
 
 
 

 
2 0 1 9 年 1 1 月 1 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

旅の応援キャンペーン「旅をチカラに！」を実施！ 

～JR 東日本はみなさまの旅を応援します～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．キャンペーン概要・プロモーション展開 

【名 称】「旅をチカラに！」キャンペーン     【キャンペーンロゴ】 

【期 間】2019 年 11月 1日～2020年 3月 31日 

【コンセプト】観光の機運を醸成するために、 

東日本や北陸各地の魅力を発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風の豪雨等により被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。 

JR東日本では、観光の機運を醸成するために「旅をチカラに！キャンペーン」を 2020年 3月まで実

施します。東北、長野、北陸をはじめ、東日本エリア全域でプロモーションの展開やご旅行に便利な商

品の設定等により、お客さまのご旅行を応援します。ぜひこの機会に、鉄道に乗って各地へお出かけく

ださい。 



２．ご旅行に便利な商品の設定等 

（１）臨時列車の運転 

・首都圏から福島・宮城方面（東北新幹線経由）及び山梨・長野方面（中央線経由）へ臨時の団体専

用列車を 2月以降に計画します。 

（２）「えきねっと」会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）の発売 

・今後、「えきねっと」会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）を発売していきます。  

※ 今後の設定商品の具体的な内容につきましては、決まり次第お知らせします。  

（３）旅行商品の発売 

・主な旅行会社とも連携し、各社において多様な旅行商品を発売予定です。 

・往復の JR と宿泊をセットにしたおトクな個人型旅行商品や添乗員付き旅行商品といったびゅう旅

行商品を設定します。 

・野沢温泉、白馬方面への「スキー＆スノーボード「信州」」の発売を開始します。（10/31） 

・大人の休日倶楽部会員向けに東日本各地や北陸を巡る添乗員付き旅行商品を新規に設定します。 

（４）えきねっとポイントバックキャンペーン 

・実施期間：2019年 11月中旬～12月末予定 

 ・対  象：スキー日帰りを除くびゅう商品・ＪＲ東日本ダイナミックレールパック 

       （宿のみ・スキー日帰り、オプション除く）をオンラインで購入し、 

       かつ指定席券売機で受取りをしたえきねっと会員 

（５）JRE POINT 

① 期間限定で IC 企画乗車券の購入でポイントが当たります。 

     JRE POINT に登録した Suica カードの入金（チャージ）残額で IC企画乗車券「のんびりホリデ

ーSuica パス」をご購入いただくと JRE POINT 1,000ポイントが 1,000名様に抽選で当たります。 

       ※詳細は別途お知らせいたします。 

② 日本赤十字社を通じた支援 

   たまったポイントを期間限定で義援金に交換できます。交換されたポイントは 1 ポイント＝1 円

に換算し、日本赤十字社を通じて台風で被災された方々の支援に役立てられます。 
  受付期間 11月 29日まで  

 

３ インバウンドの展開 

海外の皆さま向けに展開している SNS および出展を計画している以下の旅行博等において、台風 19

号の被害にあったエリアにて列車の運転が再開していることをお伝えするとともに、秋の紅葉、冬のス

ノーレジャーに向けたご旅行をご検討いただく情報を発信します。 

・台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、

フランス、アメリカ向け Facebookや、中国（Weibo）など SNSでの情報発信 

・海外旅行イベント（11/8-11 ITF 台北國際旅展、11/16-17日本東北遊楽日 2019）や、海外情報発信

スペース Japan Rail café（台湾）でのプロモーション 

 
 

 



別紙① 
 

 

「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」キャンペーンを実施します！ 
「旅をチカラに！」～JR 東日本はみなさまの旅を応援します～ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ キャンペーン内容 
 【名 称】行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび 

 【期 間】２０１９年１２月１日～２０２０年３月３１日 

 【目 的】東北６県と一体となったキャンペーンを展開することで、 

東北の魅力を“ごほうび”として訴求し、冬の東北へ 

お出かけいただく気運を醸成します。 

 【協 力】青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、（一社）東北観光推進機構 

 

２ 旅行商品の発売 

主な旅行会社において、既存の旅行商品の他、「雪祭り＆絶景」「温泉」「食」「酒」「アクティビティ」

を“ごほうび”と位置づけた魅力ある旅行商品を発売します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○冬の東北への観光流動創出に向けた「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」キャンペーン

ですが、４年目となる今冬も関係自治体（東北６県）、一般社団法人東北観光推進機構、旅行

会社、観光関係者など地域の皆様と共に「オール東北」で東北の魅力をＰＲしていき、２０２

１年開催の「東北デスティネーションキャンペーン」に向け東北の観光を一層盛り上げてい

きます。 

 

