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やまなしの冬は、ごほうび
～山梨の冬の魅力を発信します～
ＪＲの山梨キャラクター「モモずきん」

○JR 東日本八王子支社では、冬の山梨への観光流動創出に向け、山梨県や(公社)やまなし観光推
進機構等、地域の皆さまと連携して積極的に冬の魅力を発信いたします。
○山梨の冬の魅力「富士山」「温泉」「日本酒」などに加え、新たな冬の山梨体験として、山梨県がおす
すめする「アウトドアサウナ」「星空観察ツアー」や、青梅エリアと連動した「♯鉄キャン～鉄道で行こう！
新たな発見！冬キャンプ～」として鉄道で行くキャンプを紹介いたします。
冬だからこそ味わえるやまなしの魅力を紹介し、自分自身への「ごほうび」旅を提案いたします。
○山梨の魅力や観光情報を首都圏の駅や車内で PR します。また、山梨へ便利でおトクにお出かけい
ただける商品やサービスもご用意しております。
この機会に、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 冬の山梨の魅力を PR・情報発信
冬の山梨の魅力を紹介するポスターおよび動画を首都圏の主要駅等で広く PR します。今年はアウトドアサウナの聖地化を
目指している山梨県と連携し、共同でポスターを作成しました。富士山・温泉・日本酒という王道の冬のやまなしの魅力に加え、
新たな山梨の楽しみ方もご提案いたします。昼はアウトドアアクティビティを満喫し、夜は温泉・お酒や星空観察ツアーでゆったり
心癒される特別な「ごほうび」旅へ！ぜひ冬の山梨にお越しください。
（１）冬のやまなしポスター
・作成部数：各 800 枚(B１サイズ×3 種類)
・掲出期間：2021 年 11 月下旬から 2022 年 2 月末まで
・掲出場所：首都圏等の JR 東日本の主な駅

ポスター(アウトドアサウナ、星空観察ツアー)

ポスター(富士山・温泉・日本酒)

ポスター(#鉄キャン)

アウトドアサウナ・・・自然の中で楽しむ野外サウナ。サウナテントから出た後は、雄大な自然の中、川や湖につかることで「ととの
う」ことができます。夏だけでなく、春は桜、秋は紅葉、冬は雪を眺めながらなど四季折々の景色の中、1 年
中楽しむことができます。
星空観察ツアー・・・ナビゲーターに案内してもらいながら八ヶ岳の星空を観察するツアー。標高 1400m を超える場所に位置す
るテラスから星空を眺めることができます。
# 鉄 キ ャ ン・・・「鉄道で行くキャンプ」の略称。～鉄道で行こう！新たな発見！冬キャンプ～として、大きな道具は現地でレ
ンタルし、こだわりのアイテムを持参して気軽にキャンプへ行ってもらいたいという思いから「＃鉄キャン」というキ
ャッチコピーとしました。2021年秋より青梅エリアでコピーを使用しており、冬は山梨と青梅エリアの共通テーマ
としてポスターを作成しました。

（２）冬のやまなし PR 動画の放映
冬の山梨を 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。
・トレインチャンネル・・・12 月 6 日（月）以降放映開始
・デジタルサイネージ・・・11 月 25 日（木）以降放映開始
冬の山梨PR 動画（イメージ）

（３）公式 SNS「モモずきんと発見！やまなしの旅」での情報発信
現場第一線社員が発見した山梨の魅力や最新の観光情報などを

公式 SNS「モモずきんと発見！やまなしの旅」
Facebook
Instagram

JR 東日本八王子支社公式 SNS「モモずきんと発見！やまなしの旅」
を通じてタイムリーに発信します。
２ 冬の山梨を楽しむ旅行商品の設定
冬の山梨の観光素材の魅力を発信し、鉄道を利用した旅行商品を設定します。
ワインとお食事のマリアージュを楽しめるプランや、フルーツ王国山梨でいちご狩りと山梨の魅力を
一度に楽しめるプランなど、冬も山梨はさまざまな楽しみが詰まっています。
（１）ワインを楽しむご旅行をお考えならぜひ！「Vin De Yamanashi（ヴァンドヤマナシ）」
山梨は日本ワインの生産量・ワイナリーの数が日本一！「ワイン県やまなし」でワインを楽しもう！
鉄道もセットになっているので思う存分ワインを楽しめます。
※設定日：2021 年 10 月 1 日～2022 年 3 月 31 日出発分(パンフレット掲出中)
「Vin De Yamanashi」パンフレット

（２）山梨はぶどうや桃だけじゃない！「列車で行く日帰り旅行 いちご狩り」
フルーツ王国山梨でのいちご狩りを楽しむコースが盛りだくさん！ 山梨県内のコースは
いちご狩りだけではなく、ワインカーヴ見学や温泉、鳥もつ煮も楽しめます！
※設定日：2021 年 12 月 16 日～2022 年 3 月 31 日出発分（12/16 パンフレット納品予定）

●旅行商品の詳細はこちら 【URL】https://www.jre-travel.com

「列車で行く日帰り旅行 いちご狩り」パンフレット

３ 冬の山梨を散策。ウォーキングイベント「駅からハイキング」
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。山梨県内の冬コースは 2 コース
設定しています。
（１）甲府駅コース
開催期間

スタート駅

コース名

2 月 5 日～3 月 20 日

甲府駅

甲府の歴史に触れる梅見月(うめみづき)

甲府駅を出発し甲府の歴史の礎に触れながら酒折駅へ抜ける魅力満載のハイキングルート。コース内の能成寺、東光寺は武田
信玄公が定めた「甲府五山」です。どこも武田氏とゆかりの深い寺院で、信玄公と歴史が好きな方には特におすすめのコースです。
（２）勝沼ぶどう郷駅コース
開催期間

