
２０１２年１２月１２日 
東日本旅客鉄道株式会社 

 

「JR SKISKI」キャンペーン始動！ 
JR 東日本は若者のスノーレジャーブームを作り出します！ 

 

 

 

Ⅰ メディアミックスによる宣伝展開で若者のスノーレジャーを盛り上げます。 

1 キャッチコピー 

「青春は、純白だ。」 

2 「JR SKISKI」キャンペーンテレビ CMの放映 

「青春・恋愛」をテーマに人気モデルの「本田翼」と音楽グ

ループ「GReeeeN」書下ろしの楽曲で CM展開を図ります。 
・ 放映開始 12月 12日（水）夜から 
・ 使用楽曲 GReeeeN「雪の音（ゆきのね）」 
 

3 渋谷駅前街頭大型ビジョン等での宣伝展開 

渋谷駅前の街頭大型ビジョン（4面）を同時
に使用して、TVCMを放映します。 

  ・ 放映期間 12月 13日（木）～22日（土） 
  また、各駅でも TVCM と連動したポスター
を展開します。 

 

4 「JR SKISKI」キャンペーンサイトと特設 Facebookページを開設 

「JR SKISKI」キャンペーンサイトや特設 Facebookページを開設し、おトクな商品情
報やゲレンデ情報など楽しい話題をタイムリーに提供します。 
【JR SKISKIキャンペーンサイト URL http://jr-skiski.com/ 】 

 
 

○ JR 東日本では若者のスノーレジャーブームの再燃をめざし「JR SKISKI」キャンペーンを行います。 
○ 本シーズンは若者に人気のモデル「本田 翼」、音楽グループの「GReeeeN」とタイアップし、6 シーズン
ぶりの TVCM を軸とした宣伝展開や、おトクな「びゅう」旅行商品などの発売を通じて、車を持たないと

言われる若者に「列車で行くスノーレジャー」の魅力をお伝えし、スノーレジャーの活性化を図ります。 

○ また、台湾をターゲットに「東京＋雪遊び」という新たな切り口で訪日旅行者の掘り起こしに取り組みま
す。 



5 本田翼、GReeeeNとタイアップしたオリジナルムービーを提供（イメージは別紙 1掲載） 
  GReeeeNの楽曲に乗せて、自分の友達と本田翼が登場するオリジナルムービーが簡単に
作成できます。ムービーを Facebook上の友達に送ってスキーにお誘いできます。 

  第１弾「お誘いムービー スキーに行こうよ Snow Message Express編」 
・ ムービーには Facebook 上の友達のアイコンや友達へのメッセージが表示でき、最大５名

の友達をスキーにお誘いできます。本田翼さんも一緒にお誘いしてくれます！ 
・ 12月 20日（木）公開予定 
第２弾「思い出ムービー編」 
・ 友達と一緒に行った思い出の写真が登場するムービーです。 
・ １月中旬公開予定 

 

Ⅱ 東北・上越・信州各方面におトクなびゅう旅行商品などを設定 

1 東北・上越・信州各方面に「インターネット限定！
平日の新幹線自由席で行くびゅうスキー商品」を

席数限定でご用意いたしました。 
 

  （商品例）GALA湯沢スキー場日帰りなら 
・ 価  格 6,900円 
・ 設定期間 12月 25日（火）～4月 26日（金） 

（平日限定・12月 28（金）- 1月 6日（日）は設定無し） 
・ 内  容 往復新幹線（自由席） 

   ＋ゴンドラ・リフト 1日券 
 
そのほかおトクなびゅう商品を多数ご用意しています。 

 

2 「えきねっと」「モバイル Suica」でもおトクなきっぷをご用意しています。 
  （詳細は別紙 2掲載） 

○ 東北新幹線「はやて・やまびこ」、上越新幹線「たにがわ」に列車・区間・席数
限定「お先にトクだ値スペシャル」を設定しました。新幹線指定席が半額でご

利用いただけます。 
・ 設定期間「たにがわ」     1月 7日（月）～1月 31日（木） 

「はやて・やまびこ」  2月 1日（金）～2月 28日（木） 
      

○ 上越新幹線の列車・区間・席数限定「スーパーモバトク（ス
ーパーモバイル Suica特急券）」にガーラ湯沢駅発着を設定
しました。 
上越方面のスキー場へ、おトクに新幹線指定席がご利用い

