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東日本旅客鉄道株式会社

上野駅で「山梨のもの」と「山梨産直市」を開催します！
ＪＲ東日本グループでは「地域再発見プロジェクト」の一環として、上野駅の地産品ショップ「のもの」と
グランドコンコースでの「産直市」で、山梨県にスポットを当てます。
ゆかり
しゅん
じ
「山梨のもの」では、山梨ならではの「旬のもの、地のもの、縁のもの」をご紹介します。また「山梨産直
市」では、地産品の販売と観光ＰR、イベントを通じて地域の魅力をご紹介します。
9月1日（日）から11月30日（土）まで実施する秋の山梨キャペーン「My Premium 山梨 空に、大地に。」
にあわせ、上野駅から山梨の魅力をお伝えします。
＜「山梨のもの」概要＞
1．期 間
2．会 場
3．時 間
4．主 催

2013 年 8 月 23 日（金）〜9 月 18 日（水）
上野駅中央改札外 地産品ショップ「のもの」
物販 11：00〜22：00 （土休日 10：00〜21：00）
カフェ 7：00〜22：00 （土休日 7：00〜21：00）
東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール東日本商事、 山梨県、株式会社山梨中央銀行

＜「山梨産直市」概要＞
1．期 間
2．会 場
3．時 間
4．主 催
5．共 催
6．運営者
7．出店者

2013 年 8 月 29 日（木）〜31 日（土）
上野駅中央改札外グランドコンコース
11：00〜20：00 （最終日は 17：00 まで）
東日本旅客鉄道株式会社
山梨県、公益社団法人やまなし観光推進機構
株式会社紀ノ國屋
有限会社ぶどうばたけ、岩窪農場、株式会社マツムラ酒販、
株式会社山梨県産品センター、株式会社ピカ

上 野

「産直市」

＜会場 MAP＞

8．内 容
【物 販】 旬のぶどう・夏野菜、ほうとうなどのご当地グルメ、ワイン・地酒、富士山グッズなどを販売します。
【観光 PR】 世界遺産に登録された富士山観光やフルーツ狩り、秋の紅葉、温泉などの見所をご案内します。
【イベント】
8/29（木）11：00
「山梨産直市」オープニングセレモニー
12：05、12：30、13：40、14：05
観光 PR（甲州市、身延町、都留市、富士吉田市）
11：25、13：00、15：00
「富士の国 やまなし国文祭」参加団体による演奏（金管吹奏楽）
8/30（金）11：00、13：00、15：00
「富士の国 やまなし国文祭」参加団体による演奏（大正琴）
11：50、13：40、14：30
観光 PR（笛吹市、韮崎市、北杜市）
8/31（土）11：00、13：00、15：00
「富士の国 やまなし国文祭」参加団体による演奏（スティールパン）
11：50、12：10、14：10、14：30
観光 PR（笛吹市、富士急行株式会社）
15：30
「秋の山梨キャンペーン My Premium 山梨」オープニングセレモニー
※イベントは予告なく変更になる場合があります。

＜「山梨のもの」詳細＞

◆プロモーションコーナー

別紙

生産者が商品の魅力を直接伝えるコーナーです。

オススメ商品

プロモーション期間

会社名

ほうとうなど
8月24日（土）
㈱ワタショク
山梨産のぶどうで作ったワイン
8月24日（土）
麻屋葡萄酒㈱
くろ玉（菓子）
8月31日（土）
㈱澤田屋
甲斐の恵み（セミドライレーズン）
9月6日（金）、9月7日（土）
㈱渡辺商店
葡う酎ハイボール（甲州ワイン×焼酎×炭酸） 9月7日（土）、9月8日（日）
本坊酒造㈱
信玄餅、大吟醸粕てら など
9月15日（日）、9月16日（月・祝） 金精軒製菓㈱

◆のものマルシェ

こだわりの果物や野菜を店頭で販売します。
プロモーション期間

会社名・団体名

8月23日（金）〜8月28日（水）

㈲ぶどうばたけ

9月1日（日）〜9月7日（土）

八代グリ-ンファーム

9月8日（日）〜9月19日（木）

山梨屋

◆のものＣＡＦＥ

各地域の食材を使用した料理やワイン・地酒をお楽しみいただけます。（メニュー例）
【山梨ぶどうソフトクリーム】 老舗「まるきワイナリー」の無添加・100％生ぶどうジュースをソフトクリームにしました。
【鳥もつジャガイモ】
甲府で昔から庶民に愛されている甘辛味の鳥もつ料理です。
【甲州味噌豆腐】
豆腐を甲州味噌に漬けました。ワインのおつまみにぴったりです。

◆山梨キャンペーン
日本橋にあるアンテナショップ「富士の国やまなし館」と共同で「山梨キャンペーン」
を実施します。さらに「大人の休日倶楽部※1」会員限定の特典もご用意します。
【ご来店プレゼント】
「のもの」と「富士の国やまなし館」ではキャンペーンチラシ※2 を持ってご来店頂き
商品を購入されたお客さま先着 100 名様（合計 200 名様）に「ピーチジュース
（190g）」を 1 缶プレゼントします。
【大人の休日倶楽部会員特典】
（１）山梨県産ワインプレゼント
「大人の休日倶楽部カード」でのカード決済、または「大人の休日倶楽部カード」での
Suica 決済※3 で 500 円以上お買い上げいただくと参加できるスピードくじの当選者に
県産ワインをプレゼントします。
のもの・・・ 中央葡萄酒「グリド甲州」ハーフボトル(375ml) 1 本 30 名様
富士の国やまなし館・・・ ルミエール「ルミエールフレール マスカットベイリーA」フルボトル（750ml） 1 本 30 名様

