
２０１４年２月２４日 

東日本旅客鉄道株式会社 
 

～発売価格、設定区間などを変更します～ 

消費税率引上げに伴うおトクなきっぷの見直しについて 
 

 

 ＪＲ東日本では、消費税率引上げに伴い現在発売しているおトクなきっぷを見直し

いたします。２０１４年４月１日以降引き続き発売するおトクなきっぷについては発

売価格の改定を予定しているほか、一部のおトクなきっぷでは設定区間の見直しなど

を実施いたします。 

 
 

○ 消費税率引上げに伴い発売価格の改定を予定している商品         
 

 消費税率引上げに伴い、現在弊社が設定しているおトクなきっぷのうち、２０１４

年４月１日以降引き続き発売するものについては以下のとおり発売価格の改定を予定

しております。 

 

１ 発売価格改定日 

  ２０１４年４月１日 

 

２ 主な対象商品・改定（予定）発売価格 

  別表１ 

  ※ 別表１に掲載している４月１日からの発売価格は、鉄道事業法に基づく届出

準備中のもので予定しているものです。届出が受理されました後、改めて弊社

ホームページ（http://www.jreast.co.jp/tickets/ ）にてお知らせいたします。 

 

３ その他 

 ⑴ このたびの価格改定は、消費税率が８％に引き上げられることに伴い、発売価

格に消費税率引上げ相当分を転嫁させていただくものです。 

 ⑵ きっぷごとのご利用条件・発売箇所などの詳細については、弊社ホームページ

（３月上旬掲出予定）をご覧いただくか、駅係員にお尋ねください。 

 ⑶ おトクなきっぷは、回数券タイプなど一部の商品を除き、ご利用開始日の１ヶ

月前の日から発売いたします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定前の価格 改定後の価格 

3/31 まで 4/1 から 

3/15 4/15 

購入 利用開始 
改定前の価格で購入／利用 

《前売りを行うきっぷの購入例》 利用開始日は同じでも購入日によって価格は異なります。 

4/5 

購入 

4/15 

利用開始 改定後の価格で購入／利用 

（ケース①） 

（ケース②） 



○ 発売を終了する商品・設定区間の見直しを行う商品           
 

 次の商品（設定区間）については、お客さまのご利用が少ないことから発売を終了

させていただきます。 
 

【発売を終了する商品】 

 ２０１４年３月３１日ご利用開始分をもって発売を終了いたします。なお、発売終

了日までにご購入されたものについては、有効期間内はご利用いただけます。 

 

商品名 発売終了日 有効期間終了日 

連絡ミニ回数券 2014 年 3 月 31 日 2014 年 6 月 30 日 

ノー・マイカー・デー割引きっぷ 2014 年 3 月 31 日 2014 年 6 月 30 日 

 

 

【一部区間の発売を終了する商品】 

「南伊豆フリー乗車券」 

  ２０１４年４月１日ご利用開始分をもって発売を終了いたします。 

設定区間 発売終了日 有効期間終了日 

大宮 ⇒ 南伊豆フリーエリア 2014 年 3 月 31 日 2014 年 4 月 2 日 

※ なお「南伊豆フリー乗車券」では上表以外にも設定区間がございますが、こちらに

ついては４月１日以降も引き続き発売いたします。（別表１に掲載しております。） 

 

「信州往復きっぷ」 

  ２０１４年４月３０日ご利用開始分をもって発売を終了いたします。なお発売終

了日までにご購入されたものについては、有効期間内はご利用いただけます。 

設定区間 発売終了日 有効期間終了日 

富士見～茅野 ⇒ 篠ノ井～長野 

2014 年 3 月 31 日 2014 年 5 月 1 日 

上諏訪 ⇒ 篠ノ井～長野 

下諏訪 ⇒ 篠ノ井～長野 

長野～篠ノ井 ⇒ 茅野～富士見 

長野～篠ノ井 ⇒ 上諏訪 

長野～篠ノ井 ⇒ 下諏訪 

※ なお「信州往復きっぷ」では上表以外にも設定区間がございますが、こちらについ

ては４月１日以降も引き続き発売いたします。（別表１に掲載しております。） 

 

「千曲川回数券」 

２０１４年３月３１日ご利用開始分をもって発売を終了いたします。なお発売終

了日までにご購入されたものについては、有効期間内はご利用いただけます。 

 



 

設定区間 発売終了日 有効期間終了日 

屋代高校前・屋代 ⇔ 稲荷山 

2014 年 3 月 31 日 2014 年 6 月 30 日

千曲 ⇔ 稲荷山 

戸倉 ⇔ 稲荷山 

上田 ⇔ 東小諸・乙女 

上田 ⇔ 三岡・美里 

上田 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

上田 ⇔ 北中込・滑津・中込 

田中 ⇔ 東小諸・乙女 

田中 ⇔ 三岡・美里 

田中 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

田中 ⇔ 北中込・滑津・中込 

滋野 ⇔ 東小諸・乙女 

滋野 ⇔ 三岡・美里 

滋野 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

滋野 ⇔ 北中込・滑津・中込 

平原 ⇔ 東小諸・乙女 

平原 ⇔ 三岡・美里 

平原 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

平原 ⇔ 北中込・滑津・中込 

御代田 ⇔ 東小諸・乙女 

御代田 ⇔ 三岡・美里 

御代田 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

御代田 ⇔ 北中込・滑津・中込 

軽井沢 ⇔ 東小諸・乙女 

軽井沢 ⇔ 三岡・美里 

軽井沢 ⇔ 中佐都・佐久平・岩村田

軽井沢 ⇔ 北中込・滑津・中込 

※ 上表の設定区間については、弊社では発売を終了いたしますが、しなの鉄道線の主

な駅では引き続き発売いたします。 

※ また「千曲川回数券」では上表以外にも設定区間がございますが、こちらについて

は４月１日以降も引き続き発売いたします。（別表１に掲載しております。） 

 

