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皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えのこと
と、お慶び申し上げます。旧年中は、当機構への温かいご支
援を賜り、厚くお礼申し上げます。
新たな年を迎え、当機構の活動及び事業についてご報告さ
せていただきます。

やまなし観光推進機構

第４４回信玄公祭り４月４日に甲州軍団出陣！
１１月６日に信玄公祭り実行委員会総会が開催され、平成２７年４月３日から
５日の３日間において、第４４回信玄公祭りの実施が決定いたしました。当機構
は、信玄公祭り実行委員会事務局として、祭りの企画・運営全般を担い、準備を
進めて参ります。
第４４回信玄公祭りでは、希望する出陣団体には大将役にタレントの卵を起用
していただくほか、出陣前のパレードを拡大して実施することや、出陣は平和通
りの上下車線を利用するなど、より一層エンターテイメント性を高める取り組み
を行います。また、祭りを宣伝するＰＲ隊を編成し、県内外で信玄公祭りと山梨
の観光をＰＲして参ります。（ＰＲ隊の活動についてはＰ４「NEWトピックス」
をご覧ください。）
信玄公役につきましては、俳優の片岡鶴太郎氏、山本勘助役は歌手の河口恭吾
氏に決まり、昨年度までの配役から一新することとなりました。片岡氏は２００
８年よりやまなし大使を務めていただき、一昨年開催の「国民文化祭・やまなし
２０１３」においては国文祭のシンボルとなる幕絵を制作されるなど、山梨と深
い関わりを持っております。また、河口氏も２０１０年よりやまなし大使を務
め、自然豊かな山梨への思い入れが強く、信玄公祭りでは旧知の仲である片岡氏
との息の合った掛け合いが期待されます。

【片岡

鶴太郎】 氏

【河口

恭吾】 氏

昭和４５年４月に第１回が開催
されて以来、先人の熱き想いとた
ゆまぬ努力により今日まで引き継
がれ、山梨の春の観光シーズンの
幕開けを飾るイベントとして定着
し て きた 信玄 公 祭り 。この 祭り
が、全ての人に楽しめる祭りとな
る様、より一層の創意工夫に努め
て参ります。この春、第４４回信
玄公祭りにご期待ください。

目次
ごあいさつ

第４４回信玄公祭り４月４日
に甲州軍団出陣！
1
・片岡鶴太郎氏メッセージ

観光・物産振興事業部
・平成２６年度上半期事業報告

観光・物産販売促進事業部
・平成２６年度上半期事業報告

ホットニュース
・山梨百名山登頂証明書
山梨百名山手帳の発行

－NEWトピックス－
・やまなし観光ＰＲキャラバン隊

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

【武田菱丸】

どうぞ宜しくお引き立ての程、お願い申し上げます。
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・下半期事業計画

この度は、「第４４回信玄公祭り」で武田信玄公を務めさせて頂く事に成り、大変光栄至極に
存じます。

山梨県には日頃より御世話に成って居ります方々も多く、お会い出来ます事、又県内外の
御客様にお楽しみ頂けます様務めて参ります。

2

・観光ＰＲ、イベント実施状況

≪片岡鶴太郎氏本人からのメッセージ≫

甲斐の名将に相応しく、勇猛果敢な信玄公に成り切り、皆様方の前へ参上つかまつりた
い、と願って居ります。
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観光の源
◆観光ＰＲ・イベント実施状況

観光・物産振興事業部

（2014/4～
～2014/12）
）

観光・物産振興事業部では、各種観光キャンペーンや物産展の開催や出展をはじめ、観
光パンフレット等の発行、ホームページやFacebookを通じた情報発信、外国人旅行者の誘
客促進を目的とするインバウンド事業の推進などを中心に事業展開をして参りました。

ＪＲと連携した観光キャンペーンの実施
９月から１１月までの３ヵ月間、鉄道を
利用した秋の山梨への特別誘客活動を行い
ました。オープニングイベントでは、ＪＲ
上野駅において観光ＰＲ及び物産販売を兼
ねた“上野産直市”が開催され、市町村に
よるＰＲイベントが行われるとともに、山
梨が誇る県産品を販売し、歴代２位の売上
額を記録いたしました。また、圏央道の一
部区間の開通により、湘南方面からの誘客
促進を図るため、ＪＲ横浜駅においても産 【JR横浜駅産直市】県内のゆるキャラが大集合
直市を開催しました。
併せて、JR主要駅において観光キャラバンを実施するとともに、開業１１０
周年を迎えたJR小淵沢駅や世界文化遺産登録で賑う富士急行・河口湖駅におい
てお出迎え事業等を実施しました。
なお、期間中は、多くの臨時列車や特別列車を運行し、実りの秋を楽しむ観
光客で大いに賑わうこととなりました。

