
 

 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 1 2 月 2 6 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

  

「鉄道開業 150年記念ファイナル ＪＲ東日本パス・お先にトクだ値スペシャル」の発売について 

～つぎの 150年へ、みなさまの笑顔とともに ステキな旅をお楽しみください～ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

●「鉄道開業 150年記念ファイナル ＪＲ東日本パス」発売について 

１ 商品概要 

○商 品 名：「鉄道開業150年記念ファイナル ＪＲ東日本パス」 

○利用期間：2023年 3月2日（木）～ 3月15日（水） 
○発売期間：2023年 2月2日（木）午前5時00分 ～ 3月 10日（金）午後23時50分 
 ※ ご利用開始日の1ヶ月前からご利用日 3日前までの発売となります。 

○有効期間：連続する3日間   

○おねだん：おとな 22,150円 こども 10,150円 

○発売方法：「えきねっと（Web）」限定発売 

※ 「えきねっと」会員登録（無料）が必要です。 

※ ご予約後、フリーエリア内の駅の指定席券売機等できっぷのお受取りが 

必要です。詳しくはえきねっとホームページをご参照ください。 

（https://www.eki-net.com） 

○主なご利用内容： 

・フリーエリア内のＪＲ東日本全線、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、 

三陸鉄道線、北越急行線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線 

（直江津～新井間）の普通列車と特急等（新幹線を含む）の普通車自由席 

およびＪＲ東日本が運行するＢＲＴが連続する3日間乗り降り自由です。 

・あらかじめ座席の指定を受ければ、新幹線・優等列車の普通車指定席が 

4回までご利用になれます。 

※ 北海道新幹線の新青森～新函館北斗間、北陸新幹線の 

上越妙高〜金沢間および東海道新幹線はご利用いただけません。 

※ 災害や工事等の影響により運転見合わせ、時刻変更となって 

いる区間・列車があります。 

バス代行輸送区間については、代行バスをご利用いただけます。 

※ 最新情報については、ＪＲ東日本ホームページをご参照ください。 

（www.jreast.co.jp/）  

 

 

 

〇ＪＲ東日本では、鉄道開業150年という記念の年の最後の締めくくりとして、「鉄道開業150年記念ファイナル ＪＲ東日本

パス（以下、JR東日本パス）」を発売します。10月に実施した際と同様に、ＪＲ東日本パスは、フリーエリア内の普通列車

と特急等（新幹線を含む）の普通車自由席が連続する3日間乗り降り自由です。また、あらかじめ予約をすると、普通車

指定席が4回までご利用できます。 

〇ＪＲ東日本パスを購入すると、駅レンタカーの割引特典や、ＮｅｗＤａｙｓ等のエキナカでのお買いものが10%割引になるな

ど、様々な特典や割引サービスを受けることができます。また、JR東日本パスで旅するARスタンプ巡り企画を開催し、

JRE POINTやトレインシミュレータなどの豪華プレゼントも用意しています。 

〇「鉄道開業150年記念ファイナル 新幹線お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」は、東北・北海道・秋田・山形・上越・

北陸新幹線の「グリーン車」と「グランクラス（飲料・軽食なし）」が50%割引となるとてもおトクな商品です。ぜひ、この機会

に新幹線を使ったおトクかつ快適な旅をお楽しみください。 
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２ 特典について 

⑴ 駅レンタカー特典 

ＪＲ東日本パスを購入した方は、えきねっと＋駅レンタカープラン（ＪＲ東日本エリア）の申込みが可能です。 

えきねっとで本商品をお申込みのうえ、きっぷの有効期間内に出発する 

「駅レンタカー」（クラス限定）を専用ページから申込みいただくことにより、 

割引価格でご利用できます。 

詳しくは、ＪＲ東日本レンタリース㈱のホームページをご参照ください。 

（https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=359&sid=jrerl） 

 

⑵ ＪＲ東日本パス提示での特典や割引サービス（一例）   

ＮｅｗＤａｙｓ等のエキナカでのお買いものが10%割引になるなど、様々な特典や割引サービスをご用意しています。 

    

※ＪＲ東日本パスや特典についての情報等は1月下旬以降準備出来次第、下記のホームページでお知らせいたし 

ます。（https://www.jreast.co.jp/150th/） 

 

 

⑶ ＪＲ東日本パスで旅するARスタンプ巡り 

ＪＲ東日本パスを購入されたお客さまを対象に、鉄道旅が更に楽しくなるARスタンプ巡りを開催します。駅に設

置された ARコンテンツを表示させて撮影し、専用ページから必要事項と ARコンテンツ撮影画像を登録して応募す

ると抽選でJRE POINTをプレゼントします。最も多くのスタンプを集めた方にはJRE POINTに加えて「ＪＲ東日本

トレインシミュレータ基本パック」もプレゼント！  

※ 本企画は、2022年 3月 8日に発表した株式会社 NTTドコモとの XR領域の発展に向けた連携の取り組みの一つで

す。（12月 26日に株式会社NTT QONOQ（コノキュー）、NTTコミュニケーションズ株式会社も本連携に参画） 

※ 株式会社NTT QONOQが提供する「XR City」アプリを活用し、NTTコミュニケーションズ株式会社と連携して行い

ます。 

 

