
 

 

 

 
２０２２年２月１８日 
西日本旅客鉄道株式会社 

特別企画乗車券の発売および見直しについて(北陸エリア) 

～発売期間･発売額等を見直す商品についてのお知らせ～ 

ＪＲ西日本では、鉄道を安心してご利用いただくため、非接触・非対面サービスの推進に取り組んでいます。2022年

度より「東京往復割引きっぷ」「名古屋往復割引きっぷ」をインターネット（e5489）専用発売（旅行会社発売は継続）

とするほか、北陸新幹線 eチケットサービス「ｅチケット早特１４」など、e5489専用商品のおトクなきっぷを中心に、

発売期間を延長します。 

その他、新型コロナウイルス感染拡大によるお客様のご利用減に伴い、一部のきっぷの商品内容の見直しを行います。 

～詳しい商品内容・発売条件・発売箇所等はパンフレット・ＪＲおでかけネットでご確認ください～ 

１．発売期間を延長するきっぷ 

○「ｅチケット早特１４」（e5489専用） 

・北陸新幹線（金沢～東京）に設定する区間･列車･席数限定のおトクな新幹線ｅチケットサービスです。 

・発売期間：2023年３月17日まで（ご利用日の14日前までに購入） 

・利用期間：2023年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「おとなび首都圏往復フリーきっぷ」（e5489・主な旅行会社で発売） 

・北陸エリアから首都圏方面の北陸新幹線往復のご利用と、東京フリーエリア内のＪＲ普通列車やモノレール等が

４日間乗り降り自由となる「おとなび会員」限定のきっぷです。 

・発売期間：2023年３月27日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2023年３月31日まで（2023年３月28日ご利用開始分まで） 
※2023年３月29～31日ご利用開始分の設定はありません。 

※2022年４月27日から５月６日、８月10日から８月 19日、12月 28日から 2023年１月６日は利用できません。 

 

○「金沢・加賀・能登ぐるりんパス」（e5489専用）※関西発商品 

・関西から出発する往復ＪＲ普通車指定席に石川県の自由周遊区間と観光施設入場券がセットになったきっぷです。

２名様から利用できます。 

・発売期間：2023年３月30日まで（ご利用日の前日までに購入） 

・利用期間：2023年４月２日まで（2023年３月31日ご利用開始分まで） 
 



 

 

○「北陸周遊乗車券［着地オプション］」(インターネット予約利用者を対象に一部駅で発売)※首都圏・信越発対象 

・インターネット予約「えきねっと」で東京～上越妙高から金沢～糸魚川に到着のお客様に発売する自由周遊区間

のＪＲやＩＲいしかわ等の普通列車が２日間乗り放題のフリータイプのきっぷです。 

・発売期間：2023年３月31日まで（ご利用開始日の前日または当日に発売） 

・設定期間：2023年４月２日まで（2023年３月31日ご利用開始分まで） 

 

 

２．発売箇所・発売額・ご利用期間を変更するきっぷ 

＜発売箇所を変更するきっぷ＞ 

○「東京往復割引きっぷ」「名古屋往復割引きっぷ」 

・北陸エリアから特急「しらさぎ」および東海道新幹線経由で、東京・名古屋を往復でおトクに利用できるきっぷ

です。４月27日から５月６日、８月 10日から８月 19日、12月28日から翌１月６日は利用できません。 

・2022 年３月 31 日をもって、駅のみどりの窓口・みどりの券売機・電話予約での発売を終了し、e5489 専用発売

（旅行会社発売は継続）とします。 

 

＜発売額・ご利用期間を変更するきっぷ＞ 

○「おとなびＷＥＢ早特」（e5489専用） 

・特急「サンダーバード」や山陽新幹線「のぞみ」「こだま」等に設定する「おとなび会員」限定の期間･区間･列

車･席数限定のおトクな片道きっぷです。 

・全 211区間の発売額を見直します（発売額は別紙参照）。 

・発売期間：2023年３月24日まで（ご利用日の７日前までに購入） 

・利用期間：2023年３月31日まで 

      ※2022年４月 27日から５月６日、８月10日から８月 19日、12月 28日から 2023年１月６日は利用できません。 

 

