
 

2 0 1 9 年 7 月 1 9 日 

山 梨 県 

公益社団法人やまなし観光推進機構 

東日本旅客鉄道株式会社八王子支社 
 

 

秋のやまなし観光プロモーション 

「富士の国 やまなし ～風林火山 500年の時を越えて～」 

を実施します 
 

 

山梨県、公益社団法人やまなし観光推進機構とＪＲ東日本八王子支社は協働して、

2019年 9月 1日（日）から 11月 30日（土）までの 3か月間にわたり、山梨の魅力や

観光情報を発信するため、秋のやまなし観光プロモーションを実施します。 

山梨の地に息づく歴史や文化、豊富な自然・実りなどを感じていただくことをテーマ

に、山梨の魅力を伝え、旬の山梨へ気軽に何度でも訪れていただけることを目指します。 

また、秋のやまなし観光プロモーションを盛り上げるため、上野駅での「やまなし産

直市」期間中の 8月 22 日（木）にオープニングセレモニーを開催いたします。 
 

 

１ プロモーションのタイトルと主な観光素材   
 

 プロモーションタイトル 「富士の国 やまなし ～風林火山 500年の時を越えて～」 

  今回のプロモーションタイトルは、2019年のこうふ開府500年から、2021年の信玄公生誕500年までの

3年間を象徴する言葉として、「500年の時を越えて」という表現を用い、時の流れの中で育まれた豊かな自

然や農産物、伝統工芸、そして歴史や文化などの山梨のさまざまな魅力をPRしてまいります。 
 

⑴ ～やまなしの歴史～ 「こうふ開府500年」の歴史・文化に触れる 

  「甲府」の地は、武田信虎が 1519 年に城下町の建設に着手したことに始まり、

「甲斐の府中」略して「甲府」と呼ばれるようになりました。開府から500年を迎

えたこの地に息づく武田家と甲斐の歴史を知る旅をお楽しみください。 

  ・こうふ開府500年を記念して甲斐善光寺の秘仏「峯薬師」を特別公開します。 

   武田信玄公ゆかりの秘仏は期間限定公開です。この機会にぜひご覧ください。 

    期間：9月14日（土）～11月30日（土） 

  ・武田氏ゆかりガイドツアーを開催します。 

   甲府五山として武田氏にゆかりの深いお寺を巡るガイド付きツアーです。 

    開催日：9月14日・28日、10月5日・19日、11月2日・16日（いずれも土曜日） 
 

 ⑵ ～やまなしのワイン・酒～ ワインづくり・山梨ワインを楽しむ 

  日本のワイン発祥の地でもある山梨県には約80社のワイナリーが集い、日本を代表するワインの産地で

す。「甲州ワイン」の優れた品質と奥深い味わいをお楽しみください。 

  ・「ワインツーリズムやまなし2019秋」 

   専用バスが循環し、現地を散策しながら、ワインテイスティングをお楽し

みください。醸造家やぶどう農家の方々と触れ合うこともできます。 

    開催日：11月9日（土）・10日（日）・11日（月）予定 

【こうふ開府500年ロゴ】 

【ワインツーリズムやまなし（イメージ）】 

【甲斐善光寺】 



  ・「山梨ヌーボーまつり2019」 

   山梨県産新酒ワインが勢揃いする一大イベントです。 

   お好みのワインを飲み比べてみませんか。 

    場 所：小瀬スポーツ公園 

    開催日：11月16日（土）・17日（日） 
 

 ⑶ ～やまなしの旬～ 秋の実りの果物を楽しむ 

  山梨の秋は収穫量日本一のぶどうをお楽しみください。山梨県内では数多くの農園でぶどう狩りが楽し

めます。シャインマスカットや甲斐路など多くの品種のぶどうを食べ比べることができます。 

  また、山梨の旬を味わうお祭りも県内各地で開催されますので、ぜひ足をお運びください。 

  ・「秋はKOFU でフルーツ系マルシェ」 

   秋の収穫シーズンに合わせた「フルーツ王国山梨」ならではのスイーツが味わえます。 

    開催日：10月13日（日） 

  ・「甲州市かつぬまぶどうまつり」 

   採れたてのぶどうを味わえる他、甲州ワインの試飲もできます。 

