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２０１２年度は新幹線のメモリアルイヤー！ 

「新幹線ＹＥＡＲ２０１２」キャンペーンを展開します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ⅰ ２０１２年度の新幹線カレンダー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ キャンペーン期間 

２０１２年５月下旬～２０１３年３月 

 

Ⅲ キャンペーンコンセプト 

ＭＯＶＥ ＹＯＵＲ ＨＥＡＲＴ  これからも新幹線は、あなたの夢を乗せて走りたい。 

（これまで新幹線をご利用いただいたお客さまへの感謝の気持ちと、改めて新幹線の旅の楽しさ

を提案し、お客さまとともに「新幹線の夢」を作り続けていきたいという想いをこめました。） 

○ ２０１２年度は、６月２３日に東北新幹線（大宮～盛岡間）が開業３０周年を迎えるのをはじめ、２０１３年春には秋田
新幹線にＥ６系車両がデビューするなど、ＪＲ東日本の新幹線にとっては節目の年となります。 

○ これに合わせて、ＪＲ東日本では「新幹線ＹＥＡＲ２０１２」キャンペーンを展開します。キャンペーンでは、お客さまと
ともに新幹線の思い出を振り返りつつ、さまざまな企画やイベントの開催を通じて、新幹線の旅の楽しみと沿線の

魅力をアピールしていきます。 

○ これまでの多くのお客さまへの感謝の気持ちをこめて、これからも親しまれるJR東日本の新幹線を目指し「新幹線
ＹＥＡＲ２０１２」キャンペーンがスタートします。どうぞご期待下さい。 

 

※２０１３年春に秋田新幹線Ｅ６系がデビュー ※3/23秋田新幹線（盛岡～秋田）開業１５周年 

２０１２年 ２０１３年

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

★12/1東北新幹線
　　　　（盛岡～八戸）開業10周年

★7/1山形新幹線
　　　　（福島～山形）開業20周年

★10/1長野新幹線（高崎～長野）開業15周年

★6/23東北新幹線（大宮～盛岡）開業30周年

★11/15上越新幹線（大宮～新潟）開業30周年



【共通ロゴマーク】 
「新幹線ＹＥＡＲ２０１２」共通ロゴマークを作成し、キャンペーンを盛り上げていきま

す。 
 
 
 
 
 

 

Ⅳ キャンペーン企画 

１ Ｓｕｉｃａペンギンが沿線をご案内する「ご当地ラッピング新幹線」を運行！  

 周年を迎える各新幹線に、モバイルＳｕｉｃａでおなじみのＳｕｉｃａペンギンが初登
場！新幹線の沿線各地を旅するＳｕｉｃａペンギンをモチーフにしたご当地ラッピング新幹

線を当社の各新幹線で運行します。 
 まず第 1弾は６月２３日に３０周年を迎える東北新幹線を東京・埼玉・栃木・福島・宮城・
岩手・青森・秋田の各都県の観光素材とＳｕｉｃａペンギンのデザインでラッピングします。

今後も周年にあわせて山形・長野・上越の各新幹線もラッピングする予定です。 
 ※デザインについては一部変更になる場合があります。 
 
【第１弾】東北新幹線・Ｅ２系、山形新幹線・Ｅ３系（６月下旬～） 

（東北新幹線デザインイメージ） 
 
 
 
 
 
 
（ご当地デザインイメージ） 
   ＜福島＞      ＜宮城＞       ＜岩手＞      ＜青森＞ 
   あかべこ      鳴子こけし       南部鉄器     大間まぐろ 
 
 
 
 
 
  ＜参考＞ 

新幹線ＹＥＡＲ２０１２キャンペーンのプレ企画として、３月２３日の秋田新幹線開業１５

周年と桜前線の北上に合わせて、「さくら」ラッピングを施した新幹線を運転しました。 
  （秋田新幹線 Ｅ３系）                （東北新幹線 Ｅ２系） 

 

 

 

