旅をお楽しみいただけます。 

   ・７月下旬頃発売予定 

 

（３）大人の休日倶楽部パスの臨時設定について  

    【臨時設定 大人の休日倶楽部パス（東日本）】 

発売期間：8月 24 日～10 月 2日 

利用期間：9月 24 日～10 月 6日 

有効期間：4日間 

金  額：15,270 円 

 

（４）その他の大人の休日倶楽部会員の皆さまに向けた取組みについて 

   ① 大人の休日倶楽部×JRE POINT キャンペーンを実施します 

     大人の休日倶楽部パスの利用期間に、大人の休日倶楽部パスをご購入のうえ、対象の   

JRE POINT 加盟店(カード提示でたまる)で合計 5,400 円（税込）以上、「大人の休日倶楽部

カード」でのクレジットカード決済でお買い物された方を対象に抽選で JRE POINT をプレ

ゼントするキャンペーンを実施します。 

 

② 大人の休日倶楽部会員さま向けのエスコート商品を設定します 

    ゆったり時間を贅沢にお楽しみいただける「ゆとりのある旅」に、さらに安心してご旅 

行をお楽しみいただけるよう、内容の充実を図ります。（新しい「お約束」の追加） 

・エスコート商品 紹介ページ 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/  

 

  詳細については、別紙２をご参照ください。 

 

３ 「TRAIN SUITE 四季島」の運転を再開します 

―「四季島」深遊探訪の旅が再び― 

【「TRAIN SUITE 四季島」運転再開日】※上野駅出発日基準 

・1泊 2日コース 8月 15日出発分より 

・3泊 4日コース 8月 17日出発分より    

 

現在、2020年 12月～2021 年 3月出発となる「TRAIN SUITE 四季島」の旅（冬の 1泊 2日コー

ス・2泊 3日コース）のお申し込みを 7月 31日まで受け付けています。 

 

４ 「のってたのしい列車」は 7月 3日から順次運転を再開しています 

  ―「景色」「食」「遊び」全てがここにある。「のってたのしい列車」順次運転再開― 

 

 

 

 

 
リゾートしらかみ 海里 POKÉMON with YOU トレイン 

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/


５ その他東日本の旅をお楽しみいただけるサービス 

（１）JR 東日本ホテルズで、おトクな優待価格の宿泊プランを展開します 

東京ステーションホテルやメトロポリタンホテルズなどを展開する JR 東日本ホテルズで

は、東日本を元気に！をキーワードに、お得な優待価格でご宿泊いただける「旅に出よう！

日本を楽しもう！」宿泊プランを対象ホテルにて展開します。 

 

・販売期間：2020 年 7月 7 日～10月 31日 

  ・JR東日本ホテルズ公式ホームページ 

   https://www.jre-hotels.jp/ 

 

 

 

 

 

（２）「JRE MALL」が、身軽で時間に余裕のあるゆったり旅をサポートします 

ECモール「JRE MALL」でも、「旅に出よう！日本を楽しもう！」キャンペーンを展開しま

す。お土産をご旅行の時間外にご購入いただくことで、現地では身軽に、そして時間に追わ

れることなくゆったりと旅行が楽しめる、新しい旅のスタイルを提案します。 

期間中、JRE MALLサイト内では、各地のお土産品を特集するお得なキャンペーンページを

ご用意し、一足早く旅先に着いた気分で名産品に触れていただけます。 

 

《キャンペーン内容》 

・開催期間 2020 年 8月 1 日～8月 31日 

・JRE MALL 内で商品をご購入頂いたお客さま（先着 300 名様）に、クーポン 1,000円分をプ 

レゼント 

・JRE MALL 内で 3,000ポイント以上ご利用のお客さまの中から、抽選で 100名様に 1,000ポ 

イントをプレゼント 

・「JRE MALL」公式ホームページ 

https://www.jreastmall.com 

 

詳細については、別紙３をご参照ください。 

 

※ 画像はイメージです。 

 