 

対象施設／店舗名 カテゴリー 

NewDays/NewDays KIOSK コンビニエンスストア 

駅弁屋 土産・弁当・駅弁 

JR東日本ホテルズ直営のレストラン・バー レストラン・バー 

青森駅ビル ラビナ ショッピングセンター 

弘前駅ビル アプリーズ ショッピングセンター 

A-FACTORY シードル工房・ショッピングセンター 

あおもり旬味館 ショッピングセンター 

秋田駅ビル トピコ ショッピングセンター 

おみやげ処（仙台駅４・６・９号店、会津若松駅、郡山駅等） 土産・弁当・駅弁 

ぐるっと遊（八戸駅、盛岡駅、一ノ関駅等） 土産・弁当・駅弁 

美味山海（盛岡駅、新青森駅） 土産・弁当・駅弁 

おみやげ処こまち苑（秋田駅構内） 土産・弁当・駅弁 

仙台駅 牛たん通り・すし通り レストラン 

エスパル仙台・福島・郡山・山形 ショッピングセンター 

ＣｏＣｏＬｏ湯沢・がんぎどおり、長岡、新潟 ショッピングセンター 

科の木（長野駅、上田駅） 土産・弁当・駅弁 

イーサイト高崎・アズ熊谷 ショッピングセンター 

水戸駅ビル エクセル ショッピングセンター 

HANAGATAYA 土産・弁当・駅弁 

のもの 地産品 

TRAINIART（トレニアート） 鉄道グッズ 

SHIBUYA SKY（渋谷スクランブルスクエア） 展望施設 

※ 画像はイメージです 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jrerl.co.jp%2Fcampaign%2Fdetail%3Ftopics_no%3D359%26sid%3Djrerl&data=05%7C01%7Ce-miyata%40jreast.co.jp%7C19305bdb0f974cfdd04808dadd9c8a69%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C638065961644724945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aM8OGHW%2FQRWzWrgURiJVuD83mNQUQKGekwoOL8zmhY4%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jreast.co.jp%2F150th%2F&data=05%7C01%7Ce-miyata%40jreast.co.jp%7C8e5c6a2d3fad4d9847d308dae6df1cab%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C638076143167410877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VW3jMWE0s1Bia42wrs3%2Fu3yL8pU8UlrTzBabSbYPSts%3D&reserved=0


 

 

〇応募期間 

2023年 3月2日（木）10時～2023年 3月22日（水）10時 

〇対象のお客さま 

ＪＲ東日本パスを購入して、ARコンテンツ画像を集めたお客さま 

〇ARコンテンツ設置駅 

上野駅、熱海駅、甲府駅、大宮駅、高崎駅、水戸駅、安房鴨川駅、長野駅、仙台駅、 

新青森駅、秋田駅、新潟駅、シン・秋葉原駅（「Virtual AKIBA World※」内のバーチ 

ャル駅になります）の計13駅。 

※ Virtual AKIBA Worldとは、秋葉原駅や駅周辺エリアを再現したオリジナルのバーチャル空間です。下記の URL

からどなたでもアクセスできます。（https://jrakiba.vketcloud.com/VAW/） 

〇応募方法 

本企画専用Webページの申込フォームより必要事項を入力のうえ、撮影したARコンテンツの写真をアップロードし 

てご応募ください。（https://www.eki-net.com/top/cp/vaw_150th_final/） 

※ 専用Webページは、2023年 2月22日（水）15時頃公開予定 

〇当選景品 

・最多賞  ：JRE POINT 50,000Ｐ＋「JR東日本トレインシミュレータ基本パック」を1名 

・3駅以上賞     ：抽選でJRE POINT 10,000Ｐを5名 

・2駅賞        ：抽選でJRE POINT 5,000Ｐを10名    

※ 最多賞が複数名いた場合は、抽選となります。 

※ えきねっととJRE POINT 会員番号の連携ができていないとポイントを付与できません。あらかじめ連携のうえ、

ご応募ください。 

〇当選の発表について 

厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選発表は、お客さまの JRE POINTアカウントへのポイント付与をも 

ってかえさせていただきます。（最多賞の方には、「ＪＲ東日本トレインシミュレータ基本パック」のご案内をメール

にてご連絡させていただきます。） 

 

