2021 年 11 月 12 日
東日本旅客鉄道株式会社
北海道旅客鉄道株式会社

“新幹線オフィス車両” の運行を開始し、
時間と場所にとらわれない新たな分散型の“暮らし”の実現を推進します
～多様なツールやサブスクリプションサービスのご利用で、よりシームレスなワークスタイルを確立します～

〇 リモートワークの普及により、在宅ワーク・ワーケーションや多拠点居住などの時間と場所にとらわれな
い働き方・暮らし方の多様化が起きています。従来型の通勤とは異なる、新幹線による新たな都市
間移動スタイルを見据え、2021年11月22日から JR 東日本、JR 北海道、JR 西日本が連携し
て、WEB 会議や通話が可能な“新幹線オフィス車両”を東北・北海道・上越・北陸新幹線の8号
車で運行します。
〇 平日の閑散時間帯に「タッチで Go︕新幹線」または「新幹線 e チケット」にて新幹線オフィス車両を
ご利用いただいた方の中から抽選で JRE POINT を還元するキャンペーンを実施します。また、
STATION BOOTH や BECKʼS COFFEE SHOP のサブスクリプションサービスを、新幹線オフィス
車両の利用者を対象に期間限定で販売します。
〇 今後も、新たなサービスを順次拡充し、東日本各エリアの多様なワークスペースをつなぐことにより、
時間と場所にとらわれない新たな分散型の“暮らし”の実現を推進していきます。

1. 新幹線オフィス車両（8 号車限定）

(1) 実施時期
2021 年 11 月 22 日（月）から ※土休日および最繁忙期を除く平日のみ実施
（最繁忙期 GW︓4/27～5/6、お盆︓8/10～19、年末年始︓12/28～1/6）

(2) 対象列車・対象号車
東北・北海道・上越・北陸新幹線（こまち号・つばさ号・つるぎ号を除く）全列車、全区間の 8 号車
※ ご利用状況などにより、実施日・対象列車など、変更となる場合があります。その場合は、新幹線オフィ
ス車両のホームページでお知らせします。
URL: https://www.jreast.co.jp/shinkansen-office/
(3) ご利用方法
・ ご利用列車の乗車に必要な乗車券類（乗車券、新幹線特急券など※）をお持ちのお客さまがご利
用いただけます。 ※ 「タッチで Go!新幹線」、「新幹線 e チケット」 含む
・ 新幹線オフィス車両のご利用にあたって追加料金はいただきません。
・ 座席指定はありませんが、リモートワーク環境向上のため、A・C・E 席のご利用を推奨しています。
・ 詳細は、新幹線オフィス車両のホームページをご覧ください。

2. リモートワーク支援ツールの無料貸出について

下記の対象列車では、2021年12月1日から専任アテンダントによるリモートワーク支援ツールを無料で貸出し
ます。お試しいただいたツールは、車内リーフレットの QR コードよりご購入も可能です。取り扱いツールは随時更新
を予定していますので、ご期待ください。
【対象列車・区間（専任アテンダントが添乗）】
ツール体験
ツール体験
下り
発時刻
着時刻
ツール体験区間の停車駅
開始駅
終了駅
はやぶさ7号

東京

8:20

仙台

9:50

大宮

はやぶさ21号

東京

11:20

盛岡

13:32

上野・大宮・仙台

はやぶさ25号

東京

13:20

仙台

14:51

上野・大宮

上り

ツール体験
開始駅

発時刻

ツール体験
終了駅

着時刻

ツール体験区間の停車駅

はやぶさ14号

仙台

10:31

東京

12:04※

大宮・上野

はやぶさ28号

仙台

15:31

東京

17:04

大宮・上野

新花巻・北上・水沢江刺・一ノ関・
くりこま高原・古川・仙台・大宮・上野
※ はやぶさ 14 号は、2021 年 12 月 10 日から東京駅 12:08 着に変更となります。
はやぶさ110号

盛岡

16:08

東京

【貸出ツール（2021 年 12 月時点）】
音環境
WEAR SPACE

18:56

映像環境

プライバシー

スマートグラス

折り畳み式間仕切り

製品

パナソニック システムソリューシ
株式会社ドッツアンドラインズ
エプソン販売株式会社
ョンズ ジャパン株式会社
（EkiLab 帯織）
※ モバイルプリンター（エプソン販売株式会社提供）などの
UV-C 高速表面除菌装置
モバイルプリンター
ツールの追加を今後予定しています。
※ UV-C 高速表面除菌装置（豊田合成株式会社・エレマテ
ック株式会社提供）を貸出品の除菌に活用します。
※ 貸出ツールの数には限りがありますので、状況によりお貸しで
きない場合があります。
提供企業