    開催日：10月5日（土） 
 

 ⑷ ～やまなしの大自然～ 山や高原、秋の紅葉を楽しむ 

  「天に選ばれし、名水の地。山梨。」秋は紅葉とともに「清水の郷やまなし」を体感できる美しい景観が広が

っています。世界遺産の富士山を始め、南アルプス、八ヶ岳といった名峰から、本年6月に登録された「甲武信

ユネスコエコパーク」の構成地域である昇仙峡や西沢渓谷など、壮大な景色を楽しむことができます。 

  ・「富士河口湖紅葉まつり」 

   夜のライトアップされたもみじ回廊は、人気のスポットです。 

    開催日：11月1日（金）～11月23日（土・祝） 

  ・「大柳川やすらぎの里もみじ祭り」  

   10本の吊り橋と大小5つの滝がある大柳川渓谷。鮮やかな紅葉の中を清流の 

せせらぎを聞きながら、渓谷散策を楽しめます。 

お祭りでは紅葉の渓谷を歩くウォークラリーなどが行われます。 

    開催日：11月17日（日） 
 

 ⑸ ～やまなしの伝統工芸～ ジュエリー・織物・和紙など、伝統を楽しむ 

  山梨の風土と人々の暮らしの中で長年育まれてきた伝統工芸品。山梨には、ジュエ

リーや手漉和紙など12品目の伝統工芸品があります。体験メニューも豊富にあり、地

元の人とふれあいながら、山梨の郷土文化に触れてみませんか。 

 ・山梨ジュエリーミュージアム「ジュエリー制作」 

  土日祝日は、職人の実演やジュエリー制作体験ができるほか、ジュエリー産地山梨を代表する作品 

  展示も鑑賞できます。 
 

 ⑹ ～やまなしのグルメ・温泉～ 山梨ならではの食と、豊富な温泉を楽しむ 

  旅の楽しみの一つに欠かせないのが、美味しいグルメと温泉です。山梨には、ほうとうや吉田のうどんな

ど郷土に育まれた美味しいグルメと多様な泉質に恵まれた温泉があります。 

  （グルメ） 

・ここ山梨で味わうからこそ思い出深くなる、そんなグルメがたくさんあります。定番のほうとうや 

吉田のうどんはもとより、ラーメンとほうとうを掛け合わせたラーほーなど、山梨だからこそ出会える

美味しいグルメをご賞味ください。 

【もみじ回廊】 

【大柳川渓谷】 

【ジュエリー（イメージ）】 

【山梨ヌーボーまつり（イメージ）】 

【かつぬまぶどうまつり（イメージ）】 



  （温泉） 

・甲府盆地や山梨百名山を望む絶景温泉があるほか、温泉宿泊施設が集まった温泉郷があります。各温泉

郷の雰囲気や景観をお楽しみいただき、ゆっくりとしたひとときをお過ごしください。 

 温泉郷：石和温泉郷、湯村温泉郷、富士河口湖温泉郷、下部温泉郷、芦安温泉郷 等 

・びゅう旅行商品では、JRグループ協定旅館ホテル連盟山梨・多摩支部と連携して、10月1日～11月30

日に JR＋宿泊コースで山梨県内にご宿泊のお客さまに、ご宿泊施設の館内利用券をお 1人様 500円分プ

レゼントいたします。※対象となる施設やご利用方法など、詳しくは「信州・山梨」パンフレットをご覧ください。 

   

２ 秋のやまなしを楽しむハイキング・ウォーキングイベント 
 

 ⑴ JR東日本「駅からハイキング」 
 

  詳しくは「駅からハイキング」ホームページをご覧ください。 

  https://www.jreast.co.jp/ekihai/index.aspx ※10月以降のコース詳細掲載は9月上旬の予定です。 

 

出発駅 開催期間 コース名 

甲府駅 
10/12(土)～12/22(日) 
※毎週火曜日を除く 

【こうふ開府500年】文化薫る甲府で悠々さんぽ 

～武田の歴史から老舗ワイナリーまで～ 

勝沼ぶどう郷駅 
9/16(月･祝)～10/14(月･祝) 

※10/5を除く 
勝沼の歴史とぶどう郷を巡る 

甲斐大和駅 11/9日(土)～11/10(日) 
【蕎麦祭り・ほうとうまつり同時開催】 

紅葉の日川渓谷・竜門峡ウォーキング 

大月駅 11/1(金)～11/30(土) 大月桃太郎伝説の里めぐり 

富士急行線 

谷村町駅 
10/19(土)～11/3(日･祝) 

