
 

 JR東日本のインターネットポータルサイト「えきねっと」では、JR券申込やツアー予約など、便利でお

トクなサービスを提供しています。 

 このたび、皆さまのご愛顧により「えきねっと」会員数は4月20日に1,000万人を突破しました。 

 2017年11月11日に会員数が500万人を突破した「モバイルSuica」とあわせ、会員の皆さまへの感謝の気

持ちを込め、会員限定謝恩キャンペーンの実施や、おトクな会員限定商品の発売を行います。 

 

 

2 0 1 8 年 4 月 2 6 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

「えきねっと」の会員数が 1,000 万人を突破！ 

     と          で 
会員限定謝恩キャンペーンを実施します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会員限定謝恩キャンペーンの実施（協力：株式会社ＪＲ東日本ネットステーション） 

 

「えきねっと」、「モバイル Suica」にて新幹線をご利用のお客さまを対象に、「えきねっとポイント」

や素敵な商品が当たる会員限定の謝恩キャンペーンを実施いたします。対象期間中に新幹線をご利用の

際はぜひご応募ください。 

 

⑴  キャンペーン名称 

   『えきねっと・モバイル Suica～会員限定謝恩キャンペーン～』 

     

⑵  実施期間 

   応募期間：2018 年 5月 7日 0時～9月 30日 23時 59分 

対象期間：2018 年 5月 7日～9月 30日 乗車分 

 

⑶  賞品 

   抽選で合計 1,065名さまに以下の素敵な賞品が当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申込みいただける賞品】 

・贅沢和牛賞      （「えきねっと」コース・「モバイル Suica」コース） 

・えきねっと賞     （「えきねっと」コース） 

・モバイル Suica 賞   （「モバイル Suica」コース） 

・行きたかったあの宿賞 （「えきねっと」コース・「モバイル Suica」コース） 

 

⑷  応募方法 

   キャンペーン専用サイトの応募フォームよりエントリー 

   http://www.jreast.co.jp/eki-mob-cp/index.html 

※応募フォームは５月７日 00:00 頃アップ予定です。 

   ※エントリー時に「えきねっとコース」または「モバイル Suica コース」を選択してください。 

    各コースお一人さま１回のエントリーが可能です。 

    (例)「えきねっと」をご利用になったお客さまは「えきねっとコース」にお申し込み可能。 

      「えきねっと」、「モバイル Suica」の両方をご利用になった場合はどちらのコースにも 

お申込みいただけます。 

 

⑸  応募条件 

対象期間中に「えきねっと」または「モバイル Suica 特急券」を使って、新幹線（東北・北海道

山形、秋田、上越、北陸新幹線のいずれか）の指定席（普通車・グリーン車・グランクラス）をご

利用されたお客さま 

 

※ １件の購入金額が 5,000円以上のお客さまに限ります。 

（例）往路、復路を 1回の購入操作にて 9,000 円購入⇒対象 

   往路、復路を別々の購入操作にて 4,500 円ずつ購入⇒対象外 

※ 「えきねっと」コースは、JR 券申込サービスをご利用の上きっぷを JR 東日本の駅の指定席売

機または、「えきねっと表示」のある JR西日本の北陸エリアのみどりの券売機、JR北海道の指

定席券売機でお受取りいただき、指定席をご利用されたお客さまが対象です。「えきねっとトク

だ値」「お先にトクだ値」等のご利用も含みます。「えきねっと」をご利用いただくには会員登

録が必要です。  

※ 「モバイル Suica」コースは、「モバイル Suica特急券」の「モバトク」または「スーパーモバ

トク」にて指定席をご利用されたお客さまが対象です。「モバイル Suica特急券」をご利用いた

だくには「モバイル Suicaアプリ」または「Suicaアプリケーション」で会員登録が必要です。 

http://www.jreast.co.jp/eki-mob-cp/index.html


 