＜ご利用期間を変更するきっぷ＞ 

○「ＷＥＢ早特１」（e5489専用） 

・北陸から関西方面・首都圏方面に設定する区間･列車･席数限定のおトクな片道きっぷです。ご利用日の前日まで

の購入で、１名様からご利用になれます。 

・2022年度より、４月27日から５月６日、８月 10日から８月19日、12月28日から翌１月６日はご利用になれま

せん。 

 

きっぷの内容・発売条件・発売箇所等の詳細は、パンフレット・ＪＲおでかけネットでご確認ください。 

 

 

参考：ＪＲ西日本ネット予約「e5489」の特徴 
 

   ・パソコン、スマートフォンで簡単予約 ※会員登録（無料）必要 

   ・ネットで変更ＯＫ ※クレジットカード支払等、変更には条件があります 

   ・チケットレスで乗車可 ※「新幹線eチケットサービス」など一部の商品 

                                   詳しくは「ＪＲおでかけネット」にて 

 

 

 



【別紙】 2022年4月1日ご利用分からの設定区間・おねだん (1/3)

■おとなびWEB早特

１．山陽新幹線「のぞみ、みずほ、ひかり、さくら」利用 （単位：円）

のぞみ/みずほ
利用

ひかり/さくら
利用

新大阪･大阪 ～ 岡山 5,070 4,900
新大阪（大阪市内） ～ 福山 6,560 6,390
新大阪（大阪市内） ～ 広島（広島市内） 8,490 8,330
新大阪（大阪市内） ～ 新山口 10,530 10,280
新大阪（大阪市内） ～ 小倉 11,760 11,510
新大阪（大阪市内） ～ 博多 12,470 12,220

新神戸 ～ 岡山 4,720 4,550
新神戸（神戸市内） ～ 福山 6,300 6,130
新神戸（神戸市内） ～ 広島（広島市内） 8,320 8,160
新神戸（神戸市内） ～ 新山口 10,350 10,100
新神戸（神戸市内） ～ 小倉 11,500 11,250
新神戸（神戸市内） ～ 博多 12,200 11,950

姫路 ～ 福山 4,720 4,550
姫路 ～ 広島（広島市内） 6,910 6,740
姫路 ～ 新山口 9,200 9,040
姫路 ～ 小倉 10,530 10,280
姫路 ～ 博多 11,500 11,250
岡山 ～ 広島 5,070 4,900
岡山 ～ 新山口 7,440 7,270
岡山 ～ 小倉 9,020 8,860
岡山 ～ 博多 10,350 10,100
福山 ～ 新山口 6,910 6,740
福山 ～ 小倉 8,490 8,330
福山 ～ 博多 9,200 9,040

広島（広島市内） ～ 小倉 6,300 6,130
広島（広島市内） ～ 博多 7,440 7,270

○ご利用列車
　山陽新幹線（新大阪～博多間）の「のぞみ、みずほ、ひかり、さくら」をご利用いただけます。
　※一部「ひかり」はご利用いただけません。（「３．こだま利用」としてご利用いただけます。）
　※新幹線を乗り継いでご利用いただくことはできません。

２．山陽新幹線＋特急「やくも」利用 （単位：円）

のぞみ/みずほ
利用

ひかり/さくら
/こだま利用

新大阪（大阪市内） ～ 米子 9,360 9,190
新大阪（大阪市内） ～ 松江 9,890 9,720
新大阪（大阪市内） ～ 玉造温泉 9,890 9,720
新大阪（大阪市内） ～ 出雲市 10,250 10,080

○ご利用列車
　山陽新幹線（但し、全車自由席を除きます。）と特急「やくも」をご利用いただけます。
　※ご利用当日に岡山駅で上記対象列車を乗り継ぐ場合に限ります。その他の乗り継ぎはできません。

繁忙期は１６０円増し、閑散
期は１６０円引きとなります。

繁忙期は３２０円増し、閑散
期は３２０円引きとなります。

設定区間
おねだん

備考

設定区間
おねだん

備考



【別紙】 2022年4月1日ご利用分からの設定区間・おねだん (2/3)

■おとなびWEB早特

３．山陽新幹線「こだま」利用 （単位：円） （単位：円）

おねだん
（通常期）

おねだん
（通常期）

新大阪･大阪 ～ 姫路 2,280 新倉敷 ～ 東広島 3,010
新大阪･大阪 ～ 相生 3,010 新倉敷 ～ 広島 3,210
新大阪･大阪 ～ 岡山 3,670 新倉敷 ～ 新岩国 3,670

