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ＥＸサービスで出張・旅行をより幅広くサポートします！ 
 

東海道・山陽新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービスであるＥＸサービス（「エ

クスプレス予約」及び「スマートＥＸ」）では、11月１日から、ＥＸサービスの画面からリ

ンクするポータルサイト「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」を開設します。 

 

１．新たなポータルサイトの概要（別紙１・２参照） 

・「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」は、ＥＸサービス利用者向けに、出張や旅行でご利用

いただけるホテルや二次交通等のコンテンツをカテゴリー別に一覧でご紹介するサイト

です。 

・ＥＸ予約サイトのトップページ、または予約完了画面のバナーをタップするだけでアク

セスできます。 

 

２．紹介するコンテンツの内容 

①ホテルプラン（別紙３参照） 

・東急ホテルズ、プリンスホテル＆リゾーツ、都ホテルズ＆リゾーツ、ＪＲ東海ホテルズ、

ＪＲ西日本ホテルズのご協力を得て、ＥＸ向け特別価格の宿泊プランをご紹介します。 

②観光プラン（別紙４参照） 

・神社仏閣と連携した特別企画や三河湾の島々をめぐるプランなど、旅に出かけたくなる

コンテンツをご紹介します。 

・山陽エリアでは「setowa」でご提供している観光サービスをご紹介します。 

③交通サービス（別紙５参照） 

・新幹線駅からの交通サービスも便利にご利用いただけるよう、在来線等のお得な周遊き

っぷ、タクシー配車アプリ、カーシェア・レンタカーのサイト・アプリ等をご紹介します。 

④ビジネス向けサービス（別紙６参照） 

・東海道新幹線の乗車前後の仕事にも便利なＥＸサービス会員向けワークスペース 

「ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫ」をご紹介します（１２月上旬サービス開始）。 

・ビジネスや学びに役立つオンラインコンテンツを無料でＥＸサービスの会員にご紹介し

ます（東海道・山陽新幹線全編成の車内でご利用可能）。 

 

３．今後の展開 

まずは、コンテンツの予約・決済はポータルサイトからリンクするコンテンツ提供者のサ

イト・アプリで行っていただきますが、２０２３年夏にはＥＸ－ＭａａＳ（仮称）として、

ＥＸサービスのサイト内でコンテンツまでシームレスに予約・決済可能とするよう進化させ

る計画です。 

 