ただけます。 
・ 設定期間 2012年 12月 22日（土）～2013年 5月 6日（月） 
 

3 各スキー場とのタイアップ 
○ GALA湯沢スキー場とタイアップ（詳細は別紙 2掲載） 
「えきねっと」でお買い求めいただいたきっぷや「モバイル Suica 特急券」とセッ
トで GALA湯沢スキー場をご利用いただく方を対象に「ゴンドラ・リフト場内１日券」
などをおトクな料金でご利用いただけます。 

スーパーモバトク 
ガーラ湯沢駅設定 

お先にトクだ値

スペシャル 

インターネット限定 
平日新幹線自由席 
びゅう商品 

GALA湯沢スキー場 



○ プリンスホテルとタイアップ！インターネット限定プレゼ
ントキャンペーン 

苗場や雫石など JR 東日本管内で 8 つのスキー場を運営す
るプリンスホテルとタイアップし、プリンスホテル向けびゅ

うスキー商品をインターネットで購入いただいたお客さま

の中から抽選で最大 110名さまに「プリンスホテル宿泊券」
や「プリンスホテルスキー場リフト券」があたります。 

 

 Ⅲ 台湾をターゲットに「東京＋雪遊び」で訪日旅行需要の掘り起こしに取り組みます。 

1 台湾向けキャッチコピー 
「東京新景點 新幹線當天來回玩雪趣」 
※「東京の新たな観光スタイル 新幹線で日帰り雪遊びをしよう」という趣旨です。 

 

2 台湾でメディアミックスによる「東京＋雪遊び」のブームを創造します。 

TVCM放送をはじめ、都市鉄道（MRT）の車体ラッピング、「東京＋雪遊び」の現地ポー
タルサイトを設置などの宣伝展開を通じて、「『東京』観光の選択肢として GALA 湯沢
スキー場での『雪遊び』」という新しい日本の楽しみ方を提案します。 
・ 実施時期 2012年 12月中旬から 

ｂｎ 
 
 
 
 
 
3 訪日旅行の販売促進を行っている子会社「(株)びゅうトラベ
ルサービス」を通じて現地有力旅行会社 6社と提携し、GALA
湯沢スキー場向けの商品を台湾で販売します。 
（商品例） 
・ 内容 往復上越新幹線指定席＋GALA湯沢スキー場ゴンドラ券＋雪遊びセット 
・ 価格 3,700元（参考 日本円換算 約 10,434円 ※11/29 現在の為替レート） 

 
4 「JR Kanto Area Pass」にガーラ湯沢駅まで行けるオプション券を設定します。 
  今シーズンより新たに、訪日旅行のお客さまに便利なフリーパス「JR Kanto Area Pass」
とセットでご利用いただけるオプションの往復きっぷを発売中。（詳細は別紙 3掲載） 

 
 
 
 

車体ラッピングイメージ 

台湾旅行会社ホームページ 

苗場プリンスホテル 



お誘いムービー

スキーに行こうよ！Snow Message Express編

お誘いムービー作成者が、誘いたい友達を選んで、友達へのメッセージを選択するとムービーが始まります。

本田翼さんから、
スキーメッセンジャーに、
メッセージを届けるよう指令が入ります。

スキーメッセンジャーが、
友達のアイコンを探して、
メッセージを届ける準備をします。

ロッジを飛び出し、各所にいる
スキーメッセンジャーと
リレーしながら、メッセージを
届けに行きます。

緑の箇所には、お誘いした人の
Facebookアイコンが表示されます。

別紙1

誘いたいFacebook上の友達を選
択します。

友達へのメッセージを選択
します。

映像が完成。スタートします。



途中にある悪路も、
仲間同士がフォローし合って、
メッセージを繋ぎます。

指令を出した本田翼さんを見つけ、
友達のアイコンを掲げるメッセンジャー。

メッセージを受け取った本田翼さんは、
友達にメッセージが見えるように、
アイコンを並べます。

本田さん）「スキーに行こっ！」



別紙 2 
１ 期間限定「お先にトクだ値スペシャル」の設定について（えきねっと会員限定） 
①たにがわ号（１月期限定） 
◇利用期間：2013年１月７日～2013年１月 31日 
◇発売期間：乗車日の１ヶ月前の午前 10時から 13日前の午前１時 40分まで 

