２ ０ ０ ９ 年 1 2 月 4 日
東日本旅客鉄道株式会社

「地域再発見」プロジェクト第二弾！
越後湯沢駅が地域観光の玄関口にふさわしい駅としてグランドオープン
JR 東日本はこの冬、越後湯沢駅と周辺エリアを
地域の方々と一緒に盛り上げます！
○駅を地域の観光拠点と位置づけたステーションルネッサンスを越後湯沢駅で実施します。地域の特色を活
かした空間の開発、駅機能の整備に加え、地元の魅力ある名産品や飲食店を取り揃えます。
○駅を訪れたお客さまの利便性を向上させるビジターセンターを新設し、ゆっくりとおくつろぎながら周辺エリ
アの情報収集をすることができます。
○駅構内ではオープンを記念して地元の特産品が当たる抽選会や地元ラジオ局の生中継のほか、地域の
方々にご協力いただき「太鼓演奏」や「餅つき大会」などを開催します。
○JR 東日本は観光庁に認定された雪国観光圏の提唱する雪国の文化や環境を守る「里山キャンドルプロジ
ェクト」に参加しており、駅構内で活動内容の紹介等を行います。
○さらにこの冬、GALA（ガーラ）湯沢スキー場では、休憩スペース（無料）の IRORI（イロリ）ラウンジを新設し
ます。
○周辺エリアでは世界最大の雪まつり「ＳＮＯＷ ＣＯＵＮＴＲＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ（スノーカントリフェスティバル）」
がはじめて開催されます。
冬のイベントが盛りだくさんの湯沢エリアにどうぞお越し下さい。

■越後湯沢駅ステーションルネッサンス概要
新しい商業エリアを拡充するとともに、待合室やトイレの整備、観光案内所やイベント等の情報発信の強
化などに取り組みます。また、雪国を代表する建築物である雁木デザインを取り入れるなど、地域色あふれ
る空間を演出します。

越後湯沢駅構内図

12月19日 オープン
※一部店舗については先行オープンいたします

１．駅施設の改修
快適に駅をご利用頂けるよう駅施設の改良を行います。
・お客さまトイレの改修
段差を解消しバリアフリー化を行います。また、新たにベビー休憩室を設置します。
・新しい「びゅうプラザ」
みどりの窓口、びゅうプラザを集約し、お客さまの利便性を向上します。
・ビジターセンターの開発
待ち合わせや、様々な機能を兼ね備えたビジターセンターを整備します。また、毎年湯沢町で開催される
川上四郎展にちなんだ童画を展示するなど、地域の情報を発信する予定です。
（1）開 業 日 12 月 19 日（土）
（2）営業時間 8:00〜19:00
※広域観光情報センター、宅配・一時預かりは 8:00〜18:00 までの営業となります。

（3）機
能
・広域観光情報センター…周辺エリアの観光情報収集にご利用下さい。
※インターネット端末あり（有料）

・駅レンタカー…周辺エリアの周遊にご利用下さい。
・待合室
・カフェ…電車の待ち時間を快適にお過ごし頂けるカフェです。
・ブック…地元の情報誌や地図のほか、十日町市にあるまつだい農舞台ミュージアムショップにて取
り扱っている大地の芸術祭関連グッズも販売します。
・宅配、一時預かり

（ビジターセンターイメージ）

（大地の芸術祭関連グッズ）

2.がんぎどおりグランドオープンについて
がんぎどおりの中に〔たべあるき横丁〕が新たにオープンするほか、〔中央いちば〕にも 2 つのゾーンが加
わります。
・〔たべあるき横丁〕について
地元の採れたての新鮮な食材を使った店舗を展開し、地産地消を図ります。
（1）開 業 日 12 月 11 日（金） ※たべあるき横丁はグランドオープンより一足早くオープンいたします。
（2）施設概要
会社名
株式会社ポケット
涌井物産
八海山醸造株式会社
株式会社小島屋
株式会社本陣リゾート

