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「地域再発見プロジェクト」産直市進行中！
上野駅において「やまなし産直市」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、山梨県にスポットをあてた
「やまなし産直市」を上野駅で開催します。
「ぶどう」や「八ヶ岳野菜」など山梨の農産物やワイン、
各種加工品などをご紹介します。
イベントステージでは、山梨県の自治体による観光ＰＲの他、富士山世界遺産センターの VR（バ
ーチャルリアリティ）体験、観光ＰＲブースでは、秋の山梨の観光情報を発信します。
また、JR 東日本グループでは、「プレミアムフライデー」の趣旨に賛同し、8 月 25 日（金）のプレミアムフライ
デーに合わせて、産直市の期間中、一部の店舗で「プレミアム商品」を販売します。
山梨の魅力が集まる「やまなし産直市」の旬の味をどうぞお楽しみください。

１ 概

要

＜会場 MAP＞

（１） 期 間：201７年８月２４日(木)～８月 2６日（土）
（２） 会 場：上野駅中央改札外グランドコンコース
（３） 時 間：２４日（木） 11:00～20:00
２５日（金） 11:00～20:30
２６日（土） 11:00～17:00
（４） 主 催：東日本旅客鉄道(株)
（５） 共 催：(公社)やまなし観光推進機構
（６） 運営者：(株)ジェイアール東日本商事
（７） 出店者：オーガニックライフ八ヶ岳㈱、㈱桔梗屋、㈱清月、㈱トゲツプランニング、㈲ぶどうばたけ、
(一社)北杜市観光協会、(一社)やまなし美味しい甲斐、㈲山の湯宿はまやらわ、㈱Rolling-C、

コーナーポケット

２ 内

容

（１） やまなし産直市
山梨のぶどう 10 種類程度（シャインマスカット、巨峰など）や八ヶ岳山麓で栽培された新鮮なブランド野菜
「YATSUGATAKE VEGETABLES」、JR 東日本おみやげグランプリのお菓子部門で「金賞」を受賞した、㈱桔梗
屋の「桔梗信玄餅」の他、山梨で人気の洋菓子や和菓子、ワイン、お土産も販売します。また、やまなし美味しい甲
斐の事業者が集まり、山梨の魅力たっぷりの商品を販売します。
（２） 観光 PR
秋の山梨の魅力である「ぶどう」をテーマにした旅行パンフレットや小冊子、山梨の「イベントガイドブック」など多数のパン
フレットを掲出し、秋の山梨の魅力をＰＲします。
（３） イベントステージ
オープニングセレモニーには山梨県の 8 駅長が登場し、山梨の魅力をお伝えいたします。
日付

開始時間

内容

8 月 24 日（木）

10:45

山梨 8 駅長ノベルティ配布

11:00

オープニングセレモニー

11:30

笛吹市観光 PR

11:45

身延町観光 PR

13:30

やまなし大使「伸太郎」ミニライブ

14:00

身延町観光 PR

8 月 25 日（金）

11:00-15:30

富士山世界遺産センター VR 体験、パネル展示

8 月 26 日（土）

11:00-15:30

県立美術館・文学館 ぬり絵ワークショップ

3 プレミアム商品について
№

商品名

１

ぶとうとレーズンのプレミアムセット

２

八ヶ岳野菜のトマトケチャップ

３

桔梗信玄餅/プレミアム桔梗信玄餅アイス

４

白桃ミルクロール

５

シャインマスカット ゼリー&ゴーフレットセット

６

八ヶ岳ヤーコングラッセ

7

甲州信玄ラスク・八ヶ岳ラスク

出店者

金額（税込）

備考

（有）ぶどうばたけ

1,080 円

産直市限定

八ヶ岳ファーマーズセレクト

650 円

数量限定

㈱桔梗屋

330 円/345 円

㈱清月

1,512 円

催事限定

㈱トゲツプランニング

1,500 円

産直市限定

北杜市観光協会

500 円

産直市限定

コーナーポケット

378 円~

新商品

JR 東日本おみやげグランプリ
お菓子部門 金賞受賞

産直市おすすめ商品

※凡例：

別紙

プレミアム商品

【果実】

【野菜】
YATUGATAKE
VEGETABLES
＜八ヶ岳ファーマーズセレクト＞

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シャインマスカット、
巨峰、ピオーネ、藤稔、デラウェア、翠峰、ゴルビー、キングデラ、多摩ゆたか、
ブラックビートなど高品質なぶどうを産地直送で販売します。
人気のぶどうと国産レーズンの「プレミアムセット」は産直市限定販売です。

