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山中湖ダイヤモンド富士

富士の国やまなし
観光ナビゲーターに
就任しました！

観光スポット・イベント情報満載！！



ほっこり温まる山梨のおごっそう 冬の光を楽しむ

冬だからこそ楽しみたい
絶景の湯

各地の伝統食こそ、お腹の底から
温まる“おごっそう”。注目は、おほ
うとうに代表される粉食料理。富
士川町十谷集落に伝わる「みみ」
は、農具の「箕」の形が特徴的。
福を呼ぶおめでたい形で、つるつ
るもちもちの食感も絶妙。冬なれ
ばこそ染みる風土それぞれの味わ
いをお召し上がれ。

山梨には毎年、全国から初詣客が訪れます。富士
山、八ケ岳、身延山などの名山に抱かれる古社あ
り。身も心も清められるような厳かな空気のなか迎
える新年は格別です。

露天風呂につかり、澄みきった季節の絶景を眺め
る。これこそ冬ならではの醍醐味。雪化粧した名峰
の数々、甲府盆地の夜景、満天の星空など、山梨
の温泉ならではの絶景をお楽しみください。

鳴沢村
ふじてんスノーリゾートウインタースポーツ

【場　所 】ふじてんスノーリゾート（鳴沢村8545-1）
【問合せ 】ふじてんスノーリゾート☎0555-85-2000
世界遺産“富士山”のゲレンデを思いっきり滑ろう！
《電車》富士急行線河口湖駅よりタクシーで約20分
《車》中央道河口湖ICから約20分

12月上旬～

山中湖村
2016山中湖富士山雪まつり

【場　所 】山中湖交流プラザきらら
【問合せ 】山中湖観光協会☎0555-62-3100
富士山にいちばん近い湖、山中湖のほとりで繰り広げられ
る、冬ならではの雪の祭典
《電車》富士急行線富士山駅より平野方面バスで約35分
《車》東富士五湖道路山中湖ICから約15分

1月22日㈮～2月28日㈰

山中湖村
山中湖 DIAMOND FUJI WEEKS ＆ アイスキャンドルフェスティバル

【場　所】13日平野ちびっこ広場・20日交流プラザきらら
【問合せ】山中湖観光協会☎0555-62-3100
ダイヤモンド富士観測会場をアイスキャンドルの光で彩るイ
ベント。
《電車》富士急行線富士山駅よりバス40分
《車》東富士五湖道路山中湖ICから約10分

2月13日㈯・2月20日㈯富士河口湖町
西湖樹氷まつり

【場　所 】西湖野鳥の森公園
【問合せ 】富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
光の祭典をライトアップやイルミネーションとともにお楽しみ
いただけます。
《バス》富士急行線河口湖駅より西湖周遊バスで約35分
西湖野鳥の森公園下車

1月30㈯～2月7日㈰

山中湖村
山中湖アートイルミネーション 「FANTASEUM」

【場　所 】山中湖 花の都公園
【問合せ 】山中湖 花の都公園☎0555-62-5587
広大な敷地内にイルミネーションを展示する、山中湖の冬イ
ベント。
《電車》富士急行富士山駅よりバス30分
《車》東富士五湖道路山中湖ICから約5分

11月21日㈯～1月3日㈰

富士河口湖町

河口湖・冬花火

【場　所 】メイン会場：河口湖畔大池公園
【問合せ 】富士河口湖観光連盟☎0555-72-2460
澄み切った冬の夜空を彩る打上げ花火｢河口湖冬花火」が行
われます。打ち上げポイントはメイン会場の大池公園、大池公
園の花火と一緒に楽しめる畳岩、落ち着いて花火が楽しめる
八木崎公園の3か所です。打上時間/午後8時～午後8時20
《電車》富士急行線河口湖駅から河口湖周遊バス、または
西湖周遊バスに乗り、河口湖ハーブ館下車。河口湖駅から
徒歩でも約15分

1月16日㈯～2月21日㈰の間の毎㈯㈰
（23日は富士山の日記念花火大会）

甲斐市
竜王駅 森のイルミネーション

【場　所 】JR竜王駅南北駅前広場
【問合せ 】甲斐市商工観光課☎055-278-1708
竜王駅南北駅前広場が幻想的な光の世界に包まれます。
《電車》JR竜王駅下車
《車》甲府昭和IC10分・双葉SAスマートIC5分

11月14日㈯～1月31日㈰

北杜市
八ヶ岳天空博覧会

【場　所 】八ヶ岳観光圏（山梨県北杜市・長野県富士見町・原村）
【問合せ 】（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント☎0551-48-3457
冬の楽しみ方をパビリオン形式で紹介。八ヶ岳ならではの冬
を過ごそう。
《電車》JR中央線・小海線小淵沢駅他
《車》中央道小淵沢IC他

