案）
2 0 2 2 年 ３ 月 ８ 日
東日本旅客鉄道株式会社

~新しいライフスタイルに合わせた、より豊かな通勤シーンに向けて~

オフピークポイントサービスとエキナカ・駅ビルのサブスクが変わります︕
○ JR 東日本は、「旅と暮らしを新しいカタチに。～Styling the new～」をキーワードに、新しいライフスタイルを応
援するため、ワーケーションやステーションワークなどのサービスを展開しています。このたび、以下の２つのサービス
により、通勤シーンのお客さまに向けてさらに豊かな体験を提案します。
○ 2021 年 3 月にスタートした「オフピークポイントサービス」は、新しいライフスタイルを志向するお客さまからご好評
をいただいたことから、2022 年 4 月 1 日から一部プログラムのリニューアルを行い、さらに新しいライフスタイルを
後押しします。あわせて「初めてオフピーク通勤」をする方を対象としたキャンペーンも実施します。
○ 2021 年 7 月～９月にトライアルを行ったサブスクリプションサービス「JRE パスポート」では、2022 年４月１
日から Suica をお持ちの全てのお客さま向けにサービスを拡大し、エキナカ・駅ビルを中心に 100 店舗以上をご
利用対象として本格展開をスタートします。

１ 「オフピークポイントサービス」と「JRE パスポート」による新しい通勤シーン
お客さま一人ひとりの新しいライフスタイルに合わせ、時間の使い方が広がるオフピークポイントサービスと、さまざま
なサービスの中からメニューを組み合わせてご利用いただける JRE パスポートが通勤シーンに彩りを加え、お客さまの
新しいライフスタイルをサポートします。
また、オフピーク通勤で貯めた JRE POINT を、普通グリーン車や特急列車（えきねっとチケットレス）のチケットの
ご購入や、エキナカ・駅ビルでのお買い物にご利用いただくことで、お客さまの移動や暮らしをより豊かにする循環を生
み出します。
〈ご利用イメージ（早めの出勤）〉

案）
２ オフピークポイントサービスのリニューアルについて
⑴ サービス概要
・ 対 象 期 間 ︓ 2022 年 4 月 1 日（金）～2023 年３月 31 日（金）（１年間延長）
・ 対

象 ︓ Suica 通勤定期券をお持ちのうえ、以下によりエントリーのお客さま
STEP１︓対象の Suica 通勤定期券を JRE POINT に登録
STEP２︓JRE POINT WEB サイトにてエントリー
（既にエントリーしている方が 4 月 1 日以降ご利用いただく場合、エントリーは不要）

・ 利 用 方 法 ︓ 平日朝に JRE POINT に登録した Suica 通勤定期券により、対象エリアの駅でピー
ク前後のポイント還元対象時間帯に入場(対象エリアで出場)
・ 利用対象エリア ︓ JR 東日本の首都圏の指定した範囲
・ ポイント還元対象時間帯 ︓ ピーク時間帯の前後１時間（入場する駅により対象時間が異なります）
・ 還元ポイント数 ︓ 1 回目～ 4 回目（１ヵ月あたり）︓ 5 ポイント／回
５回目～20 回目（１ヵ月あたり）︓25 ポイント／回（ポイント還元は 20 回目まで）

⑵ 新たなポイント還元のイメージ

・ ピーク前もピーク後も同じポイント数です
・ 平日のご利用に限ります
・ ポイント還元は１日 1 回です

※ 利用方法や利用対象エリアは【別紙１】をご覧ください。
※ 各駅のポイント還元対象時間帯など詳しくは専用サイトをご覧ください。
（URL：https://www.jreast.co.jp/offpeak_repeat/）
常磐線の藤代から土浦の各駅ではポイント還元対象時間帯が 2022 年 4 月１日から変更となります。
※ リピートポイントサービスについても 2022 年 4 月以降もサービスを継続します。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
（URL：https://www.jrepoint.jp/point/append/railway/）

