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東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

～花・祭り・ワインなど季節ならではの魅力をご紹介～ 

「魅力はっけん！中央線の旅」 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ プロモーション展開 

【キャッチコピー】 「魅力はっけん！中央線の旅」 

【 開 始 時 期 】 2019年 3月中旬以降実施 

【コンセプト】 信州・山梨エリアの自然・祭り・日本酒・ワイン 

などの中央線の魅力を発信します 

 

（１）専用 WEBサイトによる情報発信 

信州・山梨エリアのおすすめ情報を発信する専用 WEB サイトをオープン予定です。 

「魅力はっけん！中央線の旅」URL  

https://www.jreast.co.jp/chuosennotabi/ 

※ 2019年 3月 19日（火）午前 10時オープン（予定） 

 

（２）山手線ラッピングトレインの運行 

信州・山梨の観光素材をラッピングした車両を期間限定で運行します。 

  期間：2019年 5月 16日（木）～2019年 6月 15日（土） 

車両：E235系 1編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本では、「魅力はっけん！中央線の旅」プロモーションを実施します。信州・山梨エリアの自然が織

りなす山々の景観や四季折々の風景、地に息づく祭り、匠が醸す日本酒やワインなどの情報発信を大規模に行う

とともに、「えきねっと」会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）などを設定し、首都圏のお客さまにおススメ

のお出かけ先としてＰＲしてまいります。四季折々の魅力あふれる信州・山梨へ、行楽シーズンに合わせた臨時

列車の運転など、ますます快適にお出かけいただける中央線の旅をお楽しみください。 

山手線ラッピングトレイン 車体イメージ 専用 WEBサイトの表示イメージ 

https://www.jreast.co.jp/chuosennotabi/
https://www.jreast.co.jp/chuosennotabi/


（山手線ラッピングトレインでご紹介する観光素材） 

【信州】入笠山、奈良井宿、諏訪湖花火、上高地 

【山梨】収穫量日本一のもも・ぶどう、西沢渓谷、明野のひまわり畑、日本遺産「葡萄畑が織りなす風景」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通媒体などでの宣伝強化 

駅貼りポスター、車内中吊りポスター、新幹線車内誌「トランヴェール」、デジタルサイネージ

等での宣伝展開を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

別紙に、「信州・山梨エリア 観光スポットの一例」をご紹介しております。ぜひご覧ください。 

 

２ おトクなきっぷ・旅行商品の販売 

（１）「えきねっと」会員限定のおトクなきっぷ（50％割引）の発売 

今後、5月～6月頃にかけて中央線特急 

「あずさ」「かいじ」にインターネット 

限定のおトクなきっぷ「お先にトクだ値 

スペシャル（乗車券つき）」（50％割引）の 

発売を予定しています。 

※ 設定商品の具体的な内容については、 

決まり次第お知らせします。 

 

 

 

 

中吊り広告（イメージ） 駅貼りポスター（イメージ） 

E353系 



（２）旅行商品の販売 

びゅう旅行商品「信州 山梨」等を好評 

発売中です。今後も WEB限定を含む商品 

ラインナップを拡充してまいります。 

 

 

 

 

３ 信州・山梨マルシェ（仮称）の開催 

中央線特急「あずさ」「かいじ」の出発駅の一つである新宿駅において、 

信州・山梨エリアの地産品を販売する特設マルシェを開催いたします。 

地産品を通じて、信州・山梨エリアの魅力を発信いたします。 

  

場所：新宿駅改札外東口地下みどりの窓口横 

期間：2019年 5月上旬～6月下旬（予定） 

   ※開催時期によって商品等は異なります。 

 

 

４ その他 

●訪日外国人向けの宣伝展開 

既存の訪日外国人旅行者向け専用 WEB サイトのなかで信州・山梨エリアの情報コンテンツを拡充し、

周遊に便利な訪日外国人旅行客向けレールパスの情報発信や、海外旅行会社と連携した旅行商品

ブランド「東日本鉄道ホリデー」等の販売プロモーションを行います。 

 

