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東日本旅客鉄道株式会社 

 

JR 東日本発足 30 周年 × 「私をスキーに連れてって」公開 30 周年 特別企画 

「JR SKISKI」キャンペーンを実施します。 

 

 

 

 

 

 

１ 「JR SKISKI」キャンペーン宣伝展開 

⑴ キャッチコピー 

    「私を新幹線でスキーに連れてって」 
 

 

 

 

⑵ 使用作品等 

使用作品 「私をスキーに連れてって」 

公開日 1987 年 11 月 21 日 

原作 ホイチョイ・プロダクションズ

監督 馬場 康夫 

出演者 原田 知世・三上 博史 等 

楽曲 
「BLIZZARD」1984 年リリース 

松任谷 由実 

 

 

 ⑶ テレビ CM 放映予定 

12月5日～6日（ティザーCM）、12月7日～17日（本告知CM）※首都圏エリアのみ（一部地域を除く）

 

⑷ WEB プロモーション 

TVCM と連動した WEB プロモーションを YouTube 等で展開します。キャンペーンサイトでは、TVCM

では放映されない動画を放映するほか、ポスターギャラリーや、スキー旅行商品の情報もご覧いた

だけます。 

また、JR SKISKI のポスターと同じように、ロゴやキャッチコピーなどのスタンプを入れて写真

を作成できる参加型の WEB コンテンツ等も今後展開いたします。詳しくはキャンペーンサイトをご

覧ください。 

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

〇  今シーズンの「JR SKISKI」キャンペーンは、JR 東日本発足 30 周年 と 「私をスキー

に連れてって」公開 30 周年の特別企画として実施します。 

〇 YouTube 等の WEB プロモーションを充実させ「私をスキーに連れてって」を知っている世代

にも、知らない世代にも、スノーレジャーの楽しさを感じられる情報を効果的に発信します。 

〇 「びゅう」旅行商品のオンライン発売を充実させ、スマートフォンからも購入しやすく便利にな

ります。また、他企業とタイアップしたキャンペーンも展開します。 

【キャンペーンロゴ】 

【メイン ポスター】 



 

２ スキー＆スノーボード旅行商品 

今シーズンも JR が付いた日帰り・宿泊スキー旅行商品および、宿泊のみのスキー旅行商品をびゅう

プラザおよびインターネットで好評発売中です。インターネット限定商品も昨シーズンより商品数を

増やし発売を開始しております。インターネット商品は出発前日 18 時まで申込み可能で（一部コース

を除く）、JR 東日本の駅の指定席券売機で受け取れますので、インターネット申込みがおすすめです。 

 

 

≪商品例≫  

「スキー＆スノーボード東北」ホテル安比グランド（タワー） 

・価  格  東京駅発着おとな（こども）1 名 洋室利用 2～5名定員 

38,800 円（24,200 円）～101,800 円（87,600 円） 

※路線バスご利用の場合は片道 1,080 円（540 円）増 

・設定期間  2017 年 12 月 23 日（土・祝）～2018 年 3 月 24 日（土） 

・内  容  往復新幹線（普通車指定席／はやぶさ号利用）＋ 1 泊 2 食付 

安比高原スキー場リフト 8時間券付※旅行期間中いずれか 1 日（ナイター利用可能） 

 

 

「スキー＆スノーボード上越」ホテルグリーンプラザ上越 

・価  格  東京駅発着おとな（こども）1 名 洋室利用 2・3名定員 

19,300 円（13,300 円）～44,600 円（28,900 円） 

・設定期間  2017 年 12 月 9 日（土）～2018 年 3 月 31 日（土） 

・内  容  往復新幹線（普通車指定席）＋ 1 泊 2 食付 

上越国際スキー場・岩原スキー場共通リフト券付※滞在中利用可能（ナイター利用可能） 

 

 