新大阪（大阪市内） ～ 新倉敷 4,590 新倉敷 ～ 徳山 4,790
新大阪（大阪市内） ～ 福山 4,790 新倉敷 ～ 新山口 5,250
新大阪（大阪市内） ～ 新尾道 5,050 福山 ～ 東広島 2,170
新大阪（大阪市内） ～ 三原 5,250 福山 ～ 広島 3,010
新大阪（大阪市内） ～ 東広島 6,120 福山 ～ 新岩国 3,410
新大阪（大阪市内） ～ 広島（広島市内） 6,250 福山 ～ 徳山 3,870
新大阪（大阪市内） ～ 小倉 8,630 福山 ～ 新山口 5,050
新大阪（大阪市内） ～ 博多 9,160 新尾道 ～ 広島 2,280

新神戸 ～ 相生 2,170 新尾道 ～ 新岩国 3,210
新神戸 ～ 岡山 3,410 新尾道 ～ 徳山 3,670
新神戸 ～ 新倉敷 3,670 新尾道 ～ 新山口 4,790

新神戸（神戸市内） ～ 福山 4,590 新尾道 ～ 厚狭 5,050
新神戸（神戸市内） ～ 新尾道 4,790 新尾道 ～ 新下関 5,450
新神戸（神戸市内） ～ 三原 4,790 新尾道 ～ 小倉 5,650
新神戸（神戸市内） ～ 東広島 5,250 新尾道 ～ 博多 6,640
新神戸（神戸市内） ～ 広島（広島市内） 6,120 三原 ～ 広島 2,170
新神戸（神戸市内） ～ 小倉 8,430 三原 ～ 新岩国 3,010
新神戸（神戸市内） ～ 博多 8,960 三原 ～ 徳山 3,670

西明石 ～ 岡山 3,210 三原 ～ 新山口 4,590
西明石 ～ 新倉敷 3,410 三原 ～ 厚狭 5,050
西明石 ～ 福山 3,670 三原 ～ 新下関 5,250
西明石 ～ 新尾道 3,870 三原 ～ 小倉 5,450
西明石 ～ 三原 4,590 三原 ～ 博多 6,450
西明石 ～ 東広島 5,050 東広島 ～ 新岩国 2,170
西明石 ～ 広島（広島市内） 5,450 東広島 ～ 徳山 3,210
西明石 ～ 小倉 7,900 東広島 ～ 新山口 3,670
西明石 ～ 博多 8,760 東広島 ～ 厚狭 4,070
姫路 ～ 岡山 2,280 東広島 ～ 新下関 4,790
姫路 ～ 新倉敷 3,010 東広島 ～ 小倉 5,050
姫路 ～ 福山 3,410 東広島 ～ 博多 6,120
姫路 ～ 新尾道 3,670 広島 ～ 徳山 2,380
姫路 ～ 三原 3,670 広島 ～ 新山口 3,210
姫路 ～ 東広島 4,590 広島 ～ 厚狭 3,670
姫路 ～ 広島（広島市内） 5,050 広島 ～ 新下関 3,870
姫路 ～ 小倉 7,710 広島（広島市内） ～ 小倉 4,590
姫路 ～ 博多 8,430 広島（広島市内） ～ 博多 5,450
相生 ～ 新倉敷 2,380 新岩国 ～ 新山口 2,380
相生 ～ 福山 3,210 新岩国 ～ 厚狭 3,210
相生 ～ 新尾道 3,410 新岩国 ～ 新下関 3,410
相生 ～ 三原 3,410 新岩国 ～ 小倉 3,670
相生 ～ 東広島 3,870 新岩国 ～ 博多 5,050
相生 ～ 広島（広島市内） 4,790 徳山 ～ 新下関 3,010
岡山 ～ 新尾道 2,170 徳山 ～ 小倉 3,210
岡山 ～ 三原 2,280 徳山 ～ 博多 3,870
岡山 ～ 東広島 3,210 新山口 ～ 小倉 2,280
岡山 ～ 広島 3,670 新山口 ～ 博多 3,410
岡山 ～ 新岩国 4,590
岡山 ～ 徳山 5,050
岡山 ～ 新山口 5,450