訪日外国人旅行者向け WEB サイト URL  

 https://www.jreast.co.jp/e/  （英語） 

https://www.jreast.co.jp/tc/ （繁体字） 

https://www.jreast.co.jp/sc/ （簡体字） 

https://www.jreast.co.jp/kr/ (韓国語） 

  

 

 

 

●駅からハイキングの実施 

  エリア内の自治体等とのタイアップにより、主な駅を起点とする「駅からハイキング」を実施します。 

 駅からハイキング専用 WEB サイト URL https://www.jreast.co.jp/ekihai/ 

  ※該当コースは 2019年 3月 5日（火）アップロード予定です。 

 

 

 

 

 

 旅行商品の一例（イメージ） 

訪日外国人旅行者向け 

WEBサイト（イメージ） 

マルシェの開催例（イメージ） 

訪日外国人旅行者向け 
レールパスの一例 

https://www.jreast.co.jp/e/
https://www.jreast.co.jp/tc/
https://www.jreast.co.jp/sc/
https://www.jreast.co.jp/kr/
https://www.jreast.co.jp/ekihai/


（参考）信州エリア 観光スポットの一例 

 
4月 25日（木）～6月 16日（日） 

信州花フェスタ 2019～北アルプスの贈りもの～（長野県） 

【メイン会場】松本駅・塩尻駅からシャトルバスあり、【サブ会場：安曇

野会場、大町会場】もございます。700品種 100万株の花と緑が彩るメイ

ン会場、40万本のチューリップからユリへの開花リレーやシェードガー

デンが楽しめるサブ会場など、各会場は花と緑に包まれます。 

 4月下旬～5月上旬 聖光寺の桜（茅野市：茅野駅からバスで 30分） 

標高 1,200 メートルに位置することから、4 月下旬から 5 月上旬という

遅い時期に約 300 本のソメイヨシノが満開の時期を迎え、聖光寺桜祭り

が開催されます。 

 

