
２０２３年２月１６日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

「会いにいこう」キャンペーンの展開について 

 

日頃より東海道新幹線をご利用いただいているビジネスパーソンの皆様への感謝と応援の

思いを込めて、「会いにいこう」キャンペーンを展開します。 

東海道新幹線は長らく日本の大動脈としてビジネスパーソンの皆様の交流を深め、豊かで

活力ある日本経済の発展を支えてきました。この３年間はコロナ禍にあり、やむを得ず会い

に行くことを控えたり、オンラインで代替することも増えましたが、コロナに対する社会の

対応力も高まり、かつての日常が戻って来ようとしています。こうした中、実際に会うこと

を通して、ビジネスパーソンの皆様のつながりを取り戻し、活力ある経済活動の復活を支え

ていきたい、との思いを込めて、「会いにいく、が今日を変えていく。」のメッセージととも

にこのキャンペーンを展開します。 

東海道新幹線は今後もビジネスパーソンの皆様の「会いにいく」を応援してまいります。 

 

１．宣伝展開（別紙１） 

・俳優の賀来賢人さんを起用し、東海道新幹

線による出張を描くＴＶＣＭを２月１９日

より展開します。 

・岩崎太整さんによる書き下ろし楽曲「会い

にいこう」を、ＵＡさんに唄っていただき

ました。 

・あわせて、２月１６日より特設サイトを立

ち上げ、ＣＭのメイキング映像やキャンペ

ーンコンテンツを公開します。 

・夏頃、新幹線の車内チャイムを楽曲「会いにいこう」に切り替えていく予定です。 

 

２．キャンペーン連動企画（別紙２） 

ＪＲ東海 News【公式】Twitterでリツイートしていただいた方や、アンケートに回答いた

だいた方などを対象に、新幹線ご利用時をはじめビジネスパーソンの皆様に嬉しい賞品が当

たるキャンペーンを実施します。ぜひ、ご参加ください。 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※東海道新幹線ご利用の際は、新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。 



 

 

宣伝展開について 

 

ＴＶＣＭ ２０２３年２月１９日(日)～ 

     ・テレビ朝日「サンデーステーション」（全国放送・６０秒ＣＭ）の放映を 

皮切りに、首都圏・静岡・名古屋・大阪の各地区で放映（３０秒ＣＭ） 

   

（ＴＶＣＭの一部） 

 

【楽曲「会いにいこう」】 

・岩崎太整さんによる書き下ろし。 

・２０２３年２月１９日(日)に特設サイトにて、ＵＡさん歌唱によるフルバージョンを  

公開します。 

 

 

（歌詞） 

いつもと違う改札抜けて 

その顔を思い浮かべ 
 

いつもの場所を飛び出して 

心が向く方へまっすぐに 
 

見慣れた街が遠ざかる 

過ぎ去る景色に迷いを置いていこう 
 

走り出そう トンネル抜けて 

会うから見える顔がある 
 

会いにいこう 

どんなときでも 

踏み出す一歩が 僕と 今日を変えていく 

 

  

別紙１ 



＜出演者プロフィール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作曲者プロフィール＞ 

 

 

 

 

＜歌手プロフィール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀来 賢人（カク ケント） 
俳優。1989 年生まれ。2007 年に「神童」で俳優デビューし、映画・ドラマ・舞
台で活躍する。近年の主な出演作は映画『今日から俺は！！劇場版』(2020
年)、ドラマ『半沢直樹』(2020年)、ドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』
(2021 年)、ドラマ『マイファミリー』(2022 年)、アニメ映画『金の国 水の国』
(2023 年)、映画『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(2023 年予定)、
Netflix ドラマ「忍びの家 House of Ninjas」（2024 年予定）の配信も控えてい
る。 

