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１ 2018 年度「大人の休日倶楽部パス」 

  ＪＲ東日本全線が４日間乗り放題の「大人の休日倶楽部パス（東日本）」と、さらに

北海道新幹線を含むＪＲ北海道全線も５日間乗り放題の「大人の休日倶楽部パス（東日

本・北海道）」など３種類があります。会員限定、枚数限定で、対象路線の新幹線を含

む特急列車等の普通車自由席が乗り降り自由です。あらかじめ座席の指定を受ければ普

通車指定席が６回までご利用いただけます。利用開始日前日まで発売します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２ [特別設定] 「大人の休日パス 秋の東日本・北海道スペシャル」 

 上記の「大人の休日倶楽部パス」に加えて、2018 年度は「大人の休日パス 秋の東日本・

北海道スペシャル」を特別設定いたします。ＪＲ東日本・ＪＲ北海道全線が５日間乗り放題

で、新幹線にも乗車出来るきっぷです。ＪＲ東日本・ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓

口等で、利用開始日前日まで発売します。 

 

○東日本旅客鉄道株式会社は、５０歳以上の会員組織「大人の休日倶楽部」を展開していま

す。会員限定のきっぷ、ツアーやイベント、カルチャースクール「趣味の会」等の各種特典や

サービスを提供しています。 

○会員限定のおトクなきっぷとして、2018 年度「大人の休日倶楽部パス」を設定いたします。

「大人の休日倶楽部パス（東日本）」は JR 東日本全線が乗り放題で１５，０００円です。 

○上記に加えて、2018 年度は一足はやい秋の北海道旅行にもご活用いただける、会員限定の

「大人の休日パス 秋の東日本・北海道スペシャル」も特別設定いたします。 

２６，０００円 利用期間  ２０１８年 ９月３日（月）～ ９月１２日（水） おねだん

利用期間 

 第１回 ２０１８年  ６月２１日（木）～ ７月３日（火） 

 第２回 ２０１８年 １１月２９日（木）～１２月１１日（火） 

 第３回 ２０１９年  １月１７日（木）～ １月２９日（火） 

※ご利用開始日の１ヵ月前から前日まで発売いたします。ご利用日当日の発売はいたしません。 

詳しくは、別紙をご覧ください。 

大人の休日倶楽部パス 

 （東日本・北海道） 
○有効期間：連続する５日 

○おねだん： ２６，０００円 
○発売箇所：ＪＲ東日本の主な駅の指

定席券売機、みどりの窓口、びゅうプ

ラザ等およびＪＲ北海道の主な駅の

みどりの窓口、ツインクルプラザ 

大人の休日倶楽部パス 

（東日本） 

○有効期間：連続する４日 

○おねだん： １５，０００円 

○発売箇所：ＪＲ東日本の主な駅の

指定席券売機、みどりの窓口、び

ゅうプラザ等 

※JR 北海道では発売いたしません。 

大人の休日倶楽部パス 

（北海道） 

○有効期間：連続する５日 

○おねだん： １６，２５０円 

○発売箇所：ＪＲ北海道の主な駅の

みどりの窓口、ツインクルプラザ 

※JR 東日本では発売いたしません。 



                   

３  大人の休日倶楽部パスに最適の宿泊プランやパス利用の団体ツアー、モデ

ルコースを掲載したパンフレットもご用意します！ 

  「大人の休日倶楽部パス」購入の方がご利用いただける、お得な宿泊プラン（５月上

旬発売予定）や団体ツアー（４月上旬発売予定）を販売いたします。また、「大人の休

日倶楽部パス」を利用した旅行におすすめのモデルコースを紹介したパンフレットを

JR 東日本の主な駅で配布します（３月中旬配布予定）。旅行を計画する際に是非ご活用

ください。 

 
 
