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平成２８年１月５日 

 

 

北海道新幹線開業に伴うおトクなきっぷの設定・見直しについて 
～おトクなきっぷを使いやすく、わかりやすくします～ 

 

 

 平成２８年３月２６日のダイヤ改正で北海道新幹線が開業するほか、札幌～函館間の

特急列車増便など輸送体系の見直しを実施いたします。これに伴い、北海道新幹線にも

「おトクなきっぷ」を設定するほか、北海道内主要区間についてもご利用ニーズに合わ

せた商品を設定するなどリニューアルいたします。より「使いやすく、わかりやすく」

なる「おトクなきっぷ」で鉄道の旅をお楽しみください。 

 

 

１ 北海道新幹線開業に伴う「おトクなきっぷ」の設定について        
 

○ 北海道新幹線には、ＪＲ北海道予約サービス（インターネット予約）限定でおトク

なきっぷを利用日・列車・席数・区間限定で、平成２８年２月２６日から発売します。 

  おトクなきっぷは２種類で、乗車日前日の午後１１時までのお申込みの「北海道ネ

ットきっぷ」と、乗車日１４日前の午後１１時までにお申し込みいただくとさらに割

引率の高い「北海道お先にネットきっぷ」を発売します。 

○ このほか北海道新幹線開業に伴い、普通列車に乗り放題の「北海道＆東日本パス」 

のご利用効力を変更するなどいたします。 

○ 詳細については、別紙１をご覧ください。 

 

２ 新たな訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ「JR East-South Hokkaido 

Rail Pass」の設定について 
 

○ 訪日外国人旅行者を対象に、ＪＲ北海道とＪＲ東日本の共同商品として、札幌～函

館～東北～東京のご旅行におトクなフリーパスを新たに発売します。 

○ 詳細については、別紙２をご覧ください。 

 

３ 「使いやすく、わかりやすい」商品へ。ニーズに合ったご利用が可能に   
 

○ 北海道内の主要区間ではこれまで、「往復とも特急列車利用」限定、「往復とも指定

席利用」限定といった、往復とも同一の列車種別・設備を利用いただくことを条件に

したおトクなきっぷを発売してまいりましたが、「ゆき、かえりで異なる設備を利用

したい」「ゆきは特急列車、かえりは普通列車を利用したい」などといったお客さま

の声にお応えして、特急列車や普通列車の本数が多い道南方面（「札幌⇔函館」間）

及び道東方面（「札幌⇔釧路（根室）」間）を中心にリニューアルを行います。 

○ 詳細については、別紙３をご覧ください。 
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別紙１ 北海道新幹線開業に伴う「おトクなきっぷ」の設定について        

