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山梨での楽しい旅をお手伝い ですです
山梨のお土産は
山交百貨店で
どうぞ！
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TEL：0555 -22- 8223  h t tp ://www.fuj iyama-museum.com TEL：0555 -22-1126  h t tp ://www.fuj iyamaonsen .jp/

富士急ハイランド、
中央道・河口湖I.C.に隣接
新宿駅、東京駅より

高速バス

の高速バス

●ご予約・お問合せ先 http://yamanashikotsu.co.jp
甲府～新宿 / 身延～新宿線 / 北杜～新宿線 TEL 055-237-0135
京都・大阪 /名古屋 /成田空港 /羽田空港線 TEL 055-223-5711
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湯村温泉
甲府富士屋ホテル
☎055-253-8111

http://www.yamako-dept.jp

055-237-0111

甲府 ⇔ 新宿線
身延･南アルプス ⇔ 新宿線

甲府 ⇔ 京都･大阪線
竜王･甲府 ⇔ 名古屋線
竜王･甲府 ⇔ 成田空港線
竜王･甲府 ⇔ 羽田空港線

北杜･白州 ⇔ 新宿線

1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

日本初！ハローキティ展日本初！ハローキティ展
～全国47都道府県の旅～

Tel.055-287-2511
http://www.kageenomori.jp/
協賛：講談社
ⓒ1976,2011SANRIO CO,LTD APPROVAL NOS513611

開催中！！開催中！！

昇仙峡
影絵の森美術館

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-8-17
山梨県庁西別館１階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

パワースポットに湧き出でる
夜景絶景露天風呂の宿
パワースポットに湧き出でる
夜景絶景露天風呂の宿

積翠寺温泉
TEL 055-253-2611
http://www.yougai.co.jp/要　害

積翠寺温泉
TEL 055-253-2611
http://www.yougai.co.jp/要　害
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めぐり
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山梨の名湯秘湯で
週末の～んびり旅

八ヶ岳エリア〈北杜市・韮崎市〉〈北杜市・韮崎市〉八ヶ岳エリア

大月・都留エリア
〈都留市・大月市・上野原市
　小菅村・丹波山村〉

絶
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秘
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名
　湯

八ヶ岳
エリア

富士山麓
エリア

甲府盆地
エリア

大月・都留
エリア

DJ JIRO、高杉’Jay’二郎　プロフィール
桂三枝に入門し、弟子修行を終えたのちハリウッドに留学。帰国後、スポー
ツDJなどとして活動する。2003年よりFM-FUJIでパーソナリティを務め、
2004年よりJリーグ・ヴァンフォーレ甲府のメインスタジアムDJ。2009年
山梨県にIターンし、現在は山梨県在住。温泉ソムリエアンバサダーの資格
を持ち、県の「やまなし大使」としても活躍。

富士山麓エリア富士山麓エリア
〈富士吉田市・道志村
　西桂町・忍野村・山中湖村
　鳴沢村・富士河口湖町〉

〈富士吉田市・道志村
　西桂町・忍野村・山中湖村
　鳴沢村・富士河口湖町〉

日本一の富士山のふもとに湧く温泉。富士山や富士五湖など世界の観光地として知られる富士
山麓エリアは、刻々と変わる富士山の表情を眺めながらし楽める温泉もあります。

ことしの

は

武田神社や恵林寺をはじめ、多くの史跡や古刹が残る甲府盆地エリアの温泉郷は、
散策や観光の拠点としても便利。県内屈指の石和温泉をはじめ、武田信玄公ゆかり
の温泉、眺望抜群の温泉など、さまざまなお湯が楽しめます。

都心から近く、気軽に日帰りドライブも楽しめるこのエ
リアは、豊かな自然がいっぱい。秋の風を感じ、紅葉を
楽しみながら、ゆったりのんびり温泉につかれば、心も
体もほっと癒されます。

自然の恵み豊かな山梨は、多彩な魅力にあふれています。
それぞれのエリアで趣の異なる名湯・秘湯、
燃えるような紅葉や雪をいただいた美しい山々、おいしい郷土料理とワイン…。
アクセスが良く、観光スポットも数多い山梨では
アクティブに遊ぶのもゆったりくつろぐのも思いのまま。
週末は山梨で思いっきりリフレシュしてください。

八ヶ岳、甲斐駒ケ岳、瑞牆山…。
雄大な山々に抱かれ、名水の里とし
ても知られた八ヶ岳エリアは、自然
と一体になった温泉が魅力。多くの
美術館なども点在し、アートの香り
が漂います。

永い歴史を持ち、古くからの湯治場
として知られる西山温泉や下部温
泉、南アルプスの玄関口として登山
客に親しまれてきた芦安温泉。
やまあいの風情と効能豊かなお湯
に、やすらぎの時間が流れます。

南アルプス・身延エリア南アルプス・身延エリア
〈南アルプス市・早川町・身延町・南部町・富士川町〉〈南アルプス市・早川町・身延町・南部町・富士川町〉

　「やまなし大使」として、「山梨の魅
力はこれです！」と、一言で言えたらい
いですよね。でも一言で言えないのが
山梨の魅力だと思います。まず、首都
圏から近く、アクセスが良い。なおか
つ湖があり、山があり、温泉があり、ワ
インがある。組み合わせ次第で、楽し
み方が無尽蔵にあるんです。
　僕は温泉ソムリエなので、温泉に関
する質問もいただきますが、そんな時
には、まず「温泉でどんな楽しみ方をし
たいですか」と尋ねることにしています。山梨には温泉地が数
多くあり、バリエーションもいろいろです。富士山を見たい、桃
源郷を見たい、悠久の歴史にふれたい、文人の足跡を辿りた
い。こうした具体的な希望があれば、それに添ったコースをす
ぐに提案させていただくことができます。例えば、歴史に興味
を持つ人なら、武田信玄公の史跡や千葉さな子の墓所を巡っ
たあと、積翠寺温泉か湯村温泉などはどうでしょう。
　とにかく皆さんに温泉の素晴らしさを知っていただきたい
ので、ツイッターに山梨の温泉に関する質問などあれば、
ダーッと情報を送るようにしています。師匠の桂三枝は「い
らっしゃ～い」ですが、僕からは「山梨へ、いらっしゃ～い!!」。

山梨へ
いらっしゃ～い！！

絶景と温泉でリフレッシュすれば

明日もまた元気いっぱい!!

DJ JIRO、高杉’Jay’二郎

DJ JIRO、高杉’Jay’二郎ツイッターアカウント：SmileMessenger

スポーツＤＪ、やまなし大使

甲府盆地エリア甲府盆地エリア
〈甲府市・山梨市・甲斐市・笛吹市
　甲州市・中央市・市川三郷町・昭和町〉
〈甲府市・山梨市・甲斐市・笛吹市
　甲州市・中央市・市川三郷町・昭和町〉

南アルプス・
身延エリア
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グルメ
情報

武田信玄公が野戦食として用いたと
伝えられる野菜たっぷりの「ほうとう」。
旨味をギュッととじこめた照りが命の
「甲府鳥もつ煮」。山梨の郷土食は、ど
れも素朴であたたかな味わいです。

王道の
山梨名物！！

吉本興業「あなたの街に
住みます」プロジェクト、
山梨県担当芸人のぴっか
り高木といしいそうたろ
うもすっかり鳥もつのと
りこ！

僕たちも
大好き！！

歴
史
の
面
影
が
漂
う

信
玄
公
ゆ
か
り
の
湯

甲
府
盆
地
エ
リ
ア
　〜
甲
府
周
辺
〜

散策
積翠寺温泉 ［甲府市］
甲府市の北部、要害山の麓に湧く温泉。秋の気配が色濃く漂う頃はひときわ
趣深く、夕暮れとともに輝きを増す甲府盆地の夜景も必見です。地名になって
いる積翠寺には、武田信玄公が産湯を使ったという古井戸も残っています。
●甲府市上積翠寺　●JR中央本線甲府駅からバス約15分
●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
●甲府ホテル旅館協同組合☎055-222-9733

秋の気配も趣深い信玄の隠し湯。

湯村温泉郷 ［甲府市］

1200年前に弘法大師が開湯されたといわれる湯村温泉は、信玄の隠
し湯として名高く、今でも毎分1トンにも及ぶ良質の高温泉が湧出して
います。太宰治や松本清張など昭和の文豪たちの執筆の宿も多くあ
り、観光の拠点としても最適です。
●甲府市湯村　●JR中央本線甲府駅からバス約15分
●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
●湯村温泉旅館協同組合☎055-252-2261

文豪たちの足跡が残る弘法大師開湯の温泉。

みたまの湯 ［市川三郷町］

甲府盆地を見下ろす丘に建つ眺望抜群の温泉。太古の植物から溶け出した天然有機物
を含む茶褐色の湯は、効能豊かな良質のアルカリ性単純温泉です。
●市川三郷町大塚2608　●大人750円、小学生500円、小学生未満無料
●JR身延線甲斐上野駅からタクシー約10分　●中央自動車道甲府南ICから車約15分
●みたまの湯☎055-272-2641

はるかな山並みと甲府盆地をのぞむ眺望抜群の温泉。

石和温泉郷 ［笛吹市］

青空温泉から誕生した全国屈指の温泉郷。
1961年、石和のぶどう園から湧き出した高温の湯が
付近の川に流れ出したことから青空温泉として有名に
なった石和温泉は、今や全国屈指の温泉郷。石和温泉
駅から徒歩圏内に多くのホテルや旅館が並ぶ温泉郷
では、足浴ひろばの新設や散策路の整備など、新しい
魅力づくりも進められています。
●笛吹市石和町
●JR中央本線石和温泉駅から徒歩約5分
●中央自動車道一宮御坂ICから車約20分
●石和温泉旅館協同組合☎055-262-3626

三富（川浦）温泉 ［山梨市］
豊かな自然に抱かれた温泉郷。

塩山温泉郷 ［甲州市］
開湯650年の温泉郷から
武田家ゆかりの史跡を巡る。
古今和歌集に詠まれた塩ノ山南麓に源泉
が湧く塩山温泉郷は、開湯650年と伝えら
れ素朴な風情が特徴。近くには武田家ゆか
りの寺なども多く、史跡巡りにも最適です。
●甲州市塩山
●JR中央本線塩山駅から徒歩約10分
●中央自動車道勝沼ICから車約20分
●甲州市観光案内所☎0553-33-5958

信玄公産湯の井戸 甲州のお寺めぐり

武田神社

躑蠋ケ崎館跡に建つ武田信玄公を祭神とする神
社。宝物館には武田家ゆかりの貴重な品々が展
示されています。
●甲府市古府中町2611
●武田神社☎055-252-2609

昇仙峡

平成の名水百選にも選ばれた国内有数の美しい
渓谷。渓流を紅葉が彩る秋は、格別の美しさです。

●甲府市猪狩町
●昇仙峡観光協会☎055-287-2121

善光寺

川中島合戦の折、信濃善光寺の消失を恐れた武
田信玄公が、本尊をはじめ諸仏寺宝類を移し建
立した古刹。
●甲府市善光寺３-36-1
●善光寺社務所☎055-233-7570

甲州市勝沼ぶどうの丘

ぶどう畑に囲まれた高台にある甲州市が運営す
る観光施設です。地下のワインカーブにあるす
べてのワインが有料で試飲できます。
●甲州市勝沼町菱山5093
●甲州市勝沼ぶどうの丘☎0553-44-2111

笛吹川フルーツ公園

一年を通して様々なフルーツや花が楽しめる施設。夜景の
美しさは、新日本三大夜景にも選ばれているほどの絶景。
●山梨市江曽原1488
●山梨市フルーツパーク株式会社
☎0553-23-4101

恵林寺

武田信玄公の菩提寺。夢窓国師作と伝えられる池
泉回遊式庭園は紅葉の頃の美しさも格別です。

●甲州市塩山小屋敷2280
●恵林寺☎0553-33-3011

1521年に開基された
臨済宗の積翠寺は、武
田信玄公が誕生した
場所と伝えられる寺。
境内には信玄公の産
湯を汲んだといわれ
る「信玄公産湯の井
戸」や「産湯天神」が残
されています。

武田信玄公の菩提
寺・恵林寺、花の寺と
して知られる放光寺、
臨済宗向嶽寺派の総
本山・向嶽寺など名
刹が多い甲州市。
秋には美しい紅葉と
民家の軒に並ぶ干し
柿が、この地区なら
ではの秋景色を見せ
てくれます。

甲
府
周
辺
の
温
泉

【古の歴史めぐり】

笛
吹・甲
州
周
辺
の
温
泉

【美食＆芸術の秋めぐり】

甲府周辺をもっと楽しむ
おすすめモデルコース

笛吹・甲州周辺をもっと楽しむ
おすすめモデルコース

散策

グルメ
情報

奥秩父の甲武信ヶ岳を源流とする笛吹
川上流に沿ってたたずむ伝統ある静か
な温泉郷。西沢渓谷、秩父多摩甲斐国立
公園の玄関口にあたり、秋には紅葉に染
まる豊かな自然を間近に感じながら、
ゆったりと湯浴みを楽しむことができま
す。
●山梨市三富
●JR中央本線山梨市駅からバス約40分
●中央自動車道勝沼ICから車約50分
●山梨市観光課☎0553-22-1111

甲府盆地
エリア

山梨温泉
めぐり

甲府盆地
エリア

山梨温泉
めぐり

笛吹・甲州周辺には
大小様々なワイナ
リーがあり、それぞれ
に個性豊かなワイン
を製造しています。い
ろいろと飲み比べ、お
気に入りのワインを
見つけてください。

温
泉
を
め
ぐ
っ
て
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
当
て
よ
う
！

果
実
で
も
名
高
い

温
泉
郷

おすすめスポット

甲州ワインの
飲みくらべ！！
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府
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〜

おすすめスポット

芸術の森公園
舞鶴城公園
善光寺
武田神社

select!!

笛吹川フルーツ公園
ぶどうの丘
ワイナリー
根津記念館

select!!

　　　　
　　　　　名

湯めぐり
　　　　

　　　　　名
湯めぐり

お楽しみ
キャンペーン
お楽しみ
キャンペーン

2 3
山梨県内の温泉を有する旅館、
ホテルに宿泊し、宿泊施設の領
収書を封筒に入れ、切手を貼っ
てご応募ください。

山梨県内旅館宿泊割引券1万円分
･･･・・・10名様

山梨県産の特産品1万円分
･･･・・・10名様

1温泉地宿泊コース温泉地宿泊コース

山梨県内の旅館およびホテ
ルの立ち寄り湯を含む全て
の温泉施設（スタンプを設
置していない施設を含む）を
利用し、宿泊施設の半券や
領収書など、利用したことが
わかるものを2施設分以上
官製はがきに貼り付けてご
応募ください。

山梨県産の特産品2千円相当
･･･・・・20名様

どこでもコース
（温泉施設利用）
どこでもコース
（温泉施設利用）

※ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

名湯めぐりコース名湯めぐりコース
付属のはがきに記載されている山梨県内の立ち寄り湯をめぐり、応募
券に各施設のスタンプを押印して、ご応募ください。「5泉めぐり」「10
泉めぐり」「15泉めぐり」「30泉制覇！」の4段階にてご応募ください。
【特賞（30泉制覇）】
山梨県内温泉旅館ペア宿泊券･･･・・・・・5組10名様
温泉の達人認定書およびオリジナルひし丸手ぬぐいを全員にプレゼントします。

【銅賞（5泉めぐり）】
山梨県産の特産品2千円相当･･･・・･･・・・･･20名様

【金賞（15泉めぐり）】
山梨県内旅館宿泊割引券1万円分･･･・・・・・10名様
山梨県産の特産品2千円相当･･･・・・･・・・・・10名様
温泉の準達人認定書およびオリジナルひし丸手ぬぐいを全員にプレゼントします。

【銀賞（10泉めぐり）】
山梨県内旅館宿泊割引券１万円分･･･・・・・・5名様
風林火山携帯ストラップ抽選で100名様にプレゼントします。

応募期間：平成23年9月1日～平成24年2月29日

山梨の温泉をお楽しみいただき、次の3
つのコースにご応募いただいた方に、抽
選で素敵な商品をプレゼントいたします。
この機会に、ぜひ山梨の温泉へお出掛け
ください！！
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グルメ
情報

武田信玄公が野戦食として用いたと
伝えられる野菜たっぷりの「ほうとう」。
旨味をギュッととじこめた照りが命の
「甲府鳥もつ煮」。山梨の郷土食は、ど
れも素朴であたたかな味わいです。

王道の
山梨名物！！

吉本興業「あなたの街に
住みます」プロジェクト、
山梨県担当芸人のぴっか
り高木といしいそうたろ
うもすっかり鳥もつのと
りこ！

僕たちも
大好き！！

歴
史
の
面
影
が
漂
う

信
玄
公
ゆ
か
り
の
湯

甲
府
盆
地
エ
リ
ア
　〜
甲
府
周
辺
〜

散策
積翠寺温泉 ［甲府市］
甲府市の北部、要害山の麓に湧く温泉。秋の気配が色濃く漂う頃はひときわ
趣深く、夕暮れとともに輝きを増す甲府盆地の夜景も必見です。地名になって
いる積翠寺には、武田信玄公が産湯を使ったという古井戸も残っています。
●甲府市上積翠寺　●JR中央本線甲府駅からバス約15分
●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
●甲府ホテル旅館協同組合☎055-222-9733

秋の気配も趣深い信玄の隠し湯。

湯村温泉郷 ［甲府市］

1200年前に弘法大師が開湯されたといわれる湯村温泉は、信玄の隠
し湯として名高く、今でも毎分1トンにも及ぶ良質の高温泉が湧出して
います。太宰治や松本清張など昭和の文豪たちの執筆の宿も多くあ
り、観光の拠点としても最適です。
●甲府市湯村　●JR中央本線甲府駅からバス約15分
●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
●湯村温泉旅館協同組合☎055-252-2261

文豪たちの足跡が残る弘法大師開湯の温泉。

みたまの湯 ［市川三郷町］

甲府盆地を見下ろす丘に建つ眺望抜群の温泉。太古の植物から溶け出した天然有機物
を含む茶褐色の湯は、効能豊かな良質のアルカリ性単純温泉です。
●市川三郷町大塚2608　●大人750円、小学生500円、小学生未満無料
●JR身延線甲斐上野駅からタクシー約10分　●中央自動車道甲府南ICから車約15分
●みたまの湯☎055-272-2641

