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【2016年度 特別設定】「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」 

                                      がまもなく発売開始！ 

～道東・道北をはじめ北海道内各地へのご旅行をＰＲしていきます～ 

 

  

 1. 「 大人の休日倶楽部」について 

  ＪＲ北海道ではＪＲ東日本と協力し、平成27年10月１日よりシニア会員組織「大人の休日倶楽部」の募集を

行っております。「大人の休日倶楽部」はＪＲ東日本が運営するシニア会員組織であり、先日累計入会数が200

万人を突破し、今後さらに会員数の増加が見込まれています。 

当該会員になると、ＪＲ北海道線・ＪＲ東日本線のきっぷが割引（例えば65歳以上の男性、60歳以上の女

性であれば、何回でも最大30%割引）になり、期間限定でエリア内を 5日間周遊できる「大人の休日倶楽部パス」

も購入でき、さらにツインクル商品(個人型)・びゅう国内旅行商品(個人型）を 5％割引で利用できます。 

 

【大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）：2016年度設定内容】 

○ＪＲ北海道在来線全線：5日間乗り放題 16,250円 

○ＪＲ北海道全線＋ＪＲ東日本全線および 7つの鉄道会社線： 5日間乗り放題 26,000円 

○パス利用期間（上記2種共通）  第1回目：2016年  6月23日(木) ～  7月  5日(火) 

第2回目：2016年 11月24日(木) ～ 12月  6日(火) 

第3回目：2017年  1月19日(木) ～  1月31日(火) 

 

【 2016年度のみ特別設定】：2016年  8月29日(月) ～  9月  7日(水) 

 ※北海道新幹線開業記念 大人の休日パス 

 

  ■発売期間はご利用開始日の1ヶ月前から利用開始日前日までです。 

ＪＲ北海道では、ＪＲ東日本の運営するシニア会員組織「大人の休日倶楽部」の募集を行っております。 

3月26日の北海道新幹線開業を記念し、ＪＲ北海道・ＪＲ東日本全線が26,000円で5日間乗り放題となる

会員限定のおトクなきっぷ「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」を7月29日より発売いたします。 

このおトクなきっぷのご利用期間に併せて、新たに道東・道北をはじめとした北海道内各地の会員限定の特

典を追加するなど、北海道をご旅行していただくために会員向けのサービスの拡充を図り、積極的に北海道観

光素材をＰＲしていきます。 

是非、この機会に「大人の休日倶楽部」に入会し、北海道新幹線や在来線に乗って、ＪＲ北海道・ＪＲ東日

本の２つのエリアの大人な旅をおトクにお楽しみください。 



 2. 第１回目「 大人の休日倶楽部パス」期間における北海道新幹線ご利用実績について 

  北海道新幹線全体のご利用につきましては、 

大人の休日倶楽部パス利用期間において、 

その前後1週間と比較すると1日平均の 

ご利用お客さま数がおよそ1,600～1,800名 

の増加（約125%）となりました。 

 ※6/25、6/26は函館マラソン、東北六魂祭が 

あり多くのお客さまのご利用がありました。 

 ※実績は新函館北斗～新青森間です。 

 

 

 3. 特急スーパー北斗、北斗への波及効果  

  北海道新幹線開通にあわせ函館エリアのみならず、 

その他の地域にも多くのお客さまにお越しいただい 

ております。 

北海道新幹線 新函館北斗駅から札幌方面へ乗り 

継ぎが可能な特急スーパー北斗・北斗は期間対前年 

130%の乗車率となっております。 

今後も、この波及効果を拡大すべく、以下の取り 

組みを進めて参ります。 

 

 

4. 北海道観光の慫慂の取り組み 

大人の休日倶楽部の会員様がおトクに北海道周遊できるこの期間に北海道を隅々までご旅行いただくために、

「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」に組み合わせることで旅を充実させる旅行商品や会員特典を北海道

内の各施設様にご協力をいただきご用意しております。 

 

（１） 北海道発に対する取り組み 

当該パスを利用し、道内の在来線や北海道新幹線を利用していただくために、札幌

発の道北・道東・道南を横断する「北海道横断コース」及び東京・東北・北海道を縦

断する「東北・北海道新幹線満喫コース」を紹介した『モデルコース』を作成いたし

ました。 

  なお、こちらのパンフレットは、ＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザ及びＪＲ

北海道・ＪＲ東日本の大人の休日倶楽部ホームページで入手できますので、ご活用く

ださい。 

 
モデルコース 

 