１ 「北海道ネットきっぷ」「北海道お先にネットきっぷ」の設定について      

  北海道新幹線には、ＪＲ北海道予約サービス（インターネット予約）限定でおトクな

きっぷを利用日・列車・席数・区間限定で、平成２８年２月２６日から発売します。 

○ 商品概要 

商品名 北海道ネットきっぷ 北海道お先にネットきっぷ 

設定列車 はやぶさ・はやて 

設定区間 

新函館北斗～東京（都区内） 等 

 ※ 設定区間は「新函館北斗駅」「木古内駅」「奥津軽いまべつ駅」を 

含むものに限ります。 

割引率 
５％～20％ 

（区間により異なります） 

25％～40％ 

（区間により異なります） 

設 備 普通車指定席 

利用期間 平成 28年３月 26日から通年 

発売期間 平成 28年２月 26日から通年 

申込日 

乗車日の１ヶ月前の午前10時から

乗車日前日の午後11時までにお申

込みが可能です。 

乗車日の１ヶ月前の午前10時から

乗車日 14日前の午後 11時までお

申込みが可能です。 

その他 

・きっぷは、乗車券と特急券がセットになった片道タイプのきっぷで、

有効期間１日間です。 

・お申込みは、ＪＲ北海道予約サービス（インターネット予約）限定と

なります。（駅・旅行センターではお申し込みできません。） 

・きっぷのお受取りは、お申し込み時のクレジットカードと予約番号を

お持ちいただければ、ＪＲ北海道の駅みどりの窓口・指定席券売機で簡

単にお受け取りいただけます。（旅行センター、車内、ＪＲ東日本の駅

ではお受け取りできません。） 

・お受け取り前は、列車出発前かつ最終変更期限（最初の乗車予定日か

ら３ヶ月後の同日（応当日がない場合は応当日の前日））まで設定座席

に残席があれば何度でも変更ができます。 

・ご利用には、会員登録（無料）が必要です。 

・詳細は http://www.jrhokkaido.co.jp/network/netkippu/をご覧くだ

さい。 

○ 「新函館北斗」発着の主な区間における発売額は以下のとおりです。 

商品名 主な区間 おねだん 割引率 
通常期の 

運賃・料金 
おトク額 

北海道お先に 

ネットきっぷ 

新函館北斗 ⇔ 新青森 4,350 円 40％ 7,260 円 2,910 円 

新函館北斗 ⇔ 盛岡 8,360 円 35％ 12,880 円 4,520 円 

新函館北斗 ⇔ 仙台(市内) 12,110円 30％ 17,310 円 5,200 円 

新函館北斗 ⇔ 東京(都区内) 17,010円 25％ 22,690 円 5,680 円 

北海道 

ネットきっぷ 

新函館北斗 ⇔ 新青森 5,800 円 20％ 7,260 円 1,460 円 

新函館北斗 ⇔ 盛岡 10,940円 15％ 12,880 円 1,940円 

新函館北斗 ⇔ 仙台(市内) 15,560円 10％ 17,310 円 1,750円 

新函館北斗 ⇔ 東京(都区内) 21,550円 5％ 22,690 円 1,140円 

 ・ 表は、新函館北斗発着の主な区間における発売額（大人：通常期）です。 

 ・ このほか木古内、奥津軽いまべつ発着の設定を行い、新幹線区間の設定を充実させます。 

http://www.jrhokkaido.co.jp/network/netkippu/
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 ・ 割引率は、閑散期・繁忙期とも同一となります。 

 ・ こどもの設定もあります。 

 ・ このほかの設定については、別表①をご覧ください。 

 

○ その他 

 ・ 「北海道ネットきっぷ」「北海道お先にネットきっぷ」ご利用の方限定で、駅レンタカー

をおトクにご利用いただけるサービスを実施いたします。 

・ 駅レンタカーをご利用の場合、特別価格でご利用いただけます。 

・ お申込みはインターネットからのみとなります。詳細は準備でき次第、「北海道ネット

きっぷ」「北海道お先にネットきっぷ」のホームページにてお知らせいたします。 

 

