
 

 

 

 

 

 

２ ０ ２ ２ 年 ７ 月 ２ ２ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

八 王 子 支 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．実施概要 

【日時】  ２０２２年８月２４日（水）～２６日(金) １１時００分から２０時００分 

【場 所 】 上野駅中央改札外グランドコンコース 

【主 催 】 東日本旅客鉄道(株) 

【共 催 】 山梨県  

【運 営 】 （株）JR東日本商事 

【出店者】 （有）ぶどうばたけ、オーガニックライフ八ヶ岳（株） 

 （株）桔梗屋、（株）山梨県産品センター、（株）清月 

 （有）六曜舎( コーナーポケット)、（株）Rolling-C 

 （株）クリエイティス、ルッチフルーツデザインスタジオ（株） 順不同 

フルーツと野菜の生産者がやってくる！ 

３年ぶりの“やまなし産直市”を上野駅にて開催 

～今から山梨、何度でも山梨、食すと旅に出たくなる 3日間をお届けします～ 

○ ＪＲ東日本八王子支社では、７月１日(金)～９月３０日(金)の期間、山梨県、山梨県特別観光キャンペーン推

進協議会と共同で「山梨県特別観光キャンペーン」を実施しています。物販やイベント・観光 PR を通じて山梨

県の魅力を発信します。 

○ 夏の山梨は食の宝庫。ぶどうをはじめとしたフルーツや高原野菜はみずみずしく濃い味わいが特長です。今年

は天候の異常気象により生産が難しい中、山梨の生産者が想いを込めたこだわりの食を上野駅に集め、お客

さまにお届けします。 

○ 山梨ならではのワインやソーセージ、チーズなどの販売ほか、山梨県民に愛される朝採れの固い桃を特急で運

びます。上野駅の「やまなし産直市」から山梨県へ鉄道での旅のきっかけを見つけてみませんか。 

 

 

駅たびコンシェルジュ上野 



２．オープニングセレモニー 

【日 時 】 ２０２２年８月２４日（水） １１時００分から約３０分 

【場 所 】 上野駅中央改札外グランドコンコース  

 イベントスペース 

【内 容 】 ・主催者挨拶 

 ・来賓挨拶 

 ・甲府駅長挨拶 

 ・フルーツ娘、モモずきん登場 

・武田節演舞 剣舞右近流 雲組 

          https://www.tachibanaittoryu.com/     

          https://www.japanesekatanadance.com/ 

 

３．物 販 

  やまなしの逸品を手掛ける生産者が上野駅に集結します。３年ぶりの想いをぜひ聞いてください！ 

 （１）JR東日本社員のおすすめ逸品 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者： 
ぶどうばたけ 
 
 
 

 

生産者： 
岩窪農場 
 
 
 

 

【新鮮高原野菜】  

八ヶ岳から流れてくる清らか

な水を使って減農薬に取り

組み、見た目もきれいでみ

ずみずしさたっぷりの野菜を

販売します。「トウモロコシ」

「アイコトマト」などをぜひ召し

上がってください。 

【コーナーポケット】 
ぎゅぎゅっと 
シャインマスカット 
国産の緑色ぶどう「シ
ャインマスカット」の果
汁ペーストを折り込んで
焼き上げた、爽やかな
甘みと香りが「ぎゅぎゅ
っと」詰まったフルーツ
ブレッド。冷やしてもみ
ずみずしく美味しい商
品です。 

剣舞
け ん ぶ

右近流
う こ ん り ゅ う

とは日本舞踊の美しさと迫力の

ある剣術が魅力の“剣舞道”信玄公祭りの

風林火山パフォーマンスコンテストにも多数

出演 

【清月】 
甲州レーズン 
山梨県産の大粒ピオー
ネを丸ごと２粒、甘さを
抑えたクリームとサック
サクのクッキーで挟んだ
贅沢なレーズンサンドで

す。 

北杜市でのお食事は 

ハーベストテラス八ヶ岳で 

【旬のぶどう】  

甲州市勝沼町で土作りから

丹精込めたシャインマスカッ

ト、巨峰、ピオーネ、藤稔、

デラウェア等、高品質なぶ

どうを産地直送で販売しま

す。            

 