はるかな山並みと甲府盆地をのぞむ眺望抜群の温泉。

石和温泉郷 ［笛吹市］

青空温泉から誕生した全国屈指の温泉郷。
1961年、石和のぶどう園から湧き出した高温の湯が
付近の川に流れ出したことから青空温泉として有名に
なった石和温泉は、今や全国屈指の温泉郷。石和温泉
駅から徒歩圏内に多くのホテルや旅館が並ぶ温泉郷
では、足浴ひろばの新設や散策路の整備など、新しい
魅力づくりも進められています。
●笛吹市石和町
●JR中央本線石和温泉駅から徒歩約5分
●中央自動車道一宮御坂ICから車約20分
●石和温泉旅館協同組合☎055-262-3626

三富（川浦）温泉 ［山梨市］
豊かな自然に抱かれた温泉郷。

塩山温泉郷 ［甲州市］
開湯650年の温泉郷から
武田家ゆかりの史跡を巡る。
古今和歌集に詠まれた塩ノ山南麓に源泉
が湧く塩山温泉郷は、開湯650年と伝えら
れ素朴な風情が特徴。近くには武田家ゆか
りの寺なども多く、史跡巡りにも最適です。
●甲州市塩山
●JR中央本線塩山駅から徒歩約10分
●中央自動車道勝沼ICから車約20分
●甲州市観光案内所☎0553-33-5958

信玄公産湯の井戸 甲州のお寺めぐり

武田神社

躑蠋ケ崎館跡に建つ武田信玄公を祭神とする神
社。宝物館には武田家ゆかりの貴重な品々が展
示されています。
●甲府市古府中町2611
●武田神社☎055-252-2609

昇仙峡

平成の名水百選にも選ばれた国内有数の美しい
渓谷。渓流を紅葉が彩る秋は、格別の美しさです。

●甲府市猪狩町
●昇仙峡観光協会☎055-287-2121

善光寺

川中島合戦の折、信濃善光寺の消失を恐れた武
田信玄公が、本尊をはじめ諸仏寺宝類を移し建
立した古刹。
●甲府市善光寺３-36-1
●善光寺社務所☎055-233-7570

甲州市勝沼ぶどうの丘

ぶどう畑に囲まれた高台にある甲州市が運営す
る観光施設です。地下のワインカーブにあるす
べてのワインが有料で試飲できます。
●甲州市勝沼町菱山5093
●甲州市勝沼ぶどうの丘☎0553-44-2111

笛吹川フルーツ公園

一年を通して様々なフルーツや花が楽しめる施設。夜景の
美しさは、新日本三大夜景にも選ばれているほどの絶景。
●山梨市江曽原1488
●山梨市フルーツパーク株式会社
☎0553-23-4101

恵林寺

武田信玄公の菩提寺。夢窓国師作と伝えられる池
泉回遊式庭園は紅葉の頃の美しさも格別です。

●甲州市塩山小屋敷2280
●恵林寺☎0553-33-3011

1521年に開基された
臨済宗の積翠寺は、武
田信玄公が誕生した
場所と伝えられる寺。
境内には信玄公の産
湯を汲んだといわれ
る「信玄公産湯の井
戸」や「産湯天神」が残
されています。

武田信玄公の菩提
寺・恵林寺、花の寺と
して知られる放光寺、
臨済宗向嶽寺派の総
本山・向嶽寺など名
刹が多い甲州市。
秋には美しい紅葉と
民家の軒に並ぶ干し
柿が、この地区なら
ではの秋景色を見せ
てくれます。

甲
府
周
辺
の
温
泉

【古の歴史めぐり】

笛
吹・甲
州
周
辺
の
温
泉

【美食＆芸術の秋めぐり】

甲府周辺をもっと楽しむ
おすすめモデルコース

笛吹・甲州周辺をもっと楽しむ
おすすめモデルコース

散策

グルメ
情報

奥秩父の甲武信ヶ岳を源流とする笛吹
川上流に沿ってたたずむ伝統ある静か
な温泉郷。西沢渓谷、秩父多摩甲斐国立
公園の玄関口にあたり、秋には紅葉に染
まる豊かな自然を間近に感じながら、
ゆったりと湯浴みを楽しむことができま
す。
●山梨市三富
●JR中央本線山梨市駅からバス約40分
●中央自動車道勝沼ICから車約50分
●山梨市観光課☎0553-22-1111

甲府盆地
エリア

山梨温泉
めぐり

甲府盆地
エリア

山梨温泉
めぐり

笛吹・甲州周辺には
大小様々なワイナ
リーがあり、それぞれ
に個性豊かなワイン
を製造しています。い
ろいろと飲み比べ、お
気に入りのワインを
見つけてください。

温
泉
を
め
ぐ
っ
て
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
当
て
よ
う
！

果
実
で
も
名
高
い

温
泉
郷

おすすめスポット

甲州ワインの
飲みくらべ！！
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おすすめスポット

芸術の森公園
舞鶴城公園
善光寺
武田神社

select!!

笛吹川フルーツ公園
ぶどうの丘
ワイナリー
根津記念館

select!!

　　　　
　　　　　名

湯めぐり
　　　　

　　　　　名
湯めぐり

お楽しみ
キャンペーン
お楽しみ
キャンペーン

2 3
山梨県内の温泉を有する旅館、
ホテルに宿泊し、宿泊施設の領
収書を封筒に入れ、切手を貼っ
てご応募ください。

山梨県内旅館宿泊割引券1万円分
･･･・・・10名様

山梨県産の特産品1万円分
･･･・・・10名様

1温泉地宿泊コース温泉地宿泊コース

山梨県内の旅館およびホテ
ルの立ち寄り湯を含む全て
の温泉施設（スタンプを設
置していない施設を含む）を
利用し、宿泊施設の半券や
領収書など、利用したことが
わかるものを2施設分以上
官製はがきに貼り付けてご
応募ください。

山梨県産の特産品2千円相当
･･･・・・20名様

どこでもコース
（温泉施設利用）
どこでもコース
（温泉施設利用）

※ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

名湯めぐりコース名湯めぐりコース
付属のはがきに記載されている山梨県内の立ち寄り湯をめぐり、応募
券に各施設のスタンプを押印して、ご応募ください。「5泉めぐり」「10
泉めぐり」「15泉めぐり」「30泉制覇！」の4段階にてご応募ください。
【特賞（30泉制覇）】
山梨県内温泉旅館ペア宿泊券･･･・・・・・5組10名様
温泉の達人認定書およびオリジナルひし丸手ぬぐいを全員にプレゼントします。

【銅賞（5泉めぐり）】
山梨県産の特産品2千円相当･･･・・･･・・・･･20名様

【金賞（15泉めぐり）】
山梨県内旅館宿泊割引券1万円分･･･・・・・・10名様
山梨県産の特産品2千円相当･･･・・・･・・・・・10名様
温泉の準達人認定書およびオリジナルひし丸手ぬぐいを全員にプレゼントします。

【銀賞（10泉めぐり）】
山梨県内旅館宿泊割引券１万円分･･･・・・・・5名様
風林火山携帯ストラップ抽選で100名様にプレゼントします。

応募期間：平成23年9月1日～平成24年2月29日

山梨の温泉をお楽しみいただき、次の3
つのコースにご応募いただいた方に、抽
選で素敵な商品をプレゼントいたします。
この機会に、ぜひ山梨の温泉へお出掛け
ください！！
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美
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で
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に
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沢

おすすめスポット

八
ヶ
岳
エ
リ
ア

身延山久遠寺

日蓮宗総本山として多くの参拝客が訪れる
身延山。久遠寺と奥之院を結ぶロープウェ
イからは、紅葉が燃え立つ美しい秋景色が
望めます。
●身延山観光協会☎0556-62-0502

おすすめスポット
尾白川渓谷

南アルプス山峡の中でも随一といわれる美し
い渓谷。川の上流には淵や滝が変化に富んだ
景観を見せ、紅葉の頃の美しさは圧巻です。
●北杜市白州町
●北杜市観光協会☎0551-42-1414

下部温泉郷 ［身延町］
武田信玄公直筆の温泉許可証が残る、「日本名湯百選」の湯。
山あいに湯治湯の風情を残す下部温泉は、武田信玄公直筆の温泉
許可証が残る歴史ある温泉郷。信玄公とその家臣が川中島合戦の
傷を癒した温泉は、「日本名湯百選」にも選ばれ、井伏鱒二や若山牧
水など幾多の文人たちも訪れています。
●身延町下部　●JR身延線下部温泉駅から徒歩約10分
●中部横断自動車道増穂ICから車約45分
●下部観光協会☎0556-20-3001

精進料理が
ルーツの
「ゆば丼」

富士山レーダードーム館

日本の気象観測に欠かせない存在であった富士
山レーダーを移設した体験学習施設。
●富士吉田市新屋1936-1
●富士山レーダードーム館☎0555-20-0223

河口湖

心にしみる富士山の絶景ポイントが点在する河
口湖。周辺には観光施設も充実しています。
●富士河口湖町
●富士河口湖町観光連盟☎0555-72-3168

紅葉台

青木ヶ原樹海や西湖、本栖湖など360度の大パノラ
マが広がる紅葉台。紅葉の季節はまさに絶景です。
●南都留郡鳴沢村
●紅葉台レストハウス☎0555-85-2252

増富ラジウム温泉峡 ［北杜市］
金峰山や瑞牆山を望む増富温泉峡は、武田信玄公が金
山発掘中に発見した隠し湯と伝えられ、ラジウム含有量
は世界一ともいわれます。温泉に沿って流れる本谷川渓
谷は紅葉が素晴らしく、奥入瀬と並び称されています。
●北杜市須玉町　●JR中央本線韮崎駅からバス約60分
●中央自動車道須玉ICから車約40分
●増富ラジウム温泉峡観光案内所☎0551-45-0600
●北杜市観光協会☎0551-42-1414

本谷川渓谷の素晴らしい紅葉が楽しめるラジウム温泉。
尾白の湯 ［北杜市］

名水、森、人をテーマにした「白州・尾白の森名水公
園べるが」に併設する日帰り温泉施設。多様なミネラ
ルを高濃度に含む温泉と、雄大な甲斐駒ケ岳を望む
露天風呂からの眺望が人気です。
●北杜市白州町「白州・尾白の森名水公園べるが」内
●大人700円、小人400円（べるが入園料200円を含む）
●水曜定休　●JR中央本線小淵沢駅からタクシー約15分
●中央自動車道小淵沢ICから車約25分
●尾白の湯☎0551-35-2800

名水百選の地に湧き出る超高濃度の温泉。

美術館めぐり
平山郁夫シルクロー
ド美術館や清春白樺
美術館をはじめ、近
代美術、写真、絵本な
ど様々なジャンルの
美術館はどれも個性
豊か。鮮やかに色づ
く秋の高原風景とと
もに、アート気分が
満喫できます。

散策

山中湖・河口湖の「カババス」
富士山と周辺の自然の素晴らしさを五感で体感す
ることが出来ます！
お問い合せ☎0555-72-6969

最大の魅力は、眼前に富士を望む雄大な絶景。

富士河口湖温泉郷 ［富士河口湖町］
刻 と々変化する富士山を眺めながら憩う極上のとき。

名水と味わう蕎麦
八ヶ岳エリアはそばの産地。厳選された
粉を使い、名水の里の清らかな水で打っ
たそばは、どれも本格派の味わいです。
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【南アルプス・身延めぐり】

南アルプス・身延エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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【紅葉・美術館めぐり】

八ヶ岳エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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【富士山の大自然めぐり】

富士山麓エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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ア

おすすめスポット

西山温泉郷 ［早川町］
南アルプス山中奥深い早川上流に湧く西
山温泉は、文武天皇の大宝年間に発見さ
れたと伝えられる国内有数の古湯。山峡の
趣あふれる温泉は紅葉もひときわ美しく、
湧き出る源泉は胃腸病などに高い効能で
知られています。
●早川町湯島
●JR身延線身延駅からバス約90分
●中部横断自動車道増穂ICから車約90分
●早川町振興課☎0556-45-2511

山峡の趣あふれる国内有数の古湯。

芦安温泉郷 ［南アルプス市］
南アルプスの玄関口、雄大な山懐に抱かれた山
間の温泉地は、古くから登山愛好家や、夜叉神
峠などへのハイキング客に親しまれてきました。
良質な泉質と豊かな自然に恵まれた温泉郷は、
紅葉の美しさも見事です。
●南アルプス市芦安
●JR中央本線甲府駅からバス約55分
●中部横断自動車道白根ICから車約40分
●南アルプス市観光協会☎055-284-4204

南アルプスの玄関口に湧く良質な温泉。

山中湖温泉
紅富士の湯 ［山中湖村］

南アルプス・
身延エリア

山梨温泉
めぐり

八ヶ岳エリア
山梨温泉
めぐり

富士山麓
エリア

山梨温泉
めぐり

＊紅富士が見られる12月～3月（土日祝）は、早朝6時から営業

富士北麓の郷土
食・吉田のうどん
は太くてコシの
強い麺が特徴。
富士吉田市内に
は50軒以上のう
どん屋があり、こ
だわりの手打ち
うどんを提供し
ています。

コシが自慢の
「吉田のうどん」自

然
と
一
体
に
な
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た

名
水
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湯
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を
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良質なタンパク
質や鉄分、カリウ
ムなど様々な栄
養素をバランス
よく含んだゆば
を贅沢に使った
「ゆば丼」は、ほん
のりした甘さと自
然の香りが特徴
の上品な味わい。

日帰り温泉施設「紅富士の湯」の最大の魅力は温泉
から眺める絶景の富士。天候によって冬の早朝には
紅に染まる「紅富士」を見ることができます。館内に
は心身のリラックス効果をサポートするリラクゼー
ションスペースや、健康と美容をサポートする岩盤
浴など、ゆっくり過ごせる設備も充実しています。
●山中湖村山中865-776
●大人700円、学生500円、小学生200円
●富士急行線富士山駅からバス約25分
●東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
●紅富士の湯☎0555-20-2700

散策 富士吉田市歴史民俗博物館
と紅葉 富士山と地域に関する

歴史的資料や文化遺
産などを展示する歴史
民俗博物館は、見逃せ
ない紅葉スポット。道
路を挟んだ向かい側
に道の駅やレストラン
等が並ぶ「リフレふじ
よしだ」では、様々な情
報や特産品を入手で
きます。

グルメ
情報

富士川クラフトパーク
身延山久遠寺
夜叉神峠
伊奈ヶ湖select!!

平山郁夫シルクロード美術館
中村キース・へリング美術館
清春芸術村
八ヶ岳高原大橋select!!

山中湖
忍野八海

道の駅富士吉田
河口湖

select!!

エンジョイ

グルメ
情報

（写真はイメージです）

ゆばの里
身延町相又425-1
☎0556-62-6161

河口湖を楽しむなら
オープンタイプのカババス！

山中湖を楽しむなら
水陸両用のカババス！

富士五湖のひとつ河口湖畔に、「天水の湯」「霊水の湯」「芙蓉の
湯」「霊峰の湯」「秀麗の湯」と、5つの源泉が湧出。泉質は、カルシ
ウム、ナトリウムなどの塩化物温泉で神経痛、冷え性、疲労回復な
どに効能があると評判です。富士山と湖を一望できる湖畔には名
湯自慢の旅館・ホテルが並び、日本一の富士を見ながらの入浴は
最高の贅沢気分を味わえます。
●富士河口湖町　●富士急行線河口湖駅から徒歩約20分
●中央自動車河口湖ICから車約10分
●富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
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八
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身延山久遠寺

日蓮宗総本山として多くの参拝客が訪れる
身延山。久遠寺と奥之院を結ぶロープウェ
イからは、紅葉が燃え立つ美しい秋景色が
望めます。
●身延山観光協会☎0556-62-0502

おすすめスポット
尾白川渓谷

南アルプス山峡の中でも随一といわれる美し
い渓谷。川の上流には淵や滝が変化に富んだ
景観を見せ、紅葉の頃の美しさは圧巻です。
●北杜市白州町
●北杜市観光協会☎0551-42-1414

下部温泉郷 ［身延町］
武田信玄公直筆の温泉許可証が残る、「日本名湯百選」の湯。
山あいに湯治湯の風情を残す下部温泉は、武田信玄公直筆の温泉
許可証が残る歴史ある温泉郷。信玄公とその家臣が川中島合戦の
傷を癒した温泉は、「日本名湯百選」にも選ばれ、井伏鱒二や若山牧
水など幾多の文人たちも訪れています。
●身延町下部　●JR身延線下部温泉駅から徒歩約10分
●中部横断自動車道増穂ICから車約45分
●下部観光協会☎0556-20-3001

精進料理が
ルーツの
「ゆば丼」

富士山レーダードーム館

日本の気象観測に欠かせない存在であった富士
山レーダーを移設した体験学習施設。
●富士吉田市新屋1936-1
●富士山レーダードーム館☎0555-20-0223

河口湖

心にしみる富士山の絶景ポイントが点在する河
口湖。周辺には観光施設も充実しています。
●富士河口湖町
●富士河口湖町観光連盟☎0555-72-3168

紅葉台

青木ヶ原樹海や西湖、本栖湖など360度の大パノラ
マが広がる紅葉台。紅葉の季節はまさに絶景です。
●南都留郡鳴沢村
●紅葉台レストハウス☎0555-85-2252

増富ラジウム温泉峡 ［北杜市］
金峰山や瑞牆山を望む増富温泉峡は、武田信玄公が金
山発掘中に発見した隠し湯と伝えられ、ラジウム含有量
は世界一ともいわれます。温泉に沿って流れる本谷川渓
谷は紅葉が素晴らしく、奥入瀬と並び称されています。
●北杜市須玉町　●JR中央本線韮崎駅からバス約60分
●中央自動車道須玉ICから車約40分
●増富ラジウム温泉峡観光案内所☎0551-45-0600
●北杜市観光協会☎0551-42-1414

本谷川渓谷の素晴らしい紅葉が楽しめるラジウム温泉。
尾白の湯 ［北杜市］

名水、森、人をテーマにした「白州・尾白の森名水公
園べるが」に併設する日帰り温泉施設。多様なミネラ
ルを高濃度に含む温泉と、雄大な甲斐駒ケ岳を望む
露天風呂からの眺望が人気です。
●北杜市白州町「白州・尾白の森名水公園べるが」内
●大人700円、小人400円（べるが入園料200円を含む）
●水曜定休　●JR中央本線小淵沢駅からタクシー約15分
●中央自動車道小淵沢ICから車約25分
●尾白の湯☎0551-35-2800

名水百選の地に湧き出る超高濃度の温泉。

美術館めぐり
平山郁夫シルクロー
ド美術館や清春白樺
美術館をはじめ、近
代美術、写真、絵本な
ど様々なジャンルの
美術館はどれも個性
豊か。鮮やかに色づ
く秋の高原風景とと
もに、アート気分が
満喫できます。

