2022 年 5 月 26 日
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東日本旅客鉄道株式会社八王子支社
山梨県特別観光キャンペーン推進協議会

忘れられない夏を、やまなしで。
ザ

スペシャリティ

「あなたに、特別な夏。-the Speciality 山梨-」
山梨県特別観光キャンペーン開催！
「富士の国やまなし観光キャラバン隊長」武田菱丸

「JRの山梨キャラクター」モモずきん

山梨県、ＪＲ東日本八王子支社、山梨県特別観光キャンペーン推進協議会の３者が連携し、
2022 年７月１日から９月 30 日まで「あなたに、特別な夏。-the Speciality 山梨-」と題した山
梨県特別観光キャンペーンを開催します。
あなたにとっての特別な夏を満喫していただくための特別なコンテンツを、やまなしからお届け
します。あなただけの「特別な夏。」を、是非やまなしで体験してください。

1. キャンペーン概要
「やまなしの風景と調和するアクティビティ」、「やまなしの風土が生み出す美酒と美食」、「温泉や自然サウ
ナによる心とからだの癒し」、あなたに、「特別な夏。」をお届けします。
◆キャンペーン期間： 2022 年７月１日㈮～９月 30 日㈮
ザ

ス ペ シ ャ リ テ ィ

◆キャンペーンテーマ： あなたに、特別な夏。-the Speciality 山梨◆キャンペーンロゴ：

◆キャンペーンポスター：
夏のやまなしの魅力である「アクティビティ体験」、「美酒と美食」、「旬のフルーツ」をテーマにした 3 種
類のポスターを JR 東日本の主な駅や山梨県の主な観光スポット等で掲出します。

アクティビティ(SUP ヨガ)

美酒・美食(ワイン)

旬のフルーツ(シャインマスカット)

◆キャンペーン動画：
山梨の観光スポットを巡るイメージ動画を
首都圏の主な駅や車内、YouTube などで放映します。
※「YouTube」は Google,LLC の登録商標です。

キャンペーン動画イメージ

◆キャンペーン特設サイト：
この夏を特別にする山梨県の観光情報、スタンプラリーの情報などを掲載します。
キャンペーン特設サイトはこちらから☞https://www.speciality-yamanashi.jp
※詳細情報はキャンペーンのスタートに合わせて随時更新いたします。
特設サイト

2. オープニングセレモニーの開催
キャンペーンのオープニングを記念して、中央本線甲府駅でセレモニーを行います。
⑴ 日 時：2022 年 7 月 2 日(土)10 時 50 分頃～11 時 00 分頃
⑵ 場 所：甲府駅北口ペデストリアンデッキ
⑶ 内 容：出席者あいさつ、テープカット、写真撮影
⑷ 出席者：山梨県知事、山梨県議会議長、JR 東海静岡支社長、JR 東日本八王子支社長 他
なお、セレモニー終了後に臨時列車の到着に合わせたお出迎えを行う予定です。
3. 山梨県の夏、主な観光コンテンツ
期間中にやまなしの特別なサマーコンテンツを準備中です。
⑴ やまなしの風景と調和する「アクティビティ」
① 山梨の誇る大自然の森林や湖で最高の体験の相乗効果
富士山の麓で SUP×ヨガ、森林×ヨガ×バーベキュー、日本３大奇橋・猿橋×ラフティング 等

森林×ヨガ

ラフティング

② 自然や歴史、文化に触れる新しい富士山の楽しみ方を提案
新たにできあがった富士山を取り巻く道を結ぶ「富士山ロングトレイル」、新名所新道峠の
FUJIYAMA ツインテラスへの早朝バス運行、荒川ダムでカヌー体験などの昇仙峡アクティビティ、青木
ヶ原樹海でのネイチャーガイドツアー参加者限定のショートムービーコンテストの開催、歴史・文化を現代
に伝える「やまなし歴史の道ツーリズム」 等

富士山ロングトレイル

昇仙峡アクティビティ

青木ヶ原樹海ネイチャーガイドツアー

歴史の道ツーリズム

⑵ やまなしの風土が生み出す「美酒と美食のマリアージュ」
期間中、県内のキャンペーン協力飲食施設で、県産食材を活かした、やまなしでし
か味わえない特別なメニューをご用意しております。もちろんワインや日本酒との
ペアリングの相性も抜群。地の恵みをご堪能ください。