12月5日㈯～3月27日㈰

北杜市
スターオーシャン八ヶ岳

【場　所 】サンメドウズ清里スキー場
【問合せ 】（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント☎0551-48-3457
八ヶ岳の夜空はままるで星の海。8つの感動体験をガイドが
案内する星空観察ショー。
《電車》JR小海線清里駅
《車》中央道須玉IC又は長坂IC

12月5日㈯～3月26日㈯

甲斐大泉温泉パノラマの湯（北杜市）

富士眺望の湯ゆらり（鳴沢村）

みみ（富士川町）
吉田のうどん（富士吉田市）

おつけだんご（大月市）

ほうとう（山梨全域）

富士の裾野で
雪遊び一足早い

春体験
まっ白に輝く富士山や八ヶ
岳のもと、家族みんなで冬
をおもいきり楽しめる、多彩
なゲレンデと、雪遊びが目
白押し！

富士急ハイランド スケート
（富士吉田市）

ふじてんスノーリゾート
（鳴沢村）

武田神社（甲府市）

身延山久遠寺（身延町）

身曾岐神社（北杜市）

北口本宮富士浅間神社
（富士吉田市）

一宮浅間神社（笛吹市）

身延山菩提梯

新年の初日の出
竜ヶ岳ダイヤモンド富士
（富士河口湖町）

初詣
新しい年は山梨で

善光寺（甲府市）

恵林寺（甲州市）

ほったらかし温泉（山梨市）

冬は富士山が
綺麗に見ることができるチャンス！！

山中湖ダイヤモンド富士（山中湖村）

ハウス桃園の花見（笛吹市）

小曲いちご狩り（甲府市）

八ヶ岳エリア（北杜市）
サンメドウズ清里スキー場

「光」をテーマに、冬の山
梨を巡ってみませんか。
趣向をこらしたロマン
チックなイルミネーション
など、この季節にしか出
会えない、山梨のとって
おきの輝きです。
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ハウス桃園の花見 おつけだんご

みみ

完熟農園レストラン

吉田のうどん

南アルプス市完熟農園レストラン 
【場　所 】完熟農園 南アルプス市寺部2323-2
【問合せ 】完熟農園☎055-284-0067
南アルプス山麓の食文化満載！ 南アルプスが好きになる完熟
農園レストラン（スローフードビュッフェ）。富士を望み、農園風
景を楽しみながら、ゆったりと食事が楽しめる、驚きと発見いっ
ぱいのレストランです。
◎レストラン：ランチ11：00～15：30／ディナー17：00～21：30
（ディナーは土休日のみ）
◎10月～4月は火曜日定休
《車》甲府駅より車で約
40分、竜王駅より車で約
30分／中央道双葉JCT
で南アルプス方面へ→
中部横断道南アルプス
IC正面／中央道甲府南
ICより、新山梨環状道路
南部区間南アルプス市
方面約20分

毎週土曜日
※一部除外日有り

サンメドウズ清里スキー場



12月～3月
2015年 2016年

冬の
イベントカレンダー

鳴沢村
すばるランドのクリスマス

【場　所 】富士すばるランド（富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1）
【問合せ 】富士すばるランド☎0555-72-2239
ふじのすけサンタが登場しみ
んなに素敵なプレゼントを配
るよ！
《電車》富士急行線河口湖
駅前、富士観光開発本社裏
より無料バスで約5分
《車》中央道河口湖ICから
約5分

12月中旬～下旬

市川三郷町
市川三郷町ふるさと冬まつり大塚にんじん収穫祭
市川三郷町町制施行10周年記念

【場　所 】みはらしの丘みたまの湯駐車場
【問合せ 】実行委員会☎055-240-4157
毎年、大塚にんじんの収穫時期である12月に行われる収穫
祭です。
《電車》JR身延線甲斐上野駅から歌舞伎文化公園まで徒
歩約10分（歌舞伎文化公園からシャトルバス有）
《車》中央道甲府南ICから国道140号経由で約20分

12月12日㈯

甲府市
第7回武田の杜 トレイルランニングレース

【場　所 】武田の杜
【問合せ 】甲府市観光協会☎055-226-6550
甲府市北部の眺めのよいコースを楽しめるトレンランレース
《電車》JR甲府駅からバス約30分
《車》中央道甲府南ICから約40分

12月13日㈰

忍野村
忍野 しのびの里 オープン！！

【場　所 】忍野 しのびの里 忍野村忍草2845
【問合せ 】忍野 しのびの里☎0555-84-1122
富士五湖エリアに「忍者テーマビレッジ」が誕生！富士山を
一望する日本庭園と忍者アトラクションのテーマビレッジ。か
らくり屋敷、手裏剣道場など忍者パフォーマンスを体験。また
四季折々の日本情緒あふれる景色、富士山麓の食材を活
かした地元の伝統食や日本料理もお楽しみください。
◎9：00～17：00（最終入園16：30）
◎年中無休（施設点検等により休園する場合があります）
◎入園料（庭園入園料＋忍者からくり屋敷1回利用券付）
おとな（中学生以上）700円、こども（3歳以上）400円／忍
者アトラクション利用料金1回500円（おとな・こども共通）
《電車》富士急行線・富士山駅より富士急バス・御殿場駅行（忍
野八海経由）乗車18分「忍野しのびの里」下車※周遊バス「富士
山世界遺産ループバス」「ふじっ湖号」でもお越しいただけます。
《車》東富士五湖道路・山中湖ICより車で約6分
中央自動車道・河口湖ICより車で約11分※駐車場無料

