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ＪＲ東日本からのプレゼンテーション 
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５０歳からの新しい旅、新しい暮らしに。 
豊かな時間をお過ごしの大人のみなさまへ、ＪＲ東日本からのプレゼンテーション。 

「大人の休日倶楽部ミドル」。 

２００５年８月２９日（月）より会員募集を開始します。 

 

「大人の休日倶楽部ミドル」は、会員のみなさまへお気軽にご旅行いただくために、 

ＪＲ東日本独自の組織として、１０月１日に誕生します。 

 

ＪＲ東日本のクレジットカードとSuicaイオカードの機能も付いた「大人の休日倶楽部 

ミドルカード」を利用すれば、会員のみなさまだけの特典がご活用いただけます。 

 

人生まっただ中で、「仕事もするけどプライベートも楽しむぞ」という 

今を生きる大人のみなさまへ。 

「大人の休日倶楽部ミドル」は、５０歳からの豊かな時間を応援してまいります。 



 

（１）『大人の休日倶楽部ミドル』の概要 
１）募集開始日  ２００５年８月２９日（月） 
 

２）会 員資 格  男性満５０歳以上６４歳、女性満５０歳以上５９歳までの方で「大人の休日倶楽部 
ミドルカード」（クレジットカード）に入会された方 

                 ※男性満６５歳以上、女性満６０歳以上、またはご夫婦の場合はどちらかが満６５歳以上なら 
お二人そろって、「大人の休日倶楽部ジパング」にご入会いただけます。 

 
３）年 会 費  ２，５００円（カード年会費５００円含む） ※入会金は無料 

 
４）利用開始日  ２００５年１０月１日（土） 

    

５）会 員特 典        ～ＪＲ東日本線のきっぷが５％割引で何回でもご利用いただけます～ 
新幹線を含むＪＲ東日本線を片道・往復・連続で２０１㎞以上ご利用いただくと、 

ＪＲ東日本線の運賃・料金が５％割引になります。 
※ 発売箇所はＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザとなります。 

※ 「大人の休日倶楽部ミドルカード」でお買い求めいただいた場合のみ適用となります。 

※ 一部割引にならない列車・設備・期間（4/27～5/6、8/11～8/20、12/28～1/6）があります。  
 

～会員限定旅行商品をご案内します～ 
               季節感あふれる叙情ある旅などをご案内いたします。 

また、会員限定商品「大人の休日倶楽部パス」や「大人の休日倶楽部宿泊プラン」を

ご用意いたします。 
※詳しくは、（３）「大人の休日倶楽部パス」および「大人の休日倶楽部宿泊プラン」の発売をご覧 

ください。 

 

～魅力のポイントサービス～ 

                ＪＲ東日本で、きっぷや定期券、Ｓｕｉｃａへの入金（チャージ）や、びゅう国内旅行商品
をお買い求めいただくと１，０００円につき６ポイント（１５円相当分）が貯まります。 
※ 一部対象除外商品があります。 

※ 上記以外の買い物は１，０００円につき２ポイントとなります。 

             

～貯まったポイントをおトクに活用いただけます～ 

                貯まったポイントはＳｕｉｃａ部分への入金（チャージ）やＶＩＥＷカード・グリーン車利用
券、「びゅう商品券」、ＪＲ東日本おすすめの旅にご利用いただけるビューサンクス

クーポン（５，０００円相当分）などにお引き換えいただけます。 

 

～Ｓｕｉｃａイオカードだからとっても便利～ 

              Ｓｕｉｃａイオカードだから、ワンタッチで駅の改札を通ることができます。 
 

～駅や街で小銭いらず、手間いらず～  

              Ｓｕｉｃａマークのあるお店で、ピッとタッチして、スピーディのお買い物ができます。 
 

～いつも安心です～ 
きっぷや旅行商品を「大人の休日倶楽部ミドルカード」でお求めになると、「改札を 

入ってから出るまで」をワイドに補償する国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険で、 
いつも安心です。 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
６） 申 込方 法   ＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザにある専用申込書に必要事項を 

記入のうえ、必要書類を同封し「ＪＲ東日本 大人の休日・ジパング倶楽部事務局」に 
郵送してください。 
申込書が事務局に到着後、入会審査のうえ約３週間でお手元に「大人の休日倶楽部

