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◆ＪＲ東日本とＡＮＡでは、「ポケモン」をキャンペーンキャラクターに起用した共同キャ

ンペーン「ピカ乗りサマー2009」を実施いたします。 

◆「ピカ乗りサマー2009」共同キャンペーンを記念して、プレゼントキャンペーンを実施

いたします。 

◆ＪＲ東日本とＡＮＡでは、この夏公開の映画「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・

パール アルセウス 超克
ちょうこく

の時空
じ く う

へ」とタイアップした各種ポケモン関連企画をご用意し

てお客さまのご参加をお待ちしております。 

◆ＪＲ東日本では、7月18日(土)～9月23日(水･祝)までの期間、ポケモン新幹線を毎日運転

いたします。 

◆ＡＮＡでは、引き続き、好評のポケモンジェットを運航します。機内では、ポケモンの

ショートムービーや、お子様向け機内玩具などのサービスをご用意しております。 

 

東日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：清野 智、以下「ＪＲ東日本」）と、 

全日本空輸株式会社（代表取締役社長：伊東 信一郎、以下「ＡＮＡ」）は、昨年に引き続

き、大人気アニメ「ポケットモンスター」（以下、「ポケモン」）をキャンペーンキャラクター

に起用した共同キャンペーン「ピカ乗りサマー2009」を今夏に実施いたします。 

 

ＪＲ東日本では、夏休み期間中はもちろん 9 月の 5 連休まで、ポケモンをラッピングし

た新幹線を運行し、ＡＮＡでは東京(羽田)―札幌(千歳)便などでポケモンジェットの運航

を行ないます。このほかにも、両社のスタンプラリーの連携プレゼントキャンペーンなど、

ご乗車・ご搭乗中だけでなく、駅や空港でもお楽しみいただける企画を各種ご用意してお

ります。 

なお、7 月 18 日にはキャンペーンキャラクターであるポケモンの映画「劇場版ポケット

モンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克
ちょうこく

の時空
じ く う

へ」も公開されます。 

今年の夏も、ＪＲ東日本とＡＮＡをご利用いただきご家族揃って楽しい夏をお過ごしく

ださい。 

 
ピカ乗りサマー2009 の詳細、最新情報に関しては、下記ホームページよりご確認いただけます。 

ＪＲ東日本 www.jreast.co.jp/pikanori/    ＡＮＡ www.ana.co.jp/pokemon 

の実施について 



 

１．「ピカ乗りサマー2009」プレゼントキャンペーン実施について 
 
【ピカ乗りサマー2009 の概要】 
ＪＲ東日本とＡＮＡでは「ピカ乗りサマー2009」の企画の一つとして共同でプレゼン

トキャンペーンを実施いたします。 

ＪＲ東日本とＡＮＡの各社が実施するポケモン企画のいずれかに参加し、ご応募いた

だいたお客さまには、抽選で「ＪＲ東日本賞」または「ＡＮＡ賞」をプレゼントいたし

ます。 

さらに、両社のポケモン企画に参加しご応募いただいたお客さまには、抽選で「ピカ

乗りサマー2009 賞」としてポケモン新幹線とポケモンジェットのミニチュアモデルセッ

トをプレゼントいたします。 

また、ＪＲ東日本の新幹線車内販売やＡＮＡの各空港売店での Suica でのお買い物、

びゅうプラザでの対象旅行商品のご購入でも、それぞれオリジナルポケモングッズをプ

レゼントいたします。 

※ＪＲ東日本賞・ＡＮＡ賞・ピカ乗りサマー賞の重複当選はございませんのであらかじめご了承ください。 

※プレゼントキャンペーンの詳細は、ＪＲ東日本・ＡＮＡ各社のホームページでご案内いたします。 

 

