2020 年 8 月 28 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

秋のやまなしキャンペーン
「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、昨年に引き続
き、2020 年 9 月 1 日(火)から 11 月 30 日(月)までの 3 か月にわたり、秋の観光キャンペー
ン「富士の国やまなし～ 風林火山 500 年の時を越えて～」を連携して実施します。
本年、山梨県内で新たに認定された 2 件の日本遺産をはじめ、山梨の歴史や文化、自然
や実りなどの魅力を広く発信します。
山梨県では観光客の皆さまが安心してご利用いただけるよう、県内の宿泊施設や飲食店
の感染症対策を検査し、「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」として認証しています。
また、JR 東日本八王子支社としても駅や列車内の消毒活動や車内換気など、様々な対策を
実施しています。
この秋、新しい生活様式のもと、安全・安心な鉄道をご利用いただき、魅力あふれる山
梨へぜひお出かけください。

１ キャンペーン概要
（1）キャンペーン期間
2020 年 9 月 1 日（火）～11 月 30 日（月）
（2）キャンペーンタイトル
「富士の国 やまなし ～風林火山 500 年の時を越えて～」
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、昨年に引き続きキャンペーンタイトルに「500 年の時を越えて」という

ＪＲの山梨キャラクター「モモずきん」

表現を用い、山梨のさまざまな魅力を PR します。
２ PR・情報発信の取組み
JR 東日本八王子支社は、秋に訪れたい山梨の観光スポット等を紹介するポスターおよび動画、旬のおすす
め情報などを山梨県、
（公社）やまなし観光推進機構と連携して首都圏の主要駅等で広く PR します。
(1) キャンペーンポスター(第 1 弾)
・作成部数 各 1,000 枚(B１サイズ×3 種類)
・掲出期間 8 月下旬から 11 月末まで
・掲出場所 首都圏等の JR 東日本の主な駅
※第 2 弾(B1 サイズ×3 種類)は 9 月下旬から 11 月末までの掲出を予定しています。
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キャンペーンポスター（イメージ）

(2) やまなし観光＆イベントガイド「ワイン県やまなし 秋号」
・配付部数 90,000 部(A4 サイズ)
・掲出期間 9 月上旬から 11 月末まで
・掲出場所 首都圏の JR 東日本の主な駅等
【参考】上記のほか、山梨県内の観光案内所、道の駅、
観光施設等に掲出されます。
ガイドブック（イメージ）

(3) やまなし PR 動画の放映
キャンペーン期間中、秋の山梨を PR する動画を首都圏の主要駅や列車内等にて放映します。
「モモずきんと発見！やまなしの旅」

(4) 公式 SNS 等での情報発信
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
発信します。
公式SNS(イメージ）

【参考】(公社)やまなし観光推進機構ホームページ「富士の国やまなし観光ネット」や公式 SNS でも
秋の山梨の魅力や観光情報を発信します。
（やまなし PR 動画は「富士の国やまなし観光ネット」でも公開予定です！）
(公社)やまなし観光推進機構ホームページ「富士の国やまなし観光ネット」
【URL】https://www.yamanashi-kankou.jp/
(公社)やまなし観光推進機構公式 SNS（Facebook、Instagram、Twitter）
Facebook

Instagram

Twitter

３ 中央線各駅における「山梨物産展」の開催
中央線沿線の国立駅・立川駅において、山梨の旬な果物や野菜を取り扱う山梨物産展を開催します。
(1) 国立駅「山梨フェア in くにたち」
国立駅にて山梨県産（甲州市・北杜市・笛吹市等）の果物や野菜、都内でなかなか手に入らない小規模
ワイナリーの甲州ワイン等を販売予定です。
・開催期間：8 月 28 日（金）～8 月 30 日（日）
果物・野菜 11:00～17:00
ワイン

11:00～20:00

・開催場所：国立駅南北通路
・主

催：㈱JR 中央ラインモール

販売イメージ

・出 店 者：㈱Rolling-C、㈱JR 東日本リテールネット等
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(2) 立川駅 グランデュオ立川「ぶどうとワインと肉のカーニバル」
山梨県産のシャインマスカットや小規模ワイナリーのワインをはじめ、星屑レストランガイアのシェフ
監修レシピによるワインにぴったりな肉料理等のテイクアウトメニューをご用意します。
・開催期間：9 月 16 日（水）～9 月 22 日（火・祝）
平日・土 10：00～21：00
祝日・日 10：00～20：30 ※最終日は 19 時まで
・開催場所：グランデュオ立川１階 イベントマルシェ内
・主