※ＥＸサービスの詳細については、エクスプレス予約ホームページ（https://expy.jp/)、スマートＥＸホ

ームページ（https://smart-ex.jp/）をご覧ください。 

https://expy.jp/
https://smart-ex.jp/


EX-MaaS（仮称）

交通サービス 観光プランホテル

EXサービス 各々のサイトで予約（決済）
HOTEL TAXI

レンタカー

現在

2023年夏～

※サービス内容はイメージです。詳細は、決まり次第お知らせします。

ＥＸサービスの簡単さ・便利さをそのままに、ご旅行全体をシームレスに予約（決済）することが可能となります。

＋

新たなポータルサイトの概要別紙１

新幹線予約後
別サイトへ

特別な体験や優先入場プランも！HOTEL TAXI

レンタカー

観光プランホテル

2021年11月～

特別な体験や優先入場プランも！
HOTEL TAXI

レンタカー

EX 旅のコンテンツポータル

ＥＸサービスの画面からリンクする「EX 旅のコンテンツポータル」で
ホテル、観光プラン、交通サービス、ビジネス向けサービスをご紹介します。

EXサービス

新幹線

新幹線

新幹線

HOTEL

TAXI

各々のサイトで
予約（決済）

シームレス！



ﾄｳｶｲ ﾉｿﾞﾐ 様

ご利用の流れ（イメージ）別紙２

EX（ブラウザ） EX（アプリ）

ホテルプラン 観光プラン 交通サービス ビジネス向けサービス

◆EＸサービスのサイトやアプリから
バナーをタップして、ホテルや
観光プラン等の紹介ページへ！

※画像はすべてイメージです。

※バナーはEＸサービスのトップ画面および
予約完了画面に設置



ホテルプラン別紙３

ホテルグループ 代表的な施設例 販売開始

東急ホテルズ
渋谷エクセルホテル東急
横浜ベイホテル東急

大阪エクセルホテル東急 など 計９施設（※）
11/1

プリンスホテルズ＆
リゾーツ

品川プリンスホテル
名古屋プリンスホテル スカイタワー

ザ・プリンス 京都宝ヶ池 など 計９施設（※）
11/1

都ホテルズ＆リゾーツ
シェラトン都ホテル東京
都ホテル 京都八条

大阪マリオット都ホテル など 計１２施設
年内目途

ＪＲ東海ホテルズ
名古屋マリオットアソシアホテル
ホテルアソシア高山リゾート

ホテルアソシア新横浜 など 計６施設
11/1

ＪＲ西日本ホテルズ
ホテルグランヴィア京都
ホテルグランヴィア大阪

ホテルグランヴィア広島 など 計８施設
11/1

東海道・山陽新幹線沿線で展開している上記パートナーホテルにおいて、
ＥＸ向け特別価格で宿泊プランをご提供いただきます。

※サービス開始以降、順次施設数を拡大します。

■参画ホテルグループと主な施設



観光プラン別紙４

■東海道区間
コンテンツ（例） 時期・場所 概要

「ひかりの京都」キャンペーン 11/1～12/12
京都各地

京都にある計8社寺（神護寺、安祥寺、長岡天満宮、石清水八幡宮、東寺、建仁寺、平等院、
興聖寺）にて、竹灯籠によるライトアップイベントを開催。あたたかな灯りで照らされた境内で、幻想
的な京都の秋をお楽しみいただけます。神護寺では拝観券と特別御朱印のセットプラン、石清水八
幡宮ではご神職による本殿のご案内と特別御朱印のセットプランなどもご用意しております。

興福寺国宝・五重塔
令和大修理前の特別御開帳と
八海醸造限定コラボ日本酒付

11/20～11/23
奈良県

古都奈良のシンボルである興福寺国宝・五重塔。令和4年度からの大修理を前に実施される特別
御開帳にて、通常非公開の初層で三尊像を拝観します。「八海山」で知られる新潟南魚沼・八海
醸造と興福寺がコラボして2000本限定で生産、各種メディアで取り上げられて話題の特別酒「樹
閒（このま）」が付いた100名様限定の特別プランです。

海の幸！歴史！アート！
近くて遠い愛知離島めぐり～日
間賀島、篠島、佐久島～島た
びクーポン付

11/6～3/27
※上記期間中の毎週土
日および1/10、2/11、
3/21出発（1/1.2除
く）愛知県

フグ、タコ、貝類はじめ海の幸で有名な「日間賀島」、伊勢神宮と縁の深い「篠島」、アートで知られ
る「佐久島」。近接するこの3島は、日間賀島・篠島⇔佐久島の定期航路がない「近くて遠い島」で
す。今回期間限定で貸切船（日間賀島⇔佐久島間のみ）をご用意して、特色ある3島を気軽に
周遊できるようにしました。3島の魅力を満喫できる「島たびクーポン」も付いています。

ひかりの京都

※写真はすべてイメージです。

■山陽区間

興福寺国宝・五重塔
海鮮料理が有名な日間賀島

《 沿線自治体・観光事業者様へ 》
JR東海グループでは東海道沿線地域の皆様の観光課題解決にコミットする旅のコンテンツ開発に積極的に取り組んでいます。観光プランや
コンテンツ開発に関するご相談、お問い合わせは、ＪＲ東海観光開発事務局（ＪＲ東海ツアーズ内・03-6895-1020）まで。

アートで知られる佐久島伊勢神宮と縁の深い篠島

尾道レンタサイクル
(SHIMANAMI LEMON BIKE)

せとうち観光型高速クルーザー
「SEA SPICA（シースピカ）」

せとうち観光ナビ「setowa」では、観光に役立つ情報を続々配信しています。
山口県などへもエリアを拡大中！
「setowa」とは
瀬戸内エリアのJR、バス、船舶、ロープウェイなど指定の交通機関の乗り放題と観光
施設の入館券をセットにしたおトクな「setowa 周遊パス」や、地元おすすめの観光・
体験スポット等が利用できる「setowa チケット」を多数ご用意しています。