２ 「北海道＆東日本パス」（普通列車限定）について               

  ＪＲ北海道およびＪＲ東日本等の普通列車（快速含む）の普通車自由席が７日間

乗り放題のきっぷ「北海道＆東日本パス」について、発売価格とお取扱いを変更し

発売いたします。 

○ 利用期間及び発売期間 

設定 利用期間 発売期間 記事 

春季 

平成 28年３月１日～ 

３月 19日 

平成 28年２月 20日～ 

３月 13日 

北海道新幹線 

開業前 

平成 28年３月 26日～ 

４月 22日 

平成 28年２月 26日～ 

４月 16日 

北海道新幹線 

開業後 

夏季 
平成 28年７月１日～ 

９月 30日 

平成 28年６月 20日～ 

９月 24日 

北海道新幹線 

開業後 

冬季 
平成 28年 12月 10 日～ 

平成 29年１月 10日 

平成 28年 12月１日～ 

平成 29年１月４日 

北海道新幹線 

開業後 

○ 有効期間  連続する７日 

○ 発売箇所 ・ ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口、旅行センター、指定席券売機 

・ ＪＲ東日本の主な駅のみどりの窓口、びゅうプラザ、提携販売セン 

ターおよび指定席券売機 

・ ＪＲ北海道・ＪＲ東日本管内の主な旅行会社 

※ 一部お取り扱いしていない箇所もあります。 

○ 発売価格 ・ 北海道新幹線開業前 大人 10,290円 小児 5,140円 

       ・ 北海道新幹線開業後 大人 10,850円 小児 5,420円 

○ 主な効力 ・ フリーエリアは、ＪＲ北海道線、ＪＲ東日本線、青い森鉄道線、ＩＧ

Ｒいわて銀河鉄道線及び北越急行線の全線。 

       ・ フリーエリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席及びＢＲＴが

乗り降り自由。新幹線や特急列車等をご利用の際には別にご利用区間の

乗車券及び特急券等が必要です。 

       ・ 急行列車には、別に急行券をお買い求めいただくと乗車できます。 

        ※ 北海道新幹線開業前は、函館～新青森間内相互発着の場合に限り、別に自由席

特急券をお求めいただくと特急列車の普通車自由席がご利用になれます。 

        ※ 北海道新幹線開業後は、新函館北斗～新青森間内相互発着の場合に限り、別に

特定特急券をお求めいただくと北海道新幹線の普通車の空いている席をご利用に

なれます。なお、普通車指定席（指定席の交付を受ける）やグリーン車・グラン

クラスはご利用になれません。（この場合、別に乗車券・特急券等が必要です。） 

 

 



4 

 

３ 「北海道フリーパス」について                       

  ＪＲ北海道線の特急列車の普通車自由席（指定席６回まで利用可能）が乗り降り

自由の「北海道フリーパス」は引き続き発売いたしますが、フリーエリアはＪＲ北

海道の北海道新幹線を除く、在来線となります。 

 北海道新幹線開業前 北海道新幹線開業後 

利用期間 平成 28年３月 25日まで 平成 28年３月 26 日から通年 

発売期間 平成 28年３月 19日まで 平成 28年２月 26 日から通年 

主な効力 ＪＲ北海道の特急列車普通車

自由席が乗り降り自由 

（普通車指定席６回利用可能） 

ＪＲ北海道の在来線の特急列車

普通車自由席が乗り降り自由 

（普通車指定席６回利用可能） 

おねだん 26,230円 ※ 変更ありません 

 

４ 「大人の休日倶楽部」会員向け商品について                 

  「大人の休日倶楽部」割引（*1）で北海道新幹線をご利用いただけます（*2）。な

お、「大人の休日倶楽部パス」等のおトクな会員限定きっぷにつきましては、詳細が

決まり次第「大人の休日倶楽部」会員誌等でご案内いたします。 

 （*1） 「大人の休日倶楽部」会員は、ＪＲ北海道線・ＪＲ東日本線のきっぷが何回でも５％ 

（ミドル）・30％（ジパング）割引でご利用いただけます。 

 （*2） グランクラスをご利用の際は運賃のみ割引の対象となります。（グランクラス料金・

特急料金は割引の対象となりません。） 

 

５ 「悠遊旅倶楽部」割引について                       

  「悠遊旅倶楽部」割引（*1）では北海道新幹線をご利用になれません。在来線の

特急列車・普通列車（快速含む）のみ割引でご利用いただけます。 

 （*1） 「悠遊旅倶楽部」会員は、ＪＲ北海道線の在来線が何回でも 30％割引でご利用いた 

だけます。なお「悠遊旅倶楽部」割引は平成 29 年３月 31 日までとなります。なお、

「悠遊旅倶楽部」サービス終了については、「北海道新幹線を見据えた取組みについ

て」中の「『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（資料１）」（平成 27 年９月９日プレス資料 

 https://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/150909-2.pdf）をご覧ください。 

 

６ 北海道新幹線の開業に伴い発売を終了する商品について            

  北海道新幹線の開業に伴い、次の商品の発売を終了させていただきます。長らく

のご愛顧ありがとうございました。 

 【発売を終了する商品】 

商品名 発売終了日 ご利用終了日（＊１） 

青函回数券（＊２） 平成 28年３月 21日 平成 28年３月 21日 

北東北フリーきっぷ 

(札幌発・旭川発) 

平成 28年３月 16日 

（函館発） 

平成 28年３月 18日 

(札幌発・旭川発・函館発) 

平成 28年３月 21日 

東京往復割引切符 平成 28年３月 16日 平成 28年３月 21日 

仙台往復割引切符 平成 28年３月 16日 平成 28年３月 21日 

盛岡往復割引切符 平成 28年３月 18日 平成 28年３月 21日 

八戸往復割引切符 平成 28年３月 18日 平成 28年３月 21日 

https://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/150909-2.pdf
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青森往復きっぷ 平成 28年３月 16日 平成 28年３月 21日 

