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スキーシーズン到来！今年も「JR SKISKI」キャンペーンスタート！ 
CM ヒロインは、「広瀬すず」さん！ 

 

 
 

 

 

 

 

１ メディアミックスによる宣伝展開を実施します。 

（１） キャッチコピー 

 

答えは雪に聞け。 

 

（２）「JR SKISKI」キャンペーンテレビ CM を放映します。 

 

      「青春・恋愛」をテーマに、女優の「広瀬すず（16）」 

さんと３ピースバンドの「back number」書き下ろしの楽曲で、 

CM 展開を図ります。 

 

・放映開始 12 月８日（月）夜から 

・使用楽曲 back number「ヒロイン」 

（小林武史氏プロデュース） 

 

（３）CM と連動した WEB プロモーションを行います。 

 

   ・CM では放映されない特別動画 

     スノーレジャーシーンという非日常の世界で、２人の男性の間で揺れ動く乙女心を描い

た今シーズンの CM。WEB 特別動画では、男性キャストにスポットを当てたストーリーを公

開します。 

     

   ・CM キャストへのインタビュー動画やメイキング映像 

     ヒロインの広瀬すずさんと、CM 内で登場する 

２人の男性キャストが撮影秘話などを語るインタ 

ビュー動画を公開します。 

・男性キャスト 村上虹郎さん、宇治清高さん Go Tanabe 

  

【JR SKISKI キャンペーンサイト  http://jr-skiski.com/ 】 

○ JR 東日本は、将来にわたりご利用が見込まれる「若者層」をターゲットとし、今シーズン

も CM テレビや WEB プロモーションなどの情報発信により、スノーレジャーブームを仕掛け

ます。 

○ CM のヒロインは、今、大注目の若手女優「広瀬すず」さん！タイアップアーティストは３

ピースバンド「back number」。JR SKISKI 書き下ろしの楽曲「ヒロイン」が「青春・恋愛」

をテーマとした CM を盛り上げます。 

○ この他、ご利用しやすいおトクな「びゅう」旅行商品などの発売や、各スキー場や他企業と幅広くタ

イアップしたキャンペーンを展開します。 



２ その他 JR SKISKI WEB プロモーション展開 

（１） 「みんなで行こう！JR SKISKI プレゼントキャンペーン」を実施します。 

 

びゅうスキー商品の対象商品を６名さま以上のグループで、異なるスキー場を２回ご利

用いただきご応募いただくと、もれなくペア（２名分）びゅう日帰りスキー商品をプレゼ

ントします。 
 

・対象商品：2014 年 11 月１日（土）～2015 年２月 20 日（金） 

ご出発のびゅうスキー商品 

          ※オプショナル商品、宿泊のみ商品は除く 

・応募方法：お客さま自身でキャンペーンサイトから応募。 

・応募締切：2015 年２月 22 日（日）23 時 59 分 

【キャンペーンサイト http://www.eki-net.com/travel/ski/cp/ 】 

 

（２） 「～冬しかできない旅をしよう。～ 誰と行く？スキースキーガイド」でスキー旅行の

楽しみ方を提案します。 

 

スキー旅行は「誰と行くか」で楽しみ方いろいろ。 

「本物の冬」を体感できる各地のスキー場やスポットを、 

「一緒に行く人」ごとにカテゴライズして、ガイドブック風に 

提案します。 

※ＪＲ SKISKI キャンペーンサイト内にて 12 月下旬より随時更新予定。 

 

３ 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します。 

（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おトクな

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 

「ネット限定スペシャル GALA」 

・ 価  格 東京駅発着おとな（こども）１名様 7,700 円（4,000 円） 

※２名以上申込の場合 

・ 設定期間 12 月 22 日（月）～４月 24 日（金）の平日 

（12 月 26 日（金）～１月５日（月）は設定除外） 

・内  容 往復新幹線（自由席）＋リフト＆ゴンドラ 1日券 

・発 売 日 12 月８日（月）から 

 