（２）割引サービス
「大人の休日倶楽部カード」をご提示いただくと、以下の商品が 100 円引きでお求めいただけます。
のもの CAFÉ・・・ソフトドリンク・ソフトクリーム
富士の国やまなし館・・・清里のソフトクリーム
※1「大人の休日倶楽部」とは、50 歳以上の方を対象とした JR 東日本の会員組織です。 詳細はこちら：www.jreast.co.jp/otona
※2 キャンペーンチラシは「のもの」、「富士の国やまなし館」、「やまなし暮らし支援センター」、東京駅・上野駅のびゅうプラザおよび
山梨中央銀行の都内店舗などにて配布しています。
※3 富士の国やまなし館では、Suica の取扱いがございません。

◆NEWDAYS「のもの」コーナー
「山梨のもの」と連動し、首都圏主要駅の NEWDAYS 9 店舗でも山梨県ならではの地産品の販売を行います。
期間：8 月 25 日（日）〜9 月 21 日（土）
店舗：ecute 上野公園通路店、ecute 上野大連絡橋店、有楽町店、品川店、川崎東口店、戸塚店、池袋西口店、
大宮店、新浦安店

◆おすすめ商品例
【山梨のもの】
桔梗信玄餅（桔梗屋）

寒天信玄餅（金精軒）

ジャム各種（清里ジャム）

多くの人に愛される、山梨の
代表的な銘菓です。“ふるさと
の味”をコンセプトに、手作り
の味わいにこだわっていま
す。小さな容器にきな粉をま
ぶした 3 切れのお餅が入って
います。特製の黒蜜をかけて
お召し上がり下さい。

歴史的な町並みが残る白州町台
ヶ原で、保存料・添加物を使わな
い菓子作りをしている金精軒。
味は信玄餅
なのに寒天。
思わず癖に
なる味です。
１粒ずつ小分
けになって
いて食べ
やすいです。

農家の顔が見える材料から、
果物本来の味・香り・色を大切
にしたジャムを作っています。
市販のジャムのようにペクチン
を加えて固めていないため少
し柔らかめの仕上がりです。

甘納豆 中袋お好み
（八雲製菓）

す漬いか（よっちゃん食品）
駄菓子屋さんで
定番のよっちゃ
んは、創業50年
余の山梨県の
会社。
噛むほどに味の
出るイカとすっ
ぱいタレが絶妙
の逸品。おやつ
にもつまみにも
オススメです。

人気の「小豆、白花、
金時、青えんどう」の
4 種類をミックス
しました。
食感・味・香りは
もちろん、彩りも
鮮やかで、飽きの
来ない逸品です。

富士五湖 500ml
（富士ミネラルウォーター）
（世界遺産登録限定ラベル）

弱アルカリ性の軟水
タイプで、今話題の
バナジウムを豊富に
含んでいます。まろ
やかな口当たりはお
湯にしても変化する
ことがなく、どのよう
なシーンでも美味しく
召し上がれます。

信玄武者ほうとう
（ワタショク）
初めてほうとうを
試してみたい方
や、2 人前で十
分！という方な
どにぴったりの
商品。麺と味噌
がセットになって
おり、お値段も
手軽な人気商品
です。

【山梨産直市】

山梨県産ぶどう（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、ピオーネなど高品質なぶど
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
など自家栽培したぶどうの加工品も販売します。

酸化防止剤無添加生ワイン
（マツムラ酒販）

勝沼ブルーワイン
（マツムラ酒販）

果実感たっぷりなぶどう本来
の旨みを残すことに
こだわり、熱処理を
せずに全て手作りで
造りました。
さわやかな味わいの
白ワインと、香り高い
赤ワインの２種を
ご用意しています。

国産ナイアガラ葡萄
と甲州葡萄を使用し
た、やや甘口の白ワ
イ ン で す。 “幸 せ を
呼ぶ”と言われる、幻
想的な青い色が異次
元の世界を感じさせ
ます。
2013 年「モンド
セレクション銀賞」
受賞の逸品です。

八ヶ岳高原野菜（岩窪農場） 印伝（印傳屋 上原勇七）

フジヤマクッキー（ピカ）

富士山グッズ（ピカ）

昨年の産直市でもご好評頂い
た八ヶ岳・小淵沢で収穫された
高原野菜です。とうもろこしやト
マトなどのみずみずしい野菜を
是非ご賞味ください。

国産小麦粉や富士山で採れた
蜂蜜などを使用した、名の通り
富士山の形をしたクッキーで
す。富士山麓のお店で丁寧に
焼き上げた、優しい味わいをお
楽しみ下さい。

オブジェとしても使用できる富
士山をかたどったメモ帳や、富
士山の絵柄を手染め技法で染
めた手ぬぐいなど、多彩な富士
山グッズをご用意しています。

印伝とは、鹿革に漆で模様を
つけた、甲州の伝統工芸品で
す。今でも職人によってひとつ
ひとつ手作りされています。
小銭入れなど小物を中心に
様々な柄でご用意します。

※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。