青森・弘前フリーきっぷ 平成 28年３月 18日 平成 28年３月 21日 

秋田往復きっぷ 平成 28年３月 18日 平成 28年３月 21日 

＊１ 北海道新幹線開業は平成28年３月26日ですが、平成28年３月22日から３月25日

までの４日間は「地上設備最終切替」のため、青函トンネルを通るすべての旅客

列車が運休となります。詳細につきましては、「北海道新幹線設備切替に伴う列

車の運休について」（平成27年12月18日プレス資料 

http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/151218-1.pdf ）をご覧ください。 

＊２ 「青函回数券」の未使用券片については、平成 28年３月 22日以降、有効期間

内に限り１枚当たりの金額をＪＲ北海道及びＪＲ東日本の発売箇所にて無手数料

で払い戻しいたします。 

 

７ 「はこだて旅するパスポート」について                   

  みなみ北海道エリアの観光に便利なフリーパス「はこだて旅するパスポート」を

現在発売しておりますが、北海道新幹線開業後については、新たに道南いさりび鉄

道線をフリーエリアに加え、リニューアルして発売いたします。北海道新幹線ご利

用後は、「はこだて旅するパスポート」でのご旅行をお楽しみください。 

 ○ 発売・利用期間 

   （発売期間）  平成 29年３月 31日まで 

   （設定期間）  平成 29年４月１日まで 

 ○ 主な効力 

  ・ フリーエリア内の普通列車自由席、バス、市電が２日間乗り降り自由。 

 フリーエリア 注記 

ＪＲ北海道 函館本線函館～森（渡島砂原経由も含む）、 

江差線注１五稜郭～渡島当別 

（注１）「五稜郭～渡島当別」

は 3/25まで乗車できます。 

函館バス 函館市内全線、函館～長万部線（バスセンター

～森駅前）、砂原線（森駅前～砂原東３丁目）、

濁川線、北斗南北連絡バス、七飯経由鹿部線、

鹿部駅線、鹿部海岸線、下海岸線、鉄山・蛾眉

野・川汲線、函館～知内線注２（バスセンタ～

当別トラピスト入口）、上磯線、快速松前号注３

（函館駅～当別駅前） 

（注２）3/26 からは「バスセ

ンター～木古内駅前」となりま

す。 

（注３）3/26 からは「函館駅

～木古内駅前」となります。 

函館市交通局 函館市電全線  

道南いさりび鉄道 全線注４（五稜郭～木古内） （注４）3/26 から乗車できま

す。 

 ○ 発売額の変更 

   平成 28年３月 26日からフリーエリアが一部変更になることに伴い、価格を改定い

たします。 

 
3/24発売分まで 

（3/25乗車分まで） 
3/26発売分から 

発売額 
大人 3,080円 3,380円 

小児 1,540円 1,690円 

 

 ※ 詳しくは専用パンフレットをご確認ください。 

 

http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2015/●●●●-4.pdf
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別紙２ 新たな訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ「JR East-South Hokkaido 

Rail Pass」の設定について 
 

 訪日外国人旅行者を対象に、ＪＲ北海道・ＪＲ東日本の共同商品として、札幌～函館～

東北～東京のご旅行におトクなフリーパスを発売します。 

 

○ 商品名   「JR East-South Hokkaido Rail Pass」 

○ 利用期間  平成 28年４月１日～通年 

○ 発売期間  平成 28年４月１日～通年 

○ 有効期間  発行日から 14日間のうち任意の６日（フレキシブル６日） 

        ※ 発行日とは海外発売の場合はパスへの引換日、国内発売の場合は発

売日となります。 

○ おねだん  （海外発売） 大人 26,000円 小児 13,000円 

        （国内発売） 大人 27,000円 小児 13,500円 

○ 主な効力  フリーエリア内のＪＲ北海道線、ＪＲ東日本線(ＢＲＴ含む)、伊豆急行

線全線、東京モノレール線全線、青い森鉄道線全線、ＩＧＲいわて銀河

鉄道線全線および仙台空港鉄道線全線の特急（新幹線含む）・急行列車・

普通列車の普通車指定席に乗り降り自由です。また、東武相互直通特急

「日光号」「スペーシア日光号」「きぬがわ号」「スペーシアきぬがわ

号」等の特急列車の普通車指定席にも乗り降り自由です。 

※ 道南いさりび鉄道はご乗車いただけません。 

○ フリーエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本商品の購入資格、効力、引換・発売箇所等の詳細は、別添のプレスリリース（「JR East-South 