（２） 首都圏および東北発に対する取り組み 

 当該パスを利用し、北海道の隅々までご旅行いただくために、北海道内の会員特典

のある施設や当社の旅行商品をご紹介した『おトクに巡る、北海道の旅』を作成いた

しました。 

なお、こちらのパンフレットは、部数限定で会員様にお配りする他、ＪＲ北海道及

びＪＲ東日本の大人の休日倶楽部のホームページにて掲載いたします。  
おトクにめぐる、北海道の旅 

 ※別紙に、掲載の施設・旅行商品を利用した首都圏発及び仙台発のモデルコース例を特別にご紹介しておりますのでご覧ください。 

 

◆『おトクに巡る、北海道の旅』掲載会員特典の一例  ※道央、道南にも多数ご用意しております。 

道東エリア  厚岸 コンキリエ 牡蠣１個サービス 

            池田 池田ワイン城 オリジナルグッズとポストカードプレゼント 

道北エリア   稚内  ハートランドフェリー ペーパークラフトプレゼント 

       礼文 武ちゃん寿司 コーヒーまたは烏龍茶を1杯サービス    



5．北海道・東日本エリアで連携した特典 

「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」のご利用者を対象にした、レンタカーやエキナカ等での割引特典を

設定しています。パスをご利用の際にぜひお立ち寄りください。 

 

（１） 駅レンタカーがおトクに使えます 

  パスの有効期間中、北海道エリア・東日本エリアの駅レンタカーが特別料金でご利用いただけます。駅レン

タカーを電話予約の際は「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」ご利用の旨をお伝えください。 

有効期間： 2016年 8月 29日（月）～9月 7日（水）の「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」

の有効期間内（5日間） 

対象営業所： ジェイアール北海道レンタリース駅レンタカー営業所 

ジェイアール東日本レンタリース駅レンタカー営業所（柏崎・木曽福島営業所除く） 

※台数に限りがございますので事前予約をお願いします。 

＜JR北海道エリアをご利用の場合＞ 

ジェイアール北海道レンタリース予約センター 

電話番号 011-742-8211（有料） 

営業時間 9時～17時30分（12月30日～1月3日は休み） 

http://www.jrh-rentacar.jp/ 

＜JR東日本エリアをご利用の場合＞ 

ジェイアール東日本レンタリース予約センター 

電話番号 0088-252-555（フリーコール）または03-5298-8245（有料） 

営業時間 平日9時～18時 土休日10時～17時（12月29日～1月3日は休み） 

http://www.jrerl.co.jp/ 

 
 

（２） エキナカでの買い物もおトクです   

  北海道エリアでは、北海道新幹線「新函館北斗駅」をはじめとする対象店舗において、パスと会員誌掲載の

クーポンを利用することで、3,000円以上お買い上げの場合に、300円割引になります。 

条件： 「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」を提示の上、会員誌「大人の休日倶楽部」８

月号掲載のクーポンと引き換え 

有効期間： 2016年 8月 29日（月）～9月 7日（水）の「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」

の有効期間内（5日間） 

対象店舗： 【函館駅】北海道四季彩館ツインタワー店、北海道四季彩館ＪＲ函館店、駅弁の函館みか

どＪＲ函館 

【五稜郭駅】キヨスク五稜郭店 【新函館北斗駅】キヨスク全３店舗 

※他の割引サービス・クーポン券・特典等との併用はできません。 

※一部対象外の商品があります。 

 

東日本エリアでは、パスの有効期間中、駅のコンビニ「NewDays」、駅の売店「KIOSK」（一部除外あり）や、

人気のお土産品をそろえた「ギフトガーデン」で「大人の休日パス」をご提示いただくと、お買い上げ金額が

10％引きになります。 

条件： 「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」を提示 

対象営業所： 2016年 8月 29日（月）～9月 7日（水）の「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」

の有効期間内（5日間）。 

対象店舗： 「NewDays」「NewDays KIOSK」「KIOSK」（東日本エリアのみ、一部除外あり）、ギフトガー

デン 

※他の割引サービス・クーポン券・特典等との併用はできません。 

※一部対象外の商品があります。 
 

 

大人の休日倶楽部、北海道新幹線開業記念 大人の休日パス、会員特典の詳細は 大人の休日倶楽部 検索 

∇ＪＲ北海道ホームページ http://www.jrhokkaido.co.jp/network/member/index.html 

∇ＪＲ東日本ホームページ http://www.jreast.co.jp/otona/ 

 

 



別紙 

■「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」を活用した道外発モデルコース 

既にご用意している札幌発の『モデルコース』に加えて、首都圏発の道北エリア周遊及び仙台発の道東エリア

周遊のモデルコース例を紹介します。道外の会員様は当該パスを使うと、北海道の隅々まで、こんな旅行ができ

ます。 

コース① 首都圏発「最北の温泉郷と広大な湿原と宗谷岬・利尻島を旅する5日間」        

 