「スキー＆スノーボード信州」ホテル白馬 

・価  格  東京駅発着おとな（こども）1 名  

洋室利用 2・3名定員または和洋室利用 4～6名定員 

27,500 円（17,000 円）～39,800 円（29,500 円） 

・設定期間  2017 年 12 月 18 日（月）～2018 年 3 月 31 日（土） 

・内  容  往復新幹線（普通車指定席／はくたか号あさま号利用） 

＋ 往復 47 シャトルバス＋ 1 泊 2 食付 

Hakuba47＆白馬五竜スキー場リフト 1日券付※旅行期間中いずれか 1日（ナイター利用不可） 

 

その他、レンタルスキー付き商品や日帰り商品等、お得なびゅう旅行商品を多数ご用意しています。 

【びゅう国内ツアー スキー旅行＆スノーボードツアー特集】http://www.eki-net.com/travel/ski/ 

 

また、往復の交通・リフト券・宿泊券がセットになった「ダイナミックレールパックで行く往復 JR・

宿付きスキーツアー商品」も好評発売中です。北海道・東北・北関東・上越・信州で合計 45 施設のコ

ースを設定しています。（別紙 1 参照） 

【ダイナミックレールパック】https://travel.eki-net.biz/travel/contents/drpski 

 



 

３ 「えきねっと」「モバイル Suica」のおトクなきっぷ（別紙 2参照） 

上越新幹線の「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」 

「モバトク（モバイル Suica 特急券）」「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、おトクに指定席がご利用いただけます。 

・利用期間 2017 年 12 月 16 日（土）～2018 年 5 月 6 日（日） 

※「えきねっとトクだ値」「お先にトクだ値」「スーパーモバトク」は、列車・席数・区間限定です。 

※「お先にトクだ値」は一部設定のない期間があります。 

 

４ 各種キャンペーン 

⑴  Suica×JR SKISKI ゲレンデで Suica キャンペーン 

Suica が使えるスキー場とタイアップし、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、「Suica のペンギンオリジナルハンド 

タオル」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。 

 

⑵ 「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」（※）会員対象のスキー旅行商品 

を設定します。東京⇔越後湯沢の普通車自由席利用が 6,600 円で、通常 12,300 円（普通車自由席）よ

り 5,700 円もお得です（他駅発設定あり）。また、越後湯沢駅の商業施設 CoCoLo 湯沢利用券 500 円分

付です。 

出発期間：2017 年 12 月 12 日（火）～2018 年 4 月 27 日（金）の平日 

（12 月 29 日（金）～1 月 4日（木）を除く） 

申込方法：専用インターネットサイトからお申込みください 

https://majibu.jp/yukimaji19/pc/campaign/jrskiski/index.html  

※「雪マジ！19」 

対象：1998年4月2日～1999年4月1日生まれの男女 

内容：スマホアプリ「マジ☆部」をダウンロードし、「雪マジ！19」へ会員登録すると「雪マジ！

19」の参画スキー場のリフト1日券が無料 

 

⑶ 「新幹線でスキー＆スノーボードに行こう！JR SKISKI×ビューカードキャンペーン」 

期間中、キャンペーンにエントリーの上、びゅうスキー＆スノーボード商品をオンライン（ダイ

ナミックレールパック含む）にてお申込みいただき、ご旅行代金をビューカードで決済いただくと、

抽選で賞品をプレゼント。※オプショナルプランのみは除く。 

エントリー期間：2017 年 12 月 5 日（火）16：00～2018 年 2 月 28 日（水）23：00 

対象出発期間：2017 年 12 月 9 日（土）～2018 年 2 月 28 日（水） 

★ JR SKISKI 賞：びゅう商品券 1万円分×100 名様 

★ ビューカード賞：ビューサンクスポイント 1万円相当×100 名様 

【ビューカードホームページ】http://www.jreast.co.jp/card/campaign/ski 

 