（例）１月７日乗車分の発売期間は 12月７日午前 10時から 12月 25日午前１時 40分まで 
◇発売価格： おとな１名 普通車指定席・通常期のおねだん 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇対象列車：上り・下りとも３本ずつの設定（下表参照） 

※設定期間中の対象列車には「お先にトクだ値」の設定はございません。 
 
 
 
 
 
 
 
②はやて号・やまびこ号（２月期限定） 
◇利用期間：2013年２月１日～2013年２月 28日 
◇発売期間：乗車日の１ヶ月前の午前 10時から 13日前の午前１時 40分まで 

（例）２月 10日乗車分の発売期間は１月 10日午前 10時から１月 28日午前１時 40分まで 
◇発売価格： おとな１名 普通車指定席・通常期のおねだん 

 
 
 
 
 
 

◇設定列車：上り・下りとも６本ずつの設定（下表参照） 
※設定期間中の対象列車には「お先にトクだ値」の設定はございません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「お先にトクだ値スペシャル」の詳細や購入方法は、次のサイトでご確認ください。 
http://jreast.eki-net.com/tokudane/ 

はやて 101号 はやて  16号
はやて  15号 はやて 108号
はやて  17号 やまびこ  52号

やまびこ  63号 はやて  40号
はやて 105号 はやて  42号
はやて  41号 やまびこ  68号

★…新青森駅発時刻　●…盛岡駅発時刻

東北新幹線
(下り)

東京駅
発時刻

 7:32★
 7:32

東北新幹線
(上り)

新青森駅発時刻
盛岡駅発時刻

 7:16
 9:25●

 8:28 10:10●
13:40 18:28★
16:28 19:33★
20:04 19:44●

設定区間
お先にトクだ値
スペシャル

※逆設定もあります （50％割引）

たにがわ 東京 ～ ガーラ湯沢 6,900円 3,440円 ○座席数に限りがあります。

（Max含む） 上野 ～ ガーラ湯沢 6,700円 3,340円 ○こども価格もあります。

大宮 ～ ガーラ湯沢 6,070円 3,030円

熊谷 ～ ガーラ湯沢 5,340円 2,660円

高崎 ～ ガーラ湯沢 4,020円 2,010円

列車名 通常価格 記事

たにがわ 405号 Maxたにがわ 420号
Maxたにがわ 407号 Maxたにがわ 338号
Maxたにがわ 409号 Maxたにがわ 424号

上越新幹線
(下り)

東京駅
発時刻

上越新幹線
(上り)

ガーラ湯沢駅
発時刻

 9:44
10:52
11:52

16:03
17:19
18:03

設定区間
お先にトクだ値
スペシャル

※逆設定もあります （50％割引）

はやて 東京 ～ 盛岡 13,840円 6,910円 ○座席数に限りがあります。

・ 東京 ～ 八戸 15,350円 7,670円 ○こども価格もあります。

やまびこ 東京 ～ 新青森 16,370円 8,180円

列車名 通常価格 記事



２ 「スーパーモバトク」のガーラ湯沢駅設定について（モバイル Suica会員限定） 
◇利用期間：2012年 12月 22日～2013年５月６日 
◇発売期間：乗車日の１ヶ月前の午前 10時から乗車日前日の午後 11時 40分まで 

（例）12月 25日乗車分の発売期間は 11月 25日午前 10時から 12月 24日午後 11時 40分まで 
◇発売価格： おとな１名 普通車指定席のおねだん（こども用はありません） 
列車名 設定区間 

