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当社は、平成２７年度末を予定している北海道新幹線開業を見据えた取組みとして、ＪＲ東日本シニア組
織「大人の休日倶楽部」の募集を当社管内でも開始し、ＪＲ東日本と共同で宣伝展開を行うことで、シニア層
へ新幹線を利用した新たな旅の提案を行います。また、新幹線開業を首都圏にてＰＲするため、世界最大級
の旅の祭典「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１５」にブースを出展します。なお、近接ブースでは、北海道観光振
興機構等も出展し、新幹線開業で注目される北海道観光をＰＲします。
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（１）平成２７年１０月１日より「大人の休日倶楽部」の募集を当社管内でも開始し、ＪＲ東日本と共同で宣伝を
行います。
(2)「大人の休日倶楽部」会員がご利用になれる大変おトクな「大人の休日倶楽部パス」を当社管内にお
いても、お取扱いいたします。
(3)当社独自シニア組織「悠遊旅倶楽部」は平成２８年３月をもって新規募集・更新手続を終了し、平成２９
年３月をもってサービスを終了します。
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平成２７年９月２５（金）～２７日（日）に東京ビックサイトにて実施される世界最大級の旅の総合イベント「ツ
ーリズムＥＸＰＯジャパン２０１５」に、北海道、北海道観光振興機構とともに出展し、北海道の魅力を広く告知
します。また、JR 東日本と共同で北海道新幹線のプロモーションを行い、北海道新幹線の魅力が体感でき
るブースを設置します。

資料１
平成２７年９月９日

「大人の休日倶楽部」との連携開始及び「悠遊旅倶楽部」サービス終了について
○ＪＲ東日本では 50 歳以上のシニア会員組織「大人の休日倶楽部」を展開しており、190
万人以上の方に「会員限定のきっぷ」
「ツアーやイベント」等の各種特典やサービスを提
供しています。
○このたび、平成 27 年度末に予定されている北海道新幹線開業を見据え、北海道エリア
及び本州エリアをよりご利用しやすくするため、ＪＲ東日本と連携し、平成 27 年 10
月より当社管内でも「大人の休日倶楽部」の募集を開始します。これに伴い、当社独自
シニア会員組織「悠遊旅倶楽部」は段階的にサービスを終了いたします。
○「大人の休日倶楽部」会員がお求めになれる「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）
」
が当社管内で発売可能となるほか、北海道エリア版を新設するなど、おトクなきっぷを
ご用意いたします。

１．悠遊旅倶楽部と大人の休日倶楽部の特典・サービス比較について
悠遊旅倶楽部
大人の休日倶楽部
設定会社
ＪＲ北海道
ＪＲ東日本
設立年
平成 9 年
平成 16 年
ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ 男性 65 歳以上
対象年齢
男性 60 歳、女性 50 歳以上
女性 60 歳以上
ﾐﾄﾞﾙ
50 歳以上
ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ 4,285 円
年会費
1,540 円
ﾐﾄﾞﾙ
2,575 円
（初年度年会費無料）
会員数
５万５千人
１９０万人（累計会員数）
JR 北海道線、
JR 東日本線を片道、
JR 北海道線を片道、往復、連
往復、連続 201km 以上ご利用の
効力等
続 201km 以上ご利用の場合
場合 5%（ﾐﾄﾞﾙ）、30%（ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ）
30%割引
割引
大人の休日倶楽部カード（会員証）
購入方法
会員証を窓口に提示
（ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ）にて決済
・会員誌（年 7 回）
・会員誌（毎月）
・会員限定宿泊ﾌﾟﾗﾝ
・国内旅行商品 5%割引
・ﾚﾝﾀｶｰ割引
・会員ｶｰﾄﾞにﾎﾟｲﾝﾄ付与★
主な特典等
・会員限定「おトクなきっぷ」 ・ﾚﾝﾀｶｰ割引
例）悠遊旅倶楽部ﾊﾟｽ
・会員限定「おトクなきっぷ」
例）大人の休日倶楽部ﾊﾟｽ
★ポイント付与は「悠遊旅倶楽部」では行っていなかったサービスです。

