2020 年 7 月 28 日
東日本旅客鉄道株式会社八王子支社

山梨を楽しもう！
～JRE MALL で「やまなしマルシェ」を開催します～

山梨エリアの魅力発信として毎年 8 月下旬頃に開催していた「上野駅やまなし産直市」
ですが、今年は 8 月 1 日からオンラインにて「やまなしマルシェ」として開催します。
旬のぶどうや高原野菜、ワイン等のやまなし産直市の人気商品を含む山梨県の選りす
ぐりの品を、JR 東日本グループ運営のインターネットショッピングサイト「JRE MALL」
内の特設ページ「やまなしマルシェ」にて、お気軽にご注文いただけます。
ぜひ、この機会に山梨の逸品をご自宅でお楽しみください！

１ 「JRE MALL」における「やまなしマルシェ」の開催
（１）やまなしマルシェ
【期 間】8 月 1 日（土）～10 月 31 日（土）
【運 営】
（株）JR 東日本商事
【出店者】バイパス清果園、ぶどうばたけ、岩窪農場、コーナーポケット、桔梗屋、
LE COLLIER（ルコリエ）※全て店舗名で記載
【ＵＲＬ】
「お取り寄せきっぷ」で検索
https://www.jreastmall.com/shop/r/r0226/?utm_source=chuosenmagazine&utm_medium=yam
anashi_qr&utm_campaign=hachioji

やまなしマルシェバナー（イメージ）

やまなしマルシェ QR コード

（２）やまなしマルシェ おすすめ商品
「ハウス 大人シャインマスカット」

【バイパス清果園】★JRE MALL 初出店

大人気のシャインマスカット。一番甘いのは、緑ではなく「黄色」だとご存じ
ですか？完熟すると黄色味を帯び、人が年を重ねて人間味を深めるように時
を重ねて味を深めます。落ち着いた黄色味で深い味わい、完熟故に市場に出
にくい「大人シャインマスカット」をお楽しみください。

「山梨県産 旬のぶどう 3 色セット」

【ぶどうばたけ】★JRE MALL 初出店

大人気のシャインマスカットを入れて色合いよく詰め合わせました。黒葡萄
は巨峰・ピオーネなど、赤はカイジ・サニールージュなどの食べごろを迎えた
ぶどうを詰め合わせます（品種によって収穫期が異なりますのでお楽しみで
す）
。見て楽しく食べておいしい詰め合わせです。
「山梨県産 トウモロコシ詰め合わせ」

【岩窪農場】★JRE MALL 初出店

八ヶ岳南麓、標高約 850m に位置する高原で、八ヶ岳から流れてくる清らかな
水を使って栽培した、甘みが強くてジューシーなトウモロコシ(ゴールドラッ
シュ)の詰め合わせです。おひさまいっぱい浴びて育ったゴールドラッシュの
おいしさをお楽しみください。朝採りをチルド便で発送します。
※8 月 7 日より販売開始予定
「プレミアム桔梗信玄餅アイス 詰め合わせ」 【桔梗屋】★JRE MALL 初出店

「桔梗信玄餅」の風味をそのままアイスクリームにしました。
ひんやり、モチモチトロリ触感。食感も楽しい和スイーツをぜひお楽しみく
ださい。

「コーナーポケットオリジナル食パンセット」 【コーナーポケット】

山梨県産小麦「かいほのか」の全粒粉と、八ヶ岳産の牛乳をデニッシュ生地に
練りこんだ「クロワッサンブレッド」をはじめとした、自慢の 3 種セットで
す。
(セット内容：八ヶ岳ゴールドブリオッシュ・クロワッサンブレッド・黒玉ね
ぎ食パン）
「マンズワイン 甲州 酵母の泡」

【 LE COLLIER（ルコリエ）
】

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。
繊細で泡立ちが長く続き、淡い黄金色が特徴。
甲州種特有の上品な香りと柔らかな酸味がバランスよく、心地よい口あたり
をお楽しみください。
※写真はイメージです。

※出店者名は全て店舗名で記載。

２

甲州ワイン街道 JRE MALL 店
JRE MALL で山梨ワインを中心とする酒類を取り扱う常設店舗「甲州ワイン街道」では、多
種多様な山梨ワインを取り扱っております。
【運 営】武田食品株式会社
【ＵＲＬ】
「甲州ワイン街道 JRE MALL」で検索
https://www.jreastmall.com/shop/c/c52/

「甲州ワイン街道」ショップバナー

「甲州ワイン街道」QR コード

【甲州ワイン街道 おすすめ商品】
「グレイス グリド甲州 2019 750ml」

【中央葡萄酒】

山梨県産甲州種を使用し、料理との相性を第一に考え、親しみやすく飲
み心地良い味わいのワインを目指しました。
グリドの名称は、甲州種の果皮の色を表す Gris(仏語:ピンクがかった
薄灰色)と、de(...の)から名付けられました。
まろやかな口当たり、ほんのり甘みを感じる辛口、溌剌とした酸味、柑
橘系の果実味とスパイスの風味、ほのかな苦みがアクセントとなってい
ます。
甲州の果皮の成分をうまく引き出した飲み心地良い白ワインです。
「丸藤葡萄酒工業 2018 ルバイヤート

