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東海旅客鉄道株式会社 

 

期間限定！在留外国人のお客さま向けに 

JR Central Tourist Passを発売いたします 
 

通常は短期滞在の外国人旅行者のお客さま向けに限定して発売している「JR 

Central Tourist Pass」を、期間限定で在留外国人のお客さまにも発売します。 

「JR Central Tourist Pass」は、中部地区の特定のエリア内で、在来線を中心

とした鉄道やバス等が一定期間乗り放題となる商品です。エリア内の観光地を便

利でお得に巡ることができますので、これらの商品を利用して日本の旅行をお楽

しみいただき、訪れた観光地の魅力や日本の状況をぜひ、世界に向けて発信して

ください。 

 

１．対象商品（JR Central Tourist Pass） 

名称 価格（大人） 価格（子ども） 有効期間 

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass ¥15,280 ¥7,640 連続 5日間 

Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass ¥12,220 ¥6,110 連続 5日間 

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass ¥19,600 ¥9,800 連続 5日間 

Mt.Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini ¥5,080 ¥2,540 連続 3日間 

※利用区間、利用可能列車等の詳細は、別紙をご確認ください。 

 

２．利用資格（期間限定） 

 日本国以外の政府等が発行した旅券等を所持し、日本の在留資格を有する 

お客さま 

 

３．発売・利用期間 

 発売期間：２０２２年５月２３日（月）～８月３１日（水） 

 利用期間：２０２２年６月１日（水）出発～９月４日（日）帰着 

 

４．発売方法 

 東京駅・名古屋駅・京都駅等の当社管内の一部の駅窓口と、JR東海ツアーズ 

等の旅行会社の一部窓口にて発売します。 

詳しい発売箇所は、特設Webサイトをご確認ください。 

購入時にパスポートをご提示ください。 

 ※オンライン／海外旅行代理店での購入はできません。ご注意ください。 

 

５．特設 Web サイト 

 https://touristpass.jp/ja/campaign/for_residents（日本語） 

                     ※英語版サイトもあり 

 

※ご旅行に際しては、新型コロナウイルス感染症の状況や政府・自治体の要請等を踏まえたうえで、適切な

タイミングをご判断いただきますよう、お願いいたします。当社の感染症対策に関する取組みについて

は、ホームページをご覧ください。 

https://touristpass.jp/ja/campaign/for_residents


 

別紙 

 

■利用可能区間・列車・設備 

以下の区間・列車が乗り降り自由です。 

 

JR 線 

特別急行列車・普通急行列車または快速・普通列

車の普通車自由席：名古屋駅～富山駅間（東海

道・高山線経由）、金沢駅～京都駅～大阪市内間

（北陸・湖西・東海道線経由）、大阪市内～関西

空港駅間（阪和線・関西空港線経由） 

 

新幹線 

北陸新幹線の普通車自由席：富山駅～金沢駅間 

 

濃飛バス・北鉄バス・富山地鉄バス 

白川郷・金沢線／高山富山線 

（高山濃飛バスセンター～白川郷～金沢／富山）

※高山富山線は当面の間運休しております。 

 （2022年 4月 28日現在） 

※一部を除き、バスは事前のご予約が必要です。 

 

加越能バス  

世界遺産バス 白川郷～五箇山～新高岡駅間 

 

 

 

 

■指定席 

・有効期間中に名古屋駅～富山駅間（東海道・高山線経由）、及び金沢駅～京都駅～大阪市内間（北陸・湖西・

東海道線経由）の特別急行列車の普通車指定席を４回までご利用いただけますが、混雑状況等により、ご希

望の列車の座席を確保できない場合もあります。なお、京都駅～関西空港駅間の「はるか」は、普通車指定

席をご利用いただけません。 

・指定席を利用される場合は、ＪＲ東海またはＪＲ西日本の駅のきっぷうりば、ＪＲ東海ツアーズの支店、指

定席券売機において、必ず乗車前に指定席券の交付（無料）を受けて下さい。なお、自由席を利用される場

合は、このきっぷのみでご利用いただけます。 

・指定席のご利用が３回以下となった場合であっても、旅客運賃・料金の払い戻しはいたしません。 

 

■効力 

・このきっぷでは京都駅～新大阪駅間の東海道新幹線はご利用いただけません。 

・富山駅～金沢駅間の北陸新幹線は自由席のみ乗り降り自由です。 

・このきっぷでは、グリーン車及びグランクラスはご利用いただけません。 

・このきっぷから、他の乗車券類への変更はいたしません。また、有効期間の変更はいたしません。 

・紛失（盗難の場合を含む。）の場合、再発行はいたしません。 

・列車等の運行中止、遅延その他の理由できっぷの有効期間の延長や払いもどしはいたしません。また、行程

変更に伴う交通費、宿泊代等の追加費用の負担もいたしません。 

 