高速道路利用者への積極的な観光ＰＲの実施
本県への来訪手段として、約８割を占める自動車。当機構ではこれらのお客
様に対し、訴求性の高い情報提供に努めております。
談合坂サービスエリア下り線において、毎週末と祝日に観光案内を目的とす
る「ナビゲーター」業務を実施し、大型の情報モニターには県内各地の旬の観
光映像の掲載や現地からの生中継を実施いたしました。

【談合坂サービスエリアにおける観光キャンペーン】

また、６月２６日の圏央道・相模
原愛川ＩＣ～高尾山ＩＣ間の開通に
合わせ、２８～２９日には談合坂
サービスエリアの上下線、７月６日
には東名高速・海老名サービスエリ
ア下り線において観光キャンペーン
を実施するなど、タイムリーかつス
ピーディーな観光ＰＲを実施しまし
た。

新たな県産品販路拡大について
本年も県産品の販路拡大を目的とし、県内外の
各種イベント、百貨店や大手スーパーと連携した
物産展を開催致しました。本年度の特徴として、
県内で実施されたＭＩＣＥ（大会や学会等）への
会員出店を促進し、観光以外の目的で山梨を訪れ
たお客様に対し、県産品ＰＲの機会を設けさせて
いただきました。

【4月】
月】
JRお出迎えCP（石和温泉駅・山梨市駅）
VF甲府アウェーCP（大宮戦：さいたま市）

【5月】
月】
JRお出迎えCP（河口湖駅）
VF甲府アウェーCP（浦和戦：国立競技場）
JRA CP（東京競馬場、ウィンズ石和）
太陽のマルシェCP/物産展（勝どき）
大多摩食の祭典ＣＰ（青梅市役所）

【6月】
月】
八木橋百貨店物産展（熊谷市）
東京海上日動CP（千代田区）
JRお出迎えCP（塩山駅）
JR山梨産直市（JR八王子駅）
石和温泉郷クラシックカーフェスティバル
ふるさと観光展（金沢駅）
圏央道開通記念CP（談合坂SA）
JAPAN-ASEAN＋INDIA トラベルマート

【7月】
月】
圏央道開通記念CP（海老名SA）
食のマッチングフェア（京王プラザホテル）
JR京都駅での観光PR（知事トップセールス）
富士の国やまなしフェア（やまなし館）
イオン幕張新都心店における山梨フェア
関東ブロック保育研究大会（甲府市）

【8月】
月】
JR上野駅産直市（上野駅中央改札前）
㈱首都高速道路との協同CP（大黒PA）
みずほ銀行本店における観光物産フェア
タイ観光セールス
アマチュアオーケストラフェス（甲府市）

【9月】
月】
JR大宮、高崎、水戸、千葉駅での観光PR
秋の観光展（JR大宮駅）
JR横浜駅産直市
ツーリズムEXPOジャパン2014（江東区）
VISIT JAPAN Travel Mart 2014（江東区）
富士山麺と食フェスティバル（鳴沢村）
ガルーダ・トラベルフェア（インドネシア）
名古屋丸栄デパートにおける観光物産展
いきいきねんりんピック（甲府市）

【10月】
月】
JR大森駅キャンペーン
VF甲府アウェーCP（山梨中銀スタジアム）
JR八王子、立川、三鷹での観光CP
JR中野、吉祥寺、国分寺駅での観光CP
八ヶ岳トレイルランフェスティバル2014
やまなし特産品フェア（甲府市）
日本パーソナリティー心理学会（甲府市）
全国土地改良大会（甲府市）