案）
３ JRE パスポートについて ～駅から広がる、くらしを豊かに～
JRE パスポートでご利用いただけるプランは、トライアル実施時の 3 業態・6 店舗から、16 業態・100 店舗以上に大
幅に拡大します。「Beyond Stations 構想」でかかげる駅を“つながる”くらしのプラットフォームへの転換につなげ、

日常のオンからオフまで便利で豊かに、お客さまの日々のくらしをサポートします。

＜ロゴイメージ＞

⑴ サービス概要
・ 対

・
・
・

・

象︓「Suica」をお持ちのお客さま
※PASMO やモバイル PASMO など、他の交通系 IC カードは対象外です。
提供内容︓サブスクリプションサービス
※今後、モバイルオーダーシステムを実装予定です。
販売開始︓2022 年４月１日(金）
※ご利用いただけるプラン一覧は別紙 2 をご参照ください。
購入方法︓『JRE パスポート』専用サイト( https://jre.favy.jp)でのクレジット決済
※事前会員登録いただくことで、販売開始日に優先的におトクなプランのご案内をします。
※購入後、Suica の ID 番号を入力いただきます。
利用方法︓スマートフォンでサイト内画面操作をし、表示画面確認もしくは QR コード読み込み

＜画像はイメージです＞

⑵ サービスイメージ

※画像はイメージです。

案）
４

「オフピークデビュー55（ゴーゴー）キャンペーン」について
初めてオフピークポイントサービスをご利用の方に向けたキャンペーンを実施します。抽選で合計 5,500 名の方に、通勤

シーンに彩りを加えるおトクなプレゼントが当たります。
・ 対 象 期 間︓2022 年 4 月 1 日(金)～4 月 28 日(木）
・ 対

象︓対象期間の平日に、オフピークポイントサービスにエントリー後初めてポイント還元対象時間帯を利
用した方（2021 年３月 15 日(月）以降、オフピークポイントサービスによるポイント還元を受けて
いない方）

・ プレゼント内容︓対象者のうち、当選された方に、抽選で以下の「JRE パスポート賞」・「Suica グリーン券賞」の

いずれかをプレゼントします（当選の発表はメールによりご連絡させていただきます）。

JRE パスポート賞

Suica グリーン券賞

エキナカでのくつろぎ時間から始まる毎日を︕

グリーン車で快適な通勤時間を︕

コーヒー（S）２週間お試しプラン

１回分（モバイル Suica 専用）

BECKʼS COFFEE SHOP のコーヒー（S）を１日 3 杯まで無

モバイル Suica で区間や平日・休日に関わらず普通

料で 2 週間お楽しみいただけるプランを、「JRE パスポート」のス

グリーン車をご利用いただける「Suica グリーン券」１

ペシャルプランとして抽選で 5,000 名さまにプレゼントします。

回分を抽選で 500 名さまにプレゼントします。

（今回キャンペーンの専用プランです）

（モバイル Suica で通勤定期券をご利用いただいて
いる方に限ります）

〈参考・通常価格〉
・ブレンドコーヒー（S）税込 250 円

〈参考・通常料金〉
事前料金

営業キロ

車内料金

平日

ホリデー

平日

ホリデー

50kmまで

780円

580円

1,040円

840円

51km以上

1,000円

800円

1,260円

1,060円

※JRE POINT で引き換えの場合は 600 ポイントで
ご利用いただけます。

・詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。
（URL︓https://www.jrepoint.jp/campaign/B210113001）