※使用方法によっては、当該企画乗車券を利用することが必ずしもお得にならないことがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ルート上の JR線と JR線以外の交通機関に、時刻変更や運休が

発生している場合がございます。最新情報は、各交通機関のホームページで予めご確認ください。 

名称 価格（大人） 価格（子ども） 有効期間 

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass ¥15,280 ¥7,640 連続 5日間 



名称 価格（大人） 価格（子ども） 有効期間 

Ise-Kumano-Wakayama Area Tourist Pass ¥12,220 ¥6,110 連続 5日間 

 

■利用可能区間・列車・設備 
以下の区間・列車が乗り降り自由です。 

 

JR線、伊勢鉄道線 

特別急行列車・普通急行列車または快速・普通列車

の普通車自由席：名古屋駅～大阪市内（関西本線、

紀勢本線、阪和線）、日根野駅～関西空港駅（関西

空港線）、多気駅～鳥羽駅間（参宮線）、亀山駅～大

阪市内間（関西本線）、木津駅～大阪市内間（片町

線）、久宝寺～大阪市内間（おおさか東線）、鳳駅～

東羽衣駅間（阪和線）、和歌山駅～和歌山市駅（紀

勢本線）、河原田駅～津駅間（伊勢鉄道線） 

 

和歌山電鐵 

和歌山駅～貴志駅間 

 

三重交通バス：外宮内宮線、ＣＡＮばす、尾鷲駅口

～鷲毛間、尾鷲駅口～瀬木山～熊野古道センター

間、熊野市駅前～千枚田・通り峠入口間 

 

熊野御坊南海バス：紀伊勝浦駅～那智山間、紀伊勝

浦駅～新宮駅間、新宮駅～本宮大社前間、新宮駅～

小口間 

 

レンタサイクルサービス（駅リンくん）：和歌山駅、

紀伊田辺駅、白浜駅（12歳以上の大人に限る） 

 

 

■指定席等 

・このきっぷで、有効期間中に名古屋駅～紀伊勝浦駅間（関西本線、伊勢鉄道線、紀勢本線）、多気駅～鳥羽  

駅間（参宮線）、新宮駅～新大阪駅間（紀勢本線、阪和線、東海道線）の特別急行列車及び快速・普通列車 

の普通車指定席を４回までご利用いただけますが、混雑状況等により、ご希望の列車の座席を確保できな 

い場合もあります。（なお、新大阪駅～関西空港駅間の「はるか」は、普通車指定席をご利用いただけませ 

ん。） 

・指定席を利用される場合はＪＲ東海またはＪＲ西日本の駅のきっぷうりば、ＪＲ東海ツアーズの支 

店、指定席券売機において、必ず乗車前に指定席券の交付（無料）を受けて下さい。なお、自由席を利用 

される場合は、このきっぷのみでご利用いただけます。 

・指定席のご利用が３回以下となった場合であっても、旅客運賃・料金の払い戻しはいたしません。 

 

■効力 

・このきっぷでは名古屋駅～新大阪駅間の東海道新幹線はご利用いただけません。 

・このきっぷでは、グリーン車はご利用いただけません。 

・このきっぷから、他の乗車券類への変更はいたしません。また、有効期間の変更はいたしません。 

・紛失（盗難の場合を含む。）の場合、再発行はいたしません。 

・列車等の運行中止、遅延その他の理由できっぷの有効期間の延長や払いもどしはいたしません。また、行程

変更に伴う交通費、宿泊代等の追加費用の負担もいたしません。 

 

※使用方法によっては、当該企画乗車券を利用することが必ずしもお得にならないことがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ルート上の JR線と JR線以外の交通機関に、時刻変更や運休が

発生している場合がございます。最新情報は、各交通機関のホームページで予めご確認ください。 

  



名称 価格（大人） 価格（子ども） 有効期間 

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass ¥19,600 ¥9,800 連続 5日間 

 

■利用可能区間・列車・設備 

以下の区間・列車が乗り降り自由です。 

 

JR 線 

特別急行列車・普通急行列車または快速・普通列車

の普通車自由席：名古屋駅～富山駅間（東海道・高

山線経由）、信濃大町駅～名古屋駅（大糸・篠ノ井・

中央本線経由） 

 

