2021 年 10 月 27 日
東 日 本 旅客 鉄 道株 式 会社

「JR SKISKI」2021‐2022 キャンペーンを実施します
～「JR SKISKI」キャンペーンは今シーズンで 30 周年を迎えます～
今年の「JR SKISKI」は、いつもと違います！
〇「JR SKISKI」キャンペーンは今シーズンで 30 周年を迎えることから、30 周年を記念したプロモ
ーションや 30 周年記念プレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーンサイトでの 30 年間
のスノーレジャーのワンシーンを振り返る特別企画にご参加いただくことで素敵なプレゼント
が当たります。
〇エイベックス・エンタテインメント株式会社（以下、
「エイベックス」
）からは「JR SKISKI」キャ
ンペーン 30 周年を記念し、過去の「JR SKISKI」キャンペーンで使用された CM 映像、広告グラフ
ィック、CM ソングを一つのパッケージに収録した「JR SKISKI 30th Anniversary COLLECTION」
が発売されます。これに合わせ、エイベックスとのタイアップポスターを JR 東日本の主な駅で
掲出します。
スキー場までおトクに行けるきっぷや旅行商品をご用意し、スノーレジャーに行きたいとお考え
のお客さまの背中を後押しします。今年こそは、開放感のある雪山でスノーレジャーを楽しんで
みませんか。
１ 「JR SKISKI」2021-2022 キャンペーンの宣伝展開
⑴ キャッチコピー
もう一度、青春時代を過ごした、胸を熱くした「あの冬」へ、
JR 東日本が皆さんをお連れしたいという気持ちを込めました。

⑵

30 周年記念ロゴ

⑶

キャンペーン期間
2021 年 12 月 10 日（金）～2022 年３月 31 日（木）

⑷

ポスター掲出

①

エイベックスとのタイアップポスター
JR 東日本の主な駅でエイベックスとのタイアップ
ポスターを掲出します。
過去の CM やポスターを想起させる画像を使用して

おりますので、ぜひご覧いただき、お客さまにとって
の「あの冬」を思い出してみませんか。

②

「JR SKISKI」キャンペーン 30 周年記念ポスター
2021 年 12 月のキャンペーン開始に合わせ、30 周年記念ポスターを掲出します。詳細は改めて

お知らせします。
２ 「JR SKISKI」30 周年記念プレゼントキャンペーン
「JR SKISKI」キャンペーンが今シーズンで 30 周年となることを記念し、対象期間中に応募条件
を達成された方を対象に、素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。詳細は改めてお
知らせします。
３ キャンペーンサイトの開設
タイアップポスターの掲出と合わせ、キャンペーンサイトもプレ OPEN し、新幹線で行くおトクな
きっぷ情報やスキー＆スノーボード旅行商品をご紹介します。詳しくは以下の URL よりご覧くださ
い。なお、キャンペーンの開始に合わせて本格 OPEN する際には、30 年間のスノーレジャーのワンシ
ーンを振り返る特別企画に関する特設サイトも公開しますので、ご期待ください。
【開設日時】2021 年 10 月 28 日（木） 15 時より公開します。
【主な内容】○おトクなきっぷ情報のご紹介
○スキー＆スノーボード旅行商品のご紹介
○ガーラ湯沢駅までの臨時列車の情報
【URL】 https://jr-skiski.com/
４ スキー＆スノーボード旅行商品
今シーズンも往復の列車が付いた日帰り商品や、ガイドラインに従った適切な感染予防対策を行
っている宿をご利用いただける旅行商品などを、下記 WEB サイトまたはびゅうプラザにて発売予定
です。レンタルスキー付き商品やインターネット限定商品など、おトクなびゅう旅行商品を多数ご
用意しているほか、往復の列車・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」も発売予定です。
■びゅうトラベル スキー＆スノーボードツアー特集サイト
【URL】 https://www.jre-travel.com/seasonal/ski/
※2021 年 10 月 28 日（木）14 時より公開します。
※上記サイトでのご予約は出発日前日 23 時 40 分まで申込み可能
で（一部コースを除く）
、JR 東日本または JR 北海道管内の駅の
指定席券売機で受け取れます。
【商品発売日時】
○ダイナミックレールパック
2021 年 11 月１日（月）14:00
○JR＋宿泊、および宿泊のみ
○日帰り
2021 年 11 月 18 日（木）以降準備でき次第
５ 「新幹線 e チケット」サービス限定のおトクなきっぷ
上越新幹線の「えきねっとトクだ値（乗車券つき）
」「お先に
トクだ値（乗車券つき）
」にガーラ湯沢駅発着を設定します。
【利用期間】2021 年 12 月 11 日（土）～2022 年５月５日（木）
【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 50 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 50 分まで

【設定区間・発売額】
列車名

たにがわ

※大人１名・普通車指定席・片道利用の場合

設定区間

新幹線 e チケット
乗車券+指定席特急
券の価格（通常期）

えきねっと
トクだ値

おトク額

【15％割引】

お先に
トクだ値

おトク額

【35％割引】

東京⇔ガーラ湯沢

7,020 円

5,950 円

1,070 円

4,560 円

2,460 円

上野⇔ガーラ湯沢

6,480 円

5,490 円

990 円

4,200 円

2,280 円

大宮⇔ガーラ湯沢

6,150 円

5,210 円

940 円

3,990 円

2,160 円

※本商品はえきねっと会員限定、列車・席数・区間限定、インターネット予約限定の商品です。
※こども価格もあります。
※グリーン車用の設定もあります。
※新幹線の「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」及び「お先にトクだ値（乗車券つき）」は、
「特定都区市内制度」が適用されません。
新幹線の「えきねっとトクだ値（乗車券つき）」および「お先にトクだ値（乗車券つき）」は、「新幹線 e チケットサ
ービス」限定商品です。ご利用にはあらかじめ Suica などの IC カードの登録が必要です。なお、通常のきっぷと比べて、
変更や払戻しなどのご利用条件が異なります。詳しくは、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 URL】 https://www.eki-net.com/top/tokudane/

