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桃
６月下旬～８月下旬頃

桃栽培に最高の地で育った、はちきれそう
に大きな実は、瑞 し々くて目からウロコのお
いしさ。桃の王様「白鳳」はじめ、県オリ
ジナル品種「夢しずく」まで種類も豊富。

その歴史は古く、戦国時代に武田氏が
用いた「のろし」が起源とされ、その
後、市川の花火師たちは徳川御三家に
仕えたといわれます。また花火大会の
歴史も、平安時代からの伝統ある「市
川和紙」ゆかりの神明社の祭典で盛大

に花火を打ち
上げていたこ
とが始まり。
江戸時代には
「日本三大花
火」に数えら
れました。

市川三郷町

第30回神明の花火大会

神明の花火大会の歴史

8月7日（火）
平成元年に県下最大規模の花火大会として復活。
今年で30回目を迎える神明の花火大会。二尺玉や
競技花火、メッセージ花火等、ストーリー性のあるプロ
グラム構成が特徴です。
【場　所】三郡橋下流笛吹川河畔
【問合せ】市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
　　　　☎055-272-1101
《 電 車 》JR身延線市川大門駅下車 徒歩10分
《  車  》中央自動車道甲府南IC⇒約１０キロ
　　　　中部横断道増穂IC⇒約３キロ

ブルーベリー
６月中旬～８月下旬頃

富士山麓や八ヶ岳高原での人気は酸味爽
やかなフレッシュベリー。摘みたて完熟は甘
みも濃く、ジャムにも最高。

ぶどう
７月下旬～１０月下旬頃

巨峰、ピオーネ、シャインマスカットなどの人気種や日本最古の甲州をはじめ、数十
種を食べ比べできる農園もあります。
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甲府市

夏のフルーツ祭り
8月11日（土・祝）

この時期に旬を迎える果物たちが主役のお祭りで
す。甘くてジューシーな梨「幸水（こうすい）」がたくさ
ん並ぶほか、桃、ぶどうなどの各フルーツの試食や梨
の収穫体験ができます。
【場　所】風土記の丘農産物直売所
【問合せ】風土記の丘農産物直売所
　　　　☎055-266-3858
《電 車》JR中央線甲府駅
　　　 ⇒山梨交通バス75系統豊富行間門停留所
　　　 ⇒徒歩1分

中央市

桃の収穫祭2018
7月中旬

中央市とよとみ地区の旬採れたて桃の販売。試食も
ご用意しております。
【場　所】中央市道の駅とよとみ
【問合せ】道の駅とよとみ
　　　　☎055-269-3424
《電 車》JR身延線東花輪駅⇒タクシー10分
《  車  》中央道甲府南ＩＣ⇒15分

鳴沢村

ブルーベリー祭り
7月21日（土）・22日（日）

はかり売りや、アイスも販売します。加工品の試食も
行いますので、ぜひご賞味ください。
【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　　☎0555-85-3900
《電 車》富士急行河口湖駅下車
　　　  ⇒バス道の駅なるさわ下車
《  車  》中央自動車河口ＩＣ本栖湖方面⇒15分

山梨市

フルーツフェスティバル
フルーツイベントも開催します！

7月14日（土）～15日（日）ももの日
8月  4日（土）～  5日（日）もも・ぶどうの日
9月  1日（土）～ 2日（日）ぶどうの日

旬を迎えた桃やぶどうの販売をはじめ、味覚で味わ
える試食会なども実施される予定です。山梨の魅力
をぜひ味わってください！
【場　所】笛吹川フルーツ公園
【問合せ】公園管理事務所
　　　　☎0553-23-4101
《電 車》JR中央本線 山梨市駅⇒タクシー約7分
《  車  》中央自動車一宮御坂IC⇒約30分

富士山・河口湖山開き花火大会
富士河口湖町 7月7日（土）
富士山の山開きを祝う花火大会。
【場　所】河口湖
【問合せ】河口湖観光協会 
　　　　☎0555-76-8300
《電 車》富士急行線河口湖駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒10分

山中湖花火大会「報湖祭」
山中湖村 8月1日（水）
富士五湖祭のトップを切って開かれる花火大会。湖
のどこからでも花火が見られます。
【場　所】山中湖畔周辺
【問合せ】（一社）山中湖観光協会 ☎0555-62-3100
《電 車》富士急行線富士山駅⇒バス30分
《  車  》東富士五湖道路山中湖IC⇒5分

石和温泉鵜飼花火
笛吹市 7月20日～8月19日の水・木・土・日

今年から笛吹川石和鵜飼開催日に合わせて花火を打ち上げ
ます。階段席からゆっくりと花火を楽しむことができます。
【時　間】20：50～21：00  【場　所】笛吹市役所前河川敷
【問合せ】石和温泉旅館協同組合 ☎055-262-3626
《電 車》ＪＲ中央線石和温泉駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分/中央道笛吹八代ＳＩＣ⇒10分

第61回笛吹川県下納涼花火大会
山梨市 7月28日（土）

夏祭りの先陣を切って約3000発の花火が夜空を飾
ります。盆踊り大会も同時開催。
【場　所】笛吹川河川敷　万力大橋付近
【問合せ】山梨市花火大会実行委員会 ☎0553-22-0806
《電 車》JR中央線山梨市駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道勝沼IC、一宮御坂IC⇒20分