【参考】 

 ※ JRグループ共同キャンペーン「旅に出よう！日本を楽しもう！」について 

   JRグループ各社が一体となって連携し、お客さまに鉄道の旅の魅力をお伝えし、地域の賑わ

いを取り戻せるような様々な取組みを通じて、日本の観光を応援するキャンペーンです。 

 ※ ご宿泊商品や各種列車の運行については、新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライ

ン等に基づき、お客さまに安全・安心してご利用いただけるよう様々な対策を実施しています。 

 ※ お客さまに安心してご旅行いただくために「JR 東日本の新型コロナウイルス感染症に対す

る取組み」について、特設ページで情報発信しています。 

 URL: https://www.jreast.co.jp/corona-info/ 

 

https://www.jre-hotels.jp/
https://www.jreastmall.com/
https://www.jreast.co.jp/corona-info/


別紙１ 

■ “新しい旅のスタイル”のご提案 
⑴ “混雑を避けた平休日”におトクに旅行できる商品 首都圏発  

① 平休日出発・往復限定列車利用のおトクな商品を発売しています 

   【商品名】 

   「アーリーサマー」「夏の謝恩セール」 

東日本エリア（東北、関東、伊豆、信越）の他、北陸、函館エリアなどの 220施設以上 

【設定期間】 

   「アーリーサマー」6/19～7/31の平休日出発（発売中） 

   「夏の謝恩セール」8/1～8/31の平休日出発（8/6～16出発除く） 

    （7月中旬頃発売予定） 

【発売箇所】 

   「びゅうトラベル」Webサイトおよびびゅうプラザ 

     ▶「びゅうトラベル」アーリーサマー特集ページ 

      https://www.jre-travel.com/feature/goodvalue/#earlysummer 

   

② ワーケーションにもご利用いただける平休日出発の連泊商品を発売しています 

   Wi-Fiのご利用や、1名様でのご宿泊など、ワーケーションにもご利用いただけます。 

《商品ラインナップ》 

    ➀発売中 7施設 

越後湯沢温泉（NASPAニューオータニ、湯沢東映ホテル） 

金沢（ANAクラウンプラザホテル金沢、ザスクエアホテル金沢） 

南三陸温泉（南三陸ホテル観洋） 新安比温泉（静流閣） つなぎ温泉（愛真館） 

    ➁７月下旬発売予定 ８施設 

小野川温泉（ホテル山川） 土湯温泉（山水荘） 

蔵王温泉（ホテルルーセントタカミヤ） 上越妙高（アパホテル上越妙高） 

斑尾高原（ホテルタングラム） 車山高原（スカイパークホテル） 

白馬八方温泉（ホテル五龍館） 山中温泉（かがり吉祥亭） 

   【発売箇所】「日本の旅、鉄道の旅」Webサイトおよびびゅうプラザ 

        ▶「日本の旅、鉄道の旅」Webサイト 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/ 

  

⑵ “移動が少なく近場で楽しめる”商品 東北エリア発  

① 東北エリアの温泉やリゾートホテルなどに宿泊する商品を発売しています 

【商品名】 

「高原リゾートで過ごす涼旅」「思いっきり夏休み」「温泉がいい値」（37施設） 

【設定期間】 

「高原リゾートで過ごす涼旅」7/1～9/30 

「思いっきり夏休み」7/1～8/31 

「温泉がいい値」7/1～9/29の平休日出発（8/7～16出発除く） 

【発売箇所】 

    「びゅうトラベル」Webサイト 

 

② 仙台・盛岡発・往復限定列車利用の函館方面商品を発売しています 

   【商品名】 

「北海道新幹線で行こう！おトクに夏の函館」（９施設） 

   【設定期間】 

7/1～9/29 

   【発売箇所】 

    「びゅうトラベル」Webサイトおよび東北エリアのびゅうプラザ 

   

https://www.jre-travel.com/feature/goodvalue/#earlysummer
https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/


 

