２０２１年 １１月 ９日
東日本旅客鉄道株式会社

「新幹線 YEAR2022」キャンペーンの展開について
～期間限定「JRE POINT 特典チケット 新幹線 YEAR スペシャル」をご用意！～
○ 2022 年、JR 東日本の 5 方面の新幹線はそれぞれ周年を迎えます。これに合わせて、JR 東日
本グループでは「新幹線 YEAR2022」キャンペーンを実施し、これからも多くのお客さまに新幹線
の旅をお楽しみいただけるよう、さまざまな企画を準備しています。
○ このたび、本キャンペーンの特別企画として、JRE POINT で新幹線 e チケットをおトクに交換でき
る「JRE POINT 特典チケット 新幹線 YEAR スペシャル」を設定することになりました。
○ これからのクリスマスシーズン、年末年始のお買いもの、帰省・ご旅行など、今年はいつもより早め
に計画して、貯めたポイントでおトクにスマートに、つぎの新幹線の旅をお楽しみください。
１ 「新幹線 YEAR2022」キャンペーン概要
（１）キャンペーン期間：2022 年 1 月 7 日（金）～2022 年 12 月 31 日（土）
（２） キャンペーンロゴおよびキャッチコピー
キャンペーンロゴ

キャッチコピー

『

しん

（３）内容：各新幹線の周年に合わせて地域を盛り上げる、さまざまな企画を実施予定です。
詳細は、キャンペーン専用サイトでお知らせします。
「新幹線 YEAR2022 専用サイト」（2022 年 1 月 7 日公開予定）
https://www.jreast.co.jp/shinkansenyear2022/
【参考】新幹線開業年月日

』

２ 「JRE POINT 特典チケット 新幹線 YEAR スペシャル」の設定
JRE POINT で新幹線 e チケットに交換できる「JRE POINT 特典チケット」の
交換ポイント数を通常の半分以下とした「JRE POINT 特典チケット 新幹線
YEAR スペシャル」を設定します。ポイントを貯めて、ぜひおトクにご旅行ください。
「JRE POINT」を使うと、ぐんとおトクに新幹線に乗車できる！！
たとえば、「東京➡仙台」をご利用の場合、
東北新幹線

片道 11,４10 円 （「はやぶさ」利用・通常期）

東京▶仙台
普通車指定席

3,900 ポイント

JRE POINT 特典チケット
新幹線 YEAR スペシャル

通常の半分以下の
ポイントで
新幹線チケットに交換！

（3,900 円相当：1 ポイント 1 円換算）

（１）利用期間
◇第１弾：2022 年 2 月 1 日（火）～2022 年 2 月 28 日（月）
◇第２弾：2022 年 6 月 1 日（水）～2022 年 6 月 14 日（火）
◇第３弾：2022 年 9 月 26 日（月）～2022 年 10 月 7 日（金）
（２）交換ポイント数
ご利用距離で必要なポイント数が異なります。
乗車 km

通常の「JRE POINT 特典チケット」

「JRE POINT 特典チケット 新幹線 YEAR スペシャル」

0～100

2,160 ポイント

1,000 ポイント

101～200

4,620 ポイント

2,300 ポイント

201～400

7,940 ポイント

3,900 ポイント

401～

12,110 ポイント

6,000 ポイント
※こどもの利用でも必要なポイントは大人と同じです。

【区間の一例】

6,000 ポイント

東京 ➡ 新青森/秋田

3,900 ポイント
東京 ➡ 新潟/長野/山形、仙台 ➡ 新青森

（３）交換について
乗車日 1 ヶ月前の午前 10 時 00 分から乗車日当日の出発時刻 4 分前まで交換いただけます。
※乗車日当日に交換する場合は、午後 11 時 24 分までの取り扱いとなります。
※午前 0 時 50 分から午前 5 時 00 分の間は、システムメンテナンスにより交換いただけません。
JRE POINT 特典チケットとは？
新幹線 e チケットサービス、えきねっとチケットレスサービスにて、JRE POINT を
特定区間の新幹線および在来線特急の特典チケットに交換できるサービスです。
詳しくは、えきねっとホームページをご確認ください 。https://www.eki-net.com/top/point/#headerM2_02

