
平成 29 年９月 26 日 

東海旅客鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

「スマートＥＸ」 デビューキャンペーン等について 

 

平成 29年９月 30日よりサービスを開始する「スマートＥＸ」について、サービス開始を記念し、

「スマートＥＸ」デビューキャンペーンを実施します。「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」連載 20 周年オリジ

ナルグッズをはじめとする各賞を用意しておりますので、「スマートＥＸ」を利用のうえ、 

ご応募ください。 

また、「スマートＥＸ」を利用して新幹線にご乗車いただいた方にも、会員制ネット予約サー

ビス「エクスプレス予約」でご好評をいただいております、旅先での観光などに便利でお得な現

地周遊型商品やイベント優待などの利用者向け特典を用意しました。簡単な登録ですぐにご利用

いただける「スマートＥＸ」で、ぜひご旅行にお出かけください。 

 

１．「スマートＥＸ」デビューキャンペーン 

 ■特別賞： 

「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」連載 20周年オリジナルスマホカバー  

（３０名様） 

 

※特別賞については、京都を舞台に開催される「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」 

連載 20周年特別企画「京都麦わら道中記～もうひとつのワノ国」 

開催期間中（平成 29年 10月 7日～10月 22日）に「スマートＥＸ」 

を利用して、新幹線で京都駅までご旅行いただいた方が対象になります。 

※すでにお知らせしているとおり、Ａ賞、Ｂ賞もございます。キャンペーンの詳細は別紙１をご参照ください。 

 

２．「スマートＥＸ」利用者特典 

（１）観光等に便利でお得な現地周遊型商品 （別紙２） 

【東京】Tokyo Subway Ticket 

「スマートＥＸ」を利用して、新幹線で静岡県以西から東京駅・品川駅までご旅行いただい

た方に、東京メトロ線全９路線と都営地下鉄線全４路線、合計 13 路線が乗り放題になる

「Tokyo Subway Ticket」を発売します。 

【横浜】ＥＸみなとぶらりチケット 

「スマートＥＸ」を利用して、新幹線で新横浜駅までご旅行いただいた方に、横浜ベイエリ

アの市営地下鉄と市営バスが１日乗り放題になる「ＥＸみなとぶらりチケット」を発売しま

す。 

【静岡】ＥＸ☆静岡楽旅キャンペーン 

「ＥＸこだまグリーン早特」を利用して、新幹線で静岡県外から静岡県内にご旅行いただい

た方に、静岡県内の観光に大変便利な２つの特典（①「ふじのくに家康公きっぷ」特別発売、

②「ふじのくに満喫ガイドマップ」プレゼント）を用意します。 

（２）イベント優待 （別紙３） 

「スマートＥＸ」を利用して、新幹線で京都駅までご旅行いただいた方には、京都二条城で、

10月から期間限定で開催される『アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～』において、並ば

ずに入場できる優先入場券を特別価格にてお買い求めいただけます。 

○ｃ尾田栄一郎／集英社 



 

「スマートＥＸ」デビューキャンペーン 

東海道・山陽新幹線の新しいネット予約＆チケットレス乗車サービス「スマートＥＸ」のサービス

開始を記念し、キャンペーン期間中に「スマートＥＸ」を利用して新幹線に乗車し、かつアンケート

にご回答いただいた方を対象に、オリジナルグッズを抽選でプレゼントします。 

「スマートＥＸ」サイト内（ログイン後画面）から、ご応募ください。 

 

 ■賞品 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

※対応端末  

想定本体サイズ：幅 77mm以内、高さ 144mm以内の iPhone、Android 

端末でご利用いただけます。iPhone Plus等、一部の端末ではご利用 

いただけない場合があります。 

    記載の想定本体サイズをご使用の目安としてください。 

 

■応募要項 

 キャンペーン応募期間 

平成 29年９月 30日（土）から平成 29年 11月 30日（木） 23時 30分まで 

※特別賞は、平成 29年 10月 7日（土）から平成 29年 10月 31日（火） 23時 30分まで 

  