美食

⑶ 自然サウナや絶景で特別な「癒し」
やまなしの豊かな自然環境の中で体験する「自然サウナ」のスポットが多数。さらに、新たに生まれた富
士山ビュースポット「FUJIYAMA ツインテラス」など様々な景色で皆さまを癒します。

FUJIYAMA ツインテラス

自然サウナ

⑷ 山梨県・JR 東日本八王子支社・山梨県特別観光キャンペーン推進協議会共同企画
「あなたに、特別な夏。」スタンプラリー
① 期 間：7 月 1 日(金)～9 月 29 日(木)
② 概 要：山梨県内広域で「アクティビティ」「食・お酒」「癒し」の 3 つのカテゴリに分けられた観光スポッ
トをめぐる、スマートフォンを活用した非接触型スタンプラリー。
《主なコンテンツ》
「アクティビティ」 昇仙峡アクティビティ、縄文王国山梨 7 館周遊、サマーゲレンデＭＴＢ、
青木ヶ原樹海ケービング体験等
「食・お酒」

県内の主な飲食施設等

「癒し」

森の内観リトリート、芦川自然サウナ、ＳＵＰヨガ等

⑸ 次世代小型モビリティで新たなスタイルの観光体験
この夏、次世代小型モビリティ「PiiMo」に乗りながら県内各地の観光を楽しむことができます。PiiMo
に乗って、解説付きの新たな観光を楽しみませんか。（走行場所は後日公表）
4. 臨時列車の運転
夏のやまなしへ向かう直通の臨時列車を各方面から多数運行します。やまなしへのアクセスが便利にな
るこの期間に、是非やまなしへお出かけください。
列車名

運転区間

【快速】お座敷 新宿・甲斐国

新宿⇔小淵沢

【快速】お座敷 千葉・甲斐国

千葉⇔小淵沢

【快速】お座敷 大宮・甲斐国

大宮⇔小淵沢

【特急】常磐・甲斐国

勝田⇔小淵沢

【特急】小田原・甲斐国

小田原⇔小淵沢

【特急】リゾート富士山

高崎⇔河口湖

【特急】富士回遊93号
（富士山・河口湖満喫号）

新宿⇒河口湖

485 系 華

発駅・発時間
新宿
9:02
小淵沢
16:21
千葉
7:40
小淵沢
16:21
大宮
7:22
小淵沢
16:21
勝田
8:09
小淵沢
16:44
小田原
8:13
小淵沢
16:22
高崎
6:05
河口湖
16:33
新宿

6:40

485 系 リゾートやまどり

着駅・着時間
小淵沢
12:00
新宿
18:54
小淵沢
11:17
千葉
19:45
小淵沢
10:18
大宮
19:11
小淵沢
12:22
勝田
21:03
小淵沢
11:36
小田原
19:47
河口湖
9:52
高崎
20:02
河口湖

8:33

運転日
7/2.3
9/23,24,25

車両
485系 華

7/23,24

485系 華

8/27,28

485系 華

7/30,31

485系
リゾートやまどり

9/10,11

E257系 5両

7/16,17,18

485系
リゾートやまどり

7/2,8/11（山の日）

E257系 5両

E257 系

※上記の他、ツアー専用団体臨時列車の運転や、列車を利用した旅行商品を設定します。

5. 期間中に開催される主なイベント
⑴

「やまなし産直市」および観光キャラバンの開催
上野駅をはじめ、首都圏の駅で山梨県の旬のフルーツやワインなどの特産品販売、県内自治体等と連携

した観光 PR を行います。
① 上野駅やまなし産直市
・日 時：8 月 24 日(水)～8 月 26 日(金) 11 時～20 時
・場 所：上野駅中央改札グランドコンコース
・運 営：株式会社 JR 東日本商事
② 中央線の主な駅での観光キャラバン
・日 時：6 月 10 日(金)

