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荷物を預けて駅からランニング 

中央本線運転士・車掌が提案する「旅 run×鉄道」第 2 弾スタート！ 

 

○普段は特急「あずさ」「かいじ」や中央本線普通列車に乗務する甲府運輸区の運転士・車掌の「山梨の魅力 

  をもっと多くの方に知ってもらいたい！訪れてもらいたい！！」という熱い思いと山梨の魅力をギュッとランニング 

  コースに詰め込んだイベント「旅 run×鉄道」第 2 弾がスタートします。 

○今回の舞台は甲府市と笛吹市。ランニングを趣味としている運転士・車掌が企画し、見どころをランニングコースに 

しました。ランニングをしながら観光する「旅 run×鉄道」で、秋の山梨を満喫しませんか。 

〇甲府市コースは山梨学院大学陸上競技部とのコラボコース。大学三大駅伝を走る選手の練習コースです。 

 

1.概要 

(1) 開催期間：2022 年 10 月 15 日（土）〜11 月 14 日（月） 

(2) 参加費：無料 

(3) 受付場所：中央本線 甲府駅南口「甲府市観光案内所」 

中央本線 石和温泉駅南口「笛吹市観光案内所」 

(4) 受付時間：9 時 30 分〜15 時 00 分 

(5) 参加の流れ 

①受付場所で、ランニングマップやオリジナルキーホルダー（甲府運輸区車掌・運転士 

デザイン）をお渡しします。 

②受付が済んだら、近くの温泉施設でオリジナルキーホルダーを提示 

し、着替え・荷物を預けてスタート！※ランニングができる服装・靴をご準備ください。 

③コースマップを見ながら、おすすめコースをランニング。山梨のきれいな空気の中、雄 

大な山々を望むことのできるコースや史跡をめぐるコースなど、バラエティに富んだコースを 

お楽しみいただけます。 

④ランニングで気持ちのいい汗をかいた後は荷物を預けた温泉施設の温泉へ。 

甲府市、笛吹市ともに泉質の良い温泉を有料でお楽しみいただけます。 

（オリジナルキーホルダーを提示することで、割引になる施設もございます。） 

⑤入浴のあとは、甲府駅・石和温泉駅周辺の飲食店で山梨名物の料理に舌鼓。 

名物や地酒、ワインなど山梨の魅力を存分にお楽しみください！ 

 

（5）協賛施設一覧 

   ・甲府市 ホテル談露館・丸政そば甲府北口店 

・笛吹市 ホテル花いさわ・石和びゅーほてる・春日居びゅーほてる 

 

E353 系特急あずさ/かいじ 

甲府駅南口 甲府市観光案内所 

オリジナルキーホルダー（表） 



 (6)参加特典：オリジナルキーホルダーを提示すると以下の特典が受けられます。 

    ・甲府市コース 

①ホテル談露館…手荷物の預かり（貴重品含む）※着替え可能 

②丸政そば甲府北口店…甲府駅北口店にて「山賊揚げハーフ」を 1 つプレゼント。 

・笛吹市コース 

①ホテル花いさわ、石和びゅーほてる、春日居びゅーほてる 

手荷物の預かり（貴重品含む）※着替え可能 

入浴料大人（中学生以上）1,650 円のところ 1,100 円に。（550 円割引） ※子ども同額 

 