【ＪＲ東日本賞・ＡＮＡ賞】 
 ＪＲ東日本の「ポケモン・スタンプラリー」に参加、もしくはＡＮＡの「搭乗記念スタ

ンプ」を集めると、「ＪＲ東日本賞」・「ＡＮＡ賞」のいずれか一方にご応募できます。ご

応募条件・方法については下記のとおりです。 

 ■ＪＲ東日本の「ポケモン・スタンプラリー」に参加する 

 7 月 25 日(土)～8月 9日(日)までの期間、山手線を中心とした首都圏の主な駅に 95 種

類のポケモンスタンプを設置し「ＪＲ東日本ポケモン・スタンプラリー2009」を実施い

たします。このキャンペーンに参加して、6つのスタンプを集めてゴール駅に行くと参加

賞として「ラリー記念スタンプ帳」をお渡しします。このスタンプ帳についている専用

応募ハガキでご応募いただくと、「ＪＲ東日本賞」として抽選で 50 名様に、「ギザみみピ

チュー」または「アルセウス」のぬいぐるみどちらか一体と、ＪＲ東日本オリジナルス

テッカーをセットにしてプレゼントいたします。「ギザみみピチュー」、「アルセウス」は

今夏の映画「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克
ちょうこく

の時空
じ く う

へ」で活躍するポケモンです。 
 ■「ＡＮＡオリジナルポケモンスタンプ」を押す 

 7 月 1 日(水)～9 月 30 日(水)までの期間、全国の 52 空港に設置されるＡＮＡポケモン

スタンプカードについている専用ハガキでご応募いただくと、「ＡＮＡ賞」として抽選で

50 名様に、ギザみみピチューまたはアルセウスのぬいぐるみどちらか一体と、ＡＮＡオ

リジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

ぬいぐるみはいずれも㈱タカラトミー提供です。 

ＪＲ東日本賞 ステッカーイメージ ＡＮＡ賞 ステッカーイメージ 
おしゃべりぬいぐるみ ギザみみピチュー（左） 

または 

ポケモンぬいぐるみＤＰ アルセウス（右） 

※各社オリジナルステッカーが付きます。 



 

 
【ピカ乗りサマー2009 賞】 
「ＪＲ東日本ポケモン・スタンプラリー2009」の「ラリー記念スタンプ帳」についてい

る「ピカ乗りサマー2009 賞ＪＲ東日本応募券」をＡＮＡが空港内で配付しているＡＮＡ

ポケモンスタンプカードについている「ピカ乗りサマー2009 賞」専用応募ハガキに貼り、

ご応募いただくと抽選で 100 名様に「ポケモン新幹線ダイキャスト製モデル(1/160)」と 

「ピカチュウジャンボ 1/500 モデルプレーン」をセットにしプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 
 
 
【Suica を使ってお買い物♪「アルセウス 超克

ちょうこく

の時空
じ く う

へ」オリジナル 

ポケモングッズプレゼントキャンペーン】 
ＪＲ東日本の新幹線車内販売、ＡＮＡの空港売店において、Suicaをご利用いただくと、

お買い上げ金額に応じてオリジナルポケモングッズを差し上げます。 

 ・実施期間 7 月 18 日(土)～9月 23 日(水・祝) 

 ・対象箇所 ポケモン新幹線を含む全新幹線 

       羽田空港「ANA FESTA」物販 9店舗 
※羽田第１ビル）１階エアラインプラザ店 

羽田第２ビル）地下１階ギフト店、１階到着ロビーギフト店、53 番ゲートギフト店、 

61 番ゲートギフト店、61 番ゲートコンビニ店、65 番ゲートギフト店、 

66 番ゲートギフト店、バスラウンジギフト店 

 

・概  要 Suica 決済にて新幹線車内販売で 500 円以上（税込）、 

ANA FESTA で 1,000 円以上（税込）お買い上げの方に 

オリジナル「クリーナーストラップ」を１つプレゼ 

ントいたします。 

※新幹線については車内販売をしない列車･区間及び、8/7(金)～8/16(日)は対象外とします。 

※プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。 

 