笛吹市

第54回 石和温泉花火大会
8月21日（火）

笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る花火大会。約１万
発の花火を間近で楽しむことが出来ます。
【時　間】19:30～21：00  【場　所】笛吹市役所前河川敷
【問合せ】（一社）笛吹市観光物産連盟 ☎055-261-2829
《電 車》ＪＲ中央線石和温泉駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分/中央道笛吹八代ＳＩＣ⇒10分

富士吉田市

よい子の花火大会
9月30日（日）

地元有志の方々により開催。子供から大人まで楽し
めるイベントが盛りだくさん。
【場　所】市民会館第２駐車場
【問合せ】よい子の花火大会実行委員会 ☎080-2068-0360
《電 車》富士急行線月江寺駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道河口湖IC⇒10分/中央道富士吉田西桂スマートIC⇒15分

道志村

水源の郷 道志 清流の花火大会
9月15日（土）

自然と花火のシンフォニー！盛大、可憐な夜空の祭
典。
【時　間】17:00～
【場　所】道の駅どうし周辺
【問合せ】道志村役場産業振興課 ☎0554-52-2114
《  車  》中央道都留ＩＣ⇒30分

身延町

下山愛宕祭典花火大会
8月16日（木）

江戸時代から続く地元民による煙火大会として歴
史あるものです。出店も軒を並べます。
【場　所】身延町下山新町地内
【問合せ】身延町役場観光課 ☎0556-62-1116
《電 車》JR下部温泉駅⇒タクシー約5分
《  車  》中部横断自動車道六郷IC⇒約20分

韮崎市

武田の里にらさき花火大会＆武田陣没将士供養会
8月16日（木）

約6,600発の花火が夜空を彩る韮崎の夏の風物
詩。盆踊りや灯籠流しも楽しめます。
【場　所】釜無川河川公園
【問合せ】武田の里まつり実行委員会 ☎0551-22-1991
《電 車》JR中央線韮崎駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道韮崎IC⇒15分

南部町

南部の火祭り
8月15日（水）

南部の火祭りは灯篭流し、投げ松明、大松明、百八
たいを行い、花火大会も開催されます。
【場　所】富士川河川敷南部橋上下流
【問合せ】南部町火祭り実行委員会 ☎0556-64-3111
《電 車》JR身延線内船駅⇒徒歩20分
《  車  》新東名新清水ＩＣ⇒25分

道志村

盆踊り花火大会
8月14日（火）

道志村の花火は音が違う！大迫力の花火をお楽しみ
ください。
【時　間】17:00～
【場　所】道志村民グラウンド
【問合せ】道志村青年団 ☎0554-52-2114
《  車  》中央道都留ＩＣ⇒30分

富士河口湖町

奥河口湖ふるさと祭り
8月15日（水）

灯籠・和太鼓・花火・盆踊りなど様々なイベントが行
われます。
【場　所】河口湖下條浜（長浜地区）
【問合せ】奥河口湖観光協会
　　　　☎0555-82-2128
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒15分

忍野村

第41回忍野八海祭り
8月8日（水）

忍野八海の守護神「八大竜王」を祀る夏祭り。クラ
イマックスの花火は圧巻！
【場　所】忍野中学校校庭
【問合せ】忍野八海祭り実行委員会
　　　　☎0555-84-7794
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒20分

富士河口湖町

精進湖涼湖祭＆音楽祭
8月4日（土）

大迫力の花火大会と音楽イベントが同時に楽しめ
ます。
【場　所】精進湖他手合浜
【問合せ】精進湖観光協会 
　　　　☎0555-87-2651
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒30分

富士河口湖町

本栖湖神湖祭
8月3日（金）

本栖湖の夏のメインイベント。花火大会や情緒たっ
ぷりの夏祭りを楽しめます。
【場　所】本栖湖
【問合せ】本栖湖観光協会
　　　　☎0555-87-2518
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒35分

富士河口湖町

西湖竜宮祭
8月2日（木）

西湖に浮かぶ灯ろうに火がともり、幻想的な中、花火
大会が行われます。
【場　所】西湖前浜
【問合せ】西湖観光協会 
　　　　☎0555-82-3131
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒20分

生産量
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すもも（プラム）
６月上旬～８月下旬頃

さまざまな品種の「すもも」が作られており、
大玉の「貴陽」 は日本一の大きさを誇ります。
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シャインマスカット

甲州 藤みのり
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富士河口湖町

河口湖湖上祭
8月4日（土）・8月5日（日）

前夜祭は8月4日に、大・花火大会は8月5日に開催します。
【場　所】河口湖
【問合せ】河口湖観光協会 ☎0555-76-8300
《電  車》河口湖駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道河口湖IC⇒１0分

旬のフルーツを味わおう！

フルーツ狩り
木漏れ日輝く農園は、たわわに実った宝石のあま～い香りで
いっぱい。完熟、もぎたて、食べ放題！
とびっきりみずみずしいフルーツ王国山梨の旬を丸ごとガブリ…なんて贅沢！
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北杜市

