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ＪＲ東日本は若者のスキー場体験を通じた 
スノーレジャー人口の拡大に取り組みます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ 公式Facebookページを開設します（詳細別紙１・２） 

○ ＪＲ東日本としては初めて、ソーシャルネットワーキングサービスとして注目されている Facebook
に「ＪＲ ＳＫＩＳＫＩキャンペーン」の公式ページを開設します。 

○ 開設日：2011年12月16日（金）予定 
○ 東日本エリアのスキー場のインストラクターやレス
トランの料理長といった方々が「ＴＥＡＭ ＰＬＡＹ 
ＳＮＯＷ！」のメンバーとなり、ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ
キャンペーンオリジナルキャラクターのスノーウィ

ーが代表して、メンバーによる関係者ならではのお

ススメ情報・楽しい情報を画像を交えて発信します。 
※おススメ情報や楽しい情報の例：メンバーだから知っていると

っておきビュー・ポイントや「ゲレ食」イチ押しメニュー等 
○ おススメ情報に対して、一般の方からコメントを投
稿いただけるほか、「いいね！」ボタンによる友人同

士の情報共有が可能です。 
 

Ⅱ ＧＡＬＡ湯沢スキー場とタイアップし、スノーレジャー初心者に「ＦＩＲＳＴ ＰＬＡＹ ＳＮＯ
Ｗ！ツアー」をプレゼントします 

初心者の若者に、スノーレジャーの「楽しさ」「手軽さ」「非日常感」をまずは体感していただくため、Ｇ

ＡＬＡ湯沢スキー場を舞台とした「ＦＩＲＳＴ ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！ツアー」をプレゼントします。また、
その体験記をＪＲ東日本のＪＲ ＳＫＩＳＫＩホームページで紹介します。 

 

 日本のスノーレジャー人口は、ブームとなった 1990年代前半をピークに大きく減少し、特に今後長期にわ
たってスノーレジャー人口の担い手となる若年層の掘り起こしが課題となっています。 
ＪＲ東日本では、若年層にスキー場の楽しさを体験していただくことが活性化の鍵であると考え、各地の

スキー場との連携による情報発信や誘客の仕組みを強化する「ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！ ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ」プ
ロジェクトを始動いたします。 
 具体的には、若者同士の情報共有に活用されている Facebook に着目し、ＪＲ東日本では初となる公式
Facebookページを開設するほか、スキー場とタイアップしたスノーレジャー初心者の無料ご招待、プリンス
ホテルとタイアップした若者向けイベントの開催などを実施します。車を持たないと言われる若年層に「列

車でスキーに行く」機会を提供することにより、スノーレジャー人口の拡大に取り組みます。 

 

キャンペーンポスター 

「ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！ ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ」プロジェクト始動！！ 



１ プレゼント概要 

○ 応募期間 ：2011年12月7日（水）10：00 ～ 2011年12月18日（日）23：59 
○ ツアー期間：2012年1月10日（火） ～ 2012年3月30日（金）の平日 
○ 募集人数 ：最大200名 
○ 応募資格 ：18歳～29歳の「スキー・スノーボード共に初心者」の方を含み、参加後に体験記を書い

ていただけるグループ（2～8名） 
○ 参加回数 ：「目指せ中級者 3回参加コース」と「まずは体験 1回参加コース」が選べます。 
○ 内  容 ：往復の上越新幹線とＧＡＬＡ湯沢のリフト＆ゴンドラ 1日券がセットになった日帰りび

ゅう商品をプレゼントします。また、「ウェア・板レンタル」「スクール」「ロッカー」「Ｓ

ＰＡガーラの湯」料金が無料となるほか、昼食などに使える1,000円相当の場内利用券を
おつけします。 

○ 応募方法 ：ＪＲ東日本のＪＲ ＳＫＩＳＫＩホームページから応募いただけます。 
○ 選  考 ：応募時に記載いただく「自己ＰＲ」などをもとに決定いたします。 
 

２ 初心者ならではのスキー場体験記をＪＲ ＳＫＩＳＫＩ Facebook やＪＲ ＳＫＩＳＫＩホームペ
ージで紹介します 

列車内での高揚感、初めてスキー場を訪れたときの感動、リフト乗り場での戸惑いといったフィーリング

や、熟練者では見落としがちなスキー場での斬新な楽しみ方等、初心者ならではの共感を呼ぶ体験記を紹介

し、多くの方と共有します。 

○ 「ＦＩＲＳＴ ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！ツアー」に参加した方の体験記をＪＲ ＳＫＩＳＫＩ ホームペー
ジに掲載するとともに、ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ Facebookでも体験記の一部を紹介します。 