【参考】 Virtual AKIBA World（VAW）の概要 

ＪＲ東日本は、駅を“つながる”くらしのプラットフォームへと転換する

「Beyond Stations 構想」の一環として、オリジナルのバーチャル空間VAWを、

2022年3月に開業しました。VAWは、世界的なコンテンツ集積地である秋葉原の駅

と街をバーチャル上に再現し、スマートフォンから手軽に体験可能な空間となっ

ております。更にバーチャル空間を多くのお客様がご利用になる駅および車両と

いうリアルな場（アセット）と繋ぐことで、バーチャルをより身近なものにしてま

いります。VAWを通じ、人と人とのつながりをリアル・バーチャル双方で演出いたします。 

＜運営者＞ 東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社HIKKY 

 

【参考】「XR City」とは 

お客さまがサービスの提供エリアにおいて、専用アプリ「XR City」をダウンロー    

ドしたスマートフォンをかざしていただくと、その場所に合ったARコンテンツが 

表示される、株式会社NTT QONOQが提供するサービスです。 

 

 

３ その他 

  ＪＲ東日本パスとあわせて宿泊をご検討される場合には、「えきねっと 宿だけプラン」がおすすめです。 

詳しくは「えきねっと 宿だけプラン」のホームページをご覧ください。（https://www.eki-net.com/top/hotels/） 

  

https://jrakiba.vketcloud.com/VAW/
https://www.eki-net.com/top/cp/vaw_150th_final/
https://www.eki-net.com/top/hotels/


 

 

●「鉄道開業 150年記念ファイナル 新幹線お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」の発売について 

１ 商品概要 

 〇商 品 名：「鉄道開業150年記念ファイナル 新幹線お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」 

〇利用期間：2023年 2月15日（水）～ 2月 28日（火） 

 〇発売期間：乗車日1ヶ月前の午前10時00分から20日前の午前1時50分まで 

※ 「えきねっと事前受付」により、発売開始日のさらに1週間前（同曜日）の 

午後2時 00分から乗車日1ヶ月前の午前9時 54分まで事前のお申込みができます。 

 〇割 引 率：運賃と料金が50%割引 

 〇設 備 

  ■グリーン車指定席 

設定列車：東北・北海道新幹線「はやぶさ・やまびこ・なすの」、 

     秋田新幹線「こまち」、山形新幹線「つばさ」、 

     上越新幹線「とき・たにがわ」、北陸新幹線「あさま」 

 

設定区間・発売額（おとな1名・片道利用） 

列車名  主な設定区間  

新幹線eチケット  

乗車券+指定席特急券＋グリーン券

の価格（通常期）  

お先にトクだ値  

スペシャル  

【50％割引】  

おトク額  

はやぶさ 
東京 ⇔ 新函館北斗 32,100円 16,050円 16,050円 

東京 ⇔ 新青森 23,540円 11,770円 11,770円 

やまびこ 東京 ⇔ 仙台 14,550円 7,260円 7,290円 

なすの 東京 ⇔ 那須塩原 8,090円 4,040円 4,050円 

こまち 東京 ⇔ 秋田 22,890円 11,440円 11,450円 

つばさ 東京 ⇔ 山形 14,910円 7,440円 7,470円 

とき 東京 ⇔ 新潟 14,220円 7,100円 7,120円 

たにがわ 東京 ⇔ 越後湯沢 8,860円 4,420円 4,440円 

あさま 東京 ⇔ 長野 11,800円 5,890円 5,910円 

 

■グランクラス（飲料・軽食なし） 

設定列車：東北新幹線「やまびこ・なすの」、上越新幹線「とき・たにがわ」、 

     北陸新幹線「あさま」 

 

設定区間・発売額（おとな1名・片道利用） 

列車名  主な設定区間  

新幹線eチケット  

乗車券+指定席特急券＋グリーン券

の価格（通常期）  

お先にトクだ値  

スペシャル  

【50％割引】  

おトク額  

やまびこ 
東京 ⇔ 盛岡 22,310円 11,150円 11,160円 

東京 ⇔ 仙台 17,700円 8,840円 8,860円 

なすの 東京 ⇔ 那須塩原 11,240円 5,610円 5,630円 

とき 東京 ⇔ 新潟 17,370円 8,680円 8,690円 

たにがわ 東京 ⇔ 越後湯沢 12,010円 5,990円 6,020円 

あさま 東京 ⇔ 長野 14,950円 7,470円 7,480円 

※グリーン車用、グランクラス（飲料・軽食なし）用ともに上記以外の区間の設定もあります。 



 

 

２ 新幹線の「お先にトクだ値スペシャル（乗車券つき）」をお申込みする際の注意事項 

 〇列車・区間・席数限定、インターネット予約限定の商品です。 

 〇「新幹線eチケットサービス」限定の商品です。 

 〇発売価格は「新幹線eチケットサービス（基本・通常期）」の運賃・料金より 

  割引した金額となります。 

 〇「特定都区市内制度」が適用されません。 

 〇こども価格の設定もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約と紐づけた交通系 ICカードやモバイル Suicaを改札にタッチするだけでご乗車いただけます。なお、

通常のきっぷと比べて、変更や払戻し等のご利用条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。 

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/  

https://www.eki-net.com/top/tokudane/