散策

山中湖・河口湖の「カババス」
富士山と周辺の自然の素晴らしさを五感で体感す
ることが出来ます！
お問い合せ☎0555-72-6969

最大の魅力は、眼前に富士を望む雄大な絶景。

富士河口湖温泉郷 ［富士河口湖町］
刻 と々変化する富士山を眺めながら憩う極上のとき。

名水と味わう蕎麦
八ヶ岳エリアはそばの産地。厳選された
粉を使い、名水の里の清らかな水で打っ
たそばは、どれも本格派の味わいです。
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【南アルプス・身延めぐり】

南アルプス・身延エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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【紅葉・美術館めぐり】

八ヶ岳エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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【富士山の大自然めぐり】

富士山麓エリアをもっと楽しむ
おすすめモデルコース
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ア

おすすめスポット

西山温泉郷 ［早川町］
南アルプス山中奥深い早川上流に湧く西
山温泉は、文武天皇の大宝年間に発見さ
れたと伝えられる国内有数の古湯。山峡の
趣あふれる温泉は紅葉もひときわ美しく、
湧き出る源泉は胃腸病などに高い効能で
知られています。
●早川町湯島
●JR身延線身延駅からバス約90分
●中部横断自動車道増穂ICから車約90分
●早川町振興課☎0556-45-2511

山峡の趣あふれる国内有数の古湯。

芦安温泉郷 ［南アルプス市］
南アルプスの玄関口、雄大な山懐に抱かれた山
間の温泉地は、古くから登山愛好家や、夜叉神
峠などへのハイキング客に親しまれてきました。
良質な泉質と豊かな自然に恵まれた温泉郷は、
紅葉の美しさも見事です。
●南アルプス市芦安
●JR中央本線甲府駅からバス約55分
●中部横断自動車道白根ICから車約40分
●南アルプス市観光協会☎055-284-4204

南アルプスの玄関口に湧く良質な温泉。

山中湖温泉
紅富士の湯 ［山中湖村］

南アルプス・
身延エリア

山梨温泉
めぐり

八ヶ岳エリア
山梨温泉
めぐり

富士山麓
エリア

山梨温泉
めぐり

＊紅富士が見られる12月～3月（土日祝）は、早朝6時から営業

富士北麓の郷土
食・吉田のうどん
は太くてコシの
強い麺が特徴。
富士吉田市内に
は50軒以上のう
どん屋があり、こ
だわりの手打ち
うどんを提供し
ています。
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良質なタンパク
質や鉄分、カリウ
ムなど様々な栄
養素をバランス
よく含んだゆば
を贅沢に使った
「ゆば丼」は、ほん
のりした甘さと自
然の香りが特徴
の上品な味わい。

日帰り温泉施設「紅富士の湯」の最大の魅力は温泉
から眺める絶景の富士。天候によって冬の早朝には
紅に染まる「紅富士」を見ることができます。館内に
は心身のリラックス効果をサポートするリラクゼー
ションスペースや、健康と美容をサポートする岩盤
浴など、ゆっくり過ごせる設備も充実しています。
●山中湖村山中865-776
●大人700円、学生500円、小学生200円
●富士急行線富士山駅からバス約25分
●東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
●紅富士の湯☎0555-20-2700

散策 富士吉田市歴史民俗博物館
と紅葉 富士山と地域に関する

歴史的資料や文化遺
産などを展示する歴史
民俗博物館は、見逃せ
ない紅葉スポット。道
路を挟んだ向かい側
に道の駅やレストラン
等が並ぶ「リフレふじ
よしだ」では、様々な情
報や特産品を入手で
きます。
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情報

富士川クラフトパーク
身延山久遠寺
夜叉神峠
伊奈ヶ湖select!!

平山郁夫シルクロード美術館
中村キース・へリング美術館
清春芸術村
八ヶ岳高原大橋select!!

山中湖
忍野八海

道の駅富士吉田
河口湖

select!!

エンジョイ

グルメ
情報

（写真はイメージです）

ゆばの里
身延町相又425-1
☎0556-62-6161

河口湖を楽しむなら
オープンタイプのカババス！

山中湖を楽しむなら
水陸両用のカババス！

富士五湖のひとつ河口湖畔に、「天水の湯」「霊水の湯」「芙蓉の
湯」「霊峰の湯」「秀麗の湯」と、5つの源泉が湧出。泉質は、カルシ
ウム、ナトリウムなどの塩化物温泉で神経痛、冷え性、疲労回復な
どに効能があると評判です。富士山と湖を一望できる湖畔には名
湯自慢の旅館・ホテルが並び、日本一の富士を見ながらの入浴は
最高の贅沢気分を味わえます。
●富士河口湖町　●富士急行線河口湖駅から徒歩約20分
●中央自動車河口湖ICから車約10分
●富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
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新酒を味わう
ワイナリーイベント

9/23金～25日
9/1木～12/30金

フレッシュな新酒とヴィニョ・デ・マルス年号
（1945年～2000年）新酒と思い出の年のワイ
ンを飲み比べてください。
●9月1日（木）～12月30日（金）
:本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー売店試飲コーナー
;JR中央本線石和温泉駅から　
    徒歩約10分またはタクシー約3分
;中央自動車道一宮御坂ICから車で約10分
<本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー
　☎055-262-1441

新酒と古酒の飲み比べ

本坊酒造（株）

●9月23日（金）～25日（日）
:シャトーメルシャン
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅からタクシー約３分
;中央自動車道勝沼ICから車約３分
<シャトーメルシャン
　☎0553-44-1011

シャトー・メルシャン
ハーベストフェスティバル
ワインとお食事をお楽しみいただき、ハーベスト
ライブ、ぶどう踏み体験等のアトラクションも予
定しております。

シャトー・
メルシャン

色々な「キク」がつまった秋のイベント「ＫＩＫＵフ
ェスタ」を開催いたします。花の「菊」・耳に「聴
く」・目や疲れ、心に「効く」・川柳などの「奇句」
の４つをテーマに様々な催し物が行われます。
●10月15日(土)～11月6日(日）
:山中湖花の都公園
;富士急行線富士山駅からバス約25分
　山中湖花の都公園入口下車
;東富士五湖道路山中湖ICから車約2分
<山中湖花の都公園☎0555-62-5587

ＫＩＫＵフェスタ＆紅葉
山中湖村 

色々な「キク」がつまった秋のイベント

大柳川渓谷の紅葉深まる11月、10本のつ
り橋をめぐるウォークラリーや採れた
て野菜や手づくり郷土料理を販売する
青空市場など秋の1日を満喫できる祭り
です。
●11月20日(日）
:大柳川やすらぎ水辺公園　　　
;JR身延線鰍沢口駅からタクシー約15分
;中部横断自動車道
　増穂ICから車約20分
<大柳川やすらぎの里もみじ祭り
　実 行委員会（富士川町商工観光課内）
　☎0556-22-7202

大柳川やすらぎの里
もみじ祭り

富士川町

渓谷の紅葉と
地元の味覚を楽しもう

紅葉の中で自慢のそばを味わう

湖畔の紅葉を楽しむイベント。河口湖の北岸や精進湖
他手合浜(たてごうはま)では、もみじのライトアップ有
り。また、まつりの期間中、河口湖北岸に店の出店も
します。
●10月29日(土)～11月20日(日）
:メイン会場河口湖北岸
;JR中央本線大月駅～富士急行線に乗り換え、
　河口湖駅下車　レトロバス河口湖線約20分
;中央自動車道河口湖ICから車約20分
<富士河口湖紅葉まつり実行委員会
　☎0555-72-3168

富士河口湖紅葉まつり
富士河口湖町

紅葉の美しさを心ゆくまで堪能

甲府市北部の黒平（くろべら）町で、紅葉深まる季節に行われるお祭
り。野菜や花豆など黒平をのんびりと楽しむことができるお祭りです。
●10月23日(日)  :マウントピア黒平
;JR中央本線甲府駅から車約70分  
;中央自動車道甲府昭和ICから車約80分
<甲府市南北地域振興課　☎055-237-1173

黒平ほうとう祭り甲府市
野菜や花豆など黒平をのんびりと

美しい紅葉が山を染める秋。町内各地区か
らそば打ち達が集まり、各地区に伝わる特
色のあるそばを味わうことが出来ます。
●11月13日(日）
:ヘルシー美里（予定） 
;JR身延線身延駅からタクシー約1時間
;中央自動車道甲府南ICから
    国道５２号線・ 県道37号線から車約１時間
<早川町役場振興課☎0556-45-2511

南アルプス邑温泉郷　
はやかわ紅葉とそばまつり

早川町

全長約６００ｍの紅葉回廊をライトアップします。
毎年訪れる紅葉の風景もその年毎に様々な表情を見
せてくれます。富士を望む紅葉と、湖面を彩る幻想
的な紅葉を楽しむことができます。
●10月28日(金)～11月13日(日）
:山中湖村旭日丘夕焼けの渚緑地公園
;富士急行線富士山駅からバス約30分
　（森の駅旭日丘下車）
;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分
<山中湖観光協会☎0555-62-3100

夕焼けの渚・紅葉祭り
山中湖村

600mの紅葉回廊をライトアップ
ライトアップ時間午後5時～午後8時

「深沢七郎の文学
「楢山節考」ギターの調べとともに」

9/10（土）～11/6（日）
甲府市／山梨県立文学館

「楢山節考」で知られる小説家深沢七郎（１９４４～１９８７）は、山梨県
笛吹市石和町の出身です。昭和の文学史に独自の足跡を残した深沢七郎の
生涯と作品の世界を紹介します。
▶山梨県立文学館企画展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅から甲府駅バスタ
ーミナル（南口）6番乗り場から発車するすべてのバス約15分、「県立文学館
東」「県立美術館」下車／中央自動車道甲府昭和ＩＣから、料金所を昇仙
峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左折、アルプス通り
を約2ｋｍ上り、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立文学館　■055-235-8080

第２９回特別展
「縄文土器名宝展～
　縄文芸術の到達点～」

9/28（水）～11/23（水）
笛吹市／山梨県立考古博物館

山梨県の縄文土器は、装飾性が豊かなことで知られ、他地域にはない
独自性があります。各地で発達した豪華絢爛な縄文時代中期の土器と
ともに、山梨県の縄文土器文化を紹介します。
▶山梨県立考古博物館　●ＪＲ中央本線甲府駅南口　山梨交通観光
バス８番乗り場から中道橋経由豊富行『県立考古博物館』下車　　
※市立甲府病院方面からもバスが出ています。／中央自動車道甲府南
ＩＣから車約１分（すぐ前）

♦山梨県立考古博物館　■055-266-3881

「柳沢吉保と甲府城」
10/8（土）～11/28（月）
笛吹市／山梨県立博物館

元禄時代の江戸幕府を動かした柳沢吉保。この展覧会では、吉保の足
跡や柳沢家をとりまく文芸とともに、最近の調査によって明らかとなっ
た甲府城と城下町の様子を紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室　●ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス
約10分、山梨交通「山梨県立博物館」行き、ＪＲ中央本線甲府駅からバ
ス約30分、北口2番乗り場から山梨交通「山梨県立博物館」行きまたは
南口7番乗り場から富士急行「富士山駅」行き、「山梨県立博物館」下車
／中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約8分

♦山梨県立博物館　■055-261-2631

「川端康成コレクションと東山魁夷」
9/17（土）～11/6（日）
甲府市／山梨県立美術館

川端康成の収集した美術品を中心に、東山の創作の源となっ
た美術コレクションもあわせて紹介し、さらには両家の所蔵す
る初公開を含めた東山魁夷作品が出品されます。詳細は山梨
県立美術館ホームページ
（http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp）をご覧下さい。
▶山梨県立美術館　特別展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅か
ら甲府駅バスターミナル（南口）6番乗り場から発車するすべて
のバス約15分、「県立美術館」下車／中央自動車道甲府昭和Ｉ
Ｃから、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳
行立体南交差点左折、アルプス通りを約2ｋｍ上り、貢川交番
前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立美術館　■055-228-3322

浅川巧生誕120年記念　浅川伯教・
巧兄弟の心と眼　－　朝鮮時代の美

11/19（土）～12/25（日）
甲府市／山梨県立美術館

本展では、浅川兄弟や柳が選び抜いた陶磁器の名品をはじめ、伯教作の絵画や陶磁器、巧
の日記、柳自筆の原稿など約200点を通して、浅川兄弟の功績を紹介します。
▶山梨県立美術館　特別展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅から甲府駅バスターミナル（南
口）6番乗り場から発車するすべてのバス約15分、「県立美術館」下車／中央自動車道甲府
昭和ＩＣから、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左
折、アルプス通りを約2ｋｍ上り、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立美術館　■055-228-3322

WINERY EVENTS
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登録有形文化財に指定され
ている、日本初のヨーロッ
パ式の石蔵発酵槽で、マス
カット・ベリーAのぶどう
を使い、仕込み体験をして
頂きます。参加費あり。詳
細はホームページを確認。

石蔵仕込み体験

9/17土

●9月17日（土）
:ルミエールワイナリー
;JR中央本線勝沼ぶどう郷駅か
　塩山駅からタクシー約10～15分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）ルミエール  
　☎0553-47-0207

ぶどうの収穫、ワインの仕込を
祝う祭り。ぶどうの試食、新酒
ワインの試飲、工場見学、音楽
会、軽食屋台、ガラス工房の催
し（予約制、1人/1,500円）が
あります。（運転手は禁酒）

第２６回
ロリアンワイン祭り　

9/24土～25日

白百合醸造（株）

●9月24日（土）～25日（日）
:ロリアンワイン
　白百合醸造
;ＪＲ中央本線塩山駅から
　無料送迎バス有り
;中央自動車道勝沼ICから車約10分
<ロリアンワイン
　白百合醸造  ☎0553-44-3131

新酒（清酒とワイン）の
試飲即売（試飲代500円）
11/5,6の土日はイベント開催
（イベント詳細については
     ホームページをご覧ください。）
http://www.sasaichi.co.jp/eve
nt/

第14回ささいち
新酒フェア

11/5土～13日

笹一酒造（株）

●11月5日（土）～13日（日）
:笹一酒造（株）
;ＪＲ中央本線笹子駅から徒歩約5分
;中央自動車道大月ICから車約15分
<笹一酒造（株）又は
   売店(酒遊館）
　☎0554-25-2111・
   0554-25-2008

新酒の試飲（おつまみ
付）や工場や農場が見学
できます。

敷島ワイナリー
2011新酒祭

10/29土～30日

敷島醸造（株）

●10月29日（土）～30日（日）
:敷島醸造（株）
;ＪＲ中央本線竜王駅から
    タクシー約10分
;中央自動車道
    双葉スマートICから車約20分
<敷島醸造（株）
　☎055-277-2805

各日、15テーブルのみ。
（時間　18：00～20：00）
金額7,000円　　風のフルコー
スと勝沼醸造のヌーボー赤白
etc。詳細はホームページをご
覧ください。

勝沼醸造
ヌーボーフェア
2011

11/3木 ,5,12,19,26 土 

勝沼醸造（株）

●11月の3日と毎週土曜日
:ぶどう畑のレストラン風
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷
    駅からタクシー約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<ぶどう畑のレストラン風
　☎0553-44-3315

山梨県産新酒ワイン（ヌーボー）
の試飲・販売を行っております。
今秋のヌーボーが有料で試飲で
き、その場で購入もできます。

2011
山梨ヌーボー
まつり

11/19土～20日

山梨県
ワイン酒造組合

●11月19日（土）～20日（日）
:小瀬スポーツ公園
;ＪＲ中央本線甲府駅から
　バス約30分
;中央自動車道
　甲府南ICから車約10分
<山梨県ワイン酒造組合
　☎055-233-7306

出来立ての新酒はもちろん、
今しか味わえない「シュトルム」
等を楽しんで頂きながら、会場の
模擬店で作られる食をもお楽しみ
頂きます。又、例年通りジャズコ
ンサートも開催されます。臨時駐
車場も用意しております。

ルミエール新酒祭り

10/29土～30日

（株）ルミエール （株）ルミエール

●10月29日（土）～30日（日）
:ルミエールワイナリー隣　大宮神社
;JR中央本線勝沼ぶどう郷駅か
　塩山駅からタクシー約10～15分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）ルミエール  
　☎0553-47-0207

料理と一緒に何倍もおいしくワイ
ンを味わって。ワインに合う食材
をいただきながら、ワインを飲み
放題（有料）。

2011年
シャトー勝沼
ワイン祭り

10/1土

（株）シャトー
勝沼

●10月1日（土）
:シャトー勝沼ワイナリー
;ＪＲ中央本線
　勝沼ぶどう郷駅から徒歩約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）シャトー勝沼  
   ☎0553-44-0073

新酒ワインの試飲・販売・ぶど
う踏み体験・ぶどう飛ばし大
会・アマチュアバンドの楽しい
演奏・当社従業員による露店な
どがあります。

ベルフォーレ
新酒まつり
2011

10/22土～23日

ベルフォーレ

●10月22日（土）～23日（日）
:（株）シャトレーゼ
   　ベルフォーレワイナリー
;ＪＲ中央本線塩崎駅から
　徒歩約7分
;中央自動車道双葉スマートICから車約８分
<（株）シャトレーゼ
      ベルフォーレワイナリー
　　☎0551-28-4451

鮮やかな紅葉、芳醇なワイン
山梨でとっておきの季節に出会う!!
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「シンボル展　川中島の戦い＿戦後450年＿」

9/10（土）～
　9/26（月）

笛吹市／
山梨県立博物館

今年は、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちで知られる「第4次川中島の戦い」
から450年という歴史的な節目に当たります。川中島の戦いの経緯や、後世
に様々な伝説を交えながら語り継がれた歴史を紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室　●ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス約10
分、山梨交通「山梨県立博物館」行き、ＪＲ中央本線甲府駅からバス約30
分、北口2番乗り場から山梨交通「山梨県立博物館」行きまたは南口7番乗り
場から富士急行「富士山駅」行き、「山梨県立博物館」下車／中央自動車道
一宮御坂ＩＣから車約8分

♦山梨県立博物館　■055-261-2631

新潟県十日町市博物館蔵

柳沢吉保像（部分）甲府市、一蓮寺蔵　山梨県指定文化財

秋の特別展・企画展
  I N F O R M A T I O N
A R T

好奇心を刺激する展示で
芸術の秋を楽しんで！

歌川国芳筆「川中島合戦」県立博物館蔵

▶11/5（土）・11/6（日）
▶会場/●甲府市　●笛吹市　●甲州市（バスは11/5－
勝沼ルート・塩山ルート・一宮ルート、11/6－甲府ルー
ト・石和御坂八代ルートを巡回。）
■ワインツーリズム実行委員会  ☎055-232-2122
詳しくはhttp://www.yamanashiwine.com/