10月10日㈯オープン

甲府市

KOFU X 戦国BASARA 戦国宝探しゲーム

【場　所 】甲府市内
【問合せ 】甲府市観光課☎055-237-5702
戦国BASARAとコラボした
宝探しゲームを甲府で開催！
《電車》JR甲府駅下車
《車》中央道甲府南IC
もしくは甲府昭和ICから20分

前期 12月5日㈯～平成28年1月31日㈰
後期 2月6日㈯～3月31日㈭

鳴沢村
ふじさん祭り

【場　所 】道の駅なるさわ物産館
【問合せ 】道の駅なるさわ物産館☎0555-85-3366
鳴沢村産のジャガイモを使った「こちいも・みそころがし」や、
しみキャベツを使ったみそ汁等、鳴沢村の郷土料理を無料
提供いたします！！
《電車》富士急行線河口湖駅からバス約25分、徒歩約2分
《車》中央道河口湖ICから約10分

2月23日㈫

笛吹市

石和温泉　冬花火　笛吹川の舞

【場　所 】笛吹川河川敷（鵜飼橋上流側）
【問合せ 】石和温泉旅館協同組合☎055-262-3626
冬の笛吹川の夜空を彩る冬花火。甘酒・おしるこのサービス
も行います。
《電車》ＪＲ石和温泉駅より徒歩約20分
《車》中央道一宮御坂ＩＣから約10分

2月5日㈮～28日㈰の金・土・日
及び10日㈬・11日㊗ ＰＭ8時30分～ＰＭ8時50分（20分間）

道志村
みなもと体験館「道志村の冬仕事体験味噌作り」

【場　所 】みなもと体験館道志・久保分校
【問合せ 】みなもと体験館道志・久保分校☎0554-20-4688
味噌の仕込から熟成まで体験します。味噌はお持ち帰りで
きます。
《車》中央道都留ICから30分/中央道相模湖ICから50分/
圏央道相模原ICから50分/東名道御殿場ICから50分

2月21日㈰

甲府市
厄除地蔵尊祭り

【場　所 】塩澤寺（甲府市湯村3丁目17-2）
【問合せ 】塩澤寺☎055-252-8556
お地蔵さんに願いを聞いてもらおうと全国から参拝者が訪
れます。
《電車》JR甲府駅からバス約20分
《車》中央道昭和ICから車約20分

2月13日㈯正午～14日㈰正午

富士河口湖町
富士山・河口湖映画祭

【場　所 】勝山ふれあいセンター（さくやホール）
【問合せ 】富士河口湖町教育委員会文化振興局（河口湖
ステラシアター）☎0555-72-5588
【問合せ 】富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
富士山麓を舞台としたシナリオを募集し、シナリオコンクー
ルでグランプリに選ばれた作品を映像化し、翌年の映画祭
で上映します。
《車》国道139号線東恋路交差点を河口湖方面に進み、
乳ヶ崎交差点を左折、勝山ふれあいセンター入口交差点を
左折すぐ

2月20日㈯・21日㈰

甲州市
甲州民家と枯露柿

【場　所 】甘草屋敷他松里地域
【問合せ 】甲州市役所観光交流課☎0553-32-5091
農家の軒先を鮮やかに彩る枯露柿は、晩秋から初冬にかけ
ての風物詩。11月上旬～12月下旬、塩山松里地区では、今
でも、ひとつひとつ丁寧に皮をむいた飴色の渋柿が、古民
家の軒先や庭先に簾のように吊るされている、昔ながらの風
景を楽しむことができます。
《電車》JR塩山駅北口より徒歩1分
《車》中央道勝沼ICから20分Ⓟ有

12月上旬まで

甲州市
田野十二神楽

【場　所 】田野公民館
【問合せ 】甲州市役所観光交流課☎0553-32-5091
武田家終焉の地に300有余年、大切に伝承される里神楽。
明歴2年（1656）頃、当時流行していた伊勢参りができない
人のために、伊勢の国から移したものといわれ、伝説では、
天照大神が岩戸に隠れたとき祈祷に舞った神楽とも伝えら
れています。県内唯一の「伊勢流」で、湯立てによる祓い清
めの神事を行います。まず獅子が清めの舞を舞い、その名
の通り、12の舞が次々に展開しますが、途中の舞の中にも
獅子が入って共に舞う、独特の趣を持った神楽です。
《電車》JR甲斐大和駅から徒歩30分
《車》中央道勝沼ICから25分 Ⓟ有 景徳院