応募条件 

  ご応募には、以下の全ての項目に該当することが条件となります。 

・「スマートＥＸ」の会員登録が完了している方 

・応募期間内に、「スマートＥＸ」で新幹線を利用した方  

     ※特別賞は、平成 29年 10月７日（土）から平成 29年 10月 22日（日）までに「スマート

ＥＸ」で京都駅まで新幹線を利用した方 

・アンケート応募フォームより、アンケートに最後までご回答いただいた方 

※スマートフォンアプリではご応募いただけません。 

     

 当選通知 

  プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。 

 
別紙１ 

付属チャーム 

＜表面＞＜裏面＞ 

 

 

 

Ａ賞：Ｎ７００Ａダイキャスト（５００名様）  Ｂ賞：ＩＣカードケース（５００名様） 

特別賞： 

「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」連載 20周年 

オリジナルスマホカバー（30名様） 

※画像はイメージです。 

○ｃ尾田栄一郎／集英社 



（参考）「京都麦わら道中記～もうひとつのワノ国」 

  詳しくはこちら https://sp.shonenjump.com/j/op-20th-anniv/article/page_18.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

※Ｂ０ポスターのイメージ 

https://sp.shonenjump.com/j/op-20th-anniv/article/page_18.html


           「Tokyo Subway Ticket」 

 
◆「Tokyo Subway Ticket」とは 

東京メトロ線の全９路線・都営地下鉄線の全４路線、合計 13路線が有効期限内の使用開始

から 24時間・48時間・72時間乗り放題になる乗車券です。 

 

◆発売条件等  

・「スマートＥＸ」を利用して、静岡県以西の駅（熱海駅～博多駅）から東京駅・品川駅ま

でご旅行された方を対象に発売します。 

・交通系ＩＣカードで乗車される方は入場時に新幹線自動改札機から出力される「ＥＸご利

用票（座席のご案内）」、きっぷで乗車される方(交通系ＩＣカード未登録の場合、２名以

上やこどもを含む予約の場合、会員様以外の１名が利用する場合など)は指定席券売機等

できっぷの受取時に発券される「ご利用票」を発売箇所でご提示ください。 

・「ＥＸご利用票」または「ご利用票」１枚につき１度に限り「Tokyo Subway Ticket」を発

売します。 

※きっぷ商品をご利用の場合は、１枚の「ご利用票」できっぷ商品をご利用になった人数分を上限として発

売します。 

※「ＥＸご利用票」「ご利用票」は、「Tokyo Subway Ticket」の購入日の当日、前日、前々日の日付のもの

に限り有効です。 

 

◆発売額(おとな用) 

24時間券：800円 48時間券：1,200円 72時間券：1,500円 

(こども用は半額) 

 

 

 

 

 

 

◆発売箇所 

東京メトロ 東京駅(丸ノ内線)、日本橋駅(銀座線・東西線)、池袋駅（丸ノ内線）、 

池袋駅(有楽町線)、新宿駅(丸ノ内線)の定期券うりば 

※定期券うりばの営業時間内「７:40～20:00(無休)」のみの発売となります。 

※ＪＲ東海・ＪＲ東日本・都営地下鉄のきっぷうりばでは発売していません。 

※新幹線の降車駅から Tokyo Subway Ticketの発売駅までの運賃が必要な場合は、お客様ご自身でご負担く

ださい。 

 

◆その他特典 

「Tokyo Subway Ticket」を購入された方には、「Tokyo Subway Ticket」を 

提示すると割引やプレゼントなどの特典が受けられる沿線の約 400のスポット 

を紹介するガイドブック「ちかとく」をお渡しします。 

※詳細は、東京メトロのホームページ（ http://www.tokyometro.jp/ticket/value/chikatoku/ ) を

ご参照ください。 

別紙２－１ 

 

＜Tokyo Subway Ticket（おとな用）＞（イメージ） 

http://www.tokyometro.jp/ticket/value/chikatoku/


         「ＥＸみなとぶらりチケット」 

 
◆「ＥＸみなとぶらりチケット」とは 
横浜ベイエリアの市営地下鉄、市営バスが１日間自由に乗り降りできます。有効区間は、横浜

の観光スポットが集中するみなとみらい地区から山下公園、中華街・元町、三渓園までを網羅し

ています。 

＜有効区間＞ 
・市営地下鉄ブルーライン（新横浜駅、横浜～伊勢佐木長者町駅） 

  ※市営地下鉄「新横浜駅」で乗降できますが、「岸根公園」～「三ツ沢下町」では乗降できません。 

・観光スポット周遊バス「あかいくつ」 

・市営バス（横浜～山下町・元町エリアの一部指定区間） 

 

