2015 年 11 月 26 日
東 日 本 旅客鉄 道 株 式会 社

2015-2016「JR SKISKI」キャンペーンスタート！
日帰りスキー旅行商品は便利なオンラインで！
○ 毎年、若者に人気の「JR SKISKI」がスタート！本日より、TVCM や WEB プロモーションを開始し、
今シーズンもスノーレジャーを盛り上げます。
○ 今年のヒロインは、映画やドラマで活躍中の若手女優「山本舞香」さんと「平祐奈」さん。海外
でも人気のロックバンド「MAN WITH A MISSION」書き下ろしの楽曲が CM を盛り上げます！
○ 今シーズンの日帰りスキー旅行商品は 12 月４日（金）からオンラインでらくらく購入頂けます。
○
１ 「JR SKISKI」キャンペーン TVCM
タイプの違う女の子同士の友情をメインに、ゲレンデでしか味わえない冬の青春を描きます。
・放映開始 11 月 26 日（木）夜～

【JR SKISKI キャンペーンサイト
⑴

http://jr-skiski.com/ 】

キャッチコピー
「そこに雪はあるか。」

⑵

⑶

起用タレント

山本舞香（18）

平祐奈（17）

鳥取県出身。三井のリハウスの第 14 代目リハ
ウスガールでデビュー。ドラマ『それでも、
生きてゆく』
（CX）で女優として、雑誌『nicola』
専属でモデルとして活動をスタート。

兵庫県出身。小学６年生の時、映画『奇跡』
のオーディションに合格したことで女優
デビュー。今年は映画「案山子とラケット」
ドラマ「JK は雪女」共に初主演を飾る。

タイアップアーティスト・楽曲

アーティスト：MAN WITH A MISSION
楽曲：Memories
2011 年メジャーデビュー。頭はオオカミ、身体は人間
という究極の生命体 5 匹からなるロックバンド。ワンマ
ン公演は即日 SOLD OUT。
「Memories」は 11 月 27 日（金）
より iTunes 等音楽ダウンロードサイトで配信開始。
⑷

「JR SKISKI」公式 Twitter アカウントをオープン
スキーシーズン終了までキャンペーンやスキーに関する情報をお届けします。
情報提供のほか、「JR SKISKI」の Twitter 公式アカウントが出題するお題に合った内容を

Twitter でつぶやくと、抽選で合計 100 組 200 名さまに「新幹線で行くペア日帰りスキー旅行」
をプレゼントする「ハッシュタグキャンペーン」も実施します。

２

日帰りスキーに便利なオンラインびゅう旅行商品
12 月４日（金）14 時からオンラインで日帰りスキー旅行商品を購入いただけるようになりま
す。出発前日 18 時まで申込み可能で、JR 東日本の駅の指定席券売機で受取りが出来ます。

（商品例）
「日帰りスキー＆スノーボード ワンデーＧＡＬＡ」
・価
格
東京駅発着おとな（こども）１名様
平日出発往復限定列車利用の場合 10,900 円（6,100 円）
・設定期間
12 月 19 日（土）～３月 31 日（木）
・内
容
往復新幹線（指定席）＋リフト＆ゴンドラ 1 日券
・発 売 日
12 月４日（金）から
※１名さまよりお申込み可能
その他、レンタルスキー付き商品や宿泊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。
３

「えきねっと」「モバイル Suica」のおトクなきっぷ
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。
（詳細は別紙参照。）
・設定期間

2015 年 12 月 19 日（土）～2016 年５月８日（日）

※「お先にトクだ値」は一部設定のない期間があります。

４

新幹線でＧＡＬＡに行こう！ＧＡＬＡ湯沢スキー場へは上越新幹線の直通列車で
・今シーズンの「GALA 湯沢スキー場」は 12 月 19 日（土）に営業開始
・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 649 本運転
・ガーラ湯沢駅に直結する下り列車は、週末に最大 15 本運転
・日中時間帯は、越後湯沢駅～ガーラ湯沢駅間でシャトル列車を運転
【午前中到着のガーラ湯沢駅行き東京発直通臨時列車】
列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