岩崎 太整（イワサキ タイセイ） 
音楽家。代表作にNetflix『First Love 初恋』、Netflix『全裸監督』シリーズ、映
画『竜とそばかすの姫』、映画『モテキ』、『巨神兵東京に現わる』、アニメ『血
界戦線』シリーズ、アニメ『ひそねとまそたん』、などがある。その他にも、第 86
回 NHK 全国学校音楽コンクール 高等学校の部課題曲『僕が僕を見てい
る』など。 
映画『モテキ』で第 35 回日本アカデミー賞 優秀音楽賞を受賞。映画『竜とそ
ばかすの姫』で第 45 回日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞。 

ＵＡ（ウーア） 
UA とは、スワヒリ語で「花」という意味を持つ言葉。大阪出身。1995 年
「HORIZON」でデビュー。「情熱」「悲しみジョニー」「ミルクティー」などのヒット
曲を持ち、AJICO や UA×菊地成孔、映画出演、NHK E テレにて歌のお姉
さんを務めたりと活動は多岐に渡る。2020 年 6 月、デビュー25 周年を迎え
た。2021 年、20 年ぶりに AJICO 再始動。2022 年 5 月、待望の EP「Are U 
Romantic?」を UA として 6 年振りにリリース。11 月にはワンマンツアーを大盛
況のうちに終える。また、2005 年より田舎で農的暮らしを実践中。4 人の母親
で、現在はカナダに居住。 



ポスター ２０２３年２月１７日(金)～ 

     ＪＲ東海の主な駅および新幹線車内 等 

      
 

 

特設サイト ２０２３年２月１６日(木) １５：００公開 

     【ＵＲＬ】https://recommend.jr-central.co.jp/shinkansen-trip/ 

ＣＭ動画やメイキング映像を公開するほか、ビジネスパーソン

の皆様を応援するキャンペーンコンテンツを紹介。 

  



 

 

キャンペーン連動企画ついて 

 

１．ＳＮＳキャンペーン 

ＪＲ東海 News【公式】Twitterでは、東海道新幹線のご利用時をはじめ、ビジネスパー

ソンの皆様に嬉しいアイテムが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。キャ

ンペーン詳細は、ＪＲ東海 News【公式】Twitter(@JRCentral_OFL)にてお知らせします。 

 

【第１弾】ＪＲ東海グループからの出張応援キャンペーン 

ＪＲ東海ホテルズ各施設の宿泊等で使えるギフト

カードや、車内販売で使える「旅のおとも券」が

当たります。 

期 間：２０２３年３月１日（水）～１０日（金） 

応募方法：ＪＲ東海 News【公式】Twitterをフォローして、

指定の投稿をリツイートしていただいた方に抽選

で下記賞品をプレゼント 

賞   品：Ａ賞「ＪＲ東海ホテルズギフトカード５万円」５名様 

Ｂ賞「旅のおとも券（３０枚）」１００名様 

※「旅のおとも券」１枚につき、東海道新幹線（のぞみ号・ひかり号）の車内販売で、コ

ーヒー／ビール／アイス／お茶のいずれかに引換可能（ＪＲ東海パッセンジャーズの駅

構内店舗「デリカステーション」でも、ビール／アイス／お茶のいずれかに引換可能）。 

【第２弾】ビジネスパーソンの皆様を応援する企業とのコラボキャンペーン 

 ビジネスパーソンの皆様がもらって嬉しい、オーダ

ースーツ専門店「azabu tailor」（※）のギフトカー

ドや「お酒に合う缶つま８缶セット―缶つま豚ハラ

ミ焼スタミナガーリック他―」（※）が当たります。 

期 間：２０２３年４月１日（土）～１０日（月） 

応募方法：ＪＲ東海 News【公式】Twitterをフォローして、指

定の投稿を引用リツイートの上、「＃会いにいこう」

と出張エピソード（もしくは画像）を添えて投稿いた

だいた方に抽選で下記賞品をプレゼント 

賞 品：Ａ賞「azabu tailorギフトカード１０万円」 

２名様 

Ｂ賞「お酒に合う缶つま８缶セット―缶つま豚ハ

ラミ焼スタミナガーリック他―」 

１００名様 

※azabu tailor…メルボメンズウェアー㈱が展開しているオーダースーツ専門店 

※缶つま…国分グループ本社株式会社の「お酒に合う肴を缶詰にしたこだわりのおつまみ」 

別紙２ 

(JR 東海ホテルズギフトカード) 