ミドルカード」をお届けします。 
【インターネット申込み】 

インターネットからも申込みができます。www.jreast.co.jp/otona/ 

受付開始時間は、８月２９日（月）１０：００ ＜予定＞です。 
 

７） カ ー ド   発行カードのブランドはＪＣＢ、ＶＩＳＡ、MasterCardの中からお選びいただけます。 
※１０月からは「大人の休日倶楽部ジパング」の発行カードについてのブランドもＪＣＢ、ＶＩＳＡ、

MasterCardの中からお選びいただけるようになります。 

 
８）取扱機器の拡大 今まで、「大人の休日倶楽部」の割引きっぷをお買い求めいた 

だく際には、ＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラ

ザでお取り扱いをしていましたが、２００５年１０月１日（土）より 
ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機にて発券が可能になり 

ます。 
※ １名様のご利用で、片道・往復・連続２０１ｋｍ以上の乗車券をご購入

いただく場合にご利用いただけます。（特急券のみの購入時はご利用 

いただけません。） 

 

 

その他、「ＪＲ東日本エリアの駅レンタカー」の会員割引や、「ジェクサー・フィットネスクラブ」
でのさまざまな割引など、生活のあらゆるシーンで、「大人の休日倶楽部ミドル」にご入会された方だ
けがご利用いただける特典をご提供し、充実させることにより、会員のみなさまの５０歳からの豊かな

時間を応援してまいります。 
 
１） 駅レンタカー特典 
大人の休日倶楽部ミドル割引きっぷを購入されたお客さまは、ＪＲ東日本エリアの駅レンタカーを
ご利用の場合、ＳまたはＡクラスを下記特別料金でご利用いただけます。 

 
 
 

 
 
 
 
※（ ）内の料金は、レール＆レンタカーご利用時の料金です。 

※ご利用の際には、予約が必要です。ジェイアール東日本レンタリースへ直接ご予約ください。 

 
２）「ジェクサー・フィットネスクラブ」「リラクゼ」特典 

大人の休日倶楽部ミドルカードのご提示で、以下のサービスが受けられます。 
・ ビジター料金の割引   （通常：３，０００円⇒会員料金：１，５００円）※平日１８：００まで 
・ 入会金・事務手数料無料（通常：入会金 ３，０００円、事務手数料 ５，０００円） 

・「リラクゼ」料金割引    （ご利用料金の１０％割引） 

大人の休日倶楽部（ミドル）会員
Ｓクラス

（1,000～1,400cc）
Ａクラス
（1,500cc）

12時間まで 5,500円（6,300円） 8 ,000円（8,500円）

24時間まで 7,000円（7,870円） 9,000円（10,080円）

以後1日（24時間まで） 6,000円（6,820円） 8 ,000円（8,500円）

超過1時間 1,050円（1,260円） 1 ,300円（1,470円）

（免責補償料金・消費税を含む） 

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


 

（２）「大人の休日倶楽部ミドル」入会キャンペーン 
「大人の休日倶楽部ミドル」誕生を記念して、２つの入会キャンペーンをご用意しました。 
 

期間限定！初年度年会費無料キャンペーン 
１） 期 間   ２００５年 ８月２９日（月）～１２月３１日（土）※当日消印有効 
 

２） 内 容   期間中に「大人の休日倶楽部ミドル」ご入会いただければ、年会費２，５００円（カード 
年会費５００円を含む）を初年度に限り、無料となります。 

 

ビューサンクスポイント４００ポイント（１，０００円相当）プレゼントキャンペーン 
１） 内 容   ２００５年１２月３１日（土）までに「大人の休日倶楽部ミドル」にご入会いただき、２００６年 

３月３１日（金）までに、ＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザなどにおいて、 
クレジット利用で総額１０万円以上ご利用の方を対象に、もれなく、ビューサンクスポイント

４００ポイント（１，０００円相当）※  をプレゼントします。 
※Suica チャージやびゅう商品券１，０００円分などと引換え可能 

 
２）提供時期   当該ポイントの提供時期は２００６年５月中旬を予定しています。 
 

３）そ の 他   ①条件を満たした方は自動登録となります。 
②ポイント照会は、ビューカード会員向けインターネットサービス「View’sNET」、又は 
ビューサンクスポイント専用電話（03-5334-1395 受付時間 6:00～23:00）にてご確認いた

だけます。 
 
 

（３）「大人の休日倶楽部パス」および「大人の休日倶楽部宿泊プラン」の発売 
「大人の休日倶楽部ミドル」にご入会いただいたお客さまが、よりおトクにご利用いただけるトクトクきっぷ

