
                 

 

 

 

 

2014年 8月 22日 

 

 

秋のやまなしキャンペーン 

「My Premium 山梨 空に、大地に。」いよいよスタートです！ 

 

 
 

 

 

１ キャンペーンオープニングセレモニーの実施 

(1) 開 催 日  2014年 8月 29日（金） 

(2) 開催時間  15時 00分頃～15時 20分頃 

(3) 開催場所 上野駅中央改札外グランドコンコース イベントステージ 

(4) 内 容  ・山梨県知事 挨拶 

・東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社長 挨拶 

・東日本旅客鉄道株式会社 甲府駅長 挨拶     
 

 

２ 期間中の主な臨時列車 

秋の山梨の魅力をお楽しみいただくために、多彩な車両による臨時列車を運転します。 

 (1) 秋の味覚「ぶどう狩り」をお楽しみいただくお座敷列車 

①快速「お座敷山梨ぶどう狩り号」 

【 運転日 】 9月 6日（土）～28日（日）までの毎土休日 

【運転区間】 <下り>千葉（8:29）⇒甲府（11:08） ※9/13.14は甲府着 11:12 

<上り>甲府（16:37）⇒千葉（19:37） 

【 編  成 】 485系 6両「ニューなのはな」(全車グリーン車指定席) 

 

②快速「お座敷ぶどう狩り号」（大船発着／東海道線・武蔵野貨物線経由） 

【 運転日 】 9月 6日（土）、7日（日）、20日（土）、21日（日） 

【運転区間】 <下り>大船（7:27）⇒甲府（10:32） 

<上り>甲府（16:13）⇒大船（19:21） 

【 編  成 】 485系 6両「華」(全車グリーン車指定席) 
 
③快速「お座敷ぶどう狩り号」（川崎発着／南武線経由） 

【 運転日 】 9月 13日（土）～15日（月・祝）、23日（火・祝）、27日（土）、28日（日） 

【運転区間】 <下り>川崎（7:53）⇒甲府（10:32）  

<上り>甲府（16:13）⇒川崎（19:06） 

【 編  成 】 485系 6両「華」(全車グリーン車指定席) 

 

(2) 大宮・武蔵野線エリアから運転する列車 

特急「むさしのかいじ」（武蔵野線経由）※初運転 

【 運転日 】 9月 27日（土）、28日（日） 

【運転区間】 <下り> 大宮（8:14）⇒甲府（10:21） 

<上り> 甲府（17:07）⇒大宮（19:07） 

【 編  成 】 253系 6両(全車普通車指定席) 

 

9 月 1 日（月）より、山梨の魅力や観光情報を発信する秋のやまなしキャンペーン「My Premium 山梨 
空に、大地に。」がいよいよスタートします。 
 キャンペーンのスタートを前に、8 月 29 日（金）に JR 上野駅の特設会場にて、オープニングセレモニー
を実施します。11 月 30 日（日）までの期間中、山梨の魅力に出会えるさまざまな旅行商品・イベントを取
り揃えて、お客さまをお迎えいたします。この秋は、魅力いっぱいの山梨へぜひお出かけください。 

オープニングセレモニー 

(昨年の様子) 

【485系 ニューなのはな】 

【485系 華】 

【253系】 



                 

 

(3) 紅葉の見頃や山梨ヌーボー解禁の時期に合わせて運転する列車 

① 快速「秋の山梨 お座敷紅葉＆ワイン号」 

【 運転日 】 11月 1日（土）～3日（月・祝） 

【運転区間】 千葉(8:29)⇒甲府(11:36) 

              甲府(16:37)⇒千葉(19:37) 

【 編  成 】 485系 6両「華」(全車グリーン車指定席) 
 
② 快速「秋の山梨 いろどり紅葉＆ワイン号」 

   【 運転日 】 11月 8日（土）・9日（日） 

 【運転区間】千葉(8:29)⇒竜王(11:42) 

竜王(16:22)⇒千葉(19:37) 