3. Wi-Fi ルーターの有料貸出の試行について

上記２．の対象列車・区間において、2021年12月1日からアテンダントによる Wi-Fi ルーター（KDDI 株式
会社提供）を有料（税込200円/回）にて貸出します。なお、2022年1月以降、東北新幹線「はやぶさ号」に
て順次サービス拡大を予定しています。

4. モバイルバッテリーレンタルサービスの導入

新幹線オフィス車両の運行開始に合わせ、東京駅（新幹線南のりかえ口付近と北のりかえ
口付近）において、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」の設置およびサービスを開始
いたします。詳細は、新幹線オフィス車両のホームページをご覧ください。

５. 分散型の暮らし方を応援する JRE POINT 還元キャンペーン

2021年12月1日～2022年2月28日に新幹線オフィス車両をご利
用いただき、かつ以下の対象区間（同一路線）を期間中に計7回以
上ご利用いただいたお客さまの中から抽選で700名様に10,000ポイン
トの還元を行います。
(1) 対象となる乗車サービス︓「タッチで Go!新幹線」（自由席利用）、 「新幹線 e チケット」（指定席利用）
(2) 利用対象区間 （東京駅・上野駅・大宮駅 のいずれかの駅と以下のいずれかの 3 エリアをまたぐ移動）
① 東北エリア各駅（新白河駅～新青森駅）
エントリー方法
② 新潟エリア各駅（越後湯沢駅～新潟駅）
8 号車搭載リーフレット記載の QR コードより
③ 長野エリア各駅（軽井沢駅～上越妙高駅）
エントリーサイトにアクセス
(3) 対象時間帯・基準とする時刻
【対象時間帯】
エントリーサイトにてアンケート回答し、JRE
• 東京・上野・大宮駅に 12:00 までに到着する上り列車
POINT 交換番号を入力 ※Suica 利用のみ対象
• 東京・上野・大宮駅を 12:00 以降に発車する下り列車
【基準とする時刻】
抽選にて 2022 年 3 月末日までに、当選
者に 10,000 ポイントを付与
• 「タッチで Go! 新幹線」は、改札入出場時刻基準
• 「新幹線 e チケット」は、乗車券類に記載された発着予定 ※ 事前に JRE POINT への Suica の登録が必要です。
登録はこちら︓https://www.jrepoint.jp/
時刻基準

1
2
3

6. サブスクリプションサービス

新幹線の移動前後をより快適にお過ごしいただくために、2021年12月1日～2022年2月28日（サービス利
用は2022年3月31日まで）の期間、以下のサブスクリプションサービス商品（1か月単位）を販売します。なお、
本商品は新幹線オフィス車両に搭載のリーフレット記載の QR コードよりアクセスするサイト限定販売となります。
(1) STATION BOOTH 利用券
『働く人の“一秒”を大切に。』をコンセプトとした STATION BOOTH の
サブスクリプションサービスを販売します。
・ 販売商品：①30 分券 5 枚セット︓1,500 円（税込）
②60 分券 5 枚セット︓3,000 円（税込）
③90 分券 5 枚セット︓4,500 円（税込）
(2)BECKʼS COFFEE SHOP
新幹線駅のエキナカにある BECKʻS COFFEE SHOP で
お得なサブスクリプションサービスを販売します。
・ 対象商品：ブレンドコーヒー・アイスコーヒー S/M サイズ
・ 月
額：2,500 円（税込）
・ 対象店舗：東京新幹線、東京新幹線南、上野中央口、大宮新幹線、
小山、宇都宮、熊谷、高崎、長野

7. ドリンクプレゼントキャンペーン

新幹線オフィス車両利用者限定で「朝の茶事 すっきり抹茶入り525ml(コールド)」
1本と交換できるキャンペーンコードをプレゼントします。
さらに、「アキュア メンバーズ」会員になり、初めてアキュアパスと連携していただくと、お
好きなドリンク1本と交換できるアキュアポイント30P をプレゼントします。
※ 商品の受け取りは JR 東日本駅構内のイノベーション自販機のみとなります。