３ 現在のおトクな新幹線ご利用方法
これからの季節に出張・ご旅行される方には、えきねっと会員限定、列車・
席数・区間限定の割引きっぷ「えきねっとトクだ値」をご用意しています。
JRE POINT も貯まりますので、ぜひご利用ください。
通常期（片道おとな１人）の価格比較

たとえば、「東京➡新青森」をご利用の場合、
東北新幹線

片道 17,670 円 （「はやぶさ」利用・通常期）

東京▶新青森
普通車指定席

「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」（5%割引）
16,590 円

乗車日当日の午前 1 時 50 分までのお申込み

「お先にトクだ値（乗車券つき）」（25%割引）
13,090 円
１２月 15 日
利用分まで！

東北・北海道・山形・
秋田新幹線ご利用なら、
こちらもおすすめ！

乗車日 13 日前の午前 1 時 50 分までのお申込み

「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」（50％割引）

8,730 円
乗車日 20 日前の午前 1 時 50 分までのお申込み

※「えきねっとトクだ値」商品は通常のきっぷと比べて制限があります。
詳しくはえきねっとホームページをご覧ください。https://www.eki-net.com/top/tokudane/

【ＪＲ東日本の安全・安心の取組み】
お客さまに安心してご旅行いただくために「JR 東日本の新型コロナウイルス感染症に対する取組み」について、
特設ページで情報発信しています。
（https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/）

【参考】 毎日の生活の、あらゆるシーンで「JRE POINT」は貯まります！
駅ビル・エキナカでのお買いものや、出張やご旅行の移動など、毎日のあらゆるシーンで「JRE POINT」は貯まります。
11、12 月は期間限定のポイントアップキャンペーンも実施！ぜひこの機会に、「JRE POINT」をご利用ください。
駅ビル・エキナカでお買いもの

新幹線・在来線特急を利用する

マークのお店で JRE POINT カードを提示すると

１ポイント

原則 100 円（税抜）ごとに

新幹線・在来線のきっぷを

貯まる！

なら 最大２％

さらに！

ビューカードでクレジット決済すると、ご利用
金額 1,000 円（税込）につき

５ポイント

貯まる！

からのご予約で

なら 最大５％

貯まる！

たとえば、
・東京～新青森往復を新幹線 e チケット（32,860 円）で
利用すると、

656 ポイント

貯まる！

JRE MALL でお買いもの
さらに！

「JRE MALL ふるさと納税」でもポイントが貯まる！

ビューカードでクレジット決済すると、VIEW

たとえば、寄付額 60,000 円をビューカードで決済すると、

プラスでポイントアップ！

魅力的な返礼品に加えて、

2,100 ポイント

貯まる！

ゴールドカードなら

それ以外のカードなら 最大３％

他ポイントからの交換
「JR ホテルメンバーズポイント」からの交換も可能！

もっと！

東日本・北陸エリアでは、観光キャンペーンを実施中！
ぜひ、この機会にご旅行ください。
・「かにを食べに北陸へ。」キャンペーン

JR ホテルメンバーズポイント 1,000 ポイント

960 ポイント

貯まる！

・「巡るたび、出会う旅。東北」プロモーション

たとえば、20,000 円（税抜）のご宿泊で、
→

最大８％

に交換可能！

これから貯める方は 11 月・12 月がおトクに貯めるチャンス！

期間限定！駅ビルやエキナカの
ご利用でもっとポイントが貯まる！

「えきねっと」と JRE POINT を連携して
「新幹線 e チケット」を購入すると抽選で当たる！

たとえば、アトレの対象店舗でのお買いもので、
2021 年 11 月 26 日～11 月 28 日の期間、
100 円（税抜）ごとに
２ポイント 貯まる！

対象期間：2021 年 11 月 16 日～12 月 31 日
抽選で 2,022 名様に

2,022 ポイント

詳しくは、えきねっとホームページをご確認ください。
「JRE POINT」に関する詳しい情報は、下記ホームページをご確認ください。
▼JRE POINT の貯め方・他ポイントからの交換について
https://www.jrepoint.jp/point/append/
▼「えきねっと」のビューカードでのお支払いの際のポイントについて
https://www.jreast.co.jp/card/point/save/viewplus.html
▼「JRE MALL ふるさと納税」での寄付について
https://www.jreastmall.com/shop/furusato/top.aspx

当たる！

