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山梨の春の魅力を発信します！
～山梨観光 PR および「やまなし桃の花産直市」の開催～
春の山梨県の魅力や観光情報を発信するため「山梨観光ＰＲ」と「やまなし桃の花産直市」を山梨県内の
自治体と連携し実施します。「山梨観光 PR」では、河口湖エリアからの山梨県周遊観光「富士山ゴールデン
トライアングル」のＰＲをはじめ、３月下旬から４月上旬に見頃を迎えピンク色に染まる桃源郷と富士山と桜の
優雅な景色が堪能できる観光スポットや第４９回信玄公まつりなど、春の山梨の観光情報をお伝えします。
また、「やまなし桃の花産直市」を２月２６日（水）～２９日（土）に八王子駅改札外コンコースで開催します。
山梨県を代表するお土産やワインの他、山梨県の伝統的な工芸品である絹製品も販売します。ぜひ、この
機会にイベントをお楽しみいただき山梨へお出かけください。

１ 富士急行線河口湖駅で「富士山ゴールデントライアングル観光ＰＲ」を実施します
河口湖エリアは多くのお客さまが訪れる観光スポットです。
富士急行線富士山駅・河口湖駅から石和温泉駅・甲府駅までの中央本線沿線をつなぐ路線バスを利用した山梨
県周遊観光（＝富士山ゴールデントライアングル）の魅力を伝えるために観光ＰＲを実施します。
路線バスを利用すると石和温泉駅観光案内所内にあるワインサーバーや周辺のワイナリー見学や温泉が楽し
めます。さらに列車に乗り換え小淵沢まで足を延ばすと、そびえたつ山々や渓谷等の豊かな自然が楽しめます。
ぜひ、この機会に山梨県周遊の旅をお楽しみください。
日

時：３月５日（木）１０：００～１４：００（予定）

場

所：富士急行線河口湖駅改札外ロータリー

主

催：JR 東日本八王子支社

協

力：富士急行（株）・富士急バス（株）

内

容：山梨県周遊観光ＰＲ ・春の山梨観光情報発信
観光パンフレットの配布・観光案内等・
訪日旅行者へのアンケート

参加団体：山梨市・大月市・北杜市・笛吹市・甲州市

富士山ゴールデントライアングルＰＲポスター

２ 「できることは 自分たちでやろう！」桃の里・石和温泉の観光ＰＲを実施します
日

時：２月１７日（月）１１：３０～１４：３０（予定）

場

所：吉祥寺駅 １階 南北自由通路「はなこみち」

主

催：石和温泉観光協会・石和温泉旅館協同組合

内

容：観光パンフレットの配布・観光案内等

３ 桃源郷の魅力を PR します
山梨県は桃の収穫量が日本一です。桃の花は、３月下旬から４月上旬に
見ごろを迎えピンク色の絨毯が一面に広がります。春の風物詩「桃源郷」を
ＰＲするポスターを首都圏の主な駅に掲出します。
この時期ならではの景色を楽しみにお出かけください。
掲出期間：２月下旬～４月中旬（予定）
ポスターイメージ
【山梨市 笛吹川フルーツ公園周辺からの眺め】

４ 春のやまなしへのお出かけに便利な列車を運転します
（１）桃の花の見頃に合わせてお座敷列車を運転します

種別
快速

列車名

発駅・発時刻

着駅・着時刻

お座敷桃源郷

千 葉

7：40

小淵沢

11：17

パノラマ号

小淵沢

14：57

千 葉

18：05

運転日

記 事
485 系 6 両

4/4.5

「華」
全車グリーン車指定席

【途中停車駅】
≪小淵沢行≫ 津田沼・船橋・錦糸町・新宿・三鷹・立川・八王子・勝沼ぶどう郷・塩山・山梨市・石和温泉・甲府・韮崎・新府・穴山
≪千 葉行≫ 韮崎・甲府・石和温泉・山梨市・塩山・勝沼ぶどう郷・八王子・立川・三鷹・新宿・錦糸町・船橋・津田沼

（２）「ホリデー快速ビューやまなし号」を運転します

種別

列車名

発駅・発時刻
新 宿

快速

ホリデー快速
ビューやまなし号

9：02

小淵沢 16：16

着駅・着時刻
小淵沢 11：59
新 宿

18：55

運転日

記 事

3/14.15.20-22.28.29
4/4.5.11.12.18.19.25.26.29
5/2-6.9.10.16.17.23.24
6/6.7.13.14.20.21.27.28

215 系 10 両
（オール 2 階建）
グリーン車指定席 2 両
普通車指定席 2 両
普通車自由席 6 両

【途中停車駅】三鷹・立川・八王子・高尾・相模湖・大月・勝沼ぶどう郷・塩山・山梨市・石和温泉・甲府・韮崎
（３）「新宿から河口湖まで直通特急「富士回遊」の臨時列車を運転します