ぶどう狩りは 

ぶどうばたけで 
http://harvest-t.jp/ 

【桔梗屋】 
桔梗信玄餅 
明治２２年創業の伝統
のもとに、昭和４３年創
作菓子として発売した 
「桔梗信玄餅」は、伝
統とのれんを守り続け
る職人気質の誇りで
す。黒蜜ときな粉にこ
だわった「桔梗信玄餅
の仲間たち」も販売しま
す。この機会に是非ご
賞味下さい。 

【食杜北杜】 
萌木の村 ROCK 
青春 ROCK カレー 
清里の萌木の村 ROCK
と、地元北杜高校生が
共同開発！コクのある
バターチキンカレーに、
まさに‟青春”のような
甘酸っぱいブルーベリ
ーで程よいアクセントを
つけています。辛さをお
さえたマイルドな味わい
です。 

https://budoubatake.net/ 

https://www.tachibanaittoryu.com/
https://www.japanesekatanadance.com/
http://harvest-t.jp/
https://budoubatake.net/


（２）日本が誇る やまなしワイン 

【サントリー 登美の丘 赤】 

ぶどうづくりに理想的な自然環境のもと、土
づくりから樽詰めまでを一貫して行う登美の
丘ワイナリー。この土地で育てたぶどうを丁
寧に手摘みし、醸造・熟成しました。エレガ
ントな果実香とふくよかな味わいが特長で
す。日本が世界に誇れる品質を目指し、ワ
イナリーの名を冠した定番ワインです。 
  

【くらむぼん マスカット・ベーリーA】 

ラズベリーやカシスを思わせる果実香が
特徴で、樽香も心地よく感じられます。ピ
ノノワールの伝統産地の製法を取り入
れ、しっかりとした果実味と渋みで飲みご
たえのある味わいに仕上げました。無濾
過で瓶詰めしています。 
 
 
 

 

【ロリアン 勝沼甲州 白】 

勝沼産甲州ぶどうのみを使用し、シュー
ル・リー製法で醸造した辛口で旨みのある
ワインです。勝沼ワイナリークラブ品質審査
会の厳しい検査に合格した品質保証ワイン
です。※人気グルメ漫画「美味しんぼ」80
巻、「神の雫」40 巻に紹介されました。 
 

 

【サントネージュ 山梨牧丘倉科畑  

カベルネ・ソーヴィニヨン】 

標高 750m の南向き傾斜地に位置する
牧丘倉科畑産カベルネ・ソーヴィニヨンを
丁寧に手摘みしています。きめの細かい
タンニン分と滑らかな酸のバランスが良
く、余韻の長いワインです。 
 

  

（３）ワインに合うおつまみ（やまなしマリアージュ） 

 

 

 

 

 

 

 

※「世界腸詰ツアー」は食杜北杜ブランドです。 

北杜食杜とは、山梨県立北杜高校生と北杜市の銘店が共同で商品開発を行った、 

北杜の魅力たっぷりの美味しさが詰まったブランドです。 

 

４．はこビュンを活用した販売                                          

山梨県笛吹市から朝採れ「硬質桃」を特急かいじでお届けします。 

【販売日時】 ２０２２年８月２４日（水）～２６日(金) 各日１３時００分頃から上野駅にて販売 

【輸送列車】 かいじ 14号 塩山（９：５８発） → 東京（１１：３０）   

【生 産 者】 ルッチフルーツデザインスタジオ（株）     

 