ワインツーリズム2011　
新しい旅のスタイルを提案
ワイン産地を専用バスが巡回、ワイナリーや農園、商店街
などの散策が楽しめます。

11/5土～6日



新酒を味わう
ワイナリーイベント

9/23金～25日
9/1木～12/30金

フレッシュな新酒とヴィニョ・デ・マルス年号
（1945年～2000年）新酒と思い出の年のワイ
ンを飲み比べてください。
●9月1日（木）～12月30日（金）
:本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー売店試飲コーナー
;JR中央本線石和温泉駅から　
    徒歩約10分またはタクシー約3分
;中央自動車道一宮御坂ICから車で約10分
<本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー
　☎055-262-1441

新酒と古酒の飲み比べ

本坊酒造（株）

●9月23日（金）～25日（日）
:シャトーメルシャン
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅からタクシー約３分
;中央自動車道勝沼ICから車約３分
<シャトーメルシャン
　☎0553-44-1011

シャトー・メルシャン
ハーベストフェスティバル
ワインとお食事をお楽しみいただき、ハーベスト
ライブ、ぶどう踏み体験等のアトラクションも予
定しております。

シャトー・
メルシャン

色々な「キク」がつまった秋のイベント「ＫＩＫＵフ
ェスタ」を開催いたします。花の「菊」・耳に「聴
く」・目や疲れ、心に「効く」・川柳などの「奇句」
の４つをテーマに様々な催し物が行われます。
●10月15日(土)～11月6日(日）
:山中湖花の都公園
;富士急行線富士山駅からバス約25分
　山中湖花の都公園入口下車
;東富士五湖道路山中湖ICから車約2分
<山中湖花の都公園☎0555-62-5587

ＫＩＫＵフェスタ＆紅葉
山中湖村 

色々な「キク」がつまった秋のイベント

大柳川渓谷の紅葉深まる11月、10本のつ
り橋をめぐるウォークラリーや採れた
て野菜や手づくり郷土料理を販売する
青空市場など秋の1日を満喫できる祭り
です。
●11月20日(日）
:大柳川やすらぎ水辺公園　　　
;JR身延線鰍沢口駅からタクシー約15分
;中部横断自動車道
　増穂ICから車約20分
<大柳川やすらぎの里もみじ祭り
　実 行委員会（富士川町商工観光課内）
　☎0556-22-7202

大柳川やすらぎの里
もみじ祭り

富士川町

渓谷の紅葉と
地元の味覚を楽しもう

紅葉の中で自慢のそばを味わう

湖畔の紅葉を楽しむイベント。河口湖の北岸や精進湖
他手合浜(たてごうはま)では、もみじのライトアップ有
り。また、まつりの期間中、河口湖北岸に店の出店も
します。
●10月29日(土)～11月20日(日）
:メイン会場河口湖北岸
;JR中央本線大月駅～富士急行線に乗り換え、
　河口湖駅下車　レトロバス河口湖線約20分
;中央自動車道河口湖ICから車約20分
<富士河口湖紅葉まつり実行委員会
　☎0555-72-3168

富士河口湖紅葉まつり
富士河口湖町

紅葉の美しさを心ゆくまで堪能

甲府市北部の黒平（くろべら）町で、紅葉深まる季節に行われるお祭
り。野菜や花豆など黒平をのんびりと楽しむことができるお祭りです。
●10月23日(日)  :マウントピア黒平
;JR中央本線甲府駅から車約70分  
;中央自動車道甲府昭和ICから車約80分
<甲府市南北地域振興課　☎055-237-1173

黒平ほうとう祭り甲府市
野菜や花豆など黒平をのんびりと

美しい紅葉が山を染める秋。町内各地区か
らそば打ち達が集まり、各地区に伝わる特
色のあるそばを味わうことが出来ます。
●11月13日(日）
:ヘルシー美里（予定） 
;JR身延線身延駅からタクシー約1時間
;中央自動車道甲府南ICから
    国道５２号線・ 県道37号線から車約１時間
<早川町役場振興課☎0556-45-2511

南アルプス邑温泉郷　
はやかわ紅葉とそばまつり

早川町

全長約６００ｍの紅葉回廊をライトアップします。
毎年訪れる紅葉の風景もその年毎に様々な表情を見
せてくれます。富士を望む紅葉と、湖面を彩る幻想
的な紅葉を楽しむことができます。
●10月28日(金)～11月13日(日）
:山中湖村旭日丘夕焼けの渚緑地公園
;富士急行線富士山駅からバス約30分
　（森の駅旭日丘下車）
;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分
<山中湖観光協会☎0555-62-3100

夕焼けの渚・紅葉祭り
山中湖村

600mの紅葉回廊をライトアップ
ライトアップ時間午後5時～午後8時

「深沢七郎の文学
「楢山節考」ギターの調べとともに」

9/10（土）～11/6（日）
甲府市／山梨県立文学館

「楢山節考」で知られる小説家深沢七郎（１９４４～１９８７）は、山梨県
笛吹市石和町の出身です。昭和の文学史に独自の足跡を残した深沢七郎の
生涯と作品の世界を紹介します。
▶山梨県立文学館企画展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅から甲府駅バスタ
ーミナル（南口）6番乗り場から発車するすべてのバス約15分、「県立文学館
東」「県立美術館」下車／中央自動車道甲府昭和ＩＣから、料金所を昇仙
峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左折、アルプス通り
を約2ｋｍ上り、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立文学館　■055-235-8080

第２９回特別展
「縄文土器名宝展～
　縄文芸術の到達点～」

9/28（水）～11/23（水）
笛吹市／山梨県立考古博物館

山梨県の縄文土器は、装飾性が豊かなことで知られ、他地域にはない
独自性があります。各地で発達した豪華絢爛な縄文時代中期の土器と
ともに、山梨県の縄文土器文化を紹介します。
▶山梨県立考古博物館　●ＪＲ中央本線甲府駅南口　山梨交通観光
バス８番乗り場から中道橋経由豊富行『県立考古博物館』下車　　
※市立甲府病院方面からもバスが出ています。／中央自動車道甲府南
ＩＣから車約１分（すぐ前）

♦山梨県立考古博物館　■055-266-3881

「柳沢吉保と甲府城」
10/8（土）～11/28（月）
笛吹市／山梨県立博物館

元禄時代の江戸幕府を動かした柳沢吉保。この展覧会では、吉保の足
跡や柳沢家をとりまく文芸とともに、最近の調査によって明らかとなっ
た甲府城と城下町の様子を紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室　●ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス
約10分、山梨交通「山梨県立博物館」行き、ＪＲ中央本線甲府駅からバ
ス約30分、北口2番乗り場から山梨交通「山梨県立博物館」行きまたは
南口7番乗り場から富士急行「富士山駅」行き、「山梨県立博物館」下車
／中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約8分

♦山梨県立博物館　■055-261-2631

「川端康成コレクションと東山魁夷」
9/17（土）～11/6（日）
甲府市／山梨県立美術館

川端康成の収集した美術品を中心に、東山の創作の源となっ
た美術コレクションもあわせて紹介し、さらには両家の所蔵す
る初公開を含めた東山魁夷作品が出品されます。詳細は山梨
県立美術館ホームページ
（http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp）をご覧下さい。
▶山梨県立美術館　特別展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅か
ら甲府駅バスターミナル（南口）6番乗り場から発車するすべて
のバス約15分、「県立美術館」下車／中央自動車道甲府昭和Ｉ
Ｃから、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳
行立体南交差点左折、アルプス通りを約2ｋｍ上り、貢川交番
前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立美術館　■055-228-3322

浅川巧生誕120年記念　浅川伯教・
巧兄弟の心と眼　－　朝鮮時代の美

11/19（土）～12/25（日）
甲府市／山梨県立美術館

本展では、浅川兄弟や柳が選び抜いた陶磁器の名品をはじめ、伯教作の絵画や陶磁器、巧
の日記、柳自筆の原稿など約200点を通して、浅川兄弟の功績を紹介します。
▶山梨県立美術館　特別展示室　●ＪＲ中央本線甲府駅から甲府駅バスターミナル（南
口）6番乗り場から発車するすべてのバス約15分、「県立美術館」下車／中央自動車道甲府
昭和ＩＣから、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左
折、アルプス通りを約2ｋｍ上り、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側

♦山梨県立美術館　■055-228-3322
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登録有形文化財に指定され
ている、日本初のヨーロッ
パ式の石蔵発酵槽で、マス
カット・ベリーAのぶどう
を使い、仕込み体験をして
頂きます。参加費あり。詳
細はホームページを確認。

石蔵仕込み体験

9/17土

●9月17日（土）
:ルミエールワイナリー
;JR中央本線勝沼ぶどう郷駅か
　塩山駅からタクシー約10～15分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）ルミエール  
　☎0553-47-0207

ぶどうの収穫、ワインの仕込を
祝う祭り。ぶどうの試食、新酒
ワインの試飲、工場見学、音楽
会、軽食屋台、ガラス工房の催
し（予約制、1人/1,500円）が
あります。（運転手は禁酒）

第２６回
ロリアンワイン祭り　

9/24土～25日

白百合醸造（株）

●9月24日（土）～25日（日）
:ロリアンワイン
　白百合醸造
;ＪＲ中央本線塩山駅から
　無料送迎バス有り
;中央自動車道勝沼ICから車約10分
<ロリアンワイン
　白百合醸造  ☎0553-44-3131

新酒（清酒とワイン）の
試飲即売（試飲代500円）
11/5,6の土日はイベント開催
（イベント詳細については
     ホームページをご覧ください。）
http://www.sasaichi.co.jp/eve
nt/

第14回ささいち
新酒フェア

11/5土～13日

笹一酒造（株）

●11月5日（土）～13日（日）
:笹一酒造（株）
;ＪＲ中央本線笹子駅から徒歩約5分
;中央自動車道大月ICから車約15分
<笹一酒造（株）又は
   売店(酒遊館）
　☎0554-25-2111・
   0554-25-2008

新酒の試飲（おつまみ
付）や工場や農場が見学
できます。

敷島ワイナリー
2011新酒祭

10/29土～30日

敷島醸造（株）

●10月29日（土）～30日（日）
:敷島醸造（株）
;ＪＲ中央本線竜王駅から
    タクシー約10分
;中央自動車道
    双葉スマートICから車約20分
<敷島醸造（株）
　☎055-277-2805

各日、15テーブルのみ。
（時間　18：00～20：00）
金額7,000円　　風のフルコー
スと勝沼醸造のヌーボー赤白
etc。詳細はホームページをご
覧ください。

勝沼醸造
ヌーボーフェア
2011

11/3木 ,5,12,19,26 土 

勝沼醸造（株）

●11月の3日と毎週土曜日
:ぶどう畑のレストラン風
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷
    駅からタクシー約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<ぶどう畑のレストラン風
　☎0553-44-3315

山梨県産新酒ワイン（ヌーボー）
の試飲・販売を行っております。
今秋のヌーボーが有料で試飲で
き、その場で購入もできます。

2011
山梨ヌーボー
まつり

11/19土～20日

山梨県
ワイン酒造組合

●11月19日（土）～20日（日）
:小瀬スポーツ公園
;ＪＲ中央本線甲府駅から
　バス約30分
;中央自動車道
　甲府南ICから車約10分
<山梨県ワイン酒造組合
　☎055-233-7306

出来立ての新酒はもちろん、
今しか味わえない「シュトルム」
等を楽しんで頂きながら、会場の
模擬店で作られる食をもお楽しみ
頂きます。又、例年通りジャズコ
ンサートも開催されます。臨時駐
車場も用意しております。

ルミエール新酒祭り

10/29土～30日

（株）ルミエール （株）ルミエール

●10月29日（土）～30日（日）
:ルミエールワイナリー隣　大宮神社
;JR中央本線勝沼ぶどう郷駅か
　塩山駅からタクシー約10～15分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）ルミエール  
　☎0553-47-0207

料理と一緒に何倍もおいしくワイ
ンを味わって。ワインに合う食材
をいただきながら、ワインを飲み
放題（有料）。

2011年
シャトー勝沼
ワイン祭り

10/1土

（株）シャトー
勝沼

●10月1日（土）
:シャトー勝沼ワイナリー
;ＪＲ中央本線
　勝沼ぶどう郷駅から徒歩約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約5分
<（株）シャトー勝沼  
   ☎0553-44-0073

新酒ワインの試飲・販売・ぶど
う踏み体験・ぶどう飛ばし大
会・アマチュアバンドの楽しい
演奏・当社従業員による露店な
どがあります。

ベルフォーレ
新酒まつり
2011

10/22土～23日

ベルフォーレ

●10月22日（土）～23日（日）
:（株）シャトレーゼ
   　ベルフォーレワイナリー
;ＪＲ中央本線塩崎駅から
　徒歩約7分
;中央自動車道双葉スマートICから車約８分
<（株）シャトレーゼ
      ベルフォーレワイナリー
　　☎0551-28-4451

鮮やかな紅葉、芳醇なワイン
山梨でとっておきの季節に出会う!!

紅
く
染
ま
る
葉
、
黄
色
く
色
づい
た
葉

自
然
豊
か
な
山
梨
の
紅
葉
を
思
い
切
り
満
喫
。

NATURE&ART

「シンボル展　川中島の戦い＿戦後450年＿」

9/10（土）～
　9/26（月）

笛吹市／
山梨県立博物館

今年は、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちで知られる「第4次川中島の戦い」
から450年という歴史的な節目に当たります。川中島の戦いの経緯や、後世
に様々な伝説を交えながら語り継がれた歴史を紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室　●ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス約10
分、山梨交通「山梨県立博物館」行き、ＪＲ中央本線甲府駅からバス約30
分、北口2番乗り場から山梨交通「山梨県立博物館」行きまたは南口7番乗り
場から富士急行「富士山駅」行き、「山梨県立博物館」下車／中央自動車道
一宮御坂ＩＣから車約8分

♦山梨県立博物館　■055-261-2631

新潟県十日町市博物館蔵

柳沢吉保像（部分）甲府市、一蓮寺蔵　山梨県指定文化財

秋の特別展・企画展
  I N F O R M A T I O N
A R T

好奇心を刺激する展示で
芸術の秋を楽しんで！

歌川国芳筆「川中島合戦」県立博物館蔵

▶11/5（土）・11/6（日）
▶会場/●甲府市　●笛吹市　●甲州市（バスは11/5－
勝沼ルート・塩山ルート・一宮ルート、11/6－甲府ルー
ト・石和御坂八代ルートを巡回。）
■ワインツーリズム実行委員会  ☎055-232-2122
詳しくはhttp://www.yamanashiwine.com/

ワインツーリズム2011　
新しい旅のスタイルを提案
ワイン産地を専用バスが巡回、ワイナリーや農園、商店街
などの散策が楽しめます。

11/5土～6日
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　　　　第19回秀麗富嶽十二景写真コンテスト　
「富士の眺めが日本一美しい街　大月市」のもと市が制定した秀麗富嶽十
二景の山々から撮影した四季折々の富士山の写真を募集します。審査員
は、大月市出身である山岳写真家の白簱史朗氏が務めます。
<大月市役所産業観光課　10554-20-1829

1火～12月28水
●大月市

　　　　浅尾ダイコンまつり　
茅ヶ岳の火山灰土と、日本一の日照時間に恵まれた北杜市明野で育った浅
尾ダイコン。北杜市の秋の収穫祭としての定番イベントとなっています。
:明野温泉太陽館周辺　;ＪＲ中央本線韮崎駅より茅ｹ岳・みずがき田園
バス、明野温泉太陽館下車　;中央自動車道韮崎IC、須玉ICから車約15分
<（財）北杜市農業振興公社　10551-25-2885

3木
●北杜市

　　　　イルミネーションⅰｎにらさき　
ＪＲ中央本線韮崎駅前広場を中心にイルミネーションを飾ります。年々
バージョンアップされた光のオブジェがオルゴールのＢＧＭとともに、幻
想的な雰囲気を醸し出します。
:ＪＲ中央本線韮崎駅前広場　;ＪＲ中央本線韮崎駅下車すぐ　
;中央自動車道韮崎ICから車約10分
<韮崎市観光協会　10551-22-1991

1木～1月9月
●韮崎市

　　　　    大塚にんじん収穫祭　
大塚にんじんは「のっぷい」と呼ばれる肥沃できめが細かい土壌において
作られる人参です。濃い鮮紅色で独自の風味と甘さがあり、太くて長く、
収穫時には80ｃｍ程にもなります。
:みたまの湯駐車場　;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無料シャトルバス有り）
;中央自動車道甲府南ICから国道140号経由で車約20分
<市川三郷町役場産業振興課　1055-240-4157

12月初旬
●市川三郷町

　　　　 武田の杜　トレイルランニングレース　
コースプロデューサーは国内初のプロトレイルランナー、石川弘樹氏。眺
めのよいコースを走った後は、ふもとの湯村温泉で疲れを癒してみてはい
かがでしょう。
:武田の杜　;JR中央本線甲府駅からバス約30分
;中央自動車道甲府南ICから車約40分
<甲府市観光協会　1055-226-6550

12月中旬
●甲府市

　　　　  除夜の鐘　
境内の大鐘は徳川家康の側室・お万の方が寄贈したと伝えられます。大晦
日の夜に除夜の鐘をつき、108の煩悩を滅除し、家内安全で幸多き新年を
祈ります。
:身延山久遠寺　;ＪＲ身延線身延駅からバス約10分
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
<身延山観光協会　10556-62-0502

31土
●身延町

　　　　  紅富士冬まつり　
冠雪した富士山が朝焼けに染まる紅富士を湯舟から眺望できます。地元
商店組合による朝市が同時に開催され、ワカサギ、シジミ、ワインなどが
販売されます。
:山中湖温泉「紅富士の湯」　;富士急行線富士山駅からバス約25分（山
中湖花の都公園入口下車）、徒歩約5分　
;東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
<山中湖温泉「紅富士の湯」　10555-20-2700

１２月～３月の土日祝日午前６時～
●山中湖村

　　　　Taste of autumn（秋の味覚）in甲斐市
巡回バスに乗って、市内のワイナリーや人気の朝採り野菜の買える農産
物直売所などを巡るツアー。
:出発地：ＪＲ中央本線竜王駅　;ＪＲ中央本線竜王駅下車　;中央自
動車道甲府昭和ICから車約10分または双葉スマートICから車約5分
<甲斐市商工観光課　1055-278-1708