【別紙１】 



２ 新幹線の旅をより楽しくさせるスマートフォン・アプリ近日公開！  

 新幹線での移動時間をより楽しんでいただくため、スマートフォン・アプリ「ＪＲ東日本 
新幹線トラベラー」の公開を予定しています。 
 第 1 弾は、「車窓ガイド（東北新幹線編）」を６月上旬（予定）に公開・無料ダウンロード
をスタート。今後、当社の各新幹線に拡大するとともに駅の情報や駅弁を紹介するコンテン

ツなど企画を充実させていきます。 
新幹線の旅をもっと楽しく、もっと快適にする「ＪＲ東日本新幹線トラベラー」にぜひご

期待ください。 
【車窓ガイドの特徴】 
・ 乗車列車の位置情報を確認しながら車窓の見どころを楽しむ「GPS モード」と、あらか
じめ路線上の見どころをチェックでき電波状況に左右されない「イラストモード」の２

つのモードでお楽しみいただけます。 
・ ご紹介する見所は約６０～７０箇所を予定 
（例：富士山、日光連山、新幹線総合車両センター、北上展勝地、三内丸山遺跡等） 

・ JR東日本の運行情報サイトや乗換案内サイト、駅構内案内図のサイトへのダイレクトリ
ンク 

 
【トップ画面】    【GPSモード】   【イラストモード】   【ガイド画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ※画面はイメージです。 
 
 
 

３ お客さまの思い出写真でキャンペーンポスターを製作します！ 

 お客さまとともに歩んできた歴史を新幹線の未来に活かしたいという想いをこめて、お客
さまから募集した「ＪＲ東日本の新幹線との思い出写真」（*）でキャンペーンポスターを製
作します。 
*「JR東日本の新幹線の思い出写真募集」（３月２６日～４月２０日実施）にご応募いただいた写真を使用します。 

  

４ タイアップ企画 

（１）鉄道博物館「東北新幹線開業３０周年記念ナイトミュージアム」の実施 
「東北・上越新幹線開業３０周年記念展」を開催中（7 月 1 日まで）の鉄道博物館で
は、東北新幹線開業３０周年にあたる６月２３日に「ナイトミュージアム」を開催し、

通常１８時までの開館時間を２０時まで延長し夜間営業を実施します。１７時３０分以



降は特別料金（一般 500円、小中高生 200円（*））で入館できるほか、東北・上越新幹
線や２００系新幹線電車に関連した特別メニューをご用意します。 
*幼児は 200円（通常料金）。 

 
（２）ホテルメトロポリタン等での新幹線写真展開催 

各新幹線の周年記念日にあわせて「ホテルメトロポリタン」、「ホテルメトロポリタン

エドモント」、「ホテルメトロポリタン丸の内」のロビーなどで新幹線写真展を開催しま

す。 
また、当該３ホテルを宿泊先とする周年記念専用の「びゅうＴＹＯ商品（＊）」をご

利用のお客さまに、もれなくお子さま向けの記念品「新幹線ノートブック」をプレゼン

トします。 
     ＊「ＴＹＯ商品」とは、地方発首都圏エリアを目的地としたＪＲ東日本の旅行商品です。 

 

５ アニバーサリー企画 

各新幹線が周年という節目を迎えるにあたり、これまでのご利用に感謝の気持ちをこめて

出発式や臨時列車の運行など様々なアニバーサリー企画を実施します。 
 

（１）東北新幹線大宮～盛岡開業３０周年を記念して、臨時列車を運転します。 
 東北新幹線大宮開業３０周年記念号 おかげさまで３０周年 

専用臨時新幹線で行く東京・ＴＤＲ号 
運転日 ６月２３日 ６月２３日 
運転区間 大宮→盛岡 新青森→東京 
列車名 やまびこ２３５号 開業３０周年記念号（団体専用） 
運転車両 ２００系（旧塗色） Ｅ２系 