【酒類】

八ケ岳の事業者が集まり、「八ヶ岳ファーマーズセレクト」を
設立し、新ブランド「YATSUGATAKE VEGETABLES」
という名称で高品質を保証する八ヶ岳の美味しい野菜、
加工品をブランド化しました。八ヶ岳で収穫されたとうもろ
こしやアイコトマトなど、みずみずしさたっぷりの野菜や加工
品を是非お召し上がりください。

【和スイーツ】

山梨県産ワイン

桔梗信玄餅

＜㈱桔梗屋＞

＜㈱桔梗屋＞

山梨県は日本のワインの発祥の地であり、約 80 社の
ワイナリーが国内の約 3 割のワインを生産しています。
特に山梨ワインは和食に合う味わいが特徴で、和食
ブームの海外でも注目を集めております。県内有力の
ワイナリーで作られたワインを多数ご用意しております。

自家製わらび餅
＜㈲山の湯宿はまやらわ＞

2017 年 JR 東日本おみやげグランプリお菓子部門
金賞受賞。2012 年・2013 年・2014 年モンドセレ
クション金賞受賞。
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。

Rail Bar (レイル バル)
＜㈱Rolling-C＞
山梨県内の事業者、ワイナリ
ーと連携し、「山梨ワイン」と山
梨県産食材でつくった「つま
み」をセットにしたパッケージ商
品です。

プレミアム
桔梗信玄餅アイス
＜㈱桔梗屋＞
ミネラル豊富な黒蜜と香ばしいきな粉。桔梗信玄餅
の風味をそのままアイスにしました。桔梗信玄餅アイ
スよりもお餅を増量したプレミアム商品です。

【洋スイーツ】

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、フルーツ王国“や
まなし”ならではの旬のぶどうを使用したわらび餅も
新製品でご用意しております。

【パン】

白桃ミルクロール・
甲州レーズンサンド・
＜㈱清月＞

甲州信玄ラスク・八ヶ岳ラスク
＜コーナーポケット＞

南アルプス市にある創業 85 年の和洋菓子店。
人気商品のシュー皮で巻いたイタリアンロールや、
地元山梨の食材を使った甲州レーズンサンドは山
梨土産としても人気です。南アルプス市産の白桃と
練乳のロールケーキは催事限定販売です。

シャインマスカット
ゼリー&ゴーフレットセット
＜㈱トゲツプランニング＞
ぶどうの王様！山梨県産シャインマスカットを使った、
コラーゲン入りのゼリーとシャインマスカットクリームを
サンドしたゴーフレットのセットです。ゼリーは凍らせて
食べるとより一層、美味しく召し上がれます。

「八ヶ岳ブレッド」をはじめ、新商品として、八ヶ岳南麓小
麦を使用した、きな粉たっぷりの新食感ラスク「甲州信玄
ラスク」と、太陽いっぱいの自然豊かな八ヶ岳南麓で創り
上げた、5 種類の味が楽しめる「八ヶ岳ラスク」をご用意し
ました。

【山梨 6 次産業化商品】
ゼリー・ジャムなど山梨県産加工品等
＜（一社）やまなし美味しい甲斐＞

八ヶ岳ヤーコン・グラッセ
＜（一社）北杜市観光協会＞
オリゴ糖の宝庫「ヤーコン」は、サツマイモに似た見た目の根菜。
ヤーコンの栽培に適した八ヶ岳の麓で栽培した甘味のある
ヤーコンを加工してグラッセにしました。

【やまなし美味しい事業者】
・手作りドレッシング、ジャム
・自家製ゼリー、もろこしプリン
・甲州小梅干し
・ドライトウモロコシ
・100％巨峰ジュース

＜（株）くだもの厨房フクヨシ＞
＜プチプラム＞
＜長谷川醸造＞
＜ふえふき旬感ネット＞
＜青木農園＞