 

 

○ リニューアルする商品                        
 

 週末のお出かけにご利用いただいている「あずさ東京週末フリーきっぷ」について

は、お客さまのさまざまなニーズにお応えするため、２０１４年４月５日ご利用開始

分より「中央線東京週末フリー乗車券」として乗車券タイプのおトクなきっぷにリニ

ューアルいたします。 

 

 

 



 

 ３月２９日ご利用開始分まで ４月５日ご利用開始分から 

商品名 「あずさ東京週末フリーきっぷ」 「中央線東京週末フリー乗車券」 

主な効力 

・ 往復の行程では「あずさ」「スー

パーあずさ」等の普通車指定席を利

用できます。 

・ 有効期間は２日間（土休日）。 

・ 東京近郊エリアがフリーエリア 

となって乗り降り自由。 

・ 往復の行程では普通（快速）列車

の普通車自由席を利用できます。別

に特急券等をお買い求めいただくと

特急列車等がご利用になれます。 

・ 有効期間は２日間（土休日）。 

・ 東京近郊エリアがフリーエリア 

となって乗り降り自由。 

 

《「中央線東京週末フリー乗車券」の主なご利用条件》 

■ 発売期間： ２０１４年４月１日～２０１４年９月２６日 

       ※ ご利用開始日当日の発売はございません。 

■ 利用期間： ２０１４年４月５日～２０１４年９月２８日の土休日 

       ※ 4/27～5/6、8/11～20 の間はご利用になれません。 

■ 発売価格： （信濃大町～豊科発）大人 5,600 円 小児 2,100 円 

        （松本～塩尻発）  大人 5,200 円 小児 1,900 円 

        （辰野～上諏訪発） 大人 4,800 円 小児 1,700 円 

        （茅野～富士見発） 大人 4,500 円 小児 1,600 円 

        （小淵沢・長坂発） 大人 4,200 円 小児 1,500 円 

        （韮崎発）     大人 3,600 円 小児 1,200 円 

        （竜王～山梨市発） 大人 3,300 円 小児 1,100 円 

        （塩山発）     大人 3,000 円 小児 1,000 円 

       ※ 価格は予定しているものです。 

■ 利用条件： ・ フリーエリア（右図）までの往復は普 

通（快速）列車の普通車自由席がご利用 

になれます。 

・ フリーエリア内では普通（快速）列車 

の普通車自由席のほか、東京モノレール 

線、りんかい線が乗り降り自由です。 

        ・ 別に特急券等をお買い求めいただくと 

         特急列車等もご利用になれます。 

        ・ フリーエリアまでの経路は、中央本線経由となります。 

■ 発売箇所： 出発駅周辺のＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口・びゅうプラザ、 

及び主な旅行会社 

 

○ お客さまへのご案内                         

 以上のおトクなきっぷの見直しにつきましては、弊社ホームページ、パンフレット、

ＪＲ時刻表等でご案内してまいります。 

 