5土・6日
●甲斐市

　　　　中央市稲穂まつり’11　　
芸能人歌謡ショー、小学校集団演技、保育園マーチング、稲穂太鼓などの
催しや、地元で採れた新鮮な野菜の即売を予定しております。飲食、ゲー
ムコーナーなども多数出店予定ですので、魅力たっぷりの稲穂まつりに
是非お越しください。
:中央市田富ふるさと公園　;ＪＲ身延線東花輪駅からタクシー約15分
;中央自動車道甲府南ICから車約15分
<中央市役所商工観光課　1055-274-8582

3木
●中央市

　　　 ヌーボーde乾杯！カウントダウン　
11月3日「山梨ヌーボー」解禁日、深夜0時を迎えると同時に「山梨ヌー
ボー」を抜栓し参加者に無料でサービス。郷土料理も味わえます。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

2水・3木
●笛吹市

　　　　　甲州富士川まつり　　
巨大な大釜で煮る、3000食分の富士川まつり名物「大釜ほうとう」の他、
杵つきおもちの販売など楽しい出店が立ち並びます。舞台の催しやその
他のイベントも充実。富士川町最大規模の秋まつり。
:利根川公園　;ＪＲ身延線市川大門駅からタクシー約10分　
;中部横断自動車道増穂ICから車約5分
<富士川まつり実行委員会（富士川町商工観光課内）　10556-22-7202

13日
●富士川町

　　　  武田の里にらさき・ふるさとまつり　　
韮崎市最大の市民総参加型の一大イベント。中心市街地をメイン会場に、
各種コンテストやそれぞれが趣向を凝らした出店・ミニゲーム、また様々
なパフォーマンスが繰り広げられます。
:韮崎駅前中央通り～本町通り　;ＪＲ中央本線韮崎駅下車すぐ
<武田の里まつり実行委員会　10551-22-1991

9日
●韮崎市

　　　  秋の武田の里まつり「武田八幡宮祭典」
武田信義公以来、武田家の氏神として篤く崇拝されてきた武田八幡宮の
例大祭。豊作と収穫を感謝するお祭りとして、神楽の奉納、神輿、抜力術演
武などが行われる。
:武田八幡宮（韮崎市神山町地内）　;ＪＲ中央本線韮崎駅から車約15分
;中央自動車道韮崎ICから車約20分
<武田の里まつり実行委員会　10551-22-1991

10月
●韮崎市

　　　   ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～
ポール・ラッシュ博士への感謝と、収穫に感謝して、国境を越えた人と人
の交流を深め、八ヶ岳に暮らす人と八ヶ岳を愛する人の結びつきを強め
るためのイベントです。
:キープ協会　;ＪＲ小海線清里駅から清里ピクニックバスで約５分
;中央自動車道須玉ICから車約30分
<ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～実行委員会　
10551-48-2626

15土・16日
●北杜市

　　　   第23回甲府大好きまつり
市制施行100周年を記念し、始まったお祭り。出店はもちろん、音楽隊・子
どもみこし・甲府大好き音頭・ビートｔｏビートなどのパレードで甲府の
まちが熱気に包まれます。
:甲府中央商店街　;ＪＲ中央本線甲府駅徒歩約5分　;中央自動車道
甲府南ICから車約30分
<甲府市観光課　1055-237-5702

15土
●甲府市

12月3土～4日
●甲府市

12月3土～4日
●甲府市

　　　  つる産業まつり
毎年、10月末に開催している「つる産業まつり」では、新鮮野菜の直売や
名産品の販売、展示など様々なブースが皆様のお越しをお待ちしており
ます。また、当日は、江戸時代のお茶壷道中を再現した行列が練り歩きます。
:都留市立谷村第一小学校周辺　;富士急行線谷村町駅下車すぐ、約2分
;中央自動車道都留ICから車約5分
<都留市観光協会
10554-43-1111

30日
●都留市

　　　　      農業まつり＆リフレふじよしだ秋祭り
富士吉田市の織物や野菜など特産品の販売や楽しいイベントが盛りだく
さんで行われます。
:道の駅富士吉田　;富士急行線富士山駅からバス約15分　;中央自
動車道河口湖ICから山中湖方面車約10分
<（財）ふじよしだ観光振興サービス　10555-21-1000

23日
●富士吉田市

　　　　第58回甲州市かつぬまぶどうまつり
甲州ぶどう・ワインの無料サービス、鳥居焼きの実施、キャラクターショー
などのステージイベントを実施。
:勝沼中央公園　;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅からシャトルバス約7
分　;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会　10553-32-1000

1土
●甲州市

　　　　第23回ふるさとふれあい祭り
青空と緑の芝生の公園を会場に、地元中学校の吹奏楽の演奏、キャラク
ターショーなどを行います。また、商工会や、各種団体の模擬店舗による
屋台も並びます。恒例の歌謡コンサートなど皆様のふれあいの一日にど
うぞお越しください。
:押原公園　;ＪＲ身延線国母駅から徒歩約15分／近隣小中学校に臨
時駐車場とシャトルバスを運行予定
<昭和町役場企画財政課　1055-275-8154

9日
●昭和町

　　　　 富士・山中湖ぐるりんウォーク
富士五湖で一番早く紅葉が始まる山中湖周辺を雄大な富士山を見ながら
歩き、山中湖の自然を満喫していただきます。
:山中湖交流プラザ「きらら」特設会場　;富士急行線富士山駅からバス
約35分（交流プラザ前下車）　;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分
<山中湖村役場観光課　10555-62-9977

22土・23日
●山中湖村

　　　　多摩源流紅葉釣り大会
小菅フィッシングビレッジを会場に、ヤマメ・ニジマス釣りを行い、各大物
賞、1位から3位までを表彰します。また、中学生以下の特別賞もご用意し
ています。当日は、会場で、「源流汁」の無料提供もあります。
紅葉の木々の中、釣りを満喫できる楽しい1日です。
:小菅フィッシングビレッジ　;JR青梅線奥多摩駅下車バス約50分
;中央自動車道上野原ICから車約45分
<小菅村観光協会　10428-87-0741

30日
●小菅村

　　　　鳴沢菜収穫祭
鳴沢村の伝統野菜である鳴沢菜の収穫祭。鳴沢菜収穫祭では、鳴沢菜入
りのごはんを無料で振る舞ったり、鳴沢菜漬の作り方や、鳴沢菜の歴史を
紹介したパネルの展示もしております。
:道の駅なるさわ　;ＪＲ中央本線大月駅から富士急行線に乗り換え河
口湖駅下車バス約25分　;中央自動車道河口湖ICから車約15分
<道の駅なるさわインフォメーション館　10555-85-3900

29土・30日
●鳴沢村

　　　　2011「健康ウォーク」ＩＮ甲州
誰にでも気軽に参加出来るスポーツイベントとして開催します。友人や
家族と一緒に初秋の甲州市をウォーキングで楽しみましょう。
種目:ウォーキング（4コース）・軽スポーツ体験。その他、お楽しみ抽選会
や無料サービス（豚汁・ぶどう）もあります。
:甲州市塩山総合グランド　;ＪＲ中央本線塩山駅から車約5分
;中央自動車道勝沼ICから車約20分
<健康ウォークＩＮ甲州実行委員会　10553-32-2111（302）

2日
●甲州市

　　　　第２回甲州フルーツマラソン大会
ファミリーコース（3.5㎞）、ぶどう郷コース（10㎞）、フルーツラインコー
ス（ハーフ）、大菩薩コース（23㎞）の４コース・１２種目で行われる。主会
場では、ぶどう・ワインの無料サービス、出店などを実施する。
:甲州市勝沼中央公園　;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅下車
;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<甲州フルーツマラソン大会実行委員会　10553-32-5000

16日
●甲州市

　　　　第６回甲州市およっちょい祭り
甲州弁で「お寄りください」を意味する「およっちょい」。地元の商工会を
中心に、地場産業を盛り上げるまちのイベントとして、古くから市民に親
しまれています。当日は、市民参加の華やかなパレードや地元山梨の食材
を堪能できる屋台も祭りを盛り上げます。
:甲州市役所前駐車場　;ＪＲ中央本線塩山駅下車徒歩約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約20分
<甲州市およっちょい祭り実行委員会（甲州市商工会）　10553-33-2236

23日
●甲州市

　　　　身延山御会式万燈行列
日蓮聖人の御入滅の際に、季節はずれの桜が一斉に咲き揃ったという故
事にちなみ、桜花を飾った万燈を引き、太鼓、笛、鐘によるお囃子を奏でな
がら練り歩きます。
:総門～身延山久遠寺境内　;ＪＲ身延線身延駅からバス約10分
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
<身延山観光協会　10556-62-0502

12水
●身延町

　　　　第２回浴衣deウォークin石和温泉　　
約3ｋｍのコースを浴衣着用で歩きます。参加費は無料。お泊りの旅館・ホ
テルの浴衣をご利用ください。レンタルも可能です（無料）。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

18日
●笛吹市

　　　　御坂ぶどうまつり　　
・温泉ペアー宿泊券及びぶどうが当たる抽選会
・巨峰種飛ばし大会（内容については変更あり。）　
:みさか桃源郷公園　;ＪＲ中央本線石和温泉駅から富士急バスにて下黒
駒行きまたは、富士山駅行きで約15分、みさか桃源郷公園入り口下車すぐ。
<御坂町観光協会フルーツ部会・御坂市役所御坂支所地域課内　
1055-262-2271

1木～30金
●笛吹市

　　　　　富士川町朝市「よりみちマーケット」
地域の農林業の再生と商工街の活性化を図り、新鮮で安くて安心、安全な商品
を消費者のみなさんにお届けするにぎわいの場として「朝市」を開催します。　
:富士川町 富士橋西側町有地　;ＪＲ身延線鰍沢口駅よりタクシー
約５分  ;中部横断自動車道増穂ICから静岡方面へ車約5分
<富士川町役場　商工観光課　
10556-22-7202

11日～（毎月第2、第4日曜日開催）
●富士川町

　　　　オープニングイベント　　
・9/3のオープニングイベントに始まり、石和温泉郷や御坂果実郷の特色
を生かした、ぶどうに関連する多彩なイベントを実施。
:御坂農園グレープハウス　;ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約５分
<石和温泉観光協会　
1055-262-3645

3土
●笛吹市

　　　   「小菅お散歩ゆ～の路（みち）」 （通称）：（ゆ～ろ）       
小菅村中組地区にある小菅の湯を中心としたお散歩イベント。イベント
マップに載っている見所ポイントを見て自由に散策し、緑あふれるのどか
な小菅で古民家カフェや民家の軒先休憩所、神社など小菅の魅力に触れ
られる楽しいイベントです。見所ポイントにはスタンプがあり、規定数以
上のスタンプを集めると特典もあります。当日は、第3回多摩川源流トレ
イルラン大会も同時開催。
:山梨県小菅村中組地区（小菅村物産館前にて受付）　;JR青梅線奥多
摩駅下車バス約50分　;中央自動車道上野原ICから車約45分
<NPO法人多摩源流こすげ　10428-87-7055

18日
●小菅村

　　　   八朔祭　　
都留市を代表する祭りで、郡内三大祭りのひとつに数えられています。特
に付け祭りとして繰り出される大名行列は圧巻で、総数120名が江戸の
衣装を身にまとい、勇壮に、時にユーモラスに街を練り歩きます。
:都留市立谷村第一小学校周辺　;富士急行線谷村町駅下車すぐ
;中央自動車道都留ICから車約５分
<ふるさと時代祭り実行委員会　10554-43-1111

1木
●都留市

　　　   大弐学問祭　
地域が生んだ学問の神様「山県大弐」の遺徳をしのぶお祭り。学問成就祈
願や神輿が盛大に会場を練り歩きます。
:山県神社周辺　;ＪＲ中央本線竜王駅下車徒歩約15分　;中央自動
車道甲府昭和ICから車約5分または双葉スマートICから車約15分
<大弐学問祭実行委員事務局　1055-278-1708

23金
●甲斐市

　　　　   山中明神例大祭（安産祭り）　　
安産守護の神様「豊玉姫命」が主祭神の山中諏訪神社の例祭です。古くか
ら関東屈指の子授け、安産のご利益があると言われています。祭りの神輿
を担いだ女性には、安産が約束されると言われ、お腹の大きな妊婦さんや
子宝に恵まれたいと願う女性、生まれて間もない子どもを背負った母親
が集まるお祭りとして広く全国に知られています。
:山中諏訪神社　;富士急行線富士山駅からバス約25分ホテルマウン
ト富士入口下車徒歩約5分  ;東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
<山中諏訪神社　10555-62-3952

4日・5月
●山中湖村

　　　    リフレふじよしだ
　　　　    新春まつり
リフレふじよしだエリアにて新春イベントが
行われます。餅つきや獅子舞公演など内容盛
りだくさんで行われます。
:道の駅富士吉田　;富士急行線富士山駅
からバス約15分　;中央自動車道河口湖IC
から山中湖方面車約10分
<（財）ふじよしだ観光振興サービス　
10555-21-1000

1日～3火
●富士吉田市

　　　　  お松引き　
毎年１月７日に行われる、お正月の伝統行事で、門松をはらう松送りの祭
事です。熊野神社前の集積場まで松や正月飾りを運び、修羅と呼ばれるＹ
字形の大木の木ゾリの上に積み上げ、修羅に付けられた二本の綱を、村人
や観光客たちが、威勢よく木遣りの音頭でかけ声を合わせながら２時間
かけて道祖神まで引いていく全国でも珍しいお祭りです。
:丹波山村丹波地区駐車場：道の駅たばやま　;ＪＲ青梅線奥多摩駅～
西東京バス丹波行き丹波下車　;圏央道日の出ICから国道411を奥多
摩方面に車約50ｋｍ
<丹波山村観光協会（道の駅たばやま観光案内所）　10428-88-0411

7土
●丹波山村

　　　　いさわ温泉の日
さまざまなイベント盛りだくさんの内容です。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

29日
●笛吹市

　　　　Ｎew Ｙear Ｆestival 2012 ＨＡＰＰＹ　初日の出
フルーツ公園最上段フルーツセンター前広場において、元旦のご来光を
拝み、新年を祝う催しです。市民吹奏楽団の演奏、甘酒＆豚汁の販売、大
抽選会、お年賀の無料配布ほか、無料で足湯やロードトレインにも乗車が
可能。2012年のご来光をみんなで一緒に拝んでみては？
:笛吹川フルーツ公園・フルーツセンター前広場　;JR中央本線山梨市
駅下車タクシー約15分  ;中央自動車道勝沼ICから車約30分
<山梨市役所観光課　観光企画担当　10553-22-1111

1日
●山梨市

●　　　むかわ 米゙・米 ま゙つり　
全国で評価の高い北杜市のお米。中でも幻といわれる「武川米」が収穫さ
れる北杜市武川で開催されるイベント。
:大武川河川公園フレンドパークむかわ　;ＪＲ中央本線韮崎駅から清
流と甲斐駒ｹ岳周遊バス約40分
;中央自動車道須玉ICから車約15分、韮崎ICから車約25分
<武川総合支所地域市民課　10551-42-1481

23水
●北杜市

　　　　山梨 笛吹ヌーヴォー祭り　
笛吹市内のワインメーカー12社が醸造したヌーヴォーをはじめ50銘柄
の個性的なワインを一堂に集め、笛吹産の食材を使用したオードブルと
共に味わう、ワインの造り手と消費者を結ぶ秋のイベント。
:東京都文京区関口2-10-8　椿山荘　;東京メトロ有楽町線「江戸川
橋」下車、1a出口より徒歩約10分　;首都高速5号線「早稲田ランプ」か
ら車約5分
<笛吹市商工会　振興課　1055-263-7811

24木
●笛吹市

　　　　甲府えびす講祭り
７福神の１つ・商売の神「恵比寿神」を祭る行事で、昭和の初めに甲府商工
会議所が日頃の商売のお礼に大安売りで応えようと企画したことから始
まりました。パレード、おみこし渡御なども行われ、たくさんの人々の目を
楽しませています。
:甲府中央商店街他　;JR中央本線甲府駅から徒歩約5分
;中央自動車道甲府南ICから車約30分
<甲府商店街連盟　1055-233-2241

23水
●甲府市

　　　　  山中湖アートイルミネーション
　　　　  「ＦＡＮＴＡＳＥＵＭ」
色とりどりのイルミネーションが点灯し、光の花が咲きます。応募作品約
100基のアートイルミネーションやピラミッド型のウェルカムゲート、
100ｍに渡る光のトンネルなどが皆様をお迎えします。来場者の投票に
よるイルミネーションコンテストも行われます。
:山中湖花の都公園　;富士急行線富士山駅からバス
約25分山中湖花の都公園入口下車　;東富士五湖道路山中湖ICから車
約2分
<山中湖観光協会　10555-62-3100

26土～1月15日
●山中湖村
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イベントカレンダー
平成24年度に開催予定の「2012関東B-1グランプリ」のリハーサル
とまちなかの賑わいの創出を兼ねた大会です。B-1グランプリに出場
した山梨・静岡・神奈川などの団体をはじめ、山梨のご当地グルメ団
体が出展します。また、県内の地場産品の販売も予定しています。

:よっちゃばれ広場・甲府市歴史公園・舞鶴城公園・小瀬スポーツ公園
;よっちゃばれ広場・甲府市歴史公園（JR中央本線甲府駅北口周辺）
　舞鶴城公園（JR中央本線甲府駅から徒歩約5分）
　小瀬スポーツ公園（JR中央本線甲府駅から車約20分／中央自動
　車道甲府南ICから車約15分）
<B級ご当地グルメよっちゃばれ市inこうふ実行委員会事務局　
1055-237-5121
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　　　　第19回秀麗富嶽十二景写真コンテスト　
「富士の眺めが日本一美しい街　大月市」のもと市が制定した秀麗富嶽十
二景の山々から撮影した四季折々の富士山の写真を募集します。審査員
は、大月市出身である山岳写真家の白簱史朗氏が務めます。
<大月市役所産業観光課　10554-20-1829

1火～12月28水
●大月市

　　　　浅尾ダイコンまつり　
茅ヶ岳の火山灰土と、日本一の日照時間に恵まれた北杜市明野で育った浅
尾ダイコン。北杜市の秋の収穫祭としての定番イベントとなっています。
:明野温泉太陽館周辺　;ＪＲ中央本線韮崎駅より茅ｹ岳・みずがき田園
バス、明野温泉太陽館下車　;中央自動車道韮崎IC、須玉ICから車約15分
<（財）北杜市農業振興公社　10551-25-2885

3木
●北杜市

　　　　イルミネーションⅰｎにらさき　
ＪＲ中央本線韮崎駅前広場を中心にイルミネーションを飾ります。年々
バージョンアップされた光のオブジェがオルゴールのＢＧＭとともに、幻
想的な雰囲気を醸し出します。
:ＪＲ中央本線韮崎駅前広場　;ＪＲ中央本線韮崎駅下車すぐ　
;中央自動車道韮崎ICから車約10分
<韮崎市観光協会　10551-22-1991

