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 １１１１....     ２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」についてについてについてについて    

 ＪＲ北海道では、ＪＲ北海道全線(北海道新幹線は除く)が５日間乗り放題の「大人の休日倶楽部パス（北海

道）」、ＪＲ北海道全線とＪＲ東日本全線が５日間乗り放題で北海道新幹線にもご乗車いただける「大人の休日

倶楽部パス（東日本・北海道）」を計３回発売いたします。 

 

利用期間    

第１回 ２０１７年 ６月２２日（木）～ ７月  ４日（火） 発売開始 ５月２２日（月）    

第２回 ２０１７年 ８月３１日（木）～ ９月１２日（火）    発売開始 ７月３１日（月）    

第３回 ２０１８年 １月１８日（木）～ １月３０日（火）    発売開始１２月１８日（月）    

   

   おねだん 有効期間 発売箇所 

大人の休日倶楽部パス 

（東日本・北海道） 
２６，０００円 ５日間 

ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツインクルプ

ラザ、ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・びゅう

プラザ・みどりの窓口 

大人の休日倶楽部パス 

（北海道） 
１６，２５０円 ５日間 

ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツインクルプ

ラザ  

※ＪＲ東日本では発売いたしません。 

＜参考＞ 

大人の休日倶楽部パス 

（東日本） 

１５，０００円 ４日間 

ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機・びゅうプラ

ザ・みどりの窓口 

※ＪＲ北海道では発売いたしません。 

   ※ご利用開始日の１ヵ月前から前日まで発売いたします。ご利用日当日の発売はいたしません。 

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」の会員募集を当社管内におい

て行っており、会員限定のおトクなサービスを提供しております。 

この度、会員限定のおトクなきっぷである２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」を計３回設定いたします。

さらに、北海道新幹線開業１周年を記念した「北海道新幹線開業１周年大人の休日パス」も特別設定いたしま

す。 

これらのきっぷの利用期間に併せて、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、北海道観光素材を積極的にＰＲしていきます。 

また、春の旅行シーズンに向けて入会キャンペーンを実施中です。 

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つのエリアの列車を自由に組み合わせて列車の旅をおトクにお楽しみください。 

２０１７年度「大人の休日倶楽部パス」を発売します!! 
 



２２２２....    特別設定特別設定特別設定特別設定「「「「北海道新幹線開業北海道新幹線開業北海道新幹線開業北海道新幹線開業１周年１周年１周年１周年大人の休日パス」大人の休日パス」大人の休日パス」大人の休日パス」にににについてついてついてついて    

ＪＲ北海道では、北海道新幹線開業１周年を記念し、ＪＲ北海道全線とＪＲ東日本全線が５日間

乗り放題で北海道新幹線にもご乗車いただける「北海道新幹線開業１周年大人の休日パス」を特別

に発売いたします。 

利用期間    ２０１７年 ４月１０日（月）～ ４月１９日（水）    発売開始 ３月１０日（金）    

 

   おねだん 有効期間 発売箇所 

北海道新幹線開業１周年 

大人の休日パス 
２６，０００円 ５日間 

ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口・ツ

インクルプラザ、ＪＲ東日本の主な駅の

指定席券売機・びゅうプラザ・みどりの

窓口 

 ※ご利用開始日の１ヵ月前から前日まで発売いたします。ご利用日当日の発売はいたしません。 

   

３３３３....    ご旅行に組み合わせておトクな会員特典についてご旅行に組み合わせておトクな会員特典についてご旅行に組み合わせておトクな会員特典についてご旅行に組み合わせておトクな会員特典について    

ＪＲ北海道では、会員に北海道周遊をおトクに楽しんでいただくために、「北海道新幹線開業１周年

大人の休日パス」や「大人の休日倶楽部パス」に組み合わせることでご旅行を充実させる会員特典を

北海道内の各施設にご協力をいただきご用意しております。 

 

（１）道内施設で様々な特典をご用意！ 

「大人の休日倶楽部」会員がおトクに春の北海道をご旅行いただけるように、北海道エリアのグル

メ・観光スポット・ホテル等の施設において、様々な特典をご用意しております。 

なお、北海道エリアの特典やパスと組み合わせて楽しいオプショナル商品を紹介したパンフレット

「自由に楽しむ北海道の春旅」もございますのでご覧ください。 

 

 

（２）「大人の休日倶楽部パス」などのパス期間中はレンタカーがおトク！ 

  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 1周年大人の休日パス」および「大人の休日倶楽部パス」ご利用の