２．
「大人の休日倶楽部パス」について
会員の方が「大人の休日倶楽部カード」で決済することでお買い求めになれる「おト
クなきっぷ」を発売します。また、旅行中「大人の休日倶楽部カード」の携帯が必要に
なります。ご購入前にカードの発行をお済ませください。なお、
「大人の休日倶楽部カー
ド」の発行までに申し込みから３週間程度お時間がかかりますので、ご留意ください。
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（１）大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）
■設定期間：平成 27 年 11 月 5 日～11 月 17 日
平成 28 年 1 月 21 日～ 2 月 2 日
■発売期間：ご利用開始日の 1 か月前から前日まで
※ご利用開始日当日の発売はいたしません
■発売箇所：当社及びＪＲ東日本管内
■おねだん：25,000 円
■有効期間：５日間
■主な効力：JR 北海道線、JR 東日本線の新幹線、特急列車普
通車自由席が乗降自由。指定席が６回ご利用にな
れます。

（2）大人の休日倶楽部パス（北海道）～新規設定
～新規設定
■設定期間：平成 27 年 11 月 5 日～11 月 17 日
平成 28 年 1 月 21 日～ 2 月 2 日
■発売期間：ご利用開始日の 1 か月前から前日まで
※ご利用開始日当日の発売はいたしません。
■発売箇所：当社管内のみ
■おねだん：16,250 円
■有効期間：５日間
■主な効力：JR 北海道線の特急列車普通車自由席が乗降自由。
指定席が６回ご利用になれます。
※「大人の休日倶楽部パス」は、上記(1)(2)に加え、ＪＲ東日本管内のみで発売する「大
人の休日倶楽部パス
（東日本）」
とともに、ご利用開始日ごとに発売枚数が１日あたり、
30,000 枚となります。

３．当社独自シニアサービス「悠遊旅倶楽部」のサービス終了等について
（１）平成２８年３月３１日をもって新規受付、更新手続きを終了し、平成２９年３月
をもって「悠遊旅倶楽部」の全サービスを終了いたします。
※平成 28 年 3 月 31 日までに会員になられた方、更新手続きをされる場合、会
員の有効期間終了までご利用になれます。
（２）ジパング倶楽部の当社管内駅、旅行センターにおける受付サービスは平成 28 年
3 月 31 日をもって終了いたします。

４．ＪＲ東日本と共同で宣伝展開と会員募集を実施します。
平成 27 年 10 月 1 日より、当社管内の駅・旅行センターに申込書を設置し、お申し
込みができるようにいたします。また、ＪＲ東日本と共同で以下の宣伝物を掲出し、連
携し、会員の募集を行います。
【「大人の休日倶楽部」宣伝物一例（イメージ）】

（入会申込書）

（A4 ﾊﾟﾝﾌｯﾄ）
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（駅頭ﾎﾟｽﾀｰ）

資料２
平成 27 年９月９日

世界最大級の旅の祭典にて北海道を PR！
「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」への出展について
～北海道新幹線がやってくる！！～
JR 北海道は、北海道の魅力を広く告知すべく、北海道、北海道観光振興機構等とともに、平成 27 年
9 月 25 日（金）～27 日（日）東京ビッグサイトにて開催されます「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」に
出展します。
当社は JR 東日本と共同で、平成 27 年度末に開業を予定している「北海道新幹線」のプロモーション
を行います。格別なゆとりと心地よさを兼ね備えた「グランクラスシート」の着席体験や「北海道新幹
線模型」の展示など、「北海道新幹線」の魅力を一足早く体感していただけるブースです。
近接ブースでは、北海道、北海道観光振興機構、道内各地域が共同で出展し、北海道産品の販売など、
道内各地域の魅力をお届けし、新幹線開業で注目される北海道観光を PR します。
是非この機会に、北海道の新たな魅力を体感できる北海道ブースへお越しください。

世界最大級の旅の祭典！ ～ツーリズム EXPO ジャパン～
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）が主催する観光博覧会「JATA旅博」（1977年～）と公益社団法
人日本観光振興協会が主催する国内観光博覧会「旅フェア日本」（1995年～）を統合した世界最大級の
旅の祭典。2014年より開催され、今回で2回目。
■期
■場

間：平成
月 26 日（土）
、27 日（日）
間 平成 27 年 9 月 25 日（金）～27 日（日）※一般公開：9
日（日）
所：東京ビッグサイト東展示棟
所 東京ビッグサイト東展示棟 1～6 ホール