1月中旬

甲州市
ひな飾りと桃の花祭り

【場　所 】甘草屋敷（旧高野家住宅）他
【問合せ 】甲州市役所観光交流課☎0553-32-5091
享保雛や古今雛、御所人形に五楽人、ひなの吊るし飾りな
ど。貴重で素晴らしい雛飾りの数々は見ものです。
《電車》JR塩山駅北口より徒歩1分
《車》中央道勝沼ICから20分Ⓟ有

2月11日㊗～4月18日㈪

道志村
道の駅どうし「道志渓谷もちつき大会」

【場　所 】道の駅どうし
【問合せ 】道の駅どうし☎0554-52-1811
もちつき大会・投げ餅・甘酒
の販売などイベント盛りだく
さん！！
《車》中央道都留ICから30
分/中央道相模湖ICから
50分/圏央道相模原ICか
ら50分/東名道御殿場IC
から50分

12月20日㈰

市川三郷町
一之酉祭典

【場　所 】表門神社
【問合せ 】市川三郷町役場生涯学習課☎055-272-6094
千年余りの歴史を誇る祭典であり、甲府盆地に春を告げる
お祭りです。
《電車》JR身延線芦川駅から徒歩約3分
《車》中央道甲府南ICから約20分

2月7日㈰

早川町
集落四季めぐりプラン 福寿草咲く宿場町・赤沢

【場　所 】赤沢宿（集合・ヘルシー美里）
【問合せ 】ヘルシー美里☎0556-48-2621
重要伝統的建造物群保存地区の赤沢に咲く福寿草を楽し
むツアー。
《電車》JR身延線身延駅また
は下部温泉駅より早川町乗
合バスでヘルシー美里下車
《車》国道52号より県道37号
に入って30分

2月3日㈬～11日㊗（期間内でいつでも一泊二日）

甲府市
大神宮祭

【場　所 】横近習町大神宮（甲府市中央2丁目）、
  柳町大神宮（甲府市中央4丁目）
【問合せ 】㈱吉字屋本店
            ☎055-232-3111
甲府盆地に春を告げるお
祭りとして、古くから親しま
れる節分祭。
《電車》JR甲府駅より徒歩
10分
《車》中央道甲府南ICから
約20分

2月3日㈬夕方から

早川町
山里の暮らし体験ツアーみそづくり

【場　所 】早川集落（集合・ヘルシー美里）
【問合せ 】ヘルシー美里☎0556-48-2621
昔ながらの味噌作りを地元
のおばあちゃんに教わって
体験。
《電車》JR身延線身延駅
または下部温泉駅より早川
町乗合バスでヘルシー美
里下車
《車》国道52号より県道37
号に入って30分

1月23日㈯・24日㈰（一泊二日）

中央市
新春野菜イベント

【場　所 】道の駅とよとみ
【問合せ 】道の駅とよとみ☎055-269-3424
さつま芋・里芋等の試食販売。各種県内産ワイン、餅つき体験。
《電車》JR身延線東花輪駅よりタクシー10分
《車》中央道甲府南ICより10分

1月9日㈯

2015年　12月 2016年　1月 2016年　2月

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし特典・割引クーポン

富士の国やまなし観光ネット 検索
http://www.yamanashi-kankou.jp/

山梨県内の宿泊施設など46ヶ所の施設でご利用できる特典・割
引クーポンです。山梨の旅をさらにお得に楽しんでください。特典・
割引内容については、ウェブサイトに掲載しております。ウェブサイ
ト・スマートフォンサイトからもクーポンのダウンロードができます。

【ご利用施設一覧】

2016年　2月

★富士山・富士五湖エリア
●河口湖温泉の元湯 野天風呂 天水
富士河口湖町河口2217-1・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-76-8826

●富士緑の休暇村
鳴沢村8532-5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-85-2236

●山梨宝石博物館
富士河口湖町船津6713・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-73-3246

●富士眺望の湯 ゆらり
鳴沢村8532-5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-85-3126

●印傳館 山澄園
富士河口湖町船津72・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-72-0132

●三ツ峠グリーンセンター
西桂町下暮地1900・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-25-3000

●富士レークホテル
富士河口湖町船津1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-72-2209

●山中湖 花の都公園
山中湖村山中1650・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-62-5587

●河口湖 北原ミュージアム Happy Days
富士河口湖町小立1204-2・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-83-3220

●山中湖文学の森 三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館
山中湖村平野506-296・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-20-2655

●西湖いやしの里根場
富士河口湖町西湖根場2710・・・・・・・・・・・・☎0555-20-4677

●フジヤマミュージアム
富士吉田市新西原5-6-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-22-8223

●河口湖クラフトパーク
富士河口湖町河口3118・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-20-4123

●河口湖美術館
富士河口湖町河口3170・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0555-73-8666

★甲府・昇仙峡エリア
●昇仙峡ロープウェイ
甲府市猪狩町441・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-287-2111

●武田神社 宝物殿
甲府市古府中町2611・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-252-2609