2.コース 

〇甲府市コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①武田神社コース 

 約 6km/50 分 

 難易度：初級 

武田信玄公ゆかりの地である武田神社をゴールにしたコース。また、武田氏滅亡後に豊臣

秀吉の命によって築城された舞鶴城跡(公園)では甲府の歴史を感じることができます。 

主な見どころ：舞鶴城公園・武田通りの桜並木・武田二十四将屋敷跡碑・武田神社など 

②湯村温泉・ 

 荒川河川敷コース 

 約 12km/90 分 

 難易度：中級 

1,200 年の歴史を持つ、信玄の湯湯村温泉を通るコース。荒川河川敷からは雄大な南ア

ルプスの山々と富士山を見渡すことができます。また「甲府市遊亀公園付属動物園」では、

ゾウやライオンなど多くの動物を見ることができます。 

主な見どころ：舞鶴城公園・信玄の湯湯村温泉・荒川河川敷から見える南アルプスと富

士山の絶景・遊亀公園など 

③千代田湖コース 

 約 18km/130 分 

 難易度：上級 

舞鶴城公園や、湯村温泉の街並み、千代田湖、山々のパノラマビューを１度に楽しむこと

ができるコース。途中、かなりの上り坂があるため、脚に自信のある方向けです。 

主な見どころ：舞鶴城公園・湯村温泉の街並み・みはらし広場から甲府盆地と南アルプス

を望む景色・千代田湖・和田峠から見た甲府盆地など 

④昇仙峡コース 

 約 24km/160 分 

 難易度：最上級 

荒川河川敷からの山々の景色に加えて、「日本遺産」認定の「昇仙峡」長潭橋(ながとろば

し)や、秋深まる山々の景色を楽しむことができます。 

主な見どころ：舞鶴城公園・荒川河川敷から見える南アルプスと富士山の絶景・甲斐市

吉沢(きっさわ）の棚田・昇仙峡長潭橋・千代田湖・和田峠からの甲府盆地の景色など 

信玄の湯 湯村温泉 荒川河川敷 千代田湖 

山梨学院大学 陸上競技部 練習コース 

 



〇笛吹市コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

※ランニング中のケガ・事故等には十分お気をつけください。「旅 run×鉄道」参加時におけるケガ・事故等の 

責任は負いかねます。 

   ※記載のコースにあるスポットの営業日や営業時間などは各施設のホームページなどでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①さくら温泉通り 

 コース 

 約 5km/45 分 

 難易度：初級 

石和温泉駅南口の温泉や飲食店などが集まる温泉街を走るコースです。平坦で走りやすく、

眺めも良いので初心者向けです。 

主な見どころ：風情ある温泉街・さくら並木 

②金川・笛吹川 

 河川敷コース 

 約 12km/90 分 

 難易度：中級 

石和温泉駅南口から、笛吹権三郎像、山梨県森林公園金川の森（かぶとむしの森）、金

川・笛吹川河川敷、さくら温泉通りを通って石和温泉駅に戻ってくるコースです。 

主な見どころ：ぶどう畑・金川ふれあいの森・河川敷からの富士山・風情ある温泉街・さくら並

木 

③春日居コース 

 約 10km/75 分 

 難易度：中級 

石和温泉駅北口から笛吹川河川敷を通り、春日居町駅に向かったのち中央線と並走して

石和温泉駅に戻るコースです。 

主な見どころ：ぶどう畑・笛吹川河川敷、春日居町駅、もも畑 

④長谷寺コース 

 約 6km/70 分 

 難易度：上級 

長い歴史を持つ寺社仏閣を巡るコース。長谷寺に至るまでは長い急勾配を上るが、段々に

なっているぶどう畑を抜けた先に甲府盆地の絶景を望むことができる。 

主な見どころ： 大蔵経寺・山梨岡神社・長谷寺・甲府盆地の眺め・ぶどう畑 

New! 

さくら温泉通り 

 

笛吹川河川敷 甲府盆地の眺め 

 

第２弾 新たに４つのコースを設定しました 

 



３．「旅 run×鉄道」のご利用は、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。 

「旅 run×鉄道」のご利用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！  

①対象列車：特急「あずさ」・「かいじ」全列車  

②設定区間：東京・新宿↔大月・塩山・山梨市・石和温泉・甲府 等 

③申込期間：お先にトクだ値（30％割引）ご乗車日 13 日前の午前 1 時 50 分まで 

えきねっとトクだ値（10％割引）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の「えきねっとチケットレスサービス」が便利です！  

①対象列車：特急「あずさ」「かいじ」「富士回遊」全列車  

②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。（乗車券は交通系 IC カードや、モバイル suica をご利用ください。 