その他、レンタルスキー付き商品などおトクなびゅう旅行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。 

（詳細は別紙参照）   

   上越新幹線の列車・席数・区間限定「えきねっとトクだ値」「お

先にトクだ値」「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 2014 年 12 月 20 日（土）～2015 年５月６日（水） 

※「お先にトクだ値」は一部設定のない期間がございます。 



（３）新幹線でＧＡＬＡに行こう！ 上越新幹線はＧＡＬＡ湯沢スキー場へのお出かけに便利

な直通列車を運転します。 

 

◆今シーズンの「GALA 湯沢スキー場」は 12 月 20 日（土）に営業開始！ 

◆トンネルを抜けるとそこは雪国！一面に広がる雪景色は圧巻です。 

◆朝からタップリ滑れる！ガーラ湯沢駅へ便利な臨時列車を増発。 

◆期間中の臨時「たにがわ」「Max たにがわ」は 311 本運転します。 

◆ガーラ湯沢駅に直通する列車は、週末に最大 16 往復運転します。 

 
【午前中到着のガーラ湯沢駅向け臨時列車（定期列車のガーラ湯沢駅延長運転を含みます）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※ 2015 年２月 28 日までの列車を掲載。 

 
４ タイアップによるキャンペーンを実施します。 

（１）Suica が使えるスキー場とタイアップ 

「Suica×JR SKISKI ゲレンデで Suica キャンペーン」 

 

Suica が使えるスキー場 26 箇所とタイアップし、 

対象スキー場で１回 1,000 円（税込）以上、 

Suica を使ってお買い物をすると、 

「東京西川×今治タオル Suica のペンギンオリジナルタオル 

ハンカチ」をプレゼントするキャンペーンを実施します。 

※なくなり次第終了となります。 

 

   【キャンペーンサイト http://www.jreast.co.jp/suica/ski/ 】 
 

 （２）「雪マジ！19」とのタイアップキャンペーン 

㈱リクルートライフスタイルが企画・実施している「雪マジ！19」

とタイアップしたキャンペーンを実施します。 

「雪マジ！19」に会員登録していただいた 19 歳（1995 年４月２

日～1996 年４月１日生まれ）のお客さまを対象に、キャンペーン

サイトで必要事項を入力し応募いただくと、抽選で 19 組 38 名様に

「新幹線で行く！スキー日帰り旅行」をプレゼントします。Twitter

で拡散していただくと当選確率が 19 倍に！ 

   【キャンペーンサイト https://c.socialplus.jp/jrskiski 】 

列車名 運転日

たにがわ71号 東京 6:16 ガーラ湯沢 7:33 12/20.21.27-1/4.10-12.17.18.24.25.31.2/1.7.8.11.14.15.21.22.28運転

Maxたにがわ91号 東京 6:28 ガーラ湯沢 7:49 12/20.21.27-2/28運転

Maｘたにがわ401号 東京 6:36 ガーラ湯沢 8:11 12/20-2/28運転

Maxたにがわ75号 東京 7:20 ガーラ湯沢 8:50 12/20-1/4.10-12.17.18.24.25.31.2/1.7.8.11.14.15.21.22.28運転

たにがわ75号 東京 7:20 ガーラ湯沢 8:50 1/5-9.13-16.19-23.26-30.2/2-6.9.10.12.13.16-20.23-27運転

Maxたにがわ93号 東京 8:00 ガーラ湯沢 9:27 12/20.21.1/1-3.10-12.17.18.24.25.31.2/1.7.8.11.14.15.21.22.28運転

Maxたにがわ403号 東京 8:04 ガーラ湯沢 9:37 12/20-2/28運転

Maxたにがわ79号 東京 8:32 ガーラ湯沢 9:56 1/10.11.18.25.2/1.7.8.14.15.21.22.28運転

たにがわ79号 東京 8:32 ガーラ湯沢 9:56 1/17.24.31運転

Maxたにがわ311号 東京 8:52 ガーラ湯沢 10:30 12/20-2/28運転

Maxたにがわ81号 上野 9:20 ガーラ湯沢 10:38 1/10.31運転

たにがわ81号 上野 9:20 ガーラ湯沢 10:38 1/11.2/7.14.21.28運転

たにがわ405号 東京 9:44 ガーラ湯沢 11:20 12/20-2/28運転

発駅・発時刻 着駅・着時刻



 