【別紙1】

＜オフピークポイントサービス利用イメージ（例：大宮から新宿に通勤）＞

１

Suica通勤定期券をJRE POINTに登録した上でエントリー

３
ピーク時間帯前後１時間に改札入場

月５回以上のピークシフトでポイント５倍

大宮

おおみや

↓登録
↓専用サイトからエントリー

＜専用サイトイメージ＞

5:45～
6:45

8:15～
9:15

（https://www.jreast.co.jp/offpeak_repeat/）

２

４

＜サービス対象エリア＞

専用サイトや駅のポスターなどで
サービス対象エリアとピーク
時間帯前後の１時間を確認

オフピークポイント
サービス対象エリア

JRE POINT WEBサイトにログインして
ポイントの還元を確認

2022年5月20日

…

新宿駅

大宮駅

北与野駅

2022年5月19日

ご利用状況を2か月ごとに集計し、集計の翌月にまとめて
還元されます。
＜ポイント還元時期について＞

ピーク前

5:45
~

6:45

5:55
~

6:55

・・・

3月

7:30
～

～

～

ピーク

・・・

6:30
~

原則、JRE POINT交換番号が奇数のお客さまは奇数月、
偶数のお客さまは偶数月にポイントが還元されます。
4月

5月

2021年
2022年
6月

7月

8月

9月

利用
還元

奇数の
お客さま

利用
還元
利用

ピーク後

8:15
~
9:15

8:25
~
9:25

・・・

9:00
~
10:00

※このエリアでSuica通勤定期券により入出場した場合にポイント還元の対象となります。
※一部ポイント還元の対象とならない駅や改札口がございますので、専用サイトをご確認ください。（https://www.jreast.co.jp/offpeak_repeat/）

還元

利用

偶数の
お客さま

還元
利用
還元
利用
還元

JRE POINT交換番号は、JRE POINT WEBサイトにログインしてお確か
めください。URL（https://www.jrepoint.jp/）

＜JREパスポート・展開プランに関する詳細＞
※金額はすべて【税込】です。 ※有効期間は購入日から１ヶ月間です。
※複数のプランをご利用いただくことも可能です。
※2022年４月１日時点（合計127店舗）での内容です。プランは順次追加予定、また変更となる場合がございます。
※詳細は右記サイトをご覧ください。 URL: https://jre.favy.jp
業態
コンビニエンス
ストア

プラン
カウンターコ―ヒープラン

カフェ

ベックスコーヒープラン

金額（税込）
1,200円
※期間限定価格

3,500円
※初回1,000円割引

ベックスコーヒー
マイボトルプラン

2,800円

リトルマーメイドドリンクプラン

2,500円
2,500円
※初回1,000円割引

ベッカーズドリンクプラン

3,500円
※初回1,000円割引

商業施設

BEER＆CAFE Rail恵比寿
ドリンクプラン
e.a.gran
Daily coffee plan
エキュート品川
everydayプラン

※ステーションラウンジを除く

※初回800円割引

※初回1,000円割引

浅野屋ドリンクプラン

対象店舗
NewDays 5店舗
（品川中央・原宿・茅ヶ
崎・立川・浦和西口）
ベックスコーヒーショップ
全70店舗

4,000円

リトルマーメイド 6店舗
（高円寺、駒込、鴨居、
武蔵新城、根岸、川口）
ブランジェ浅野屋 3店舗
（グランスタ東京店、エ
キュート上野店、池袋西口
店）
ベッカーズ 2店舗
（柏店、大宮店）

【別紙2】

内容
カウンターコーヒー（HOT・ICE レギュラーサイズ）（通常100円
／杯）を無料で提供
ご来店ごとにアイスコーヒー or ブレンドコーヒー（Sサイズ・通常
250円／杯）を無料で提供（1日3回まで）
マイボトルをお持ちのお客さまを対象に、ご来店ごとにアイスコーヒー
or ブレンドコーヒー（Sサイズ相当・通常200円／杯）を無料で
提供（1日3回まで）
パンをお買い上げのお客さまで、コーヒー・紅茶（ホット、アイス）1
杯を無料で提供（1日1回まで）
パンをお買い上げのお客さまで、コーヒー・紅茶（ホット・アイス）レ
ギュラーサイズ1杯を無料で提供（1日1回まで）
ベッカーズ対象店にて、アルコールを除く全ドリンクレギュラーサイズ1
杯を無料で提供（1日3回まで）