※逆設定もあります 
通常価格 

スーパーモバトク

（32％割引） 
記事 

東京～ガーラ湯沢 6,900円 4,640円 
上野～ガーラ湯沢 6,700円 4,490円 

たにがわ 
（Max含む） 

大宮～ガーラ湯沢 6,070円 4,120円 

○座席数に限りがあります。 
○列車によっては設定のない 
場合があります。 

 
 
 
３ 「ゴンドラ・リフト場内１日券」等の「えきねっと・モバイル Suica利用者料金」について 
  以下の対象となるきっぷとセットで、ガーラ湯沢駅または越後湯沢駅発着のものをご利用いた
だいたお客さまは、「ＧＡＬＡ湯沢スキー場」インフォメーションカウンターにてお買い求めい

ただいた証明をご提示いただくことでご利用いただけます。 
◇割引内容：おとな ゴンドラ・リフト場内１日券 ＋ ロッカー券（１日） 
    こども ゴンドラ・リフト場内１日券 

◇対象のきっぷ：ガーラ湯沢駅または越後湯沢駅が発着となる以下のきっぷ 
（１）「えきねっと」でお買い求めいただいたきっぷ 

    （「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」「お先にトクだ値スペシャル」を含みます） 
（２) モバイルSuica特急券（モバトク） 
（３）スーパーモバイルSuica特急券（スーパーモバトク） 

 ◇ご利用方法： 
（１）「えきねっと」でお買い求めいただいたきっぷの場合 

次の①、②、③のいずれかの方法によります。 
①パソコン  
お申込完了時の画面に「ＧＡＬＡ湯沢スキー場」の利用者料金の内容が表示され

ます。ご利用時にお客さまご自身で印刷の上、現地係員へご提出ください。 
※ご提出いただいたものは返却いたしませんので予めご了承ください。 
②携帯電話・スマートフォン 

       お申込完了時の画面を「画面メモ」機能等によりお持ちの端末に保存してください。
ご利用時に画面を読み出していただき、現地係員へご提示ください。 
③指定席券売機・みどりの窓口・びゅうプラザで発券済みのきっぷ 

       「えきねっと」でお買い求めいただいたきっぷをご用意ください。ご利用時にその
きっぷを現地係員へご提示ください。 

（２）モバイルSuica特急券（ﾓﾊﾞﾄｸ）・スーパーモバイルSuica特急券（ｽｰﾊﾟｰﾓﾊﾞﾄｸ）の場合 
モバイルSuicaのアプリを起動いただき、購入履歴の画面を読み出してください。 
ご利用時にその画面を現地係員へご提示ください。 

◇ えきねっと・モバイル Suica利用者料金  
 

「スーパーモバトク」の詳細や購入方法は、次のサイトでご確認ください。 
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/super-mobatoku/ 

通常料金 利用者料金 通常料金 利用者料金

平日料金 5,500円 3,500円 2,200円 1,500円 実施期間中の平日。

土休日料金 5,500円 4,200円 2,200円 1,800円
2012年12月29日～2013年1月4日は
全期間「土休日料金」となります。

春スキー料金 4,600円 2,900円 1,800円 1,200円
2013年4月1日～5月6日は全期間
「春スキー料金」となります。

区分
大人（中学生以上） 小児（小学生）

備考



別紙 3 
 

 
 

「GALA オプション券」の商品概要 
 

 

「GALA オプション券」は、訪日旅行者向け特別企画乗車券「JR Kanto Area Pass」をご利用のお客さまを対象に

GALA 湯沢スキー場へお出かけになる便利なオプション券として設定した「上毛高原駅～ガーラ湯沢駅間」の往復

きっぷです。GALA 湯沢スキー場における特典が付き、スキーや雪遊びをお楽しみいただける大変おトクで便利な

商品です。 

 

 