1木～1月9月
●韮崎市

　　　　    大塚にんじん収穫祭　
大塚にんじんは「のっぷい」と呼ばれる肥沃できめが細かい土壌において
作られる人参です。濃い鮮紅色で独自の風味と甘さがあり、太くて長く、
収穫時には80ｃｍ程にもなります。
:みたまの湯駐車場　;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無料シャトルバス有り）
;中央自動車道甲府南ICから国道140号経由で車約20分
<市川三郷町役場産業振興課　1055-240-4157

12月初旬
●市川三郷町

　　　　 武田の杜　トレイルランニングレース　
コースプロデューサーは国内初のプロトレイルランナー、石川弘樹氏。眺
めのよいコースを走った後は、ふもとの湯村温泉で疲れを癒してみてはい
かがでしょう。
:武田の杜　;JR中央本線甲府駅からバス約30分
;中央自動車道甲府南ICから車約40分
<甲府市観光協会　1055-226-6550

12月中旬
●甲府市

　　　　  除夜の鐘　
境内の大鐘は徳川家康の側室・お万の方が寄贈したと伝えられます。大晦
日の夜に除夜の鐘をつき、108の煩悩を滅除し、家内安全で幸多き新年を
祈ります。
:身延山久遠寺　;ＪＲ身延線身延駅からバス約10分
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
<身延山観光協会　10556-62-0502

31土
●身延町

　　　　  紅富士冬まつり　
冠雪した富士山が朝焼けに染まる紅富士を湯舟から眺望できます。地元
商店組合による朝市が同時に開催され、ワカサギ、シジミ、ワインなどが
販売されます。
:山中湖温泉「紅富士の湯」　;富士急行線富士山駅からバス約25分（山
中湖花の都公園入口下車）、徒歩約5分　
;東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
<山中湖温泉「紅富士の湯」　10555-20-2700

１２月～３月の土日祝日午前６時～
●山中湖村

　　　　Taste of autumn（秋の味覚）in甲斐市
巡回バスに乗って、市内のワイナリーや人気の朝採り野菜の買える農産
物直売所などを巡るツアー。
:出発地：ＪＲ中央本線竜王駅　;ＪＲ中央本線竜王駅下車　;中央自
動車道甲府昭和ICから車約10分または双葉スマートICから車約5分
<甲斐市商工観光課　1055-278-1708

5土・6日
●甲斐市

　　　　中央市稲穂まつり’11　　
芸能人歌謡ショー、小学校集団演技、保育園マーチング、稲穂太鼓などの
催しや、地元で採れた新鮮な野菜の即売を予定しております。飲食、ゲー
ムコーナーなども多数出店予定ですので、魅力たっぷりの稲穂まつりに
是非お越しください。
:中央市田富ふるさと公園　;ＪＲ身延線東花輪駅からタクシー約15分
;中央自動車道甲府南ICから車約15分
<中央市役所商工観光課　1055-274-8582

3木
●中央市

　　　 ヌーボーde乾杯！カウントダウン　
11月3日「山梨ヌーボー」解禁日、深夜0時を迎えると同時に「山梨ヌー
ボー」を抜栓し参加者に無料でサービス。郷土料理も味わえます。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

2水・3木
●笛吹市

　　　　　甲州富士川まつり　　
巨大な大釜で煮る、3000食分の富士川まつり名物「大釜ほうとう」の他、
杵つきおもちの販売など楽しい出店が立ち並びます。舞台の催しやその
他のイベントも充実。富士川町最大規模の秋まつり。
:利根川公園　;ＪＲ身延線市川大門駅からタクシー約10分　
;中部横断自動車道増穂ICから車約5分
<富士川まつり実行委員会（富士川町商工観光課内）　10556-22-7202

13日
●富士川町

　　　  武田の里にらさき・ふるさとまつり　　
韮崎市最大の市民総参加型の一大イベント。中心市街地をメイン会場に、
各種コンテストやそれぞれが趣向を凝らした出店・ミニゲーム、また様々
なパフォーマンスが繰り広げられます。
:韮崎駅前中央通り～本町通り　;ＪＲ中央本線韮崎駅下車すぐ
<武田の里まつり実行委員会　10551-22-1991

9日
●韮崎市

　　　  秋の武田の里まつり「武田八幡宮祭典」
武田信義公以来、武田家の氏神として篤く崇拝されてきた武田八幡宮の
例大祭。豊作と収穫を感謝するお祭りとして、神楽の奉納、神輿、抜力術演
武などが行われる。
:武田八幡宮（韮崎市神山町地内）　;ＪＲ中央本線韮崎駅から車約15分
;中央自動車道韮崎ICから車約20分
<武田の里まつり実行委員会　10551-22-1991

10月
●韮崎市

　　　   ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～
ポール・ラッシュ博士への感謝と、収穫に感謝して、国境を越えた人と人
の交流を深め、八ヶ岳に暮らす人と八ヶ岳を愛する人の結びつきを強め
るためのイベントです。
:キープ協会　;ＪＲ小海線清里駅から清里ピクニックバスで約５分
;中央自動車道須玉ICから車約30分
<ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～実行委員会　
10551-48-2626

15土・16日
●北杜市

　　　   第23回甲府大好きまつり
市制施行100周年を記念し、始まったお祭り。出店はもちろん、音楽隊・子
どもみこし・甲府大好き音頭・ビートｔｏビートなどのパレードで甲府の
まちが熱気に包まれます。
:甲府中央商店街　;ＪＲ中央本線甲府駅徒歩約5分　;中央自動車道
甲府南ICから車約30分
<甲府市観光課　1055-237-5702

15土
●甲府市

12月3土～4日
●甲府市

12月3土～4日
●甲府市

　　　  つる産業まつり
毎年、10月末に開催している「つる産業まつり」では、新鮮野菜の直売や
名産品の販売、展示など様々なブースが皆様のお越しをお待ちしており
ます。また、当日は、江戸時代のお茶壷道中を再現した行列が練り歩きます。
:都留市立谷村第一小学校周辺　;富士急行線谷村町駅下車すぐ、約2分
;中央自動車道都留ICから車約5分
<都留市観光協会
10554-43-1111

30日
●都留市

　　　　      農業まつり＆リフレふじよしだ秋祭り
富士吉田市の織物や野菜など特産品の販売や楽しいイベントが盛りだく
さんで行われます。
:道の駅富士吉田　;富士急行線富士山駅からバス約15分　;中央自
動車道河口湖ICから山中湖方面車約10分
<（財）ふじよしだ観光振興サービス　10555-21-1000

23日
●富士吉田市

　　　　第58回甲州市かつぬまぶどうまつり
甲州ぶどう・ワインの無料サービス、鳥居焼きの実施、キャラクターショー
などのステージイベントを実施。
:勝沼中央公園　;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅からシャトルバス約7
分　;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会　10553-32-1000

1土
●甲州市

　　　　第23回ふるさとふれあい祭り
青空と緑の芝生の公園を会場に、地元中学校の吹奏楽の演奏、キャラク
ターショーなどを行います。また、商工会や、各種団体の模擬店舗による
屋台も並びます。恒例の歌謡コンサートなど皆様のふれあいの一日にど
うぞお越しください。
:押原公園　;ＪＲ身延線国母駅から徒歩約15分／近隣小中学校に臨
時駐車場とシャトルバスを運行予定
<昭和町役場企画財政課　1055-275-8154

9日
●昭和町

　　　　 富士・山中湖ぐるりんウォーク
富士五湖で一番早く紅葉が始まる山中湖周辺を雄大な富士山を見ながら
歩き、山中湖の自然を満喫していただきます。
:山中湖交流プラザ「きらら」特設会場　;富士急行線富士山駅からバス
約35分（交流プラザ前下車）　;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分
<山中湖村役場観光課　10555-62-9977

22土・23日
●山中湖村

　　　　多摩源流紅葉釣り大会
小菅フィッシングビレッジを会場に、ヤマメ・ニジマス釣りを行い、各大物
賞、1位から3位までを表彰します。また、中学生以下の特別賞もご用意し
ています。当日は、会場で、「源流汁」の無料提供もあります。
紅葉の木々の中、釣りを満喫できる楽しい1日です。
:小菅フィッシングビレッジ　;JR青梅線奥多摩駅下車バス約50分
;中央自動車道上野原ICから車約45分
<小菅村観光協会　10428-87-0741

30日
●小菅村

　　　　鳴沢菜収穫祭
鳴沢村の伝統野菜である鳴沢菜の収穫祭。鳴沢菜収穫祭では、鳴沢菜入
りのごはんを無料で振る舞ったり、鳴沢菜漬の作り方や、鳴沢菜の歴史を
紹介したパネルの展示もしております。
:道の駅なるさわ　;ＪＲ中央本線大月駅から富士急行線に乗り換え河
口湖駅下車バス約25分　;中央自動車道河口湖ICから車約15分
<道の駅なるさわインフォメーション館　10555-85-3900

29土・30日
●鳴沢村

　　　　2011「健康ウォーク」ＩＮ甲州
誰にでも気軽に参加出来るスポーツイベントとして開催します。友人や
家族と一緒に初秋の甲州市をウォーキングで楽しみましょう。
種目:ウォーキング（4コース）・軽スポーツ体験。その他、お楽しみ抽選会
や無料サービス（豚汁・ぶどう）もあります。
:甲州市塩山総合グランド　;ＪＲ中央本線塩山駅から車約5分
;中央自動車道勝沼ICから車約20分
<健康ウォークＩＮ甲州実行委員会　10553-32-2111（302）

2日
●甲州市

　　　　第２回甲州フルーツマラソン大会
ファミリーコース（3.5㎞）、ぶどう郷コース（10㎞）、フルーツラインコー
ス（ハーフ）、大菩薩コース（23㎞）の４コース・１２種目で行われる。主会
場では、ぶどう・ワインの無料サービス、出店などを実施する。
:甲州市勝沼中央公園　;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅下車
;中央自動車道勝沼ICから車約５分
<甲州フルーツマラソン大会実行委員会　10553-32-5000

16日
●甲州市

　　　　第６回甲州市およっちょい祭り
甲州弁で「お寄りください」を意味する「およっちょい」。地元の商工会を
中心に、地場産業を盛り上げるまちのイベントとして、古くから市民に親
しまれています。当日は、市民参加の華やかなパレードや地元山梨の食材
を堪能できる屋台も祭りを盛り上げます。
:甲州市役所前駐車場　;ＪＲ中央本線塩山駅下車徒歩約10分
;中央自動車道勝沼ICから車約20分
<甲州市およっちょい祭り実行委員会（甲州市商工会）　10553-33-2236

23日
●甲州市

　　　　身延山御会式万燈行列
日蓮聖人の御入滅の際に、季節はずれの桜が一斉に咲き揃ったという故
事にちなみ、桜花を飾った万燈を引き、太鼓、笛、鐘によるお囃子を奏でな
がら練り歩きます。
:総門～身延山久遠寺境内　;ＪＲ身延線身延駅からバス約10分
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
<身延山観光協会　10556-62-0502

12水
●身延町

　　　　第２回浴衣deウォークin石和温泉　　
約3ｋｍのコースを浴衣着用で歩きます。参加費は無料。お泊りの旅館・ホ
テルの浴衣をご利用ください。レンタルも可能です（無料）。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

18日
●笛吹市

　　　　御坂ぶどうまつり　　
・温泉ペアー宿泊券及びぶどうが当たる抽選会
・巨峰種飛ばし大会（内容については変更あり。）　
:みさか桃源郷公園　;ＪＲ中央本線石和温泉駅から富士急バスにて下黒
駒行きまたは、富士山駅行きで約15分、みさか桃源郷公園入り口下車すぐ。
<御坂町観光協会フルーツ部会・御坂市役所御坂支所地域課内　
1055-262-2271

1木～30金
●笛吹市

　　　　　富士川町朝市「よりみちマーケット」
地域の農林業の再生と商工街の活性化を図り、新鮮で安くて安心、安全な商品
を消費者のみなさんにお届けするにぎわいの場として「朝市」を開催します。　
:富士川町 富士橋西側町有地　;ＪＲ身延線鰍沢口駅よりタクシー
約５分  ;中部横断自動車道増穂ICから静岡方面へ車約5分
<富士川町役場　商工観光課　
10556-22-7202

11日～（毎月第2、第4日曜日開催）
●富士川町

　　　　オープニングイベント　　
・9/3のオープニングイベントに始まり、石和温泉郷や御坂果実郷の特色
を生かした、ぶどうに関連する多彩なイベントを実施。
:御坂農園グレープハウス　;ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約５分
<石和温泉観光協会　
1055-262-3645

3土
●笛吹市

　　　   「小菅お散歩ゆ～の路（みち）」 （通称）：（ゆ～ろ）       
小菅村中組地区にある小菅の湯を中心としたお散歩イベント。イベント
マップに載っている見所ポイントを見て自由に散策し、緑あふれるのどか
な小菅で古民家カフェや民家の軒先休憩所、神社など小菅の魅力に触れ
られる楽しいイベントです。見所ポイントにはスタンプがあり、規定数以
上のスタンプを集めると特典もあります。当日は、第3回多摩川源流トレ
イルラン大会も同時開催。
:山梨県小菅村中組地区（小菅村物産館前にて受付）　;JR青梅線奥多
摩駅下車バス約50分　;中央自動車道上野原ICから車約45分
<NPO法人多摩源流こすげ　10428-87-7055

18日
●小菅村

　　　   八朔祭　　
都留市を代表する祭りで、郡内三大祭りのひとつに数えられています。特
に付け祭りとして繰り出される大名行列は圧巻で、総数120名が江戸の
衣装を身にまとい、勇壮に、時にユーモラスに街を練り歩きます。
:都留市立谷村第一小学校周辺　;富士急行線谷村町駅下車すぐ
;中央自動車道都留ICから車約５分
<ふるさと時代祭り実行委員会　10554-43-1111

1木
●都留市

　　　   大弐学問祭　
地域が生んだ学問の神様「山県大弐」の遺徳をしのぶお祭り。学問成就祈
願や神輿が盛大に会場を練り歩きます。
:山県神社周辺　;ＪＲ中央本線竜王駅下車徒歩約15分　;中央自動
車道甲府昭和ICから車約5分または双葉スマートICから車約15分
<大弐学問祭実行委員事務局　1055-278-1708

23金
●甲斐市

　　　　   山中明神例大祭（安産祭り）　　
安産守護の神様「豊玉姫命」が主祭神の山中諏訪神社の例祭です。古くか
ら関東屈指の子授け、安産のご利益があると言われています。祭りの神輿
を担いだ女性には、安産が約束されると言われ、お腹の大きな妊婦さんや
子宝に恵まれたいと願う女性、生まれて間もない子どもを背負った母親
が集まるお祭りとして広く全国に知られています。
:山中諏訪神社　;富士急行線富士山駅からバス約25分ホテルマウン
ト富士入口下車徒歩約5分  ;東富士五湖道路山中湖ICから車約3分
<山中諏訪神社　10555-62-3952

4日・5月
●山中湖村

　　　    リフレふじよしだ
　　　　    新春まつり
リフレふじよしだエリアにて新春イベントが
行われます。餅つきや獅子舞公演など内容盛
りだくさんで行われます。
:道の駅富士吉田　;富士急行線富士山駅
からバス約15分　;中央自動車道河口湖IC
から山中湖方面車約10分
<（財）ふじよしだ観光振興サービス　
10555-21-1000

1日～3火
●富士吉田市

　　　　  お松引き　
毎年１月７日に行われる、お正月の伝統行事で、門松をはらう松送りの祭
事です。熊野神社前の集積場まで松や正月飾りを運び、修羅と呼ばれるＹ
字形の大木の木ゾリの上に積み上げ、修羅に付けられた二本の綱を、村人
や観光客たちが、威勢よく木遣りの音頭でかけ声を合わせながら２時間
かけて道祖神まで引いていく全国でも珍しいお祭りです。
:丹波山村丹波地区駐車場：道の駅たばやま　;ＪＲ青梅線奥多摩駅～
西東京バス丹波行き丹波下車　;圏央道日の出ICから国道411を奥多
摩方面に車約50ｋｍ
<丹波山村観光協会（道の駅たばやま観光案内所）　10428-88-0411

7土
●丹波山村

　　　　いさわ温泉の日
さまざまなイベント盛りだくさんの内容です。
:石和源泉足湯ひろば　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約15分
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
<石和温泉観光協会　1055-262-3645

29日
●笛吹市

　　　　Ｎew Ｙear Ｆestival 2012 ＨＡＰＰＹ　初日の出
フルーツ公園最上段フルーツセンター前広場において、元旦のご来光を
拝み、新年を祝う催しです。市民吹奏楽団の演奏、甘酒＆豚汁の販売、大
抽選会、お年賀の無料配布ほか、無料で足湯やロードトレインにも乗車が
可能。2012年のご来光をみんなで一緒に拝んでみては？
:笛吹川フルーツ公園・フルーツセンター前広場　;JR中央本線山梨市
駅下車タクシー約15分  ;中央自動車道勝沼ICから車約30分
<山梨市役所観光課　観光企画担当　10553-22-1111

1日
●山梨市

●　　　むかわ 米゙・米 ま゙つり　
全国で評価の高い北杜市のお米。中でも幻といわれる「武川米」が収穫さ
れる北杜市武川で開催されるイベント。
:大武川河川公園フレンドパークむかわ　;ＪＲ中央本線韮崎駅から清
流と甲斐駒ｹ岳周遊バス約40分
;中央自動車道須玉ICから車約15分、韮崎ICから車約25分
<武川総合支所地域市民課　10551-42-1481

23水
●北杜市

　　　　山梨 笛吹ヌーヴォー祭り　
笛吹市内のワインメーカー12社が醸造したヌーヴォーをはじめ50銘柄
の個性的なワインを一堂に集め、笛吹産の食材を使用したオードブルと
共に味わう、ワインの造り手と消費者を結ぶ秋のイベント。
:東京都文京区関口2-10-8　椿山荘　;東京メトロ有楽町線「江戸川
橋」下車、1a出口より徒歩約10分　;首都高速5号線「早稲田ランプ」か
ら車約5分
<笛吹市商工会　振興課　1055-263-7811

24木
●笛吹市

　　　　甲府えびす講祭り
７福神の１つ・商売の神「恵比寿神」を祭る行事で、昭和の初めに甲府商工
会議所が日頃の商売のお礼に大安売りで応えようと企画したことから始
まりました。パレード、おみこし渡御なども行われ、たくさんの人々の目を
楽しませています。
:甲府中央商店街他　;JR中央本線甲府駅から徒歩約5分
;中央自動車道甲府南ICから車約30分
<甲府商店街連盟　1055-233-2241