【土休日】※（）内はダイヤ改正前の時刻
種別

列車名
富士回遊 91 号

発駅・発時刻
新 宿

特急
富士回遊 92 号 河口湖

着駅・着時刻

11：13
（7：35）

河口湖

15：58
（16：00）

新 宿

13：09
（9：39）
17：59
（17：59）

運転日
3/1.7.8.14.15.20-22.28.29
4/4.5.11.12.18.19.25.26.29
5/2-6.9.10.16.17.23.24.30.31
6/6.7.13.14.20.21.27.28
【毎土休日】

記 事

E257 系 5 両
全車指定席

【途中停車駅】立川・八王子・大月・都留文科大学前・下吉田（3/14 から停車）・富士山・富士急ハイランド

【平日】
種別

列車名
富士回遊 93 号

発駅・発時刻
新 宿

11：32

着駅・着時刻
河口湖

14：03

新 宿

記 事

3/2-6.9-13

E257 系 5 両
全車指定席

13：35

特急
富士回遊 90 号 河口湖

運転日

16：03

【途中停車駅】立川・八王子・大月・都留文科大学前・富士山・富士急ハイランド

５ 八王子駅にて「山梨春の観光 PR・やまなし桃の花産直市」を実施します
（１）概

要
日 時：２月２６日(水)～２月２９日(土) ※主な日程は下表参照。
場

所：八王子駅改札外コンコース/セレオ八王子北館２階ステーションコート・イベントスペース

主

催：(公社)やまなし観光推進機構/JR 東日本八王子支社

（２）実施内容
①山梨春の観光ＰＲ
日

時：２月２６日(水)・２７日(木) １１：００～１５：００

場

所：八王子駅改札外コンコース(みどりの窓口前)

参加団体等：
２月２６日(水)

【湖衣姫 桃の花枝配布（イメージ）】

甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、身延町、
白須慶子さん(やまなし大使・山梨県出身の女優)
２月２７日(木)
大月市、南アルプス市、身延町、石和温泉観光協会、
湖衣姫（２０１９年度信玄公祭り湖衣姫コンテスト受賞者）
内

容：
【「武田菱丸」と「モモずきん」（イメージ）】

（ア） 参加団体による PR

パンフレットの配布や観光案内のほか、山梨県の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」等キャラクターによる観光 PR
（イ）桃の花枝プレゼント
「やまなし桃の花産直市」（やまたまやブース・セレオ八王子ブース）をはじめ、JR 八王子駅構内店舗、
セレオ八王子にて当日お買い上げレシートご提示で花枝をプレゼント。（対象店舗は別紙参照）
２月２６日(水)：南アルプス市、笛吹市

１１：００～１５：００ (５００本)

２月２７日(木)：南アルプス市

１１：００～１５：００ (５００本)

配布場所：八王子駅改札外コンコース（みどりの窓口前）
※花枝プレゼントは各日とも無くなり次第終了いたします。
（ウ）山梨のノベルティプレゼント
「やまなし桃の花産直市」内の下記ブースそれぞれで、当日お買い上げレシートご提示にて各ノベルティ
をプレゼント。

【やまたまやブース】
日

時：２月２６日(水)・２７日(木)

１０：００～

対象店舗：やまたまや・NewDays 店舗前
ノベルティ：山梨エリアオリジナルクリアファイル（２月２６日）・中央線のオリジナルメモ帳（２月２７日）
引換場所：やまたまや
【セレオ八王子ブース】
日

時：２月２６日(水)～２９日(土) １３：００～

対象店舗：セレオ八王子北館２階ステーションコート・イベントスペース
ノベルティ：山梨エリアオリジナルクリアファイル(２月２６日)・中央線のオリジナルメモ帳(２月２７日)・
やまなし桃のジュース(２月２８・２９日)
引き換えカウンター：セレオ八王子北館２階メインエントランス

② やまなし桃の花産直市
山梨で人気の洋菓子や和菓子等、ワイン、伝統的な絹製品、各種お土産が集まり山梨の魅力たっぷりの
商品を販売します。
運

営：㈱JR 東日本リテールネット/JR 東京西駅ビル開発㈱

販売時間・販売場所・主な販売品目：
(ア) やまたまやブース
・やまたまや
日 時：２月２６日(水)～２８日(金)１０：００～２１：００(最終日は１７：００で終了)
場 所：やまたまや前
出 店：NPO 法人南アルプス・ファームフィールドトリップ（ジャム）
・NewDays 前
日 時：２月２６日(水)～２８日(金)１０：００～１９：００(最終日は１７：００で終了)
場 所：NewDays 店舗前
出 店：金精軒製菓㈱（和菓子）、甲州 直治朗（ヒレカツサンドイッチ）
(イ) セレオ八王子ブース
日 時：２月２６日(水)～２９日(土)１０：００～２１：００(最終日は１９：００で終了)
「山梨の物産展」として開催します。
場 所：セレオ八王子北館２階 ステーションコート・イベントスペース
出 店：㈱桔梗屋(和菓子)、㈱清月(洋菓子)、就労支援事業所かしのみ（ドライフルーツ）、
㈲萩原製菓（和生菓子）、㈱サドヤ（ワイン）、㈱トゲツプランニング（煮貝等）、
㈱かいや（煮貝）、㈱JS（絹織物）、㈱マルベリーファーム（桑の葉粉末茶）、
㈱Bull Ventures（チキン南蛮）