５ GALA 湯沢スキー場関連 

⑴ 新幹線で GALA に行こう！GALA 湯沢へは上越新幹線の直通列車で！ 

GALA 湯沢が 12 月 16 日（土）に営業を開始します。GALA 湯沢へはゆったり 

快適・便利な新幹線で、東京駅から最短 75 分でダイレクトアクセス。期間中は、

「たにがわ号」・「Max たにがわ号」で臨時列車を運転します。 

【ガーラ湯沢駅行きの東京発主な下り直通列車】 

列車名 発駅 時刻 着駅 時刻 運転日

12/16.17.23.24.30.31

1/6-8.13.14.20.21.27.28

2/3.4.10-12.17.18.24.25

たにがわ　73号  6:44  7:59 12/16-2/28の毎日運転

たにがわ　77号  7:28  8:58 12/16-2/28の毎日運転

12/16.17.23.24

1/1-8.13.14.20.21.27.28

2/3.4.10-12.17.18.24.25

1/7.8.14.20.21.27.28

2/3.4.10-12.17.18.24.25

12/16-27

1/1-5.7-31

2/1-28

12/16-27

1/1-31

2/1-28

12:16

たにがわ　71号

東　京

 6:24

ガーラ湯沢

 7:41

たにがわ　79号  8:00  9:18

Maxたにがわ　81号  8:32  9:56

たにがわ　83号  9:52 11:15

たにがわ　85号 10:56

 

※ 2018 年 2 月 28 日（水）までの列車を掲載。 

※「たにがわ」は、「Max たにがわ」で運転する日があります。 

 

⑵ GALA 湯沢スキー場で思い出の写真撮影をしよう！ 

    GALA 湯沢スキー場では「JR SKISKI」バージョンのフォトフレームが初登場。 

また、撮影時にスキー場で楽しいひとコマを演出するフォトプロップスも貸し出しいたします。 

楽しい思い出のひとつとして、是非ご活用ください！ 

   設置場所：GALA 湯沢スキー場 カワバンカ（２階改札付近） 

   【GALA 湯沢スキー場公式 HP】：https://gala.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトプロップス（イメージ） フォトフレーム（イメージ） 



⑶ 訪日外国人旅行者のお客さま向けの取組み 

① 「JR TOKYO Wide Pass」の継続発売 

越後湯沢駅やガーラ湯沢駅を含む関東エリアの新幹線、特急列車の指定席が 3 日間乗り降り

自由のおトクなきっぷ「JR TOKYO Wide Pass」を、今シーズンも継続して発売します。 

② 海外でのプロモーション強化 

海外旅行博等での GALA 湯沢スキー場を中心としたスキー商品のプロモーション強化や、SNS

での情報発信を行います。 

③ GALA 湯沢スキー場でのパス利用者への特典 

GALA 湯沢スキー場で、以下の鉄道パスを提示された方に、割引などのおトクな特典をご用意

しております。 

【対象となる鉄道パス】 

・JR TOKYO Wide Pass 

・JR EAST PASS（長野・新潟エリア） 

・JR EAST PASS（東北エリア） 

・JR East-South Hokkaido Rail Pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 