１１時～1４時

・企画・実施：三鷹駅・甲府駅
・場 所：吉祥寺駅 南北自由通路
三鷹駅 みどりの窓口前
国分寺駅 改札前コンコース

フッキー

モモッピー

・参加自治体：笛吹市、笛吹市観光物産連盟、石和温泉観光協会、石和温泉旅館協同組合
・内 容：観光 PR チラシの配布、観光案内や宿の案内、
笛吹市イメージキャラクター「フッキー」「モモッピー」による賑やかし（三鷹駅、国分寺駅のみ）
⑵

「駅からハイキング」の開催
山梨県内各駅と市町村が連携し、季節に応じた地域の魅力をお楽しみいただける無料のウォーキングイ

ベント「駅からハイキング」を、キャンペーン期間中も開催します。専用のコースマップを手に、自分のペー
スで自由な散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。
★コースタイトルにはすべて冒頭に【あなたに、特別な夏。】が入ります。
◆7 月 25 日（月）～9 月 11 日（日） 小淵沢駅
「小海線大カーブから望む南アルプス・八ヶ岳の絶景と赤松林の道を行く小淵沢巡り」
◆9 月 10 日(土)～9 月 25 日（日） 韮崎駅
「フルーツ王国山梨 穂坂果実郷とワイナリーを巡る」
◆9 月 16 日(金)～9 月 30 日（金） 甲府駅
「近代の甲府に思いを馳せるボロ電の路線跡、建築物を巡るコース※JR 東海共同開催」
※この他にも様々なイベントを計画中です。詳細が決まり次第お知らせします。

6. やまなしへのお出かけに便利なきっぷ
やまなしへお出かけの際は、指定席予約サイト「えきねっと」での指定席予約が便利です。「えきねっとチ
ケットレスサービス」や「えきねっとトクだ値」で、特急列車の指定席をおトクにご予約いただけます。
またスマートフォンからの指定席予約に便利な「えきねっとアプリ」も是非ご利用ください。
⑴ えきねっとチケットレスサービス
「えきねっと」から簡単に在来線特急の指定席をお申込みでき、みどりの窓
口や指定席券売機で指定席特急券を受取ることなく、そのままお申込みの列
車にご乗車いただけます。※ また、「えきねっとチケットレスサービス」でご予
約いただくと指定席特急料金から一定金額が割引になります。
※乗車券が別途必要です。Suica、モバイル Suica などをご利用ください。

⑵ えきねっとトクだ値
「えきねっと」だけで買える、列車・席数・区間限定の割引きっぷです。早めにお申し込みいただくこと
でさらに割引率が高くなる「お先にトクだ値」もございます。※
※変更・払戻に制限があります。
⑶ えきねっとアプリ
JR 東日本の特急列車等を予約できる「えきねっと」の
公式アプリ。 アプリから予約の申込・変更・払戻が可能。
スマートで便利なアプリです。
えきねっとアプリ

Android 版

iOS 版

7. 駅からのお出かけに便利なサービス
駅からのお出かけに便利なレンタカーや観光タクシー、ベビーカーレンタルなどのサービスを提供して
います。駅からの二次交通や街巡りにぜひご利用ください。
⑴ えきねっと+駅レンタカープラン neo
えきねっと「JR きっぷ」でチケットレスの列車をお申込み
いただき、列車の乗車日を含む３日以内に出発する「えきねっと+駅レンタカープラン neo」を専用ページ
からお申込みいただくことにより、チケットレス商品の 10％相当※の JRE POINT が付与されるプラン
です。往復行程を一括で予約すると、往復行程分がポイント付与対象になります。さらに、複数人分をまと
めて予約すると、複数人分がポイント付与対象になります。
※チケットレス商品をご利用いただくと、ポイント付与率が 10％となります。（新幹線 e チケットサービス・
えきねっとチケットレスサービス・えきねっとトクだ値（チケットレス特急券）
※指定席ご利用の場合に限ります。
※山梨県内の駅レンタカー営業所： 大月駅、石和温泉駅、甲府駅、韮崎駅、小淵沢駅
⑵ 駅から観タクン
駅前タクシー乗り場のタクシーを利用して、周辺の観光地を
おトクな価格で気軽にまわっていただける定額制タクシー観光
プランです。予約不要で、当日、ご希望のコースのタクシー券を購入して、魅力的な風景、歴史・文化、味覚
をお楽しみいただけます。山梨県内では甲府駅コース、小淵沢駅コースを設定しています。
⑶ ベビーカーレンタルサービス「ベビカル」
どこへでも持ち出し可能なベビーカーを駅構内に設置し、事前に貸出予約のうえ、
１時間 250 円から利用できます。さらに７日間の継続利用が可能ですので、お子さ
ま連れのちょっとしたお出かけだけでなく、旅行などが一層手軽にお楽しみいただ
けます。山梨県内では甲府駅、小淵沢駅（駅レンタカー小淵沢営業所）に設置しており
ます。
⑷ 山梨県内のレンタサイクル
山梨県内各所では、駅からの自由な移動に便利なレンタサイクルの貸出を行っています。駅のすぐ近く
で借りられる場所も多くありますので、自然を感じながら駅からの移動にぜひご利用ください。
また、勝沼ぶどう郷駅、塩山駅のレンタサイクル貸出は、便利な「Ringo Pass」アプリからどうぞ。
◆近くでレンタサイクルが借りられる JR 東日本の主な駅 ※「★」マークは電動自転車の貸出あり
大月駅、勝沼ぶどう郷駅★、塩山駅★、山梨市駅★、石和温泉駅★、甲府駅★、韮崎駅★