催：ジェイアール東日本商業開発 ㈱

・共

催：山梨市、山梨市商工会

・運

営：㈱Rolling-C

・出 店 者: 勝沼ワイン村㈱、㈱東夢、㈱Cantina Hiro、
笛吹川フルーツ公園星屑レストランガイア、ぶどう生産業者等

販売商品(イメージ）

※気候の変動などにより、販売商品が変更となる場合があります。

４ 秋の山梨のおすすめポイント
(1) 日本遺産に新たに認定！～御嶽昇仙峡・甲州市ワイン醸造～
山梨県に本年新たに日本遺産が 2 件認定されました。
① 「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡～水晶の鼓動が導いた信仰と技、そして先進技術へ～」
秋の昇仙峡の美しさは、渓谷美日本一という呼び名に相応しい魅力があります。水晶が豊富に採れた
ことから、現在のジュエリー産業の基盤となりました。昇仙峡の美しい秋の装いと「宝石の地やまな
し」と言われる「山梨ジュエリー」の魅力を体感しませんか。
② 「日本ワイン 140 年史～国産ブドウで醸造する和文化の結晶～」
国産ぶどうを原料として、国内で醸造される「日本ワイン」の 140 年の歴史を体感するなら、山梨県
甲州市へ。和風建築の伝統あるワイナリーや国宝の本堂を持つぶどう寺として有名な大善寺など、見
どころ満載です。日本ワインの歴史を感じながら、日本ワインをお楽しみください。
●日本遺産についてはこちらから
富士の国やまなし観光ネット「祝！！令和 2 年度日本遺産 山梨県から 2 件が認定！」
【URL】https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/topics/r2_japan-heritage.html
(2) 「ワイン県やまなし」でワインを楽しもう！
山梨県は、日本ワインの生産量とともにワイナリーの数も日本一！個性豊かなワイナリー
巡りを秋の山梨でお楽しみください。山梨県産ワインを満喫していただき、日本ワインを
リードしてきた「ワイン県やまなし」の魅力を体感してください。
また、本年 7 月 13 日には、東京駅から徒歩 5 分の東京都中央区日本橋に山梨県産ワインと食事を楽しめ
るレストラン「Cave de （カーヴ・ド）ワイン県やまなし」もオープンしました。
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●「ワイン県やまなし」の魅力はこちらから
富士の国やまなし観光ネット「ワイン県宣言から 1 周年！山梨のワインを味わい尽くそう！」
【URL】https://www.yamanashi-kankou.jp/special/yamanashi_wine.html
(3) ぶどう狩りは最盛期！山梨の自然の中で、秋の味覚を楽しもう！
山梨県の秋といえば、ぶどう狩り!ご家族で楽しめる秋の味覚「ぶどう」を県内各地にある観光果実園で
お楽しみください。山梨の自然の中で育まれたぶどうを何種類も一度に味わえる観光果実園もあります。
甘みが強く皮ごと食べられるシャインマスカットは 9 月が食べ頃です。
※観光果実園では「三つの密」を避けるよう新型コロナウイルス感染防止対策を講じています。

●フルーツ狩りの特集はこちらから

ぶどう狩り（イメージ）

富士の国やまなし観光ネット「ようこそフルーツ王国山梨へ！今が旬、季節のおすすめフルーツ特集」
【URL】https://www.yamanashi-kankou.jp/special/yamanashifruits_sp2019.html
(4) 芸術の秋には芸術の森公園へ！～山梨県立美術館・山梨県立文学館・特別展・企画展の開催～
甲府市の西部に秋には散策にぴったりな芸術の森公園があります。この公園からは富士山や南アルプス、
八ヶ岳までのぞむことができるほか、銀杏並木や日本庭園もあり秋の紅葉を屋外彫刻とともに楽しむこ
とができます。
また「ミレーの美術館」として知られる山梨県立美術館と芥川龍之介コレクションで有名な山梨県立文学
館があり、共に特別展や企画展を開催します。芸術作品とともに山梨県の秋を楽しんでみませんか。
※感染症防止対策を行っています。両館を訪れる際には、体調管理や手指消毒を徹底しましょう。