JR 東日本ダイナミックレールパックの設定スキー場（45 施設） 
 

エリア  施設名 スキー場 

北海道 1 グリーンピア大沼 グリーンピア大沼スキー場 

東北 2 ホテル安比グランド 安比高原スキー場 

3 雫石プリンスホテル 雫石スキー場 

4 八幡平リゾートホテル 八幡平リゾートパノラマ＆下倉スキー場 

5 ホテル森の風田沢湖 たざわ湖スキー場 

6 プラザホテル山麓荘別館四季彩 たざわ湖スキー場 

7 ハイランドホテル山荘 たざわ湖スキー場 

8 プラザホテル山麓荘 たざわ湖スキー場 

9 駒ヶ岳グランドホテル たざわ湖スキー場 

10 ロックウッド・ホテル＆スパ 青森スプリング・スキーリゾート 

11 ホテルプルミエール箕輪 箕輪スキー場 

12 星野リゾート 磐梯山温泉ホテル 星野リゾート アルツ磐梯 

13 ホテルリステル猪苗代 リステルスキーファンタジア 

14 裏磐梯 グランデコ東急ホテル グランデスノーリゾート 

15 会津アストリアホテル 会津高原たかつえスキー場 

上越 16 苗場プリンスホテル 苗場スキー場、かぐらスキー場 

17 ホテルグリーンプラザ上越 上越国際スキー場 

18 当間高原リゾートベルナティオ 上越国際スキー場 

19 舞子高原ホテル 舞子スノーリゾート 

20 ＮＡＳＰＡニューオータニ ＮＡＳＰＡスキーガーデン 

21 湯沢パークホテル 湯沢パークリゾート 

22 ニュー・グリーンピア津南 ニュー・グリーンピア津南スキー場 

23 シャトーテル一本杉 シャトー塩沢スキー場 

24 キューピットビレッジ キューピッドバレイ 

25 休暇村妙高 妙高ルンルンスキー場 

26 ホテルアルペンブリック 池の平温泉スキー場 

27 旬彩の庄 坂戸城 上越国際、六日町スキーリゾート 

北関東 28 ホテルサンバード 水上高原藤沢スキー場 

29 草津ナウリゾートホテル 草津国際スキー場 

30 ホテルヴィレッジ 草津国際スキー場 

31 万座ホテル聚楽 万座温泉スキー場 

32 万座温泉日進館 万座温泉スキー場 

33 万座亭 万座温泉スキー場 

34 万座プリンスホテル 万座温泉スキー場 

35 万座高原ホテル 万座温泉スキー場 

36 パルコールつま恋リゾートホテル パルコール嬬恋スキー場 

信州 37 軽井沢プリンスホテル 軽井沢プリンスホテルスキー場 

38 プレジデントリゾートホテル軽井沢 軽井沢スノーパーク 

39 ホテルグリーンプラザ軽井沢 軽井沢プリンスホテルスキー場 

40 パノラマランド木島平 木島平スキー場 

41 斑尾高原ホテル 斑尾高原スキー場 

42 ホテルタングラム タングラムスキーサーカス 

43 志賀高原プリンスホテル 志賀高原スキー場 

44 ホテルグリーンプラザ白馬 白馬コルチナスキー場 

45 いこいの村アゼィリア飯綱 戸倉スキー場、飯綱高原スキー場 



別紙 2 

 

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：2017 年 12 月 16 日（土）～ 2018 年 5 月 6 日（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 

         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 13 日前の午前 1時 40 分まで 

※「お先にトクだ値」は、2017 年 12 月 29 日～31 日の下り列車、及び 2018 年 1 月 2 日～4

日の上り列車の設定はございません。 

◆設定区間・発売額：（通常期・大人 1名・普通車指定席・片道利用の場合） 

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 
【15％割引】

おトク額
お先に 

トクだ値 
【35％割引】 

おトク額 

たにがわ 

（Max含む） 

東京⇔ガーラ湯沢 
（都区内） 

7,090 円 6,010 円 1,080 円 4,600 円 2,490 円 

上野⇔ガーラ湯沢 
（都区内） 

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 

※座席数には限りがあります。また、列車によっては設定のない場合があります。 

※こども価格もあります。 

※グリーン車用の設定もあります。 

 

 

 

 

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：2017 年 12 月 16 日（土）～ 2018 年 5 月 6 日（日）  

◆発売期間：モバトク 

       乗車日の 1ヶ月前の午前 10 時から乗車日当日の列車出発時刻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 

  ◆設定区間・発売額：（大人 1名・普通車指定席・片道利用の場合）  

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 

【モバトクの 25％割引】 
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。また、列車によっては設定のない場合があります。 

※こども価格の設定はありません。 

※「モバトク」は上記以外の設定区間やグリーン車用の設定もあります。 

 

 

 

「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、以下のサイトでご確認ください。

えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/  

「モバトク」「スーパーモバトク」の詳細や購入方法は、以下のサイトでご確認ください。 

モバイル Suica ホームページ：http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/index.html  