   【 編  成 】 485系 6両「いろどり」（全車グリーン車指定席） 
 
③ 快速「My Premium 山梨」 

磐越西線で運転されている「ばんえつ物語号」の客車が初めて中央線を走ります。車窓から富士山や

南アルプスなどの眺望や沿線の紅葉をお楽しみいただけます。 

【 運転日 】 11月 16日（日） 

【運転区間】 甲府(11:05)⇒小淵沢(12:26) 

小淵沢(13:03)⇒甲府(14:01) 

【 編  成 】 12系 7両（グリーン車指定席 1両・普通車指定席 4両・展望車等 2両） 
 

 

 

 

 

  

 

                  【グリーン車外観】               【オコジョ展望車両（展望スペース＆フリースペース）】 

            ※客車の前後に電気機関車を連結して運転します。 

 

(4) 世界文化遺産「富士山」エリアへの便利な列車 

① 特急「成田エクスプレス」河口湖延長 

【 運転日 】 11月 30日（日）までの毎土休日 

【運転区間】 <10号> 成田空港（9:15）⇒河口湖（12:43） 

<41号> 河口湖（14:13）⇒成田空港（17:29） 

【 編  成 】 E259系 6両 

(グリーン車指定席 1両・普通車指定席 5両) 

※富士急行線内で一部指定券なしでご乗車いただける車両があります） 
 
② 快速「リゾートやまどり富士山」 

【 運転日 】 10月 11日（土）・12日（日） 

11月 22日（土）・23日（日） 

【運転区間】 高崎(6:17)⇒河口湖(10:18)  ※10/11・12            

          高崎(6:53)⇒河口湖(11:00)  ※11/22・23 

河口湖(16:17)⇒高崎(20:27) 

【 編  成 】 485系 6両「リゾートやまどり」（全車普通車指定席） 
 
③ 快速「お座敷紅葉＆富士山号」 

【 運転日 】 11月 15日（土）・16日（日）・22日（土）～24日（月・祝） 

【運転区間】 新宿(7:39)⇒河口湖(10:18) 

河口湖(17:26)⇒新宿(19:51) 

【 編  成 】 485系 6両「華」（全車グリーン車指定席） 

 

【Ｅ259系】 

【485系 リゾートやまどり】 

【485系 いろどり】 



                 

 

３ 秋の山梨を楽しむ旅行商品 

 山梨の「人」「旬の恵みと自然」「世界遺産富士山」に出会う旅行商品や観光情報を紹介するパンフレットを

発行します。 

 

(1) 「My Premium 山梨」 

  地元の農園主やガイドの方が語る山梨の魅力や観光スポットを紹介して、山梨への旅を 

提案する今回のキャンペーンのメインパンフレットです。 

 

(2) 「旅市」 

   地域の方々とのふれあいを通じて、東日本各地の文化・歴史・産業・食など、その土地なら 

ではの魅力を実感していただく体験型・参加型の旅行商品です。 

山梨県で設定するコースは、「村岡花子ゆかりの地『甲府』でサドヤのワイナリーランチと 

ジュエリー体験」(新規)と「富士信仰の面影をたどる旅」の 2 コースです。    

          

(3) 「山梨ぶどう狩り」 

山梨に宿泊して朝一番のぶどう狩りをお楽しみたいただくコースが新登場です。また、昨年 

ご好評いただいた、りんご狩りも一緒に楽しめる「Ｗ狩りプラン」を継続設定しました。 

 

(4) 「山梨日帰りの旅」 

   爽やかな八ヶ岳高原でランチをお楽しみいただくコースが新登場です。 

 

(5) 「Vin de Yamanashi」 

瀟洒な佇まいのワイナリー「サドヤ」（甲府市）で、ランチとワイナリー見学を楽しむコースが 

新登場です。 

 

(6) 「山梨富士周遊の旅 びゅうばす富士山号」 

   石和温泉を起点に、河口湖駅を経由して富士山五合目を観光するコース（10月まで）と 

「富士河口湖紅葉まつり」や忍野八海などを巡るコース（11月）をご用意しました。 

 

