
 

 

 

 

 

2 0 07 年 5 月 15 日  

東日本旅客鉄道株式会社 

 

 

北東北デスティネーションキャンペーンにあわせ 

訪日外国人のお客さまに、「JR EAST PASS SPECIAL」を 

2007 年 7月 1 日（日）より発売いたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 購入イメージ 
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引換証を 
PASS へ交換 

北東北デスティネーションキャンペーンが2007年7月から9月にかけて実施されることに伴い、

期間限定で訪日外国人のお客さま向けに、たいへんおトクなきっぷ、「JR EAST PASS SPECIAL」

を 2007年 7月 1日（日）より発売いたします。キャンペーン期間中、北東北の魅力をおトクに

お楽しみいただけます。 

◎北東北デスティネーションキャンペーンにあわせ 2007年7月１日(日)～10月1日(月)の期間

限定発売。 

◎発売日から 1ヶ月以内のお好きな 3日間、ＪＲ東日本管内の新幹線を含む列車が乗り放題。 

※グリーン車、個室、寝台、ライナー、ホームライナーなどを除く。 

◎大人１０，０００円、小人５，０００円の特別価格です。 

◎国際航空券を扱う海外の旅行会社や代理店などで引換証をお求めいただけます。 

 ※日本国内の引換箇所にて直接ご購入いただくことも可能です。 

 
3 日間ＪＲ東日本乗り放題 

＋ 
(北東北で)お土産プレゼント 

 

海外の旅行会社

などで 

引換証購入 



●「JR EAST PASS SPECIAL」商品概要 

○商 品 名：「JR EAST PASS SPECIAL」  
○発売期間：2007年 7月 1日(日)～10月 1日(月) 
※ 北東北デスティネーションキャンペーン期間中にほぼ限定。 
○引換証発売箇所：以下の GDS端末を備える旅行代理店、航空券販売箇所約 15万店舗 
※ 発売可能なGDS：Amadeus、WorldSpan、Apollo、Galileo、Sabre 
○国内引換箇所：成田空港・空港第２ビル駅の外国人旅行センター、青森・八戸・秋田・仙台・

山形・福島・新潟・東京・品川・上野・新宿・横浜駅のびゅうプラザ、渋谷・池袋駅のインフ

ォメーションセンターおよび成田空港・空港第２ビル・東京駅のみどりの窓口 
※ 既存の「JR EAST PASS」の引換箇所と同じです。 
※ 国内引換箇所で直接ご購入いただくことも可能です。（ただし、渋谷・池袋駅はインフォメー

ションセンターではなく、びゅうプラザでの販売となります。） 
○利用可能期間：2007年 7月 1日(日)～10月 31日(水) 
○商品内容：フレキシブル 3日間(普通車用) 
※ 発売日から 1ヶ月のうち任意の 3日間、JR東日本全線の新幹線を含む特急、急行列車の普通
車が乗り降り自由。（個室、寝台、ライナー、ホームライナーなどを除きます。） 
※ グリーン車用の設定はありません。 
○発売価格：大人用 10,000円、小人用 5,000円（海外での引換証発売の場合、その引換証発券
時の為替レートによります。） 
※ ユース用は設定しません。（12歳以上は大人用の取扱いとなります） 
○発売対象：外国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。  

 
● その他 
北東北ＤＣ期間中に指定観光案内所などに「JR EAST PASS SPECIAL」「JR EAST PASS」
をご提示いただくと「特製お箸」をお土産としてプレゼントします。 

※プレゼントお渡し箇所は別紙をご参照下さい。 
 

● 宣伝展開 

訪日前の外国人のお客さまへの宣伝告知を実施するため、海外を中心とした宣伝展開を図っ

ていきます。また、5月 18 日（予定）より順次、英語・韓国語（ハングル）・中国語（繁体

字）でウェブサイトでのご案内を開始します。 

英語版  http://www.jreast.co.jp/e/eastpass_sp/index.html 

韓国語（ハングル）版 http://www.jreast.co.jp/kr/eastpass_sp/index.html 
中国語 (繁体字) 版 http://www.jreast.co.jp/tc/eastpass_sp/index.html 

 

 
 

 

 



 

参考 
 

【北東北デスティネーションキャンペーン】 

デスティネーションキャンペーンとは？ 

・自治体とＪＲ６社が共同で実施する全国最大規模の大型観光キャンペーン 

・２００７年７月～９月、北東北デスティネーションキャンペーンとして、青森、

岩手、秋田３県で共同開催 

 

【ＧＤＳ】 

Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍの略 

航空座席予約システムに代表される、オンラインで予約確認や発券などを行う世界

の旅行業界で最も一般的な流通システム。 

 

【ＪＲ ＥＡＳＴ ＰＡＳＳ】 

観光目的の訪日外国人のお客様向けのきっぷで、ＪＲ東日本全線の新幹線を含む特

急、急行列車が乗り降り自由です。旅行日数に合わせて有効期間の異なる以下の３

種類からお選びいただけます。 

普通車 グリーン車   

大人 
(26歳以上) 

ユース 
(12～25歳) 

小人 
(6～11歳) 

大人 
(12歳以上) 

小人 
(6～11歳) 

5日間 20,000 円 16,000 円 10,000 円 28,000 円 14,000 円 

10日間 32,000 円 25,000 円 16,000 円 44,800 円 22,400 円 

フレキシブル 

 4日間 
20,000 円 16,000 円 10,000 円 28,000 円 14,000 円 

＜参考＞ 

普通車 

 
大人 
(12歳以上) 

小人 
(6～11歳) 

 
JR EAST PASS 
SPECIAL 
(フレキシブル 
 3 日間) 

10,000 円 5,000 円 

 

 

 

 

 



 

別紙 
 

プレゼントお渡し箇所一覧 

№ 地域 箇所名 

1 岩手県 盛岡市観光文化交流センター（プラザおでって） 

2 岩手県 北東北観光センター 

3 岩手県 花巻観光センター 

4 岩手県 奥州市観光案内所（水沢江刺駅内） 

5 岩手県 水沢観光案内所（水沢駅内） 

6 岩手県 江刺観光物産センター 

7 岩手県 胆沢まるごと案内所 

8 岩手県 一関観光協会駅前案内所 

9 岩手県 大船渡市観光物産協会観光案内所 

10 岩手県 陸前高田市観光協会 

11 岩手県 釜石総合観光案内所 

12 岩手県 宮古駅前観光案内所 

13 岩手県 二戸市観光案内所（なにゃ～と） 

14 岩手県 岩手広域交流センター「プラザあい」広域観光案内所 

15 岩手県 雫石町観光案内センター 

16 岩手県 久慈市観光案内所 

17 岩手県 道の駅白樺の里やまがた 

18 岩手県 遠野市観光案内所（遠野市観光協会） 

19 青森県 青森県観光総合案内所 

20 青森県 青森市観光案内所 

21 青森県 弘前市観光案内所 

22 青森県 弘前市立観光館 

23 青森県 はちのへ総合観光プラザ 

24 青森県 十和田湖総合案内所 

25 青森県 むつ来さまい館 

26 秋田県 秋田市観光案内所 

27 秋田県 田沢湖観光情報センター「フォレイク」 

28 秋田県 十和田八幡平観光物産協会観光案内所 

29 秋田県 角館町観光情報センター「駅前蔵」 

30 秋田県 大仙市観光情報センター「グランポール」 

 