●特別展・企画展についてはこちらから
・山梨県立美術館・特別展「クールベと海 フランス近代 自然へのまなざし」
開催期間：9 月 11 日（金）～11 月 3 日（火・祝）
【URL】https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/exhibition/
・山梨県立文学館・企画展「まるごと林真理子展」
開催期間：9 月 11 日（金）～11 月 23 日（月・祝）

芸術の森公園(イメージ)

【URL】https://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/exhibition/2020/01/post-55.html
(5) 楽しく学んで富士山通になろう！～山梨県立富士山世界遺産センター・企画展の開催～
「山梨県立富士山世界遺産センター」は、富士山のもつ多様な自然美と文化を感じながら、世界遺産の価値
をわかりやすく紹介する施設です。和紙でデザインされた全長 15m の富士山に美しい照明演出と迫力ある
サウンドスケープが重なり四季や一日の時間の流れを体感出来る「冨嶽三六○」など、わくわくする展示
で富士山にまつわる歴史や自然、信仰などを学ぶことができます。
入館料無料の施設です。企画展も開催中ですので、是非お立ち寄り下さい。
企画展：
「富士山と鎌倉道－御山の入口・新倉－」
開催期間：7 月 22 日（水）～9 月 22 日（火・祝）
●山梨県立富士山世界遺産センターについてはこちらから
【URL】http://www.fujisan-whc.jp/
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山梨県立富士山世界遺産センター(イメージ)

(6) 甲斐の国はこの人なしでは語れない！～武田信玄公～
来年、2021 年は山梨の英雄、武田信玄公が生まれて 500 年という記念すべき節目の年です。武田信玄公は、
戦国時代最強と呼ばれた騎馬軍団を率いた名将として、地元だけでなく全国的にも人気の高い武将です。
山梨県内には、武田神社（甲府市）
、恵林寺（甲州市）
、
「信玄の隠し湯」と言われている温泉など、武田信
玄公のゆかりの地が数多く存在します。500 年という悠久の時に
思いをはせながら、信玄公ゆかりの地を巡ってみませんか。
●武田信玄ゆかりの地についてはこちらから
富士の国やまなし観光ネット「武田信玄ゆかりの地」
【URL】https://www.yamanashi-kankou.jp/history/shingen/

武田神社(イメージ)

５ 秋の山梨を楽しむウォーキングイベント「駅からハイキング」
爽やかな開放感の中でリフレッシュ。地域の魅力に触れる参加無料の「駅からハイキング」を地元自治体等
と連携して実施します。
開催期間(2020 年)

スタート駅

コース名

10 月 1 日～11 月 30 日 甲府駅

文豪も愛した湯村温泉郷 ～開湯千二百年の歴史と湯村山ハイキング～

10 月 1 日～11 月 30 日 小淵沢駅

紅黄葉(こうよう)に彩られた湧水の里ウォーキング

11 月 1 日～11 月 30 日 大月駅

甲州街道さんぽ 駒橋・猿橋・鳥沢宿を訪ねる

11 月20 日～12 月25 日 塩山駅

信玄の里コース ～ころ柿の季節に信玄公の菩提寺へ～

●「駅からハイキング」の詳細はこちら
【URL】https://www.jreast.co.jp/ekihai/
※ホームページでの 10 月以降のコース詳細は 9 月 4 日以降掲載予定です。

※このほか、JR 東日本八王子支社では、秋の山梨を楽しむ旅行商品を設定します。
詳細は別紙をご覧ください。
６ 秋の行楽シーズンにあわせた一部特急列車の臨時停車
多くのお客さまのご利用が見込まれる秋の行楽シーズンにあわせて、一部の特急列車が「石和温泉駅」
「勝沼ぶどう郷駅」に臨時停車します。
(1) 10 月～11 月の毎金曜日、
「あずさ 43 号」が「石和温泉駅」に臨時停車します
列車名

新宿駅(発時刻)

石和温泉駅(着時刻)