◇ 利用期間 2012 年 12 月 22 日～2013 年 3 月 31 日 

◇ 発売期間 2012 年 11 月 22 日～2013 年 3 月 31 日 

◇ 有効期間 1 日間 

◇ 取扱箇所 ○駅…成田空港駅、空港第２ビル駅 

○びゅうプラザ…品川駅、渋谷駅、新宿駅、池袋駅、上野駅、横浜駅 

○JR EAST Travel Service Center 

…東京駅、東京モノレール線羽田空港国際線ビル駅、成田空港駅、空港第２ビル駅 

◇ 発売価格 大人（12 歳以上） 1,000 円、小児（6 歳～11 歳） 500 円 

◇ 購入・利用条件 外国のパスポートを所持している外国籍のお客さまで「JR Kanto Area Pass」と同時購入また

は「JR Kanto Area Pass」を提示した場合に限りお買い求めいただけます。 

※なお「JR Kanto Area Pass」をお買い求めの際にはパスポートを確認させていただきます。 

◇ 主な効力  「JR Kanto Area Pass」の有効期間内で「JR Kanto Area Pass」と同時に使用する場合に限り、 

上越新幹線の「上毛高原駅～ガーラ湯沢駅」間の普通車指定席が往復でご利用いただけます。

(経路は上越新幹線に限ります) 

◇ 特   典  GALA 湯沢スキー場のインフォメーションカウンターにて「JR Kanto Area Pass」をご提示いただく

ことで、次の特典をご利用いただけます。 

      【特典①】 雪遊びを楽しむお客さまへはGALA湯沢「ゴンドラ券付き雪あそびセット」（往復のゴンドラ券＋ソリ・長靴・ 

手袋・帽子のセット）を1,000円にて提供します。（通常価格3,700円） 

    【特典②】 本格的にスキーを楽しむお客さまへは「GALAリフト券付きロッカーセット」（「リフト 1日券」＋「ロッカー券」＋

「レンタルスキー10％割引」）を大人3,000円、小児1,500円にて提供します。 

（通常価格 大人5,500円・小児3,200円） 

    【特典③】「SPAガーラの湯」を大人1,000円、小児600円でご利用いただけます。（通常価格大人1,300円・小児800円） 

 

 これらの情報は訪日旅行の皆さまに向けて多言語ホームページなどでご案内しております。 

（英語） http://www.jreast.co.jp/e/kantoareapass/index.html 
（繁体字）http://www.jreast.co.jp/tc/kantoareapass/index.html 
（簡体字）http://www.jreast.co.jp/sc/kantoareapass/index.html 
（韓国語）http://www.jreast.co.jp/kr/kantoareapass/index.html 

 
 
 



参考 

 

 

「JR Kanto Area Pass」の商品概要 

 

 
「JR Kanto Area Pass」は、訪日旅行のお客さまを対象とした、関東エリアのJR東日本の新幹線や特急列車が 

３日間乗り降り自由のおトクなきっぷです。「成田エクスプレス」や東京モノレールによる首都圏への空港アクセス

はもちろん、河口湖・伊豆・草津・軽井沢・那須高原・日光方面など、東京からの小旅行に便利なきっぷです。 

 

◇ 利用期間 通年 

◇ 発売期間 通年 

◇ 有効期間 連続した３日 

◇ 取扱箇所 ○駅…成田空港駅、空港第２ビル駅 

○びゅうプラザ…品川駅、渋谷駅、新宿駅、池袋駅、上野駅、横浜駅 

○JR EAST Travel Service Center 

…東京駅、東京モノレール線羽田空港国際線ビル駅、成田空港駅、空港第２ビル駅 

◇ 発売価格 大人（12歳以上） 8,000 円、小児（6歳～11歳） 4,000 円 

◇ 購入・利用条件 外国のパスポートを所持している外国籍のお客さま。 

※お買い求めの際にはパスポートを確認させていただきます。 

◇ 主な効力 フリーエリア内のＪＲ東日本線、富士急行線全線、伊豆急行線全線、東京モノレール線全線、上信

電鉄線全線、埼玉新都市交通線（ニューシャトル）「大宮～鉄道博物館間」の特急（新幹線含む）・

急行・普通列車の普通車指定席に乗り降り自由です。 

※「はやぶさ」号のご利用には、別に特急券等が必要です。 

※ 東海道新幹線はご利用いただけません。 

※ 富士急行線内で運転する「フジサン特急」の展望車をご利用になる場合は着席整理券が、  

「富士登山電車」をご利用になる場合は着席券が別に必要です（別料金）。 
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