 (7) 「若き醸造家と行く ワイン列車の旅」 

11月 30日（日）に、お座敷列車内で山梨のワイナリーの方々によるワインセミナーやテイ 

スティングを行い、ワイナリーを見学するツアーを実施します。(※団体専用列車による旅行商品の設定) 

 

４ 秋の山梨を歩いて楽しむイベント 

(1) 山梨県立大学学生と甲府駅社員のコラボレーションによる「えきぽ」 

山梨県立大学学生と甲府駅社員が協力して、甲府駅周辺の魅力が詰まったコースをつくり、期間限定で設定 

しました。地元の学生ならではの視点を活かして、おすすめのスポットやショップなどをコースに組み込んでいま 

す。コースに隠された、JRの山梨キャラクター「モモずきん」が持つキーワードを集めるとオリジナル缶バッジをプ

レゼントします。 

① 実施期間  2014年 9月 1日（月）～11月 30日（日） 

② コース名  「歩けし！見ろし！食べろし！甲府 Treasure Hunt ～新たな魅力(たから)を探す旅～」 

③ 歩行距離  約 3ｋｍ 

④ 歩行時間  約 1時間 20分（施設での見学時間等除く） 

 

 

 

 

 

 

 

【コース】 

ＪＲ甲府駅⇒（豊川稲荷神社）⇒丸十パン本店⇒甲府市役所 10階展望ロビー⇒（銀座富士アイス）⇒ 

株式会社三枝豆店⇒柳町大神宮⇒（ボンマルシェ<レストラン>）⇒舞鶴城公園⇒ＪＲ甲府駅 

※（   ）内はチェックポイントではありませんが、街のおすすめスポットとしてご紹介しています。 

モモずきん 



                 

 

 

(2) えきぽ 缶バッジプレゼントキャンペーンの実施 

山梨県内の対象えきぽコースを踏破して、スマートフォンの「駅スタンプ画像」（踏破証明画面）を駅改札係

員に提示していただくと、各コース先着 50名さまにオリジナル缶バッジをプレゼントします。 

① 実施期間 2014年 9月 1日（月）～11月 30日（日） 

② コース 

・上野原駅   「四季を楽しむ五感の森八重山ハイキング」 

・大月駅     「川のせせらぎと共に歩く」 

・塩山駅     「一葉の里を歩く」 

・山梨市駅   「絶景の甲府盆地と富士山パノラマハイキング」 

・石和温泉駅 「ぶらぶら歴史散策」 

・酒折駅    「甲斐善光寺とワイナリーめぐり」 

・甲府駅    「甲府 山裾古（いにしえ）の道」 

・竜王駅    「ミレーの絵画と山県大弐を訪ねる」 

・塩崎駅    「旧甲州道中の歴史と面影を楽しむ」 

・韮崎駅    「甲斐武田のルーツを訪ねる『武田の里』」 

・小淵沢駅   「八ヶ岳南麓の高原リゾート散策」 

③ 引き換え 

    上記各駅の改札窓口で 9：00～18：00に行います。（ただし、酒折駅・塩崎駅は 16：00まで） 

  

(3) 駅からハイキングの実施 

① 9月 30日（火）まで  富士急行線・富士山駅 

     「『天地の境』 富士山五合目からの眺望を楽しむハイキング」（富士急行共同開催／インバウンド兼用) 

② 10月 8日（水）～11月 30日（日）  中央本線・勝沼ぶどう郷駅 

「ぶどうの郷のワイナリー探訪と秋の寺町散策」 

※11月 9日（日）は、日本初のワイン醸造会社として設立され、現在は資料館となっている「宮光園」を 

「勝沼コンシェルジュ」がご案内します。（午前・午後各１回） 

③ 10月 5日（日）・10月 11日（土）～11月 16日（日）  中央本線・小淵沢駅 

「歴史ある小淵沢 信玄公の野望に思いを馳せる棒道ウォーキング」  

    ※10 月 5 日（日）は同コースを事前予約制の「イベントコース」として実施します。当日は、ゴールの「平山郁

夫シルクロード美術館」で「ワイン＆クラフトフェスタ」イベントが開催され、シルクロード４か国のワインのテ

イスティングやミニジャズライブなどをお楽しみいただけます。 

④ 11月 1日（土）～11月 24日（月・祝）  富士急行線・河口湖駅 

「秋の富士山と富士河口湖紅葉まつりを歩く」（富士急行共同開催／インバウンド兼用) 