北杜市明野サンフラワーフェス2018
7月21日（土）～8月19日（日）

美しい山岳景観を背景に広が
る60万本のひまわり畑。

【場所】山梨県立フラワーセンター
　　　　ハイジの村周辺

【問合せ】北杜市明野サンフラワー
　　　 フェス実行委員会
　　　☎0551-30-7866

《電車》JR中央線韮崎駅⇒バス15分
《   車   》中央道須玉IC⇒15分

鳴沢村

なるさわ収穫祭
7月28日（土）・29日（日）～8月11日（土・祝）・12（日）

鳴沢村特産品の高原野菜が一番おいしい時
期に開催。トマトなどの試食があります。

【場所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　☎0555-85-3900

《電車》富士急行線河口湖駅下車
　　　 バス　道の駅なるさわ下車

《   車   》中央自動車河口湖ＩＣ
　　　本栖湖方面15分

身延町

第18回砂金掘り大会（28日）
第15回東西中高交流砂金堀り大会（29日）

7月28日（土）・29日（日）

砂金掘りの技術とテクニック、スピードを競う、
いわば“スポーツ砂金掘り”です。

【場所】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
【問合せ】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
　　　☎0556-36-0015

《電車》JR身延線下部温泉駅
        ⇒徒歩約3分

《   車   》中部横断自動車道
        六郷IC⇒約20分

北杜市

第29回清里フィールドバレエ
7月27日（金）～8月10日（金）

日本で唯一、長期間にわたって連続で上演され
ている野外バレエ公演！29回目の進化！

【場所】清里高原 萌木の村 特設野外劇場
【問合せ】清里フィールドバレエ
        公演事務局
　　　 ☎0551-48-2907

《電車》JR小海線清里駅⇒徒歩10分
《   車   》中央道須玉I.C、
        長坂I.C⇒約20分

南アルプス市

南アルプス山麓サマーフェスティバル2018
7月28日（土）

南アルプス市のフルーツ最盛期に開催する最
大級のイベントをご家族で楽しみませんか。

【場所】櫛形総合公園西側公園
【問合せ】南アルプス市観光商工課
　　　☎055-282-6294

《電車》JR中央線竜王駅
         ⇒タクシー30分

《   車   》中部横断自動車道
        南アルプスIC⇒10分 

北杜市

第40回八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ
7月28日（土）

光と音を効 果 的に使ったホースショーです。
ファイヤーショーは全国でも例のない演出！

【場所】山梨県馬術競技場
【問合せ】八ヶ岳ホースショーイン
        こぶちさわ実行委員会
　　　☎0551-42-1491

《電車》JR中央線小淵沢駅
　　　⇒タクシー７分

《   車   》中央道小淵沢IC⇒5分

富士河口湖町

河口浅間神社太々御神楽祭　稚児の舞
7月28日（土）

別名「孫見祭り」といわれ、国指定重要無形民
俗文化財の「稚児の舞」が奉納されます。

【場所】河口浅間神社
【問合せ】河口浅間神社
　　　☎0555-76-7186

《電車》富士急行線河口湖駅⇒
         甲府駅行き路線バス10分

《   車   》中央道河口湖ＩＣ⇒15分

富士川町

ふじかわ夏祭り
7月28日（土）

富士川町青柳町地内の県道42号を歩行者天
国とし、夏まつりを開催する。

【場所】富士川町青柳町地内の県道42号
【問合せ】ふじかわ夏まつり実行委員会
　　　☎0556-22-0870

《電車》JR身延線市川大門駅
　　　⇒タクシー10分

《   車   》中部横断自動車道
        増穂IC⇒5分

甲斐市

竜王駅で鈴虫の声を聴く甲斐
7月29日（日）～8月4日（土）

夏の暑い季節に、鈴虫のさわやかな声を楽しんでい
ただけるよう、竜王駅に鈴虫を展示。8月5日（日）には
鈴虫の無料配布を行います。予約制（300名予定）

【場所】ＪＲ竜王駅南北自由通路
【問合せ】鈴虫の声を聞く甲斐
　　　☎055-278-1708

《電車》JR中央線竜王駅構内
《   車   》中央道甲府昭和ＩＣ⇒約10分

山中湖村

山中湖花の都公園夏の清風
7月21日（土）～9月2日（日）

涼しい夏を迎える山中湖村。富士山をバックに
ひまわりや百日草が一面に広がります。

【場所】山中湖花の都公園
【問合せ】山中湖花の都公園
　　　☎0555-62-5587

《電車》富士急行線富士山駅
　　　 ⇒周遊バスふじっ湖号
　　　約30分「花の都公園」

《   車   》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約5分

富士河口湖町

富士河口湖灯籠流し
8月16日（木）

河口湖湖上に無数の灯籠が浮
かべられます。

【場所】大石公園
【問合せ】富士河口湖灯籠流し実行委員会
　　　☎03-6447-3860