○ 多くの方に体験記を共有していただけるよう、ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ ホームページにFacebookの「いい
ね！」ボタンを配置します。 

○ ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ ホームページ上に、共感した体験記への投票ボタンを配置し、最も共感を呼んだ
体験記をレポートいただいた方には更にびゅう商品券（5万円）をプレゼントします。 

 
Ⅲ 学生など若い方にオススメ！のＧＡＬＡ湯沢向けびゅうスキー商品をご用意いたします 

“比較的空いている平日だから、ゆったりと滑れて、お財布にもやさしい”、そんな学生など若い方におす

すめの水曜日・木曜日出発限定のおトクなスキー商品をご用意いたしました。 

○ 商品名：水曜日・木曜日はこんなにお得！「スペシャルＧＡＬＡ」 
○ 価 格：６，７００円（おとな１名、日帰り） 
○ 設定日：１月５日（木）～３月１５日（木）の水曜日・木曜日限定 
○ 内 容：往復の上越新幹線（限定列車の普通車指定席）＋ＧＡＬＡ湯沢のリフト＆ゴンドラ１日券 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＧＡＬＡ湯沢スキー場 駅改札口を出た先にあるＧＡＬＡ湯沢チケットカウンター 



 

Ⅳ プリンスホテルと共同プロモーションを実施し、おトクなびゅうスキー商品をご提供します 

東日本エリアに８つのスキー場を展開しているプリンスホテルと、若年層のスノーレジャー人口拡大に向

けて連携を強化します。 

１ プリンスホテルが苗場スキー場で開催する若者向け交流イベント「Ｗｉｎｔｅｒ Ｄａｙ Ｃａｍ
ｐ in ＮＡＥＢＡ」にびゅうスキー商品を購入いただいた方にお申し込みいただけます 

○ 開催場所：苗場スキー場 
○ 期  日：2月25日（土）、3月3日（土）（予定） 
○ 詳  細：商品概要等は別途ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ Facebook

やＪＲ ＳＫＩＳＫＩホームページでお知らせ
いたします。 

  ※「Ｗｉｎｔｅｒ Ｄａｙ Ｃａｍｐ in ＮＡＥＢＡ」では、雪の中
のハイキングやスノーシュー(西洋かんじき)、エアーボードなど、
スキー、スノーボード以外のスノーアクティビティを皆さまで体

験していただきます。ペアを組んで宝探しをしたり、雪で作った

テーブルと椅子で軽食を食べたり、普段はできない体験をお楽し

みいただきます。（内容は変更となる場合があります。） 
 

２ びゅうスキー商品をインターネットで購入するとうれしいポイントがついてきます 

○ 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くと、「ファーストトラック参加
無料」「スキー・スノーボード半額」「館内利用券」などのうれしいポイントがついてきます。 
※スキー場ごとにうれしいポイントは異なります。 

※「ファーストトラック」とは営業開始前の朝一番に誰も滑っていないゲレンデで滑ることができる企画です。 

※対象となるスキー場は「苗場スキー場」「かぐらスキー場」「六日町八海山スキー場」「軽井沢プリンスホテルスキー場」「万

座温泉スキー場」「妙高杉ノ原スキー場」「志賀高原焼額山スキー場」「雫石スキー場」です。 

 

３ 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を対象にプレゼントキャンペー
ンを実施します 

○ 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100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。 

○ 出発日が12月6日（火）から1月31日（月）までのびゅうスキー商品を購入いただいたお客さまは、
本キャンペーンに自動的にエントリーされます。当選された方へは発送をもってお知らせいたします。 