  

５  地域再発見プロジェクト「やまなし産直市」等の観光ＰＲイベント 

(1) 上野駅での「やまなし産直市」の開催 

秋のやまなしキャンペーン「My Premium 山梨 空に、大地に。」をより多くのお客さまに楽しんでいただ 

けるように、キャンペーン直前の 3日間、上野駅にて、公益社団法人やまなし観光推進機構との共催で 

「やまなし産直市」を開催します。山梨県産の旬な果物、野菜、ワイン、スイーツ、加工品などを販売する 

ほか、観光ＰＲブースやイベントステージを設けて、秋の山梨の観光スポットやイベントをご紹介します。 

① 開催日時  8月 28日（木）・29日（金）・30日（土）  11時～20時（30日は 17時まで） 

② 開催場所 上野駅中央改札外グランドコンコース 

③ 主   催 東日本旅客鉄道株式会社 

④ 共   催 公益社団法人やまなし観光推進機構 

⑤ 運営会社 株式会社ジェイアール東日本商事 

⑥ 出 店 者 有限会社ぶどうばたけ・岩窪農場・株式会社山梨県産品センター・ 

甲州市勝沼ぶどうの丘（初出店）・有限会社山の湯宿はまやらわ（初出店） 

 

 

 



                 

 

 

⑦ 物販会場 

山梨県の美味しい果物、野菜、加工品、工芸品、ワイン、スイーツなどを販売します。 

【販売品目】 ぶどう（ぶどうばたけ）、農産物（岩窪農場）、加工品、お菓子、工芸品（山梨県産品センタ

ー）、ワイン（ぶどうの丘）、スイーツ（山の湯宿はまやらわ） 

 ※商品は約 200品目を取り扱う予定です（おすすめ商品は別紙参照） 
⑧ 観光ＰＲブース 

山梨県内各地の紅葉やぶどう畑をイメージしたブースを設置し、秋の山梨を堪能できる観光スポットや 

おすすめの旅行商品をご案内します。 

⑨ イベントステージ 

オープニングセレモニーのほか、山梨にゆかりのある金管ブラスバンド等による演奏、ＪＲの山梨キャラ 

クター「モモずきん」や山梨県観光 PR キャラクター「武田菱丸」をはじめとする「ゆるキャラ」との写真撮影

会、県内市町村による観光 PRなど、バラエティに富んだ催しを行います。 

また、富士山のポスターや世界文化遺産の構成資産のパネルを展示し、富士山の魅力を発信します。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 横浜駅での「やまなし産直市 in横浜」の初開催 

 山梨の魅力溢れる観光情報や旬の農産物、名産品が横浜駅に集結します。 

① 開催日時   9月 18日（木）～9月 20日（土）  11時～20時（20日は 18時まで） 

② 開催場所  横浜駅 西口イベントスペース 

③ 運営会社  株式会社 ＪＲ東日本リテールネット 

 

(3) 「山梨のもの」の開催 

 東日本各地の銘菓・地酒・加工品といった「旬のもの」「地のもの」「縁（ゆかり）のもの」を販売する地産品

ショップ「のもの」において、「山梨のもの」を開催し、山梨の魅力ある地産品をご紹介します。 

 

① のもの上野店「山梨のもの」 

 ・開催期間  8月 27日（水）～9月 15日（月・祝） 

 ・営業時間  物 販：平日 11時～22時  土日祝日 10時～21時 

          カフェ ：平日 7時～22時  土日祝日  7時～21時 

 ・場    所 上野駅中央改札外グランドコンコース（ガレリア内） 

 