③ 常磐線利用の東北エリア発福島・いばらきへのおトクな商品を発売します 

【商品名】 

仙台・山形・古川・くりこま高原駅発 WEB限定常磐線特急ひたちで行く福島日帰り（２施設） 

仙台・盛岡・秋田エリア駅発 常磐線特急ひたちで行く福島・いばらきへの旅（11 施設） 

【設定期間】 

  7/15～9/30（8/7～16出発除く） 

【発売箇所】 

   「びゅうトラベル」Webサイトおよび東北エリアのびゅうプラザ（日帰り商品は Webサイトのみ） 

 

 ⑶ “安心の空間一人占め”商品 

   お部屋での食事や露天風呂付客室プランなどをご用意します。 

【商品名】未定（Go To トラベルキャンペーン関連商品として設定予定です） 

【設定期間】7月下旬以降予定 

【発売箇所】「びゅうトラベル」Webサイトおよびびゅうプラザ 

  ※ 詳細が決定次第、「びゅうトラベル」Webサイトなどでお知らせします 

 

⑷ “余裕をもって座席をご利用いただける”団体専用列車を旅行会社と連携して運転します 

 ・秋以降に、北海道、北陸、東北、上信越エリアへ新幹線の団体専用列車の運転を予定しています。 

 ・各旅行会社の商品として発売します。 



別紙２ 

■ 気軽にご利用いただく安心・おトクな列車旅 

⑴ 「お先にトクだ値スペシャル（50％割引）」 

① 商 品 名：「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき） 

        （インターネット申込限定、列車・区間・座席数限定商品） 

② 利用期間：2020年 8月 20日～2021年 3月 31日  

※ 北陸新幹線「かがやき」「はくたか」は 2020年 8月 20日～9月 30日限定 

③ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前 10時から 20日前の午前 1時 40 分まで 

（発売期間最終日がシステムメンテナンス日の場合は乗車日 21日前の午後 11 時 40 分まで） 

「事前受付」により、パソコン・スマートフォンからは発売開始日のさらに 1週間 

前（同曜日）の午前 5時 30分から乗車日 1ヶ月前の午前 9時 54分まで事前のお 

申込みができます。（この場合でも実際の手配は乗車日 1ヶ月前発売日の午前 10時 

から行います。） 

④ 割 引 率：運賃と料金が 50％割引 

⑤ 設  備：普通車指定席 

⑥ 対象列車：全列車 

⑦ 設定区間・発売額：（大人 1名・片道利用、在来線は「通常期」の場合） 

列車名 主な設定区間 
新幹線 eチケット 

乗車券+指定席特急券の

価格（通常期） 

お先にトクだ値 

スペシャル 

【50％割引】 

おトク額 

はやぶさ 

東京 ⇔ 盛岡 14,810円 7,400円 7,410円 

東京 ⇔ 新函館北斗 23,230円 11,610 円 11,620円 

仙台 ⇔ 新青森 11,220円 5,610円 5,610円 

はやて 
新青森 ⇔ 新函館北斗 7,520円 3,750円 3,770円 

盛岡 ⇔ 新函館北斗 13,240円 6,610円 6,630円 

やまびこ 東京 ⇔ 福島 8,910円 4,450円 4,460円 

なすの 東京 ⇔ 那須塩原 5,820円 2,910円 2,910円 

こまち 東京 ⇔ 秋田 17,920円 8,950円 8,970円 

つばさ 東京 ⇔ 山形 11,350円 5,660円 5,690円 

とき 

たにがわ 

東京 ⇔ 上毛高原 5,820円 2,910円 2,910円 

東京 ⇔ 新潟 10,560円 5,280円 5,280円 

あさま 東京 ⇔ 長野 8,140円 4,060円 4,080円 

かがやき 東京 ⇔ 金沢 14,180円 7,090円 7,090円 

はくたか 東京 ⇔ 糸魚川 11,000円 5,500円 5,500円 

あずさ 新宿(都区内) ⇔ 松本 6,620円 3,300円 3,320円 

かいじ 新宿(山手線内)⇔ 竜王 3,890円 1,940円 1,950円 

ひたち 品川(都区内)⇔仙台(市内) 9,280円 4,640円 4,640円 

わかしお 東京(山手線内)⇔安房鴨川 4,200円 2,090円 2,110円 

さざなみ 東京(山手線内)⇔ 館山 4,200円 2,090円 2,110円 

しおさい 東京(山手線内)⇔ 銚子 4,200円 2,090円 2,110円 



 