○回数券タイプ

東京（都区内） ⇔ 宇都宮 大人 24,900 25,620

東京（都区内） ⇔ 那須塩原 大人 31,200 32,100

東京（都区内） ⇔ 新白河 大人 35,700 36,720

東京（都区内） ⇔ 郡山 大人 44,400 45,660

東京（都区内） ⇔ 福島 大人 48,600 49,980

東京（都区内） ⇔ 仙台（市内） 大人 59,100 60,780

東京（都区内） ⇔ 古川 大人 62,100 63,900

東京（都区内） ⇔ 一ノ関 大人 69,600 71,580

東京（都区内） ⇔ 北上・新花巻 大人 72,600 74,700

東京（都区内） ⇔ 盛岡 大人 77,700 79,920

川口・戸田公園～大宮 ⇔ 郡山 大人 34,500 35,460

川口・戸田公園～大宮 ⇔ 仙台（市内） 大人 56,400 58,020

仙台（市内） ⇔ 盛岡 大人 34,500 35,460

東京（都区内） ⇔ 山形 大人 63,600 65,400

東京（都区内） ⇔ 秋田 大人 79,800 82,080

仙台（市内） ⇔ 秋田 大人 48,000 49,380

東京（都区内） ⇔ 高崎～前橋 大人 24,900 25,620

東京（都区内） ⇔ 越後湯沢 大人 35,700 36,720

東京（都区内） ⇔ 長岡 大人 48,000 49,380

東京（都区内） ⇔ 燕三条 大人 49,800 51,240

東京（都区内） ⇔ 新潟 大人 57,000 58,620

川口・戸田公園～大宮 ⇔ 新潟 大人 54,600 56,160

東京（都区内） ⇔ 軽井沢 大人 31,200 32,100

東京（都区内） ⇔ 佐久平 大人 33,900 34,860

東京（都区内） ⇔ 上田 大人 35,700 36,720

東京（都区内） ⇔ 長野 大人 44,700 45,960

川口・戸田公園～大宮 ⇔ 長野 大人 34,500 35,460

東京（都区内） ⇔ 仙台（市内） 大人 78,900 81,180

東京（都区内） ⇔ 新潟 大人 76,800 79,020

東京（都区内） ⇔ 軽井沢 大人 39,000 40,140

東京（都区内） ⇔ 仙台（市内） 大人 62,700 64,500

東京（都区内） ⇔ 盛岡 大人 82,560 84,900

川口・戸田公園～大宮 ⇔ 仙台（市内） 大人 59,760 61,440

仙台（市内） ⇔ 盛岡 大人 37,380 38,460

仙台（市内） ⇔ 八戸 大人 51,960 53,460

回数券 当日から 新幹線回数券（はやぶさ）グリーン車 東京（都区内） ⇔ 仙台（市内） 大人 82,800 85,140

東京(山手線内) ⇔ 小山 大人 17,400 17,880

大宮 ⇔ 宇都宮 大人 15,600 16,020

東京(山手線内) ⇔ 熊谷 大人 16,200 16,680

東京（山手線内） ⇔ 本庄早稲田 大人 19,800 20,340

大宮 ⇔ 高崎 大人 15,600 16,020

東京 ⇔ 大宮 大人 6,000 6,180

東京 ⇔ 小山 大人 6,900 7,080

上野 ⇔ 小山 大人 5,700 5,880

大宮 ⇔ 宇都宮 大人 5,700 5,880

宇都宮 ⇔ 新白河 大人 5,700 5,880

郡山 ⇔ 福島 大人 5,040 5,160

福島 ⇔ 仙台 大人 5,700 5,880

白石蔵王 ⇔ 仙台 大人 5,040 5,160

東京 ⇔ 熊谷 大人 6,900 7,080

上野 ⇔ 熊谷 大人 5,700 5,880

大宮 ⇔ 熊谷 大人 5,040 5,160

大宮 ⇔ 高崎 大人 5,700 5,880

商品名 種別
発駅 着駅

設定区間

【別表1-①】

2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

当日から 定期券用新幹線自由席回数券回数券

当日から

当日から

当日から

当日から

発売期間

新幹線回数券（普通車）

新幹線回数券（グリーン車）

新幹線回数券（はやぶさ）普通車

新幹線自由席回数券

回数券

回数券

回数券

回数券

券タイプ

回数券タイプ（1）



商品名 種別
発駅 着駅

設定区間
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

発売期間券タイプ

古川 ⇔ 仙台 大人 3,360 3,440

盛岡 ⇔ 北上 大人 3,360 3,440

福島 ⇔ 新庄 大人 6,000 6,160

福島 ⇔ 山形 大人 4,000 4,120

福島 ⇔ 高畠 大人 2,400 2,480

米沢 ⇔ 大石田 大人 4,000 4,120

米沢 ⇔ 山形 大人 2,400 2,480

高畠 ⇔ 新庄 大人 4,000 4,120

赤湯 ⇔ 天童 大人 2,400 2,480

かみのやま温泉 ⇔ 村山 大人 2,400 2,480

山形 ⇔ 大石田 大人 2,400 2,480

天童 ⇔ 新庄 大人 2,400 2,480

高崎 ⇔ 上野・東京 大人 6,000 6,160

高崎 ⇔ 大宮 大人 3,000 3,080

本庄早稲田 ⇔ 上野・東京 大人 3,000 3,080

熊谷 ⇔ 上野・東京 大人 3,000 3,080

宇都宮 ⇔ 上野・東京 大人 6,000 6,160

宇都宮 ⇔ 大宮 大人 3,000 3,080

小山 ⇔ 上野・東京 大人 3,000 3,080

新幹線料金回数券回数券

フレックス・グリーン料金回数券回数券

当日から

当日から

回数券タイプ（2）



商品名 種別
発駅 着駅

設定区間
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

発売期間券タイプ

大人 4,500 4,620

小児 2,240 2,300

大人 7,580 7,800

小児 3,780 3,900

大人 2,920 3,000

小児 1,460 1,500

大人 5,300 5,460

小児 2,640 2,720

大人 6,000 6,180

小児 3,000 3,080

大人 9,500 9,780

小児 4,740 4,880

大人 3,200 3,300

小児 1,600 1,640

大人 5,300 5,460

小児 2,640 2,720

大人 6,200 6,380

小児 3,100 3,180

大人 10,400 10,700

小児 5,200 5,340

大人 11,600 11,940

小児 5,800 5,960

大人 6,000 6,180

小児 3,000 3,080

大人 7,000 7,200

小児 3,500 3,600

大人 3,200 3,300

小児 1,600 1,640

大人 6,000 6,180

小児 3,000 3,080

大人 5,100 5,240

小児 2,540 2,620

大人 2,500 2,580

小児 1,240 1,280

大人 3,800 3,900

小児 1,900 1,940

大人 4,400 4,520

小児 2,200 2,260

大人 5,000 5,140

小児 2,500 2,560

大人 7,000 7,200