② のもの秋葉原店「山梨のもの」（初開催） 

 ・開催期間  9月 8日（月）～21日（日） 

 ・営業時間  物  販：全日 11時～21時 

 ・場    所  秋葉原駅中央改札横（改札内） 

 

 

 (4) 八王子駅「やまたまや」で山梨の魅力ある地産品を販売 

8月 20日（水）八王子駅構内に、山梨・多摩地域の魅力を発信する地産品ショップ「やまたまや」がオープ

ンいたしました。秋の山梨キャンペーン期間中は「やまたまや」店頭において、山梨の旬の野菜や果物など

を取り揃え、山梨の魅力をご紹介します。 

※上記(1)～（4）の期間・場所・内容等は、都合により変更になる場合がございます。 

 

「産直市」 
ステージ演奏 

（昨年の様子） 

 産直市・観光 PRブース 

（イメージ） 

 上 野 駅 

イベントステージ 

のもの上野店 

のもの秋葉原店 

 



                 

 

６ 山梨の味覚を楽しむ記念弁当・オリジナル商品の発売 

山梨の味覚を堪能していただける記念弁当・オリジナル商品を期間限定で販売いたします。 

(1) 「甲州ワインビーフ弁当」 

・販売価格  1,100円（税込） 

・商品詳細 甲州ワインビーフを甘辛のすき煮にしてご飯に敷き詰め、白滝煮、玉葱煮、味付玉子を添え

ました。 

・販売期間 9月１日（月）～11月 30日（日） 

       ※8月 28日（木）から「やまなし産直市」開催にあわせ、上野駅の各売店にて先行販売します。 

・販売場所 株式会社日本レストランエンタプライズが運営する弁当売店（ＪＲ東京駅、上野駅、新宿駅、品

川駅、大宮駅、八王子駅、甲府駅）、特急「スーパーあずさ」「あずさ」「かいじ」の車内（一部列

車を除きます）のほか、和惣菜・懐石折詰販売店「日本ばし大増」の一部店舗で販売します。 

・製 造 者 株式会社 ＮＲＥ大増  

(2) 「甲州駅弁 玉手箱」 

・販売価格 1,300円（税込） 

・商品詳細 宝石産業で有名な山梨県にちなみ、宝石箱をイメージして、山梨県産の食材を見た目にも楽

しい手まり寿司（甲斐サーモン、甲州ワインビーフ、北杜市産わさび葉等）にしました。玉子焼

きの下には、山梨名物鳥もつ煮やあわびの煮貝を忍ばせました。 

・販売期間 9月１日（月）～11月 30日（日） 

・販売場所 デュオレールこぶちざわ、小淵沢駅弁当売店、甲府駅弁当売店、特急「スーパーあずさ」 

「あずさ」「かいじ」の車内（一部列車を除きます）で販売します。 

・製 造 者 株式会社 丸政  

(3) 「山梨県産巨峰とブルーベリーヨーグルト」ドリンク 

・販売価格  S250円 M330円 L370円（税込） 

・商品詳細 ぶどうの収穫量日本一の山梨県で作られた巨峰を贅沢に使用し、ブルーベリーと合わせたヨ 

ーグルトドリンクです。 

・販売期間 9月１日（月）～10月上旬予定 

・販売場所 JR中央線駅沿線の「ハニーズバー」 

（東京駅、神田駅、新宿駅、吉祥寺駅、三鷹駅、武蔵境駅、武蔵小金井駅、国分寺駅、 

新秋津駅、立川駅、八王子駅） 

・製 造 者 ジェイアール東日本フードビジネス株式会社  

（4）「山梨県産きみひめと具沢山野菜のスープ」 

  ・販売価格  580円（税込） 

  ・商品詳細  山梨県産のとうもろこし「きみひめ」と北海道のとうもろこしを使用したスープに、山梨県産の

モロッコいんげん、きのこ、たまねぎ、乾塩ベーコンを加えた具沢山のスープです。 

・販売期間  9月１日（月）～10月上旬予定 

・販売箇所  Cup＆Cropセレオ八王子店 

・製 造 者  ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 

 