○冬の東北の魅力である「雪祭り＆絶景」「温泉」「食」「酒」「アクティビティ」の５つを“ごほ

うび”としてお楽しみいただける旅行商品を各旅行会社より提供するほか、各地でこの期間

ならではの一押し企画をご用意します。 

 

○冬の東北の絶景地への便利な二次交通「定期観光バス」については、新規コースである「冬の

美・十和田奥入瀬氷瀑号」（八戸駅発着）など、計５コースを運行します。 

 

○より多くのお客さまに冬の東北を身近に感じていただくため、運賃・料金が約５０％割引で

ご利用いただけるおトクなきっぷを山形・秋田・仙台エリアへのお客さまへ向けて発売しま

す。 

 

○テレビＣＭやＷＥＢ動画では、女優の石橋静河さんの心地よいダンスとＢＧＭで、見る人を

東北にいざなう「冬のごほうび」のストーリーを描きます。 

キャンペーンロゴ 

主な旅行会社パンフレット（イメージ）



 
【主な旅行企画・実施会社】 

㈱JTB、㈱JTB メディアリテーリング、㈱日本旅行、㈱近畿日本ツーリスト首都圏、クラブツーリ

ズム㈱、東武トップツアーズ㈱、㈱びゅうトラベルサービス、㈱農協観光、㈱読売旅行、㈱阪急

交通社、ビッグホリデー㈱、㈱タビックスジャパン 

              ※発売時期および旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。 

※旅行商品のパンフレットは、各旅行会社の店頭や WEB 等に順次掲出いたします。 

 

（１）びゅう旅行商品（企画・実施 ㈱びゅうトラベルサービス） 

①JR+宿泊がセットの専用個人型旅行商品「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」 

冬の東北をお楽しみいただくため、５つの冬の“ごほうび”を「期間限定イベント＆絶景にう

っとり！」「東北の温泉でゆったり！」「東北の名物・名酒でほっこり！」「東北ではじめての体験

にびっくり！」のカテゴリーで商品展開。全８８コース（１１０施設）をご用意します。 

【設定日】２０１９年１２月１日～ ２０２０年３月１９日 

※１２/２６～１/５は除外日、その他施設により宿泊除外日あり。 

※首都圏のびゅうプラザ・ＪＲ東日本国内ツアーサイト・首都圏の主な旅行会社で発売中。 

   【商品・イベントの一例】 

■ マタギ学校雪中鍋（秋田県）～東北ではじめての体験にびっくり！～ 

和かんじきを履いて雪の中を歩き、マタギさんと一緒に雪の中で鍋を作って食べるプランが

オプションで登場。宿泊は秘湯の宿・打当（うっとう）温泉「マタギの湯」。狩猟を生業として

いた「マタギ」の文化を感じられる、この季節限定のプランです。 

■ 酒の酒田の酒まつり＆酒田日本海寒鱈まつり（山形県）～東北の名物・名酒でほっこり！～ 

２０２０年１月２５日・２６日に開催され、山形県庄内地方・酒田・遊佐の９つの酒蔵が誇

る地酒が 1杯１００円で楽しめます。どこよりも早く新酒の飲み比べをお楽しみいただけるほ

か、「寒鱈」を余すことなく使用した寒鱈汁をご賞味ください。宿泊は「亀や」「游水亭いさご

や（紫水館）」からお選びいただけます。 

■ 会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる～（福島県）～期間限定イベント＆絶景にうっとり！～ 

２月７日・８日に開催される「会津絵ろうそくまつり～ゆきほたる～」では、鶴ヶ城や御薬

園を中心に、市内各所において約 1万本の蝋燭にあかりが灯され、雪景色に浮かぶ幻想的な景

色をお楽しみいただけます。宿泊は東山温泉の３施設からお選びいただけます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津絵ろうそくまつり 

