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東日本旅客鉄道株式会社 

 

「JR SKISKI」キャンペーン始動！ 
JR 東日本グループはスノーレジャー産業の活性化に取組みます！ 

 

 

 

Ⅰ 若者をターゲットに「JR SKISKI」キャンペーンを展開しスノーレジャーを盛り上げます。 

1 メディアミックスによる宣伝展開を実施します。 

 ○ キャッチコピー 

「ぜんぶ雪のせいだ。」 

 

 ○ 「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「川口春奈さん」と 4人組

バンドの「SEKAI NO OWARI」書き下ろしの楽曲で CM 展開を

図ります。 
・ 放映開始 12 月 3 日（火）夜から 

・ 使用楽曲 SEKAI NO OWARI「スノーマジックファンタジー」 
 

 ○ TOKYOFM「SCHOOL OF LOCK！」とタイアップし「JR SKISKI」特別番組を放送します。 

  「川口春奈さん」「SEKAI NO OWARI」が出演中の若者に人気

の TOKYOFM「SCHOOL OF LOCK！」と「JR SKISKI」キャンペ

ーンが連動し、「恋」をテーマに特別番組を放送します。 

番組特設サイトでは特別プレゼントも提供します。 
・ オンエアスタートは１月中旬～を予定 
※ TOKYOFM「SCHOOL OF LOCK！」は毎週月曜から金曜日 

夜 10 時から TOKYOFM をはじめとする JFN38 局で放送中 

 

○ JR 東日本グループではスノーレジャーブームの再燃を目指し、本シーズンも「JR SKISKI」キャンペ

ーンを展開します。 

○ 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、女優の「川口春奈さん」、4 人組バンド

の「SEKAI NO OWARI」とのタイアップによるテレビCMを放映します。また、テレビCMと連動したWEB

プロモーションなどにより若者へ効果的に情報を発信します。 

○ ご利用しやすいおトクな「びゅう」旅行商品などを発売するほか、各スキー場や他の企業と幅広くタ

イアップしたキャンペーンを展開します。 

○ 台湾をはじめとしたアジア市場をターゲットに、人気の「東京観光」と「雪遊び」を組み合わせる形で

プロモーションを展開し、スノーレジャーを通じた観光立国の推進に貢献します。 

 



 

○ CM と連動した WEB プロモーションと情報発信を行います。 

① みんなの投票でポスターが決まる！ 

  特設 Facebook ページにて、「JR SKISKI」春スキー用ポスターの投票を行います。あ

なたが選んだ川口春奈さんのポスターが、実際に駅構内に掲出されます。 
・ 投票開始 1 月上旬～（予定） 

 

② 各地のスキー場の旬の話題を取材！「SKI SKI★レポ」 

東北・上越・信越方面のスキー場を取材し、等身大の

表現でお勧め情報をお伝えします。今年は HP、

Facebook のほか、Instagram でも公式アカウントを設

置します。 
※ Instagram は画像を手軽に加工して共有することができる、

SNS（ソーシャルネットワークサービス）です。 

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

 

２ 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。 

 ○ 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 

・ 価  格 東京駅発着おとな（こども）1名様 

7,200 円（3,700 円） 

・ 設定期間 12 月 24 日（火）～3月 31 日（月） 

（平日限定・12 月 27（金）～1月 5 日（日）は設定無し） 

・ 内  容 往復新幹線（自由席） 
       ＋リフト＆ゴンドラ 1日券 
※12 月 5 日（木）発売予定 

  そのほか、レンタルスキー付き商品などおトクなびゅう商

品を多数ご用意しています。 

 

○ 「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 1掲載） 

  上越新幹線の列車・区間・席数限定「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 2013 年 12 月 21 日（土）～2014 年 5 月 6日（火） 
※ 「お先にトクだ値」は一部設定のない期間がございます。 

 

 

お先にトクだ値 

スーパーモバトク 

ガーラ湯沢駅設定 

インターネット限定 

平日新幹線自由席 

びゅう商品 



 

○ 朝からタップリ滑れる！上越方面のスキー場に便利な直通臨時列車を運転します。 
  

今シーズンは東京を６時台に発車する列車を更に増発します。上越エリアのスキー場

へのアクセスがますます便利になります。 

 
【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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 2014 年 2 月 28 日までの列車を掲載。 
※ 「ガーラ湯沢駅」直通列車は、週末に最大 16 往復運転します。 

 

３ タイアップによるキャンペーンを実施します。 

○ Suica が使えるスキー場とタイアップした「ゲレンデで、

Suica！」キャンペーン 

Suica が使えるスキー場 10 箇所とタイアップし、対象スキー場

で Suica を使うと Suica のペンギンオリジナル「シール」また

は「絆創膏」のいずれか 1点をプレゼントします。 

 

○ 「雪マジ！19」とタイアップしたキャンペーン 

㈱リクルートライフスタイルの実施している「雪マジ 19」とタ

イアップし、対象施設のびゅうスキー商品を購入いただいた「雪

マジ！19」会員のお客さまを対象に、プレゼントや割引などが

受けられるキャンペーンを実施します。 

 

○ 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「プリンスホテル宿泊券」があたります。 

※ タイアップキャンペーンの詳細は 12 月中に JR SKISKI キャンペーンサイトに
掲載します。 

 