23水
●甲府市

　　　　  山中湖アートイルミネーション
　　　　  「ＦＡＮＴＡＳＥＵＭ」
色とりどりのイルミネーションが点灯し、光の花が咲きます。応募作品約
100基のアートイルミネーションやピラミッド型のウェルカムゲート、
100ｍに渡る光のトンネルなどが皆様をお迎えします。来場者の投票に
よるイルミネーションコンテストも行われます。
:山中湖花の都公園　;富士急行線富士山駅からバス
約25分山中湖花の都公園入口下車　;東富士五湖道路山中湖ICから車
約2分
<山中湖観光協会　10555-62-3100

26土～1月15日
●山中湖村
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イベントカレンダー
平成24年度に開催予定の「2012関東B-1グランプリ」のリハーサル
とまちなかの賑わいの創出を兼ねた大会です。B-1グランプリに出場
した山梨・静岡・神奈川などの団体をはじめ、山梨のご当地グルメ団
体が出展します。また、県内の地場産品の販売も予定しています。

:よっちゃばれ広場・甲府市歴史公園・舞鶴城公園・小瀬スポーツ公園
;よっちゃばれ広場・甲府市歴史公園（JR中央本線甲府駅北口周辺）
　舞鶴城公園（JR中央本線甲府駅から徒歩約5分）
　小瀬スポーツ公園（JR中央本線甲府駅から車約20分／中央自動
　車道甲府南ICから車約15分）
<B級ご当地グルメよっちゃばれ市inこうふ実行委員会事務局　
1055-237-5121
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平成24年1月31日（火）まで
有効期限

山梨の旅をさらにおトクに! 
特典･割引クーポンやまなし

やまなし

やまなし

やまなし ご利用施設一覧ご利用施設一覧

特典を受ける際には、
必ずクーポンをご提示ください。

山梨県内の宿泊施設や温泉施設など101の各施設で利用できる
特典・割引内容の掲載をしております。山梨の旅に有効にご活用ください。

岩殿山ふれあいの館
館から望む富士は絶景です。

笹一酒造（株）酒遊館
蔵見学ができ、清酒・ワイン・焼酎などの試飲が幅広くできます。

秋山温泉
源泉掛け流し天然温泉。温泉プール・岩盤浴で心と身体をじっくり癒す。

丹波山温泉のめこい湯
道の駅たばやまが併設。自然豊かな中の知る人ぞ知る名湯。

0554-23-4611

0554-25-2008

0554-56-2611

0428-88-0026

大月市賑岡町強瀬81-1

大月市笹子町吉久保26

上野原市秋山2210

丹波山村2901

絵はがきをプレゼント（3種類から1枚）。

酒類全品5％割引（一部限定品除く）。

入浴料900円→390円。

入浴料大人：600円→500円。

八ヶ岳パイ工房
森の中にたたずむ、パイ専門のお店です。

ハイジの村
アニメ「アルプスの少女ハイジ」のテーマビレッジ。
ヨーロッパの街並みをイメージした園内は四季折々に咲く花々が楽しめる。

金精軒（台ヶ原店）
ここでしか手に入らないレア銘菓！！極上生信玄餅。

0551-38-0290

0551-25-4700

0551-35-2246

北杜市大泉町谷戸5632

北杜市明野町浅尾2471

北杜市白州町台ヶ原2211

紅茶サービス。

入園者にウインナーコーヒーサービス。

キャンディ1袋プレゼント。

盛田甲州ワイナリー株式会社
20種類のワインの試飲と併設レストランでの食事が楽しめます。

0553-44-2003
甲州市勝沼町勝沼2842

ワインをお買い上げの方にミニボトルワインをプレゼント。食事にグラスワイン又はジュースをサービス。

お食事処　はやし

株式会社山梨ワイン

恵林寺

ロリアンワイン白百合醸造

信玄館

ブドウ畑のレストラン風

フジッコワイナリー株式会社

甲州牛の焼肉セット・甲州ほうとう・甲州名物馬刺し・鳥もつ煮が当店のおすすめです。

地元のぶどうを使ったこだわりのワインが試飲できます。

開山夢窓国師、武田信玄公・柳沢吉保公菩提寺。

試飲と見学のできるワイナリー。ワインの瓶詰め体験など各種有料体験もできます。

武田信玄公菩提寺の恵林寺のすぐ横にあります。

風のローストビーフは白ワインとわさびとの相性抜群です。

10種類以上のワインの試飲とナタデココデザートの試食ができます。

0553-33-6004

0553-44-0111

0553-33-3011

0553-44-3131

0553-33-3555

0553-44-3325

0553-44-3181

甲州市塩山小屋敷1577

甲州市勝沼町下岩崎835

甲州市塩山小屋敷2280

甲州市勝沼町等々力878-2

甲州市塩山小屋敷2311-1

甲州市勝沼町下岩崎2171

甲州市勝沼町下岩崎2770-1

御食事のお客様にソフトドリンクまたは日替デザートをサービス。

ワイン代金10％割引。

拝観料大人：300円→250円。

コルクのキーホルダーをプレゼント。

売店10％割引（一部の商品除く）。

ワンドリンクサービス（他のサービス併用不可）。

お買い物5％割引（一部商品を除く）。

ホテル春日居

みさかの湯

なごみの湯

ももの里温泉

風林火山響の里　宝石庭園信玄の里

食材にこだわったお料理と充実の館内施設が評判の温泉リゾート。

5種類のお風呂（露天風呂等）と3種類のサウナ（塩サウナ等）を取り揃えております。

温泉の後には132畳の大広間で寛ぎのひとときをお楽しみ下さい。

露天風呂・打たせ湯・サウナを揃え、桃源郷の大パノラマが絶景です。

甲州名物宝刀や馬刺し、Ｂ級グルメの鳥もつが味わえます。

0553-20-2000

055-261-6166

055-230-5551

0553-47-4126

055-263-6884

笛吹市春日居町小松855

笛吹市御坂町成田2200

笛吹市石和町下平井578

笛吹市一宮町金沢387-1

笛吹市石和町窪中島122-1

宿泊のお客様にはオリジナルミニワインプレゼント。

入浴料一日券（市外）大人：700円→500円、小人400円→300円。

入浴料5時間券（市外）大人：700円→400円、小人300円→200円。

入浴料一日券（市外）大人：1000円→500円、小人500円→300円。

①「響の里」でお食事をされた方は、ウェルカムドリンク（ワインビネガー）をサービス。
②「宝石庭園」を見学された方全員にちょっぴりプレゼント。

佐藤農園
モモ・ブドウ・キウイを主体とする観光園。オリジナルジャムが好評。

090-1997-8357
山梨市東818

オリジナルジャムを1個プレゼント（11月30日まで）。

クリスタル・ミュージアム
宝さがし気分でお買い物！お気に入りが必ず見つかります。

甲府富士屋ホテル
景色・食・温泉・おもてなしのあるプレミアムホテル。

昇仙峡ロープウェイ
山頂からは雄大な富士山や南アルプス連峰が一望できます。

幸せの丘ありあんす　象牙彫刻美術館
甲府盆地を見渡す丘の上に立つ、世界に類のない象牙彫刻美術館。18ホールパターコース・レストランあり。

サドヤ
甲府駅より徒歩5分。地下瓶熟庫のツアー、レストランカフェ等でお楽しみ下さい。

湯村温泉旅館協同組合
甲府駅より車で15分。散策しながら立ち寄り入浴が楽しめます。

天然温泉　甲斐路の湯　ドーミーイン甲府
最上階に眺望抜群の温泉のある充実のビジネスホテル。

武田神社　宝物殿
神社創建以来、武田家関係者より奉納された縁の遺宝を一堂に展示。

善光寺
武田信玄ゆかりの寺院。鳴龍、お戒壇廻りがあります。

055-228-7003

055-253-8111

055-287-2111

055-266-5005

055-251-3671

055-252-2261

055-226-5489

055-252-2609

055-233-7570

甲府市貢川1-1-7

甲府市湯村3-2-30

甲府市猪狩町441

甲府市上曽根町朝日4011

甲府市北口3-3-24

甲府市湯村3-10-5

甲府市中央1-14-3

甲府市古府中町6211

甲府市善光寺3-36-1

博物館入館料2割引。

レストラン10％割引、入浴料50％割引。

往復乗車券10％割引。

入館料大人：500円→300円、中高生：200円→100円、パターゴルフ＆
スイーツセット（ケーキ＋飲み物）大人：1000円、中高生：800円、小人：500円。

地下ワインセラー見学ツアー300円→200円。

湯村温泉郷内で立ち寄り湯を行っている旅館・ホテルの入浴料金100円引。

宿泊のお客様お一人につきオリジナルミネラルウォーター（500ｍｌ）1本プレゼント。

入館料50円引き。

拝観料大人：500円→400円、小学生：250円→200円。
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湯～とぴあ
とても贅沢100％掛け流し温泉「驚異の秘泉」ベスト5ノミネート。

ホテルリフレッシュガーデンクレスト
地元からも愛される温泉施設は敷地地下からの新鮮で安全な源泉。

敷島ワイナリー
自社農場で栽培したぶどうを原料とする、国産100％のワインを販売しています。

055-276-9111

0120-46-3630

055-277-2805

甲斐市富竹新田1300-1

甲斐市富竹新田1536-1

甲斐市亀沢3228

入浴料大人・子供とも500円（タオルセット等別途）。

日帰り入浴（中学生未満は利用不可）1800円→900円。

店内商品10％割引。

㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー
雄大な南アルプスや八ヶ岳をご覧頂きながら、ワインの試飲、チーズ・
チーズケーキの試食が出来ます。併設にローマンガラス美術館があります。

0551-28-4451
甲斐市下今井1954

ローマンガラス美術館入館料500円→400円、ミニアイスプレゼント。

甲
州
市

中
央
市

市
川
三
郷
町

まるき葡萄酒
現存する最古のワイナリー。工場見学可（要予約）。

大善寺

大和葡萄酒㈱

国宝薬師堂、国重要文化財薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将像を所有。

独自の価値形成を理念に世界品質のワインを造っています。
古来品種からのワイン造りや甲州の垣根栽培にも成功しています。

0553-44-0027

0553-44-0433

0553-44-1005

甲州市勝沼町勝沼3559

甲州市勝沼町等々力776-1

甲州市勝沼町下岩崎2488

拝観料100円引き、民宿大善寺宿泊の方にグラスワイン1杯サービス。

商品5％割引（ジャム・コンポートを除く）。

ウエルカムドリンク（グラスビールまたは巨峰サイダー1本）サービス。

道の駅とよとみ
土づくりにこだわり野菜に甘み・旨みがあり、特にスイートコーン（とうもろこし）
がおすすめです。とうもろこしワイン・焼酎も販売しております。

055-269-3424
中央市浅利1010-1

シルクソフトクリームのみ330円→300円。

みはらしの丘　みたまの湯
大パノラマが広がる露天風呂。夜景は何度見ても見事です。

つむぎの湯
静かな山間の「六郷の里」に誕生した温泉。

055-272-2641

0556-20-2651

市川三郷町大塚2608

市川三郷町鴨狩津向640

オリジナルタオルプレゼント。

入浴料割引　町外者料金→町内者料金。

八
ヶ
岳
エ
リ
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北
杜
市

北
杜
市
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中
湖
村

富
士
河
口
湖
町

メリーゴーラウンドカフェ
メリーゴーランドのあるワンちゃんもOKなカフェレストラン。

ペンションアムール
甲斐大泉駅に近いのに自然がいっぱい。朝食の焼き立てパンが好評！

ゲストハウス　ミュー
ゆったりと寛いで頂ける大人の雰囲気の宿です。

ペンション結（ゆい）
13畳の和洋室、半露天風呂、夕食はフルコース、庭での朝食が自慢。

甲斐駒ケ岳温泉　尾白の湯
源泉100％の赤茶色の露天風呂が大人気。温泉から塩がとれる。

サンメドウズ
富士山、赤岳等日本百名山に囲まれた素晴らしい景観が魅力です。

0551-48-3741

0551-38-3475

0551-48-4606

0551-48-3331

0551-35-2800

0551-48-4111

北杜市高根町清里3545　萌木の村

北杜市大泉町西井出8240-1548

北杜市高根町清里3545-5108

北杜市高根町清里3545-3064

北杜市白州町白須8077-1名水公園べるが内

北杜市大泉町西井出8240-1

森のメリーゴーランド100円引、カフェご利用5％割引。

直接予約宿泊夕食付きでドリンクサービス。

夕食時、グラスワイン又はジュースをサービス。

夕食時にグラスワインプレゼント。

入浴料700円→600円。

リフト割引大人200円引、子供100円引（～10月30日）、
リフト1日券通常価格から500円引（12月10日～1月31日）。

七賢醸造元　山梨銘醸株式会社
甲斐駒ケ岳の伏流水を醸して300年　七賢醸造元。

清春　旅と空想の美術館
世界各地をテーマに旅したような気持ちになれる企画展開催。
オールシーズンクリスマスショップ併設。

暖炉レストラン・ターシャ
日本最大級の暖炉レストランです。

パイの家エム・ワン
八ヶ岳の麓名水の里大泉にて名物「八ヶ岳のアップルパイ」がおすすめです。

はなみずき
森の中にひっそりと佇む宿。夕食は和洋折衷、朝食はワッフル。

中村キース・ヘリング美術館
カフェやショップも充実。ファミリーで楽しめます。

POLLYANNA（ポリアンナ）
四季を彩るポリアンナの庭は標高1000mの別世界、料理も美味！

ペンションおにっ子
大型犬大歓迎です。一部バリアフリー、車椅子でも利用可。

アグリーブル
県内初のそばの芽を使った、そばの芽そばを皆様に一度食べてもらいたい。

明野温泉　太陽館
北に八ヶ岳、西に南アルプス、南に富士山と大パノラマが広がる眺望。

増富の湯
冷え解消に、温度差のある4種類の源泉に30分以上入浴がおすすめ。

健康ランド須玉
美肌の湯と言われるぬるめの温泉。富士山の見える持ち込み可の大広間あり。

甲斐大泉温泉パノラマの湯
晴天時には優美な富士山を眺めながら温泉を楽しめます。

ペンション＆
クラフトショップ　

Garden&
Cottage 

0551-35-2236

0551-32-8188

0551-25-4129

0551-38-4181

0551-48-4882

0551-36-8712

0551-36-3954

0551-38-2195

0551-26-3880

0551-25-2601

0551-20-6500

0551-42-1200

0551-38-1341

北杜市白州町台ヶ原2283

北杜市長坂町中丸1543-58

北杜市明野町上手11588

北杜市大泉町谷戸5883

北杜市高根町清里3545-3421

北杜市小淵沢町10249-7

北杜市小淵沢町2790-2

北杜市大泉町西井出8240-5414

北杜市武川町山高3567-212

北杜市明野町浅尾5259-950

北杜市須玉町比志6438

北杜市須玉町若神子3900-1

北杜市大泉町西井出8240-1

きき酒　ワンドリンクサービス。

入館料大人：500円→400円、小中学生：300→200円。

ターシャ自家製生ハム50％割引。

「アップルパイ」をご試食いただけます。八ヶ岳の湧水をご自由にお持ち帰りいただけます。

ご宿泊のお客様にちょっぴり靴下プレゼント。

入館料100円引き。

夕食時にグラスワインまたは100％ジュースをプレゼント。

八ヶ岳アウトレットのソフトドリンク券プレゼント。

5％割引。

日帰り温泉　市外入館者大人700円→600円、小人400円→300円。

入館料700円→600円。

大人200円割引（市内350円、市外500円）、子供100円割引（市内200円、市外350円）。

オリジナルフェイスタオルプレゼント。（1枚につき6名様まで）

むかわの湯
ミネラル豊富な温泉と冷鉱泉の二つの源泉を持つ希少な温泉。

金精軒（韮崎店）
ここでしか手に入らないレア銘菓！！極上生信玄餅。

ゆーぷるにらさき
弱アルカリ性の温泉で身体の芯から温まる美肌の湯をご体験下さい。

韮崎大村美術館
小倉遊亀、片岡球子等女性作家の作品を常設展示する美術館です。

0551-20-3113

0551-25-3990

0551-20-2222

0551-23-7775

北杜市武川町牧原1322

韮崎市中田町小田川154

韮崎市中田町中条1800-1

韮崎市神山町鍋山1830-1

入浴料大人：700円→600円、小人：400円→300円。

キャンディ1袋プレゼント。

入浴料100円引（市外の方のみ）700円→600円。

入館料大人100円引き、小中高生50円引き。

大
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ア
富
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富士川・切り絵の森美術館
国内外の一流切り絵作家の作品を一堂に展示する「切り絵」の美術館。

