
 「ご利用実績ダウンロード」により、ご利用状況を詳細な電子データでご提供します！  

（例）「ＥＸ－ＩＣ」利用の場合の変更・入場･出場例   ※実績をダウンロード後（ＣＳＶ形式）、専用のマクロ編集により以下の表が横長に表示されます。 

  通常のエクセルファイルなので編集も容易。 ⇒ 社内の出張承認内容との確認や経費負担部門毎の経費計上などにご活用下さい。  

  ダウンロード操作は、システムが苦手な方でも簡単操作、特定のＩＤにより取得いただきますのでセキュリティー面も安心です。 

  当月を含め過去３ヶ月間の範囲（当日分は含まれません）で、お望みの期間を１日単位からデータの取得が可能です。 

  種々の利用目的に対応できるように、予約・変更・入場等の「全てのデータを表示」と、「金額情報の変化に着目した表示」（変更時に金額
の変化が無い場合は非表示）の２種類の情報表示が可能です。 

  エクスプレス予約サービス以外（窓口での「きっぷ」の購入等）は、データに含まれません。 

※ 左表中の数値はサンプルです。 

（予約操作） 

（変更操作） 
※ 変更操作でシステム 

  的には取消・購入を 

  内部処理します。 

◆ 具体的な請求明細となります。 

◆ このデータの編集工夫が効率策等の実現の「カギ」となります。 

操作日 操作時刻 操作内容 未発券 部署会員番号 会員種別  個人会員番号 会員氏名 出張番号 整理番号 受付箇所 お預かり番号

2014/4/3 9:43 購入 　　　 **** **** **** **** 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/5 10:01 取消 **** **** **** **** 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/5 10:01 購入 **** **** **** **** 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/10 9:10 入場 　　　 **** **** **** **** 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 新大阪６００１ 2007

2014/4/10 12:00 出場 **** **** **** **** 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 東京６００５ 2007

会員情報操作情報 受付情報

乗車日 乗車駅 降車駅 設備 列車１ 乗車駅１ 発時刻 降車駅１ 着時刻 設備１ 列車２ 乗車駅２ 発時刻 降車駅２ 着時刻 設備２ 列車３ 乗車駅３ 発時刻 降車駅３ 着時刻 設備３

4/10 新大阪 東京 普通 のぞみ 10号 新大阪 10:17 東京 12:53 普通

4/10 新大阪 東京 普通 のぞみ 10号 新大阪 10:17 東京 12:53 普通

4/10 新大阪 東京 普通 のぞみ 118号 新大阪 9:17 東京 11:53 普通

4/10 新大阪 東京 普通 のぞみ 118号 新大阪 9:17 東京 11:53 普通

4/10 新大阪 東京 普通 のぞみ 118号 新大阪 9:17 東京 11:53 普通

列車3情報列車情報 列車1情報 列車2情報

最初の予約操作時に付与
され、出場まで同じ番号を
表記 

 

操作した媒体を表記 

きっぷの種類 大人 小児 購入(請求) 購入(発生) 利用(請求) 利用(発生) 還元金額 還元内容

ＥＸ予約 1 0 ¥13,370 ¥13,370

ＥＸ予約 1 0 ¥-13,370 ¥-13,370

ＥＸ予約 1 0 ¥13,370 ¥13,370

ＥＸ予約 1 0 ¥13,370 ¥13,370

ＥＸ予約 1 0

金額情報きっぷ情報

ご利用実績ダウンロード 

利用駅を表記 



※ 表中の数値はサンプルです。 

■ご利用実績データ 

●ご利用実績データには、貴社で出張番号や整理番号をセットすることも可能です。 
●ご予約時に、携帯電話/スマートフォン/パソコンの予約画面「出張番号欄」に任意の番号を登録すると、ご利用実績データ「出張番号欄」に自動 
  的に表示されます。 
●クレジットカード番号（「個人名カード番号」／「共有カード番号」）のお申込時に、「エクスプレス・カード（Ｅ予約専用）個人名カード申請書／共有 
 カード申請書」の「整理番号欄」に、任意の番号（社員番号等）を申請いただくと、「ご利用実績データ」の「整理番号欄」に自動的に表示されます。 
●出張目的ごとや経費負担箇所ごとのデータ並び替え等、データ編集の効率化にお役立てください。 
 