※ 旅行商品は対象外です。 

※ こどもの乗車券類は対象外です。 

※ 北海道新幹線で新青森～新函館北斗の各駅相互間のみのご利用、または北陸新幹線で上越妙高

～金沢間の各駅相互間のみをご利用の場合は対象となりません。 

※ 上記の条件を満たした上で複数回ご購入されたお客さまは、自動的に購入回数に応じた応募口 

数とします。応募口数が多いほど、当選確率は上がります。 

（例）各コース１回購入＝１口応募、３回購入＝３口応募 

  ※ 「行きたかったあの宿賞」、「贅沢和牛賞」の当選発表は、ご登録いただいたメールアドレスへ

の通知をもって代えさせていただきます。 

    「えきねっと賞」、「モバイル Suica 賞」の当選発表は、「えきねっとポイント」の付与、「モバ

イル Suicaチャージ」の配信をもって代えさせていただく。 

※ 当選発表は 11月末までを予定しています。 
 

２ 会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）の発売 
  今後、来年３月末頃までにかけて、「えきねっと」および「モバイル Suica」のインターネット限定

のおトクなきっぷ（50％割引）を発売していきます。 

  今回は第１弾として、東北新幹線「なすの」限定のおトクなきっぷを発売します。 

 

⑴ えきねっと会員 1,000万人達成記念のおトクなきっぷ 

  ① 商 品 名：「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき） 

         （インターネット申込限定、列車・区間・座席数限定商品） 

② 設定列車・設備：以下の「なすの」の普通車指定席・グリーン車指定席  

列車名 東京発時刻  列車名 那須塩原発時刻 

なすの 

255号 09：16  

なすの 

272号 11：08 

259号 13：12  276号 14：02 

261号 15：12 282号 19：02 

※時刻は変更になる場合があります。 

③ 利用期間：2018年６月 11日～2018年６月 30日 

④ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前 10時から 20日前の午前 1時 40分まで 

（発売期間最終日がシステムメンテナンス日の場合は乗車日 21日前の午後 11時 40分まで） 

         「事前受付」により、パソコン・スマートフォンからは発売開始日のさらに 1週間

前（同曜日）の午前 5時 30分から乗車日 1ヶ月前の午前 9時 54分まで事前のお申

込みをすることができます。（この場合でも実際に手配を行うのは、乗車日 1 ヶ月

前発売日の午前 10時 00分からとなります。） 

⑤ 割 引 率：運賃と料金が 50％割引  

⑥ 設定区間・発売額：（通常期・大人 1名・片道利用の場合） 

列車名 

(設備) 

設定区間 
※発着が逆の設定も 

あります 

通常期の 

乗車券 

+指定席特急券  

お先にトクだ値 

スペシャル 

【50％割引】 

おトク額 

なすの 

(普通車指定席) 
東京(山手線内)⇔那須塩原  5,910円 2,950円 2,960円 

なすの 

(グリーン車指定席) 
東京(山手線内)⇔那須塩原 7,450円 3,720円 3,730円 

※座席数には限りがあります。※こども価格の設定もあります。 

※東京発着だけでなく上野・大宮発着の設定もあります。 

  

 

 

 

「お先にトクだ値スペシャル(乗車券つき)」は、通常のきっぷと比べて、変更や払戻し等のご利用

条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。 

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/  

https://www.eki-net.com/top/tokudane/


 

⑵ モバイル Suica会員 500万人達成記念のおトクなきっぷ 

① 商 品 名：「スーパーモバイル Suica特急券スペシャル」（スーパーモバトクスペシャル） 

       （インターネット申込限定、列車・区間・座席数限定商品） 

② 設定列車・設備：前述「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき）と同列車 

③ 利用期間：2018年６月 11日～2018年６月 30日 

④ 発売期間：乗車日の 1ヶ月前の午前 10時から 21日前の午後 11時 40分まで 

⑤ 割 引 率：モバイル Suica特急券(モバトク)の 50％割引  

 ⑥ 設定区間・発売額：（大人 1名・片道利用の場合） 

列車名 
設定区間 

※発着が逆の設定も 

あります 

通常期の乗車券 

+指定席特急券 

※()内は 

モバトクの価格  

スーパーモバトク 

スペシャル 

【モバトクの 50％割引】 

通常期の乗車券 

+指定席特急券と 

比較したおトク額 

※（）内はモバトクと 

比較したおトク額 

なすの 

(普通車指定席) 
東 京 ⇔ 那須塩原 

5,910円 

(5,150円) 
2,570円 

3,340円 

(2,580円) 