ショップ名
しなのや壷焼き

勇気芋

つなんぽーく
郷土料理

魚沼の畑

小嶋屋
越後味蔵回転寿し

※4 月〜11 月の期間は 9:00〜19:00 になります。

本陣ＤＩＮＩＮＧ

業態

営業時間

焼き芋（テイクアウト）

9:00〜20:00(※）

肉惣菜（テイクアウト）

9:00〜20:00(※）

和食

10:30〜20:00

蕎麦

10:30〜20:00

回転寿司

11:00〜21:00

・〔中央いちば〕について
季節商品や地場伝統工芸品を新たに展開します。中央部分にはイベントスペースを整備し、物販催事や
周辺地域の情報発信ができるスペースとして活用します。
（1）開 業 日 12 月 19 日（土）
（2）営業時間
4 月〜11 月 9:00〜18:00
12 月〜 3 月 9:00〜20:00
（3）展開内容
季節限定農産物・トライアルゾーン…安田牧場の乳製品（チーズケーキ・シュークリーム）など
地場伝統工芸品・地域限定グッズゾーン…地元で活躍の外山康雄氏の関連商品（絵葉書）など

（たべあるき横丁イメージ）

（中央いちば）
〜イベント内容〜

■オープン記念イベント

※別紙Ⅰ参照

・オープニングセレモニー（太鼓演奏、餅つき大会）
・地元ラジオ局生中継

駅構内にて様々なイベントを開催し、オープンを盛り上げます。
地域や地域グループ会社と連携した宣伝告知を行い、越後湯沢
駅及び、周辺地域の活性化を図ります。

・ガラポン抽選会
・魚沼・湯沢一押しメニュー
・地酒 96 銘柄展示販売
・塩沢紬のテディベアを数量限定発売

■越後湯沢方面へのお出かけに便利なおすすめの商品

※別紙Ⅱ参照

モバイル Suica 特急券「モバトク」
「モバトク」は新幹線停車駅相互間を一年を通じて指定席も自由席も紙のきっぷのお値段以下でご利用になれます。
※ご利用にはモバイル Suica への入会（EASY モバイル Suica を除く）とモバイル Suica 特急券利用登録（無料）が必要です。
「えちごツーデーパス SP」
フリーエリア内の JR 線・北越急行線の普通列車（快速含む）の普通車自由席が 2 日間乗り放題です。
このほかにもおトクなきっぷ、旅行商品を用意しています。
詳しくはおトクな旅情報満載サイト「旅どき net」www.jreast.co.jp/tabidoki/をご覧ください。

「地域再発見」プロジェクトとは JR 東日本グループの行う地域活性化プロジェクトです。
地域との連携を強化し、地元と共に知恵を絞る「共創」戦略のもと、鉄道ネットワークの特性及び首都圏での販路を持つメリッ
トを活かしながら、更なる地産商品の掘り起こしや伝統文化、祭り等観光資源の紹介といった地域活性化を進めていきます。
具体的な取り組みとしては、地域と連携した産直市の展開、伝統工芸品の発掘、農産加工商品の開発などを通し地域におけ
る新たな雇用創出や資源の活性化に努めます。また、イベント・地域情報.発信を地元と都心の双方向で行うことで人の移動
も含めた交流の創出も目指していきます。

別紙Ⅰ
オープン記念イベントについて
駅構内ではグランドオープンを記念し、多彩なイベントを開催し、オープンを盛り上げます。

１．【オープニングセレモニー】
（１）太鼓演奏
ゆきおろし

「雪 雷 （温泉旅館若手オーナーの集まり）」の皆様が太鼓演奏を披露します。
●実施日 12 月 11 日（金）
●実施時間 11:30〜11:45

（２）テープカット・餅つき大会
つきたてのお餅は、その場でお召し上がりいただけます。
●実施日 12 月 19 日（土）
●実施時間 9:00〜10:00

２．【ラジオ生放送】
（１）ＦＭ−ＮＩＩＧＡＴＡ
週末の人気情報番組「Saturday Navigation（サタナビ）」にて、オープン直後のに
ぎわいをラジオにのせてリスナーに伝えます。
●実施日 12 月 12 日（土）
●実施時間 11:00〜11:55
（２）ＦＭＰＯＲＴ
公開生放送番組「ＭＯＶＥ ＯＮ ＳＴＲＥＥＴ（ムーブオンストリート）」で、店
舗の紹介、店舗スタッフのゲスト出演を交えながらオープンを特集します。
●実施日 12 月 13 日（日）
●実施時間 12:00〜13:00
（３）ＢＳＮラジオ
人気パーソナリティの石塚かおりさんによる公開生放送の他サイン
会を開催します。
●実施日 12 月 19 日（土）
●実施時間 13:00〜13:30 生放送
13:30〜14:00 お客さま交流イベント
（４）ＦＭ−ＮＩＩＧＡＴＡ
地元新鋭のシンガーソングライターが出演するクリスマスコンサート
を開催します。
●実施日 12 月 20 日（日）
●実施時間 13:00〜13:40

