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宿泊券や名産品・JRE POINTが当たる！キャンペーン 

「東海道
と う か い ど う

梅見
う め み の

旅
た び

」を実施します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  キャンペーン期間 

⑴エントリー期間 

2023年 1月 25日（水）から 3月 12日（日）まで 

⑵乗車対象期間 

2023年 2月 1日（水）から 3月 12日（日）終電まで 

 

2  キャンペーン概要 

⑴ 乗車対象期間中、参加条件を達成すると抽選で「湯河原・熱海

の宿泊券」や「小田原・湯河原・熱海の名産品」、「JRE POINT」が

当たります。  

⑵ モバイル Suicaで対象の Suicaグリーン券を購入いただくと、

国府津・小田原・湯河原・熱海駅にて、近隣の梅林をモチーフにし

た『限定ポストカード』をプレゼントします。 

  

3  参加方法 

⑴エントリー期間中に、JRE POINT WEBサイト（リンクはこちら）よりエントリー 
※エントリーサイトは 1月 25日 0時より公開予定です。 

 

 

 

〇ＪＲ東日本横浜支社では、見ごろを迎える「小田原・湯河原・熱海エリア」の梅の季節に合わせて、2月1日

（水）から 3月 12日（日）まで、地域の皆さまと連携したキャンペーン「東海道
とうかいどう

梅見
うめみの

旅
たび

」を実施します！ 

〇期間中、JRE POINT WEB サイトよりエントリーの上、対象の Suica グリーン券（国府津・小田原・湯河

原・熱海駅発または着の普通列車グリーン券）をモバイル Suica で購入し、利用いただくと、抽選で「湯河

原・熱海の宿泊券」や「小田原・湯河原・熱海の名産品」、「JRE POINT」が当たります。さらに、対象の店

舗でモバイル Suicaを利用して税込 800円以上のお買い物をすると、当選確率がアップします！ 

〇また、モバイル Suica で購入した Suica グリーン券を各駅（国府津・小田原・湯河原・熱海駅）指定の改

札窓口で提示いただくと、駅ごとにデザインの異なる『限定ポストカード』を枚数限定でプレゼントしま

す。 

〇ぜひこの機会に、モバイル Suicaでグリーン車に乗って「東海道
とうかいどう

梅見
うめみの

旅
たび

」へお出かけください。 

エントリーサイト 

キャンペーンポスター 

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000201/?utm_source=cppage&utm_medium=press&utm_campaign=tokaidoume3


⑵乗車対象期間を乗車日とする Suicaグリーン券（国府津・小田原・湯河原・熱海駅発または着の普通 

列車グリーン券）を             で購入し利用 

※JRE POINTに登録しているモバイル Suicaでのご利用が対象です。  

※参加方法⑴、⑵の順序は問いません。  

※参加方法⑵を期間中複数回ご利用いただいても、当選確率は上がりません。なお、払戻された場合（列車の遅延等によ

る一部または全額払戻を含む）は対象外です。  

※（JRE POINT用） Suicaグリーン券のご利用は対象外です。 （JRE POINT用） Suicaグリーン券の詳細はこちら。 

※モバイル Suicaで Suicaグリーン券を購入いただくには、モバイル Suicaの会員登録が必要となります。  

※普通列車グリーン車の詳細はこちら、モバイル Suica（Suicaグリーン券） の詳細はこちら。  

⑶期間中、対象店舗にて 1回のお会計税込 800円以上を            で決済した場合、当選確

率が５倍にアップします。 
※参加方法⑵で利用したモバイル Suicaでのお買いものが対象です。 

《対象店舗》  

NewDays 国府津 NewDays 小田原中央 NewDaysミニ 小田原 2号 

NewDays 湯河原 NewDays 熱海 NewDaysミニ 熱海 1号 

NewDaysミニ 熱海 2号 ラスカ小田原  ラスカ熱海  

 

