
     平成 29 年８月 28 日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

  
～ 九州向けの特別企画乗車券の商品体系見直し ～ 

 
東海道・山陽新幹線のネット予約サービスの拡充に伴い、東海地方から九州向けの特別企画乗

車券の商品体系を見直します。九州へのご旅行には、引き続き、おトクで便利な新幹線でお出かけ
ください！ 

 
１．「のぞみ早特往復きっぷ」の発売終了 （別紙１） 

現在発売中の「のぞみ早特往復きっぷ」は、平成 29 年 10 月 31 日（火）ご利用開始分をもっ

て発売を終了いたします。 
 

（主な区間のおねだん）  

 

おねだん（おトク額） 

小倉（市内） 博多（市内） 

名古屋（市内） 
往復で 28,800 円（▲3,780 円） 

(片道あたり 14,400 円（▲1,890 円）) 

往復で 28,800 円（▲6,040 円） 

(片道あたり 14,400 円（▲3,020 円）) 

※ おトク額は、通常期におとなお一人様が「のぞみ」号の普通車指定席を利用して、往復した場合の運賃（往復割引適用）・ 

料金合計との比較です。  

 

２．ネット予約サービスの早特商品 （別紙２） 

東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」で設定している早特商品につ

いては、平成 29 年９月 30 日（土）よりサービスを開始するネット予約サービス「スマートＥＸ」でも

ご利用いただけます。会員制サービスの「エクスプレス予約」に加え、年会費無料で、簡単な登

録でご利用いただける「スマートＥＸ」でも、早特商品をご利用ください。 
 

■早特商品「ＥＸ早特」（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」共通） 

 

おねだん（おトク額）  ※片道商品 

小倉 博多 

名古屋 
＜平 日 ＞ 14,200 円（▲2,090 円） 

＜土休日＞14,000 円（▲2,290 円） 

＜平 日 ＞ 14,200 円（▲3,220 円） 

＜土休日＞14,000 円（▲3,420 円） 

■早特商品「ＥＸ早特２１」（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」共通） 

 

おねだん（おトク額）  ※片道商品 

小倉 博多 

名古屋 13,000 円（▲3,290 円） 13,000 円（▲4,420 円） 

※ 早特商品は、いずれも席数限定の商品で、設定区間、対象列車、利用人数、設定除外日などの利用条件があります。 

※ 乗車券・特急券の効力が一体となった東海道・山陽新幹線専用商品で、「名古屋市内」「福岡市内」といった所定の乗車  

    券に適用される、いわゆる「特定都区市内制度」は適用されません。 

※ おトク額は、通常期におとなお一人様が「のぞみ」号の普通車指定席を利用して往復した場合の運賃（往復割引適用）・ 

料金合計の片道あたりのおねだんとの比較です。 

   

上記のほか、片道の営業キロが 601 キロ以上ある区間に設定する往復割引商品もあります。 

詳細はホームページ（ http://jr-central.co.jp/ex/ ）をご確認ください。 

http://jr-central.co.jp/ex/


 

「のぞみ早特往復きっぷ」の商品概要 

◇利用期間 
 平成 29 年 10 月 31 日（火）まで 
 

◇発売期間 
平成 29 年 10 月 24 日（火）まで 
【 出発日の 21 日前（３週間前の同曜日）から 7 日前（前週の同曜日）まで 】 
※ このきっぷによりご予約いただける席数は、列車ごとに限りがあります。そのため、ご希望の列車に空席がある場合で

も、このきっぷによりご予約いただけない場合があります。 

※ 発売開始時にすでに他のきっぷにより、すべての座席が予約されているため、このきっぷでご予約いただける座席がな

い場合があります。 

※ お買い求めの際に「ゆき」「かえり」の座席が確保できた場合に限り発売いたします。 

 

◇設定区間及びおねだん 

 設定区間 
おとなお一人様 こどもお一人様 

おねだん おトク額 おねだん おトク額 

名古屋（市内） 
⇔ 小倉（市内） ２８，８００円 ▲３，７８０円 １４，４００円 ▲１，８８０円 

⇔ 博多（市内） ２８，８００円 ▲６，０４０円 １４，４００円 ▲３，０２０円 

三河安城ゾーン 
⇔ 小倉（市内） ３１，８９０円 ▲１，２７０円 １５，９４０円   ▲６４０円 

⇔ 博多（市内） ３１，８９０円 ▲３，３５０円 １５，９４０円 ▲１，６８０円 

豊 橋 ゾ ー ン  
⇔ 小倉（市内） ３１，８９０円 ▲２，９５０円 １５，９４０円 ▲１，４８０円 

⇔ 博多（市内） ３１，８９０円 ▲３，９３０円 １５，９４０円 ▲１，９６０円 

浜  松 
⇔ 小倉（市内） ３３，９４０円 ▲１，３００円 １６，９７０円   ▲６５０円 

⇔ 博多（市内） ３３，９４０円 ▲３，５４０円 １６，９７０円 ▲１，７５０円 

※ 三河安城ゾーン・・・西小坂井～三河安城間各駅／豊橋ゾーン・・・豊橋～豊川駅間及び二川駅間各駅 

※ おトク額は、通常期にお一人様が「のぞみ」号の普通車指定席（三河安城ゾーン発は三河安城駅から、豊橋ゾーン発 

は豊橋駅から、浜松発は浜松駅から、いずれも名古屋駅まで「ひかり」号、「こだま」号の普通車自由席）を利用して、

往復した場合の運賃（往復割引適用）・料金合計との差額です。  

 