なすの 

(グリーン車指定席) 
東 京 ⇔ 那須塩原 

7,450円 

(7,210円) 
3,600円 

3,850円 

(3,610円) 

※座席数には限りがあります。※こども価格の設定はありません。 

※東京発着だけでなく上野・大宮発着の設定もあります。 

 

 

 

 

 

３ 会員限定の「駅レンタカー」特別割引プランについて 
  今後、えきねっと会員 1,000 万人達成記念の「お先にトクだ値スペシャル」の発売に合わせて、「え

きねっと＋駅レンタカープラン」よりも更に「駅レンタカー」がおトクになる「えきねっと＋駅レン

タカープラン スペシャル」を発売していていきます。今回は第１弾として、栃木エリア限定のスペ

シャルプラン（40％割引）を発売します。 

  

⑴ サービス名称：えきねっと＋駅レンタカープラン スペシャル 

⑵ 対象営業所：小山営業所、宇都宮営業所、那須塩原営業所 

⑶ 設定期間：2018年６月 11日～2018年６月 30日（駅レンタカー出発日基準） 

⑷ 申込期間：ご利用開始日時の１時間前まで 

⑸ 割 引 率：駅レンタカー基本料金（免責補償料込み）の 40％割引 

⑹ 対象車種：Ｓクラス（フィット、ヴィッツ同等クラス）限定（台数限定） 

  ⑺ 設定価格：24時間まで利用の場合（免責補償料込み） 

対象車種 
基本料金 

(免責補償料込み) 

えきねっと＋駅レンタカープラン 

スペシャル 
おトク額 

Ｓクラス 
（フィット、ヴィッツ同等クラス） 

8,100 円 4,860円 3,240円 

  ⑻ ご利用方法 

・ 「えきねっと」できっぷ※をご予約ください。 

・ ＪＲ東日本レンタリースの専用サイトから、「駅レンタカー」をご予約ください。 
・ 出発日当日、「駅レンタカー」の現地営業所にて「えきねっと」でお申込みされたきっぷ※の

ご利用が確認できる画面などを提示してください。 

※ 「えきねっと」でお申込みいただく乗車券、指定券、自由席券のほか、えきねっとトクだ値、

お先にトクだ値、お先にトクだ値スペシャルも駅レンタカーの割引適用の対象となります。 

「スーパーモバトクスペシャル」は、通常のきっぷと比べて、変更や払戻し等のご利用条件が異なり

ます。詳細は、以下のサイトでご確認ください。 

モバイル Suica ホームページ：http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/super-mobatoku/index.html  

http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/super-mobatoku/index.html


 

    

 

 

 

※「モバイル Suica特急券」を対象とした特別割引プランもございます。詳しくは、JR東日本レ

ンタリースホームページをご確認ください。 

（https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=362&sid=jrerl） 

 

 ＜参考＞「えきねっと＋駅レンタカープラン」について 

ＪＲ東日本では、えきねっと会員を対象に、「えきねっと」でのきっぷのご予約と合わせて対象エ

リアの「駅レンタカー」をご予約いただくと、駅レンタカーが 15～30％割引となる「えきねっと＋駅

レンタカープラン」を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

えきねっと＋駅レンタカープランの概要 
（ＪＲ東日本エリア、ＪＲ北海道エリア、ＪＲ西日本北陸エリア限定） 

○設定期間 2019 年 3 月 31 日まで（駅レンタカー出発日基準） 

        ※設定除外期間があります。 

○ご利用方法 

 「えきねっと」できっぷをご予約いただいた後、エリアごとのレンタカ

ー各社の専用サイトから「駅レンタカー」を予約、「駅レンタカー」の現

地営業所にて、「えきねっと」でお申込みされたきっぷのご利用が確

認できる画面などを提示していただきます。 

※詳細は、「えきねっと」の専用ページをご確認ください。 

https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/ 
▲「えきねっと」の専用ページ（イメージ） 

「えきねっと＋駅レンタカープラン スペシャル」ご利用の際は、以下のサイトで注意事項等を

ご確認の上ご利用ください。 

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/ 

https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=362&sid=jrerl
https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/
https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/