◆発売条件等  

・「スマートＥＸ」を利用して、新横浜駅までご旅行された方を対象に発売します。 

・交通系ＩＣカードで乗車される方は入場時に新幹線自動改札機から出力される「ＥＸご利

用票（座席のご案内）」、きっぷで乗車される方(交通系ＩＣカード未登録の場合、２名以

上やこどもを含む予約の場合、会員様以外の１名が利用する場合など)は指定席券売機等

できっぷの受取時に発券される「ご利用票」を発売箇所でご提示ください。 

・「ＥＸご利用票」または「ご利用票」１枚につき１度に限り「ＥＸみなとぶらりチケット」

(お１人様２枚まで)を発売します。 

※きっぷ商品を利用の場合は、１枚の「ご利用票」できっぷ商品をご利用になった人数分×２枚を上限とし

て発売します。 

※「ＥＸご利用票」「ご利用票」は、「ＥＸみなとぶらりチケット」の購入日の当日、前日、前々日の日付

のものに限り有効です。 
 

◆発売額  
おとな用：500円 こども用：250円 

 

◆発売箇所 

横浜市営地下鉄 新横浜駅 

※ＪＲ東海・ＪＲ東日本のきっぷうりばでは発売しておりません。 
 

◆その他特典 

「ＥＸみなとぶらりチケット」をご提示いただくと、横浜ベイエリア周辺の一部の観光

施設・レストランの利用料金等が割引になる特典があります。 

 (例)横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」入場料おとな１名 

   1,000円→700円 

※チケットのご利用日当日に限ります。チケットをお持ちの方のみが対象です。 

※詳細は、横浜市交通局のＨＰ 

( http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kankou/burari/tokuten.html )をご参照ください。 

別紙２－２ 

 

＜ＥＸみなとぶらりチケット（おとな用）＞ 

（イメージ） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kankou/burari/tokuten.html


「ＥＸ☆静岡楽旅キャンペーン」 

◆「ＥＸ☆静岡楽旅キャンペーン」とは 

「ＥＸこだまグリーン早特」で静岡県にご旅行された方に、静岡の観光に大変便利な２つ

の特典（①「ふじのくに家康公きっぷ」を特別発売！②「食べて！見て！ふじのくに満喫

ガイドマップ」を無料プレゼント）を用意したキャンペーンです。 

◆発売条件等 

・東海道新幹線の静岡県外の駅（発駅：東京～小田原、豊橋～新大阪）から静岡県内の駅

(着駅：熱海～浜松)まで「ＥＸこだまグリーン早特」をご利用された方が対象です。 

・交通系ＩＣカードで乗車される方は入場時に新幹線自動改札機から出力される「ＥＸご利

用票（座席のご案内）」、きっぷで乗車される方(交通系ＩＣカード未登録の場合、2名以上

やこどもを含む予約の場合、会員様以外の 1 名が利用する場合など)は指定席券売機等で

きっぷの受取時に発券される「ご利用票」を発売・配布箇所でご提示ください。 

・「ＥＸご利用票」１枚につき、発売・配布できる特典は①②それぞれ１つずつです。また

「きっぷ」をご利用の方は、１枚の「ご利用票」できっぷをご利用になった人数分を上限

として特典を発売・配布します。 

※「ＥＸご利用票」「ご利用票」は、①「ふじのくに家康公きっぷ」の 

利用開始日の当日、前日の日付のものに限り、②「ふじのくに満喫 

ガイドマップ」のお渡し日の当日に限り有効です。 

◆対象期間 

平成 30年３月 31日(土)までの土休日 

※「ＥＸこだまグリーン早特」には、設定除外日があります。 

◆特典の内容 

①「ふじのくに家康公きっぷ」を特別発売！ 

各エリアのＪＲ・私鉄・バス等の交通機関の普通車自由席、一般席が２日間乗り放題にな

ります。「東部」「中部」「西部」のエリアごと３種類ございます。 

＜発売額＞１エリアにつき 1,000円(こども用の発売はありません) 