《電車》富士急行線河口湖駅⇒
　　　 周遊バス・路線バス・
          臨時バス30分

《   車   》中央道河口湖ＩＣ⇒17分

大月市

第35回かがり火市民祭り
8月4日（土）

市民総参加で行われる大月市最大の夏祭りで
す。大月阿波踊り大会などが行われます。

【場所】大月東小学校
【問合せ】かがり火市民祭り
        実行委員会
　　　☎0554-20-1829

《電車》JR中央線大月駅
        ⇒徒歩1分

《   車   》中央道大月IC⇒5分

富士吉田市

流鏑馬祭り例祭
9月18日（火）・19日（水）

流鏑馬で的を射た後、馬が走った蹄の跡で災
厄を占う神事。

【場所】下吉田 小室浅間神社付近
【問合せ】小室浅間神社
　　　☎0555-22-4025

《電車》富士急行線下吉田駅⇒徒歩5分
《   車   》中央道河口湖IC⇒10分
         中央道富士吉田西桂
         スマートIC⇒15分

北杜市

第28回八ヶ岳薪能
8月3日（金）

八ヶ岳薪能は、八ヶ岳の夏の風物詩。今年は
宝生流の御宗家、狂言は野村萬斎師が出演。

【場所】身曾岐神社 能楽殿
【問合せ】八ヶ岳薪能実行委員会
　　　☎0551-36-3000

《電車》JR中央線小淵沢駅⇒タクシー5分
《   車   》中央道小淵沢IC⇒5分

北杜市

第39回八ヶ岳ロードレース
9月9日（日）

標高1600ｍの会場は夏でも爽やか。地元グル
メやアトラクションを家族で楽しめます。

【場所】サンメドウズ清里
        （北杜市大泉町）

【問合せ】山日YBS事業局
　　　☎055-231-3121

《電車》JR小海線清里駅
　　　 ⇒バスで約20分

《   車   》中央道長坂IC⇒約20分

西桂町

三ツ峠ふるさと夏まつり
8月15日（水）

特産品の販売や手作りによる各種露店、踊り
や和太鼓の演奏、大輪の花火は圧巻です。

【場所】西桂中学校グランド
【問合せ】三ツ峠ふるさと夏まつり実行委員会
　　　☎0555-25-2015

《電車》富士急行線三つ峠駅⇒徒歩5分
《   車   》中央道都留ＩＣ⇒25分
         中央道富士吉田西桂
         スマートＩＣ⇒7分

富士吉田市

吉田の火祭り・すすき祭り
8月26日（日）・27日（月）

富士山のお山じまいとして開催。日本3奇祭に
も数えられる富士吉田を代表するお祭り。

【場所】上吉田・吉田口登山道
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　☎0555-21-1000

《電車》富士急行線富士山駅⇒徒歩5分
《   車   》中央道河口湖IC⇒10分
         中央道富士吉田西桂スマートIC ⇒15分

上野原市

無生野の大念仏
8月16日（木）

県下で唯一伝承されている大
念仏。上野原に今尚生きる踊
り念仏をぜひ。

【場所】無生野集会場
【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR中央線上野原駅
           ⇒タクシー30分

上野原市

諏訪神社祭典
8月19日（日）

甲州街道沿いの諏訪神社。祭日は
地域の子どもたちで賑わいます。

【場所】諏訪神社
【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR中央線上野原駅⇒タクシー15分
《   車   》中央道上野原IC⇒10分

上野原市

秋山ふるさと祭り
8月12日（日）

地域の人々が作る活気あふれ
る「秋山ふるさと祭り」

【場所】上野原市立
        秋山中学校校庭

【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR中央線上野原駅
         ⇒タクシー20分

道志村

道志渓谷夏祭り 第2弾もろこし祭り
8月4日（土）・5日（日）10:00～

生もろこし・焼きもろこしの販売
や新鮮な夏野菜を販売します！

【場所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　　　☎0554-52-1811

《電車》　中央道都留ＩＣ⇒30分

山中湖村

山中湖花の都公園秋の彩り
9月15日（土）～11月4日（日）

期間前半には一面に広がるコスモスを、後半に
は味わい深い紅葉を楽しめます。

【場所】山中湖花の都公園
【問合せ】山中湖花の都公園
　　　☎0555-62-5587

《電車》富士急行線富士山駅
　　　 ⇒周遊バスふじっ湖号
         約30分「花の都公園」

《   車   》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約5分

上野原市

西原地区獅子舞
9月中旬

五穀豊穣・悪魔退散・悪病除けを祈願する、上
野原の歴史ある「獅子舞」。

【場所】山梨県上野原市西原1594
【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR中央本線上野原駅
       ⇒タクシー等約30分