普通車は定期券がご利用いただけます。）  

   

（３）貯まった JRE POINT を使って乗れる「JRE POINT 特典チケット」！   

➀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。  

②利用ポイント例 

乗車 km  ご利用区間の例 利用ポイント 紙のきっぷ料金 
えきねっと 

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 

    ※「えきねっとチケットレスサービス」限定のサービスです。 

     ※「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。 (※「富士回遊」号の大月〜河口湖駅間は 

他社線にまたがるため、ご利用いただけません。) 

     ※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  

 

※2022 年９月 29 日現在の情報です。   

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗いや咳エチケットにご協力をお願いします。また、自治体等の最新情報

をご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況や天候等により、延期または中止となる可能性があります。 

※秋のお出かけに便利な臨時列車の詳細は JR 時刻表などをご覧ください。 

 

 

https://www.eki-net.com/










金川・笛吹川河川敷コース

オリジナルキーホルダーの呈示をすると、
ホテル花いさわ・石和びゅーほてる・春日居びゅーほてるで
荷物を預けられます。

石和温泉駅南口を出て、駅前通りをまっすぐ進む。途中、用水路に架かる小
さな橋のたもとには、笛吹市と笛吹川の由来となった笛吹権三郎の像が。温泉
街を抜けて国道20号との交差点を左折し、笛吹川を渡る。上平井交差点を左折
して見えてくるのは、山梨県森林公園金川の森にある、かぶとむしの森。森の
中の小道をランニングする気持ちの良いコースだ。森を出ると金川の河川敷に
出る。前方には石和温泉街、そしてその先には雄大な南アルプス連峰が。鵜飼
橋を渡り、今度は笛吹川河川敷へ。広々した河川敷に吹く風がとても気持ち良
い。川を右手に見ながらランニングし、次の橋（笛吹橋）から道路に上がる。
さくら温泉通りで温泉街を抜けて石和温泉駅に戻る。

◇安全にお楽しみいただくために

・交通ルールを守りましょう。
・喫煙のルールを守ってください。
・横断歩道や狭い路地の通行はお気を付けください。
・住居や施設、店舗の迷惑になる行為はおやめください。
・参加にあたっては、感染症予防対策へのご協力をお願い
いたします。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、施設の臨時
休業または営業時間を変更する場合があります。

◇旅run×鉄道ご参加の皆さまへ

・ゴールでの手続きはございません。
・受付時間内に受付を済ませてください。
・参加時におけるケガ、事故等の責任は負いか
ねます。

・各自十分な水分補給をお願いいたします。
・天候その他の理由により、予告なくコースを
変更・中止する場合があります。

・写真はイメージです。実際にコースで見られる風景とは
異なる場合があります。
※2022年10月現在の情報です。



さくら温泉通りコース

石和温泉駅南口を出発して、その先すぐの石和温泉駅南口の交差点を左折する。
やがて見えてくるのは小さな川。この用水路のわきを進み、往復するのが今回の
コース。温泉街に沿って、右手には小さな用水路とさくらの並木道。道は一方通行
なので、自動車は前方からは来ない。直線の平坦な道でランニングには絶好のコー
スだ。2kmほど進むとさくら温泉通りが終わるので、用水路の反対側の道を折り
返す。こちらも一方通行。右手に続くさくら並木を進みながら石和温泉駅に戻る。

オリジナルキーホルダーの呈示をすると、
ホテル花いさわ・石和びゅーほてる・春日居びゅーほてるで
荷物を預けられます。

◇安全にお楽しみいただくために

・交通ルールを守りましょう。
・喫煙のルールを守ってください。
・横断歩道や狭い路地の通行はお気を付けください。
・住居や施設、店舗の迷惑になる行為はおやめください。
・参加にあたっては、感染症予防対策へのご協力をお願い
いたします。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、施設の臨時
休業または営業時間を変更する場合があります。