石塚かおり

（５）ＦＭゆきぐに
がんぎどおりからお得な情報の中継を行います。
●実施日 12 月 23 日（水・祝）
●実施時間 9:00〜12:00 生中継
※ラジオ生放送に関するお問い合わせ先
株式会社トッキー

越後湯沢支店

025‑784‑4499

３．【ガラポン抽選会】
1,000 円以上お買い上げのお客さまへ、感謝の気持ちを込めて地元の特産品が当たる抽
選会を実施します。
●実施日 12 月 12（土）･13（日）･19（土）･20（日）･23（祝・水）･25（金）･26（土）･
27（日）の 8 日間
●実施時間 9:30〜18:00
※ガラポン抽選会に関するお問い合わせ先
株式会社トッキー

越後湯沢支店

025‑784‑4499

４．【魚沼・湯沢一押しメニュー！】
オープンを記念して期間限定の特別メニューをご用意しております。
●実施日 12 月 11 日（金）〜27 日（日）
※魚沼・湯沢一押しメニューに関するお問い合わせ先
株式会社トッキー

越後湯沢支店

025‑784‑4499

５．【地酒 96 銘柄展示販売】
新潟県内の地酒 96 銘柄（４号瓶）を 15 万円（送料、税込み）で展示販売いたします。
●実施日 12 月 19 日（土）〜2 月上旬
※地酒 96 銘柄展示販売に関するお問い合わせ先
株式会社トッキー

越後湯沢支店

025‑784‑4499

６．【塩沢紬を使用したテディベアを数量限定発売！】
越後湯沢駅リニューアル記念として、人気の人形作家が作るぬいぐるみを数量限定で
発売いたします。布地は、国の重要無形文化財産指定を受けた日本一歴史が古いと称
される麻織物、「越後上布」の技術を絹織物に応用して誕生した織物（塩沢紬）を使用
しております。
●発売日
12 月 19 日（土）
●販売場所 ビジターセンター内（ブック）
●販売個数 20 個
●価格
9,975 円（税込み）

※上記イベントは予定であり変更になる可能性がございます

別紙Ⅱ

越後湯沢方面へのお出かけに便利なおすすめの商品

モバイル Suica 特急券「モバトク」
「モバトク」は新幹線停車駅相互間を一年を通じて指定席も自由席も紙のきっぷのお値段以下で
ご利用になれます。東京〜越後湯沢駅間は、新幹線普通車指定席（通常期）6,490 円のところ、
「モバトク」なら 5,800 円となり、往復とも「モバトク」を利用すると、1,380 円もおトクです。
また、「モバトク」をご利用のお客さまには駅レンタカーの基本料金が 20％割引になるモバイ
ル Suica 特急券 de 駅レンタカー割引キャンペーンを実施中です。
※キャンペーンについてはこちら http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/new̲s/rentacar.html
※ ご利用にはモバイル Suica への入会（EASY モバイル Suica を除く）とモバイル Suica 特急券
利用登録（無料）が必要です。
詳しくはモバイル Suica ホームページ www.jreast.co.jp/mobilesuica/をご覧ください。

「えちごツーデーパス SP」
フリーエリア内の JR 線・北越急行線の普通列車（快速含む）の普通車自由席が 2 日間乗り放題
です。
〔ご利用期間〕2010 年 1 月 3 日（日）までの毎日、2010 年 1 月 9 日（土）〜3 月 28 日（日）ま
での土休日、及び、2 月 11 日（木・祝）〜2 月 14 日（日）の連続する 2 日間
〔発売額〕おとな 2,500 円（大人の休日倶楽部会員 1,500 円）

こども 1,250 円

〔フリーエリア〕

このほかにもおトクなきっぷ、旅行商品を用意しています。
詳しくはおトクな旅情報満載サイト「旅どき net」www.jreast.co.jp/tabidoki/をご覧ください。

