
 

 

2022 年６月 23 日 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

八 王 子 支 社 

 

 

忘れられない夏を、やまなしで。 

「あなたに、特別な夏。-the
ザ

 Speciality
スペシャリティ

 山梨-」 

山梨県特別観光キャンペーン いよいよスタートです！ 
 

 

1. 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  

期 間：7月1日(金)～9月29日(木) ※賞品の引換えは９月３０日（金）まで 

開 催 時 間：各スポットの営業時間 

概 要：山梨県の特別なスポット８７か所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。「アクティビティ」「食・お酒」「癒し」の３つのカテゴリ各1か所ずつ、計３つのス 

タンプを集めると抽選で山梨の素敵な賞品が当たります。 

賞       品：抽選で５０名様に「ヤマナシカタログ（１万円相当）」 

           ハズレても参加賞として、山梨県産フルーツの「ドライフルーツ特別セット」を 

先着５００名様にプレゼント 

スタンプ設置箇所：昇仙峡（甲府市）・山梨県立博物館（笛吹市）・道の駅「なんぶ」（南部町）・JR小淵沢駅・ 

JR韮崎駅・JR勝沼ぶどう郷駅など 全87か所 

賞品引換箇所：ふじさんミュージアム（富士吉田市）・JR大月駅・JR塩山駅など 全９か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年７月１日（金）から「あなたに、特別な夏。-the Speciality 山梨-」山梨県特別観光キ

ャンペーンがスタートします。「アクティビティ」「美酒と美食のマリアージュ」「癒し」をメインコンテン

ツに、やまなしから「特別な夏。」をお届けします。 

あなただけの「特別な夏。」を体験しに、是非やまなしへお越しください。夏のやまなしで皆さま

をお待ちしています。 
 

 

「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 

パンフレット ヤマナシカタログ（抽選） 

ドライフルーツ特別セット 
（参加賞・先着500名様） 

スタンプラリー特設サイト 
★6月23日オープン 



2. 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 期間中に開催される主なイベント 

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、山梨県内の各自治体等と連携した観 

光PRなど、各種イベントを開催します。 

 

（１） 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。セレモニー後は臨時列車の到着に合わせたお出迎えや、モモずきんと甲冑

姿の駅係員がセレモニーを盛り上げ、観光パンフレット配布などを行います。 

日   時：2022年7月2日(土)10：50頃～11：00頃 

場   所：甲府駅北口ペデストリアンデッキ 

内   容：出席者あいさつ、テープカット、写真撮影 

出 席 者：山梨県特別観光キャンペーン推進協議会副会長（山梨県観光文化部長）、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 

そ の 他：臨時列車到着に合わせ、改札前やホーム上にてご乗車のお客さまのお出迎えをいたします。 

 

４８５系 華 ４８５系 リゾートやまどり E257系 

列車名 運転区間 運転日 車両 停車駅 運行本数計

新宿 9:02 小淵沢 12:00

小淵沢 16:21 新宿 18:54

【特急】ふじかわ・甲斐国（※） 静岡⇒甲府 静岡 8:31 甲府 11:26 7/2 373系　３両

清水、富士、富士宮、内船、
身延、下部温泉、甲斐岩間、
鰍沢口、市川大門、東花輪、
南甲府

1

千葉 7:40 小淵沢 11:17

小淵沢 16:21 千葉 19:45

大宮 7:22 小淵沢 10:18

小淵沢 16:21 大宮 19:11

勝田 8:09 小淵沢 12:22

小淵沢 16:44 勝田 21:03

小田原 8:13 小淵沢 11:36

小淵沢 16:22 小田原 19:47

高崎 6:05 河口湖 9:52

河口湖 16:33 高崎 20:02

【特急】富士回遊93号
（富士山・河口湖満喫号）

新宿⇒河口湖 新宿 6:40 河口湖 8:33 7/2,8/11（山の日） E257系　5両
立川、八王子、大月、都留文
科大学前、下吉田、富士山、
富士急ハイランド