●湯村ホテルB&B
甲府市湯村3-3-11・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-254-1111

●甲斐 善光寺
甲府市善光寺3-36-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-233-7570

●湯～とぴあ
甲斐市富竹新田1300-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-276-9111

●湯村温泉旅館協同組合
甲府市湯村3-10-5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-252-2261

●ホテル神の湯温泉
甲斐市竜地17・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0551-28-5000

●㈲かぶとや
甲府市屋形3-7-15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-251-4645

●㈱シャトレーゼ ベルフォーレワイナリー
甲斐市下今井1954・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0551-28-4451

●昇仙峡影絵の森美術館
甲府市高成町1035-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-287-2511

●㈱サドヤ
甲府市北口3-3-24・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-253-4114



❶〔甲斐市〕赤坂とまと（1㎏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様

❷〔山中湖村〕山中湖ワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様

❸〔市川三郷町〕オノオレカンバ印鑑（木製・12mm）・・・・・・・・・・・・・2名様

❹〔西桂町〕バナジウム 元祖 富士山のうまい水（2ℓ6本入）・・5名様

❺〔韮崎市〕ヴァン穂坂（赤のスパークリングワイン1本）・・・・・・・3名様

❻〔忍野村〕忍野村ポストカード（12枚セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様

❼〔富士吉田市〕吉田のうどんぶりちゃんミニボールペン＆
　　　　　道の駅富士吉田オリジナルクリアファイルセット・5名様

※当ガイドブックに掲載されている情報は2015年11月1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。
※ガイドブック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。
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ACCESS & YAMANASHI MAP 中央自動車道・中部横断自動車道・東富士五湖道路でのアクセス

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

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
増穂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

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

甲府～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 甲府駅

富士五湖～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 河口湖駅

静岡方面
より

竜王・甲府～静岡線／約3時間 甲府駅静岡駅

河口湖～清水・静岡線／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

竜王・甲府～名古屋線／約４時間 甲府駅名古屋駅

富士山駅・河口湖～名古屋線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

関西方面
より

甲府～京都・大阪線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

富士山駅・河口湖～大阪・京都線線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

富士山駅～羽田空港線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

竜王・甲府～羽田空港線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

竜王・甲府～成田空港線／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

芸術文化科学に触れる
山梨県立美術館、山梨県立文学館、山梨県立博物館、山梨県立考古博物館の観覧について、65歳以上の方（特別展は県内在住者のみ）、障がい者
および介護者並びに小・中・高・支援学校生は無料です。休館日については変更になる場合があります。山梨近代人物館はどなたでも無料です。

山梨県立科学館 ☎055-254-8151

■アンケート
山梨県のどのような情報が知りたいですか。
■ご応募方法
郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号と
アンケート・希望プレゼント番号・プレゼント名をご記
入の上応募してください。応募はおひとり様ハガキ１
枚とし、1プレゼントに限らせていただきます。賞品の
発送をもって発表にかえさせていただきます。
■送り先
〒400-0031
甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階
（公社）やまなし観光推進機構
「富士の国やまなし宝めぐりプレゼント」係
■応募締切
〈冬プレゼント〉平成28年2月29日㊊必着
※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ヵ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。

週末は山梨にいます。 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28年2月29日㊊必着

宝宝 めぐりプレゼント宝宝

応募期間：平成27年9月1日㊋～平成28年2月29日㊊

名湯めぐりスタンプラリー！！

プレゼント応募券

スタンプを押印のうえ切り取り、ハガキに貼るか、封書に同封してご応募ください。
※ご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。※同一施設のスタンプの重複印は無効といたします。
※商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

5泉めぐり

10泉めぐり

15泉めぐり

30泉制覇

★応募コース

①温泉地宿泊コース
山梨県内の温泉を有する旅館・ホテル宿泊者対象。
★抽選で20名様「5,000円相当の山梨県特産品」

②名湯めぐりスタンプラリー（5泉・10泉・15泉・30泉）
山梨県内の立寄り湯をめぐるコース。「5泉めぐり」「10泉めぐり」「15泉めぐり」「30泉制覇」の4段階にて応募。
★30泉制覇・・・・・・・・・・・・・・全員に「オリジナルひし丸手ぬぐい」

抽選で10名様「山梨県産ワイン」
★15泉めぐり・・・・・・・・・・・全員に「オリジナルひし丸手ぬぐい」

抽選で10名様「2,000円相当の山梨県特産品」
★10泉めぐり・・・・・・・・・・・抽選で20名様「1,500円相当の山梨県特産品」
★5泉めぐり・・・・・・・・・・・・・・・抽選で50名様「ひし丸グッズ」

①②の抽選に当選されなかった応募者からさらに抽選で【残念賞】として「参加施設から賞品」をプレゼント！

★応募の方法
①温 泉 地 宿 泊コース 宿泊施設の領収書を封書に同封し切手を貼って応募。
　　　　　　　　　　 ※応募は一人1回限りとする。
②名湯めぐりスタンプラリー 右の応募券に利用施設設置のスタンプを押印し切手を貼って応募。
　　　　　　　　　　　 ※同一施設のスタンプの重複押印不可※応募は一人1回限りとする。