8月 13日（火）・14日（水）  

岡谷太鼓まつり（岡谷市：岡谷駅から徒歩 6分） 

メインとなるのは、間口 60m のステージで 300 人が演奏する「豪壮無比 

岡谷太鼓 300人の揃い打ち」。そのほかにも、踊りパレード「MINAKOI 

わっさか」や、各種芸能団体によるステージ・パレードなど盛り沢山な

内容の家族みんなで楽しめるお祭りです。 

 6月 15日（土）～23日（日）  

信州辰野ほたる祭り（辰野町：辰野駅から徒歩 15分） 

日本一のゲンジボタルの名所松尾峡・ほたる童謡公園では、例年 6 月上

旬～中旬頃ゲンジボタルが発生のピークを迎え、美しく幻想的な風景を

楽しむことができます。 

 通年 中山道妻籠宿（南木曽町：南木曽駅からバス約 10分） 

全国で初めて古い町並みを保存した宿場町で、現在、国の重要伝統的建

造物保存地区(昭和 51年)に選定、「郷土環境保全地域」(昭和 56年)の指

定を受けています。 

 通年 安曇野のわさび田（安曇野市：穂高駅からタクシー約 10分） 

安曇野市は、いたるところから大量の地下水が湧き出しており、「安曇野

わさび田湧水群」として名が知られています。わさびの栽培が盛んであ

り、長野県はわさびの販売量日本一を誇っています。 

 4月中旬～11月 立山黒部アルペンルート（大町市：信濃大町駅から路線

バスで扇沢下車し、バス乗り換え） 

3,000m級の北アルプスを貫いて大町と富山を結ぶ約 100kmの立山黒部ア

ルペンルート。 大町側の玄関口である扇沢から、乗り物を乗り継ぎ絶景

をご覧ください。 

 7月上旬～8月下旬 白馬アルプス花三昧（白馬村: 白馬駅から花三昧バ

スで各会場へ） 

白馬山麓は花いっぱいでみなさんをお迎えいたします。美しい山野草や

高山植物と北アルプスの共演をお楽しみください。 

写真提供：長野県観光機構 

 6月～10月 栂池自然園（小谷村：白馬駅または南小谷駅からタクシー15

分、栂池高原駅から栂池ゴンドラリフト乗車） 

標高 1,900m に広がる日本有数の高層湿原。入口からは遊歩道が整備さ

れ、お子様連れでも気軽に高山植物の花々や本州でもっとも早い紅葉、

北アルプスの壮大な山々などを楽しむことができます。 

別紙 1 



（参考）山梨エリア 観光スポットの一例 

 

 
3月 25日（月）～4月 14日（日） 

第 30回大月さくら祭り（大月市：大月駅周辺） 

古くから桃太郎の伝説が残る大月周辺では、毎年春に、桜の名所めぐり

や、真木お伊勢山・岩殿山ふれあい館周辺のライトアップなどが開催さ

れ、各種イベントなどもお楽しみいただけます。 

 3月下旬～4月上旬 甚六桜（甲州市：勝沼ぶどう郷駅すぐ） 

勝沼ぶどう郷駅沿いに 3月下旬から 4月上旬に咲く約 600本の桜は「甚

六桜」と呼ばれ、多くの方に親しまれています。駅前には旧勝沼駅のプ

ラットホームが残されているほか、隣接する公園には往年の機関車もあ

り、桜とのさまざまな風景をお楽しみいただけます。 

 
3月下旬～4月上旬 恵林寺の桜（甲州市：塩山駅から車約 20分） 

武田信玄公の菩提寺として有名な恵林寺は、桜の名所としても知られて

います。例年 3月下旬ごろから彼岸桜、ソメイヨシノと比較的長い期間

お花見が楽しめます。山門前に堂々と咲く彼岸桜のほか、美しい庭園も

恵林寺の見所のひとつです。 

 通年 笛吹川フルーツ公園（山梨市：山梨市駅からバス約 7分） 

子供たちのあそび場や食事・喫茶が楽しめるガラスドームの全天候型屋

内公園の「くだもの広場」や、山梨を代表するぶどう・ももを中心とし

たくだものの歴史などが学べる「くだもの館」、水の流れるアスレチック

等があり、お子様連れで楽しめる施設です。写真提供：山梨市観光協会 

 5月 18日（土）・19日（日） すずらんの里祭り 

（笛吹市：石和温泉駅からバス約 50分下車、無料送迎バス乗り換え） 

笛吹市芦川町の源流域に広がるすずらんの群生地には、貴重な「ニホン

スズラン」種が自生しています。これだけ群生しているのは全国的にも

珍しく、山梨県の自然記念物に指定されています。 

 
4月 5日（金）～7日（日） 第 48回信玄公祭り（甲府市：甲府駅周辺） 

「信玄公祭り」は武田信玄公の命日（4月 12日）の前の金曜日から日曜日

に盛大に開催されます。土曜日夕方からは、県内各地から 1,000 名を超え

る軍勢が舞鶴城公園に集結し、川中島に向け出陣する様子が再現されます。 

 
通年 昇仙峡（甲府市：甲府駅からバス約 60分） 

国の特別名勝にも指定されている昇仙峡は、長い歳月をかけて削り取ら

れた花崗岩の断崖や奇岩・奇石、清澄で豊富な水の流れを見ることがで

き、「日本一の渓谷美」ともいわれています。渓谷沿いに整備された遊歩

道では、四季折々で変化に富んだ渓谷美を間近で楽しめます。 

 

 

6月 甘利山のレンゲツツジ（韮崎市：韮崎駅から車約 50分､徒歩 30分） 

山梨百名山の一つである標高 1,731m の甘利山では、例年 6 月初旬から

下旬にかけて、約 15 万株ものレンゲツツジの大群落が山頂一帯を赤く

染めます。晴れた日には富士山や八ヶ岳など、360 度の大パノラマが広

がります。 
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