
     
 

2019 年 12 月 18 日 

報道関係各位                                    

双日商業開発株式会社 

 

那須ガーデンアウトレットがレジャーやショッピングのお得な提携企画を 3 社と実施

NEXCO 東日本【ドラ割】ウィンターパス 2020 

東急グループ マウントジーンズ那須 往復無料シャトルバス運行 

JR 東日本 びゅう旅行商品 お買い物券付き東京発の新幹線往復乗車券 

 

双日商業開発株式会社（東京都中央区 代表取締役 近藤哲生）が運営するアウトレットモール 

「那須ガーデンアウトレット」（栃木県那須塩原市）では、この冬、NEXCO 東日本 ドラ割「ウィ

ンターパス 2020」の優待施設としての提携、ならびに東急グループ「マウントジーンズ那須」（栃

木県那須郡那須町）との提携企画および「JR 東日本 びゅう旅行商品（インターネット限定商品）」

との提携企画を実施いたします。 

 

■NEXCO 東日本 【ドラ割】ウィンターパス 2020 の優待施設として提携 

ゲレンデまでの往復高速道路料金がお得となる企画。この申込完了画面をご提示いただくと施設内

84 店舗で割引や様々な特典が受けられる「リゾレットクーポン」を差し上げます。 

■那須塩原駅➡那須ガーデンアウトレット➡マウントジーンズ那須 往復無料シャトルバス運行 

那須ガーデンアウトレットの駐車場にマイカーをとめてバスでマウントジーンズ那須スキー場へ。

雪道の不安も解消でき、帰りにアウトレットショッピングも楽しめます。 

■「JR 東日本 びゅう旅行商品」首都圏から新幹線往復でお得にラクラク日帰り お買い物券付 ■ 

東京発着の新幹線往復乗車券と那須ガーデンアウトレットの 1,000 円分の共通お買い物券付きで

大人 1 名 9,000 円のお得なお買い物券付きパック。新幹線でラクラク日帰り、お得に那須観光と那

須ガーデンアウトレットでショッピングをお楽しみいただけます。（インターネット限定商品） 

 

那須ガーデンアウトレットは、今後も那須エリアのハブ施設として、地域との連携を図り、今後も

さらなるロイヤルリゾート「那須」の魅力を伝える企画や取り組みを行ってまいります。 

      

マウントジーンズ那須でウインタースポーツ×那須ガーデンアウトレットでショッピング 



     

 

■ マイカーでお得にスキー×ショッピング NEXCO 東日本ドラ割「ウィンターパス 2020 」■ 

那須ガーデンアウトレットは、NEXCO 東日本 ドラ割「ウィンターパス 2020」の優待施設とし

て提携いたしました。「ウィンターパス 2020」の申込完了画面をご提示いただきますと施設内 84

店舗で割引など様々な特典が受けられる「リゾレットクーポン」を差し上げております。 

このプランは、指定の発着地点から目的地までの往復料金がセットになっており、時間帯に

よっては、深夜割引や休日割引といった ETC 割引を利用するよりもお得で、首都圏・仙台・

新潟・北陸から主要な各スノーリゾートへマイカーにてご利用の場合に大変お得な割引企画です。 

例えば、高速道路を使って、往路を川口ジャンクション（JCT）から那須高原スマート IC

まで、復路で那須 IC から川口 JCT までを走行する場合、平日昼間通常料金では合計 8,360 円

となるものの、ドラ割「ウィンターパス 2020」を利用すると 6,100 円となり、2,260 円お得

になります。利用期間は、12 月 6 日から 27 日までと、2020 年 1 月 6 日から 4 月 6 日のうち

連続する最大 3 日間で、クリスマス時期や祝日、また日帰りでの利用も可能です。 

  

 

 

※詳しくは NEXCO 東日本のドラ割「ウィンターパス 2020」をご覧ください。 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/2020_winter_pass/ 

 

 

 

 

 

 



     

 

■ 那須塩原駅西口➡那須ガーデンアウトレット➡マウントジーンズ那須  

往復無料シャトルバス運行中 

那須ガーデンアウトレットの駐車場にマイカーをとめてバスでスキー場へ。雪道の不安も解消で

き、帰りにアウトレットショッピングも楽しめます。 

マウントジーンズ那須は、東京からのアクセスのしやすさや晴天率の高さが魅力のスキー場です。

スキーやスノーボードはもちろん、ファットバイクやスノーラフティングなどのアクティビティも

楽しめます。また、キッズパークも大変充実しており、ファミリーにもおすすめです。 

那須ガーデンアウトレットからマウントジーンズ那須までの往復無料シャトルバスは完全予約

制（WEB 予約システムのみ）となっております。 

※詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.mtjeans.com/winter/access/ 

 

 