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「ひし丸」

●ホテル吉野・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-11-14 ☎055-253-2878
●湯村ホテルB&B・・・・・・・・・・甲府市湯村3-3-11 ☎055-254-1111
●柳屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-16-2 ☎055-253-2416
●杖温泉弘法湯・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-16-16 ☎055-252-5105
●湯志麻の郷楽水園・・・・・甲府市湯村1-11-5 ☎055-252-3308
●甲府富士屋ホテル・・・・・・甲府市湯村3-2-30 ☎055-253-8111
●常磐ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村2-5-21 ☎055-254-3111
●旅館 明治・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-10-14 ☎055-252-0388
●上九の湯ふれあいセンター・・・・甲府市古関町1174 ☎0555-88-2525
●源泉湯 燈屋・・・・・・・・・甲府市上阿原町590-3 ☎055-236-3515
●木創りの宿きこり・・・笛吹市石和町川中島325 ☎055-262-3794
●華やぎの章 慶山・・・笛吹市石和町市部822 ☎055-262-2161
●華やぎの章 甲斐路・・・笛吹市石和町川中島1807-40 ☎055-262-7373
●ホテル花いさわ・・・・・・笛吹市石和町松本1409 ☎055-262-4166
●ホテル石庭・・・・・・・・笛吹市石和町窪中島587 ☎055-262-4155
●ホテル君佳・・笛吹市石和町川中島1607-27 ☎055-262-3757
●みとみ 笛吹の湯・・・・・山梨市三富下釜口447 ☎0553-39-2610
●花かげの郷まきおか 花かげの湯・・・・・山梨市牧丘町窪平453-1 ☎0553-35-4126
●花かげの郷まきおか 鼓川温泉・・・・・・・・・山梨市牧丘町牧平262 ☎0553-35-4611

●やまと天目山温泉・・・・・・甲州市大和町木賊517 ☎0553-48-2000
●大菩薩の湯・・・・・甲州市塩山上小田原730-1 ☎0553-32-4126
●シルクふれんどりぃ・・・・・中央市大鳥居1619-1 ☎055-269-2280
●みはらしの丘 みたまの湯・・・市川三郷町大塚2608 ☎055-272-2641
●つむぎの湯・・・・・・・・市川三郷町鴨狩津向640 ☎0556-20-2651
●天恵泉白根桃源天笑閣・・・南アルプス市駒場147‐18 ☎055-285-5001
●桃の木温泉 山和荘・・・南アルプス市芦安芦倉1672 ☎055-288-2306
●湧暇李の里 樹園・・・・南アルプス市野牛島2722 ☎055-285-4131
●やまなみの湯・・・南アルプス市西南湖1299-1 ☎055-280-3340
●遊・湯ふれあい公園後楽園スポーツクラブ・・・・南アルプス市鏡中条3782 ☎055-282-7610
●戸沢の森和みの里・芭蕉月待ちの湯・・都留市戸沢874-1 ☎0554-46-1126
●小菅の湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小菅村3445 ☎0428-87-0888
●丹波山温泉 のめこい湯・・・・・・丹波山村2901 ☎0428-88-0026
●野天風呂 開運の湯 ロイヤルホテル河口湖・・・富士河口湖町船津6713-22 ☎0555-73-2228
●野天風呂 天水・・・・富士河口湖町河口2217-1 ☎0555-76-8826
●三ッ峠グリーンセンター・・・西桂町下暮地1900 ☎0555-25-3000
●山中湖平野温泉 石割の湯・・・山中湖村平野1450 ☎0555-20-3355
●かじかの湯・・・・・・・・・・・・・・・富士川町鳥屋137-1 ☎0556-27-0002
●まほらの湯・・・・・・・・・・・・・・・富士川町長澤1757-2 ☎0556-22-7227
●門野の湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・身延町門野1122 ☎0556-62-2221