○ご利用列車
　全ての「こだま」（但し、全車自由席を除きます。）をご利用いただけます。
　また、新大阪～岡山間を運転している「一部のひかり（ひかり５０１号～５２２号）」もご利用いただけます。
　なお、対象の「一部のひかり」と「こだま」を岡山駅で新幹線改札を出ないで乗り継ぐ場合に限り、乗り継ぎ利用ができます。　

設定区間 設定区間

備考）繁忙期は１２０円増し、閑散期は１２０円引きとなります。



【別紙】 2022年4月1日ご利用分からの設定区間・おねだん (3/3)

■おとなびWEB早特

４．特急列車利用 （単位：円） （単位：円）

利用エリア 利用列車 おねだん
（通常期）

利用エリア 利用列車 おねだん
（通常期）

京都
（京都市内）

～ 紀伊田辺 4,990 大阪 ～ 敦賀 3,750

京都
（京都市内）

～ 白浜 5,250 大阪 ～ 福井 4,900

京都
（京都市内）

～ 紀伊勝浦 6,580 大阪
（大阪市内）

～ 芦原温泉 5,350

京都
（京都市内）

～ 新宮 6,580 大阪
（大阪市内）

～ 加賀温泉 5,610

新大阪 ～ 紀伊田辺 4,290 大阪
（大阪市内）

～ 小松 5,610

新大阪 ～ 白浜 4,550 大阪
（大阪市内）

～ 金沢 6,230

新大阪
（大阪市内）

～ 紀伊勝浦 5,600 新大阪 ～ 敦賀 3,750

新大阪
（大阪市内）

～ 新宮 5,870 新大阪 ～ 福井 4,900

天王寺 ～ 紀伊田辺 3,940 新大阪
（大阪市内）

～ 芦原温泉 5,350

天王寺 ～ 白浜 4,290 新大阪
（大阪市内）

～ 加賀温泉 5,610

天王寺
（大阪市内）

～ 紀伊勝浦 5,600 新大阪
（大阪市内）

～ 小松 5,610

天王寺
（大阪市内）

～ 新宮 5,870 新大阪
（大阪市内）

～ 金沢 6,230

大阪 ～ 豊岡 4,290 京都 ～ 敦賀 2,730

大阪 ～ 城崎温泉 4,550 京都 ～ 福井 4,020

新大阪 ～ 豊岡 4,290 京都 ～ 芦原温泉 4,640

新大阪 ～ 城崎温泉 4,550 京都 ～ 加賀温泉 4,900

京都 ～ 豊岡 3,670 京都 ～ 小松 4,900

京都 ～ 城崎温泉 3,940 京都
（京都市内）

～ 金沢 5,610

岡山 ～ 米子 4,290 大阪
（大阪市内）

～ 七尾 7,570

岡山 ～ 松江 4,900 大阪
（大阪市内）

～ 和倉温泉 7,570

岡山 ～ 玉造温泉 4,900 新大阪
（大阪市内）

～ 七尾 7,570

岡山 ～ 出雲市 5,610 新大阪
（大阪市内）

～ 和倉温泉 7,570

倉敷 ～ 米子 4,020 京都
（京都市内）

～ 七尾 6,960

倉敷 ～ 松江 4,640 京都
（京都市内）

～ 和倉温泉 6,960

倉敷 ～ 玉造温泉 4,640

倉敷 ～ 出雲市 5,350 備考）繁忙期は１６０円増し、閑散期は１６０円引きとなります。

○ご利用列車
　上記に記載の全ての特急列車をご利用いただけます。以下の場合を除き、特急列車を乗り継いでご利用いただけません。
　※豊岡・城崎温泉発着の場合は、福知山駅で改札を出ないで特急列車を乗り継ぐ場合に限り、乗り継ぎ利用ができます。　
　※七尾・和倉温泉発着の場合は、金沢駅で改札を出ないで特急列車を乗り継ぐ場合に限り、乗り継ぎ利用ができます。　

サンダー
バード

＋
能登かがり火

（サンダーバードのみ
のご利用の場合もあり

ます）

※七尾・和倉温泉発着のおねだんは、IRいしかわ鉄道線の運賃・料金を含みます。

設定区間 設定区間

京阪神
～

南紀
くろしお

京阪神
～

北陸

サンダー
バード

京阪神
～

北近畿

こうのとり
はまかぜ
きのさき
はしだて

岡山・倉敷
～山陰

やくも