※毎週月曜日を除く 

城下町都留の八朔屋台と最先端技術のリニアをめぐる、 

江戸情緒から未来までの歴史散歩 
 

 

 ⑵ やまなし観光推進機構「秋の山梨満喫ツアー」 
 

  詳しくは「いい旅やまなしナビ」をご覧ください。 

  https://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/  ※販売開始は8月中旬の予定です。 

 

 出発駅 開催日 コース名 

こうふ開府 

500年記念ツアー 

甲府駅 9/27(金) 
こうふ開府500年歴史探訪 

～幽玄な深草観音と武田家ゆかりの要害山を訪ねて～ 

甲府駅 11/15(金) 
こうふ開府 500 年昇仙峡魅力再発見 ～マイスターと歩く

御岳昇仙峡の紅葉と金運アップパワースポット金櫻神社～ 

甲州街道を行こう！

歴史探訪ツアー 

上野原駅 9/28(土) 
甲州街道探訪 上野原市(その壱) 

～大ケヤキの木の下で食べる酒まんじゅう～ 

上野原駅 10/5(土) 
甲州街道探訪 上野原市(その弐) 

～葛飾北斎が眺めた？富士～ 

酒折駅 10/19(土) 
甲州街道探訪 甲府市 

～こうふ開府500年記念公開 秘仏『峯薬師』～ 

日野春駅 11/2(土) 
甲州街道探訪 北杜市 

～名水が生む和菓子とお酒～ 
 

 

 

 

 

 

  

【甲府市・昇仙峡】 【北杜市・台ヶ原宿】 【甲州市・勝沼ぶどう畑】 【大月市・猿橋】 

https://www.jreast.co.jp/ekihai/index.aspx
https://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/


 

３ 秋のやまなしを楽しむ臨時列車（９月運転の主な列車） 
 

 ⑴ 特急 かいじ81号・かいじ80号（やまなし満喫号） 
 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

かいじ81号 

(やまなし満喫号) 
新 宿 9:22 甲 府 11:05 9/1 

E353系9両 

全車指定席 

かいじ80号 

＊9/1 は(やまなし満喫

号) として運転 

甲 府 17:08 新 宿 19:00 9/1･8･15･16･22･23･29 
E257系9両 

全車指定席 

 

  プロモーションの開始を記念し、9月 1日（日）に運転するかいじ 81号（やまなし満喫号）をご利用の

お客さまに、列車内で記念品（ポストカード）をプレゼントいたします。 

  ※記念品は八王子～大月間でお渡しする予定ですが、都合により変更・中止になる場合がございます。 

 

 ⑵ 特急 かいじ73号・かいじ58号 
 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

かいじ73号 新 宿 7:03 甲 府 8:39 
9/1～29の毎土休日 

E257系9両 

全車指定席 かいじ58号 甲 府 10:35 新 宿 12:16 

 

 ⑶ 特急 かいじ55号・かいじ54号（信州かいじ号） 
 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

かいじ55号 

(信州かいじ55号) 
新 宿 8:14 

松 本 
(甲 府) 

11:28 
(9:59) 

9/1～29の毎土休日 
E353系9両 

全車指定席 かいじ54号 

(信州かいじ54号) 
松 本 
(甲 府) 

15:13 
(16:38) 

新 宿 18:29 9/1･8･14～16･21～23･29 

 

 ⑷ ホリデー快速ビューやまなし号 
 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

ホリデー快速 

ビューやまなし号 

新 宿 9:02 小淵沢 11:59 

9/1～29の毎土休日 

215系10両 

ｸﾞﾘｰﾝ車指定席2両 

普通車指定席2両 

普通車自由席6両 
小淵沢 16:16 新 宿 18:55 

 

 ⑸ 特急 富士回遊号 
 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

富士回遊91号 新 宿 7:35 河口湖 9:39 
9/1～29の毎土休日 

E257系5両 

全車指定席 富士回遊92号 河口湖 16:00 新 宿 17:59 

富士回遊93号 新 宿 11:32 河口湖 13:35 
9/2～30の毎平日 

E257系5両 

全車指定席 富士回遊90号 河口湖 14:03 新 宿 16:03 

 

 

 

 

 
 

 

※上記のほか、10月・11月にも秋の山梨へ向かう臨時列車の運転を予定しています。詳細が決まり次第、別途お知らせします。 

※時刻、車両など変更する場合がございます。 

【E257系・かいじ】 【215系】 【E353系】 【E257系・富士回遊】 



 
 