●下部温泉会館・・・・・・・・・・・・身延町下部1130-1 ☎0556-36-0124
●奈良田温泉 白根館・・・・・・・早川町奈良田344 ☎0556-48-2711
●奈良田の里温泉・・・・・・・・・早川町奈良田486 ☎0556-48-2552
●西山温泉之湯 蓬莱館・・・・・・・・・早川町湯島73 ☎0556-48-2211
●西山温泉 湯島の湯・・・・・・早川町湯島1780-7 ☎0556-48-2468
●光源の里温泉 ヘルシー美里・・・・早川町大野原651 ☎0556-48-2621
●草塩温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早川町草塩321-1 ☎0556-45-2260
●ヴィラ雨畑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早川町雨畑699 ☎0556-45-2213
●ゆ～ぷる にらさき・・・・・韮崎市中田町中條1800-1 ☎0551-20-2222
●武田乃郷 白山温泉・・・韮崎市神山町鍋山1809-1 ☎0551-22-5050
●韮崎旭温泉・・・・・・・韮崎市旭町上條中割391 ☎0551-23-6311
●甲斐大泉温泉 パノラマの湯・・・北杜市大泉町西井出8240-1 ☎0551-38-1341
●泉温泉健康センター・・北杜市大泉町谷戸1880 ☎0551-38-2611
●延命の湯・・・・・・・・・・・・・北杜市小淵沢町2968-1 ☎0551-36-6115
●むかわの湯・・・・・・・・・北杜市武川町牧原1322 ☎0551-20-3113
●健康ランド須玉・・・・北杜市須玉町若神子3900-1 ☎0551-42-1200
●たかねの湯・・・・・・北杜市高根町箕輪新町95 ☎0551-46-2611
●白州 尾白の湯・・・北杜市白州町白須8056 ☎0551-35-2800
●塩沢温泉 フォッサ・マグナの湯・・・・北杜市白州町大武川344-19 ☎0266-65-3570
●増富の湯・・・・・・・・・・・・北杜市須玉町比志6438 ☎0551-20-6500

名湯めぐり対象施設

◎この特典クーポン1枚で1施設につき1回
限りの特典が受けられます。◎他の割引制度
との併用はできません。◎クーポン特典は各
施設で異なります。◎詳しくは各施設にお問
い合わせください。※（公社）やまなし観光推
進機構のHPでもご確認できます。
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名湯めぐりスタンプラリー！！

◎一般・大学生510円、小・中・高校生210円
◎休館日：月曜日は休館。（祝日の場合はその翌日）
《電車》JR甲府駅北口⇒2番バスのりば科学館行き路線バス（山梨交通）。
（土・日･県民の日を含む祝祭日）
《車》県道6号線（通称：山の手通り）愛宕山トンネル東側（石和方面）｢こども
の国入口｣交差点から愛宕山スカイラインへ入り、道なりに上ると愛宕山こど
もの国と科学館の駐車場。

12月5日㈯～3月18日㈮
プラネタリウム生解説 星空散歩
私たちの生活と太陽や月とのつながりに注目してみましょう。
◎16：00～16：45毎日上映 ◎スペースシアター（観覧料別途）

12月5日㈯～3月13日㈰
ドームシネマ ノーマン･ザ・スノーマン～北の国のオーロラ～
少年は旅に出た。ノーマンが教えてくれたことを確かめるために…
◎13：30～14：15土・日・祝日のみ◎スペースシアター（観覧料別途）

山梨県立博物館 ☎055‐261‐2631
◎休館日：火曜日（祝日の場合は開館、翌日休）、祝日の翌日（土曜日が祝日
の場合の日曜日は開館）、12月12日（土）～14日（月）、24日（木）～31日
（木）は休館。新年1月2日（土）から開館。
《電車》JR石和温泉駅下車バス約10分《車》中央自動車道一宮・御坂ICから約8分

12月16日㈬～2月29日㈪
シンボル展示
天の虫のおきみやげー養蚕と山梨の民俗文化ー
養蚕を基盤に培われた民俗文化について、資料や写真により紹介します。
◎企画展示室◎一般５１０円／大学生２１０円

1月2日㈯・1月3日㈰
かいじあむのお正月
おみくじ、福引き、餅つき大会など、
お正月にふさわしいイベントを開催します。
◎ロビー他

山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881
◎休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除
く）、ただし平成28年2月12日（金）は臨時開館
◎観覧料：無料（常設展は別料金／一般・大学生210円、小・中・高校生・65歳以上無料）
《電車》JR甲府駅南口⇒山梨交通8番のりば中道橋経由豊富行バス「考
古博物館」下車　《車》中央自動車道甲府南IC⇒1分（インター出口正面）

2月13日㈯～2月28日㈰
富士山ミニ展示
2月23日の富士山の日にちなみ、富士山関連の展示を行います。

2月9日㈫～3月6日㈰
第13回わたしたちの研究室
研究成果展示会
小中学生による歴史・考古学分野に
関する研究成果を展示します。

山梨近代人物館 ☎055-231-0988
◎休館日：第２・第4火曜日（祝日の場合はその翌日）、12月29日～1月3日
《電車》JR甲府駅南口徒歩5分《車》中央自動車道甲府昭和IC車で15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。（駐車無料ですが減免処理が必要）

10月1日㈭～3月末日
第2回展示「世界をみつめた山梨の人々」
殖産興業や翻訳、外交、文化交流などに活躍した山梨ゆかりの9人を紹介します。1月26日㈫～3月6日㈰

コレクション企画展
「命をめぐる物語」
美術館コレクションの中から
命を巡る物語をテーマに紹介します。
◎特別展示室◎一般510円／大学生210円

11月3日㈫㊗～1月17日㈰
花の画家 ルドゥーテのバラ展
ルドゥーテの代表作バラ図譜を中心に
約180点を紹介します。
◎特別展示室◎一般1,000円／大学生500円