酒の酒田の酒まつり＆酒田日本海寒鱈まつり 

マタギ雪中鍋 

※写真は全てイメージです。



 
②東北を周遊する添乗員付きの旅行商品 

「みちのく五大雪まつり」のひとつ「なまはげ柴灯(せど)まつり」や灯火をつけた巨大な紙風

船がきらめく「上桧木内の紙風船上げ」などのイベント・祭りを含めたコース、「カシオペア」利

用の旅、グランクラス利用の南東北への旅、東北の秘湯・名湯、冬ならではの旬のグルメを楽し

んでいただくコースなど、冬の東北の魅力溢れる観光地を周遊する添乗員付きのエスコート商品

を約７０コース（予定）設定します。  

                ※設定日・発売日はコースによって異なります。 

   【商品の一例】 

■ カシオペア 

         寝台列車「カシオペア」の車内で新年を迎える特別企画商品などをご用意しています。 

    ■ 東北の冬の祭り 

「なまはげ柴灯（せど）まつり」を筆頭に、「八戸えんぶり」など東北の冬ならではの祭りや

イベントを含めたコースをご用意しています。 

■ 東北の秘湯・名湯 

蔵王国定公園内にひっそりとたたずむ一軒宿「峩々温泉」やヒバ千人風呂で知られる「酸ヶ

湯温泉」など、東北の秘湯・名湯を堪能するコースをご用意しているほか、「本物の温泉と心地

よさを提供する」旅行商品である「地・温泉」ブランドの名前を冠したエスコート商品もご用

意しています。 

    ■ 東北の冬のグルメ 

小ぶりで身が引き締まり甘みの強い「毛ガニ」や冬の高級食材「鱈」など、東北の冬ならで

はのグルメを堪能するコースをご用意しています  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）他の旅行会社の商品一例（添乗員付きの旅行商品） 

   ①一度は訪れたい東北３つの秘湯へご案内 

        津軽鉄道ストーブ列車とみちのく秘湯めぐり（企画・実施 ㈱JTB メディアリテーリング） 

   ②１泊２日５食付き！名湯・鳴子温泉に泊まる東北３つの美景 

宮城・山形うまいもんめぐり２日間（企画・実施 クラブツーリズム㈱） 

   ③心うたれる絶景遊覧へご案内 

雪上車「ワイルドモンスター号」と「ロープウェイ」で行く二つの樹氷３日間 

（企画・実施 ㈱阪急交通社） 

 

なまはげ柴
せ

灯
ど

まつり 

※写真は全てイメージです。

峩々温泉 毛ガニ 

※列車は、台風１９号による 

被害の影響で今後の運転計画 

は変更となる場合があります。 

カシオペア 



 
３ 冬の一押し素材（一例） 

 「冬のごほうび」に合わせ、各地で冬の東北ならではの一押し素材をご用意しました。 

詳しくは、冬のごほうびウェブサイト（https://tohoku-tourism.jp/gohoubi2019/）をご覧ください。 

（１１月１日１４：００オープン予定） 

（１）青森県「冬に咲くさくらライトアップ」 【開催期間】２０１９年１２月１日～２０２０年２月２９日 

  弘前公園では、ライトアップにより、冬に咲く「雪のさくら」が美しく浮かび上がります。 

さくらの枝に綺麗に積もった雪がライトアップされ、まるで満開のさくらが咲いているように見え

る幻想的な光景をお楽しみいただけます。 

（２）岩手県「大梅拈
だいばいねん

華山
げ ざ ん

 圓通 正法寺涅槃図
ね は ん ず

特別公開」 【公開期間】２０２０年１月中旬～３月末（予定） 

棟高約２６ｍと日本最大級の茅葺き屋根が有名な奥州市の正法寺。かつて曹洞宗第三本山と称さ

れた名刹で、南北朝時代の創建以来、東北の人々の厚い信仰を集めてきました。今回は、正法寺が

所蔵する縦４メートル、横５メートルの大作「涅槃図」を特別公開。１７００年頃の作品で伊達家

から贈られたとされる涅槃図を、荘厳な雰囲気の中でお楽しみください。 

 

（３）宮城県「SENDAI 光のページェント」 【公開期間】２０１９年１２月６日～３１日 

  仙台市都心部の定禅寺通と青葉通のケヤキ並木に数十万に上る数のLEDを取り付けて点灯するイ

ルミネーションイベント。まるでファンタジーの世界へ飛び込んだようです。 

 

（４）秋田県「森吉山の樹氷観賞」 【ゴンドラ営業期間】２０２０年１月１１日～３月８日 

  ゴンドラに揺られること約２０分、山頂駅舎から徒歩５分ほどで目の前に巨大な樹氷郡が現れ、

一面に広がる樹氷の世界を堪能できます。期間中はスタッフが常駐し、長靴・スノーシューなどの

無料貸出も行っています。また、２月１日から３月１日の土・日・休日は夜の樹氷観賞会として、

キャビン付圧雪車で普段なかなか見れない夜の樹氷観賞が出来ます。 

 

（５）山形県「蔵王温泉大露天風呂の特別開放」 【特別開放日】２０１９年１２月１４日・１５日 

                                 ２０２０年３月２０日～２２日 

  通常１１月で終了する蔵王温泉大露天風呂を期間限定で特別開放いたします。普段味わうことの

できない大自然の中で雪見風呂を堪能できます。 

 