苗場プリンスホテル 

列車名 運転日

Maxたにがわ 71号 東　京 6:16 ガーラ湯沢 7:33 12/21.22.28-1/5.11-13.18.19.25.26.2/1.2.8.9.11.15.16.22.23運転

Maxたにがわ 91号 東　京 6:28 ガーラ湯沢 7:49 12/21.22.28-31及び1/4-2/28の毎日運転

Maxたにがわ 401号 東　京 6:36 ガーラ湯沢 8:11 12/21-2/28の毎日運転

たにがわ 75号 東　京 7:20 ガーラ湯沢 8:50 12/21-2/28の毎日運転

Maxたにがわ 93号 東　京 8:00 ガーラ湯沢 9:28 12/21.22.1/1-5.11-13.18.19.25.26.2/1.2.8.9.11.15.16.22.23運転

Maxたにがわ 403号 東　京 8:04 ガーラ湯沢 9:38 12/21-2/28の毎日運転

Maxたにがわ 79号 東　京 8:32 ガーラ湯沢 9:56 12/21.22.1/1-5.11-13.18.19.25.26.2/1.8.9.15.16.22運転

たにがわ 81号 1/12.2/1.8.15.22運転

Maxたにがわ 81号 1/11運転

Maxたにがわ 311号 東　京 8:52 ガーラ湯沢 10:30 12/21-2/28の毎日運転

たにがわ 405号 東　京 9:44 ガーラ湯沢 11:20 12/21-2/28の毎日運転

発駅・発時刻 着駅・着時刻

上　野 8:54 ガーラ湯沢 10:12



Ⅱ アジア市場をターゲットに「雪遊び」で訪日旅行需要の掘り起こしに取り組みます。 

1 台湾でメディアミックスによる「雪遊び」のブームを創造します。 

○ 台湾で展開中の「東日本鐡道假期（東日本鉄道ホリデー）」プロモーションの基幹商

品である「東京玩雪（東京雪遊び）」商品の販売促進を目的とした大規模なメディア

ミックスプロモーションを、(株)びゅうトラベルサービスを通じて展開します。 

 

○ テレビ CM 放送、都市鉄道（MRT）ジャック（ラッピング・車内広告）に加え、新聞出

稿、「東日本鐡道假期」公式ポータルサイト、Facebook 等を通じて、「東京観光」と

「雪遊び」を組み合わせた形で訴求します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「東日本鐡道假期」を香港市場でも展開します。 

香港でも、「東日本鐡道假期」ポータルサイトを開設するほか、紙媒体や WEB 媒体へ

の出稿を通じて商品の販売促進を行います。 

 

３ 「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。 

  昨シーズンご好評をいただいた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、今シーズンも発

売中。（詳細は別紙 2掲載） 
 

  

 

【車体ラッピングイメージ】 

【TVCM イメージ】 【ポータルサイト、Facebook イメージ】



別紙1 

 
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：2013年12月21日～2014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 

※2013 年 12 月 27 日（金）～31 日（火）の下り列車、及び 2014 年 1 月 2 日（木）～5

日（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 

（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 6,900円 5,860円 1,040円 4,480円 2,420円 

上野～ガーラ湯沢 6,700円 5,690円 1,010円 4,350円 2,350円 

大宮～ガーラ湯沢 6,070円 5,150円 920円 3,940円 2,130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。 

       ※こども価格もあります。 

 

 

 

 

２ 「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：2013年12月21日～2014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 

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 

スーパーモバトク 

（32％割引） 
おトク額 

たにがわ 

（Max含

む） 

東京～ガーラ湯沢 6,900円 4,640円 2,260円 

上野～ガーラ湯沢 6,700円 4,490円 2,210円 

大宮～ガーラ湯沢 6,070円 4,120円 1,950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。 

※こども価格の設定はありません。 

 

 

 

 

「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/ 

「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 



別紙 2 
 

 
 

「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 2013 年 12 月 21 日～2014 年 5 月 6日 
◇ 発売期間 2013 年 11 月 21 日～2014 年 5 月 6日 
◇ 有効期間 1 日間 
◇ 発売箇所 ○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。 
※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「ゴンドラ券付きそり遊びセット」（往復のゴンドラ券＋ソリ・長靴・ 
手袋のセット）を大人900円・小児600円にて提供します。（通常価格大人2,400円・小児1,400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） 
 
【参考】 
「東京駅～ガーラ湯沢駅」の往復新幹線運賃・料金との比較（通常期・普通車指定席）  

通常：大人 13,800 円→大人9,000 円*  
*JR Kanto Area Pass（8,000 円）と GALA オプション券（1,000 円）を購入した場合 

 
また、これらの情報は多言語ホームページなどでご案内いたします。 
（英語） http://www.jreast.co.jp/e/  
（繁体字）http://www.jreast.co.jp/tc/  
（簡体字）http://www.jreast.co.jp/sc/  

   （韓国語）http://www.jreast.co.jp/kr/ 
 

4,800 円もおトクに GALA へ行けます！ 



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 

◇ 発売箇所 ○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」「スーパーこまち」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）。 

 

 

 

 

 