小児 3,500 3,600

大人 1,700 1,740

小児 840 860

大人 2,200 2,260

小児 1,100 1,120

大人 4,600 4,740

小児 2,300 2,360

大人 1,700 1,740

小児 840 860

大人 4,000 4,120

小児 2,000 2,060

大人 2,500 2,580

小児 1,240 1,280

大人 1,960 2,020

小児 980 1,000

大人 2,100 2,160

小児 1,040 1,080

高崎 安中榛名

盛岡 二戸

秋田 田沢湖

大曲

秋田

仙台（市内）福島

本八戸～八戸 新青森・青森

一ノ関 仙台（市内）

くりこま高原 仙台（市内）

郡山 仙台（市内）

古川 仙台（市内）

水沢江刺 盛岡

北上 盛岡

喜多方～会津若松 仙台（市内）

⇔

盛岡 弘前

盛岡 新青森・青森

一ノ関 盛岡

盛岡 八戸

七戸十和田 新青森・青森

本八戸～八戸 弘前⇔

⇔

⇔

角館

秋田 大曲

盛岡 いわて沼宮内

田沢湖

大曲 田沢湖

大曲 角館

秋田 盛岡

⇔

⇔

盛岡

軽井沢 安中榛名

田沢湖 盛岡

角館

⇔

⇔

盛岡

角館

新幹線Ｗ（ダブル）きっぷ回数券 当日から

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

回数券タイプ（3）



商品名 種別
発駅 着駅

設定区間
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

発売期間券タイプ

新潟 ⇔ 燕三条 大人 4,160 4,280

新潟 ⇔ 長岡 大人 5,840 6,000

新潟 ⇔ 浦佐 大人 12,080 12,440

新潟 ⇔ 越後湯沢 大人 14,200 14,600

長岡 ⇔ 燕三条 大人 3,600 3,720

新潟 ⇔ 豊栄 大人 1,400 1,440

新潟 ⇔ 新発田～坂町 大人 1,600 1,640

新潟 ⇔ 村上・府屋 大人 2,400 2,480

新潟 ⇔ 新津～東三条 大人 1,600 1,640

新潟 ⇔ 見附～柏崎 大人 2,400 2,480

長岡 ⇔ 見附～新津 大人 1,600 1,640

長岡 ⇔ 柏崎 大人 1,600 1,640

直江津 ⇔ 長岡 大人 2,400 2,480

新潟 ⇔ 長岡 大人 3,800 3,920

東京（都区内） ⇔ 富山 大人 63,300 65,100

東京（都区内） ⇔ 高岡 大人 63,600 65,400

東京（都区内） ⇔ 金沢 大人 63,900 65,700

東京（都区内） ⇔ 富山 大人 71,400 73,440

東京（都区内） ⇔ 高岡 大人 71,700 73,740

東京（都区内） ⇔ 金沢 大人 71,940 74,040

⇔ 立川・八王子 大人 1,880 1,920

⇔ 大月 大人 3,400 3,480

⇔ 甲府・竜王 大人 4,400 4,520

立川・八王子 ⇔ 甲府・竜王 大人 3,400 3,480

⇔ 友部～勝田 大人 20,700 21,300

⇔ 東海 大人 23,400 24,060

⇔ 大甕～十王 大人 24,600 25,320

⇔ 高萩～磯原 大人 28,800 29,640

⇔ 大津港～植田 大人 30,900 31,800

⇔ 泉～いわき 大人 33,000 33,960

⇔ 富岡 大人 37,800 38,880

⇔ 浪江 大人 39,600 40,740

⇔ 原ノ町 大人 41,400 42,600

⇔ 友部～勝田 大人 27,900 28,680

⇔ 大甕～十王 大人 31,800 32,700

⇔ 泉～いわき 大人 42,000 43,200

石岡 ⇔ 大人 2,200 2,280

勝田 ⇔ 大人 2,800 2,880

日立 ⇔ 大人 3,600 3,720

石岡 ⇔ 大人 3,000 3,080

勝田 ⇔ 大人 4,400 4,520

日立 ⇔ 大人 5,000 5,160

上野

上野

 錦糸町・東京～新宿

上野（都区内）

上野（都区内）

回数券

当日から

当日から ひたち回数券（グリーン車）回数券

フレッシュひたち料金回数券（自由席）回数券

フレッシュひたち料金回数券（指定席）

北陸回数券（グリーン車）回数券 当日から

当日から

当日から

中央線料金回数券回数券

ひたち回数券（普通車）回数券

当日から

Ｓきっぷ回数券回数券

えちご料金回数券回数券

北陸回数券（普通車）回数券

当日から

当日から

当日から

回数券タイプ（4）



商品名 種別
発駅 着駅

設定区間
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

発売期間券タイプ

新宿・東京 ⇔ 蘇我・四街道 大人 2,000 2,040

新宿・東京 ⇔ 上総湊・大原・八日市場・佐原 大人 2,800 2,880

新宿・東京 ⇔ 千倉・安房鴨川・銚子 大人 3,600 3,720

千葉・蘇我 ⇔ 大貫・上総一ノ宮・横芝・滑河 大人 2,000 2,040

千葉・蘇我 ⇔ 千倉・安房鴨川・銚子 大人 2,800 2,880

池袋・新宿・品川・東京 ⇔ 蘇我・四街道 大人 2,800 2,880

池袋・新宿・品川・東京 ⇔ 上総湊・大原・八日市場・佐原 大人 3,600 3,720

池袋・新宿・品川・東京 ⇔ 千倉・安房鴨川・銚子 大人 4,400 4,520

千葉・蘇我 ⇔ 大貫・上総一ノ宮・横芝・滑河 大人 2,800 2,880

千葉・蘇我 ⇔ 千倉・安房鴨川・銚子 大人 3,600 3,720

大人 1,500 1,540

小児 750 770

大人 1,500 1,540

小児 750 770

大人 3,600 3,700

小児 1,800 1,850

大人 1,500 1,540

小児 750 770

大人 1,800 1,860

小児 900 930

大人 1,400 1,440

小児 700 720

竜王・甲府 ⇔ 新宿（都区内） 大人 16,800 17,280

小淵沢～韮崎 ⇔ 新宿（都区内） 大人 23,100 23,760

茅野～富士見 ⇔ 新宿（都区内） 大人 24,900 25,620

下諏訪・上諏訪 ⇔ 新宿（都区内） 大人 25,200 25,920

辰野～岡谷 ⇔ 新宿（都区内） 大人 25,500 26,220

松本～塩尻 ⇔ 新宿（都区内） 大人 27,000 27,780

穂高～豊科・明科 ⇔ 新宿（都区内） 大人 30,600 31,500

信濃大町・聖高原 ⇔ 新宿（都区内） 大人 31,800 32,700

南小谷～白馬 ⇔ 新宿（都区内） 大人 35,100 36,120

回数券 当日から 信州特急料金回数券 富士見～南小谷又は松本～長野 ⇔ 南小谷～富士見又は長野～松本 大人 2,000 2,040

当日から

石巻 あおば通

喜多方～会津若松 郡山

郡山 福島

山形 仙台

⇔

盛～気仙沼 仙台

房総料金回数券（指定席）

福島 仙台

当日から

あずさ回数券回数券

当日から

当日から

房総料金回数券（自由席）回数券

回数券

Ｗ（ダブル）きっぷ回数券