Hokkaido Rail Pass」の発売について）をご参照ください。 

 

◎ 「北海道レールパス」について                       

  訪日外国人旅行者向けに発売している、ＪＲ北海道線の特急列車の普通車指定席が乗

り降り自由の「北海道レールパス」は引き続き発売いたしますが、フリーエリアはＪＲ

北海道の北海道新幹線を除く、在来線となります。
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別紙３ 「使いやすく、わかりやすい」商品へ。ニーズに合ったご利用が可能に  

 

① 「乗車券タイプ」のおトクなきっぷの発売                  

   北海道内の主要区間にはこれまで特急列車自由席や指定席などをご利用するお

トクなきっぷを設定しておりましたが、これを「乗車券タイプ」のおトクなきっ

ぷにリニューアルします。これにより、お客さまのニーズにあった利用が可能に

なります。また、これまでお客さまから「種類が多い」「区間によって利用設備が

異なる」といった「わかりにくい」というご意見を頂戴しておりましたが、特急

列車や普通列車の本数が多い道南方面（「札幌⇔函館」間）及び道東方面（「札幌

⇔釧路（根室）」間）を中心にわかりやすく、スリムな商品体系に改めます。 

 

     現行                 改正 

   運賃・料金込み             運賃のみ 

特急自由席タイプ往復きっぷ 

    特急指定席タイプ往復きっぷ       乗車券タイプ※１の往復きっぷ 

    特急グリーン車タイプ往復きっぷ     （普通列車自由席） 

    特急自由席タイプ回数券 

 

  （※１） 「乗車券タイプ」とは運賃のみのきっぷで、お客さまのご利用設備に応じた自

由席特急券や指定席特急券等を別にお買い求めいただくと特急自由席や特急指

定席がそれぞれご利用いただけるものです。またこのきっぷのみをご利用にな

る場合、普通列車の自由席はご利用いただけます。なお、利用する列車種別・

設備は片道ごとにお選びいただけます。 

 

 

 ○ 新しく発売する「乗車券タイプ」のおトクなきっぷ 

                                     

商品名 主な区間 

おねだん 

(大人往復) 

（※１） 

 

乗車券往復割引 

きっぷ併用時の 

おねだん（※２） 

乗車券往復 

割引きっぷ 

札幌市内 ⇔ 新函館北斗～函館 9,000円   15,220円 

札幌市内 ⇔ 帯広 7,150円   12,950円 

札幌市内 ⇔ 釧路 10,640円   16,860円 

 ※１ 「おねだん」は、運賃のみで特急料金は含みません。 

 ※２ 大人が、往復特急指定席（所定の指定席特急券）をご利用いただいた場合の

おねだんです。 

 [主なご利用条件等] 

 ・ 利用期間  平成 28年３月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 発売期間  平成 28年２月 26日～平成 29年３月 31日 

 ・ 往復タイプのきっぷで、有効期間は６日間です。 

 ・ 普通列車の自由席がご利用になれます。別に特急券等をお買い求めいただくと、

特急列車等がご利用になれます。 

 ・ こどもの設定もあります。 

 ・ 途中下車はできません。（「札幌市内～根室」間の設定のみ釧路で途中下車可能。） 

 ・ 設定区間の詳細は別表②をご覧ください。 
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② 「乗車券往復割引きっぷ」とセットでご利用いただけるおトクな特急券の発売   