アルペンルート・富山地方鉄道線 

アルペンルート区間内の「富山～信濃大町」間。富

山地方鉄道線は「電鉄富山駅～立山駅」間の特急列

車の自由席を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指定席等 

・このきっぷで、有効期間中に名古屋駅～富山駅間（東海道・高山線経由）、信濃大町駅～名古屋駅（大糸・篠 

ノ井・中央本線経由）の特別急行列車・普通(快速)列車の普通車指定席を４回までご利用いただけますが、

混雑状況等により、ご希望の列車の座席を確保できない場合もあります。 

・指定席を利用される場合は、ＪＲ東海・ＪＲ西日本・ＪＲ東日本の経路上の主な駅のきっぷうりば、ＪＲ東 

海ツアーズの支店、指定席券売機において、必ず乗車前に指定席券の交付（無料）を受けて下さい。なお、

自由席を利用される場合は、このきっぷのみでご利用いただけます。 

・立山～扇沢間の各交通機関を利用する際は、立山駅または扇沢駅の出札窓口で、本きっぷを提示のうえ、「ア 

ルペンルート専用券」の交付を受けてください。 

・指定席のご利用が３回以下となった場合であっても、旅客運賃・料金の払い戻しはいたしません。 

 

■効力 

・このきっぷでは富山地方鉄道線の寺田駅～宇奈月温泉駅間はご利用いただけません。 

・このきっぷでは、グリーン車はご利用いただけません。 

・ホームライナーをご利用になる場合には、別途、乗車整理券が必要となります。 

・このきっぷから、他の乗車券類への変更はいたしません。また、有効期間の変更はいたしません。 

・紛失（盗難の場合を含む。）の場合、再発行はいたしません。 

・アルペンルート内の各交通機関の運行不能を理由にご旅行を中止される場合は、このきっぷの引換箇所とし

て指定しているＪＲ東海の駅窓口等で払戻しをいたします。この場合、このきっぷの利用可能区間内に限り、

運賃・料金をお支払いいただくことなく、区間内にあるＪＲ東海の駅窓口等の引換箇所までご乗車いただく

ことが可能です。旅行を継続される場合は、払戻はいたしません。また、アルペンルートの各交通機関をご

利用になった場合は、いかなる理由でも払いもどしはいたしません。 

 

※使用方法によっては、当該企画乗車券を利用することが必ずしもお得にならないことがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ルート上の JR線と JR線以外の交通機関に、時刻変更や運休が

発生している場合がございます。最新情報は、各交通機関のホームページで予めご確認ください。 



名称 価格（大人） 価格（子ども） 有効期間 

Mt.Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini ¥5,080 ¥2,540 連続 3日間 
 

 

■利用可能区間・列車・設備 
以下の区間・列車が乗り降り自由です。 

 

JR線 

特別普通急行列車・普通急行列車または

快速・普通列車の普通車自由席：熱海駅

～豊橋駅間（東海道本線）、沼津駅～松

田駅間（御殿場線）、富士～下部温泉

（身延線） 

 

伊豆箱根鉄道 

三島駅～修善寺駅間 

 

富士急行バス 

御殿場駅～御殿場プレミアム・アウトレ

ット間、御殿場駅～河口湖駅間、御殿場

駅～ぐりんぱ間、新富士駅～富士山駅

間、新富士駅～富士駅南口間 

 

東海バス 

三島駅～山中城跡間、沼津駅～沼津みな

と新鮮館、修善寺駅～修善寺温泉間、修

善寺駅～土肥港間 

 

伊豆箱根バス 

沼津駅～沼津港間、伊豆長岡駅～伊 

豆・三津シーパラダイス間、修善寺駅

～修善寺温泉間 

 

静鉄バス 

清水駅～東海大学三保水族館間 

 

遠鉄バス 

浜松駅～中田島車庫間、浜松駅～浜名

湖ガーデンパーク間 

 

フェリー 

清水港～土肥港間（駿河湾フェリー）、

日の出～日の出間（富士山清水みなと

クルーズ・三保での乗下船不可・水上

バス利用不可） 

 

■効力 

・このきっぷでは特急「ふじさん」など自由席設定のない列車にはご乗車いただけません。 

・このきっぷでは、東海道新幹線、寝台列車はご利用いただけません。 

・ホームライナーをご利用になる場合には、別途、乗車整理券が必要となります。 

・このきっぷから、他の乗車券類への変更はいたしません。また、有効期間の変更はいたしません。 

・紛失（盗難の場合を含む。）の場合、再発行はいたしません。 

・列車等の運行中止、遅延その他の理由できっぷの有効期間の延長や払いもどしはいたしません。また、行程

変更に伴う交通費、宿泊代等の追加費用の負担もいたしません。 

 

※使用方法によっては、当該企画乗車券を利用することが必ずしもお得にならないことがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ルート上の JR線と JR線以外の交通機関に、時刻変更や運休が

発生している場合がございます。最新情報は、各交通機関のホームページで予めご確認ください。 