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

回数券タイプ（5）



商品名 種別
発駅 着駅

設定区間
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

発売期間券タイプ

屋代高校前・屋代 ⇔ 長野・安茂里 大人 1,740 1,740

屋代高校前・屋代 ⇔ 川中島 大人 1,500 1,500

屋代高校前・屋代 ⇔ 今井 大人 1,440 1,440

千曲 ⇔ 長野・安茂里 大人 2,040 2,100

千曲 ⇔ 川中島 大人 1,800 1,860

千曲 ⇔ 今井 大人 1,740 1,800

戸倉 ⇔ 長野・安茂里 大人 2,100 2,160

戸倉 ⇔ 川中島 大人 1,860 1,920

戸倉 ⇔ 今井 大人 1,800 1,860

坂城 ⇔ 長野・安茂里 大人 2,640 2,700

坂城 ⇔ 川中島 大人 2,400 2,460

坂城 ⇔ 今井 大人 2,340 2,400

テクノさかき ⇔ 長野・安茂里 大人 3,000 3,060

テクノさかき ⇔ 川中島 大人 2,760 2,820

テクノさかき ⇔ 今井 大人 2,700 2,760

西上田 ⇔ 長野・安茂里 大人 3,360 3,420

西上田 ⇔ 川中島 大人 3,120 3,180

西上田 ⇔ 今井 大人 3,060 3,120

上田 ⇔ 長野・安茂里 大人 3,960 4,020

上田 ⇔ 川中島 大人 3,720 3,780

上田 ⇔ 今井 大人 3,660 3,720

信濃国分寺 ⇔ 長野・安茂里 大人 4,140 4,260

信濃国分寺 ⇔ 川中島 大人 3,900 4,020

信濃国分寺 ⇔ 今井 大人 3,840 3,960

大屋 ⇔ 長野・安茂里 大人 4,500 4,620

大屋 ⇔ 川中島 大人 4,260 4,380

大屋 ⇔ 今井 大人 4,200 4,320

田中 ⇔ 長野・安茂里 大人 4,800 4,920

田中 ⇔ 川中島 大人 4,560 4,680

田中 ⇔ 今井 大人 4,500 4,620

滋野 ⇔ 長野・安茂里 大人 5,400 5,520

滋野 ⇔ 川中島 大人 5,340 5,460

滋野 ⇔ 今井 大人 5,100 5,220

小諸 ⇔ 長野・安茂里 大人 6,060 6,180

小諸 ⇔ 川中島 大人 6,000 6,120

小諸 ⇔ 今井 大人 5,760 5,880

軽井沢 ⇔ 長野・安茂里 大人 8,580 8,820

軽井沢 ⇔ 川中島 大人 8,520 8,760

軽井沢 ⇔ 今井 大人 8,280 8,520

千曲川回数券回数券 当日から

回数券タイプ（6）



○フリーパスタイプ

大人 8,500 8,730

小児 2,500 2,560

大人 1,580 1,590

小児 790 800

大人 730 750

小児 360 370

大人 2,600 2,670

小児 1,300 1,330

大人 500 520

小児 250 260

大人 680 700

小児 340 350

大人 820 850

小児 410 420

大人 2,600 2,670

小児 1,300 1,330

大人 2,600 2,670

小児 1,300 1,330

大人 2,000 2,060

小児 1,000 1,030

大人 3,700 3,810

小児 1,850 1,900

大人 1,500 1,540

小児 750 770

大人 2,500 2,570

小児 900 930

大人 2,500 2,570

小児 1,000 1,030

大人 2,500 2,580

小児 1,250 1,290

※　フリーエリアは目安となります。

【別表1-②】

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

フリーパス
１ヶ月前の日
から前日まで

週末パス
フリーエリア

（首都圏・南東北・上信越エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

東京フリーきっぷ
フリーエリア
（東京近郊）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

都区内パス
フリーエリア
（東京23区内）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

休日おでかけパス
フリーエリア
（東京近郊）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

ヨコハマ・みなとみらいパス
フリーエリア
（横浜近郊）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

鎌倉・江ノ島パス
フリーエリア

（鎌倉・江ノ島エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

湯河原・真鶴パス
フリーエリア
（小田原～熱海）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

仙台まるごとパス
フリーエリア
（仙台近郊）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

小さな旅ホリデー・パス
フリーエリア
（南東北エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

津軽フリーパス
フリーエリア

（青森～碇ヶ関・五所川原エリア）

信州ワンデーパス
フリーエリア

（長野・松本・軽井沢エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

五能線フリーパス
フリーエリア

（秋田～五能線～青森エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

えちごワンデーパス
フリーエリア
（新潟近郊）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

信州北回廊パス
フリーエリア

（妙高高原・飯山・長野・姨捨エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

きらきら日本海パス
フリーエリア

（羽後本荘・酒田・鶴岡・村上エリア）

フリーパス
１ヶ月前の日
から当日まで

フリーパスタイプ（1）



○往復タイプ

大人 7,200 7,410

小児 3,600 3,700

大人 12,500 12,860

小児 6,250 6,430

大人 14,500 14,910

小児 7,250 7,450

大人 2,080 2,140

小児 1,040 1,070

大人 2,920 3,000

小児 1,460 1,500

大人 6,040 6,210

小児 3,020 3,100

大人 7,100 7,300

小児 3,550 3,650

大人 1,800 1,850

小児 900 920

大人 2,080 2,140

小児 1,040 1,070

大人 2,920 3,000

小児 1,460 1,500