※新幹線の「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき）は、「特定都区市内制度」が適用

されません。 

※座席数には限りがあります。 

※こども価格の設定もあります。 

※上記以外の区間の設定もあります。  

 

 

 

 

 

「えきねっと＋駅レンタカープラン」も期間限定で通常よりおトクな価格でご用意していま

すので、是非この機会にご利用ください。 

▶「えきねっと＋駅レンタカープラン」商品ページ 

https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/ 

 

⑵ 「お先にトクだ値（30％割引）」 

① 商 品 名：「お先にトクだ値」（乗車券つき） 

        （インターネット申込限定、列車・区間・座席数限定商品） 

② 利用期間：2020年 8月 20日～2021年 3月 31日 

③ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前 10時から 13日前の午前 1時 40 分まで 

（発売期間最終日がシステムメンテナンス日の場合は乗車日 14日前の午後 11時 40分まで） 

「事前受付」により、パソコン・スマートフォンからは発売開始日のさらに 1週間 

前（同曜日）の午前 5時 30分から乗車日 1ヶ月前の午前 9時 54分まで事前のお 

申込みができます。（この場合でも実際の手配は乗車日 1ヶ月前発売日の午前 10 

時から行います。） 

④ 割 引 率：運賃と料金が 30％割引 

⑤ 設  備：普通車指定席 

⑥ 対象列車：全列車 

⑦ 設定区間・発売額：（大人 1名・片道利用の場合） 

列車名 主な設定区間 
新幹線 eチケット 

（乗車券+指定席特急券）

の価格（通常期）  

お先にトクだ値 

【30％割引】 
おトク額 

かがやき 
東京 ⇔ 富山 12,760円 8,930円 3,830円 

東京 ⇔ 金沢 14,180円 9,920円 4,260円 

はくたか 

東京 ⇔ 糸魚川 11,000円 7,700円 3,300円 

東京⇔黒部宇奈月温泉 11,880円 8,310円 3,570円 

長野 ⇔ 金沢 8,920円 6,230円 2,690円 

※新幹線の「お先にトクだ値」（乗車券つき）は、「特定都区市内制度」が適用されません。 

※座席数には限りがあります。 

※こども価格の設定もあります。 

※上記以外の区間の設定もあります。  

 

 

 

 

きぬがわ・スペー

シアきぬがわ 新宿 ⇔ 鬼怒川温泉 4,080円 2,040円 2,040円 

いなほ 新潟 ⇔ 酒田 5,370円 2,680円 2,690円 

「お先にトクだ値スペシャル」(乗車券つき)は、通常のきっぷと比べて、変更や払戻しなど

のご利用条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。 

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/  

「お先にトクだ値」(乗車券つき)は、通常のきっぷと比べて、変更や払戻しなどのご利用

条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。 

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/  

https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/
https://www.eki-net.com/top/tokudane/
https://www.eki-net.com/top/tokudane/


 

 