あずさ 43 号

17:30

18:59

臨時停車日
10/2,9,16,23,30
11/6,13,20,27

(2) 秋のぶどう狩りシーズンにあわせて一部の特急列車が「勝沼ぶどう郷駅」に臨時停車します
10 月～11 月の毎日、一部の特急列車が「勝沼ぶどう郷駅」に臨時停車します。
詳しくは JR 時刻表などをご確認ください。
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７ 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み
山梨県・(公社)やまなし観光推進機構・JR 東日本八王子支社は、お客さまに安心して山梨を訪れていただ
くために、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みを進めています。
(1) 山梨県での「安心・信頼」できる旅のために！
～「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」をご利用ください。～
山梨県では、
「山梨全体で安心・信頼を提供」することをテーマとして宿泊施設や飲食店利用者の安心・
信頼を獲得するための「認証制度」を創設しました。
県が作成した「感染症予防対策に係る基準」に適合していることを県が検査し、認証された宿泊施設や
飲食店には「やまなしグリーン・ゾーン認証マーク」が交付されます。
●「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」はこちらからご確認ください
【URL】https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/green_zone.html
山梨での「安心・信頼」できる旅を「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」でお楽しみください。
(2) 公益社団法人やまなし観光推進機構の取組み
(公社)やまなし観光推進機構では、観光客の皆さまが安心して施設をご利用いただけるよう、宿泊施設
や観光施設等の事業者を対象に、感染症予防対策のオンラインセミナーを開催するなど、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に向けた取組みをすすめています。
(3) JR 東日本八王子支社の取組み～お客さまに安心して駅・鉄道をご利用いただくために～
JR 東日本八王子支社では、お客さまに安心してご利用いただくために、駅構内や車両の消毒清掃、列
車内の換気等、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みを継続して実施しています。
また、山梨県内の一部の駅にて、駅や列車をご利用のお客さまに対する消毒サービスなど、駅独自の取
組みを適宜実施しています。
※2020 年 8 月 28 日現在の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況や天候等により各種イベントが延期または中止となる可能性があります。
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別紙
【ＪＲ東日本八王子支社】
秋の山梨を楽しむ旅行商品の設定について
(1) 山梨ワインを楽しむ旅「Vin De Yamanashi（ヴァンドヤマナシ）」
日本のワイン発祥の地である山梨のワイナリーを巡り、ワインとお食事を楽しむ旅行商品を発売します。
・設定期間

2020 年 10 月 1 日(木)～2021 年 3 月 31 日(水)出発分まで

・発 売 日

2020 年 9 月 1 日(火)

・企 画 ・ 実 施

株式会社びゅうトラベルサービス

・商品概要

往復の JR とワイナリー見学、お食事等がセットになった日帰り
コースのほか、宿泊コースもご用意しています。

●「えきねっと」ＪＲ東日本国内ツアー検索ページ
パンフレット（イメージ）

※9 月 1 日以降の掲載となります

(2) ツアー専用団体臨時列車の運転
キャンペーン期間中、ツアー専用団体臨時列車を運転し、旬のぶどう狩りや
温泉入浴、周辺の観光等をお楽しみいただける旅行商品を設定します。
・出 発 日

2020 年 10 月 3 日(土)、10 月 4 日(日)、10 月 10 日（土）

・運転区間
・車
両

新宿－石和温泉間（往復）
(10/3、4）485 系 お座敷列車「華」6 両編成
(10/10) E257 系 5 両編成

４８５系 お座敷列車「華」(イメージ)

・旅行企画・実施会社
運転日

旅行企画・実施会社

10/3(土)

㈱びゅうトラベルサービス、㈱JTB メディアリテーリング
㈱毎日企画サービス、㈱タビックスジャパン

10/4(日)
10/10(土)

Ｅ２５７系(イメージ)

㈱阪急交通社、㈱タビックスジャパン
クラブツーリズム㈱
クラブツーリズム㈱
石和温泉駅でのおもてなし（イメージ）

【ツアー専用団体臨時列車旅行商品 お客さまからのお問合せ先】
旅行企画・実施会社
㈱びゅうトラベルサービス
㈱JTB メディアリテーリング
㈱毎日企画サービス
㈱タビックスジャパン
㈱阪急交通社

クラブツーリズム㈱

電話番号

受付時間

平日 9:30～18:00
土・日・祝 9:30～17:30
0570-06-1113
平日 9:30～17:30 土日祝休業
平日 9:30～17:30
03-6265-6966
土 9:30～12:00 日祝休業
本商品の一般販売はございません。
平日 9:30～17:30
03-6745-1300
土・日・祝 9：30～13：30
平日 9:15～17:30
03-5323-5566
土 9:15～13:00 ※9/1 以降は 9:15～17:30
日祝休業
03-3841-0121

※詳細は各旅行会社のホームページ等をご確認ください(インターネット専用発売の場合もございます）
。
※予約状況は各旅行会社によって異なります。満席等の場合はご容赦ください。