◇有効期間 
７日間 
 

◇ご利用条件等 
〇名古屋～小倉または博多間を往復「のぞみ」号の普通車指定席にご乗車になれます。（三
河安城ゾーン及び豊橋ゾーン発の商品は、発駅から新幹線乗車駅までの往復に在来線快
速・普通列車の普通車自由席、新幹線乗車駅から名古屋駅までの往復に「ひかり」号、「こ
だま」号の普通車自由席をご利用になれます。また、浜松発の商品は、浜松駅から名古屋
駅までの往復に「ひかり」号、「こだま」号の普通車自由席をご利用になれます。） 

〇きっぷご購入後は、指定列車の変更など一切の変更ができません。また途中下車もできま
せん。 

〇指定列車以外にご乗車された場合、乗車券のみ有効となり、新幹線特急料金等の料金券
が別途必要です。但し、「かえり」の指定列車に乗り遅れた場合に限り、指定された列車と
同じ日の後続の新幹線普通車自由席にご乗車いただけます。 

〇他の割引との併用はできません。乗継割引の適用はいたしません。 
 

◇発売箇所 
 このきっぷの出発駅及び周辺の【ＪＲの主な駅及び主な旅行会社の支店又は営業所】 
 

その他ご利用条件等の詳細はＪＲ東海のホームページの「お得なきっぷ」

（ http://railway.jr-central.co.jp/tickets/ ）をご確認ください。 

 

別紙１ 

http://railway.jr-central.co.jp/tickets/


 

 

「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」の早特商品の概要 

◇商品概要 

ＥＸ早特 
 
 

＜特長＞ 

〇乗車日の３日前までの予約で｢のぞみ｣普通車指定席とグリーン車が

おトクになる商品です。 

〇土休日はさらにおトクにご利用いただけます。 

〇こども用の設定もあります。 

主な区間のおねだん（おとな１名片道） 
＜平日＞ 

区間 
普通車指定席用 

区間 
普通車指定席用 

おねだん おトク額 おねだん おトク額 
名古屋 ⇔ 小倉 14,200円 ▲2,090円 名古屋 ⇔ 博多 14,200円 ▲3,220円 
＜土休日＞ 

区間 
普通車指定席用 

区間 
普通車指定席用 

おねだん おトク額 おねだん おトク額 
名古屋 ⇔ 小倉 14,000円 ▲2,290円 名古屋 ⇔ 博多 14,000円 ▲3,420円 

  

ＥＸ早特２１ 

 
 

＜特長＞ 

〇乗車日の 21日前までの予約で｢のぞみ｣普通車指定席が、ネット予約

で、最もおトクになります。 

〇乗車駅を、朝６時台、昼11時～15時台に出発する｢のぞみ｣がご利用

可能です。 

主な区間のおねだん（おとな１名片道） 

区間 
普通車指定席用 

区間 
普通車指定席用 

おねだん おトク額 おねだん おトク額 
名古屋 ⇔ 小倉 13,000円 ▲3,290円 名古屋 ⇔ 博多 13,000円 ▲4,420円 

 

※おトク額は、通常期にお一人様が「のぞみ」号の普通車指定席を利用して往復した場合の運賃（往復割引適用）・料金合計 

の片道あたりのおねだんとの比較です。 

◇利用期間・発売期間 
 「エクスプレス予約」 「スマートＥＸ」 

利用期間 発売期間 利用期間 発売期間 
ＥＸ早特 平成 29 年９月 ５日 

から通年 

平成 29 年９月 ２日 

から通年 

平成 29 年 10 月 ３日 

から通年 

平成 29 年９月 30 日 

から通年 

ＥＸ早特２１ 平成 29 年９月 23 日 

から通年 

平成 29 年 10 月 21 日 

から通年 

※利用期間については、繁忙時期（年末年始、ＧＷ、お盆）に設定除外日があります。 

平成29年度の年末年始は、「エクスプレス予約」は平成29年12月28日から平成30年１月４日まで、「スマートＥＸ」は平成29年12月28日

から平成30年１月６日まではご利用いただけません。 

※乗車日１ヵ月前の 10時00分から３日前（「ＥＸ早特21」は 21日前）の 23時30分まで発売しています。 

◇ご利用条件等  
〇早特商品は、いずれも席数限定の商品で、設定区間、対象列車、利用人数、設定除外日などの利用
条件があります。 

〇乗車券・特急券の効力が一体となった東海道・山陽新幹線専用商品で、「名古屋市内」「福岡
市内」といった所定の乗車券に適用される、「特定都区市内制度」は適用されません。 

 

会員制サービス「エクスプレス予約」及び「スマートＥＸ」のご利用方法を含め、その他ご利用条件等

の詳細はホームページ（ http://jr-central.co.jp/ex/ ）をご確認ください。 

21日前まで 早朝･日中のぞみ 

普通車指定席 
１～６名用 

 

１～６名用 
 

３日前まで のぞみ 

こども設定有 

別紙２ 

http://jr-central.co.jp/ex/