＼硬質桃／ 

柔らかい桃は皆さまのお手元に完熟して届くように出荷されますが、桃の一番甘い部分は皮の直下にあり硬

い桃はリンゴや梨のように皮ごと食べられます。朝採れの硬い桃を水で洗って食べてみてください。首都圏に

流通しないのは、タイミングが難しいからです。山梨県民には“あたりまえ”の硬質桃をぜひ味わってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルッチフルーツデザインスタジオ（株）は、農家に関するデザインやプロデュース業を手掛け、自社農園から    

多くのアイデアを発信、JRE MALLでは「願掛桃」を販売しています。  

フランク 
【世界腸詰ツアー】 
桑の葉茶、チーズ、鹿肉
などの世界６か国の味が
楽しめるソーセージセット
です。 

清里ミルクプラント 
【さけるチーズ】 
八ヶ岳の新鮮な牛乳を
生かして作ったチーズ
は、原料から全て手作り
です。 

食杜北杜ロゴマーク 

 

https://www.jreastmall.com/shop/r/r022602/ 

生産者 

※売切れ次第終了 

https://www.jreastmall.com/shop/r/r022602/


 

５．山梨県の観光 PR・イベント・JRE MALLふるさと納税のご紹介 
やまなしの食とともに、各地の魅力を伝える観光 PR を開催予定です。食べて・知って・実際の山梨にお出かけ
ください！！ 
産直市開催期間中、山梨県、甲州市、富士河口湖町、忍野村、南アルプス市、北杜市、甲府市、上野原市   
の観光 PRを行います。観光パンフレットやノベルティなどをお配りします。 

 

 

 

    

 

 

 

 

  ※ｷｬﾗｸﾀｰ登場時間は変更になる場合があります。 

※観光 PRは１５時００分までになります。 

 

 

                                              

６．おトク情報 

（１）リアルの産直市からオンラインシークレットページへのご招待 

上野駅のやまなし産直市でお買いものをいただいたお客さまに、JRE MALLで 

おトクにお買いものをいただけるお客さまだけのシークレットページをご案内します。 

詳細は、お会計の際にレジにてお渡しするご案内をご覧ください。 

   

 （２）駅たびコンシェルジュ上野×やまなし産直市の特別企画 

やまなし産直市で山梨を知り、抽選会に参加しよう！！                    

【実施日時】 ２０２２年８月２４日（水）～２６日(金) １２時００分から１６時００分 

【場 所】 駅たびコンシェルジュ上野(中央改札口) 

【内 容】 やまなし産直市で当日のお買い上げレシート(金額指定なし)をご提示いただいたお客さまは、素 

 敵な景品が当たる抽選会にご参加いただけます。景品はなくなり次第終了となります。なお、当日 

 は八王子支社公式 SNS「モモずきんと発見！やまなしの旅」(Facebook・Instagram)や JRE MALL 

     ふるさと納税の山梨県各自治体返礼品をご紹介します。 

     

  

 

（３）アニメ『スーパーカブ』とコラボした、オリジナルクリアファイルをプレゼント 

やまなし産直市期間中、食杜北杜コーナーでの商品購入でアニメ『スーパーカブ』とコラボした、オリジナルクリア

ファイルをプレゼント！！〈小熊 ver.〉〈礼子 ver.〉〈椎 ver.〉の全部で３種類！ 

●3,000円（税込）以上購入で１種類 

●5,000円（税込）以上購入で２種類 

●7,000円（税込）以上購入で全種類をプレゼントします。 

なくなり次第終了となります。 
 

 

 

８月２４日(水) 

１１:００～ フルーツ娘  

１４:３０～ 武田菱丸、ブードくん 

８月２５日(木) 

１１:００～ ブードくん 

８月２６日(金) 

１２:００～ たまじまる 
【フルーツ娘】  
フルーツをはじめとした特産品や

魅力あふれる甲州市を PR してい

る観光キャンペーンガールです。 

Facebook：https://www.facebook.com/jr.momozukin  

Instagram ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑ：jr.momozukin 

作中に JR中央本線の日

野春駅が登場します！！ 

日野春駅へのアクセスは、 

特急かいじ号、あずさ号に

乗車し甲府駅または韮崎

駅で下車後、小淵沢方面

へお乗り換えください。 

 