（６）福島県 「会津地鶏（あいづ食の陣 ～冬～）」 【実施期間】２０２０年１月１日～３月３１日 

  通常の約２倍の日数をかけて平飼いで育てられた会津地鶏はコクがあり、適度な歯ごたえと肉の

旨味、そして脂の甘味に優れた極上の地鶏です。その会津地鶏を使った料理を市内の飲食店や旅館・

ホテルで一斉に売り出すのが「あいづ食の陣 ～冬～」です。市内各所を食べ歩いて、バリエーショ

ン豊かな会津地鶏料理を味わってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬に咲くさくらライトアップ 正法寺涅槃図（正法寺提供） SENDAI 光のページェント 

森吉山の樹氷観賞 蔵王温泉大露天風呂の特別開放 会津地鶏（あいづ食の陣 ～冬～） 

特別 

企画 

特別 

企画 

※写真は全てイメージです。



 
４ 「定期観光バス」の充実 

冬の東北の絶景をめぐる定期観光バスを運行します。昨年度に引き続き仙台駅・盛岡駅・青森駅・秋田駅

発着コースを運行するほか、八戸駅発着の「冬の美・十和田奥入瀬氷瀑号」が新規コースとして運行を開始

します。各コースでは冬の絶景スポットに加え、温泉の入浴や歴史・文化、伝統芸能に触れることもでき、東

北の魅力をお届けします。定期観光バスをご利用のお客さまには、施設利用料金の特別割引などの特典も

ご用意します。 

 

      

 

【運行コース】 

 ① 八戸駅発 ：「冬の美・十和田奥入瀬氷瀑号」 

 ② 青森駅発 ：「白銀の八甲田樹氷号」 

③ 秋田駅発 ：「発酵文化と伝統のなまはげ号」 

④ 盛岡駅発 ：「雪原の一本桜と小岩井号」 

⑤ 仙台駅発 ：「絶景の蔵王樹氷号」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ えきねっと・モバイル Suica 会員限定キャンペーン 

対象期間中に「えきねっと」または「モバイル Suica 特急券」をご利用のお客さまの中から抽選で、

素敵な賞品、えきねっとポイント、モバイル Suica のチャージ、「えきねっと＋駅レンタカープラン」

のレンタカー1日ご利用無料券が当たるキャンペーンを実施します。 

さらにキャンペーン応募期間中にモバイル Suica 会員に新規でご登録いただいた方には、＋5,000

円分のチャージが当たります。 

【応募期間】２０１９年１１月６日～２０２０年３月３１日 

【対象期間】２０１９年１２月１日～２０２０年３月３１日乗車分 

【応募条件】東北６県（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）のいずれかの新幹線

停車駅を発駅または着駅とする新幹線指定席をご利用いただいたお客さま 

【賞  品】 

・東京ステーションホテルペア宿泊券（ディナー付）      １０組 ２０名様 

・えきねっとポイント 4,000 ポイント（10,000 円相当）  ５０名様 

・モバイル Suica チャージ 10,000 円分                 ５０名様 

蔵王の樹氷 
小岩井農場の一本桜（小岩井農牧㈱提供）

 

八甲田の樹氷 なまはげ館 

※写真は全てイメージです。

※ジェイアールバス東北㈱運行、11 月１日時点認可申請中。 

※コースの詳細はジェイアールバス東北㈱のホームページ等でご確認ください。

 
奥入瀬渓流の氷瀑（星野リゾート提供） 

 



 
・（新規会員限定）モバイル Suica チャージ 15,000 円分       １５０名様 

・「えきねっと＋駅レンタカープラン」レンタカー１日ご利用無料券 ２００名様 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募方法】キャンペーン専用サイトの応募フォームからエントリー 

       https://www.jreast.co.jp/eki-mob-cp/tohoku2019/ （１１月６日 ０：００オープン予定） 
※応募条件、賞品等の詳細はキャンペーン専用サイトをご参照ください。 

※応募フォームはフィーチャーフォンは対象外です。PC・スマートフォンからご応募ください。 

 

６ 「えきねっと」、「モバイル Suica」会員限定のおトクなきっぷ（５０％割引）の発売 

対象期間中に「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（５

０％割引）を発売いたします。 

第一弾として、山形新幹線「つばさ」限定のおトクなきっぷを発売します（別紙②）。 

さらに、第二弾として秋田新幹線「こまち」限定、第三弾として東北新幹線「やまびこ」限定のおト

クなきっぷの発売を予定しています。 

※ 今後の設定商品の具体的な内容につきましては、決まり次第お知らせします。 

 