 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

利用期間／ ２０１８年  ６月２１日（木）～ ７月３日（火） 

         ２０１８年 １１月２９日（木）～１２月１１日（火） 

         ２０１９年  １月１７日（木）～ １月２９日（火） 

利 用 者／会員本人のみ 

発売枚数／「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）」「大人の休

日倶楽部パス（東日本）」「大人の休日倶楽部パス（北海

道）」の合計でご利用開始日ごとに 30,000 枚を上限としま

す。 

※上限に達した場合は、発売を終了させていただきます。※ご利用

開始日の変更は、有効期間内で未使用の場合に限り、変更先の

有効期間開始日の前日まで 1 回のみお取り扱いします。なお、変

更先の日の発売枚数が上限に達していない場合および同じパスへ

の変更に限ります。詳しくは、「大人の休日倶楽部」会員サイトをご

覧ください。※座席の指定は、各フリーエリア内の発売箇所で可能

です。※発売・ご利用には条件があります。 

発売期間／２０１８年 ５月２１日（月）～ ６月２８日（木） 

２０１８年１０月２９日（月）～ １２月６日（木） 

２０１８年１２月１７日（月）～２０１９年１月２４日（木） 

※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発

売はいたしません。 

有効期間／利用期間内の連続する 5 日 

対象路線／JR 東日本全線・JR 北海道全線（新幹線を含む）、青い森

鉄道線、IGR いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行

線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直

江津～新井間）の新幹線・特急・急行・快速・普通列車の

普通車自由席およびＢＲＴ（バス高速輸送システム）が乗

り降り自由。北海道新幹線も利用出来ます。 

発売箇所／ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅ

うプラザ等、ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツインク

ルプラザ 

発売期間／２０１８年 ５月２１日（月）～ ６月２９日（金） 

２０１８年１０月２９日（月）～ １２月７日（金） 

２０１８年１２月１７日（月）～２０１９年１月２５日（金） 

※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売

はいたしません。 

有効期間／利用期間内の連続する 4 日 

対象路線／ＪＲ東日本全線（新幹線を含む）、青い森鉄道線、IGR い

わて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、伊豆急行

線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津～新井

間）の新幹線・特急・急行・快速・普通列車の普通車自由

席およびＢＲＴ（バス高速輸送システム）が乗り降り自由。

北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は利用出来ません。 

発売箇所／ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅ

うプラザ等 

       ※JR 北海道では発売いたしません。 

発売期間／２０１８年 ５月２１日（月）～ ６月２８日（木） 

２０１８年１０月２９日（月）～ １２月６日（木） 

２０１８年１２月１７日（月）～２０１９年１月２４日（木） 

※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売

はいたしません。 

有効期間／利用期間内の連続する 5 日 

対象路線／ＪＲ北海道在来線全線の特急・急行・快速・普通列車の

普通車自由席が乗り降り自由。 

北海道新幹線（新青森～新函館北斗間）は利用出来ません。 

発売箇所／ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツインクルプラザ 

       ※JR 東日本では発売いたしません。 

大 人 の 休 日 倶 楽 部 パ ス 【 共 通 】

利用期間／２０１８年 ９月３日（月）～ ９月１２日（水） 

発売期間／２０１８年 ８月３日（金）～  ９月７日（金） 

※ご利用開始日の 1 カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売

はいたしません。 

有効期間／利用期間内の連続する 5 日 

対象路線／JR 東日本全線・JR 北海道全線（新幹線を含む）、青い森

鉄道線、IGR いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行

線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直

江津～新井間）の新幹線・特急・急行・快速・普通列車の

普通車自由席およびＢＲＴ（バス高速輸送システム）が乗

り降り自由。北海道新幹線も利用出来ます。 

発売箇所／ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・みどりの窓口・びゅ

うプラザ等、ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツインク

ルプラザ 

利 用 者／会員本人のみ 

発売枚数／ご利用開始日ごとに 30,000 枚を上限とします。 

※上限に達した場合は、発売を終了させていただきます。※ご利用

開始日の変更は、有効期間内で未使用の場合に限り、変更先の

有効期間開始日の前日まで 1 回のみお取り扱いします。なお、変

更先の日の発売枚数が上限に達していない場合に限ります。詳し

くは、「大人の休日倶楽部」会員サイトをご覧ください。※座席の指

定は、各フリーエリア内の発売箇所で可能です。※発売・ご利用に

は条件があります。 

大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）

大人の休日倶楽部パス（東日本）

大人の休日倶楽部パス（北海道）

北海道 

フリーエリア 

東日本 

フリーエリア 

【特別設定】 
大人の休日パス 秋の東日本・北海道スペシャル 



                   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な特典】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入会資格】 「大人の休日倶楽部ミドル」 満 50 歳以上 

「大人の休日倶楽部ジパング」男性満 65 歳以上、女性満 60 歳以上 

【年会費】  「大人の休日倶楽部ミドル」 2,575 円※ 

       ※入会後１年間は年会費が無料となります。なお、退会後 1年以内に 

再入会された方は年会費無料の対象となりません。 

「大人の休日倶楽部ジパング」4,285 円（個人会員）、7,320 円(夫婦会員) 

【ホームページ】 http://www.jreast.co.jp/otona/ 

【入会方法】 JR 東日本・JR 北海道の主な駅に設置の申込書に必要事項を記入の上、郵送。 

JR 東日本線・JR 北海道線のきっぷが何回でも 

５％（ミドル)・30％(ジパング)割引  
(例)東北新幹線「はやぶさ」(普通車指定席)往復利用の場合 

(乗車券含む・通常期)東京-仙台 通常 22,400 円が 

ミドル：５％割引で 21,260 円 ジパング：30％割引で 15,660 円

会員限定きっぷの発売 

(例)「大人の休日倶楽部パス(東日本)」  
・JR 東日本の全線とフリーエリア内の普通車自由席（新幹線・

特急列車含む）が乗り降り自由・普通車指定席も 6 回までご利

用可能     ４日間乗り放題 15,000 円 

毎月の会員誌をお届け 

会員限定イベントや旅情報を掲載

した会員誌を毎月お届け 

カルチャースクール「趣味の会」

会員限定講座と、趣味の仲間で

楽しめる講座旅行をご用意 

会員限定旅行 

カシオペア紀行やフルムーン等テー

マ性の高いオリジナルツアーをご用

意 

  国内旅行商品が５％割引 

「びゅう」「ツインクル」の国内旅行商品

（個人型）が同行者含め 5％割引 

※オプショナル商品及び「大人の休日倶楽部」会員専用商品等を除く 

会員証は Suica 機能と旅行傷害保険付き 

会員証(クレジットカード)できっぷや旅行商品をお買い求めいただくと旅行傷害

保険が適用されます。Suica 機能もついておでかけやお買い物に便利 

この他にも 

会員限定のおトクなレンタカー料金や旅先の施設での優待など、特典が盛りだくさん！ 
詳しくは、   大人の休日倶楽部   検索 

参 考

大 人 の 休 日 倶 楽 部 に つ い て 【入会申込書イメージ】 