（２）東北新幹線大宮～盛岡開業３０周年記念イベントを実施します 
・出発式を実施します  …6月 23日大宮駅、小山駅、宇都宮駅、那須塩原駅、一ノ関駅、

北上駅、盛岡駅にて記念出発式をおこないます。 
・１日駅長を募集します …出発式や記念イベントに参加していただく１日駅長を５月 

１８日まで募集中です。 
・記念入場券を発売します…大宮駅など計 13駅にて東北新幹線開業３０周年記念入場券を

発売します。（６月２３日９:００発売開始、なくなり次第終了） 
 
 ※今後も山形新幹線、長野新幹線、上越新幹線などでのアニバーサリー企画を予定して
います。 

  

Ⅴ 新幹線への「お先にトクだ値スペシャル」の設定【別紙２】 

これまでのご利用に感謝の気持ちを込めて山形新幹線「つばさ」に列車・区間・席数限定

で「お先にトクだ値スペシャル」を設定します。「えきねっと」の会員登録をしていただき、

インターネットで予約いただくとお買い求めいただけるきっぷで、東京駅発着の山形新幹線

が期間限定で５０％割引となり大変おトクです。この機会にぜひ、「つばさ」で７月の山形へ

お出かけください。 
「お先にトクだ値スペシャル」は、今後他の新幹線でも順次設定します。詳細は別途お知ら

せしますのでご期待下さい。 
 
 



Ⅵ 記念グッズ、お弁当等の発売 

「新幹線ＹＥＡＲ２０１２」を記念したグッズ、弁当等を販売します。５月末に、東北新

幹線の開業時の車両２００系と最新のＥ５系の記念ロゴマーク入りグッズを発売するのを始

め、順次、各新幹線の歴代車両をあしらったグッズが登場します。また、新幹線ＹＥＡＲを

記念した弁当も順次販売します。 
 
【記念グッズ（５月末から沿線の駅の構内店舗等で順次発売）】 
 
  ◆Ｅ５系クリアファイル         ◆２００系マグネット＆メモ帳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆２００系下敷き             ◆Ｅ５系・２００系タンブラー 

 ※着せ替えシート２枚入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



東北新幹線

先頭車／ 1 号車：旅立ち

中間車／ 2 号車：東京都

中間車／ 3 号車：埼玉県

中間車／ 4 号車：栃木県

中間車／ 5 号車：福島県

別紙1

※イラストはイメージです。デザインについては一部変更となる部分があります。



中間車／ 6 号車：宮城県

中間車／ 7 号車：岩手県

中間車／ 8 号車：青森県

中間車／ 9 号車：秋田県

先頭車／ 10 号車：旅立ち

※イラストはイメージです。デザインについては一部変更となる部分があります。



 

山形新幹線「つばさ」への「お先にトクだ値スペシャル」の設定について 

 
 

１ 利用期間 

2012年 7月 1日（日）～22日（日） 

２ 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 
（例）7月 1日乗車分の発売期間は 6月 1日午前 10時から 6月 18日午前 1時 40分まで 

３ 割引率 

運賃と料金が５０％割引 ※座席数には限りがあります。 

４ 設備 

普通車指定席 

５ 設定列車 

東京駅発着の「つばさ」の上り・下り各６本ずつの設定となります。 

 

 

 

 

６ 主な設定区間・発売額 （通常期・大人１名の場合） 

 

 

 

この他の駅発着の設定もございます。 
 
詳しくは、えきねっとホームページ（http://jreast.eki-net.com/tokudane/）をご覧ください。 
 

通常価格 割引率 発売額 おトク額

米沢 10,200円 5,090円 5,110円

山形 11,030円 5,510円 5,520円

新庄 12,510円 6,250円 6,260円

東京 ～ 50%

設定区間

列車名 始発駅 始発駅時刻 終着駅 列車名 始発駅 始発駅時刻 終着駅

つばさ121号 6:12 新庄 つばさ120号 新庄 5:41

つばさ123号 7:12 新庄 つばさ124号 山形 7:07

つばさ127号 8:08 山形 つばさ128号 新庄 7:20

つばさ151号 18:08 山形 つばさ154号 山形 17:05

つばさ155号 19:16 新庄 つばさ156号 新庄 17:14

つばさ157号 20:44 山形 つばさ158号 新庄 18:45

東京 東京

別紙２ 


	3-1-2.pdf
	3-2



