
 

 

 

2 0 1 9 年 1 1 月 5 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～」 

をますます盛り上げます！ 
 

 

山梨県・(公社)やまなし観光推進機構・JR東日本八王子支社では、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 11月ま

で実施しています。 

中央線特急「あずさ」「かいじ」「富士回遊」は、台風 19号の影響により運転を見合

わせておりましたが、10月 28日から運転を再開しております。多くのお客さまに中央

線特急で山梨へお出かけいただけるよう、地域の皆様と連携して観光 PRやイベント、

おもてなし等を実施します。ぜひこの機会に山梨への旅をお楽しみください。 
 

 

 

１ 八王子駅で観光キャラバン・産直品販売を実施します 
 

 (1) 「今が一番！紅葉とワインのやまなしへ！」 

  開 催 日：11月6日（水）・12日（火） 

  開催時間：11:00～15:00（予定） 

  開催場所：八王子駅改札外コンコース（みどりの窓口前） 

  主  催：(公社)やまなし観光推進機構（共催：山梨県） 

  内  容：山梨県内の観光PR・パンフレットの配布、観光案内等 

       山梨県の観光大使「湖衣姫」、ご当地キャラクター「武田菱丸」、 

ＪＲの山梨キャラクター「モモずきん」も登場します。 

  参加自治体等 ：11月 6日 甲府市・身延町 

       11月12日 甲府市・南アルプス市・北杜市・笛吹市 

       ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟 東日本地域本部 山梨・多摩支部 
 

 (2) 秋の富士五湖観光PR 

  開 催 日：11月8日（金） 

  開催時間：11:00～14:00（予定） 

  開催場所：八王子駅改札外コンコース（みどりの窓口前） 

  主  催：(一社)富士五湖観光連盟 

  内  容：秋の富士五湖エリアを観光連盟等が観光PRします。 
 

 (3) 石和温泉駅長おすすめフェア 

  開 催 日：11月28日（木）～30日（土） 

  開催時間：10:00～21:00（予定） 

  開催場所：八王子駅改札外「やまたまや」 

  内  容：笛吹市の産直品として笛吹マスタードや柿、ワイン等を販売します。また、28日（木）11時

～12時には、石和温泉駅長やモモずきんが、地域の皆さまと笛吹市内の観光 PRを行います。 

八王子駅での観光キャラバン（イメージ） 



 

 

２ 特急列車等の到着に合わせて、地域の皆さまによるお出迎えを実施します 
 

 (1) 石和温泉駅にて、特急「かいじ9号」お出迎えを実施します 

  特急「かいじ 9号」到着に合わせて、石和温泉観光協会の皆さまが

お出迎えを実施します。 

  実 施 日：11月9日・16日・23日・30日（毎週土曜日） 

  実施時間：14:50～15:10頃 

  おもてなし内容：石和温泉芸妓による三味線、太鼓の演奏や甲冑でのお出迎え、ワイン・ぶどうジュース 

          等のふるまいでお客さまをおもてなしいたします。※実施日により内容は異なります。 
 

 (2) ワインツーリズム やまなし2019秋 開催に合わせてお出迎えを実施します 
 

お出迎え駅 実施日・実施時間 対象列車 参加団体 

山梨市駅 
11/9（土） 

9：45頃～11：10頃 

かいじ55号(信州かいじ55号) 

かいじ1号 

かいじ81号(やまなし満喫号) 

ホリデー快速ビューやまなし号 

かいじ3号 

山梨県 

山梨市駅 

石和温泉駅 
11/9（土） 

9：50頃～11：20頃 

山梨県 

石和温泉駅  

 ・お出迎え駅では、カードケースをプレゼントします。 
 

 (3) 山梨ヌーボーまつり 開催に合わせてお出迎えを実施します 
 

お出迎え駅 実施日・実施時間 対象列車 参加団体 

甲府駅 
11/16（土） 

11：00頃～11：20頃 

かいじ81号(やまなし満喫号) 

ホリデー快速ビューやまなし号 

かいじ3号 

山梨県 

やまなし観光推進機構 

甲府市 

甲府駅 

 ・お出迎え駅では、カードケースをプレゼントします。 
 

 (4) やまなし観光プロモーション終了に合わせてお出迎えを実施します 
 

お出迎え駅 実施日・実施時間 対象列車 参加団体 

大月駅 
11/30（土） 

10：15頃～10：45頃 
ホリデー快速ビューやまなし号 

かいじ81号(やまなし満喫号) 

かいじ3号 

大月市 

大月駅 

甲府駅 
11/30（土） 

11：00頃～11：20頃 

山梨県 

やまなし観光推進機構 

甲府市 

甲府駅 

 ・お出迎え駅では、カードケースをプレゼントします。 

 ・11月 30日(土)に運転するかいじ 81号（やまなし満喫号）をご利用の

お客さまには、列車内で記念品（ポストカード）をプレゼントします（八

王子～大月間でお渡し予定）。 

 

 

 

 ※各駅でのお出迎え・車内でのプレゼントについては、都合により変更・中止になる場合がございます。 

  

石和温泉駅でのお出迎え（イメージ） 

甲府駅でのお出迎え（イメージ） 



 

 

３ やまなしを楽しむイベント・キャンペーンを開催します 
 

（1）秋の山梨を歩いてお楽しみいただけるイベント「駅からハイキング」を実施しています 
 

  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/ 
 

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～ 

甲斐大和駅 ※ 11/9(土)～11/10(日) 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 

 ※甲斐大和駅での駅からハイキングについては、台風 19 号の影響により竜門峡遊歩道が通行できないことから、

一部コースを変更して実施します。 
 

（2）「大月駅でちょっぴり寄り道 プレゼントキャンペーン」を実施中です 
 

  JR 中央本線で大月駅へお出かけいただき、対象箇所で観光または飲食・お買い物をすると、  

抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施しています。ぜひこの機会に大月駅へ出かけて、

ちょっぴり寄り道してみませんか。 

  実施期間： 11月1日（金）～2020年3月31日（火） 

  キャンペーンの詳細はＪＲ東日本八王子支社ホームページ、または専用パンフレットをご覧ください。 

  http://www.jreast.co.jp/hachioji/ 

 ※訪日旅行者向けのリーフレット（英語・簡体字）もございます。 

  首都圏にあるJR東日本訪日旅行センター、山手線および八王子支社管内の主な駅で配布しています。 

 

４ 山梨へのお出かけに便利な臨時列車を11月も運転します 
 

（1）秋のやまなしを楽しむ臨時特急 かいじ号(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 11/9.16.30 

E257系9両 

全車指定席 
かいじ80号 

(やまなし満喫号) 
甲 府 17:08 新 宿 19:00 11/9.16.30 

 

（2）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 
11/9.10.16.17.23.24.30 

（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 

 

  

https://www.jreast.co.jp/ekihai/
http://www.jreast.co.jp/hachioji/


 

 

（3）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】 

11/9.10.16.17.23.24.30 
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 11/10.17.24 

 

（4）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 
11/9.10.16.17.23.24.30 

（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 

 

 

（5）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 
11/9.10.16.17.23.24.30 

（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 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時刻、車両など変更する場合がございます。 

「ホリデー快速ビューやまなし号」 

215系（イメージ） 

「富士回遊号」 

E257系（イメージ） 

 

 

 

 

「かいじ号」 

（やまなし満喫号・信州かいじ55・54号） 
E257系・E353系（イメージ） 