交通サービス別紙５

※J-WESTネット会員登録（無料）が必要となります。

【ご購入いただける周遊きっぷ】 JR西日本ネット予約サービス
「e5489」の専用サイトでご購入

（注１）静岡県外の駅から静岡県内の駅までのＥＸサービスのご利用が発売条件となります。
（注２）ＥＸサービス利用者以外でも、ＪＲ東海の一部の駅窓口等で購入可能です。
（注３）京都駅・新大阪駅着のＥＸサービスのご利用が発売条件となります。

地区 商品名

静岡
地区

ふじのくに家康公きっぷ
（東部・中部・西部）（注1）

名古屋
地区

信濃路フリーきっぷ（注2)

南紀・熊野古道
フリーきっぷ（注2）

関西
地区 奈良満喫フリーきっぷ（注3）

※発売条件、受取方法、受取箇所、その他ご利用方法等、詳しくはエクスプレス予約ホームページ（https://expy.jp/)、スマートＥＸホームページ（https://smart-ex.jp/）で順次ご案内してまいります。

※画像はすべてイメージです。

■新幹線降車後に便利にご利用いただけるEXサービス利用者向け周遊きっぷ等

■連携する交通系他社サービス

ふじのくに家康公きっぷ

EX 旅のコンテンツ
ポータル

●タクシー配車アプリ ●カーシェア・レンタカー

※情報は10月13日現在です。最新情報は各社ウェブサイトでご確認ください。

【対応サービス】
NTTドコモが提供する、4社のカーシェア・8社のレンタカー
事業者を束ねるカーシェアリングサービスで、利用できる拠
点は全国8,000か所以上

各配車アプリをインストールしている場合は当該アプリが立ち上がり、未インストール
の場合はアプリストアの当該サービスページが起動する連携機能を設置します。

カーシェア・レンタカーを横断検索・予約できるサービス
への連携機能を設置します。

※ご利用にあたっては各サービスの会員登録が必要です。
※準備でき次第、順次サービス開始となります。

JR東海／JR西日本の
駅の券売機等でお受取

※商品により受取可能箇所が異なります。

●定額タクシー・観光貸切等

【東海道・山陽新幹線
沿線の対応エリア】
東京、神奈川、愛知、
三重、岐阜、滋賀、
京都、奈良、大阪、
兵庫、広島、福岡

【東海道・山陽新幹線
沿線の対応エリア】
東京、神奈川、愛知、
大阪

【東海道・山陽新幹線沿線の対応エリア】
駅定額サービス）大阪、神戸、福岡
観光貸切サービス）京都
ハイヤーサービス）東京、名古屋、京都、

大阪、神戸、福岡

金額固定制の定額タクシーやドライバー
が観光ガイドをする貸切観光タクシーを
予約できる検索画面を設置します。

【東海道・山陽新幹線
沿線の対応エリア】
東京、神奈川、静岡、
愛知、京都、大阪、
兵庫、広島、福岡

https://expy.jp/
https://smart-ex.jp/


コンテンツ 概要

EXサービス会員向け
ワークスペース
※有料サービス
※12月上旬オープン

出張前後の空き時間の活用にも便利なEXサービス会員向けワークスペース
「EXPRESS WORK」をご利用できます。（東京、名古屋、京都、新大阪）
URL：https://expresswork.jr-central.co.jp

ビジネスや学びに役立つ
オンラインコンテンツ
※無料サービス
※11月1日よりサービス開始

（各コンテンツの具体的な内
容については9/17付リリース
(JR東海)をご参照ください）

東海道・山陽新幹線車内限定でビジネス知識の学び系コンテンツ、ビジネス誌等
の情報コンテンツ、手軽にリラックスできるオンラインエクササイズ等が無料でお楽しみ
いただけます。

ビジネス向けサービス別紙６

※ご利用には東海道・山陽新幹線車内の無料Wi-Fi 「Shinkansen Free Wi-Fi」 への接続が必要です。

※画像はすべてイメージです。

https://expresswork.jr-central.co.jp/