⑶ 大人の休日倶楽部×JRE POINTキャンペーン（第１回）の実施 

① 概要 

「特別設定 大人の休日 東日本・北海道スペシャル」「臨時設定 大人の休日倶楽部パ

ス(東日本)」のいずれかをご利用のお客さまが、下記の JRE POINT加盟店（カード提示でた

まる）で合計 5,400 円(税込)以上を「大人の休日倶楽部カード」でのクレジットカード決済

でお買い求めいただくと、抽選で 5,000名様に JRE POINT 500ポイントをプレゼントします。 

② 対象期間 

2020年９月７日～９月 16日、2020年９月 24日～10月６日 

※ 対象期間は「特別設定 大人の休日 東日本・北海道スペシャル」と「臨時設定 大人

の休日倶楽部パス(東日本)」の利用期間となります。 

③ 対象店舗 

エスパル仙台（仙台）、エスパル山形（山形）、エスパル郡山（郡山）、エスパル福島（福

島）、フェザン（盛岡）、あおもり旬味館（新青森）、CoCoLo新潟（新潟）、CoCoLo長岡（長

岡）、CoCoLo越後湯沢・がんぎどおり（越後湯沢）、MIDORI長野（長野）、トピコ・アルス

（秋田）、セレオ甲府（甲府）、Pivot(古川・仙台原ノ町・福島・郡山・会津若松)、tekute

（長町、本塩釜）、Ekito.Tagajo(多賀城）他、駅構内の「JRE POINTカード提示でたまる」

加盟店各店(仙台・多賀城・古川・くりこま高原・山形・米沢・郡山・新白河・会津若松) 

 

⑷ 大人の休日倶楽部会員さま向けエスコート商品 

びゅうトラベルサービス策定の新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づいた「ゆとりの

ある旅」や、お求めやすい廉価価格帯の「おトク旅」、期間限定や特別感のある「贅なるひとと

き」に加えて、WEB限定商品もラインナップする予定です。 

 

※ 「ゆとりのある旅」の新しい「お約束」について 

  「ゆとりのある旅」は、お客さまがご旅行中快適に時間をゆったり贅沢にお楽しみいただけ

るよう３つの「お約束」を定めていましたが、さらに安心してご旅行をお楽しみいただける

よう、新しい「お約束」を追加しました。※ 下線部分が追加した「お約束」です。 

（１）行程にゆとり 

・１日の見学箇所を２～３個所とし、ひとつの観光地をじっくり見学する 

・宿泊施設では約 17時間の滞在時間を確保（一部コースを除く） 

（２）施設にゆとり 

・客室は洋室又は和洋室でベッドの部屋をご用意（一部コースを除く） 

（３）食事にゆとり 

・食事場所はイス・テーブル席をご用意 

（４）（新規）人数にゆとり 

・募集人員は最大 18名 

（５）（新規）座席にゆとり 

・バスの座席はおひとりで２席利用 

（６）（新規）見学にゆとり 

・ツアー中はイヤホンガイドを利用し密を避ける 

 

▶エスコート商品 紹介ページ 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/ 

https://www.jrview-travel.com/reserve/topList/


別紙３ 

■ その他東日本の旅をお楽しみいただけるサービス 
⑴ JR東日本ホテルズ「旅に出よう！日本を楽しもう！」宿泊プラン 対象ホテル・プラン詳細 

① 概要 

期間中、お得な優待価格でご宿泊いただける「旅に出よう！日本を楽しもう！」宿泊プラ

ンを対象ホテルにて展開します。 

② 対象期間 

7月 7日～10月 31 日 

  ③ 対象ホテル（全 55 館） 

・東京ステーションホテル 

・メズム東京、オートグラフ コレクション 

・メトロポリタンホテルズ 

［池袋・エドモント・丸の内・川崎・鎌倉・さいたま新都心・高崎・長野・仙台・山形・ 

盛岡・秋田］ 

・JR東日本ホテルメッツ 

・ホテルファミリーオ・フォルクローロ 

・和のゐ角館                 

※ 一部プラン設定のないホテルがあります。 

④ プラン割引販売価格 

ホテルによって異なりますが、通常販売価格より約 20％～60％割引およびプラン特典（一

部ホテル除く）にてご提供します。 

 

※ プランの詳細につきましては、各ホテルのホームページをご覧ください。 

▶JR東日本ホテルズ公式ホームページ：https://www.jre-hotels.jp/ 

https://www.jre-hotels.jp/
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