
 
 

2003 年 12 月 9 日 
２００３年度 スキーＣＭの放映について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ キャッチコピー 「ＷＥ ＷＡＮＴ ＳＮＯＷ！」 
 
２ キャンペーンキャラクター 「ダチョウ」 
 
３ 現在放映中のＴＶＣＭ（導入編） 

「ＲＥ ＢＯＲＮ～プロローグ編～」（１５秒）１１月２０日～１２月９日まで放映 
    “スキーが大好きだった人物が生まれ変わったのがなんと「ダチョウ」。果たして

生まれ変わったダチョウは大好きなスキーができるのか？” 
映画の予告編のようなタッチで、コミカルにダチョウが登場シーンを描きました。

スキーがしたいのに、生まれ変わったのは何故かダチョウ、そして、場所はアフリ   

カ。本編への期待感を誘います。 
 
４ １２月１０日より放映を開始するＣＭ（本編） 

「ＲＥ ＢＯＲＮ～SKI HERO 編～」（１５・３０秒）１２月１０日～２月中旬まで放映 
ダチョウがスキーに挑みます。ターン、ジャンプ、コサック！そして人間と一緒

にＶ字滑走します。ダチョウが次々に大技を決め、スキーの爽快感を表現します。 
 

５ 宣伝展開 
 ＴＶＣＭに連動した駅貼り、中吊りポスターを展開していきます。またスノーレ

ジャーのお客さまの到着駅となる、盛岡駅、越後湯沢駅、長野駅、ガーラ湯沢駅で

は「等身大ダチョウ」がみなさまのお越しをお待ちしております。 
その他、東京ドームで行われるスノーボードの世界大会「X-TRAIL JAM IN 

TOKYODOME」に協賛します。また、イベント「KISS ME ODAIBA」に特別協賛

し、お台場にスキー場をイメージした大型滑り台を作るなどして、今年のスノーレ

ジャーシーンを盛り上げていきます。 
 
６ その他 
（１）スノーレジャーへのお出かけにおトクなきっぷやびゅう旅行商品も発売中です。ま

たこれらの商品をお買い求めのお客さまに抽選でプレゼントが当たる「もっと、も

っと ＷＥ ＷＡＮＴ ＳＮＯＷ！プレゼント」も実施中です。 
（２）スノーリゾート「ＧＡＬＡ湯沢」への日帰りスキーパックを首都圏などにあるコン

ビニエンスストア「ローソン」(約２０００店舗)で発売します。    （別紙１）

 

ＪＲ東日本は、今年４年ぶりに、スノーレジャーブームの再燃を目指し、「ＪＲ－

ＳＫＩ」ＣＭを放映いたします。 
１１月２０日よりＴＶＣＭの導入編を放映して参りましたが、明日１２月１０日よ

りいよいよＴＶＣＭの本編がスタートしますので、放映予定のＣＭ映像と共にお知ら

せいたします。より多くの方に、スキーの楽しさ爽快感を思い出し、話題にしていた

だけるようなスキーキャンペーンを目指してまいります。 
今年の冬は列車を利用して、スノーレジャーを楽しみに是非みなさまでお出かけ下

さい。 



別紙１ 
 

 
 

 

 

首都圏等のローソンで 

ＧＡＬＡ湯沢日帰りスキー商品を発売！ 
 

ＪＲ東日本では、スノーリゾート「ＧＡＬＡ湯沢」への日帰りスキーパックを首都圏などにある

コンビニエンスストア「ローソン」（約２０００店舗）で発売します。駅やびゅうプラザのほか、

販売チャネルが広がり、お客さまにも便利になります。 

  

首都圏ローソン店舗の「Loppi 端末」で予約できます。 

代金はローソンにてお支払いいただきます。 

※ ご出発の 2 日前までお申し込み可能です。 

 

 
■発 売 開 始 日 ：2004 年１月１日（木）   
■設 定 期 間 ：2004 年 1 月 6 日（火）～3 月 19 日（金）予定 （一部除外日があります） 

■商 品 名 称 ：ワンデーＧＡＬＡ平日スペシャル 

■商 品 内 容 ：往復自由席限定＋リフト 1 日券＋ドリンク券＋ロッカー券＋レンタル２０％割引 
＋ちょっぴりプレゼント 

 

■販売価格： 大人 10,000 円 （こども 7,000 円） ※東京駅出発限定 
※当日、東京駅八重洲ﾄﾗﾍﾞﾙﾌ゚ ﾗｻﾞ内にてＪＲ券等をお渡しします。 

 

 【申し込みから出発まで】 
 

 

 

① ロ ー ソ ン 端 末 

（ロッピー） にてお申

し込み（２日前まで） 

② レ ジ に て 

お支払い 
③東京駅でチケット 

受取 

（７：１５～１１：００） 

④GALA スキー場へ 



【参考】

年度 備考

キャッチコピー 雪男　雪女

起用タレント ZOO

キャンペーンソング Choo Choo TRAIN

アーティスト ZOO

キャッチコピー 僕たちはさむくない

起用タレント ZOO

キャンペーンソング YA-YA-YA

アーティスト ZOO

キャッチコピー 冬眠しない動物たちへ

起用タレント ZOO

キャンペーンソング Ding Dong Express

アーティスト ZOO

キャッチコピー いい冬にしよう

起用タレント ZOO

キャンペーンソング Angelic Dream

アーティスト ZOO

キャッチコピー ラクに行こう

起用タレント 江角 マキコ　竹野内 豊

キャンペーンソング DEPARTURES

アーティスト globe

キャッチコピー ラクに行こう

起用タレント 青山 恭子　田辺 誠二

キャンペーンソング Can't Stop Fallin Love

アーティスト globe

キャッチコピー じぶんの雪を見つけよう

起用タレント 浜田 雅功

キャンペーンソング 春はまだか

アーティスト 浜田 雅功

キャッチコピー 愛に雪、恋を白。

起用タレント 吉川 ひなの

キャンペーンソング Winter again

アーティスト GLAY

キャッチコピー やっぱ新幹線でしょ！ SNOW TRAiNG

起用タレント

キャンペーンソング オリジナル

アーティスト

キャッチコピー やっぱ新幹線でしょ！ SNOW TRAiNG

起用タレント

キャンペーンソング

アーティスト

キャッチコピー やっぱ新幹線でしょ！ JR SNOW

起用タレント

キャンペーンソング

アーティスト

キャッチコピー やっぱ新幹線でしょ！ JR SNOW

起用タレント

キャンペーンソング

アーティスト

キャッチコピー WE WANT SNOW！ JR-SKI

起用タレント （ダチョウ）

キャンペーンソング オリジナル

アーティスト

２００３年度
（平成１５年度）

CMはなし

JRスキーキャンペーン（1991年以降）

２００２年度
（平成１４年度）

CMはなし

CMはなし
２００１年度

（平成１３年度）

１９９８年度
（平成１０年度）

１９９９年度
（平成１１年度）

２０００年度
（平成１２年度）

※スキー場に向かう車が渋
滞し、トイレに行くのを我
慢した後輩が病院に担ぎ込
まれるなど車との比較広告

キャンペーン内容

１９９５年度
（平成７年度）

１９９６年度
（平成８年度）

１９９７年度
（平成９年度）

１９９１年度
（平成３年度）

１９９２年度
（平成４年度）

１９９３年度
（平成５年度）

１９９４年度
（平成６年度）