４ 山梨を快適に巡る県内交通  
 

 駅から観光施設へのアクセスに便利な二次交通をご用意していますので、どうぞご利用ください。 
 

 ⑴ 「河口湖～石和・甲府線」（河口湖駅～石和温泉駅～甲府駅。運行：富士急バス） 

  河口湖エリアと石和・甲府エリアを結ぶ路線バスの沿線には、山梨県立博物館や

果樹園・観光施設など、多彩な観光スポットが点在しています。新宿駅から、河口

湖エリアへは特急「富士回遊号」が、石和温泉・甲府エリアには特急「かいじ号」

があり、これらをつなぐ観光ルートをバスで旅すれば、秋の山梨を存分に満喫いた

だけます。 
 

 ⑵ 手軽で、おトクなタクシー観光「駅から観タクン」 

  駅のタクシー乗り場から気軽に乗車して観光をお楽しみいただけます。

「車の運転は不安、でも観光スポットを巡りたい！」そんな方におすすめ

です。 

  ① 甲府駅発「甲府名所めぐり」「信玄公ゆかりの史跡」～甲府駅帰着の他、湯村温泉帰着も可能です。 

  ② 小淵沢駅発「小淵沢名所巡り」～小淵沢絵本美術館や清泉寮を楽しめます。 
 

 ⑶ 「えきねっと＋駅レンタカープランスペシャル」（えきねっと会員限定） 

  ① 対象営業所：駅レンタカー小淵沢営業所（小淵沢駅） 

  ② 期  間：2019年9月１日（日）～ 9月30日（月）（駅レンタカー出発日基準） 

  ③ 申込期間：ご利用開始日時の1時間前まで 

  ④ 割 引 率：駅レンタカー基本料金（免責補償料込み）の40％割引 

  ⑤ 対象クラス：Sクラス（フィット、ヴィッツ同等クラス）限定（台数限定） 

  ⑥ 設定価格：24時間まで利用の場合（免責補償料込み） 

対象クラス 
基本料金 

(免責補償料込み) 

えきねっと＋駅レンタカー 

プランスペシャル 
おトク額 

Sクラス 8,100円 4,860円 3,240円 

  ⑦ ご利用方法 

   ・「えきねっと」できっぷ※をご予約ください。 

   ・JR東日本レンタリースの専用サイトから、小淵沢営業所を出発地とする Sクラスの駅レンタカーを

ご予約ください。 

   ・出発日当日、小淵沢営業所にて「えきねっと」のきっぷ購入履歴画面やプリントアウト、又は「えき

ねっと」購入きっぷを提示してください。（この場合、有人改札口をお通りください。） 

   ※「えきねっと」でお申込みいただく乗車券、特急券、えきねっとトクだ値、お先にトクだ値、えきねっとチケッ

トレスサービスが駅レンタカーの割引適用の対象となります。 

   「えきねっと＋駅レンタカープラン スペシャル」ご利用の際は、以下のサイトで注意事項等をご確認

ください。 

    https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/ 

  

【富士急バス】 

https://www.eki-net.com/top/jrticket/rentcar/


５ 山梨の魅力を発信するイベントの開催 
 

 ⑴ 秋のやまなし観光プロモーションオープニングセレモニー 

  プロモーション開催を首都圏で広くＰＲするため、期間中の 8月 22日(木)

に、上野駅において「やまなし産直市」開催と合わせて「オープニングセレモ

ニー」を行います。山梨県内の中央線の各駅長が応援に駆け付け、ノベルティ

配布等を実施します。また、セレモニーの MCは、やまなし大使の神部冬馬さ

んと今年の信玄公祭り湖衣姫コンテストでグランプリに輝いた松住安奈さん

が務めます。 

【日 時】8月22日（木） 11:00～11:20頃 

【場 所】上野駅 中央改札外グランドコンコース ガレリア特設ステージ 

      
 

