2013 年 8 月 23 日

秋の山梨キャンペーン
「My Premium 山梨 空に、大地に。
」いよいよスタートします！
９月１日より、山梨の魅力や観光情報を発信する秋の山梨キャンペーン「Ｍｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ 山梨
空に、大地に。
」がいよいよスタートします。キャンペーン実施について、7 月にお知らせをいたしま
したが、10 月以降の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
キャンペーンのスタートに合わせ、JR 上野駅の特設会場にて、キャンペーンのオープニングセレモ
ニーを実施するほか、キャンペーン期間中は、山梨の魅力を体感していただく様々な企画を取り揃え、
お客さまのおもてなしをいたします。この秋は、山梨での価値ある体験をしませんか。

１．多彩な車両による臨時列車
秋の山梨の魅力を楽しんでいただくために、人気のお座敷列車など多彩な車両を用いて臨時列車を運行し
ます。
（１）世界文化遺産に登録された「富士山」エリアへ便利な直通列車を運転します。
①快速「お座敷富士山号」
・運 転 日 １０月５日（土）
・６日（日）
・運転区間 川崎～河口湖
・編
成 485 系「華」6 両・全車グリーン車指定席
②快速『リゾートやまどり富士山』
・運 転 日 10 月 12 日（土）・13 日（日）
・運転区間 高崎～河口湖
・編
成 485 系「リゾートやまどり」6 両・全車普通車指定席
③快速「山梨富士号」
【リゾートやまどり】
・運 転 日 10 月 19 日（土）・２０日（日）
・運転区間 新宿～河口湖
・編
成 485 系「ニューなのはな」6 両・全車普通車指定席
（２）紅葉が見頃を迎え、山梨ヌーボー解禁に伴うイベントが多い時期に、千葉方面からお座敷列車を運行
します。
①快速「秋の山梨 お座敷紅葉＆ワイン号」
・運 転 日 11 月 2 日（土）・3 日（日）・9 日（土）・10 日（日）・16 日（土）・17 日（日）
・運転区間 千葉～甲府
※11 月 9 日（土）・10 日（日）のみ竜王まで運転します
・編
成 485 系「華」6 両・全車グリーン車指定席

２．秋の山梨を楽しむ旅行商品
様々な形で、秋の山梨を楽しむ旅の提案をします。
（１）自然のなかで、こころとからだのリフレッシュをする旅
「こころとからだのリフレッシュ 美と健康満喫！」
（パンフレット「Ｍｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ 山梨」
・
「日帰りの旅」掲載）
ココロとカラダの健康向上を目指したリゾート「保健農園ホテル フフ山梨」で、森林セラピーやヨ
ガなど自然のリズムを取り入れたプログラムを体験できる日帰りコースが新登場しました。
設定期間：森林セラピー 9 月 2 日(月)～11 月 30 日(土)の毎週月・土曜日 ※除外日 10 月 26 日
ヨガ
9 月３日(火)～11 月 28 日(木)の毎週火・水・木曜日

（２）富士五湖エリアを楽しむ旅
「河口湖オルゴールの森」
（パンフレット「日帰りの旅」掲載）
河口湖の畔に広がる音楽と花の楽園、河口湖オルゴールの森美術館で、庭園からの美しい富士山の眺
めを堪能しながら、優雅に過ごしていただく日帰りのコースが新登場しました。
設定期間：9 月 1 日（日）～11 月 30 日（土）
（３）秋の味覚、ぶどうを楽しむ旅
①「見晴し園コース 欲張りプラン」（パンフレット「ぶどう狩り」掲載）
甲府盆地を一望できる農園で、ぶどう狩りに加えリンゴ狩りもお楽しみいただける期間限定の
コースが新登場しました。
設定期間：10 月 25 日（金）～11 月 20 日(水)
②「牧丘のぶどうとフレンチコース」（パンフレット「ぶどう狩り」掲載）
プレミアムな「牧丘の巨峰」と、こだわりの地元フレンチを気軽にお楽しみいただけるコースが新
登場しました。
設定期間：9 月６日（金）～１０月１４日（月・祝）※出発除外日：木曜日、第１・第３水曜日
（４）ワインの味わいとグルメを堪能する旅
「お座敷紅葉＆ワイン号で行くワイナリーめぐりコース」
（パンフレット「ワイン王国 Ｖｉｎ Ｄｅ Ｙａｍａｎａｓｈｉ」掲載）
新酒のシーズンを迎え、山梨ワインはこれからが旬。１１月には、お座敷紅葉＆ワイン号で行くワ
イナリーめぐりや、山梨ヌーボーまつりをお楽しみいただけるコース等をご用意します。
【主なパンフレットラインアップ】
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Vin De Yamanashi