■主
■後

催：公益社団法人日本観光振興協会、一般財団法人日本旅行業協会（JATA）
援：国土交通省、国土交通省観光庁、総務省、外務省、農林水産省、経済産業省、環境省、
東京都、日本政府観光局（JNTO）、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）、一般社団
法人日本経済団体連合会他

北海道新幹線を体感！ ～JR 北海道＆JR 東日本共同出展ブース～
JR 北海道は、JR 東日本と共同で北海道新幹線のプロモーションを行います。北海道新幹線パネルや
新幹線関連アイテムの展示の他、体験コーナーなど、北海道新幹線の魅力を見て、触れて、感じること
ができるコーナーです。

■概

要：①新幹線関連アイテムの展示
①新幹線関連アイテムの展示
・北海道新幹線概要説明パネル
・北海道新幹線プロモーション動画の上映
・H5 系車両模型
・E5 系車両ダイヤブロック
・新幹線をモチーフとしたキャラクター「シンカリオン」の着ぐるみ
（記念撮影やパフォーマンスの実施）
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②新幹線体験コーナー
・グランクラスシート着席体験
・『Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ ＡＯＭＯＲＩ
ＣＩＤＲＥ（アオモリシードル）』の
試飲（9/26、27 のみ）
・体験者へのノベルティ配布（9/25－27）
（パンフレット、体験記念証（仮称）
、うらら（お茶）北海道新幹線バージョン）

北海道の魅力満載！ ～北海道・北海道観光振興機構・道内各地域出展ブース～
JR 北海道と JR 東日本の共同ブースの隣には「北海道・北海道観光振興機構・道内各地域(※)」が共
同で出展し、北海道各地域のプロモーションやキュンちゃんグッズをはじめとする物販、クイズ大会な
どのＰＲステージを実施します。
※共同出展の道内各地域：千歳市、NPO 法人 知床斜里町観光協会、一般社団法人 知床羅臼町観光協会、
水のカムイ観光圏～
～釧路湿原・阿寒・摩周～
～

■概

要：①北海道
①北海道 PR ブースの展開
・北海道各地域の観光 PR ブースの設置
・北海道プロモーション動画の上映
②北海道産品の販売
・キュンちゃんグッズ、北海道産乳製品等の販売
③PR ステージ
・キュンちゃん、北海道新幹線開業 PR キャラクター
「どこでもユキちゃん」他、キャラクターが集合
・参加地域による各種イベント

JRH

北海道

JRE

ブース

東展示場 3 ホール

海外へも魅力発信！～VISIT JAPAN トラベルマート 2015 商談会～
今回 JR 北海道は、同時に開催されます「VISIT JAPAN トラベルマート 2015」にも出展し、海外へも
広く北海道新幹線の開業を強く印象付けるプロモーションを行います。

■商談内容：・来道外国人観光客への鉄道旅行の利便性訴求
・
「北海道レールパス」の宣伝
・海外現地における販売窓口の拡大
・定期的な北海道の列車観光情報の発信等
過去の商談の様子
■対
象：北海道レールパスの販売シェアの大きい香港、台湾、中国、韓国、タイ、シンガポール、
マレーシアの他、欧米諸国の旅行会社
■そ の 他 ：今回は 20 社程度の海外旅行会社との商談を予定しています。
【VISIT JAPAN トラベル＆MICE マート 2015 概要】
海外の訪日旅行取扱旅行会社等と、日本国内の観光関係事業者が一堂に会する、世界最大規模の国際
観光イベントの一環として実施するインバウンド商談会。昨年よりツーリズム EXPO と同時開催。
■期
間：平成 27 年 9 月 25 日（金）～10 月 1 日（木）
インバウンド商談会 9 月 25 日（金）～27 日（日）
ファムトリップ（海外バイヤーの道内視察）9 月 28 日（月）～10 月 1 日（木）
■場
所：東京ビッグサイト東 6 ホール
■主
催：日本政府観光局（JNTO）
■後
援：観光庁
■参加予定：国内セラー371 社･団体、国内 MICE 専門セラー：30 社･団体、国内 PR セラー：26 社･団体
海外バイヤー：360 社、海外 MICE 専門バイヤー：25 社、海外メディア 12 社
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