※上記(1)～(4)の販売場所・販売期間等は、都合により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 
※弁当・オリジナル商品はイメージですので、一部内容が変更になる場合がございます。 

 

 

＜キャンペーンポスター等の宣伝物＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のぼり旗（イメージ） バナー（イメージ） ポスターＢ０（イメージ） ポスターＢ１（イメージ） 

▲「山梨県産巨峰とブルーベリーヨーグルト」 

ドリンク（イメージ） 

▲「甲州ワインビーフ弁当」（イメージ）   ▲「甲州駅弁 玉手箱」（イメージ） 

 

▲「山梨県産きみひめと具沢山野菜のスー

プ」（イメージ） 

 

  



内容の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

◆産直市おすすめ商品 

【その他の名産品】  

※写真はすべてイメージです。販売商品は変更になる場合があります。 

【高原野菜】  

毎年産直市で多くのお客さまに大変ご好評いただいて
いる八ヶ岳・小淵沢で収穫された高原野菜です。とうも
ろこしやトマトなど夏野菜を中心に、みずみずしさたっ
ぷりの野菜を是非ご賞味ください。 

八ヶ岳の高原野菜 
＜岩窪農場＞ 

  

 

【スイーツ】  
名水わらび餅 

＜(有)山の湯宿はまやらわ＞ 

標高 1,400 メートルから湧く奥多摩湖源流の天然水を使用し、独自の伝統
手法で作ったわらび餅です。 
とても透明度が高く清涼感あふれる仕上がりで口の中でとろける食感は、
自家製ならでは。 
定番の白糖や黒糖だけではなく、地元で収穫したよもぎや、山梨県増穂産
の柚子、また旬のぶどうを使用したわらび餅もご用意しております。 

桔梗信玄餅 吟造り 
＜㈱桔梗屋＞ 

【ワイン】  

オールド勝沼ロゼ 
＜岩崎醸造(株)＞ 

甲斐ノワールのぶどうで
彩られた華やかなバラ色
のワイン（やや甘口）。 

ロリアン山梨 
＜白百合醸造(株)＞ 

マスカット・ベーリーＡを主
体とした地元に根強い人
気のワイン（ミディアム）。 

勝沼甲州樽発酵 
＜勝沼醸造(株)＞ 

日本固有のぶどう「甲州
種」を冷凍果汁仕込みに
より本来の成分を凝縮し
樽でゆっくり醗酵、熟成さ
せたワイン（辛口）。 

 
印伝 小物各種 

＜㈱印傳屋 上原勇七＞ 

「印伝」とは江戸時代から甲州に続く、鹿革に漆で模様をつけ
た革の伝統工芸品です。すべてが高度な熟練と研ぎ澄まされ
た勘を要した職人の手作りです。脈々と受け継がれた技と心
を、商品を通して皆さまにお伝えします。 

 

原料に一層こだわった、こだわりの味。
お餅は甘さを抑え、きな粉には極上の
丹波種の黒大豆を使用しました。また、
蜜は黒蜜に国内で採れたアカシヤの蜂
蜜を加え、一層コクのあるまろやかな味
わいに仕上がっています。 

権六ほうとう 
＜㈱桔梗屋＞ 

ほうとう本来の味を損なわぬよう、最
高級小麦粉原料に用いた、純粋の生
めんです。山梨の味をご家庭で味わ
えます。 

 
山梨県産ぶどう 

＜(有)ぶどうばたけ＞ 

秋の果物の代表格であるぶどう。山梨県は日当たりや風通しなど
が良くぶどう作りに最適な環境で年間生産量は日本一を誇ります。 
ぶどうの郷、甲州市勝沼町で土作りから丹精込めて作られた巨峰、
シャインマスカット、キングデラなど彩り鮮やかで高品質なぶどうを
産地直送で販売します。 
また、完熟ぶどうから造った干しぶどうや濃厚なジュースなど自家
栽培のブドウの加工品も販売します。 

キングデラ シャインマスカット 巨峰 

【ぶどう】 

白糖 地よもぎ 
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