
■e5489で発売する商品の概要

商品名 特 徴

おねだん（おトク額※）
<おとな１名/指定席/片道/通常期>

例：金沢～東京 例：富山～東京

「新幹線eチケット」
J-WEST
ネット
会員商品

◎乗車券と特急券が一体になった
きっぷで最大６名まで予約可能
◎北陸新幹線区間(金沢～東京)の各
駅相互間に設定

１４,１８０円 １２,７６０円

（２００円） （２００円）

「J-WEST eチケット」
J-WEST
カード
会員商品

◎おトクな会員価格(一年中同額)で
チケットレスで乗車が可能
◎北陸新幹線区間(金沢～東京)、か
つ金沢～糸魚川を含む場合に設定

１３,６３０円 １２,２１０円

（７５０円） （７５０円）

「eチケット早特１」
J-WEST
ネット
会員商品

◎１日前までの予約でおトクにご利
用可能
◎席数限定・設定区間などの利用条
件あり

１２,７６０円 １１,４８０円

（１,６２０円） （１,４８０円）

「eチケット早特１４」
J-WEST
ネット
会員商品

◎１４日前までの予約でさらにおト
クにご利用可能
◎席数限定・設定区間・設定除外日
などの利用条件あり

９,９２０円 ８,９３０円

（４,４６０円） （４,０３０円）

※通常のきっぷ(東京駅で下車した場合)との比較となります。

⇒各商品の詳細は、参考資料を参照してください。

早特

早特

※期間限定



１．「新幹線 eチケットサービス」商品価格等 

 

〇J-WEST ネット会員商品 

商品名 「新幹線 e チケット」 

利用期間 2020 年 3月 14 日(土)から通年 

発売期間 2020 年 2月 14 日(金)から通年 

※乗車日 1ヶ月前の午前 10 時より購入できます。 

※きっぷ発売開始日のさらに1週間前の午前5時 30分より事前申

込が可能です。 

商品概要 ○JR西日本ネット予約「e5489」でご購入いただける、乗車券およ

び特急券の効力が一体となった、北陸新幹線専用の商品です。ご

利用の前に J-WEST ネット会員にご登録ください。 

○交通系ICカードを設定いただくことでチケットレスでの乗車が

可能です。（「IC 乗車」） 

○2 名様以上や小児のご利用についても、交通系 IC カードを予約

に設定することで IC 乗車が可能です。 

 ※きっぷを受け取ってご乗車いただくこともできます。 

○自由席用については、所定の運賃及び自由席特急料金の合計額

と同額です。 

 

 ＜主な区間のおねだん（普通車指定席、おとな 1名片道、通常期）＞ 

区間 通常のきっぷ 「新幹線 eチケット」 

金沢～東京 14,380 円 14,180 円 

金沢～大宮 13,840 円 13,640 円 

金沢～長野 9,120 円 8,920 円 

富山～東京 12,960 円 12,760 円 

富山～大宮 12,530 円 12,330 円 

富山～長野 7,240 円 7,040 円 

 ※北陸新幹線区間（東京～金沢）の各駅相互間に設定しています。 

  ※上記以外区間等の詳細については、JR おでかけネット(トクトクきっぷ検索)

「https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/」をご覧ください。 

  ※普通車指定席用については繁忙期・通常期・閑散期で価格が異なります（閑散期は通

常期より 200 円引き、繁忙期は通常期より 200 円増し）。 

 

 

参考 



〇J-WEST カード(エクスプレス・ベーシック)会員専用商品 

商品名 「J-WEST e チケット」 

利用期間 2020 年 3月 14 日(土)から通年 

発売期間 2020 年 2月 14 日(金)から通年 

※乗車日 1ヶ月前の午前 10 時より購入できます。 

※きっぷ発売開始日のさらに1週間前の午前5時 30分より事前申

込が可能です。 

商品概要 ○JR西日本ネット予約「e5489」でご購入いただける、乗車券およ

び特急券の効力が一体となった、北陸新幹線専用の商品です。 

〇J-WEST カード(エクスプレス・ベーシック)会員向けの商品です。 

○交通系ICカードを設定いただくことでチケットレスでの乗車が

可能です。（「IC 乗車」） 

○2 名様以上や小児のご利用についても、交通系 IC カードを予約

に設定することで IC 乗車が可能です。 

 ※きっぷを受け取ってご乗車いただくこともできます。 

 

 ＜主な区間のおねだん（普通車指定席、おとな 1名片道、通常期）＞ 

区間 通常のきっぷ 「J-WEST e チケット」 

金沢～東京 14,380 円 13,630 円 

金沢～大宮 13,840 円 13,190 円 

金沢～長野 9,120 円 8,590 円 

富山～東京 12,960 円 12,210 円 

富山～大宮 12,530 円 11,800 円 

富山～長野 7,240 円 6,710 円 

 ※北陸新幹線区間（金沢～東京）完結、かつ金沢～糸魚川間を含む場合の設定です。 

(東京～上越妙高完結の設定はございません。) 