(旅のおとも券) 

(azabu tailor ギフトカード) 

(缶つま豚ハラミ焼スタミナガーリック) 



２．サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」コラボ「会いにいこう」キャンペーン 

  サントリー 「ザ・プレミアム・モルツ」とコラボして、ＥＸサービス会員の方を対象

に、東海道新幹線の駅構内や周辺の飲食店で、抽選で合計３０，０００名様に「ザ・プ

レミアム・モルツ」一杯無料クーポンをプレゼントするキャンペーンを実施します。 

 

参加対象：２０歳以上のエクスプレス予約とスマートＥＸの 

会員の方 

     ※ご参加には、プレモルメンバーズへの会員登録 

が必要になります。 

期 間：２０２３年３月２３日(木)～４月２３日(日)  

（クーポンの引き換えは２０２３年４月３０日(日)まで） 

応募方法：エクスプレス予約画面からキャンペーンサイトへ推移後、

サイト内の「抽選」ボタンから応募 

賞 品：期間中、抽選で合計３０，０００名様に、対象店舗で「ザ・プレミアム・ 

モルツ」が一杯無料のクーポンが当たります。 

対象店舗：東京駅、新横浜駅、静岡駅、名古屋駅、京都駅、新大阪駅の駅構内のサント

リー「ザ・プレミアム・モルツ」取扱い店または上記駅周辺の㈱プロントコ

ーポレーション、㈱ダイナックホールディングス各店舗（下記のＵＲＬで

順次公開） 

  ※キャンペーンの詳細情報は、以下のＵＲＬにて順次お知らせします。 

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」コラボ「会いにいこう」キャンペーン特設ページ 

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/campaign/aini_ikou_2023/ 

 

３．東海道新幹線車内 コーヒープレゼントキャンペーン 

東海道新幹線の車内販売のコーヒーがもらえるクーポンが抽選で

当たるプレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーン詳細

は、特設サイト(https://recommend.jr-central.co.jp/shinkansen-

trip/)にてお知らせします。 

 

参加対象：特設サイトを経由して WEBアンケートにご回答いただい 

た方 

応募期間：２０２３年４月１日(土)～４月２０日(木)  

（クーポンの引き換えは２０２３年４月２７日(木)まで） 

賞 品：車内販売で使えるコーヒー（ホット、アイス）引換券 

（抽選で毎日３００名、合計６，０００名） 

※東海道新幹線（のぞみ号・ひかり号）の車内販売で引換可能（ＪＲ東海パッセンジャー

ズの駅構内店舗 「デリカステーション」でも、同社オリジナルブランドの缶コーヒー

またはカフェオレに引換可能）。 

 

(キャンペーンイメージ) 

(ホットコーヒー) 



４．「いいものポイント」プレゼントキャンペーン 

出張時の手土産や忙しいときの買い物に便利

なＥＣサイトでのポイントキャンペーンを実施

します。駅やホテルの人気商品やオリジナル鉄道

グッズ等を取り揃えた多彩なオンラインショップ

が集うショッピングサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥ

Ｔ」や沿線地域の地産品お取り寄せＥＣサイト

「いいもの探訪」でのお買物にご利用いただける

ポイントを、下記の通りプレゼントします。キャンペーン詳細は、特設サイト

(https://recommend.jr-central.co.jp/shinkansen-trip/)にてお知らせします。 

 

参加対象：ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴに会員登録した方のうち、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴのサ

イト上でアンケートに回答していただいた方 

期 間：第１回 ２０２３年３月１日(水)～３月１０日(金)  

第２回 ２０２３年４月１日(土)～４月１０日(月)  