【11月】
月】
JRお出迎えCP（小淵沢駅・河口湖駅）
県民の日記念行事（甲府市）
高齢者・障害者権利擁護大会（甲府市）
茶道裏千家山梨支部大会（甲府市）

【12月】
月】

【茶道裏千家山梨支部大会（11月）】
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㈱首都高速道路との協同CP（お台場）
冬の旅早春の旅観光展（横浜市）
JR静岡、浜松駅での観光PR
JR岡崎、名古屋駅での観光PR
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観光・物産販売促進事業部
平成２６年度は、昨年度に引き続き、市町村と協力し、エリアごとに観光資源の発掘、商品化、観光情報の共有化に取組んでいます。
このような中で今年度は中北エリア及び峡東エリアで都市農村交流ツアーを実施いたしました。これらツアーは県農政部の事業の一環
として、農村女性が中心となって地域資源を掘り起こし、開発した交流プログラムをツアーとして試行したもので、ご参加頂いた方々から
ご好評をいただきました。今後も市町村等と協力し、県内への誘客促進を図る商品の造成、販売に取組みます。

◆観光物産プロモーション事業
９月１０、１１日に大阪市内及び名古屋市内で観光説明会・商談会を実施いたしました。大阪では２５社、３１名の
旅行会社と３３社、４１名の県内事業者に参加いただき、名古屋においてもそれぞれ２４社、３３名と３３社、４５名
に参加いただきました。９月１８日の東京会場は富士山の世界遺産登録以降参加者が急増したため、今年度は六本木ハ
リウッドプラザで開催し、旅行会社６４社、９６名と県内事業者６７社、９７名のご参加をいただきました。

◆着地旅行商品の発掘・造成・流通促進
本年は、市町村担当制の継続と定期的な情報交換により、各市町村のＰＲのた
めのツアー造成や現地ガイド(山梨市・西沢渓谷)利用促進を目的に広告掲載型商
品として「いい旅やまなしナビ」への掲載契約をさせていただきました。その結
果、定番商品や県受託事業の本県への移住・定住・二地域居住関連のツアー、好
評のワインタクシーなどを含め、４～１２月までの販売実績は、ツアー本数３８
本(１，４７５名の集客)ができました。今後も各市町村や県内事業者様との協働
により既存商品のブラッシュアップや新たな商品開発を推進して参ります。
【観光商談会の様子】熱心な取り引きが行われた

◆ＭＩＣＥ事業への取り組み
８月８日に「第１回ＭＩＣＥ推進協議会担当者会議」(於 富士川悠遊館)
を開催し、これまでの取組報告や今後の進め方、ユニークベニュー(特別な
場所を使ってイベントや会議を行うこと)の推進、先進地区(新潟)視察研修
などについて１６団体(２１名)のご参加をいただき、情報交換をしまし
た。山梨県コンベンション等開催補助制度の試行では、山梨大学の学会関
係で２件の補助金交付をさせていただきました。さらに、ＭＩＣＥ大会等
への支援として７件の大会や学会等へ観光ＰＲコーナーの設置や県産品の
紹介販売でお手伝いをさせていただきました。また、ＭＩＣＥ先進地区視
察研修は、１２月１５日、１６日の２日間で新潟市・長岡市のコンベン
ション施設と協会関係者の皆様と意見交換をさせていただきました。
今後は、ＭＩＣＥ推進協議会担当者会議(下期)を３月に開催予定です。

◆県受託事業
県受託事業として、富士の国やまなしまなびツーリズム推進事業を今年度か
ら３年間、県より受託し、首都圏、関西圏、北陸地方及び九州地方への営業活
動を実施しています。
また、本年度より観光ガイドを活用した周遊観光促進事業として、県内の
観光ガイド相互間の連携を図るため情報交換会を開催するとともに、「日
経おとなのOFF」への記事の掲載を通じて観光地で活躍されているガイドの
活動状況をＰＲしました。
このほかにも世界文化遺産富士山を起点に県内を周遊して頂くため、首
都圏・中京圏の旅行会社等を対象にファムトリップを実施し誘客促進を図
りました。また、本県への移住・定住を進めるために「山梨の魅力発見＆
体験ツアー」や「不動産マッチングツアー」を実施し、東京都・神奈川県
等から７０名余の方々にご参加いただきました。
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【ＭＩＣＥ推進協議会担当者会議】