大人 6,040 6,210

小児 3,020 3,100

大人 7,100 7,300

小児 3,550 3,650

大人 1,800 1,850

小児 900 920

大人 3,000 3,090

小児 1,500 1,540

大人 4,000 4,110

小児 2,000 2,050

大人 3,000 3,090

小児 1,500 1,540

大人 3,000 3,090

小児 1,500 1,540

大人 4,000 4,110

小児 2,000 2,050

大人 3,000 3,090

小児 1,500 1,540

大人 4,800 4,940

小児 2,400 2,470

大人 6,000 6,170

小児 3,000 3,080

大人 5,000 5,140

小児 2,500 2,570

大人 6,000 6,170

小児 3,000 3,080

大人 5,000 5,140

小児 2,500 2,570

大人 6,200 6,380

小児 3,100 3,190

大人 6,500 6,690

小児 3,250 3,340

糸魚川・青海

【別表1-③】

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

北陸往復きっぷ 新潟 富山

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）

新潟 金沢

⇒

⇒

発駅 着駅

新潟

往復
１ヶ月前の日
から当日まで

Ｓきっぷ

新潟 燕三条

新潟 長岡

新潟 浦佐

新潟 越後湯沢

長岡 燕三条

燕三条 新潟

長岡 新潟⇒

浦佐 新潟

越後湯沢 新潟

燕三条 長岡

⇒

⇒

⇒

往復
１ヶ月前の日
から当日まで

えちご往復きっぷ

新潟 柏崎

新潟 直江津～新井

長岡 直江津～新井

柏崎 新潟

新井～直江津 新潟

新井～直江津 長岡

往復
１ヶ月前の日
から前日まで

N'EX往復きっぷ（普通車）

東京（都区内） 空港第2ビル・成田空港

横浜(市内） 空港第2ビル・成田空港

武蔵小杉 空港第2ビル・成田空港

高尾 空港第2ビル・成田空港

大宮 空港第2ビル・成田空港

逗子～大船 空港第2ビル・成田空港

横須賀 空港第2ビル・成田空港⇒

１ヶ月前の日
から当日まで

往復

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

往復タイプ（1）



券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

東京（都区内） ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 6,300 6,480

横浜(市内） ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 7,500 7,710

武蔵小杉 ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 6,500 6,690

高尾 ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 7,500 7,710

大宮 ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 6,500 6,690

逗子～大船 ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 7,700 7,920

横須賀 ⇒ 空港第2ビル・成田空港 大人 8,000 8,230

大人 6,500 6,680

小児 3,250 3,340

大人 6,800 6,990

小児 3,400 3,490

大人 6,000 6,170

小児 3,000 3,080

大人 7,000 7,200

小児 3,500 3,600

大人 7,400 7,610

小児 3,700 3,800

大人 7,100 7,300

小児 3,550 3,650

大人 2,230 2,290

小児 1,110 1,140

大人 1,890 1,940

小児 930 970

大人 1,810 1,860

小児 890 930

大人 1,790 1,840

小児 890 920

大人 1,710 1,760

小児 850 880

大人 1,430 1,470

小児 710 730

大人 2,230 2,290

小児 1,110 1,140

大人 1,890 1,940

小児 930 970

大人 1,810 1,860

小児 890 930

大人 1,790 1,840

小児 890 920

大人 1,710 1,760

小児 850 880

大人 1,430 1,470

小児 710 730

往復
１ヶ月前の日
から前日まで

N'EX往復きっぷ（グリーン車）

往復
１ヶ月前の日
から前日まで

ＪＲ・東武　日光・鬼怒川往復きっぷ

東京（都区内） 東武日光・鬼怒川温泉

横浜（市内） 東武日光・鬼怒川温泉

川口・戸田公園～大宮 東武日光・鬼怒川温泉

⇒

⇒

⇒

八王子～立川 東武日光・鬼怒川温泉

千葉 東武日光・鬼怒川温泉

大船 東武日光・鬼怒川温泉

⇒

⇒

⇒

往復
１ヶ月前の日
から当日まで

信州往復きっぷ

岡谷・辰野 篠ノ井～長野

塩尻 篠ノ井～長野

広丘・村井 篠ノ井～長野

平田

村井・広丘

長野～篠ノ井 平田

篠ノ井～長野

南松本 篠ノ井～長野

松本～明科 篠ノ井～長野

長野～篠ノ井 辰野・岡谷

長野～篠ノ井 南松本

長野～篠ノ井 明科～松本

長野～篠ノ井 塩尻

長野～篠ノ井

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

往復タイプ（2）



○往復＋フリータイプ

大人 13,300 13,680

小児 6,650 6,840

大人 12,800 13,160

小児 6,400 6,580

大人 14,800 15,220

小児 7,400 7,610

大人 14,300 14,710

小児 7,150 7,350

大人 13,800 14,190

小児 6,900 7,090

大人 13,800 14,190

小児 6,900 7,090

大人 13,800 14,190

小児 6,900 7,090

大人 13,300 13,680

小児 6,650 6,840

大人 13,300 13,680

小児 6,650 6,840

大人 12,300 12,650

小児 6,150 6,320

大人 11,800 12,140

小児 5,900 6,070

大人 11,800 12,140

小児 5,900 6,070

大人 11,300 11,620

小児 5,650 5,810

大人 10,800 11,110

小児 5,400 5,550

大人 7,300 7,510

小児 2,150 2,210

大人 6,100 6,270

小児 1,850 1,900

大人 5,800 5,960

小児 1,550 1,590

大人 6,300 6,480

小児 2,350 2,420