スタート駅

コース名

3 月 4 日～3 月 28 日

勝沼ぶどう郷駅

「勝沼ぶどう郷満喫コース」～日本遺産認定の地で日本ワインのルーツを巡ろう～

日本遺産の地「勝沼」の自然、歴史、文化を 1 つのストーリーとしてお楽しみください。鳥居焼き遊歩道も整備され、電気機
関車 EF64-18 の魅力もさらにアップ。宮光園にひな飾りが飾られる他、ワイン、お食事、温泉もお楽しみいただけるコースです。
●「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 1 月以降のコース詳細は 12 月 6 日以降掲載予定です。

４ 山梨へのお出かけに便利な臨時列車を運転します
（１）沿線の皆様からのご要望にお応えし、引き続き金曜日に「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)

臨時停車日
12/3,10,17,24

あずさ 43 号

17：30

18：59

1/7,14,21,28
2/4,18,25

●金曜のお仕事後に石和温泉で心身ともに癒される♪あずさ 43 号と宿泊をセットにした旅行商品を設定します。
都内にお勤めのお客さまでも、週末の仕事終わりに石和温泉を満喫できる、石和温泉駅に臨時停車するあずさ 43 号
と宿泊をセットにした旅行商品を設定しています。週末に自分へのごほうびをどうぞ。
旅行商品の詳細はこちら 【URL】https://www.jre-travel.com
（２）いざ元旦の富士山へ！「富士回遊 93 号（富士初詣号）」を運転します。
元旦の初詣に便利な「富士回遊 93 号（富士初詣号）」を富士急行株式会社と連携し運転します。
列車名
富士回遊 93 号
（富士初詣号）

新宿駅(発時刻)

河口湖(着時刻)

運転日

5：21

7：17

1/1

列車の到着に合わせて、河口湖駅から徒歩 15 分の河口湖富士山パノラマロープウェイを早朝営業します。
富士山駅、河口湖駅に備え付けのチラシをお持ちのお客さまは、割引価格にてご利用いただけます。
●河口湖富士山パノラマロープウェイの臨時営業に関するお問い合わせはこちら
【URL】https://www.mtfujiropeway.jp/
【TEL】0555-72-0363（～河口湖～富士山パノラマロープウェイ）

５ 冬の山梨へのお出かけは便利でおトクな「えきねっと」で！
JR 東日本では年会費無料の「えきねっと」でおトクなきっぷを発売しています。冬のお出かけには便利でおトクな「えきねっと」
を、ぜひご利用ください。
（１）えきねっと会員限定「お先にトクだ値」（乗車券つき）・「えきねっとトクだ値」（乗車券つき）でおトクに乗車！
えきねっと会員限定で、早期購入によりおトクに特急列車をご利用できるサービスです。
・対象列車：特急「あずさ」・「かいじ」全列車
・設定区間：東京・新宿↔大月・勝沼ぶどう郷・塩山・山梨市・石和温泉・甲府・竜王・韮崎・小淵沢
・申込期間：お先にトクだ値（30％割引）
えきねっとトクだ値（10％割引）

ご乗車日 13 日前の午前 1 時 50 分まで
ご乗車日当日の午前 1 時 50 分まで

※「お先にトクだ値」「えきねっとトクだ値」は通常のきっぷと比べ、ご利用に制限があります。
※列車・席数・区間には制限があります。発売席数に限りがありますので売切れの際はご容赦ください。
※詳細はえきねっとホームページをご確認ください。

（２）急なお出かけには列車出発時刻まで申込可能な「えきねっとチケットレスサービス」が便利です！
「えきねっと」でお申し込み後、きっぷを受け取らずに在来線特急列車に乗車できるサービスです。さらに「えきねっとチケッ
トレス割引」も適用されるので、おトクにご利用いただけます。
・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 100 円割引（こども 50 円割引）
※ご乗車には、別途乗車券が必要です。（普通車は定期券を含む）

（３）貯まった JRE POINT を使って乗れる「JRE POINT 特典チケット」！
駅ビルでのお買い物や鉄道利用で貯めた JRE POINT を、特定区間の在来線特急の特典チケットに交換できるサービス
です。
・対象列車：特急「あずさ」・「かいじ」・「富士回遊」全列車
※「富士回遊」号は大月～河口湖の他社線にまたがる区間はご利用いただけません。
※「えきねっとチケットレスサービス」限定のサービスです。

・利用ポイント
乗車 km

ご利用区間の例

利用ポイント

紙のきっぷ料金

チケットレスサービス

50km まで

新宿～立川・八王子

460 ポイント

760 円

660 円

100km まで

新宿～大月

720 ポイント

1,020 円

920 円

200km まで

新宿～甲府

1,280 ポイント

1,580 円

1,480 円

201km 以上

新宿～松本

1,940 ポイント

2,550 円

2,450 円

※「JRE POINT 特典チケット」は JR 東日本区間のみを対象としたサービスです。
※必要な利用ポイント数はキャンペーン等により変更することがあります。

●えきねっとの詳細はこちら

【ＵＲＬ】https://www.eki-net.com

※2021 年 11 月 19 日現在の情報です。
※写真は全てイメージです。
※新型コロナウィルス感染拡大の状況や天候等により、設定コースの延期または中止、列車運休となる可能性があります。
※冬のお出かけに便利な臨時列車の詳細は JR 時刻表などをご確認いただくか、当社ホームページ内ニュースリリース 2021 年 10 月
15 日付「2021 年 冬の臨時列車の運転について」をご覧ください。