運転日

Maxたにがわ71号

東京

6:24 ガーラ湯沢

7:41 12/19.20.26.27.30.３1.1/9-11.16.17.23.24.30.31.2/6.7.11.13.14.20.21.27.28運転

Maｘたにがわ401号

東京

6:36 ガーラ湯沢

8:16 12/19-2/29運転

たにがわ・Maxたにがわ73号

東京

6:44 ガーラ湯沢

7:59 12/19－2/29運転

Maxたにがわ471号

東京

7:08 ガーラ湯沢

8:39 12/19.20.23.26.27.1/9.10.16.17.23.24.30.31.2/6.7.11.13.14.20.21.27.28運転

たにがわ77号

東京

7:28 ガーラ湯沢

8:58 12/19-2/29運転(12/19.20は全車指定席で運転）

たにがわ・MaXたにがわ79号

東京

8:00 ガーラ湯沢

9:18 12/19.20.26.27.1/1-3.9-11.16.17.23.24.30.31.2/6.7.11.13.14.20.21.27.28運転

Maxたにがわ403号

東京

8:04 ガーラ湯沢

9:40 12/19-2/29運転

Maxたにがわ81号

東京

8:32 ガーラ湯沢

Maxたにがわ309号

東京

8:52 ガーラ湯沢

10:30 12/19-2/29運転

Maxたにがわ83号

東京

9:52 ガーラ湯沢

11:12 12/19-25.1/1-8.10-2/29運転

9:57 12/19.20.26.27.1/9.10.16.17.23.24.30.31.2/6.7.11.13.14.20.21.27.28運転

※2016 年２月 29 日までの列車を掲載。上り直通列車の時刻等は、時刻表にてご確認ください。

・日中時間帯は東京からの直通列車はございません。越後湯沢駅でガーラ湯沢行きシャトル臨
時列車の「たにがわ・Max たにがわ」号にお乗り換え下さい。

【越後湯沢駅～ガーラ湯沢駅間運転のシャトル臨時列車（全車自由席グリーン車なし）】
【上り】

【下り】
列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

列車名

運転日

発駅・発時刻

着駅・着時刻

運転日

Maxたにがわ101号 越後湯沢

11:11 ガーラ湯沢 11:14 12/26-31.1/9運転

Maxたにがわ100号 ガーラ湯沢 12:07 越後湯沢

12:10 12/19-2/29運転

Maxたにがわ103号 越後湯沢

11:50 ガーラ湯沢 11:53 12/19-2/29運転

Maxたにがわ102号 ガーラ湯沢 12:47 越後湯沢

12:50 12/19-2/29運転

Maxたにがわ105号 越後湯沢

12:33 ガーラ湯沢 12:36 12/19-2/29運転

Maxたにがわ104号 ガーラ湯沢 13:47 越後湯沢

13:50 12/19-2/29運転

Maxたにがわ107号 越後湯沢

13:18 ガーラ湯沢 13:21 12/19-2/29運転

Maxたにがわ106号 ガーラ湯沢 14:47 越後湯沢

14:50 12/19-2/29運転

Maxたにがわ109号 越後湯沢

14:04 ガーラ湯沢 14:07 12/19-2/29運転

Maxたにがわ108号 ガーラ湯沢 15:39 越後湯沢

15:42 1/1-5運転

※乗継列車は、時刻表にてご確認ください。

５

タイアップによるキャンペーン
⑴ 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 29 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、
「Suica の
ペンギン オリジナル防滴マルチケース」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。
※オリジナルグッズのデザインをお選びいただくことはできません。

【キャンペーンサイト

http://www.jreast.co.jp/suica/ski/ 】

※12/1（火）よりサイトオープン予定

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」会員対象の日帰りスキー
旅行商品を設定します。

６

訪日旅行客のお客さま向けにおトクなきっぷ
12 月 19 日（土）より訪日外国人旅行者向けのおトクなきっぷ「JR TOKYO Wide Pass」の利用
を開始します。
現在発売している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きっぷ「JR
Kanto Area Pass」に、新たに越後湯沢駅やガーラ湯沢駅をエリアに加えてリニューアルし、ス
ノーレジャーも楽しめるきっぷとなりました。GALA 湯沢スキー場でパスを提示された方に割引
などのおトクな特典もご用意しています。
詳細は、4 言語のウェブサイトで海外に向けて発信していきます。
（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/

別紙
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：2015 年 12 月 19 日～2016 年５月８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
※2015 年 12 月 29 日～31 日の下り列車、及び 2016 年１月２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

たにがわ
（Max 含む）
※
※
※

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

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

列車・座席数限定の商品です。
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。

「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

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：2015 年 12 月 19 日～2016 年５月８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
列車名

たにがわ
（Max 含む）

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

モバトク

おトク額

の価格

スーパー
モバトク

おトク額

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。
「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