旨をお伝えください。 

『『『『自由に楽しむ北海道の春旅自由に楽しむ北海道の春旅自由に楽しむ北海道の春旅自由に楽しむ北海道の春旅』掲載会員特典の一例』掲載会員特典の一例』掲載会員特典の一例』掲載会員特典の一例            

道南エリア 松前藩屋敷 入館料１０%割引 

道南エリア 江差追分会館・江差山車会館 入館料１０%割引 

道央エリア サッポロビール博物館 有料館内案内参加の方にプレゼント 

道北エリア 後藤純男美術館 入館料２０％割引  

その他   [パス利用期間限定] 車内販売オリジナル革グッズ１０％割引 

 

 

 

 

 

 

◆当該パンフレット掲載以外にも、道内各エリアにて多数の特典をご用意しております。 

※パンフレット「自由に楽しむ北海道の春旅」は、ＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザ等に

設置しております。また、「大人の休日倶楽部」会員に会員誌（３月号）と同時に配布するほか、

ＪＲ北海道ホームページ、「大人の休日倶楽部会員サイト」にて公開いたします。 

車内販売ＩＤストラップ等(３種類)  江差追分会館 後藤純男美術館 松前藩屋敷  サッポロビール博物館 
江差山車会館 



有効期間 「北海道新幹線開業１周年大人の休日パス」および「大人の休日倶楽部パス」の有

効期間内 

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（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。 

問い合わせ ＜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（年末年始休み） 

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（年末年始休み） 

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

 

    

４４４４....    入会キャンペーン入会キャンペーン入会キャンペーン入会キャンペーンについてについてについてについて    

会員だけのおトクがいっぱいの「大人の休日倶楽部」では、４月３０日までおトクに入会できるキ

ャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中のご入会なら、素敵な商品等と交換できるビューサン

クスポイントがもらえます。是非、この機会にご入会ください。 

キャンペーン期間    ２０１７年４月３０日(日)まで ※郵送申し込みは到着分まで    

 

ご入会とご利用で 

＋ 

期間中にビューカードへ 

ご入会した人の中から抽選で１，０００名様 

最大６，０００円相当最大６，０００円相当最大６，０００円相当最大６，０００円相当    

ビューサンクスポイントビューサンクスポイントビューサンクスポイントビューサンクスポイントプレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！ 

５，０００円相当５，０００円相当５，０００円相当５，０００円相当    

ビューサンクスポイントプレゼント！ビューサンクスポイントプレゼント！ビューサンクスポイントプレゼント！ビューサンクスポイントプレゼント！ 

 

（１）応募方法 

  エントリー不要  ※条件を満たした方は自動的にキャンペーン対象となります。 

（２）応募条件 

① 新規入会で２，０００円相当のビューサンクスポイントプレゼント！ 

② ３，０００円以上のオートチャージご利用で５００円相当のビューサンクスポイントプレゼ

ント！ ◆１◆２ 

③ 携帯電話料金のお支払で１，０００円相当のビューサンクスポイントプレゼント！◆２◆３ 

④ ②と③を除く５０，０００円以上のクレジットカードのご利用で２，５００円相当のビュー

サンクスポイントプレゼント！◆２ 

※クレジットカードの審査により、ご入会のご希望に添えない場合もございます。※キャンペー

ン特典の付与は、６月中旬以降または８月中旬以降を予定しております。※本キャンペーンに

は上記のほか条件がございます。 

◆１…お申し込み時に「オートチャージを利用する」をお選びください。首都圏・新潟・仙台の各 Suica エリアと PASMO エリ 

アでご利用いただけます。◆２…６月３０日までのご利用が対象です。◆３…一部対象外となるお支払いがございます。 

 

 

■上記以外にも、おトクでお役に立つサービスをご用意しております。上記以外にも、おトクでお役に立つサービスをご用意しております。上記以外にも、おトクでお役に立つサービスをご用意しております。上記以外にも、おトクでお役に立つサービスをご用意しております。詳しくは詳しくは詳しくは詳しくは、、、、 大人の休日倶楽部大人の休日倶楽部大人の休日倶楽部大人の休日倶楽部  検索検索検索検索 

  