4  賞品  ※賞品はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。  

⑴小田原賞：老舗かまぼこ店のかまぼこ等セット（5,000円相当）…5名様 

⑵湯河原賞：湯河原温泉宿泊ギフト券（30,000円相当）…3名様 

《対象宿泊施設》 

湯河原温泉旅館協同組合加入会員施設（旅館）宿泊施設が対象となります。 

対象施設はこちら  

 ※宿泊対象期間 2023年 9月 30日(土)宿泊分まで有効 

⑶湯河原賞：クラフト温泉（5,000円相当）…5名様 

⑷熱海賞：熱海温泉宿泊補助券（30,000円相当）…3名様 

《対象宿泊施設》 

 熱海温泉ホテル旅館協同組合加入施設が対象となります。 

対象施設はこちら  

※宿泊対象期間 2023年 9月 30日(土)宿泊分まで有効 

⑸熱海賞：A-PLUS商品詰合せ（3,000円相当）…5名様 

※A-PLUS商品とは：『熱海ブランド』 ATAMI COLLECTION A-PLUS 

の商品で、厳しい審査基準を乗り越え、多くの審査員が『これぞ、熱海を 

代表するにふさわしい』と認定した商品です。 

⑹JR賞：JRE POINT 1,200ポイント（1,200円相当）…100名様  

  ※本キャンペーンにて付与されるポイントは、2023年 6月 30日（金）までの 

期間限定ポイントです。   

 

【協力】 一般社団法人 小田原市観光協会 ・ 小田原市 ・ 湯河原町 ・ 一般社団法人 湯河原温泉観光協会 ・  

熱海市 ・ 一般社団法人 熱海市観光協会 

 

5  当選発表  

2023年 4月下旬頃  

※当選のご連絡は、賞品の発送、および JRE POINTの付与をもって代えさせていただきます。  

※宿泊券などの賞品は JRE POINTにご登録いただいている住所に発送させていただきます。ご応募いただく前に、住

所のご確認をお願いいたします。ご登録いただいている住所以外への発送は出来かねます（賞品をお受け取りいただ

けなかった場合、ご辞退いただいたものとさせていただきます）。  

※本キャンペーンに当選された方は、同時期にＪＲ東日本が実施している他のキャンペーンに当選できない場合がありま

す。  

 

小田原賞 賞品イメージ 

湯河原賞 賞品イメージ 

熱海賞 賞品イメージ 

https://www.jrepoint.jp/point/spend/suica-green/
https://www.jreast.co.jp/railway/train/green/
https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/green/
https://www.yugawara.or.jp/reserve/
https://www.atamispa.com/


 6  『限定ポストカード』 

乗車対象期間中、Suica グリーン券（国府津・小田原・湯河原・熱海駅発または着の普通列車グリーン券）をモバ

イル Suica で購入いただき、乗車当日に以下の指定の改札窓口で当該のグリーン券をご提示いただいた方に、

近隣の梅林をモチーフにした『限定ポストカード』をプレゼントします。 

『限定ポストカード』は駅ごとにデザインが異なり、4枚を繋げると 1枚の絵が完成します。 

《指定の改札窓口》  

改札窓口 配布時間 

国府津駅改札口 

10:00～17:00 
小田原駅在来線改札口 

湯河原駅改札口 

熱海駅在来線改札口 

  ※駅混雑時には、お渡しにお時間をいただく場合がございます。  

※お渡しはお一人さま 1枚、無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

 

【参考】小田原・湯河原・熱海エリアの梅イベント情報 

■曽我梅林・小田原城址公園 

第 53回小田原梅まつり 

2023年 2月 4日（土）～2月 26日（日） https://www.soganosato.com/ 

 

■幕山公園 

湯河原梅林「梅の宴」 

2023年 2月 4日（土）～3月 12日（日） https://www.yugawara.or.jp/sightseeing/953/ 

 

■熱海梅園 

第 79回熱海梅園梅まつり 

2023年 1月 7日（土）～3月 5日（日） https://www.ataminews.gr.jp/ume/ 

 

※掲載の内容は 2023年 1月現在の情報です。 

※お出かけの際は、各イベントの HPをご確認ください。 

※画像・イラストはすべてイメージです。 

※内容等は予告なく中止・変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策を行った上でお出かけください。 

 

 

 

限定ポストカード 

https://www.soganosato.com/
https://www.yugawara.or.jp/sightseeing/953/
https://www.ataminews.gr.jp/ume/