  利用特急列車限定で、所定の（通常の）特急券が割引になるおトクな特急券を発

売します。なお、このおトクな特急券は「乗車券往復割引きっぷ」と併用する場合

にのみご利用いただけます。 

 ○ 特急「すずらん」号に対して発売するおトクな特急券 
 

商品名 設定区間 
おねだん 

（大人片道） 
 

乗車券往復割引きっ

ぷ併用時のおねだん

（※１） 

すずらん 

オプション 

特急券 

札幌 ⇔ 苫小牧 330円  2,940円 

札幌 ⇔ 白老 330円  3,560円 

札幌 ⇔ 登別・幌別 360円  4,110円 

札幌 ⇔ 東室蘭 360円  4,630円 

 ※１ 大人が、往復「すずらんオプション特急券」をご利用いただいた場合のおね

だんです。 

 [主なご利用条件等]   
 ・ 利用期間  平成 28年３月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 発売期間  平成 28年２月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 片道タイプのきっぷで、有効期間は１日間です。 

 ・ 特急「すずらん」号の自由席に限り利用できます。指定席は利用できません。 

 ・ 同一区間の「乗車券往復割引きっぷ」と併用する場合に限り、有効です。 

 ・ こどもの設定もあります。 

 ○ 特急「スーパー北斗」号・「北斗」号に対して発売するおトクな特急券 
 

商品名 設定区間 
おねだん 

（大人片道） 
 

乗車券往復割引きっ

ぷ併用時のおねだん 

（※１） 

北斗 

オプション 

特急券 

(発売箇所限定) 

伊達紋別 ⇔ 札幌 750円   5,920円   

洞爺 ⇔ 札幌 750円   6,590円   

長万部 ⇔ 札幌 2,030円   10,340 円   

長万部 ⇔ 函館 630円   4,650円   

 ※１ 大人が、往復「北斗オプション特急券（発売箇所限定）」をご利用いただいた

場合のおねだんです。 

 [主なご利用条件等]   
 ・ 利用期間  平成 28年３月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 発売期間  平成 28年２月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 片道タイプのきっぷで、有効期間は１日間です。 

 ・ 特急「スーパー北斗」号・「北斗」号の自由席に限り利用できます。指定席は利用で

きません。 

 ・ 同一区間の「乗車券往復割引きっぷ」と併用する場合に限り有効です。 

 ・ こどもの設定もあります。 

 ・ 発売箇所は次の駅の「みどりの窓口」限定となります。 

    [伊達紋別発着] 伊達紋別駅 

    [洞爺発着]   洞爺駅 

    [長万部発着]  長万部駅 

  ※ 発売箇所限定となりますので、お帰りのきっぷにつきましても事前に発売箇所で 

お買い求めください。（発売箇所以外での変更もできません） 
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 ○ 特急「スーパーとかち」号に対して発売するおトクな特急券 

                                    

商品名 設定区間 
おねだん 

（大人片道） 
申込み  

乗車券往復割引きっ

ぷ併用時のおねだん 

（※１） 

北海道ネット 

きっぷ 

（特急券のみ） 

札幌 ⇔ 帯広 1,590円 

前日 

午後 11時 

まで 

 

10,330円 
 

 

 

 ※１ 大人が、往復「北海道ネットきっぷ（特急券のみ）」（札幌～帯広）をご利用

いただいた場合のおねだんです。 

 [主なご利用条件等]  

 ・ 利用期間  平成 28年３月 26日～通年 

 ・ 発売期間  平成 28年２月 26日～通年 

 ・ 片道タイプのきっぷで、有効期間は１日間です。 

 ・ 特急「スーパーとかち」号の普通車指定席のご利用となります。 

 ・ 同一区間の「乗車券往復割引きっぷ」と併用する場合に限り、有効です。 

 ・ こどもの設定もあります。 

 ・ ＪＲ北海道予約サービス（インターネット予約）限定のお申込みとなり、乗車日の

１ヶ月前の午前 10時から乗車日前日午後 11時までお申込みが可能です。 

・ きっぷは、ＪＲ北海道の駅みどりの窓口・指定席券売機でお受け取りください。（旅

行センター、車内ではお受け取りできません。） 

・ 利用日・列車・席数・区間限定となります。 

・ お受け取り前は、列車出発前かつ最終変更期限（最初の乗車予定日から３ヶ月後の

同日（応当日がない場合は応当日の前日））まで設定座席に残席があれば、何度でも

変更できます。 

 

 