「大人の休日倶楽部パス」を、期間限定で発売いたします。 
また、会員のみなさまが、快適かつお手軽にご旅行いただけるよう、「大人の休日倶楽部パス」とあわせて
ご利用いただける「大人の休日倶楽部宿泊プラン」をご用意いたします。 
 

「大人の休日倶楽部パス（大人の休日倶楽部ミドル会員用）」概要 
 
１）購 入 条 件   「大人の休日倶楽部ミドル」会員の方 

※「大人の休日倶楽部ミドルカード」でお買い求めいただいた

場合のみ発売させていただきます。 

 
２）発 売 箇 所   ＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザ 
 

３）利 用 期 間   ２００５年１１月１１日（金）～１１月１４日（月） 
１１月１８日（金）～１１月２１日（月） 
１１月２５日（金）～１１月２８日（月） 

の連続する３日間 
 

４）発 売 期 間   利用開始日の１ヶ月前から前日まで 
※各窓口の営業時間内となります。 

※利用日当日の発売はいたしません。 

 
 



 

５）利 用 内 容   指定エリア内（前頁参照）の特急（新幹線を含む）・急行・普通列車（快速含む）の普通 

車自由席が３日間乗り降り自由です。あらかじめ座席の指定を受ければ「大人の休日
倶楽部パス（＋普通指定６回）」は６回に限り普通車指定席を、「大人の休日倶楽部 

パス（＋グリーン６回）」は６回に限り、グリーン車指定席をご利用になれます。 

 
６）発 売 料 金    

 
 

※「同伴者セット券」は、大人の休日倶楽部会員１名様が、非会員の同伴者（１名様に限ります）

とご旅行いただくためのものです（同伴者の方に、年齢制限はありません）。 

 
 

 

「大人の休日倶楽部宿泊プラン」概要 
 
１）購 入 条 件   「大人の休日倶楽部ミドル」会員の方 
 

２）発 売 箇 所   ＪＲ東日本のびゅうプラザ 
 

３）利 用 期 間   ２００５年１１月 ６日（日）～１１月１３日（日） 

１１月１８日（金）～１１月２０日（日） 
１１月２５日（金）～１１月２７日（日） 宿泊分 

 
４）発売開始日   ２００５年９月１３日（火） 
 

５）商 品 内 容   「北東北」「函館」「北陸」「東京」「伊豆」など、大人の休日倶楽部パスの利用エリアの 
旅館やホテルをご利用いただける、おトクな会員限定の宿泊プランです。 

 
 
 

（４）会員限定プロモーションイベント 
「大人の休日倶楽部」に入会いただいたお客さまだけがご利用いただける、会員限定のスペシャルイベント

「綾戸智絵 Premium Ｊazz Live in 軽井沢」を開催します。 

また、ご参加される会員の皆さまには、往復ＪＲ券とイベントチケットをセットにした専用旅行商品（日帰り・
宿泊）もご用意し、ご出発からお帰りまで、大人ならではの豊かな時間をお過ごしいただけます。 

 
１）  日   時    ２００５年１２月２日（金）  開場１５：３０ 開演１６：３０（予定） 

 

２）  会   場    軽井沢大賀ホール（ＪＲ長野新幹線「軽井沢」駅より徒歩 7分） 
 

３）出演アーティスト 綾戸智絵（あやど・ちえ） 

 
 

 
 

 

 
 

大人の休日倶楽部パス（＋普通指定６回） 大人の休日倶楽部パス（＋グリーン６回）
１６，０００円 ２０，０００円

同伴者セット券　　　３５，０００円 同伴者セット券　　　４３，０００円



 

（５）大人の休日倶楽部ＣＭ  
「大人の休日倶楽部ミドル」の募集開始に合わせて、「大人の休日倶楽部」のメッセージをより多くの人に 
お届けするためにＣＭを制作しました。 

みんながそのライフスタイルに憧れる、女優 吉永小百合さんに登場いただき、満５０歳以上の豊かな時
間を過ごしている大人のみなさまに、「大人の休日倶楽部」の提供するサービスによって、「さらに積極的
に人生を楽しんでいただきたい」、「旅に出てより充実した時間を過ごしていただきたい」というメッセージを