３．駅からハイキングの開催
【イベントコース】
・ 9 月 28 日（土）

富士急行線・富士山駅
「
【富士急行共同開催】富士山眺望・コスモスの里と忍野の名水散策」
・１０月 ５日（土）
中央本線・酒折駅
「
『歴史物語都市こうふ』へようこそ！甲州道中+α（アルファ）」
・１０月１３日（日）
中央本線・韮崎駅
「
【韮崎駅開業１１０周年記念】生誕１４０周年小林一三翁のふるさと韮崎をた
どる×武田の里ふるさとまつり」
・１０月２６日（土）
富士急行線・河口湖駅
「
【富士急行共同開催】富士山世界文化遺産登録記念！青木ヶ原樹海と西湖を
めぐる富士山眺望ハイキング」
※世界文化遺産登録を記念して参加者にオリジナルポストカードをプレゼントいたします。
・１１月２日（土）
中央本線・山梨市駅
「山梨ワイン解禁！絶景と山梨ワインを味わうハイキング」
・１１月４日（月・祝） 中央本線・甲斐大和駅
「紅葉の日川渓谷・竜門峡ハイキングと甲州名物ほうとう祭り」
・１１月１６日（土）
中央本線・竜王駅
「
【竜王駅開業１１０周年記念】昼から歩く紅葉に染まる『信玄堤』散策と
真っ赤に熟した『赤坂とまと』を味わおう」

【期間設定コース】
・９月２３日（月・祝）まで 富士急行線・富士山駅
「
【富士急行共同開催】
「天地の境」を歩く 富士山五合目お気軽ハイキング」
・１０月 2 日（水）～11 月３０日（土）
（毎週火曜日を除く）
富士急行線・富士山駅
「【富士急行共同開催】富士山世界文化遺産登録記念！富士山信仰と富士吉
田まちめぐりウォーク」
※世界文化遺産登録を記念して参加者にオリジナルポストカードとミネラルウォーター（1 本）をプレ
ゼントいたします。
※期間設定コースの２コースは、外国人旅行者向けに、英語表記のコースマップをご用意しています。

４．キャンペーンオープニングセレモニーの実施
（１）開 催 日
（２）開催時間
（３）開催場所
（４）開催内容

2013 年８月３１日（土）
１５時３0 分頃～１６時００分頃
上野駅中央改札外グランドコンコース 山梨産直市イベント会場
・山梨県知事 挨拶
・東日本旅客鉄道㈱執行役員八王子支社長 挨拶
・東日本旅客鉄道㈱甲府駅長 挨拶
・スティールパンバンドによるオープニング演奏など

オープニングセレモニー(昨年の様子)

５．「山梨産直市」等の観光ＰＲイベントの開催
（１）地域再発見プロジェクト「山梨産直市」を上野駅で開催
秋の山梨キャンペーン「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、山梨県および（公社）やまなし観光推進機構と
の共催で「山梨産直市」を開催します。山梨県産の旬な果物、野菜、ワイン、加工品や、世界文化遺産に
登録された富士山関連の商品などを販売するほか、観光ＰＲブースやイベント会場を設け、秋の山梨観光
スポットや各地で行われるイベント等、山梨の魅力をご紹介いたします。
・開催期間 201３年８月２９日（木）～8 月 31 日（土）
・開催時間 8 月 29 日（木） 11 時 00 分～20 時 00 分（予定）
8 月 30 日（金） 11 時 00 分～20 時 00 分（予定）
8 月 31 日（土） 11 時 00 分～17 時 00 分（予定）
・開催場所 上野駅中央改札外グランドコンコース
・主
催 東日本旅客鉄道株式会社
・共
催 山梨県、公益社団法人やまなし観光推進機構
・運営会社 株式会社 紀ノ國屋
・出 店 者 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
①物販会場
山梨県の美味しい果物、野菜、加工品、工芸品、ワインのほか、富士山関連の商品などを販売します。
【販売品目】 ぶどう（ぶどうばたけ）、ワイン・その他酒類（マツムラ酒販）、
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）、
富士山関連の商品（ピカ）ほか ※商品は約２５０品目を取り扱う予定です（別紙参照）
②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観光 PR ブースを設置し、秋の山梨を堪能できる観光
地を中心に、地元の方々だからこそ知っている山梨の魅力をご紹介するほか、おススメの旅行コースな
どもご案内します。