《   車   》中央自動車道上野原ICから車約30分

身延町

七面山大祭
9月18日（火）・19日（水）

七面大明神を祭った開創の日
を記念する例大祭です。

【場所】七面山 敬慎院
【問合せ】七面山 敬慎院
　　　☎0556-45-2551

《電車》JR身延線下部温泉駅
　　　　 ⇒タクシー約20分（登山口まで）

《   車   》中部横断自動車道六郷IC
           ⇒約50分（登山口まで）

甲斐市

大弐学問祭
9月23日（日・祝）

学問の神様、山県大弐の遺徳
を称える祭り。学問成就祈願の
ほか神輿や出店で賑わいます。

【場所】山縣神社周辺
【問合せ】大弐学問祭実行委員会
　　　☎055-278-1708

《電車》JR中央線竜王駅⇒徒歩25分
《   車   》中央道甲府昭和IC
         ⇒約10分

山梨市

月見茶会と邦楽演奏会
9月23日（日・祝）

中秋の名月を見上げながら、ラ
イトアップされた根津記念館で
お茶と邦楽を楽しみます。

【場所】根津記念館
【問合せ】根津記念館
　　　☎0553-21-8250

《電車》JR中央線山梨市駅⇒タクシー5分
《   車   》中央道勝沼IC、
　　　一宮御坂IC⇒15分

鳴沢村

キャベツ祭り
9月25日（火）

とれたてキャベツの 試 食 や 、
キャベツ何個まで持てるか競
争イベントを開催します。

【場所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　☎0555-85-3900

《電車》富士急行河口湖駅下車
        バス 道の駅なるさわ下車

《   車   》中央自動車河口ＩＣ本栖湖方面15分

身延町

道の駅しもべ 秋の収穫まつり
9月23日（日・祝）・24日（月・振休）

地域特産品はもちろん、この期間中にしかない
出店で賑わいます。

【場所】道の駅しもべ
【問合せ】道の駅しもべ
　　　☎0556-20-4141

《電車》JR身延線下部温泉駅
         ⇒タクシー約10分

《   車   》中部横断自動車道六郷IC 　　
　　　 ⇒約30分

山中湖村

山中明神安産祭り
9月4日（火）～6日（木）

妊産婦等が集まるお祭り。夜祭のみこしをかつ
いだ氏子の女性には安産が約束される。

【場所】山中諏訪神社
【問合せ】山中諏訪神社
　　　☎0555-62-3952

《電車》富士急行線富士山駅
　　　⇒バス30分

《   車   》東富士五湖道路
　　　山中湖IC⇒5分

鳴沢村

もろこし祭り
9月4日（火）

品種の違うとうもろこし食べ比
べ、一番おいしい品種をお客
様が決めるイベントです。

【場所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　☎0555-85-3900

《電車》富士急行河口湖駅下車  
        バス 道の駅なるさわ下車

《   車   》中央自動車河口ＩＣ本栖湖方面15分

都留市

第36回ふるさと時代まつり（八朔祭）
9月1日（土）

豪華絢爛な飾り屋台にお囃子、
江戸の衣装を身に纏った大名
行列が都留を練り歩きます。

【場所】谷村第一小学校校庭
【問合せ】ふるさと時代まつり
        実行委員会
　　　☎0554-43-1111

《電車》富士急行線谷村町駅
　　　⇒徒歩3分

上野原市

牛倉神社祭典・入谷神社祭典
9月1日（土）～3日（月）

郡内三大祭りの一つでもある
お祭。迫力満点のお神輿は見
逃せません。

【場所】牛倉神社・上野原市役所
【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR中央線上野原駅
        ⇒タクシー5分

道志村

道志渓谷 秋の豚祭り
9月15日（土）～17日（月・祝）10:00～

道志ポークの串焼き・豚汁など
を露店にて販売予定！

【場所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　     ☎0554-52-1811

《   車   》中央道都留ＩＣ⇒30分

7月～

8月～

9月～

富士河口湖町

冨士御室浅間神社・秋の例大祭
9月9日（日）

「 後三年の役 」の戦勝祝いが
起源のお祭り。浦安の舞や神
輿が練り歩きます。

【場所】冨士御室浅間神社境内
【問合せ】冨士御室浅間神社
　　　☎0555-83-2399

《   車   》中央道河口湖ＩＣ⇒15分

上野原市

月見ヶ池弁財天祭り
7月21日（土）

花火大会や灯篭流しが行われ、温かい夏の雰
囲気を感じられます。

【場所】上野原市3454
　　  （上野原小学校横）

【問合せ】上野原市経済課
　　　☎0544-62-3119
           ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電車》JR上野原駅から
         ⇒タクシー10分

富士河口湖町

河口湖ハーブフェスティバル
～7月16日（月・祝）（八木崎会場は～7月8日（日））

河口湖畔に咲き誇る約8千株のラベンダー。八
木崎公園や大石公園が紫一色に染まります。

【場所】八木崎公園及び大石公園
【問合せ】河口湖ハーブフェスティバル実行委員会（観光課）
           ☎0555-72-3168

《電車》富士急行線河口湖駅⇒（八木崎公園）
             周遊バス8分／（大石公園）周遊バス32分

《   車   》中央道河口湖ＩＣ⇒（八木崎公園）10分／
                                  （大石公園）17分

甲府市

昇仙峡わんぱく広場
7月21日（土）～8月19日（日）

わんぱくキッズ大集合！子どもが楽しめるイベン
トを連日開催します（11時～15時）。同じ期間に
仙娥滝では夕方からライトアップを開催。

【場所】昇仙峡滝上市営高成無料駐車場
【問合せ】昇仙峡観光協会
　　　☎055-287-2111

《電車》JR中央線甲府駅⇒
         山梨交通バス昇仙峡行
         昇仙峡滝上停留所50分

笛吹市

笛吹川石和鵜飼
7月20日（金）～8月19日（日）水・木・土・日20:00～20：50

全国１2 箇所で実施している鵜飼で唯一鵜匠が川を歩い
て鵜を操る「徒歩鵜（かちう）」という漁法で実施します。

【場所】笛吹市役所前河川敷
【問合せ】笛吹市役所観光商工課
　　　☎055-261-2034

《電車》ＪＲ中央線石和温泉駅
         ⇒徒歩15分

《   車   》中央道一宮御坂ＩＣより15分
           中央道笛吹八代ＳＩＣより10分

道志村

道志渓谷夏祭り 第１弾渓流まつり
7月21日（土）・22日（日） 10:00～

川魚の塩焼きの特売や稚鮎唐
揚げなどを販売予定！

【場所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　　　☎0554-52-1811

《   車   》中央道都留ＩＣ⇒30分

北杜市

グランドフォンド八ヶ岳2018
9月30日（日）

獲得標高2,000ｍ以上、標高差約1,000ｍを
誇る、国内屈指の山岳グランドフォンド。

【場所】メイン会場：清里の森
【問合せ】グランドフォンド八ヶ岳
        実行委員会
　　　☎03-5771-7903

《電車》JR小海線清里駅
　　　⇒バスで約15分

《   車   》中央道長坂I.C⇒約20分
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山梨県立美術館 ☎055-228-3322

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約15分  
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約10分 
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日 ※8月13日は開館）
         祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