③ 富良野から札幌の往復に便利なおトクなきっぷの発売              

  富良野から札幌のご旅行に便利なおトクなきっぷを富良野駅限定で発売します。 

 

 ○ 商品名   「富良野・札幌往復きっぷ」 

 ○ おねだん  大人 4,350円 小児 2,170円 

 [主なご利用条件等]  

・ 利用期間  平成 28年３月 26日～平成 29年４月５日 

 ・ 発売期間  平成 28年２月 26日～平成 29年３月 31日 

 ・ 往復タイプのきっぷで、有効期間は６日間です。 

 ・ 発売箇所は富良野駅みどりの窓口限定となります。 

 ・ 札幌との往復には、片道１回特急列車の自由席がご利用になれます。 

 ・ 旭川経由ではご利用になれません。 

 ・ 途中下車はできません。 
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④ 商品リニューアルに伴い発売を終了するおトクなきっぷ             

  「乗車券往復割引きっぷ」などへのリニューアルに伴い、次の商品の発売を終了

させていただきます。長らくのご愛顧ありがとうございました。 

 【発売を終了する商品】 

商品名 発売終了日 ご利用終了日 

Ｓきっぷフォー 平成 28年３月 25日 平成 28年６月 24日 

グリーン往復割引きっぷ 

（ｸﾞﾘｰﾝ＆ｸﾞﾘｰﾝきっぷ） 
平成 28年３月 25日 平成 28年３月 30日 

得割きっぷ 平成 28年３月 25日 平成 28年３月 30日 

 

 【一部区間の発売を終了する商品】 

商品名 発売終了日 ご利用終了日 

指定席往復割引きっぷ 

（Ｒきっぷ）（＊1） 
平成 28年３月 25日 平成 28年３月 30日 

自由席往復割引きっぷ 

（Ｓきっぷ）（＊2） 
平成 28年３月 25日 平成 28年３月 30日 

 

＊1 次の区間は引き続き発売いたします。 

指定席往復割引きっぷ（Ｒきっぷ）で発売を継続する区間 

「札幌（市内）⇔音威子府」「札幌（市内）⇔稚内」「札幌（市内）⇔遠軽」 

「札幌（市内）⇔北見」「札幌（市内）⇔網走」 

 

＊2 次の区間は引き続き発売いたします。 

自由席往復割引きっぷ（Ｓきっぷ）で発売を継続する区間 

「札幌⇔岩見沢」「札幌⇔美唄」「札幌⇔砂川」「札幌⇔滝川」「札幌⇔深川」 

「札幌⇔旭川」「札幌⇔留萌」「札幌⇔士別」「札幌（市内）⇔名寄」 

「旭川⇔深川」「旭川⇔滝川」「旭川⇔稚内」「旭川⇔北見」「旭川⇔網走」 
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●普通車指定席