整理番号：申請書の「整理番号欄」で申請し
ていただいた番号（半角英数字10桁以内）
をご利用実績データの「整理番号欄」に自
動的に表示します。※一旦登録した整理番号を
変更するには、変更申請を行う必要があります。 

■予約画面 ■エクスプレス・カード（Ｅ予約専用）個人名カード申請書 

※「共有カード申請書」についても同様 

出張番号：最初の
予約操作時に「出
張番号欄」に入力し
た内容（半角英数
字20桁以内）を表
示します。 
※新規予約時にその都
度入力できる番号です。 

⑥ エクスプレス・カード（Ｅ予約専用） 個人名カード申請書 

東海旅客鉄道株式会社  御中 

株式会社ジェーシービー  御中 

記入日 お申込法人名 登録部署名 

20       年    月     日     

    

カナ氏名(20文字以内) 
※姓名間にスペースが入ります 
そのスペースを含め20文字以内 

漢字氏名(20文字以内) 
※姓名間にスペースが入ります 
そのスペースを含め20文字以内 

カードローマ字名 
※スペース含め25桁以内 

※EX-ICカードに印字されます 性別 
年号 
（和暦） 

年 月 日 

整理番号(10桁
以内） 

管理上必要な
場合のみご記
入下さい 

桁数 
確認 

セイ メイ 姓 名 
FIRST NAME（

名） 
△ 

LAST NAME（
姓） 

                          × 

          △               × 

操作日 操作時刻 操作内容 未発券 部署会員番号 会員種別 個人会員番号 会員氏名 出張番号 整理番号 受付箇所 お預かり番号

2014/4/3 9:43 購入 　　　 0000-0000-0000-1111 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/5 10:01 取消 0000-0000-0000-1111 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/5 10:01 購入 0000-0000-0000-1111 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 ＰＣ 2007

2014/4/10 9:10 入場 　　　 0000-0000-0000-1111 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 新大阪６００１ 2007

2014/4/10 12:00 出場 0000-0000-0000-1111 02 0000-0000-0000-1111 ﾄｳｶｲ ｲﾁﾛｳ 00011111 東京６００５ 2007

操作情報 会員情報 受付情報

パソコン画面 携帯電話画面 

 「ご利用実績ダウンロード」の便利な機能をご紹介！ 



EXご利用票（ＥＸ－ＩＣカードでの乗車時） 

【カード情報ダウンロード】※特定のＩＤ及びパスワードにより取得 
 ●基本会員ＩＤあるいは部署会員ＩＤでエクスプレス予約にログインした時のみ、パソコンからカード情報をダウンロードでき、 
  利用状況や紛失届提出状況等が把握できます。また、退職社員へのカード返却手続きにもご活用いただけます。 
【予約内容の確認メール】 
 ●ご予約の完了時に、画面での回答に加えてご予約日・列車・座席番号等のご予約申込の結果をお知らせします。 
【乗車前の予約確認メール】 
 ●ご予約列車の発車時刻が近づくと、ご予約内容をメールにてお知らせいたします。スマホ・PC・携帯電話のメールアドレス  
  を最大３つまで登録可能です。 
 【ご利用票】 
 ●EX－ICカードでの乗車の際、または駅窓口や指定席券売機できっぷをお受取りいただいた際に、「ご利用票」を発行します。 
  帰社後の精算時に添付報告をすることで、事前申請時の行程／旅費とのつき合わせや公私区分の証明に活用できます。   
 ●また、ご利用票を紛失した場合でも、PC・スマホからエクスプレス予約にアクセスし、「ＷＥＢご利用票」が出力できます。 
  表示期間：予約完了日の翌日※から３ヶ月後（23：30）まで 
  ※『約定支払日の取扱い申込書兼「約定支払日の取扱いに関する特約」への同意書』にご同意いただいた場合：EX-ICカードにより 
   入場された日／きっぷのお受取日の翌日から3ヶ月後（23：30）まで 

ご利用実績ダウンロードの他にも、実際に出張される社員の皆さまの利便性、法人様としての経済性／ 
効率性をご支援するために、さまざまな便利なサービスをご用意しています。必要に応じてご活用ください。 

ご利用票（きっぷお受取時） ＷＥＢご利用票表示サービス 

※EX-ICカードでご乗車の際、新幹線改札入場時に 
 改札機から出力されます。 

参考 その他便利なサービス 