 
プリンスホテルとの共同プロモーションにつきましては、プリンスホテルでもリリースしております。プリンスホテルホームペー

ジ（http://blog.princehotels.co.jp/press/）よりご覧下さい。（12月6日発表） 

「Winter Day Camp in  NAEBA」イメージ 



ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ公式 Facebook ページのサイトイメージ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１ 

東北・上越・信州の各地域の 

「ＴＥＡＭ ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！」 

メンバーを紹介 

「ウォール」ボタン 

・ Facebook へのリンクを貼るほ
か、Facebook に掲載された投

稿内容の一部を見ることができ

ます。 

（その他、びゅうスキー商品のイン

ターネット購入のページやスキー向

け特別企画乗車券のページを見る

ことができます。） 

「Facebook ページを見る」ボタン 

①ＪＲ ＳＫＩＳＫＩホームページ 

②ＪＲ ＳＫＩＳＫＩ Facebook トップページ 

「Facebook ページを見る」ボタンをクリック 

「ウォール」ボタンをクリック

「いいね！」ボタン 

クリックすると Facebook 上の友人にＪＲＳＫＩＳＫＩ公式 Facebook

ページが紹介されます。 

東日本 花子さんがJRSKISKIのページについて「いいね！」と言

っています 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは！ぼくスノーウィー！ 

今回は、ＧＡＬＡ湯沢スキー場の〇〇さんからの 

情報だよ。 

・ TEAM PLAY SNOW！メンバー
の投稿を掲載します。 

（写真や動画も投稿できます）

・ TEAM PLAY SNOW！メンバー
の投稿に対する 、一般の

Facebook利用者からのコメン

トが掲載されます。 

・ 当社のびゅうスキー商品の新
着情報などを掲載します。 

こんにちは！ぼくスノーウィー！ 

今回は、ＧＡＬＡ湯沢スキー場の〇〇さんからの 

情報だよ。 

 

先日、私の好きなアニメキャラクターの雪像を作

りました。スキー場のどこにあるかは秘密です。 

（ヒント：意外と人が多いところです） 

見つけた方は、リフト券売り場に置いてあるアン

ケート用紙に感想を是非書いてください。皆さん

に褒めていただけたら第2弾を考えます。次はト

レインジャーでも作ろうかな？ 

〇〇スキー場  

積雪情報     

拡大 

③Facebook ウォール画面 

東日本花子さんと他 15名が「いいね！」と言っています。 

東日本花子今週末にガーラへ行くので早速探してみます。 

ＧＡＬＡ湯沢ホームページ画面 

「コメントする」ボタン 

Facebook会員がクリックすると投

稿に返事を書くことができます。 

東日本花子 

鉄道太郎 

「いいね！」ボタン 

Facebook会員がクリックすると他

に「いいね！」ボタンを押した人の

一覧が表示されます。 
ここへ掲載 



 
 

「ＴＥＡＭ ＰＬＡＹ ＳＮＯＷ！」（Facebook）参加スキー場 

2011 年 12月 6日現在 

No 県名 スキー場名 

1 青森県 ナクア白神スキーリゾート 

2  八甲田スキー場 

3 岩手県 安比高原スキー場 

4  雫石スキー場 

5  八幡平リゾートパノラマスキー場＆下倉スキー場 

6 秋田県 たざわ湖スキー場 

7 福島県 あだたら高原スキー場 

8  リステルスキーファンタジア 

9 群馬県 万座温泉スキー場 

10  水上高原スキーリゾート 

11 新潟県 GALA 湯沢スキー場 

12  かぐらスキー場 

13  苗場スキー場 

14  ＮＡＳＰＡスキーガーデン 

15  妙高杉ノ原スキー場 

16  六日町八海山スキー場 

17 長野県 軽井沢プリンスホテルスキー場 

18  志賀高原焼額山スキー場 

19  白馬五竜スキー場 

20  Ｈａｋｕｂａ47 ウインタースポーツパーク 

※参加スキー場は今後増える場合があります。 

別紙２ 
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