【丸藤葡萄酒工業】

マスカットベーリーA 樽貯蔵 720ml」
山梨県産マスカットベーリーA を 10 ヵ月樽熟成させた赤ワイン。熟し
たマスカットベーリーAの果実味が樽熟成のまろやかな風味にとけ込ん
でいます。
イチゴやカシスなどベリーの香りと、べっ甲飴やトーストなどの香ばし
い香りがあります。贈り物用にラッピングセット（別売り）もご用意し
ています。

「シャトージュン 熟成一升瓶・デラウエア樽熟成 」 【シャトージュン】

山梨県で多く生産されるデラウエア種の白を樽熟成させました。樽由来
の香ばしさと葡萄由来の香りが絶妙にブレンドされています。辛口の一
升瓶特別品。贈り物用にラッピングセット（別売り）もご用意していま
す。

※写真はイメージです。

３ JRE POINT プレゼント やまなし応援キャンペーン
「やまなしマルシェ」および「甲州ワイン街道 JRE MALL 店」にて、対象商品を以下の条件で購入いた
だいたお客さまに、JRE POINT 500 ポイントをプレゼントします。
【期 間】8 月 1 日（土）～8 月 31 日（月）
【条 件】商品名に【やまなし 2020】と記載されている商品を 4,000 円以上（税込み）購入
【注意点】JRE MALL に会員登録したうえ、JRE POINT に連携したお客さまが対象

「JRE MALL」バナー
ｔｐ

４ 山梨物産展「くだもの王国山梨 シャインマスカットフェア」の開催
武蔵小金井駅において、昨年に引き続き山梨の旬な果物やワインを取り扱う山梨物産展を開催します。
【期 間】第 1 回 8 月 6 日（木）～8 月 7 日（金）10：00～21：00
第 2 回 8 月 23 日（日）～9 月 1 日（火）10：00～21：00
【場 所】武蔵小金井駅自由通路
【運 営】
（株）JR 中央ラインモール
【出店者】
（株）Rolling-C
【内 容】第 1 回 夏ワイン＆おつまみ、果物の販売

武蔵小金井駅 山梨物産展（イメージ）

夏向けスパークリングワイン等夏に合うワインとおつまみの販売、シャインマスカット
や桃等の果物販売
第 2 回 山梨ぶどうカーニバル
ぶどう農家による対面販売を実施、シャインマスカットを中心にピオーネやゴルビー等、
旬のぶどうが勢ぞろい。
※第 1 回、第 2 回ともにギフト配送も受け付けています。
今後も、中央線沿線において、山梨の旬のものを届けする山梨物産展を開催していく予定です。

５ 山梨へのお出かけにおトクな情報
（１）
「えきねっと」でおトクに山梨へ。
JR 東日本では年会費無料の「えきねっと」でおトクなきっぷの発売や期間限定キャンペーンを実施
しています。この機会に新しい生活様式に即した「えきねっと」を、ぜひご利用ください。
① お早目のお申込みでおトク！えきねっと会員限定「お先にトクだ値スぺシャル
（50％割引）
」
（乗車券つき）を設定します！
・対象列車： 特急「かいじ」全列車
・設定区間： 東京・新宿↔甲府・竜王
・販売価格： 片道乗車券と指定席特急券（普通車）でおとな 1 名様 1,940 円
（通常価格 3,890 円）
・利用期間： 2020 年 8 月 20 日（木）～2021 年 3 月 31 日（水）
・販売期間： 2020 年 7 月 20 日（月）～2021 年 3 月 11 日（木）
※お先にトクだ値スペシャルは通常のきっぷと比べ、ご利用に制限がございます。

ポスター（イメージ）

② 急なお出かけにも対応！「えきねっとチケットレスサービス」割引キャンペーン実施中
・対象列車： 特急「あずさ」
「かいじ」
「富士回遊」全列車
・販売価格： 普通車指定席特急料金 通常 100 円割引のところ 300 円割引
・利用期間： 2020 年 3 月 14 日（土）～9 月 30 日（水）お申込み・変更操作分
※パソコンからはお申込みいただけません。

えきねっとの詳細はこちら
【ＵＲＬ】
「えきねっと」で検索
https://www.eki-net.com
（２）やまなしの魅力情報の発信
山梨の魅力や観光情報をＪＲ東日本八王子支社公式ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
「モモずきんと
発見！やまなしの旅」などを通じてリアルタイムで発信しています。
「モモずきんと発見！やまなしの旅」公式 SNS

Facebook

公式SNS イメージ

JR の山梨キャラクター
「モモずきん」

Instagram