６ 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！
ガーラ湯沢駅直結の GALA 湯沢スキー場へは、快適・便利な新幹線で、
東京駅から最速 74 分のダイレクトアクセス。キャンペーン期間中は、
臨時列車を運転します。
※GALA 湯沢スキー場のゲレンデオープン情報は、お出かけ前にご確認
ください。
【URL】 https://gala.co.jp/winter/
■東京駅発ガーラ湯沢駅行きの主な下り直通列車
列車名

発駅

時刻

着駅

時刻

たにがわ 401 号

6:36

8:10

たにがわ 73 号

6:44

7:58

たにがわ 75 号

7:00

8:28

たにがわ 471 号

東京

7:36

ガーラ湯沢

9:03

たにがわ 403 号

8:04

9:40

たにがわ 83 号

9:52

11:19

たにがわ 405 号

17:12

18:42

※2022 年２月 28 日（月）までの列車を掲載しています。

運転日
12/11-31
1/1-31
2/1-28
12/11-31
1/1-31
2/1-28
12/11.12.18.19.25.26
1/2.3.8-10.15.16.22.23.29.30
2/5.6.11-13.19.20.23.26.27
12/11-31
1/1-31
2/1-28
12/11-31
1/1-31
2/1-28
12/11-28
1/1-31
2/1-28
12/11-31
1/1-31
2/1-28

【参考①】JR 東日本の安全・安心の取組み
お客さまに安心してご旅行いただくために「JR 東日本の新型コロナウイルス感染症に対する取組
み」について、特設ページで情報発信しています。
（https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/）

【参考②】

エイベックスより、過去の CM 映像、広告グラフィック、CM ソングを一つの
パッケージに収録した「JR SKISKI 30th Anniversary COLLECTION」が、2021 年
12 月 22 日にスタンダードエディション、2022 年３月 30 日にデラックスエディ
ションという２形態で発売されます。CM 映像、広告グラフィックもパッケージ
として収録された本作品は、スノーレジャーに行きたいとお考えのお客さまを
刺激すること間違いナシ！詳細はエイベックスの特設サイトをご確認ください。
【特設サイト URL】 https://jr-skiski-30th-collection.com
【CD 収録曲】
DISC1

DISC2

01：[1991-1992] Choo Choo TRAIN / ZOO

01：[2006-2007] Snowdome / 木村カエラ

02：[1992-1993] YA-YA-YA / ZOO

02：[2012-2013] 雪の音 / GReeeeN

03：[1993-1994] Ding Dong Express / ZOO

03：[2013-2014] ｽﾉｰﾏｼﾞｯｸﾌｧﾝﾀｼﾞｰ / SEKAI NO OWARI

04：[1994-1995] Angelic Dream / ZOO

04：[2014-2015] ヒロイン / back number

05：[1995-1996] DEPARTURES / globe

05：[2015-2016] Memories / MAN WITH A MISSION

06：[1996-1997] Can't Stop Fallin' in Love / globe

06：[2016-2017] SNOW SOUND / [Alexandros]

07：[1997-1998] 春はまだか / 浜田雅功

07：[2018-2019] ホワイトマーチ / sumika

08：[1998-1999] Winter, again / GLAY

08：[2019-2020] 白銀 / Eve
09：[2020-2021] メレンゲ / マカロニえんぴつ

別紙
「スキー＆スノーボード」おすすめ旅行商品について≪商品の一例≫
「スキー＆スノーボード上越・信州・東北」
（2021 年 11 月１日発売）
■ホテルグリーンプラザ上越
・価
格：東京駅発着おとな１名／洋室(ツイン)利用２・３名定員
18,600 円～46,100 円
・設定期間：2021 年 12 月 11 日（土）～2022 年３月 30 日（水）
・内
容：往復上越新幹線（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滞在中付
※利用スキー場は１日単位のチョイスとなり、１日の中で
両方のスキー場はご利用できません。
■軽井沢プリンスホテル(ウエスト本館)
・価
格：東京駅発着おとな１名／洋室(ツイン)利用２・３名定員
24,600 円～61,900 円
・設定期間：2021 年 12 月１日（水）～2022 年３月 30 日（水） ※一部除外日あり
・内
容：往復北陸新幹線「はくたか号」または「あさま号」（普通車指定席）＋１泊朝食付
軽井沢プリンスホテルスキー場リフト１日券付
■ホテル安比グランド
※12/16 より IHG グループにブランドチェンジし、ANA クラウンプラザリゾート安比高原となります。
・価
格：東京駅発着おとな１名／本館・洋室（ツイン）利用１～５名定員
37,200～99,300 円
・設定期間：2021 年 12 月 25 日（土）～2022 年３月 20 日（日）
・内
容：往復東北新幹線（普通車指定席）＋１泊朝食付リフト１日券付き

「スキー＆スノーボード日帰り」（2021 年 11 月 18 日以降準備でき次第）
■ワンデーＧＡＬＡ
・価
格：東京駅発着おとな１名／10,600 円～18,800 円
・設定期間：2021 年 12 月 18 日（土）～2022 年３月 31 日（木）
・内
容：往復上越新幹線（普通車指定席）＋リフト１日券付(利用時間 8:00～17:00)
※WEB 限定商品。