6月30日（土）～8月26（日）
魔法の美術館 光と遊ぶ、
真夏のワンダーランド
見て、触って、学んで、遊べる、子どもも大人
も楽しめる魔法のようなアートの展覧会。
9月1日（土）～10月8日（月・祝）
銅版画の詩人
追悼　深沢幸雄展
山梨県出身の銅版画家・深沢幸雄の作品
を、深沢の残した言葉とともに辿る追悼展。

《種をまく人》などの農民絵画を
描きつづけた、ジャン＝フランソワ・ミレーの
作品を数多く所蔵する美術館。

芸術・文化・科学に触れる 休館日については変更になる場合があります。
山梨県立博物館              ☎055-261-2631

《電車》JR中央線石和温泉駅⇒バス約10分
《 車 》中央道一宮・御坂ＩＣ⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日
　　　                ※8月14日は開館）、
　　　祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

6月20日（水）～8月20日（月）
常設展 テーマ展示

「ようこそ！かいじあむ動物ワールドへ」
山梨ゆかりの動物と人々の関係を紹介！どんな動物がいたのかな？

歴代のリカちゃん、ドールハウスが勢揃い！！

7月14日（土）～9月3日（月）
企画展 ｢誕生50周年 リカちゃん展｣

山梨の自然と人の歴史を、見て、
さわって、楽しみながら学べる博物館。

リカちゃん展

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881

土器や石器といった考古資料や、
考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ博物館。

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央自動車道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日 ※8月13日は開館）祝日の翌日（日曜日の場合を除く）
　　　7月17日（火）～21日（土）

7月28日（土）～9月2日（日）
夏季企画展 「甲斐の古代寺院」
山梨における仏教文化の礎となった古代寺
院の様子を貴重な出土品から紹介します。

（複製）金銅観世音菩薩立像
（東畑遺跡）泥塔（権現堂遺跡）

《電車》JR中央線大月駅から直通バスにて15分 
《  車 》大月IC・都留IC⇒15分

山梨県立リニア見学センター  ☎0554-45-8121

超電導リニアを“見て・学んで・体験”できる施設

シンボルオブジェ「冨嶽三六○」

吉田口登山道と御中道、
2つの道を通して富士山
信仰を紹介します。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス約5分  
《  車 》中央道河口湖IC⇒約1分

山梨県立富士山世界遺産センター
富士山の世界遺産としての価値を
国内外に分かりやすく伝える施設

7月25日（水）～9月24日（月・振休） 
企画展

「登山道と御中道」展

☎0555-72-2314

展示風景

開館５周年記念企画展
「主張するジュエリー」

ジュエリー制作体験

山梨近代人物館

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約7分
《 車 》中央道甲府昭和ＩＣ⇒約25分。
          駐車場は、山梨県庁防災新館地下駐車場をご利用ください。
         （駐車無料、但し減免処理が必要）
休館日：毎月第2・第4火曜日

4月1日（日）～9月27日（木）
山梨近代人物館第７回展示

「明治を彩った山梨の人々」
明治時代、新たな挑戦を繰り返し、
私たちの地域と歴史に多くの彩りを
加えたゆかりの人物を紹介します。

明治から戦前までの間に活躍した
山梨県ゆかりの人物50名を
テーマごとに詳しく紹介しています。

山梨県庁舎別館2階
☎055-231-0988

芥川の「蜘蛛の糸」が
掲載された

「赤い鳥」創刊号

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

《電車・バス》JR中央本線甲府駅⇒バス約15分
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日 ※8月13日は開館）
         祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

7月14日（土）～8月26日（日）
童話の花束 子どもたちへの贈り物
山梨ゆかりの作家の
児童文学作品をテーマに、
芥川龍之介や村岡花子らの作品を紹介。

6月23日（土）～10月8日（月・祝）
開館５周年記念企画展

「主張するジュエリー」
ジュエリー産地”山梨”が誇る開館５周年記念にふさわしい華やかなジュエリーの数 ！々

樋口一葉や村岡花子、芥川龍之介、
太宰治など、山梨出身・ゆかりの作家を
豊富な直筆資料とともに展示紹介しています。。

的場やすし/山野真吾/徳井太郎
《SplashDisplay》

深沢幸雄
《不死鳥は舞う》

2007年

イベント情報は６ページをご覧下さい。
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約７分  
《  車 》中央自動車道甲府昭和ＩＣ⇒約１５分
休館日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）※8月14日は開館

山梨ジュエリーミュージアム  山梨県庁防災新館1階（やまなしプラザ内）

ジュエリー産地”山梨”を代表する作品展示と土日祝日は職人の実演や
ジュエリー制作体験も。入館料無料。

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

山梨県立科学館              ☎055-254-8151

不思議な展示物や仕掛けがたくさんあり、楽しみながら科学を学べる科学館。

イベント情報は６ページをご覧下さい。

©yasushi MATOBA/
shingo YAMANO/

taro TOKUI 
協力：電気通信大学小池研究室

☎055-223-1570

※当ガイドブックに掲載されている情報は2018年6月8日現在のものです。入場料金などの各種データが変更となったり、時期による変動や臨時休業などで利用できない場合がございます。予めご利用の際にご確認ください。
※表紙および掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合があります。また、天候、気象条件等により記事・写真のような景色が見られない場合があります。
※掲載の各観光施設・店舗の休業日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。
※本誌に掲載された内容により生じたトラブルや損害については、（公社）やまなし観光推進機構では補償いたしかねますので予めご了承願います。