賞  品：「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」や「いいもの探訪」でのお買い物に利用できる

「いいものポイント」５００ポイント（各回先着１，０００名） 

 

 

５． ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫ プレゼントキャンペーン 

東海道新幹線の乗車前後に便利なＥＸサービス会員向けのワークスペースで、各種キ

ャンペーンを実施します。キャンペーン詳細は、特設サイト(https://recommend.jr-

central.co.jp/shinkansen-trip/)等にてお知らせします。 

 

① ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫ－Ｌｏｕｎｇｅ(※）「出張アイテムキャンペーン」 

参加対象：ＥＸサービスで東海道新幹線に乗車された

日にＬｏｕｎｇｅを６０分以上ご利用いた

だいた方（Ｌｏｕｎｇｅの受付で、東海道新

幹線の当日分のＥＸ乗車履歴または乗車予

約の提示が必要です。） 

期 間：２０２３年３月１日(水)～２０日(月)  

賞 品：Ｌｏｕｎｇｅの受付で抽選 

特 賞「オリジナルタンブラー」５名様（毎日） 

参加賞「ホットアイマスク（めぐりズム）」 

 

※EXPRESS WORK-Lounge…東京駅直上の「丸の内中央ビル」１１階に設置するラウンジで、個室、半個

室、オープン席、会議室をご用意しています。 

※Booth・Lounge のご利用にはＥＸサービス（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」）への入会・登録に

加えて、「EXPRESS WORK」の会員登録が必要となります。 

(サイトロゴ) 

(EXPRESS WORK-Lounge) 



② ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫ－Ｂｏｏｔｈ(※）「スタンプラリーイベント」 

応募方法：東海道新幹線の沿線のＢｏｏｔｈ内に掲出している二次元コードを読み込

み、スタンプを取得。各駅のスタンプを集めると「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」

や「いいもの探訪」で使える「いいものポイント」をプレゼント。 

※二次元コードを読み込む前に、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴの会員登録と会員ページへのログ

インが必要です。 

期 間：２０２３年４月１日(土)～３０日(日)  

賞 品：２駅のスタンプを取得した方（先着５００名様） 

「いいものポイント」１，０００ポイント付与 

３駅のスタンプを取得した方（先着３００名様） 

「いいものポイント」２，０００ポイント付与 

※同一駅の構内・ビル内にある Booth・Loungeは１箇所とみなします。 

（EXPRESS WORK-Lounge利用でもスタンプの取得が可能です） 

※「いいものポイント」はキャンペーン期間終了後に付与されます。 

※EXPRESS WORK-Booth…駅構内や駅直結のオフィスビルに設置された個室のブースです。 

※Booth設置箇所の詳細は、以下のＵＲＬからご確認ください。 

https://expresswork.jr-central.co.jp/booth/#station 

※Booth・Loungeのご利用にはＥＸサービス（「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」）への入会・登録に

加えて、「EXPRESS WORK」の会員登録が必要となります。 

 

③ ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫ－Ｏｆｆｉｃｅ(※）「期間限定入居キャンペーン」 

期 間：２０２３年３月１日(水)～４月３０日(日)  

対 象：期間中Ｏｆｆｉｃｅに入居（定期賃貸借契約・６か

月以上）した先着３社様 

特 典：各社の従業員４名のＢｏｏｔｈ/Ｌｏｕｎｇｅのご

利用料金を１か月分無料とします 

※Lounge 会議室は対象外とします。 

※キャンペーンの詳細情報は、以下のＵＲＬからご確認ください。 

https://expresswork.jr-central.co.jp/campaign/_pdf/20230216.pdf 

※EXPRESS WORK–Office…東京駅直上の「丸の内中央ビル」１１階に設置する家具付き小規模レンタルオ

フィスです。 

 

 

＜参考＞ 

ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＯＲＫのＶＲ画像 

 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

 

(EXPRESS WORK-Booth) 

(EXPRESS WORK–Office) 