  ※上記以外区間等の詳細については、JR おでかけネット(トクトクきっぷ検索)

「https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/」をご覧ください。 

   

 

 

 

 

 

 



〇早特商品 

商品名 「eチケット早特１」 「eチケット早特１４」 

利用期間 2020 年 3月 14 日(土)から通年 2020 年 3月 14 日(土)から 

6 月 30 日(火)まで(期間限定) 

発売期間 2020 年 2月 14 日(金)から通年 2020 年 2月 14 日(金)から 

6 月 16 日(火)まで 

※ただし、5 月 2 日(土)～6 日

(水)を除く 

※乗車日 1ヶ月前の午前 10 時から 1日前(「eチケット早特１４」

は 14日前)の午後 11 時 30 分まで発売します。 

※きっぷ発売開始日のさらに1週間前の午前5時 30分より事前申

込が可能です。 

商品概要 ○JR西日本ネット予約「e5489」でご購入いただける、乗車券およ

び特急券の効力が一体となった、北陸新幹線専用の商品です。 

ご利用の前に J-WEST ネット会員にご登録ください。 

〇各早特商品は、いずれも席数限定の商品です。 

〇自由席、グリーン、グランクラスの設定はありません。 

〇商品毎に設定区間、設定除外日などの利用条件があります。 

○交通系ICカードを設定いただくことでチケットレスでの乗車が

可能です。（「IC 乗車」） 

○2 名様以上や小児のご利用についても、交通系 IC カードを予約

に設定することで IC 乗車が可能です。 

 ※きっぷを受け取ってご乗車いただくこともできます。 

 

 ＜主な区間のおねだん（普通車指定席、おとな 1名片道、通常期）＞ 

区間 通常のきっぷ 「eチケット早特１」 「eチケット早特１４」 

金沢～東京 14,380 円 12,760 円 9,920 円 

金沢～大宮 13,840 円 12,270 円 9,540 円 

金沢～長野 9,120 円 8,020 円 6,230 円 

富山～東京 12,960 円 11,480 円 8,930 円 

富山～大宮 12,530 円 11,090 円 8,620 円 

富山～長野 7,240 円 6,330 円 4,920 円 

 ※北陸新幹線区間（金沢～東京）における特定の区間のみの設定です。 

  ※上記以外区間等の詳細については、JR おでかけネット(トクトクきっぷ検索)

「https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/」をご覧ください。 



 

２．既存商品の設定区間の変更について 

 ・「新幹線 e チケットサービス」の開始に伴い、JR 西日本ネット予約「e5489」で取り扱

っている北陸新幹線の以下の区間で完結する商品を取りやめます。 

商品名 区 間 備 考 

「eきっぷ」 上越妙高～東京 J-WEST カード会員向け商品 

「e早特１」 金沢～東京 J-WEST カード会員向け商品 

「WEB 早特１」 金沢～東京 J-WEST ネット会員向け商品 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

「中条あやみさん×イコちゃん」のコラボで、 
『新幹線ｅチケットサービス』を盛り上げます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ プロモーション内容 

 （１）駅貼りポスター・チラシ 

    上記ポスターや、利用方法・商品情報を掲載したチラシを、サービス導入エリアのＪＲ西日本の

主な駅にて掲出します。 

 （２）ＴＶＣＭ 

    中条あやみさんが「新幹線ｅチケットサービス」の利用方法を簡潔に説明し、そこにイコちゃん

のアニメーションが可愛らしくアクセントを加えます。２月２０日頃から放映予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）その他 

    おでかけネット内に「新幹線ｅチケットサービス」特設ページを作成し、サービスに関する様々

な情報を掲載します。また、動画広告等のＷＥＢプロモーションを実施しサイト誘導を図ります。 

 

２ 展開エリア 

  プロモーションにおいては、ＪＲ西日本のサービス導入エリアである石川県・富山県で実施します。 

ＪＲ西日本では、北陸新幹線で新たなＩＣ乗車サービス「新幹線ｅチケットサービス」が開始さ

れることに合わせて、e５４８９のメインキャラクターであるモデル・女優の「中条あやみ」さん

と、当社が発行する交通系ＩＣカード“ＩＣＯＣＡ”のマスコットキャラクター「カモノハシのイ

コちゃん」を起用し、新サービスが当社のネット予約サービスを利用し、お持ちの交通系ＩＣカー

ドで乗車できることを演出します。ＴＶＣＭやポスター、ＷＥＢプロモーション等を実施し、今ま

で以上に北陸新幹線が「チケットレス」で「ラクになる」ことを発信します。 

【プロフィール】 

中条あやみ（なかじょう・あやみ）女優/モデル 

1997 年、大阪府生まれ。 

2011 年よりモデルとしてのキャリアをスタート。 

ドラマ、映画、CMと幅広く活躍中。 

2020 年には主演映画 7本目となる「水上のフライト」の公開を 

控えています。 