③イベント会場
富士山のポスターや構成資産のパネル展を開催し、世界文化遺産の富士山の魅力を発信するイベ
ント会場にて、産直市オープニングセレモニーのほか、各種イベント等をお楽しみいただきます。
ＪＲの山梨キャラクター「モモずきんプチ」や山梨県観光ＰＲキャラクター「ひし丸」をはじめとした
ゆるキャラとの写真撮影大会や、エレキ大正琴ウィルの演奏、
「富士の国やまなし国文祭」や県内市町
村による観光 PR 等、バラエティに富んだ催しが盛りだくさんです。
【主なイベント】
8 月 29 日（木）11 時 00 分 山梨産直市オープニングセレモニー
・（公社）やまなし観光推進機構 理事長 挨拶
・東日本旅客鉄道㈱八王子支社 事業部長 挨拶
・金川の森ブラスクインテッドによるオープニング金管５重奏など
11 時 00 分、1３時 00 分、15 時 00 分 金川の森ブラスクインテッドによる演奏
8 月３０日（金）11 時 00 分、1３時 00 分、15 時 00 分 エレキ大正琴ウィルによる演奏
8 月 31 日（土）11 時 00 分、1３時 00 分、15 時 00 分 スティールパンバンドによる演奏
15 時 30 分 キャンペーンオープニングセレモニー
※イベント実施時間は、変更となる場合があります。
上 野
駅

「産直市」
スティールパンバンド
（昨年の演奏の様子）

産直市・観光 PR ブース（イメージ）

（２）新宿駅における「山梨・富士山マルシェ in 新宿」の開催
山梨・富士山の魅力溢れる観光情報や名産品が新宿駅に集結します。
・開催期間 201３年９月１９日（木）～９月２１日（土）
・開催時間 １１時００分～２０時００分
※最終日 9 月２１日（土）は１８時００分まで
・開催場所 新宿駅 東口改札外 みどりの窓口横
・運営会社 株式会社 ＪＲ東日本リテールネット

６．山梨の秋の味覚を堪能する記念弁当の発売
キャンペーンにあわせ、秋の山梨の味覚を堪能していただける記念弁当を期間限定で販売いたします。
（１）
「富士山鶏めし弁当」
・販売価格 1,000 円（税込）
・商品詳細 秋の味覚と共に富士山をイメージし盛り付けたお弁当です。山梨県産の鶏を鶏そぼろやつくね、
照り焼きの３つの味でお楽しみください。
・販売期間 2013 年９月１日（日）～11 月 30 日（土）
※８月２９日（木）～8 月 31 日（土）やまなし産直市期間中、上野駅の各売店にて先行販
売の予定です。
・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、JR 大月駅「清流そば大月店」、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）
「富士満彩弁当」
・販売価格 1,200 円（税込）
・商品詳細 フジザクラポーク、甲斐サーモン、甲斐のほうとうコロッケ、甲斐味鶏のつくねなど、山梨の
味覚を満彩したお弁当です。
・販売期間 2013 年９月１日（日）～11 月 30 日（土）
・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
※上記（１）、（２）の販売場所、販売期間は変更になる場合がございます。
※弁当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。