大人 8,000 8,230

小児 2,150 2,210

大人 6,700 6,890

小児 1,850 1,900

大人 5,900 6,070

小児 1,450 1,490

大人 6,300 6,480

小児 1,850 1,900

大人 5,500 5,660

小児 1,550 1,590

大人 5,000 5,140

小児 1,350 1,390

大人 4,400 4,520

小児 1,150 1,180

【別表1-④】

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

首都圏週末フリー乗車券

鷹ノ巣・能代・男鹿～
秋田～羽後本荘

東京フリーエリア

湯沢～大曲 東京フリーエリア

東大館・大館 東京フリーエリア

五所川原・弘前～
青森～蟹田

東京フリーエリア

七戸十和田 東京フリーエリア

大湊～野辺地～三沢 東京フリーエリア

鮫～八戸 東京フリーエリア

二戸 東京フリーエリア

いわて沼宮内 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

盛岡 東京フリーエリア

新花巻 東京フリーエリア

北上 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

水沢江刺 東京フリーエリア

一ノ関 東京フリーエリア

福島 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

郡山 東京フリーエリア

新白河 東京フリーエリア

会津坂下・喜多方～会津若
松

東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

長岡 東京フリーエリア

浦佐 東京フリーエリア

越後湯沢 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

長野 東京フリーエリア

上田 東京フリーエリア

佐久平 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

軽井沢 東京フリーエリア

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

往復＋フリータイプ（1）



券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

大人 8,600 8,850

小児 4,300 4,420

大人 7,300 7,510

小児 3,650 3,750

大人 8,000 8,230

小児 4,000 4,110

大人 7,000 7,200

小児 3,500 3,600

大人 6,300 6,480

小児 3,150 3,240

大人 5,400 5,550

小児 2,700 2,770

大人 4,400 4,530

小児 2,200 2,260

大人 7,300 7,510

小児 3,650 3,750

大人 6,400 6,580

小児 3,200 3,290

大人 5,900 6,070

小児 2,950 3,030

大人 5,300 5,450

小児 2,650 2,720

大人 10,900 11,210

小児 5,450 5,600

大人 9,400 9,670

小児 4,700 4,830

大人 9,900 10,180

小児 4,950 5,090

大人 10,500 10,800

小児 5,250 5,400

大人 10,100 10,380

小児 5,050 5,190

大人 3,300 3,390

小児 1,650 1,690

大人 4,300 4,420

小児 2,150 2,210

大人 9,000 9,260

小児 4,500 4,630

大人 6,100 6,270

小児 3,050 3,130

大人 8,600 8,850

小児 4,300 4,420

大人 12,500 12,860

小児 6,250 6,430

大人 9,000 9,260

小児 4,500 4,630

大人 9,500 9,770

小児 4,750 4,880

大人 11,700 12,030

小児 5,850 6,010

大人 11,700 12,030

小児 5,850 6,010

大人 12,000 12,340

小児 6,000 6,170

大人 13,500 13,880

小児 6,750 6,940

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

北東北発仙台週末フリー乗車券

五所川原・弘前～青森～蟹田 仙台フリーエリア

七戸十和田 仙台フリーエリア

大湊～野辺地～三沢 仙台フリーエリア

鮫～八戸 仙台フリーエリア

二戸 仙台フリーエリア

いわて沼宮内 仙台フリーエリア

盛岡 仙台フリーエリア

⇒

⇒

秋田 仙台フリーエリア

大曲 仙台フリーエリア

角館 仙台フリーエリア

⇒

⇒

⇒

田沢湖 仙台フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

東京フリー乗車券

遊佐～酒田～あつみ温泉 東京フリーエリア

相馬 東京フリーエリア

原ノ町 東京フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

北陸フリー乗車券

東京都区内  北陸フリーエリア

川口・戸田公園
～大宮

 北陸フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

函館フリー乗車券

新青森・青森  函館フリーエリア

弘前  函館フリーエリア

秋田  函館フリーエリア

八戸  函館フリーエリア

盛岡  函館フリーエリア

仙台市内  函館フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

札幌フリー乗車券

新青森・青森  札幌フリーエリア

弘前  札幌フリーエリア

秋田  札幌フリーエリア

八戸  札幌フリーエリア

盛岡  札幌フリーエリア

仙台市内  札幌フリーエリア

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

往復＋フリータイプ（2）



券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

大人 29,800 30,650

小児 14,900 15,320

大人 23,000 23,660

小児 11,500 11,830

大人 6,000 6,160

小児 3,000 3,080

大人 5,700 5,850

小児 2,850 2,920

大人 4,300 4,410

小児 2,150 2,200

大人 4,500 4,630

小児 2,250 2,310

大人 4,500 4,630

小児 2,250 2,310

大人 4,500 4,630

小児 2,250 2,310

大人 4,000 4,110

小児 2,000 2,050

大人 3,800 3,910

小児 1,900 1,950

大人 5,400 5,550