◇旅run×鉄道ご参加の皆さまへ

・ゴールでの手続きはございません。
・受付時間内に受付を済ませてください。
・参加時におけるケガ、事故等の責任は負いか
ねます。

・各自十分な水分補給をお願いいたします。
・天候その他の理由により、予告なくコースを
変更・中止する場合があります。

・写真はイメージです。実際にコースで見られる風景とは
異なる場合があります。
※2022年10月現在の情報です。



長谷寺コース

石和温泉駅北口を出て、国道を左手に、すぐに平等川を渡っての川沿いを山に
向かって進む。この辺りは、大蔵経寺や山梨岡神社など長い歴史を持つ寺社仏閣
があり、巡ってみるのも面白い。西関東連絡道路をくぐり、いよいよ山登りが始
まる。ぶどう畑の中のつづら折りの登り坂の道はかなりしんどいが、振り返って
みれば甲府盆地を一望することができる。温泉街とぶどう畑、そしてその先には
富士山が。ここまで来なければ見ることのできない、山梨の絶景である。長谷寺
まで来たら折り返す。木々に囲まれている苔むした参道を進むとやがて本堂へ。
一休みしたら、来た道を石和温泉駅へ戻ろう。

オリジナルキーホルダーの呈示をすると、
ホテル花いさわ・石和びゅーほてる・春日居びゅーほてるで
荷物を預けられます。

◇安全にお楽しみいただくために

・交通ルールを守りましょう。
・喫煙のルールを守ってください。
・横断歩道や狭い路地の通行はお気を付けください。
・住居や施設、店舗の迷惑になる行為はおやめください。
・参加にあたっては、感染症予防対策へのご協力をお願い
いたします。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、施設の臨時
休業または営業時間を変更する場合があります。

◇旅run×鉄道ご参加の皆さまへ

・ゴールでの手続きはございません。
・受付時間内に受付を済ませてください。
・参加時におけるケガ、事故等の責任は負いか
ねます。

・各自十分な水分補給をお願いいたします。
・天候その他の理由により、予告なくコースを
変更・中止する場合があります。

・写真はイメージです。実際にコースで見られる風景とは
異なる場合があります。
※2022年10月現在の情報です。



春日居コース

石和温泉駅南口を出て、駅前通りをまっすぐ温泉街方面に進む。途中、用水路
に架かる小さな橋のたもとには、笛吹市と笛吹川の由来となった笛吹権三郎の像
が。国道20号との交差点を左折し、道に沿って笛吹市役所前を通る。横断歩道を
渡って笛吹川河川敷に。この笛吹川河川敷では花火大会のほか、鵜飼が行われる。
そして、この川中島の地名にちなんで川中島合戦戦国絵巻が開催され、河川敷で
武田上杉両軍の鎧武者の勇壮な合戦絵巻を見ることができる。さらに進むと河川
敷が途切れて、道路に出る。この辺りまで来ると、桃畑が多くなってくる。ピー
チラインを春日居町駅方面へ、そして春日居町駅からは中央線に沿って1.6km程
進む。右手には中央線、左手には桃畑、まさに桃源郷である。やがて温泉街に出
て石和温泉温泉駅に戻る。

オリジナルキーホルダーの呈示をすると、
ホテル花いさわ・石和びゅーほてる・春日居びゅーほてるで
荷物を預けられます。

◇安全にお楽しみいただくために

・交通ルールを守りましょう。
・喫煙のルールを守ってください。
・横断歩道や狭い路地の通行はお気を付けください。
・住居や施設、店舗の迷惑になる行為はおやめください。
・参加にあたっては、感染症予防対策へのご協力をお願い
いたします。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、施設の臨時
休業または営業時間を変更する場合があります。

◇旅run×鉄道ご参加の皆さまへ

・ゴールでの手続きはございません。
・受付時間内に受付を済ませてください。
・参加時におけるケガ、事故等の責任は負いか
ねます。

・各自十分な水分補給をお願いいたします。
・天候その他の理由により、予告なくコースを
変更・中止する場合があります。

・写真はイメージです。実際にコースで見られる風景とは
異なる場合があります。
※2022年10月現在の情報です。