（３） プリンスホテルとタイアップした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９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 16 組

50 名様に「プリンスホテル宿泊券」が当たります。 

 

・対 象 JR 東日本ホームページ内「プリンスリゾート特集ページ」に掲載されている

「びゅう商品」をインターネットにてお申込いただき、ご成約されたお客さま。 

・実施期間  2015 年１月１日（元日）～３月 31 日（火）ご出発分 

・応募方法  対象となるお客さまは自動エントリーとなります。 

       当選のご案内は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

・賞 品  プリンスホテル宿泊券 16 組 50 名様 

■軽井沢プリンスホテル ウエストコテージ（４名様利用）   ５組 20 名様 

        ■万座プリンスホテル  ツインルーム（２名様利用）    ４組８名様 

        ■万座高原ホテル しゃくなげ館ファミリールーム（４名様利用） ４組 16 名様 

        ■雫石プリンスホテル ツインルーム（２名様利用）      ３組６名様 

・賞品有効期間  2015 年７月１７日（金）まで  

       ※除外期間：2015 年４月 29 日（水・祝）～５月６日（水・祝） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

苗場プリンスホテル 



 
１ 「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」について（えきねっと会員限定） 

◇利用期間：2014 年 12 月 20 日～2015 年５月６日 
◇発売期間：えきねっとトクだ値 

乗車日の１ヶ月前の午前 10 時から乗車日当日の午前１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 25 日 

午前１時 40 分まで 
        

お先にトクだ値  
乗車日の１ヶ月前の午前 10 時から乗車日の 13 日前の午前１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 12 日 

午前１時 40 分まで 
※2014 年 12 月 27 日～30 日の下り列車、及び 2015 年１月３日～４日の上り列車の設定はございません。 

列車名 
設定区間 

※発着が逆の設定もあります 

通常期の乗車券

+普通車指定席

の価格 

えきねっと

トクだ値 
おトク額 

お先に 

トクだ値 
おトク額 

たにがわ 

（Max含む） 

東京～ガーラ湯沢 7,090 円 6,010 円 1,080 円 4,600 円 2,490 円 

上野～ガーラ湯沢 6,880 円 5,830 円 1,050 円 4,460 円 2,420 円 

大宮～ガーラ湯沢 6,230 円 5,280 円 950 円 4,040 円 2,190 円 

      ※ 座席数に限りがあります。 

      ※ こども価格もあります。 

※ 列車によっては設定のない場合があります。 
 

 
 

 

２ 「モバトク」「スーパーモバトク」について（モバイル Suica 会員限定） 
◇利用期間：2014 年 12 月 20 日～2015 年５月６日 
◇発売期間：モバトク 

乗車日の１ヶ月前の午前 10 時から発車時刻の６分前まで 

 
スーパーモバトク 

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 

※ 2015 年１月１日にスーパーモバトクをご利用になる場合は、2014 年 12 月 25 日 

午後 11 時 40 分までに「お正月スーパーモバトク」をお求めください。 

列車名 
設定区間 

※発着が逆の設定もあります 

通常期の乗車券

+普通車指定席

の価格 

モバトク おトク額 
スーパー 

モバトク 
おトク額 

たにがわ 

（Max含む） 

東京～ガーラ湯沢 7,090 円 6,380 円 710 円 4,780 円 2,310 円

上野～ガーラ湯沢 6,880 円 6,170 円 710 円 4,620 円 2,260 円

大宮～ガーラ湯沢 6,230 円 5,650 円 580 円 4,230 円 2,000 円

※ スーパーモバトクは座席数に限りがあります。 

※ こども価格の設定はありません。 

※ スーパーモバトクは列車によっては設定のない場合があります。 
 

 

別紙 

「モバトク」「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/e-ticket/index.html 

「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」の詳細や購入方法は、次のサイトでご確認ください。 

https://www.eki-net.com/top/tokudane/ a 