2

新宿 11:32 河口湖 13:41

河口湖 21:52 新宿 0:02

※特急「ふじかわ・甲斐国」号の詳細についてはJR東海ホームページのニュースリリースをご参照ください。

E257系　5両新宿⇔河口湖
【特急】富士回遊95号・96号

（河口湖湖上祭号）
8/5

茅ヶ崎、藤沢、大船、横浜、
八王子、大月、勝沼ぶどう
郷、塩山、山梨市、石和温
泉、甲府、韮崎

熊谷、大宮、下吉田、富士
山、富士急ハイランド

2
立川、八王子、大月、都留文
科大学前、下吉田、富士山、
富士急ハイランド

【特急】リゾート富士山 高崎⇔河口湖 7/16,17,18 6

【特急】常磐・甲斐国 勝田⇔小淵沢 7/30,31 4

【特急】小田原・甲斐国 小田原⇔小淵沢 9/10,11 4

485系
リゾートやまどり

E257系　5両

485系
リゾートやまどり

水戸、友部、石岡、土浦、大
月、勝沼ぶどう郷、塩山、山
梨市、石和温泉、甲府、韮崎

4

【快速】お座敷　大宮・甲斐国 大宮⇔小淵沢 8/27,28 4

485系　華

485系　華

津田沼、船橋、錦糸町、新
宿、三鷹、立川、八王子、高
尾、大月、勝沼ぶどう郷、塩
山、山梨市、石和温泉、甲
府、韮崎、長坂

北朝霞、新秋津、立川、八王
子、高尾、大月、勝沼ぶどう
郷、塩山、山梨市、石和温
泉、甲府、韮崎、長坂

【快速】お座敷　千葉・甲斐国 千葉⇔小淵沢 7/23,24

10

発駅・発時間 着駅・着時間

【快速】お座敷　新宿・甲斐国 新宿⇔小淵沢
7/2.3

9/23,24,25
485系　華

三鷹、立川、八王子、高尾、
大月、勝沼ぶどう郷、塩山、
山梨市、石和温泉、甲府、韮
崎、長坂



（２） JRE MALL やまなしマルシェ 

     JRE MALL 内の「お取り寄せきっぷ」内に、山梨の産品を集めた特設ページ「やまなしマルシェ」が登

場します。山梨県は日照時間が長く、昼夜の寒暖差は、おいしい果物や野菜づくりに適しています。「みず

みずしく」「香りのよい」一度食べたら「やみつきになる」おいしい山梨をお届けします‼ 

期   間：7月11日（月）～9月30日（金） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JREMALLは JR東日本が運営するショッピングサイトです。 

会員登録していない方は、この機会にぜひご登録ください。 

 

（３） やまなしフェア＠八王子駅 

山梨の旬なフルーツや野菜などの販売と観光PRを行います。 

日   時：7月7日（木）・8日（金） 各日11：00～15：00 

場   所：八王子駅みどりの窓口前 

内   容：山梨観光キャラバン、山梨県産品販売、ご当地キャラクター 

参加団体：甲府市、北杜市、甲斐市、上野原市、甲州市、山中湖村、富士河口湖町 

 

（４） つながルームワインセミナー 

山梨県の名産であるワインを八王子で味わいませんか。山梨ワインの歴史や特徴などをご紹介する

初心者向けのワインセミナーを、八王子駅つながルームで開催します。 

日   時：7月7日（木）・8日（金） 各日14:00～14:30／16:00～16:30 

場   所：八王子駅券売機横「つながルーム」 

内   容：ワインセミナー（試飲）  参加費用：無料   募集人数：各回６名 

申込期間：6月24日(金)～7月3日(日) 

申込方法：右記のQRコードより申込み 

※上記30分ずつの交代制で実施いたします。  ※ご参加は20歳以上の方限定です。 

※「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です。 

山梨県笛吹市いちのみや産 朝採れ大玉桃 
<生産者 Rucci Fruits Design Studio> 

★糖度14度基準 桃は大玉ほど甘い 

山梨県産トウモロコシ ゴールドラッシュ 
<生産者 岩窪農場> 

★皮が柔らかく甘みが強いゴールドラッシュ 

山梨県産ミニトマト（アイコ） 
<生産者 岩窪農場> 

★甘みが強く果肉が厚い、味の濃いおいしいアイコ 

JRE POINTが「貯まる」「使える」 

やまなしマルシェ 
★7月11日オープン 

検 索 

詳しくはホームページをご覧ください。 

申込みフォーム 
★6月2４日オープン 



（５） 「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。 

 