▲「富士山鶏めし弁当」（イメージ）

▲「富士満彩弁当」
（イメージ）

７．山梨の魅力情報発信
（１）観光情報誌の発行
①「秋の山梨キャンペーン」総合パンフレット 「Ｍｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ 山梨」
今回のキャンペーンの５つのテーマ「富士山」
、「文化」、「美・健康」
「秋の味覚」
「紅葉」を柱に、山梨の多彩な魅力を１冊にまとめました。
観光施設等の割引など各種サービスを受けられる「特典クーポン」をつけていま
すので、秋の山梨のご旅行のお供にご持参ください。
配布箇所：首都圏の主な駅、びゅうプラザ
配布部数：1４0,000 部
②「観光＆イベントガイドブック やまなし 秋号」
イベント情報や「プレミアム湯めぐり」などの情報が掲載されています。
配布箇所：首都圏の主な駅、山梨エリアの施設等
配布部数：150,000 部
発行箇所：（公社）やまなし観光推進機構

「秋の山梨キャンペーン」
総合パンフレット
「Ｍｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ 山梨」
」
（イメージ）

「観光＆イベントガイドブック
やまなし 秋号」
（イメージ）

（２）秋のやまなしキャンペーン特設サイト開設
秋の山梨キャンペーンのホームページを開設します。列車情報や旅行情報等、おでかけ情報が満載です。
公開予定日：８月３０日（金）
www.jreast.co.jp/hachioji/yamanashi/

（３）宣伝展開
①キャンペーンスタートに合わせ、ポスター、パンフレット、のぼり旗等をＪＲ東日本管内の主な駅や県
内観光施設などに掲出します。

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）

ポスターＢ１（イメージ）

のぼり旗（イメージ）

②JR の山梨キャラクター「モモずきんプチ」が新登場！
JR の山梨キャラクター「モモずきん」に妹ができました。
世界遺産登録で話題の富士山をはじめ、秋の山梨の魅力をみなさんに紹介していきます。

基本形

秋バージョン

別紙
◆産直市おすすめ商品
内容の
【旬の一品】

【世界文化遺産登録記念 富士山コーナー】

山梨県産ぶどう
＜農業生産法人㈲ぶどうばたけ＞

フジヤマクッキー
＜FUJIYAMA COOKIE＞

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
栽培のブドウの加工品も販売します。

国産小麦粉や富士山の蜂蜜な
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。

各種富士山グッズ
＜カガヤカ ほか＞
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。
巨峰

シャインマスカット

ピオーネ

【高原野菜】

【山梨ワイン】

八ヶ岳の高原野菜
＜岩窪農場＞
昨年の産直市でもご好評いただいた八ヶ岳・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
みずみずしさたっぷりの野菜を是非ご賞味ください。

勝沼生まれの酸化防止剤無添加
生ワイン（赤・白）
＜㈱ミレックスジャパン＞
え～これってワイン？誰もがそのフレッシュな飲み口
に驚く赤ワイン・白ワインです。赤ワインはコンコード
種、口いっぱいに葡萄の香りが広がりポテンシャルを
感じます。白ワインは、山梨県産甲州種を原料。酸味
と渋みが特徴で、和食に合うワインです。いずれも非
加熱処理・酸化防止無添加のワインです。

勝沼ブルーワイン
＜㈱ミレックスジャパン＞
2013 年モンドセレクション銀賞受賞。
山梨県産甲州種と国産ナイヤガラをブレンドし、ブル
ーベリーの果汁を加えました。
幸せを呼ぶ幻想的な青色のやや甘口のワインです。
炭酸で割ってもロックで飲んでも夏ワインの楽しみ方
は無限大です。

【地元の味】
各種ほうとう
＜有川商事㈱ ほか＞
ほうとうは、コシが強く幅広い麺が
特徴の山梨の郷土料理です。
味噌で煮込んで食べるお馴染みの
タイプに加え、冷やしてつけ汁で
食べる「おざら」（冷しほうとう）も
販売します。

【工芸品】
桔梗信玄ゼリー
＜㈱桔梗屋＞
桔梗信玄餅に使用している黒蜜を
混ぜた、もちもちプルンとした食感の
黒蜜ゼリーに、きな粉をかけて食べ
る商品です。

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。

※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。