 ⑵ 「やまなし産直市」の開催 

  上野駅をはじめ首都圏の駅で山梨県の特産品である、旬のぶどうなどの果実、高原野菜、ワインやお菓

子などの販売や、県内の自治体等と連携して観光PRを行います。 

  ① 上野駅「やまなし産直市」 

   【期 間】8月22日（木）～24日（土）11：00～20：00  

※23日（金）20：30まで、24日（土）17：00までを予定。 

   【場 所】上野駅 中央改札外グランドコンコース 

   【共 催】公益社団法人やまなし観光推進機構・JR東日本八王子支社 

   【運 営】株式会社ジェイアール東日本商事 

   【内 容】ぶどうなどの果実をはじめ、多くのやまなし特産品を販売いたします。 

        また8月24日（土）には、山梨県立北杜高等学校の生徒と北杜市内の事業者が共同で開発

したプリンやマカロンなどの商品をPRし、販売します。 

         ※出店者、販売品等詳細別紙参照 

  ② 吉祥寺駅「やまなし産直市・峡東三市ワインキャンペーン」 

   【期 間】8月30日（金）～9月1日（日）10：00～19：00 

        ※1日（日）は18：00までを予定。 

   【場 所】吉祥寺駅 南北自由通路 

   【共 催】山梨市・笛吹市・甲州市・JR東日本八王子支社 

   【運 営】株式会社アトレ 

   【出店者】一般社団法人富士地域商社（予定） 

   【内 容】ぶどう（シャインマスカットなど）や山梨ワイン等を販売します。アトレ吉祥寺ゆらぎの広

場にてワインセミナーを実施予定です。 

  ③ 立川駅「いい暮らし やまなし ～ぶどうEXPO2019～」 

   【期 間】9月4日（水）～9月10日（火）10：00～21：00 ※10日（火）は19：00までを予定。 

   【場 所】グランデュオ立川1Fイベントマルシェ 

   【共 催】笛吹市商工会・JR東日本八王子支社 

   【運 営】ジェイアール東日本商業開発株式会社 

   【出店者】一般社団法人やまなし美味しい甲斐（予定） 

   【内 容】ぶどうの栽培が盛んな笛吹市ならではの魅力的なイベントを紹介するぶどうEXPOの 

        プレイベントとして、山梨県笛吹市のぶどう（シャインマスカットなど）やワイン等を 

        中心に販売をします。 

上野駅「やまなし産直市」（イメージ） 

吉祥寺駅「やまなし産直市」（イメージ） 

オープニングセレモニー（イメージ） 



 

  ④ 横浜駅「やまなし産直市」 

   【期 間】10月16日（水）～18日（金）13：00～20：00 

   【場 所】横浜駅 中央通路及び中央北改札内 

   【運 営】株式会社JR東日本リテールネット 

   【出店者】㈲ぶどうばたけ、金精軒製菓㈱ 他 

   【内 容】ぶどう（シャインマスカットなど）や山梨ワイン等を販売します。 

   ※上記イベントや取組み等の期間・場所は都合により変更になる場合がございます。 

 

６ やまなしの魅力情報の発信 

 ⑴ ポスター・のぼり旗等をJR東日本の主な駅や県内観光施設などに掲出します。 

 ⑵ 「富士の国 やまなし ～風林火山 500 年の時を越えて～」プロモーション専用パンフレット、山梨

県内のイベント・観光情報を掲載した「富士の国やまなしイベントガイドブック秋号」を、JR 東日本の

主な駅や観光施設などに掲出します。 

⑶  ホームページに専用コーナーを設けてプロモーションの情報を発信します。 

① 富士の国やまなし観光ネットHP https://www.yamanashi-kankou.jp/ 

  ② JR東日本「魅力はっけん！中央線の旅」HP https://www.jreast.co.jp/chuosennotabi/ 

   ※8月下旬以降順次掲載予定です。 

 ⑷ 東京日本橋の「富士の国やまなし館」に専用パンフレットコーナーを設置し、集中的に宣伝します。 

 

 【キャンペーン 宣伝物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1ポスター3種（イメージ） 
パンフレット（イメージ） 

https://www.yamanashi-kankou.jp/
https://www.jreast.co.jp/chuosennotabi/


 

 

 

シャトージュン 

甲州 2018 

＜武田食品㈱＞ 

【立川】 ＜美味しい甲斐＞ 

＜山梨県内農家＞ 

契約農家からの甲州
ぶどうで醸造し、やや
辛口のなかにほんのり
甘さを残して食中酒と
しての「旨さ」を表現し
ています。 
G20 大阪サ ミ ッ ト
2019 首脳夕食会提
供ワイン。 

桔梗信玄生プリン 

 

桔梗信玄餅 

山梨の銘菓「桔梗信玄餅」はもちろん、黒蜜ときな
粉にこだわった JR 東日本おみやげグランプリ 2019

受賞商品の「桔梗信玄餅の仲間たち」もご用意して
います。この機会に是非ご賞味下さい。 

 