お伝えしたいと思います。     
 
１）メインキャスト   女優 吉永小百合さん 

 
２）キャッチコピー  大人はとっても長いから ～大人の休日倶楽部～ 

 
３） Ｔ Ｖ Ｃ Ｍ   「千曲川」（３０秒） ２００５年８月２９日（月）から放映予定 

“ 千曲川と交差しながら雨の中を駆け抜ける列車。読書を楽しみながら旅する 

吉永さんがたどり着いたのは信州の古い街。一人の作家に思いを馳せ、旅をしながら
本の世界のもうひとつの「旅」を楽しむ。” 

大人ならではの上質な旅を自ら楽しむ吉永さんを通して、素敵な旅を提案する 

「大人の休日倶楽部」のメッセージをお届けします。 
 

４）音 楽について   Roger Eno with Kate St.Jhon（ロジャー・イーノ ウィズ ケイト・セント・ジョ ン）の 
「ＷＥ ＳＴＡＹ ＳＴＩＬＬ（ウィ・ステイ・スティル）」 

 

５）撮影地について   飯山線、千曲川、小諸「水明楼」、軽井沢「万平ホテル」で、７月初旬に撮影しました。 
    

６）今後の宣伝展開   ＴＶＣＭに連動した新聞、雑誌広告、駅貼り、車内中吊りポスターなどを展開して 

いきます。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 参考 『大人の休日倶楽部ジパング』概要 

１）会 員資 格  男性満６５歳以上、女性満６０歳以上の方で「大人の休日倶楽部ジパングカード」（クレジット 
カード）に入会された方 
※ご夫婦の場合、どちらかが満６５歳以上ならお二人そろってお申込みいただけます。 

２）年 会 費  個人会員 ４，１７０円（カード年会費  ５００円含む） 
夫婦会員 ７，１２０円（カード年会費１，０００円含む） 
 ※入会金は無料 

    
３）会 員特 典        ～ＪＲ東日本線のきっぷが３割引で何回でもご利用いただけます～  

新幹線を含むＪＲ東日本線を片道・往復・連続で２０１㎞以上ご利用いただくと、 
ＪＲ東日本線の運賃・料金が３割引になります。 
※ 発売箇所はＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザとなります。 

※ 「大人の休日倶楽部ジパングカード」でお買い求めいただいた場合のみ適用となります。 

※ 一部割引にならない列車・設備・期間（4/27～5/6、8/11～8/20、12/28～1/6）があります。  
 

～ＪＲ東日本線以外のＪＲ線のきっぷは２・３割引で年間２０回ご利用いただけます～ 
               新幹線を含むＪＲ東日本線を通算で２０１㎞以上ご利用いただくと、ＪＲ線の運賃・料金が 

割引になります。 
○３回目までのご利用→２割引   ○４回目以降のご利用→３割引 
※ 一部割引にならない列車（東海道新幹線「のぞみ」を含む）・設備・期間（4/27～5/6、8/11～

8/20、12/28～1/6）があります。 

※ 平成１８年４月１日よりご利用条件の一部が変更になり、片道・往復・連続で２０１ｋｍ以上ご利

用いただいた場合に割引となります。 

 
～会員限定旅行商品をご案内します～ 

               季節感あふれる叙情ある旅などをご案内いたします。 
 

～情報満載の会員誌をお届けします～ 
               旅や趣味の情報満載の雑誌「大人の休日」と「ジパング倶楽部」の２冊を毎月お届け 

します。 
 

～魅力のポイントサービス～ 
                ＪＲ東日本で、きっぷや定期券、Ｓｕｉｃａへの入金（チャージ）や、びゅう国内旅行商品

をお買い求めいただくと１，０００円につき６ポイント（１５円相当分）が貯まります。 
※ 一部対象除外商品があります。 

※ 上記以外の買い物は１，０００円につき２ポイントとなります。 

             
～ポイントを貯めてさらにおトクに～ 

                貯まったポイントはＳｕｉｃａ部分への入金（チャージ）やＶＩＥＷカード・グリーン車利用
券、「びゅう商品券」、ＪＲ東日本おすすめの旅にご利用いただけるビューサンクス
クーポン（５，０００円相当分）などにお引き換えいただけます。 

 
～Ｓｕｉｃａでスピーディに～ 

              Ｓｕｉｃａイオカードだから、ワンタッチで駅の改札を通ることができます。 
さらに駅や街で小銭いらず、手間いらず。 

 
～いつも安心です～ 

きっぷや旅行商品を「大人の休日倶楽部ジパングカード」でお求めになると、「改札を 
入ってから出るまで」をワイドに補償する国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険で、
いつも安心です。  