７ プロモーション展開 

女優の石橋静河さんにご出演いただき、５つの冬のごほうび「雪祭り＆絶景」「温泉」「食」「酒」「ア

クティビティ」を、明るく元気が出るような表現で冬の東北旅を PR します。 

【特設 WEB サイト】https://tohoku-tourism.jp/gohoubi2019/ （１１月１日１４：００オープン予定） 

【TVCM/WEB 動画】１１月２０日より、首都圏・東日本エリアにてスポット放映（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

駅貼りポスター（イメージ） 石橋静河さん 

※本プレスに掲載の写真は全てイメージです。 

※本プレスに掲載のイベントの日程・内容等は、２０１９年１１月１日現在のものです。 

東京ステーションホテル（イメージ） レンタカーＳクラス（イメージ） 

TVCM（イメージ） 



別紙② 

１ 会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）の発売 
⑴ えきねっと会員限定のおトクなきっぷ 

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 利用期間：2019年 12月 18日～2020年 1月 15日（12月 28日～1月 5日は除く） 

③ 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 

ができます。（この場合でも実際の手配は乗車日 1ヶ月前発売日の午前 10時から行 

います。） 

④ 割 引 率：運賃と料金が 50％割引 

⑤ 設  備：普通車指定席 

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 主な設定区間 
通常期の乗車券 

+指定席特急券の価格  

お先にトクだ値 

スペシャル 

【50％割引】 

おトク額 

つばさ 

東京（都区内） ⇔ 山形 11,550円 5,760 円 5,790円 

上野（都区内） ⇔ 山形 11,340円 5,660 円 5,680円 

大    宮  ⇔ 山形 11,010円 5,500 円 5,510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。 

※上記以外の区間の設定はございません。 

⑦ 設定列車：東京・上野・大宮 ⇔ 山形間 

（下り）つばさ 121号、つばさ 139号、つばさ 149号、つばさ 159号 

（上り）つばさ 122号、つばさ 142号、つばさ 148号、つばさ 158号 

 

 

 

 

 

⑵ モバイル Suica会員限定のおトクなきっぷ 

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 利用期間：2019年 12月 18日～2020年 1月 15日（12月 28日～1月 5日は除く） 

③ 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 

④ 割 引 率：モバイル Suica 特急券(モバトク)の 50％割引 

⑤ 設  備：普通車指定席 

⑥ 設定区間・発売額：（大人 1名・片道利用の場合） 

列車名 主な設定区間 

通常期の乗車券 

+指定席特急券の価格 
※( )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 

つばさ 

東京 ⇔ 山形 
11,550円 

(10,380円) 
5,180 円 

6,370円 

(5,200円) 

上野 ⇔ 山形 
11,340円 

(10,170円) 
5,070 円 

6,270円 

(5,100円) 

大宮 ⇔ 山形 
11,010円 

(9,950円) 
4,960 円 

6,050円 

(4,990円) 

「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。尚、本商品のご案内については、 

11月７日に掲載予定です。 

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/


 

※座席数には限りがあります。 

※上記以外の設定区間、こども価格の設定はございません。 

⑦ 設定列車：前述「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき）と同列車 

 

 

 

 

 

 

２ 会員限定の「駅レンタカー」特別割引（40％割引）の発売 
 
⑴ 商 品 名：「えきねっと＋駅レンタカープラン スペシャル」（えきねっと会員限定） 

⑵ 対象営業所：米沢営業所、山形営業所 

⑶ 設 定 期 間：2019年 12月 18日～2020年 1月 15日（12月 28日～1月 5日は除く） 

（駅レンタカー出発日基準） 

⑷ 申 込 期 間：ご利用日前日の 14時まで 

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 対象クラス：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） 

対象クラス 
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） 

8,250円 4,950円 3,300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。 
◆JR東日本レンタリースホームページキャンペーンサイト 

（えきねっと＋駅レンタカープラン） 
https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=359&sid=jrerl 

・ 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。 

    

 

 

 

※「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（モバイル Suica会員限

定）。詳しくは、JR東日本レンタリースのホームページをご確認ください。 

◆JR 東日本レンタリースホームページキャンペーンサイト 

（モバイル Suica特急券＋駅レンタカープラン） 

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

「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  

「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などを

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=359&sid=jrerl
https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=362&sid=jrerl
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/super-mobatoku/index.html
https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/

	本社_20191101_060708_01_H_1_旅の応援キャンペーン「旅をチカラに！」を実施！
	20191101_1_ho
	本社_20191101_060708_01_H_3_旅の応援キャンペーン「旅をチカラに！」を実施！