小児 2,700 2,770

大人 5,200 5,350

小児 2,600 2,670

大人 5,000 5,140

小児 2,500 2,570

大人 4,500 4,620

小児 2,250 2,310

大人 3,000 3,080

小児 1,500 1,540

大人 3,000 3,080

小児 1,500 1,540

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

北海道全線フリーきっぷ 東京都区内
北海道全線フリーきっぷ

フリーエリア
⇒

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

みなみ北海道フリーきっぷ 東京都区内
みなみ北海道
フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

南伊豆フリー乗車券

東京都区内
南伊豆

フリーエリア

横浜市内
南伊豆

フリーエリア

小田原
南伊豆

フリーエリア

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

世界遺産・富士山フリー乗車券

東京都区内
富士山フリー乗車券
フリーエリア

横浜市内
富士山フリー乗車券
フリーエリア

大宮～川口・戸田公園
富士山フリー乗車券
フリーエリア

吉祥寺～国分寺
富士山フリー乗車券
フリーエリア

西国分寺～高尾
富士山フリー乗車券
フリーエリア

⇒

⇒

⇒

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

いわき仙台フリー乗車券

勿来・植田
仙台

フリーエリア

泉～内郷
仙台

フリーエリア

いわき
仙台

フリーエリア

⇒

往復＋フリー
１ヶ月前の日
から前日まで

南房総フリ－乗車券

東京都区内
南房総

フリーエリア

市川～千葉
南房総

フリーエリア

舞浜～蘇我
南房総

フリーエリア

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

往復＋フリータイプ（3）



○その他（片道タイプなど）のきっぷ

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

その他
１ヶ月前の日
から当日まで

スワローあかぎ料金券

2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

【別表1-⑤】

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

上野・新宿 池袋・赤羽～鴻巣

上野・新宿 熊谷～新町

上野・新宿 高崎～前橋

⇒

⇒

⇒

池袋 大宮～桶川

池袋 熊谷～高崎

池袋 新前橋～前橋

⇒

⇒

⇒

池袋 新宿

赤羽 浦和～鴻巣

⇒

⇒

赤羽 熊谷～新前橋

赤羽 前橋

赤羽 上野

⇒

⇒

⇒

浦和 大宮～熊谷

浦和 深谷～前橋

浦和 赤羽～上野

⇒

⇒

⇒

大宮 上尾～深谷

大宮 本庄～前橋

大宮 浦和～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

上尾 桶川～本庄

上尾 新町～前橋

上尾 大宮～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

桶川 北本～本庄

桶川 新町～前橋

桶川 上尾～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

北本 鴻巣～本庄

鴻巣 熊谷～本庄

⇒

⇒

その他（1）



2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

大人 750 750

小児 370 370

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

大人 750 750

小児 370 370

大人 1,150 1,150

小児 570 570

大人 1,560 1,560

小児 780 780

その他
１ヶ月前の日
から当日まで

スワローあかぎ料金券

熊谷 深谷～新前橋⇒

熊谷 前橋

熊谷 桶川～浦和

熊谷 赤羽～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

深谷 本庄～前橋

深谷 熊谷～大宮

深谷 浦和～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

本庄 新町～前橋

本庄 深谷～上尾

本庄 大宮～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

新町 高崎～前橋

新町 本庄～熊谷

新町 桶川～上野・新宿

⇒

⇒

⇒

高崎 新前橋～前橋

高崎 新町～熊谷

高崎 桶川～池袋

⇒

⇒

⇒

高崎   上野・新宿

新前橋 前橋

新前橋 高崎～熊谷

⇒

⇒

⇒

新前橋 桶川～赤羽

新前橋  池袋・新宿・上野

前橋 新前橋～深谷

⇒

⇒

⇒

前橋 熊谷～浦和

前橋 赤羽～上野・新宿

⇒

⇒

その他（2）



2014年4月1日から
の発売価格（円）発駅 着駅

券タイプ 発売期間 商品名
設定区間

種別
2014年3月31日まで
の発売価格（円）

つばさワンコイン特急券【注】

つばさモーニング特急券

東京 ⇒ 蘇我 大人 15,000 15,600

東京 ⇒ 土気～大原 大人 21,000 21,600

東京 ⇒ 御宿～安房鴨川 大人 27,000 27,600

蘇我 ⇒ 上総一ノ宮 大人 15,000 15,600

蘇我 ⇒ 大原～安房鴨川 大人 21,000 21,600

東京 ⇒ 五井～上総湊 大人 21,000 21,600

東京 ⇒ 浜金谷～館山 大人 27,000 27,600

蘇我 ⇒ 大貫 大人 15,000 15,600

蘇我 ⇒ 佐貫町～館山 大人 21,000 21,600

新宿・東京 ⇒ 千葉・四街道 大人 15,000 15,600

新宿・東京 ⇒ 佐倉～八日市場・佐原 大人 21,000 21,600

新宿・東京 ⇒ 銚子 大人 27,000 27,600

千葉 ⇒ 横芝・滑河 大人 15,000 15,600

千葉 ⇒ 八日市場～銚子 大人 21,000 21,600

上野 ⇒ 藤代・佐貫 大人 15,000 15,600

上野 ⇒ 牛久～石岡 大人 18,700 19,200

上野 ⇒ 友部～勝田 大人 35,400 36,600

上野 ⇒ 東海～日立 大人 42,700 43,800

柏 ⇒ 水戸・勝田 大人 18,700 19,200

土浦 ⇒ 水戸・勝田 大人 18,700 19,200

土浦 ⇒ 東海～高萩 大人 30,000 30,600

水戸 ⇒ 磯原～いわき 大人 30,000 30,600

【注】　「つばさワンコイン特急券」は、2014年4月1日発売分より、「つばさモーニング特急券」と名称を変更いたします。

510その他
３日前から
当日まで

山形 新庄 大人 500

その他
７日前から
当日まで

定期券用月間料金券

⇒

その他（3）