北海道ネットきっぷ

（5%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（25%割引）

北海道ネットきっぷ

（5%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（25%割引）

北海道ネットきっぷ

（5%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（25%割引）

東京 18,100円 14,290円 20,270円 16,000円 21,550円 17,010円

上野 17,900円 14,130円 20,070円 15,840円 21,350円 16,850円

大宮 17,400円 13,740円 19,260円 15,210円 20,640円 16,290円

北海道ネットきっぷ

（10%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（30%割引）

北海道ネットきっぷ

（10%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（30%割引）

北海道ネットきっぷ

（10%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（30%割引）

仙台 11,800円 9,170円 13,970円 10,860円 15,560円 12,110円

古川 ー ー ー ー 14,980円 11,650円

くりこま高原 ー ー ー ー 14,110円 10,980円

一ノ関 ー ー ー ー 13,520円 10,520円

水沢江刺 ー ー ー ー 13,240円 10,300円

北上 ー ー ー ー 13,040円 10,140円

新花巻 ー ー ー ー 13,040円 10,140円

北海道ネットきっぷ

（15%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（35%割引）

北海道ネットきっぷ

（15%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（35%割引）

北海道ネットきっぷ

（15%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（35%割引）

盛岡 6,920円 5,300円 9,520円 7,280円 10,940円 8,360円

いわて沼宮内 6,650円 5,090円 9,240円 7,070円 10,480円 8,010円

二戸 6,010円 4,590円 8,600円 6,580円 10,200円 7,800円

八戸 5,090円 3,900円 7,410円 5,670円 8,920円 6,820円

七戸十和田 3,600円 2,750円 5,930円 4,530円 7,540円 5,760円

北海道ネットきっぷ

（20%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（40%割引）

北海道ネットきっぷ

（20%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（40%割引）

北海道ネットきっぷ

（20%割引）

北海道お先にネットきっぷ

（40%割引）

新青森 2,590円 1,940円 4,370円 3,280円 5,800円 4,350円

奥津軽いまべつ － － 3,160円 2,370円 4,370円 3,280円

木古内 3,160円 2,370円 － － 2,590円 1,940円

　※「－」の区間の設定はありません。

　※上記は定期列車に関する設定区間です。

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて はやぶさ・はやて

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ はやぶさ はやぶさ

奥津軽いまべつ 木古内 新函館北斗

はやぶさ はやぶさ はやぶさ

「北海道ネットきっぷ」「北海道お先にネットきっぷ」価格表 別表①

（大人・通常期の場合）

北海道新幹線開業に伴い新規に設定する「北海道ネットきっぷ」「北海道お先にネットきっぷ」は以下のとおりとなります。
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「乗車券往復割引きっぷ」価格表 

 

 

                                       

 設定区間 

おねだん 

(大人往復) 

 （＊3） 

おトク額 

（＊4） 

 

 

 

往復特急列車 

ご利用の場合 

のおねだん 

記事 

道南 

方面 

札幌 ⇔ 苫小牧 2,280円 620円   4,540円 *1 

札幌 ⇔ 白老 2,900円 780円   5,160円 *1 

札幌 ⇔ 登別～幌別 3,390円 930円   6,990円 *1 

札幌 ⇔ 東室蘭～室蘭 3,910円 1,070円   7,510円 *1 

札幌 ⇔ 伊達紋別 4,420円 1,200円   8,740円 *1 

札幌 ⇔ 洞爺 5,090円 1,390円   9,410円 *1 

札幌市内 ⇔ 長万部 6,280円 1,700円  12,080円 *2 

札幌市内 ⇔ 八雲 6,790円 1,850円  12,590円 *2 

札幌市内 ⇔ 新函館北斗～函館 9,000円 2,440円  15,220円 *2 

新千歳空港 ⇔ 登別～幌別 2,500円 680円   4,760円 *1 

新千歳空港 ⇔ 東室蘭～室蘭 2,800円 760円   5,060円 *1 

新千歳空港 ⇔ 伊達紋別 3,620円 980円   7,220円 *1 

新千歳空港 ⇔ 洞爺 4,130円 1,130円   7,730円 *1 

苫小牧 ⇔ 東室蘭～室蘭 1,680円 460円   3,940円 *1 

苫小牧 ⇔ 新函館北斗～函館 7,470円 2,030円  13,270円 *2 

東室蘭～室蘭 ⇔ 新函館北斗～函館 5,770円 1,570円  10,090円 *1 

長万部 ⇔ 新函館北斗～函館 3,390円 930円  6,990円 *1 

八雲 ⇔ 新函館北斗～函館 2,580円 700円  4,840円 *1 

道東 

方面 

札幌市内 ⇔ 根室 13,430円 2,970円  19,650円 *2 

札幌市内 ⇔ 釧路 10,640円 1,880円  16,860円 *2 

札幌市内 ⇔ 池田 7,870円 1,630円  13,670円 *2 

札幌市内 ⇔ 帯広 7,150円 1,490円  12,950円 *2 

札幌 ⇔ 十勝清水 5,970円 1,370円  10,290円 *1 

札幌 ⇔ 新得 5,440円 1,040円  9,760円 *1 

 ＊1 大人が、往復特急列車の普通車自由席（所定の自由席特急券）ご利用の場合です。 

 ＊2 大人が、往復特急列車の普通車指定席（所定の指定席特急券）ご利用の場合です。 

 ＊3 運賃のみで特急料金は含みません。 

 ＊4 「乗車券往復割引きっぷ」と、「所定の往復乗車券」との差額です。 

 

別表② 