2,500円

BEER＆CAFE Rail
恵比寿
ペリエ千葉店

お好きなドリンク（アルコール＆ソフトドリンク）を平日に限り1杯無
料でご提供（1日1回まで）
1日1杯コーヒー（ブリュワーコーヒーorアメリカーノブレンド）無料

300円

エキュート品川

プランへ参加している店舗で画面を提示していただくと、店舗ごとに
ドリンク無料や割引など、さまざまな特典を提供

（参加店舗数：14ショップ）
※参加店舗数は変更の可能性有り
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業態
麺類

フラワー

プラン

TOKYO豚骨BASEの
ラーメンライフプラン
※数量限定
TOKYO豚骨BASEの
替玉or煮玉子のトッピング
無料定期券プラン
讃岐うどんめりけんや
・親父の製麺所天ぷらプラン
讃岐うどんめりけんや
・親父の製麺所うどん大盛プラン

フルラージュアンプラン

金額（税込）
7,300円

500円

500円
300円

3,000円
※初月500円割引

フィットネス
リラクゼーション

シェアオフィス

対象店舗

TOKYO 豚骨 BASE
全10店舗
※成田空港内店舗を除く

讃岐うどんめりけんや・親父の
製麺所 全6店舗

フルラージュアン 3店舗
①ルミネ新宿店
②ルミネ横浜店
③ルミネ立川店

ジェクサー横浜
8,800円
タンニングマシンマンスリーPASS ※期間限定価格
プラン

ジェクサー
フィットネス＆スパ横浜

ジェクサー
個人参加型フットサル
マンスリーPASS

11,000円

リラクゼ オプションマンスリー
PASS

550円

eスポーツ松戸店 マンスリー
PASS
STATION BOOTH
パスポートプラン
①15分プラン
②30分プラン
③60分プラン

6,050円

ジェクサー
フットサルクラブ 2店舗
（ルミネ立川店・セレオ八
王子店）
リラクゼ 2店舗
（ルミネ北千住店・シァル
鶴見店）
ジェクサー・eスポーツステー
ション JR松戸駅店
STATION BOOTH
全箇所

※期間限定価格

※期間限定価格

※期間限定価格

①275円
②550円
③1,100円
※期間限定価格

※対象外は専用HPで提示

内容

来店ごとに対象のラーメン1杯（通常730円）を無料で提供
（1日1回まで）
替玉１玉（通常100円）or煮玉子1個（通常120円）を無料で提
供（1日1回まで）
180円以下お好きなトッピングを1個無料で提供（1日1回まで）
※うどん280円以上の商品購入必須
うどん類をご購入のお客さまに大盛サービス（通常100円）を提供
（1日1回まで）
※うどん280円以上の商品購入必須

①サブスクプラン限定ブーケ受け取り
（月5回まで1日1回、1,100円以内/回）
②お好きな切り花受け取り
（月5回まで1日1回、1,100円以内/回）
③店頭にて取り扱いのブーケ受け取り
（月4回まで1日1回、1,500円以内/回）
※各プランともに「母の日」期間は利用不可
1日最大30分のタンニング利用 + 60分間のスパ施設利用
※ジェクサー横浜の会員の場合、スパ施設利用時間の制限なし
※対象利用曜日：火・水・木・金の4曜日
（月曜休館・土日はサービス対象外）
ジェクサー・フットサルクラブで提供している個人参加型フットサルの
ご利用
※1ヶ月最大10回まで
※キャンセル待ちのクラスなど、一部対象外のクラスあり
リフレクソロジー・全身アロマトリートメントコースオプション利用
※リフレクソロジー・全身アロマトリートメントコース以外は適用不可
1日最大3時間までご利用可能
※1日3時間以上利用では、別途店頭で差額をお支払い
①15分利用可能なチケットの5枚セット商品
②30分利用可能なチケットの5枚セット商品
③60分利用可能なチケットの5枚セット商品
※通常価格：275円/15分
※いずれも事前予約不可
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