∇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/ 

詳しい入会方法は、ＪＲ北海道の主な駅・ツインクルプラザ設置の入会申込書をご覧ください。 



＜別紙＞  

大人の休日倶楽部パス【共通】 

利用期間／2017 年 6 月 22 日（木）～7月 4日（火） 

2017 年 8 月 31 日（木）～9月 12日（火） 

2018 年 1 月 18 日（木）～1月 30日（火） 

発売期間／ご利用開始日の 1カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の

発売はいたしません。 

利 用 者／会員本人のみ 

発売枚数／「大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）」「大人の休日倶

楽部パス（北海道）」「大人の休日倶楽部パス（東日本）」の合

計でご利用開始日ごとに 30,000 枚を上限とします。 

※上限に達した場合は、発売を終了させていただきます。ご利用開始日

の変更は、有効期間内で未使用の場合に限り、変更先の有効期間開始日

の前日まで 1回のみお取扱いします。なお、変更先の日の発売枚数が上

限に達していない場合に限ります。※券種の変更のお取扱いはいたしま

せん。※あらかじめ座席の指定を受ければ、普通車指定席が 6回までご

利用いただけます。座席の指定は、各フリーエリア内の発売箇所で可能

です。 

 

 

大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道） 

発売期間／2017 年 5 月 22 日（月）～6月 29 日（木） 

2017 年 7 月 31 日（月）～9月 7日（木） 

2017 年 12 月 18 日（月）～1月 25 日（木） 

有効期間／利用期間内の連続する 5日 

対象路線／ＪＲ北海道全線・ＪＲ東日本全線（新幹線を含む）、青い森鉄

道線、ＩＧＲ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）の新幹線・特急・急行・快速・普通列車の普通車自

由席およびＢＲＴ(バス高速輸送システム)が乗り降り自由 

※北海道新幹線も利用できます。 

発売箇所／ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口･ツインクルプラザ、ＪＲ

東日本の主な駅の指定席券売機･びゅうプラザ･みどりの窓口 

 

 

 

大人の休日倶楽部パス（東日本） 

発売期間／2017 年 5 月 22 日（月）～6月 30 日（金） 

2017 年 7 月 31 日（月）～9月 8日（金） 

2017 年 12 月 18 日（月）～1月 26 日（金） 

有効期間／利用期間内の連続する 4日 

対象路線／ＪＲ東日本全線（新幹線を含む）、青い森鉄道線、

ＩＧＲ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）の新幹線・特急・

急行・快速・普通列車の普通車自由席およびＢ

ＲＴ(バス高速輸送システム)が乗り降り自由 

※北海道新幹線は利用できません。 

発売箇所／ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機･びゅうプ

ラザ･みどりの窓口  

※ＪＲ北海道では発売いたしません 

大人の休日倶楽部パス（北海道） 

発売期間／大人の休日倶楽部パス（東日本・北海道）共通 

有効期間／利用期間内の連続する 5日 

対象路線／ＪＲ北海道在来線全線の特急・急行・快速・普通列車の普通

車自由席が乗り降り自由  

※北海道新幹線は利用できません。 

発売箇所／ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口･ツインクルプラザ 

※ＪＲ東日本では発売いたしません。 

【特別設定】北海道新幹線開業１周年大人の休日パス 

利用期間／2017 年 4 月 10 日（月）～4月 19 日（水） 発売期間／2017 年 3 月 10 日（金）～4月 14日（金） 

※ご利用開始日の 1カ月前から前日まで発売。ご利用日当日の発売はいたしません。 

有効期間／利用期間内の連続する 5日 

対象路線／ＪＲ北海道全線・ＪＲ東日本全線（新幹線を含む）、青い森鉄道線、ＩＧＲ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）の新幹線・特急・急行・快速・普通列車の普通車自由

席およびＢＲＴ(バス高速輸送システム)が乗り降り自由 ※北海道新幹線も利用できます。 

発売箇所／ＪＲ北海道の主な駅のみどりの窓口･ツインクルプラザ、ＪＲ東日本の主な駅の指定席券売機･びゅうプラザ･みどりの窓口 

利 用 者／会員本人のみ   発売枚数／ご利用開始日ごとに 30,000 枚を上限とします。 

※上限に達した場合は、発売を終了させていただきます。ご利用開始日の変更は、有効期間内で未使用の場合に限り、変更先の有効期

間開始日の前日まで 1回のみお取扱いします。なお、変更先の日の発売枚数が上限に達していない場合に限ります。※あらかじめ座席

の指定を受ければ、普通車指定席が 6回までご利用いただけます。座席の指定は、フリーエリア内の発売箇所で可能です。 

北海道フリーエリア 

東日本フリーエリア 

 