＜㈱桔梗屋＞ 

甲州レーズン イタリアンロール 

＜㈱清月＞ 

創業88 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
甲州レーズンは山梨土産としても人気です。 

ぶどうの生産地日本一の山梨県からよりすぐりのシャインマスカットを、
毎日朝摘みで入荷する一週間。 
ぶどうの栽培が盛んな笛吹市から「しょうがざんまい」「バルサミコ」など
特産品もご用意し、ワインセミナーなど「ぶどう EXPO2019」イベントも
盛りだくさんの産直市です。 

【吉祥寺】 

 

山梨県立北杜高等学校と北杜市の事業者８社が共同で商品開発を行った 
北杜の美味しさが詰まったブランド商品です。 
高校生の自由な発想と、地元素材を使ったプロの技のコラボレーションで誕生し
た魅力たっぷりの商品をぜひお楽しみください。 

桜と花豆のマカロン 
   

ツルンと白プリン 
   

ブルベゼの夜空 

＜山梨県立北杜高等学校＞ 8 月 24 日（土）限定販売 

＜㈱山梨県産品センター＞ 

酵母の泡 甲州 

 山梨県産甲州種を 100％使用 

し、国内では数少ないシャルマ 

方式で造り上げた本格的な味わ 

いのスパークリングワインです。 

JR 東日本おみやげグランプリ 2019 

地酒部門にて金賞を受賞。 

そのほか山梨県産ワイン、清酒も 

多数ご用意しております。 

「八ヶ岳ブレッド」シリーズを始め、富士山の麓で採取された酵母菌 

を用いて発酵させた、飽きのこないシンプルな「富士山酵母の山型 

食パン」や八ヶ岳南麓産小麦「かいほのか」を使用し、舌触り良く 

溶けるような食感に仕上げた「甲州信玄ラスク」など、山梨の豊かな 

実りを実感できる素材を沢山ご用意しました。 

新鮮高原野菜 

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。 

＜岩窪農場＞ 

＜コーナーポケット＞ 造り酒屋の糀糖 
＜やまなし美味しい甲斐＞ 

山梨市、笛吹市、甲州市でとれた色とりどりの産直ブドウを 
販売します。 販売品種は、シャインマスカット、ピオーネ、マイハート 
などです。（※収穫により販売数量が限定となります。） 

【上野】 

※写真は商品イメージです。※取り扱い商品は変更になる場合があります。 

甲州信玄ラスク 

くだものジャム各種 

別紙 

＜㈱佐藤農園＞ 

山梨県の山梨市の果物を 
つかった手作りジャムを販売します。 

やまなし産直市おすすめ商品 

富士山酵母の 

山型食パン 

   

山梨県産ぶどう 

＜㈱武井プラムファーム＞ 

山梨市で丹精込めて栽培し、完熟してから収穫 
した高品質なすももをご賞味ください。 
ケルシーと太陽をご用意しました。おいしいすもも 
で作ったドライフルーツも販売します。 

太陽 
   

山梨県産もも 
   笛吹市で収穫された色が 

しっかりピンク色の夏の桃です。 
（※収穫により販売数量が 
限定となります。） 

ケルシー 
   

自然由来の甘味料、糀糖米糀と

米粉のみでつくった、日本酒の酒

蔵ならではの発酵調味料です。 

まろやかで深みのあるやさしい甘み

が特徴です。 

 夏いちご「富士夏媛（ふじなつき）」 

富士山の麓で丹精に育て上げた、ブランドいちご

「富士夏媛（ふじなつき）」。芳醇な香りと瑞々し

さ、バランスの取れた酸味と甘みをご堪能下さい。 

＜㈱富士山アグリファーム＞ 

白百合醸造㈱ 

セラーマスター甲州 

甲州バルサミコ 

～樽熟成～  

ぶどう各種詰め合わせ 

シャインドルチェ 
しょうがざんまいシリーズ 

しょうがシロップ 

甲州種を使用し、丁
寧に醸造したやや甘
口の飲みやすいワイン
です。 
甲州種らしさを感じさ
せるフルーティな風味
と、やわらかな口当た
りが特徴の味わい深
いワインです。 

＜㈲ぶどうばたけ＞ 
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

ウェア等、高品質なぶどうを産地直送で販売します。 

旬のぶどう各種 