 

 

 

 
山梨県へのお出かけには「あなたに、特別な夏。The speciality山梨」の 

WEBサイトをご覧ください。⇒https://speciality-yamanashi.jp/ 

 

【たまじまる】   【モモずきん】 
(上野原市)    (JRの山梨キャラクター) 

【武田菱丸】    【ブードくん】 
(山梨県観光キャラクター)   (甲州市) 

https://www.facebook.com/jr.momozukin
https://speciality-yamanashi.jp/


 

（４）「のもの産直市 LINE」友だち募集中 

●お友だち登録で「やまなし産直市」のレジにて「ちょっぴりプレゼント」を差し上げます。 
●東日本各県の産直市(上野駅)のお買いものでスタンプを集めて割引クーポンを GET しよう。 

  ●産直市情報を配信します。                            ご登録はこちら ⇒ 

 

７．JRE MALL「やまなしマルシェ」～ご自宅へ産地から直送～ 

上野駅で山梨を五感で堪能された方も、上野駅に行けなかった方もオンラインで山梨を何度でも味わえます。 
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」がおすすめ！ 

【期 間 】 ２０２２年９月３０日(金)まで 

【運 営 】 （株)JR東日本商事 

【 U R L 】 https://www.jreastmall.com/shop/r/r0226/ 

 

 

  

 

 

 

 

８．多摩エリアでも山梨の逸品が買える物産展・イベントを開催 

（１）立川駅 ヤマナシマルシェ 

桃の生産量日本一の山梨県より今が旬の産地直送の桃をご用意いたしました。 

【期 間 】 ２０２２年７月２６日（火）まで１０時００分から２０時３０分（日曜・祝日１０時００分から２０時００分） 

【場 所 】 グランデュオ立川１F デイリーパーツ前  

【運 営 】 ジェイアール東日本商業開発(株) 

 

（２）立川駅 山梨朝採れとうもろこし直売所  

山梨県より毎日朝採れ直送！鮮度・糖度抜群！生でも食べられる“とうもろこし”をお届けします！ 

【期 間 】 ２０２２年７月２６日（火）まで １０時００分から１８時００分 ※売り切れ次第終了 

【場 所 】 グランデュオ立川１F ショーウィンドウ前  

【運 営 】 ジェイアール東日本商業開発(株) 

 

  （３）山梨フェア 2022in国立  

旬のぶどうや野菜（トマト・ピーマンなど）の他、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な

どを販売します。また、期間中山梨県内の自治体による観光 PR も実施します。 

【期 間 】 ２０２２年８月２６日（金）～８月２８日（日）  

 果物・野菜販売 １１時００分から１７時００分 

 ワイン １１時００分から２０時００分 

 観光ＰＲ 調整中（笛吹市・甲州市）予定 

【場 所 】 nonowa国立 EAST前 

【運 営 】 (株)JR中央線コミュニティデザイン 

 

■注意点 

・内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。 

・新型コロナウイルス感染予防の対策にご協力いただき、お出掛けください。  

・感染症対策にともないキャッシュレス決済をおすすめします。(やまなし産直市では Suica決済が可能です。) 

・画像は全てイメージです。 

「やまなし産直市」でも JRE MALL「やまなしマルシェ」でも購入

できるおすすめワインはこちら      

【マンズ スパークリング甲州 酵母の泡】 

甲州種特有の上品な香りと柔らかな酸味がバランスよく、 

心地よい口当たりで飲み口のよさが特長です。料理と一緒 

に楽しむのに最適なやや辛口のスパークリングワインです。 

https://www.jreastmall.com/shop/g/gS002-C001813/ 

 

https://www.jreastmall.com/shop/r/r0226/
https://www.jreastmall.com/shop/g/gS002-C001813/