山梨県

群馬県

埼玉県長野県

静岡県

中部横断
自動車道

甲府

小淵沢

大月

河口湖 富士山

身延

JR中央本線
圏央道

JR小
海線

Ｊ
Ｒ

身
延
線

富士急行線

東
富
士
五
湖
道
路

神奈川県

中央自動車道

甲府昭和IC甲府昭和IC

中
央
自
動
車
道

東京都

ACCESS & YAMANASHI MAP 車でのアクセス

電車でのアクセス

埼玉方面
から

圏央鶴ヶ島IC 甲府昭和IC八王子JCT
圏央道 中央自動車道

約30分 約60分

静岡市方面 甲府昭和IC
中部横断自動車道・中央自動車道国道52号線

約20分約1時間30分
六郷IC

御殿場市方面 甲府昭和IC
東富士五湖道路・

中央自動車道（大月JCT経由）国道138号線

約1時間約30分
須走IC

松本IC 甲府昭和IC
長野自動車道 中央自動車道

約15分 約60分
岡谷JCT長野方面

から

秩父市 甲府市
国道140号線 国道140号線～県道6号線

約1時間 約1時間
雁坂トンネル

高井戸IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約1時間30分
東京方面
から

八王子JCT海老名JCT
圏央道

約20分

中央自動車道

約60分
神奈川方面
から

名古屋IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約3時間
愛知方面
から

静岡方面
から

JR中央本線（特急）

約1時間30分
新　宿　駅 甲　府　駅

JR中央本線（特急）

約1時間
松　本　駅 甲　府　駅

JR身延線（特急）

約2時間

JR東海道新幹線

約1時間
名 古 屋 駅 甲　府　駅静岡駅

東京方面
より

新宿～甲府線／約２時間バスタ新宿 甲府駅

新宿～富士五湖線／約２時間バスタ新宿 河口湖駅

静岡方面
より

静岡～竜王・甲府線／約3時間 甲府駅静岡駅

清水・静岡～河口湖線／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

名古屋～竜王・甲府線／約４時間 甲府駅名古屋駅

名古屋～富士山駅・河口湖線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

関西方面
より

京都・大阪～甲府線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

大阪・京都～富士山駅・河口湖線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

羽田空港～富士山駅線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

羽田空港～竜王・甲府線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

成田空港～竜王・甲府線／約３時間５０分 甲府駅成田空港

甲府駅名古屋駅金沢駅

横浜より

金沢より

博多より

高速バス／約2時間10分 甲府駅横浜駅

甲府駅博多駅

●高速バスでお越しの場合

甲 府・昇 仙 峡 エリア
富士山・富士五湖エリア

山梨交通バスセンター　☎055-223-5711
富士急コールセンター　☎0555-73-8181

横浜市方面 甲府昭和IC

北陸道高速バス
約4時間

名古屋ライナー
約4時間

名古屋駅高速バスどんたく号
約11時間

名古屋ライナー
約4時間

山中湖村

ともおぺin山中湖
7月上旬～10月上旬

協力型宝探しゲーム第8弾。山中湖村
観光案内所等で宝の地図を手に入れ
て参加しよう。

【場所】山中湖村内
【問合せ】（一社）山中湖観光協会
           ☎0555-62-3100

《電車》富士急行線富士山駅⇒バス30分
《   車   》東富士五湖道路山中湖IC⇒5分

身延町

こども金山探険隊
8月11日（土・祝）・8月12日（日）

戦国時代に栄えた湯之奥金山の「金山衆」
について、産金技術や、生き方を学びます。

【場所】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
【問合せ】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
           ☎0556-36-0015

《電車》JR身延線下部温泉駅
　　　⇒徒歩約3分

《   車   》中部横断自動車道六郷IC
　　　⇒約20分

身延町

ヤマメまつり
8月5日（日）

ヤマメのつかみ取りや渓流釣り、バー
ベキュー等、下部ならではの夏の情緒
が味わえます。

【場所】下部温泉郷リバーサイドパーク
【問合せ】下部観光協会☎0556-20-3001
《電車》JR身延線下部温泉駅
　　　⇒徒歩約3分

《   車   》中部横断自動車道六郷IC
　　　⇒約20分

丹波山村

夏祭り丹波
7月29日（日）

丹波山村恒例夏祭り川遊び水遊びが
できるウォータースライダーや歌披露ス
テージを用意。

【場所】丹波山村交流促進センター付近
【問合せ】丹波山村役場温泉観光課
           ☎0428-88-0211

《   車   》中央道勝沼IC⇒60分

甲府市

2018小江戸甲府の夏祭り
8月11日（土・祝）

舞鶴城公園（甲府城跡）を主会場とし
た甲府の夏を満喫するイベントです。
かつて「小江戸」と呼ばれた甲府の城
下町の雰囲気をお楽しみください！

【場所】舞鶴城公園・山梨県庁噴水広場
【問合せ】小江戸甲府の夏祭り実行委員会
           ☎055-237-5702

《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩5分

甲府市

考古博物館夏休みイベント
7月24日（火）～8月26日（日）

夏休み中の子どもたちを対象に、古代
にちなんださまざまな体験イベントを開
催！

【場所】山梨県立考古博物館 
【問合せ】☎055-266-3881
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央自動車道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：毎週月曜日

開館20周年夏期特別企画展
「科学ニンジャ学校
～信玄先生の夏期講習の段～」

甲府市 7月21日（土）～8月26日（日）

科学ニンジャ学校で、忍者と科学の関係
を学び、忍者の本当の姿を解き明かそう!