【マウントジーンズ那須】 

住  所 栃木県那須郡那須町大字大島 

 営業時間 8:30～16:30 

 オープン予定日 2019 年 12 月 20 日（金） 

 クローズ予定日 2020 年 3 月 22 日（日） 

 

■「JR 東日本 びゅう旅行商品」首都圏から新幹線往復でお得にラクラク日帰り お買い物券付 ■ 

びゅう旅行商品では、東京発着の新幹線往復乗車券と那須ガーデンアウトレットの 1,000 円分の

共通お買い物券付きで大人 1 名 9,000 円のお得なお買い物券付きパックをご用意しています。 

新幹線でラクラク日帰り、お得に那須観光と那須ガーデンアウトレットでショッピングをお楽しみ

いただけます。（インターネット限定商品） 

※除外日:2019年 12月 27日（金）～2020年 1月 5日（日）、2月 4日（火） 

※詳しくはこちらをご覧ください。 

https://view.eki-net.com/ 



     

■ クリスマス＆ウインターセール 情報 ■ 

◆期間：12 月 21 日（土）～12 月 31 日（火） 

    ※12/31（火）は 18:00 までの営業となります。 

◆概要：「光の演奏会」をイメージした約 20 万球のイルミネーションが色鮮やかに光を奏でる中、

今すぐ着られる本格アウターからクリスマスギフトまで、クリスマス&ウインターショッ

ピングをお楽しみいただけます。「フランフランバザー」では、クリスマスアイテムを 2

点以上お買い上げで、レジにてさらに 50%OFF となるなど、各店今のシーズンにピッタ

リの商品をお得に取り揃えてお待ちしております。 

    ※各店舗のセール内容の詳細は、ホームページをご覧ください。 

 

■ 元旦 9 時より販売スタート 那須ガーデンアウトレット「福袋」 情報 ■ 

◆期間：1 月 1 日（祝・水）～1 月 3 日（金） 

    ※年始の営業時間 1 日（祝・水）～3 日（金） 9:00～19:00 

◆内容：下記の掲載店舗は、参加店舗の一部となります。 

※詳しくは 12 月 30 日（月）にホームページ上にてお知らせいたします。 

◆福袋出品店舗 

◇ファッション 

アーバンリサーチ ウェアハウス／エドウィンアウトレットショップ／ギャップ／ 

クロコダイル／タカキューアウトレット／ナノ・ユニバース／ 

パルグループアウトレット／マックレガー 

◇ファッショングッズ 

 エースアウトレット／コーチ／コーチ メンズ／ジンズ／チュチュアンナ／トリンプ／ 

 ヒップショップ／ライフスタイル ステーション 

◇スポーツ&アウトドア  

 有賀園ゴルフテラス／アンダーアーマー ファクトリーハウス／エービーシー・マート／ 

 エム・ユー スポーツ／プーマアウトレット／フェニックス・カッパ 

◇ライフスタイルグッズ &フーズ 

 イオンペット／ヴァイスヴァーサ／サンクゼール・ワイナリー／ 

ティファール アウトレットストア／那須ロイヤルベリーズ ファーム／西川アウトレット 

◇レストラン&サービス 

 果汁工房 果琳／チーズガーデン／デリフランス 



     

 

■ 共通お買い物券やマウントジーンズ那須リフト 1 日券が当たる「お年玉抽選会」 ■ 

◆期間：1 月 1 日（祝・水）～1 月 3 日（金） 

◆内容：上記期間中、那須ガーデンアウトレットで購入したレシートを抽選会会場にて提示 

    ※期間中の合算レシート 5,000 円（税込）ごとに、1 回の抽選。 

◆賞品：＜特賞＞共通お買物券 10,000 円（5 名様） 

＜A 賞＞共通お買物券   5,000 円（10 名様） 

＜B 賞＞共通お買物券   1,000 円（100 名様） 

＜C 賞＞共通お買物券     500 円（1,500 名様） 

＜マウントジーンズ那須賞＞ リフト１日券ご招待券×100 名様 

※上記の他、すべての参加者に「参加賞」がございます。 

 

 

【那須ガーデンアウトレット施設概要】 

名 称 那須ガーデンガーデンアウトレット 

所在地 栃木県那須塩原市塩野崎 184-7 

電話番号 0287-65-4999（代表） 

店舗数 140 店舗（2019 年 12 月 5 日現在） 

営業時間 10:00～19:00（季節・曜日により変動） 

ホームページ https://www.nasu-gardenoutlet.com/ 

 

【リリースに関する問い合わせ】  

双日商業開発株式会社 那須ガーデンアウトレット マネジメントオフィス（担当：松本・橘）  

TEL: 0287-65-4999 FAX:0287-65-5999 Email：matsumoto@mallage.com 

https://www.nasu-gardenoutlet.com/