山梨県立文学館 ☎055-235-8080
◎休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除
く）、ただし平成28年2月12日（金）は臨時開館
《電車》JR甲府駅南口⇒山梨交通6番のりば発車のすべてのバス約15分
「県立美術館」下車
《車》中央自動車道甲府昭和IC⇒約20分

山梨県立美術館 ☎055-228-3322
◎休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除
く）、ただし11月4日（水）、9日（月）、12月24日（木）、2月12日（金）は臨時開
館、12月28日（月）～1月1日（金）は休館
◎山梨県立文学館と同様

1月23日㈯～3月21日㈪㊗
新収蔵品展
平成27年に新たに収蔵した資料を中心に展示紹介します。
◎企画展示室◎無料

ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテ
≪ロサ・ケンティフォリア≫「バラ図譜」より

浜田知明
《初年兵哀歌（歩哨）》1954年

山本周五郎「おさん」原稿

繭の収穫 (1969.6 甲府）
撮影　内田　宏

かいじあむのお正月

研究室展示風景
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講座やイベントを開催しています

★笛吹・甲州・山梨エリア
●華やぎの章 慶山
笛吹市石和町市部822・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-262-2161

●まるき葡萄酒
甲州市勝沼町下岩崎2488・・・・・・・・・・・・・・・・☎0553-44-1005

●華やぎの章 甲斐路
笛吹市石和町川中島1607-40・・・・・・・・・・☎055-262-7373

●国宝 大善寺
甲州市勝沼町勝沼3559・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0553-44-0027

●民宿 大善寺
甲州市勝沼町勝沼3559・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0553-44-0027

●本坊酒造㈱ 山梨マルスワイナリー
笛吹市石和町山崎126・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-262-4121

●ホテル八田
笛吹市石和町川中島1607・・・・・・・・・・・・・・・・☎055-262-3101

●蒼龍葡萄酒㈱
甲州市勝沼町下岩崎1841・・・・・・・・・・・・・・・・☎0553-44-0026

●御坂農園グレープハウス
笛吹市御坂町夏目原656-1・・・・・・・・・・・・・・・☎055-263-3111

●信玄館
甲州市塩山小屋敷2311-1・・・・・・・・・・・・・・・・☎0553-33-3555

★八ヶ岳・韮崎エリア
●サンメドウズ清里 スキー場／ハイランドパーク
北杜市大泉町西井出8240-1・・・・・・・・・・・・☎0551-48-4111

●㈲パンの家 エム・ワン
北杜市大泉町谷戸5883・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0551-38-4181

●メリーゴーラウンドカフェ
北杜市高根町清里3545萌木の村・・・・・・・・・・・☎0551-48-3741

●サントリー白州蒸溜所・天然水南アルプス白州工場
北杜市白州町鳥原2913-1・・・・・・・・・・・・・・・・☎0551-35-2211

●ハイジの村
北杜市明野町浅尾2471・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0551-25-4700

★南アルプス・富士川流域エリア
●富士川・切り絵の森美術館
身延町下山1597富士川クラフトパーク内・・・・・・・・・・・・☎0556-62-4500

●甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
身延町上之平1787・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0556-36-0015

●身延山ロープウェイ
身延町身延字上の山4226-2・・・・・・・・・・・・・☎0556-62-1081

●㈱富士川倶楽部（バギーツアー）
身延町宮木1705・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0556-42-2770

★東部エリア
●健康ランド＆ホテル スターらんど
都留市下谷2450-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0120-43-6711

やまなし特典・割引クーポン

富士の国やまなし観光ネット 検索
http://www.yamanashi-kankou.jp/

山梨県内の宿泊施設など46ヶ所の施設でご利用できる特典・割
引クーポンです。山梨の旅をさらにお得に楽しんでください。特典・
割引内容については、ウェブサイトに掲載しております。ウェブサイ
ト・スマートフォンサイトからもクーポンのダウンロードができます。

【ご利用施設一覧】



お問合せ 詳しくはこちら...

１９９４年　世界初の影絵美術館

昇仙峡
影絵の森美術館

9:00 ～ 17:00　年中無休
http//www.kageenomori.jp/

Tel.055-287-2511

-花のスカーフをした女-

２０１５年４月１日～ 大好評開催中大好評開催中

米倉 斉加年
特別展特別展憂 気 世 絵憂 気 世 絵

～俳優・演出家・絵師～

う 　 　 き 　 　 よ 　 　 え

小高い丘の上で
甲府盆地を眺めながら
ご家族、お仲間で
お楽しみ下さい。

中澤孝次プロ設計

055-266-5005
〒400-1501山梨県甲府市上曽根町朝日4011

中央道甲府南ICから約1分

グループ

検 索
山梨県北杜市白州町台ヶ原2211
☎0551-35-2246   http://kinseiken.co.jp

ラドン温泉 湯～とぴあ
☎055-276-9111 http://www.u-u.co.jp

源泉かけ流し

ホントの温泉