8. 今後の情報発信
山梨県特別観光キャンペーン「あなたに、特別な夏。-the Speciality 山梨-」に関する情報を、今後も多
数発信していきます。現地の旬な情報やイベントの開催情報などは、キャンペーン特設サイトのほか、山梨県
公式観光サイトや JR 東日本八王子支社公式 SNS でも随時お知らせします。
◆ 山梨県公式観光サイト「富士の国やまなし観光ネット」
山梨県及び県下の各市町村や観光関係団体と連携して、観光客増加と山梨県産品を広く浸透させるこ
とを目的とする公益社団法人「やまなし観光推進機構」が運営する観光情報サイト。
「富士山・自然」や「味わう・ワイン」などのカテゴリから、お目当ての情報を探せます。
「富士の国やまなし観光ネット」はこちらから☞ https://www.yamanashi-kankou.jp/
◆ やまなし観光推進機構公式 SNS「週末は山梨にいます。」
やまなし観光推進機構が運営する SNS アカウント。山梨県の四季の魅力や県下のキャンペーン情報な
どを Twitter や Instagram で随時発信しています。
◆ 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」
JR 東日本八王子支社が運営する、山梨県の情報発信を目的とした
SNS アカウント。Instagram と Facebook の２種類で情報発信中
です。

Facebook

Instagram

※「Twitter」は Twitter,Inc.の商標または登録商標です。
※「Instagram」は Instagram,LLC の商標または登録商標です。
※「Facebook」は Facebook,Inc.の登録商標です。

◆ JR 東日本 駅たびコンシェルジュ立川
駅で幅広く観光のご案内を行う店舗「JR 東日本 駅たびコンシェル
ジュ」では JR 東日本のロイヤルカスタマーである大人の休日倶楽部会
員をはじめとしたシニア層および訪日旅行者のお客さまへのサポート
やご案内を中心に、東日本エリアの魅力的な観光情報をご紹介するほか、ご旅行全般に関する充実したご
案内をおこなっています。キャンペーン期間中、「JR 東日本 駅たびコンシェルジュ立川」では山梨の情報
発信や山梨に関するイベント開催などを予定しています。
９. 新型コロナウイルス感染防止の取組み
山梨県と 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。
⑴ 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」を創設して取り組んでいます。
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。

⑵ 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。
10. その他
⑴ 掲載内容は、状況に鑑み予告なく変更または中止となる場合があります。
⑵ 調整中の内容については、決定次第別途お知らせいたします。
⑶ 写真及びイラストはすべてイメージです。
★「山梨県特別観光キャンペーン推進協議会」とは
山梨県の観光振興を目的とし、観光客の積極的な誘致を推進するため山梨県と JR 東日本八王子支社が
連携した特別観光キャンペーンを実施するにあたり設立した協議会。キャンペーンの実施に伴う計画策定や
情報発信などを行います。山梨県をはじめとした県下の各市町村および、宿泊・旅行関係、観光関係事業者
や交通事業者などの団体や企業が参画しています。