  上記の行程で旅行する場合のおねだんは通常72,990円＊ですが、「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」

を使うと46,000円以上もおトクです。 

 ※☆は自由席もお選びいただけます。各施設、ツインクルバス、路線バス、定期観光バス、タクシー、フェリーのご利用料金は含まれておりません。 

＊割引しない場合のおねだんは、コース内において折り返しとなる駅でそれぞれ行程を打ち切り、片道乗車券をお買い求めになった場合の運賃及び

特急料金（指定と明記のもの）は通常期にご利用になった場合の料金で計算しております。ただし、札幌駅・新函館北斗では改札口を出ずに乗り換

えることを前提としております。 

 

コース② 仙台発「ひがし北海道の雄大な自然と食を楽しむ5日間」の旅            

 
  上記の行程で旅行する場合のおねだんは通常64,690円＊ですが、「北海道新幹線開業記念 大人の休日パス」

を使うと38,000円以上もおトクです。 

☆は自由席もお選びいただけます。各施設、ツインクルバス道東、路線バスのご利用料金は含まれておりません。 

＊割引しない場合のおねだんは、コース内において折り返しとなる駅でそれぞれ行程を打ち切り、片道乗車券をお買い求めになった場合の運賃及び

特急料金（指定と明記のもの）は通常期にご利用になった場合の料金で計算しております。ただし、新函館北斗では改札口を出ずに乗り換えること

を前提としております。記載内容は、2016年7月1日現在の情報です。時刻等は変更となる場合がございます。 

※運転日：9月5日（月）までの毎日、9月9日（金） ～ 25日（日） 

はやぶさ1号 快速はこだてライナー

東京 新函館北斗 函館 函館市内泊

6：32発 指定 10：58着 11：09発 自由 11:25着

北斗3号 サロベツ 路線バス

函館 札幌 豊富 豊富温泉泊

7：28発 指定☆ 11：27着 12：30発 指定☆ 17：36着 17：45発 17：55着

タクシー 路線バス 路線バス

豊富温泉 豊富駅前 サロベツ湿原センター前 豊富
10分程度 8:30発 8：39着 9:38発 9：49着

普通列車 路線バス 路線バス

豊富 稚内 宗谷岬 稚内駅前
11：04発 自由 11：56着 13:20発 14：10着 15：01発 15：53着

ハートランドフェリー

稚内港 利尻島鴛泊港 各自 利尻島鴛泊泊

16：40発 18:20着

ハートランドフェリー ハートランドフェリー

利尻島鴛泊港 利尻島鴛泊港 礼文島香深港 稚内港・稚内泊

9:10発 12：45着 13:05発 13：50着 17：05発 19：00着

スーパー宗谷2号 北斗12号 はやぶさ30号

稚内 札幌 新函館北斗 東京
7:00発 指定☆ 12:06着 12：15発 指定☆ 15:51着 16:17発 指定 20：32着

ﾂｲﾝｸﾙﾊﾞｽで

函誰観光
1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

定期観光バスで

利尻島観光

*****************

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

はやぶさ95号 スーパー北斗7号

仙台 新函館北斗 札幌 札幌市内泊

6:40発 指定 10:07着 10:24発 指定☆ 13:48着

オホーツク1号 普通列車 路線バス

札幌 網走 知床斜里 ウトロ泊
7:21発 指定☆ 12:40着 網走市内観光 15:10発 自由 15:56着 17:20発 18:10着

ツインクルバス道東 くしろ湿原ノロッコ３号※

ウトロ 塘路 釧路 釧路市内泊

7:40発 羅臼・湿原号 14:25着 14:45発 指定☆ 15:33着

普通列車

釧路 厚岸 コンキリエ 厚岸
8:18発 自由 9:08着

快速ノサップ 普通列車

厚岸 厚床 厚床フットパス 厚床 釧路
11:59発 自由 12:41着 14:20発 自由 15:51着

スーパーおおぞら10号

釧路 帯広 帯広市内泊
16:14発 指定☆ 17:46着

スーパーとかち8号 スーパー北斗18号 はやぶさ96号

帯広 南千歳 新函館北斗 仙台
13:30発 指定☆ 15:44着 16:11発 指定☆ 19:08着 19:37発 指定 23:01着

3日目
釧路市内観光

2日目

1日目
札幌市内観光

4日目

徒歩 徒歩

5日目

徒歩
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