【産直市の主な日程】
２月

【会場ＭＡＰ】
２６日
(水)

２７日
(木)

２８日

２９日

(金)

(土)

南口

【凡例】
観光ＰＲ
やまたまやブース

みどりの窓口前

観光 PR

セレオ山梨物産展ブース
セレオ八王子ブース

NewDays

やまたまや

産
直
市

ブース
セレオ八王子
ブース

やまたまや前
New Days 店舗前

中
央
改
札

みどりの

びゅうプラザ
窓口
券
売
機

ニューデイズ

やまたまや

セレオ八王子２階
セレオ八王子北館２階

セレオ八王子北館2 階
ステーションコート・イベントスペース

ステーションコート・イベントスペース

ベックスコーヒー
ショップ

北口

◆やまなし桃の花産直市おすすめ商品◆
１ やまたまやブース【やまたまや/NewDays 店舗前】
【極上生信玄餅】
＜金精軒製菓㈱＞

【ヒレカツサンドイッチ】
＜甲州 直治朗＞

初出店

【桃の花びらジャム】

直治朗のとんかつは安心安全の豚肉を使用し、
柔らかくて食べ応えのあるカツサンドです。

山梨が誇る梨北米を 100%使用し、お米の旨さ
を引き立てる為お砂糖を従来の半分にしまし
た。

２

別紙
＜NPO 法人南アルプス・ファーム
フィールドトリップ＞
桃の花びらを小さな瓶に閉じ込めた一足早く
春を感じる商品です。お湯に溶かして花びらの
浮く桃の花茶としてもお楽しみいただけます。

セレオ八王子ブース【セレオ八王子北館 2 階ステーションコート・イベントスペース

【桔梗信玄餅】
＜㈱桔梗屋＞
山梨を代表する銘菓「桔梗信玄餅」
です。お餅にきな粉と特製の黒蜜
をかけてお召し上がりください。

【まわたスカーフ】

【あかね鮑の煮貝】
＜㈱かいや＞

＜㈱JS＞
人の肌に優しい、肌触りの優れた絹
100%のスカーフです。

【イタリアンロール】
＜㈱清月＞

チリ産の鮑 1 粒を肝付きで提供し
ます。山梨の昔ながらの名物で旨味
が強くコクのある鮑です。

ほんのり塩味のシュー皮で、コクの
あるクリームとふわふわなスポンジ
を巻いたロールケーキです。

初出店 【新府焼米饅頭】
【ドライフルーツ
【オルロージュ赤・白】
クラッシュゼリー】
＜㈱サドヤ＞
＜(有)萩原製菓＞
＜就労支援事業所かしのみ＞
焼米にした美味しい米と砂糖・卵・バターを混ぜ
合わせた餡を小麦粉で包み、ふっくらと焼き上げ
ました。素朴な中にマイルドさを感じる味に仕上
げました。

山梨県産の果物各種をドライフルーツにしまし
た。クラッシュゼリーは甘さ控えめで果肉がご
ろごろ入っています。

初出店
【チキン南蛮】
＜㈱Bull Ventures ＞

日本で初めてワイン専用ぶどう品種
でワインを醸しました。
大正 6 年創業で、山梨県甲府市の
ワイナリーです。
「オルロージュ」の赤は県産のマス
カット・ベーリーA を主体に、白は
県産の甲州種を主体に醸造しまし
た。

【桑の葉粉末茶】
初出店 【あわびの煮貝瓶詰】
＜㈱マルベリーファーム＞
＜㈱トゲツプランニング＞

甲府市 とりから名物 チキン南蛮‼
特製の甘酢あんにからめ、自家製タルタルソース
をかけてお召し上がり下さい。

昔から良薬とされてきた桑の葉を日本で一番日
の当たる所で、健やかに育てました。是非共ご賞
味下さい。

小粒ながらも天然のあわびを使用。
一口サイズで食べやすく、天然あわびの旨味が
出ております。

※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。

◆やまなし桃の花産直市

桃の花枝プレゼントレシート対象店舗◆

①JR 東京西駅ビル開発㈱：２店舗

セレオ八王子北館、南館

②㈱JR 東日本リテールネット：８店舗

NewDays 八王子店、NewDays KIOSK 八王子駅横浜線ホーム店

中央線下りホーム店・1 番線ホーム店・改札内店、ギフトガーデン 八王子店
マンスリースイーツ 八王子店、やまたまや
③㈱日本レストランエンタプライズ：３店舗

いろり庵きらく 八王子店、あじさい茶屋 八王子５号店

EKIBENYA
④ジェイアール東日本フードビジネス㈱：４店舗

八王子店
HONEY’S

BAR 八王子店・八王子中央店

メープルハウス 八王子中央店、BECK’S COFFEE SHOP 八王子店
⑤物産展箇所：３箇所（八王子駅改札外コンコース）
NewDays 八王子店前、やまたまや前、セレオ八王子北館２階ステーションコート・イベントスペース