＜発売箇所＞熱海駅、三島駅、新富士駅、静岡駅、掛川駅、浜松駅のきっぷうりば 

 ※平成 30 年３月 31 日（土）までの土休日、およびその前日まで発売します。  

②「食べて！見て！ふじのくに満喫ガイドマップ」を無料プレゼント！ 

 (各駅先着 30 部／日) 

静岡県の東部・中部・西部のそれぞれのエリアの観光情報と観光 MAPに、エリア内の指定

の飲食店等で総額 750円～1,000円相当の商品と引き換えられるチケットがついたガイドマ

ップ。「三島篇」「富士篇」「静岡篇」「掛川篇」「浜松篇」「奥浜名湖・舘山寺温泉(直

虎)篇」の６種類あります。 

＜配布箇所＞三島駅、新富士駅、静岡駅、掛川駅、浜松駅の観光案内所 

※チケットの有効期間は平成 30 年３月 31 日（土）までとなります。 

＜ふじのくに満喫ガイドマップ＞ 

（イメージ） 

別紙２－３ 

 



イベント優待について 

「スマートＥＸ」を利用して、新幹線で京都駅までご旅行いただいた方には、京都二条城

で、10月から期間限定で開催される『大政奉還 150周年記念 アートアクアリウム城～京

都・金魚の舞～』において、並ばずに入場できる優先入場券を特別価格にてお買い求めい

ただけます。 

 
◆『大政奉還 150周年記念 アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～』について 

・「アートアクアリウム」は、アートアクアリウム アーティストである木村英智氏が手掛

ける、“アート、デザイン、エンターテインメント”と“アクアリウム”が融合した、

日本が世界に誇る水族アート展覧会です。 

・『大政奉還 150周年記念 アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～』 

では、通常は入場できない夜の時間帯に一般非公開エリアである 

二の丸御殿中庭・台所前庭・台所にて「アートアクアリウム城」を 

開催します。 

＜開催期間＞平成 29年 10月 25日（水）～12月 11日（月） 

＜開催時間＞17時～22時（最終入場 21時 30分） 

   ※10月 25日（水）のみ入場は 20時～22時（最終入場 21時 30分） 

・詳細は、アートアクアリウムのＨＰ( http://artaquarium.jp/kyoto2017/ ) 

をご参照ください。 

 

◆発売条件等  

・「スマートＥＸ」を利用して、京都駅までご旅行された方を対象に発売します。 

・交通系ＩＣカードで乗車される方は入場時に新幹線自動改札機から出力される「ＥＸご

利用票（座席のご案内）」、きっぷで乗車される方は指定席券売機等できっぷの受取時に

発券される「ご利用票」をアートアクアリウム会場の受付でご提示ください。 

※きっぷ商品を利用の場合は、１枚の「ご利用票」できっぷ商品をご利用になった人数分を上限として発売

します。 

※「ＥＸご利用票」、「ご利用票」は、「アートアクアリウム城」優先入場券の購入日の当日、前日の日付

のものに限り有効です。 

 

◆優先入場券 特別価格  

 一般（大人/中学生以上）      ：2,500円（税込）  

 こども（小学生）       ：1,250円（税込） 

 小学生未満          ：無料 

※チケットを持っている来場者１名につき小学生未満２名まで無料で入場可能。 

※購入方法や受付場所などの詳細は、「スマートＥＸ」のＨＰ（ https://smart-ex.jp/ ）で後日、お知ら

せいたします。 

別紙３ 

 

 

（イメージ） 

http://artaquarium.jp/kyoto2017/
https://smart-ex.jp/

	148 01 資）｢スマートＥＸ｣デビューキャンペーン等について
	148 02 別１）｢スマートＥＸ｣デビューキャンペーン等について
	148 03 別２）｢スマートＥＸ｣デビューキャンペーン等について
	148 04 別３）｢スマートＥＸ｣デビューキャンペーン等について