【場所】山梨県立科学館
【問合せ】☎055-254-8151
《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分

山梨市

笛吹川源流まつり
8月19日（日）

迫力満点のステージ！どきどき体験！こ
の時期ならではの楽しいイベント。

【場所】道の駅みとみ　特設会場
【問合せ】笛吹川源流祭り実行委員会
           ☎0553-22-1111

《電車》JR中央線山梨市駅⇒バス60分
《   車   》中央道勝沼IC、一宮御坂IC⇒50分

山梨市

やまなしフルーツライド2018 
in 峡東ワインリゾート

8月26日（日）

甲州市勝沼町を起点とし、日本有数のワインの産
地として知られる山梨県峡東地区のブドウをはじ
めとするフルーツや果樹景観を楽しむサイクリン
グイベントです。

【申し込み期間】2018年4月1日～7月31日まで
　　　　　　  スポーツエントリーにて

【場所】甲州市勝沼町を起点とし、山梨市、笛吹市、
        甲州市経由での峡東地域を１周する約67km

【問合せ】山梨フルーツライド実行委員会事務局
        久保田☎080-5501-1845

甲州市

【勝沼地区／笛吹地区】
やまなしワインタクシー運行中！
多数のワイナリーが集中する山梨の勝沼・笛吹地
区と駅・温泉街とを結ぶ、ワイナリーを回遊するた
めの「やまなしワインタクシー」が10時～15時発
まで毎日運行しております。（ワイナリーにより定
休日・受入不可日あり／年末年始等、運行を休止
する場合あり）
ワインタクシーのご予約は、専用ホームページか
らお申込みください。

【旅行代金・料金】１台あたり2時間10,000円（税込）より
【予約サイト】 http://yamanashiwinetaxi.com/

笛吹市

笛吹川石和鵜飼
7月20日（金）～8月19日（日）の水・木・土・日

昨年度中止となった笛吹川石和鵜飼が復活！更
に今年は会場で市内のワインを楽しむことができ
ます。

【時間】20:00～20:50
【場所】笛吹市役所前河川敷
【問合せ】笛吹市役所産業観光部観光商工課 
        ☎055-261-2034

六郷IC

 

山梨の夏は親子を熱くするイベント盛り沢山！

笛吹市

かいじあむの夏まつり
8月14日（火）・15日（水）

工作や戦争に関する体験など夏向け
のイベントが盛りだくさん！

【場所】山梨県立博物館
【問合せ】☎055-261-2631
《電車》JR中央線石和温泉駅⇒バス約10分
《 車 》中央道一宮・御坂ＩＣ⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）、
祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

笛吹市

リニア見学センター夏休みイベント
7月21日（土）～8月31日（金）

リニアクイズラリーやワークショップな
ど、家族で楽しめるイベント盛りだくさん！

【場所】山梨県立リニア見学センター
【問合せ】☎0554-45-8121
《電車》JR中央線 大月駅から直通バス
にて15分 
《  車 》大月IC・都留IC⇒15分

・応募方法等
インターネットにおいて、右記QRコードまたはURLよりアクセスし、必要事項を記入の上、ご希望の商品にご応募ください。
応募はおひとり様1回まで、1プレゼントまでと限らせていただきます。商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
・注意事項
※賞品により生産時期に合わせた発送となるため、抽選から発送まで3カ月ほどかかる場合があります。
※【個人情報について】ご応募の際に記載された個人情報については、プレゼントの発送時に利用させて
いただくほか、観光情報のご案内に必要な範囲内で利用させていただくことがあります。
※アルコール類のご応募は、20歳以上の方に限らせていただきます。

❶〔富士吉田市〕吉田うどん(１本 6人前：麺350ｇ×2袋つゆ：30ｇ×5包）3名様
❷〔中央市〕ワイン「2017 Schonburger Form Toyotomi Dry type」（１本 720ml）5名様
❸〔市川三郷町〕オノオレカンバ（１）2名様
❹〔身延町〕下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」（500ml 1ケース（24本入り））10名様
❺〔鳴沢村〕鳴沢村ブルーベリー１００％使用ブルーベリー羊かん（１本）2名様
❻〔甲斐市〕梅ジャム(550g)梅蕎麦かりんとう(1袋)龍王源水(490ml×3本）2名様
❼〔山中湖村〕山中湖ワイン１本1名様
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富士スバルラインマイカー規制及び駐車場等のお知らせ

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。ご応募締切・平成30年9月30日（日）

7月10日㊊17時～9月10日㊐17時
富士スバルラインマイカー規制及び駐車場等のお知らせ

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。ご応募締切・平成30年9月30日（日）

7月10日㊋17時～9月10日㊊17時
富士山の自然環境保護と交通渋滞解消のため富士スバルラインの
マイカー規制を実施します。ご協力をお願いいたします。
※マイカー規制時の駐車場は山梨県立富士北麓駐車場の1箇所になっ
ております。マイカー規制期間中は1,000円の駐車料金がかかります。
◎マイカー規制についてのお問合せ先
　山梨県道路公社富士山有料道路管理事務所☎0555-72-1311
◎駐車場についてのお問合せ先
　山梨県観光部観光資源課☎055-223-1576 または
　山梨県立富士北麓駐車場内観光案内所☎0555-72-9900
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