【びゅう＆ＡＮＡ ポケモンステッカープレゼント！】 
びゅうプラザで、びゅう国内旅行商品、ＡＮＡスカイホリデー旅行商品および、ＡＮＡ

国内航空券のいずれかをお買い求めいただくと、ご同行のお子様（小学生以下）にオリジ

ナルステッカーを差し上げます。 

 ・実施期間 6 月 22 日(月)からプレゼントがなくなり次第終了 

 ・対象箇所 びゅうプラザ店舗（※一部店舗を除く） 

・概  要 7 月 1 日(水)～9月 30 日(水)ご出発のびゅう国内 

旅行商品、ＡＮＡスカイホリデー商品、ＡＮＡ国 

内航空券いずれかをお買い求めの場合、ご同行の 

お子様（小学生以下）、先着 20,000 名様にオリジ 

ナルステッカーをプレゼントいたします。 

「ポケモン新幹線ダイキャスト製モデル(1/160)」・「ピカチュウジャンボ 1/500 モデルプレーン」セット 

オリジナル「クリーナーストラップ」

左：新幹線車内販売用 

右：ANA FESTA 用 

賞品写真はイメージです。実際の賞品と異なることが

ございますので、ご了承ください。 

オリジナルステッカー 



 

２．ＪＲ東日本の「ポケモン新幹線」について 
（１）運転期間 7 月 18 日(土)～9月 23 日(水･祝) 

（２）対象列車 以下の各形式計 13 編成に「ポケモン」車体ラッピングを施し、定期列  

車、団体臨時列車として運転いたします。 
          ・東北新幹線     E2系 

・東北・上越新幹線   E4系、200系 

・秋田新幹線      E3系 

・山形新幹線      E3系 

・長野新幹線      E2系 

 

E3系ラッピングイメージ 

 

 

 

 

 

※ポケモン新幹線の運転初日となる 7/18 出発限定で、お得な旅行商品「ポケモン新幹線で行く安比高原」

をご用意するほか、ポケモン・スタンプラリーのご参加に便利な、盛岡・仙台・秋田・新潟・長野方面

からの東京向け旅行商品を発売いたします。詳しくはお近くのびゅうプラザへお問合せください。 

 

（３）運転計画のご案内について 

    ＪＲ東日本の「ピカ乗りサマー2009」ホームページ「www.jreast.co.jp/pikanori 」

でご案内いたします。 

※運転計画が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

３．ＡＮＡの「ポケモン」サービスについて 
（１）ＡＮＡ国内線だけでしか楽しめないオリジナルショートムービーを機内特別上映 

   ＡＮＡ国内線上り便（偶数番号便）では、ショートムービー「ピカチュウのキラキ 

ラだいそうさく！」を機内で特別上映いたします。 

     ◆上映期間 8 月 1 日（土）～8月 29 日（土） 

※一部の路線・機種では上映いたしません。 
         ※運航事情により、上映できない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

（２）ＡＮＡ国内線にご搭乗いただいたお子様に「ピカチュウフェイスポーチ」をご用意。 

ＡＮＡ国内線にご搭乗いただいたお子様にお配りしている機内玩具のひとつとして、 

「ピカチュウフェイスポーチ」をご用意しております。 

◆サービス期間 7 月 18 日(土)～なくなり次第終了 

       ※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。 

※一部の路線・機種および運航事情により、実施されない場合もございます。あらかじめご了承ください。 
※IBEX エアラインズ,エア・ドゥ,スカイネットアジア航空,スターフライヤーが運航する便では実施しておりません。 

 



 

（３）ＡＮＡ機内でポケモン限定グッズを販売 

「ニンテンドーＤＳ」がさらに楽しくなる、「ＡＮＡポケモンジェット ニンテンドー

ＤＳポーチセット」をＡＮＡの機内で限定販売いたします。「アルセウスとギザみみ

ピチューのタッチペン（各 1 本）」と「ピカチュウの液晶画面クリーナー」が、スマ

ートポーチに入っています。 

◆販売価格 3,000 円（税込） 

 

 

４．その他 
 各社のキャンペーンに関する詳細や最新情報は、ＪＲ東日本( www.jreast.co.jp ) 

およびＡＮＡ( www.ana.co.jp ) のホームページなどで随時ご案内いたします。 

 

【共同キャンペーンのグラフィックイメージ】 
 キャンペーンでは、ＪＲ東日本のポケモン新幹線ダイキャスト製モデルとＡＮＡのピ

カチュウジャンボ 1/500 モデルプレーンをジオラマに配したグラフィックを作成し各種

ポスターやパンフレットなどで活用いたします。 
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