平成２６年度
下期の主な活動予定
・観光説明会・商談会を平成２７年１
月２６日に大阪、２７日名古屋、２
月１０日に東京で開催予定
・東京・大阪駐在員との首都圏・関西
中京圏の旅行会社等への同行営業を
２月及び３月に実施予定
・ＭＩＣＥ推進協議会担当者会議を３
月に開催予定
・第44回 信玄公祭り協賛事業として
「第2回手作り甲冑教室」を開催予定
・第44回信玄公祭りオフィシャルツ
アーを実施予定
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～当機構の取り組みや本県観光を取り巻く最新の話題をご紹介します～

◆山梨百名山登頂証明書・山梨百名山手帳を発行しました！
四方を山々に囲まれた本県は世界文化遺産の富士山をはじめ、ユネス
コエコパークに登録された南アルプス、八ヶ岳、奥秩父と日本でも有数の
山岳県です。
やまなし観光推進機構と県では、豊かな自然環境を活かし、登山に
よる県内周遊観光の促進と県外リピーター客の増加を図るために
「山梨百名山手帳」と「山梨百名山登頂証明書」を８月８日やまな
し「山の日」に合わせ、発行しました。
手帳では『山梨百名山』の素晴らしさや魅力を紹介するととも
に、登山の記録を記すことができ、登頂山数が「１０山」「２５
山」「５０山」「１００山」に達した際にご申請いただくことで証
明書を無料発行しています。
詳しくは、「富士の国やまな
し観光ネット」内の「山梨百名
山特集ページ」でご紹介してい
ます。
※好評につき、現在は在庫切
れとなっております。

やまなし観光ＰＲキャラバン隊 初陣を飾る!!
去る１２月某日。東京はお台場でめでたく
初陣を飾ったのは、この冬に結成された「や
まなし観光ＰＲキャラバン隊」。
メンバーは、これまでも山梨の観光ＰＲに
おいて類まれなる功績を残してきた「富士の
国やまなし観光キャラバン隊長」の『武田菱
丸』（４歳、男のぼこ）に加え、若手芸人
「サードシングル」２人による山梨ＰＲの専
門部隊である。
この日のお台場は海風冷たく、通りすがる
お客さんからは「寒～い」（山梨だと”さぶ
～い”）という、芸人にとっても辛いであろ
う言葉が自然と飛び交う逆境の下、隊員２名
は山梨の観光ＰＲという使命のため、果敢に
挑んだのである。
信玄公と勘助に扮し、山梨や信玄公祭りな
どのご当地ネタを盛り込んだ漫才で次々と笑
いを取っていく「サードシングル」の２人。
隊長の菱丸も負けじと天性の可愛さでお客さ
んを釘づけにさせる。この日のＰＲ隊は初陣
にも関わらず、会場を笑いと温かな空気で包
むことに成功した。
「やまなし観光ＰＲキャラバン隊」は今後
も４月の信玄公祭りをはじめ、山梨の観光Ｐ
Ｒのため、各地に出陣する予定だ。

【山梨百名山登頂証明書と山梨百名山手帳】

これからの彼らの活躍に期待したい。

【やまなし観光ＰＲキャラバン隊】
“富士山登頂証明書オンラインサービス
富士山登頂証明書オンラインサービス”
富士山登頂証明書オンラインサービス
【ノボルノボル富士山】も昨年度に引き続き続き好評実施中です。

富士の国やまなしメールマガジン会員募集中！
当機構では毎週水曜日に「やまなしの魅力」を発信する
メールマガジンをお届けしています。ぜひご登録下さい。
◎登録はこちらから
【富士の国やまなしメールマガジン】
QRコードでアクセス⇒
コードでアクセス⇒

■□ やまかん便り □■
☆甲府駅南口を出て、東側の歩道を歩くと見えてく
るのは昨年２月の大雪にも耐えた「ファンシーロード

【公益社団法人 やまなし観光推進機構】

８番街」のアーケード。

〒400-0031 甲府市丸の内1-8-17 山梨県庁西別館１階

★気が付くと、このアーケードの北端にある私たち

TEL 055-231-2722

の事務所近くまで、撤去作業が進んでいる。

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kankou@yamakan-sk.jp

☆雨や雪から護ってくれた屋根がなくなるの寂しい

FAX 055-221-3040

【富士の国やまなし旅センター】

けれど、光の差し込む明るい通りも楽しみだ。

TEL

★観光は「国の光を観る」ものだから。

055-231-2230

HP: 12p://333.yamanas14-kankou.jp/
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