◆7月25日（月）～9月11日（日） スタート：小淵沢駅 ／ ゴール：小淵沢駅 

「あなたに、特別な夏。」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 

高原列車の小海線を代表する景観が楽しめる小海線大カーブ。おいしい空気でリフレッシュができる赤松林の道。  

歴史に触れ、大自然を感じ、点在する観光施設にも訪れられる、小淵沢の見どころがぎゅっと詰まったコースです。 

 

 

 

 

 

 

   ◆9月10日(土)～9月25日（日） スタート：韮崎駅 ／ ゴール：韮崎駅 

「あなたに、特別な夏。」フルーツ王国山梨 穂坂果実郷とワイナリーを巡る 

茅ヶ岳山麓に広がる穂坂果実郷は、日照時間の長さと水はけの良い土壌で、みずみず

しく糖度の高いブドウをはじめとしたフルーツが育ちます。フルーツ農園やワイナリー

巡りや、富士山や鳳凰三山などの眺望も満喫できるコースです。 

 

 

 

 

 

 

◆9月16日(金)～9月30日（金） スタート：南甲府駅 ／ ゴール：甲府駅 

「あなたに、特別な夏。」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 

※9月２４日（土）のみJR東海共同開催 

山梨県最古の鉄筋コンクリート造をはじめとした、市内に現存する近代の建築群。コース途中には昭和30年代ま 

で走っていた通称「ボロ電」のかつての路線跡の一部をたどります。甲府の近代に触れるハイキングコースをぜ 

ひご堪能ください。 

 

 

 

 

 

     ※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。 

 

 

 

 



4. 「中央線特急チケットレスサービスで行く夏のやまなし旅！JRE POINTプレゼントキャンペーン」 

キャンペーン期間：7月 1 日(金)～8月21日(日) 

エントリー期 間：６月24日（金）～８月21日（日） 

概 要：キャンペーン期間中（ご利用日基準）に下記のいずれかの 

条件をクリアすると抽選で JRE POINTをプレゼントします。 

    ※JRE POINTへのＳｕｉｃａの登録、JRE POINTとえきねっとを連携後にキャンペーンページから 

エントリーが必要です。 

 

    【Ａパターン】 特急に乗って、対象店舗でお買いもの！（① ②の両方、ご利用順は問いません） 

     ①JRE POINTに連携したえきねっとアカウントで、山梨県内特急停車駅発もしくは着のえきねっと 

       チケットレスサービスを利用する。 

     ②JRE POINTに登録したＳｕｉｃａを利用し、山梨県内の対象店舗で JRE POINTが１ポイント以上貯 

まるお買いものをする。 

（対象店舗：山梨県内のNewDays、NewDays KIOSK、セレオ甲府の各店舗） 

 

    【Ｂパターン】 特急に乗って、駅からレンタカーでお出かけ！ 

JRE POINT に連携したえきねっとアカウントで、「えきねっと+駅レンタカー

プラン neo」を中央線特急と対象営業所で利用する。（対象営業所：大月・石和温

泉・甲府・韮崎・小淵沢）キャンペーンページからエントリーし、ＡパターンまたはＢ

パターンの条件をクリアすると抽選で、JRE POINT１００００ポイントを10名様、

５０００ポイントを３０名様、１０００ポイントを５００名様にプレゼントします（※）。 

詳しくはキャンペーンページをご覧ください。 

※期間限定ポイント 

 

5. 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。 

 

◆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。  

◆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。 

 

 

特設サイト 

キャンペーンページ 
★6月24日オープン 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.speciality-yamanashi.jp%2F&data=05%7C01%7Cmatsunami%40jreast.co.jp%7Cd027a953fcf8434f92aa08da31b971fb%7Cb230699217184f1c8d81e650c06ad00c%7C1%7C0%7C637876969789741511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J7urduuOfOp6MKlLZ8SNXsA8sAvU1x1d0A9vbTKbbh8%3D&reserved=0
https://www.yamanashi-kankou.jp/


◆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。 

※「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。 

 

6. 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。 

 

7. 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。 

 

Facebook Instagram 

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/green_zone.html