甲斐黄金村湯之奥金山博物館
学びながら"宝探し"のできる博物館。

道の駅「しもべ」
地元産小梅に塩、しそ、甘酢のみで漬け込んだ無添加食品が自慢です。

身延町なかとみ和紙の里
手漉き和紙体験が楽しめます。

道の駅富士川ふるさと工芸館
各種工芸体験が出来る道の駅です。

ヤマメの里
ヤマメ100％の釣堀です。（GW・お盆等はニジマスもいます）

0556-62-4500

0556-36-0015

0556-20-4141

0556-20-4556

0556-62-5424

0556-36-0083

身延町下山1597富士川クラフトパーク内

身延町上之平1787

身延町古関4321

身延町西嶋345

身延町下山1578

身延町杉山1533

開催中の企画展入館料割引。

入場料10％割引。

小梅漬（塩漬、甘酢漬）消費税サービス。

体験料、美術館入館料10％割引。

工芸体験（陶芸・ガラス工芸・和紙・印刻・銀細工）10％割引。

ヤマメ2尾サービス。

奥山温泉
四季折々の彩りが美しい、静かな山あいにある温泉浴場。

ココロと身体の癒しの里　なんぶの湯
PH10.3高アルカリ性温泉。お食事処、大広間、個室、ほぐし処など設備を充実。
１日ゆったり、のんびりお過ごしください。

富士ロイヤルカントリークラブ
富士山を眺め雄大な大自然に展開する36ホールズ。四季を通じて温暖なチャンピオンコースです。

十枚荘温泉
山里の風情を感じ、天然温泉と名物イノシシ料理や山の幸をどうぞ。

0556-66-3366

0556-64-2434

0556-67-3311

0556-64-2246

南部町福士26842

南部町内船8106-1

南部町万沢7483

南部町成島2714

入浴料50％割引。

内船大正コロッケ定食600→400円。
土・日・祭日は、17時～女性に限りお食事処「味彩」にてワンドリンクサービス。（限定）

ウェルカムドリンク（コーヒー）サービス（クーポン1枚につき1名様）。

宿泊のお客様に季節の小鉢またはデザート等のサービス。

まほらの湯
たっぷりの湯で心ゆくまでゆっくりとくつろぎのひとときを！

富士川町総合交流ターミナル　つくたべかん
ふるさと伝承の味を「つくって・たべて・かんじて」ください。

甲州鰍沢温泉　かじかの湯
山里の自然と、心と体を癒す温泉を満喫。高濃度の泉質が自慢です。

富士川町交流センター　塩の華
旬の野菜・小麦饅頭・そば・うどん等を販売しています。

0556-22-7227

0556-20-2020

0556-27-0002

0556-20-2111

富士川町長沢1757-2

富士川町十谷2294-7

富士川町鳥屋137-1

富士川町鰍沢4852-1

来館者にまほらの湯オリジナル温泉の素プレゼント。

鰍澤塩10g（お試し用）プレゼント。

町外者入浴料100円割引。

鰍澤塩10g（お試し用）プレゼント。

ふじやまビール館「プラッツ」
2011年春リニューアルオープン。地ビールレストラン・足湯など5つの複合施設でゆっくりと楽しめます。

海の家レストラン
きめが細かく舌触りの良い極上まぐろを激安価格で定食にして販売。

0555-24-4800

0555-23-7448

富士吉田市新屋1936

富士吉田市松山5-14-22

地ビール＆レストラン「プロスト」飲食のみ5％割引。

天然まぐろのトロのすき身をサービス。

山中湖文学の森 三島由紀夫文学館
徳富蘇峰館

日本を代表する作家とジャーナリストの業績に出会えます。

山中湖温泉 紅富士の湯
四季折々の富士を望む絶景露天風呂などが魅力。

山中湖平野温泉 石割の湯
日本最高級の高アルカリ性温泉。美肌・冷え性に効果あり。

0555-20-2655（三）2633（徳）

0555-20-2700

0555-20-3355

山中湖村平野506-296

山中湖村山中865-776

山中湖村平野1450

入館料50円引き。

入浴料10％割引。

入浴料10％割引。

西湖いやしの里根場
ねん ば

富士山を望む展望地に建ち並ぶ20棟の茅葺民家はなつかしい「日本のふるさと」です。

西湖こうもり穴
富士山麓に最大級の溶岩洞穴、又国指定の天然記念物。

道の駅かつやま
湖と1.7ｈａの広々とした芝生公園が目の前にある道の駅。

0555-20-4677

0555-82-3111

0555-72-5633

富士河口湖町西湖根場2710

富士河口湖町西湖2068

富士河口湖町勝山3754

来館者にポストカードプレゼント。

入洞料割引（大人300円→270円、小人150円→130円）。

お買い上げ料金5%割引（一部商品を除く）。

山梨宝石博物館
山梨の地場産業である宝石を展示する国内唯一の宝石専門博物館。

風のテラスKUKUNA
2010年夏リフレッシュリニューアルオープン！全客室より富士山と河口湖が一望できる眺望絶景の宿。

網焼HANA
富士山と河口湖が一望できるおいしいワインと厳選された素材を網焼きで味わえるお店です。

河口湖ペンション　おおきな木
2007年新築オープンのペンション。和室が多く子供連れでも安心。

河口湖猿まわし劇場
かわいいお猿さんがお届けする笑いと感動の猿まわし公演。

河口湖オルゴールの森
富士山と湖を望む音楽と花の楽園。

ペンション　ノア
露天風呂棟・1階貸切露天風呂は無料でご利用になれます。屋根がありますので雨でも雪でもご利用になれます。

久保田一竹美術館
幽玄な世界の中、忙中閑の一時を一竹辻が花とともにお過ごし下さい。

印傳館 山澄園
甲州印傳総合専門販売店。山梨の特産品も多数取り揃えてございます。２Ｆは郷土のお食事処です。

河口湖ミューズ館・与勇輝 館
創作人形作家・与勇輝（あたえゆうき）の作品を展示しています。

大石紬伝統工芸館
富士河口湖町大石地区の生活から生まれ、歴史が育んだ織物。古の技を伝えます。

河口湖美術館
雄大な富士山と湖に囲まれた美術館。富士山をテーマにした常設展も充実。

河口湖自然生活館
人気のジャム作りは“手ぶら”で気軽に立ち寄れる体験教室です。

河口湖フィールドセンター
溶岩樹型の探策やクラフト体験で大自然を満喫することができます。

ほうとう不動
富士河口湖にある4店舗で名物ほうとうを召し上がっていただきます。

河口湖木ノ花美術館
猫のダヤンのミュージアムです。ショップやレストランカフェもご利用頂けます。

いんでんかん やまずみえん

0555-73-3246

0555-83-3333

0555-73-4129

0555-76-7966

0555-76-8855

0555-20-4111

0555-76-6532

0555-76-8811

0555-72-0132

0555-72-5258

0555-76-7901

0555-73-2829

0555-76-8230

0555-72-4331

0555-76-7011

0555-76-6789

富士河口湖町船津6713

富士河口湖町浅川70

富士河口湖町浅川205-1

富士河口湖町大石2161-27

富士河口湖町河口2719-8

富士河口湖町河口3077-20

富士河口湖町大石2123-32

富士河口湖町河口2255

富士河口湖町船津72

富士河口湖町小立923

富士河口湖町大石1438-1

富士河口湖町河口3170

富士河口湖町大石2585

富士河口湖町船津6603

富士河口湖町河口707

富士河口湖町河口3026

入館料大人：600円→500円、小中学生：300円→250円。

ウェルカムドリンクサービス、ハーブクッキー付き。

コーヒー又は紅茶又はアイスクリーム付き。

ウェルカムドリンクサービス。

入場料10％割引（他割引との併用不可）。

入館料100円引き。

1組2名様以上にオリジナルワイン（360ml）1本プレゼント。

入館料100円引き（5名様まで）。

ウェルカムドリンクサービス。

入館料10％割引。

美顔パフ10％割引。

入館料10％割引。

ジャム作り体験料10%割引。

クラフト体験料10％割引。

4名様まで不動ほうとう5％割引。

入館料10％割引、レストランカフェご利用のお客様にはダヤンオリジナルポストカードをプレゼント。
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平成24年1月31日（火）まで
有効期限

山梨の旅をさらにおトクに! 
特典･割引クーポンやまなし

やまなし

やまなし

やまなし ご利用施設一覧ご利用施設一覧

特典を受ける際には、
必ずクーポンをご提示ください。

山梨県内の宿泊施設や温泉施設など101の各施設で利用できる
特典・割引内容の掲載をしております。山梨の旅に有効にご活用ください。

岩殿山ふれあいの館
館から望む富士は絶景です。

笹一酒造（株）酒遊館
蔵見学ができ、清酒・ワイン・焼酎などの試飲が幅広くできます。

秋山温泉
源泉掛け流し天然温泉。温泉プール・岩盤浴で心と身体をじっくり癒す。

丹波山温泉のめこい湯
道の駅たばやまが併設。自然豊かな中の知る人ぞ知る名湯。

0554-23-4611

0554-25-2008

0554-56-2611

0428-88-0026

大月市賑岡町強瀬81-1

大月市笹子町吉久保26

上野原市秋山2210

丹波山村2901

絵はがきをプレゼント（3種類から1枚）。

酒類全品5％割引（一部限定品除く）。

入浴料900円→390円。

入浴料大人：600円→500円。

八ヶ岳パイ工房
森の中にたたずむ、パイ専門のお店です。

ハイジの村
アニメ「アルプスの少女ハイジ」のテーマビレッジ。
ヨーロッパの街並みをイメージした園内は四季折々に咲く花々が楽しめる。

金精軒（台ヶ原店）
ここでしか手に入らないレア銘菓！！極上生信玄餅。

0551-38-0290

0551-25-4700

0551-35-2246

北杜市大泉町谷戸5632

北杜市明野町浅尾2471

北杜市白州町台ヶ原2211

紅茶サービス。

入園者にウインナーコーヒーサービス。

キャンディ1袋プレゼント。

盛田甲州ワイナリー株式会社
20種類のワインの試飲と併設レストランでの食事が楽しめます。

0553-44-2003
甲州市勝沼町勝沼2842

ワインをお買い上げの方にミニボトルワインをプレゼント。食事にグラスワイン又はジュースをサービス。

お食事処　はやし

株式会社山梨ワイン

恵林寺

ロリアンワイン白百合醸造

信玄館

ブドウ畑のレストラン風

フジッコワイナリー株式会社

甲州牛の焼肉セット・甲州ほうとう・甲州名物馬刺し・鳥もつ煮が当店のおすすめです。

地元のぶどうを使ったこだわりのワインが試飲できます。

開山夢窓国師、武田信玄公・柳沢吉保公菩提寺。

試飲と見学のできるワイナリー。ワインの瓶詰め体験など各種有料体験もできます。

武田信玄公菩提寺の恵林寺のすぐ横にあります。

風のローストビーフは白ワインとわさびとの相性抜群です。

10種類以上のワインの試飲とナタデココデザートの試食ができます。

0553-33-6004

0553-44-0111

0553-33-3011

0553-44-3131

0553-33-3555

0553-44-3325

0553-44-3181

甲州市塩山小屋敷1577

甲州市勝沼町下岩崎835

甲州市塩山小屋敷2280

甲州市勝沼町等々力878-2

甲州市塩山小屋敷2311-1

甲州市勝沼町下岩崎2171

甲州市勝沼町下岩崎2770-1

御食事のお客様にソフトドリンクまたは日替デザートをサービス。

ワイン代金10％割引。

拝観料大人：300円→250円。

コルクのキーホルダーをプレゼント。

売店10％割引（一部の商品除く）。

ワンドリンクサービス（他のサービス併用不可）。

お買い物5％割引（一部商品を除く）。

ホテル春日居

みさかの湯

なごみの湯

ももの里温泉

風林火山響の里　宝石庭園信玄の里

食材にこだわったお料理と充実の館内施設が評判の温泉リゾート。

5種類のお風呂（露天風呂等）と3種類のサウナ（塩サウナ等）を取り揃えております。

温泉の後には132畳の大広間で寛ぎのひとときをお楽しみ下さい。

露天風呂・打たせ湯・サウナを揃え、桃源郷の大パノラマが絶景です。

甲州名物宝刀や馬刺し、Ｂ級グルメの鳥もつが味わえます。

0553-20-2000

055-261-6166

055-230-5551

0553-47-4126

055-263-6884

笛吹市春日居町小松855

笛吹市御坂町成田2200

笛吹市石和町下平井578

笛吹市一宮町金沢387-1

笛吹市石和町窪中島122-1

宿泊のお客様にはオリジナルミニワインプレゼント。

入浴料一日券（市外）大人：700円→500円、小人400円→300円。

入浴料5時間券（市外）大人：700円→400円、小人300円→200円。

入浴料一日券（市外）大人：1000円→500円、小人500円→300円。

①「響の里」でお食事をされた方は、ウェルカムドリンク（ワインビネガー）をサービス。
②「宝石庭園」を見学された方全員にちょっぴりプレゼント。

佐藤農園
モモ・ブドウ・キウイを主体とする観光園。オリジナルジャムが好評。

090-1997-8357
山梨市東818

オリジナルジャムを1個プレゼント（11月30日まで）。

クリスタル・ミュージアム
宝さがし気分でお買い物！お気に入りが必ず見つかります。

甲府富士屋ホテル
景色・食・温泉・おもてなしのあるプレミアムホテル。

昇仙峡ロープウェイ
山頂からは雄大な富士山や南アルプス連峰が一望できます。

幸せの丘ありあんす　象牙彫刻美術館
甲府盆地を見渡す丘の上に立つ、世界に類のない象牙彫刻美術館。18ホールパターコース・レストランあり。

サドヤ
甲府駅より徒歩5分。地下瓶熟庫のツアー、レストランカフェ等でお楽しみ下さい。

湯村温泉旅館協同組合
甲府駅より車で15分。散策しながら立ち寄り入浴が楽しめます。

天然温泉　甲斐路の湯　ドーミーイン甲府
最上階に眺望抜群の温泉のある充実のビジネスホテル。

武田神社　宝物殿
神社創建以来、武田家関係者より奉納された縁の遺宝を一堂に展示。

善光寺
武田信玄ゆかりの寺院。鳴龍、お戒壇廻りがあります。

055-228-7003

055-253-8111

055-287-2111

055-266-5005

055-251-3671

055-252-2261

055-226-5489

055-252-2609

055-233-7570

甲府市貢川1-1-7

甲府市湯村3-2-30

甲府市猪狩町441

甲府市上曽根町朝日4011

甲府市北口3-3-24

甲府市湯村3-10-5

甲府市中央1-14-3

甲府市古府中町6211

甲府市善光寺3-36-1

博物館入館料2割引。

レストラン10％割引、入浴料50％割引。

往復乗車券10％割引。

入館料大人：500円→300円、中高生：200円→100円、パターゴルフ＆
スイーツセット（ケーキ＋飲み物）大人：1000円、中高生：800円、小人：500円。

地下ワインセラー見学ツアー300円→200円。

湯村温泉郷内で立ち寄り湯を行っている旅館・ホテルの入浴料金100円引。

宿泊のお客様お一人につきオリジナルミネラルウォーター（500ｍｌ）1本プレゼント。

入館料50円引き。

拝観料大人：500円→400円、小学生：250円→200円。
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湯～とぴあ
とても贅沢100％掛け流し温泉「驚異の秘泉」ベスト5ノミネート。

ホテルリフレッシュガーデンクレスト
地元からも愛される温泉施設は敷地地下からの新鮮で安全な源泉。

敷島ワイナリー
自社農場で栽培したぶどうを原料とする、国産100％のワインを販売しています。

055-276-9111

0120-46-3630

055-277-2805

甲斐市富竹新田1300-1

甲斐市富竹新田1536-1

甲斐市亀沢3228

入浴料大人・子供とも500円（タオルセット等別途）。

日帰り入浴（中学生未満は利用不可）1800円→900円。

店内商品10％割引。

㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー
雄大な南アルプスや八ヶ岳をご覧頂きながら、ワインの試飲、チーズ・
チーズケーキの試食が出来ます。併設にローマンガラス美術館があります。

0551-28-4451
甲斐市下今井1954

ローマンガラス美術館入館料500円→400円、ミニアイスプレゼント。

甲
州
市

中
央
市

市
川
三
郷
町

まるき葡萄酒
現存する最古のワイナリー。工場見学可（要予約）。

大善寺

大和葡萄酒㈱

国宝薬師堂、国重要文化財薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将像を所有。

独自の価値形成を理念に世界品質のワインを造っています。
古来品種からのワイン造りや甲州の垣根栽培にも成功しています。

0553-44-0027

0553-44-0433

0553-44-1005

甲州市勝沼町勝沼3559

甲州市勝沼町等々力776-1

甲州市勝沼町下岩崎2488

拝観料100円引き、民宿大善寺宿泊の方にグラスワイン1杯サービス。

商品5％割引（ジャム・コンポートを除く）。

ウエルカムドリンク（グラスビールまたは巨峰サイダー1本）サービス。

道の駅とよとみ
土づくりにこだわり野菜に甘み・旨みがあり、特にスイートコーン（とうもろこし）
がおすすめです。とうもろこしワイン・焼酎も販売しております。

055-269-3424
中央市浅利1010-1

シルクソフトクリームのみ330円→300円。

みはらしの丘　みたまの湯
大パノラマが広がる露天風呂。夜景は何度見ても見事です。

つむぎの湯
静かな山間の「六郷の里」に誕生した温泉。

055-272-2641

0556-20-2651

市川三郷町大塚2608

市川三郷町鴨狩津向640

オリジナルタオルプレゼント。

入浴料割引　町外者料金→町内者料金。
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メリーゴーラウンドカフェ
メリーゴーランドのあるワンちゃんもOKなカフェレストラン。

ペンションアムール
甲斐大泉駅に近いのに自然がいっぱい。朝食の焼き立てパンが好評！

ゲストハウス　ミュー
ゆったりと寛いで頂ける大人の雰囲気の宿です。

ペンション結（ゆい）
13畳の和洋室、半露天風呂、夕食はフルコース、庭での朝食が自慢。

甲斐駒ケ岳温泉　尾白の湯
源泉100％の赤茶色の露天風呂が大人気。温泉から塩がとれる。

サンメドウズ
富士山、赤岳等日本百名山に囲まれた素晴らしい景観が魅力です。

0551-48-3741

0551-38-3475

0551-48-4606

0551-48-3331

0551-35-2800

0551-48-4111

北杜市高根町清里3545　萌木の村

北杜市大泉町西井出8240-1548

北杜市高根町清里3545-5108

北杜市高根町清里3545-3064

北杜市白州町白須8077-1名水公園べるが内

北杜市大泉町西井出8240-1

森のメリーゴーランド100円引、カフェご利用5％割引。

直接予約宿泊夕食付きでドリンクサービス。

夕食時、グラスワイン又はジュースをサービス。

夕食時にグラスワインプレゼント。

入浴料700円→600円。

リフト割引大人200円引、子供100円引（～10月30日）、
リフト1日券通常価格から500円引（12月10日～1月31日）。

七賢醸造元　山梨銘醸株式会社
甲斐駒ケ岳の伏流水を醸して300年　七賢醸造元。

清春　旅と空想の美術館
世界各地をテーマに旅したような気持ちになれる企画展開催。
オールシーズンクリスマスショップ併設。

暖炉レストラン・ターシャ
日本最大級の暖炉レストランです。

パイの家エム・ワン
八ヶ岳の麓名水の里大泉にて名物「八ヶ岳のアップルパイ」がおすすめです。

はなみずき
森の中にひっそりと佇む宿。夕食は和洋折衷、朝食はワッフル。

中村キース・ヘリング美術館
カフェやショップも充実。ファミリーで楽しめます。

POLLYANNA（ポリアンナ）
四季を彩るポリアンナの庭は標高1000mの別世界、料理も美味！

ペンションおにっ子
大型犬大歓迎です。一部バリアフリー、車椅子でも利用可。

アグリーブル
県内初のそばの芽を使った、そばの芽そばを皆様に一度食べてもらいたい。

明野温泉　太陽館
北に八ヶ岳、西に南アルプス、南に富士山と大パノラマが広がる眺望。

増富の湯
冷え解消に、温度差のある4種類の源泉に30分以上入浴がおすすめ。

健康ランド須玉
美肌の湯と言われるぬるめの温泉。富士山の見える持ち込み可の大広間あり。

甲斐大泉温泉パノラマの湯
晴天時には優美な富士山を眺めながら温泉を楽しめます。

ペンション＆
クラフトショップ　

Garden&
Cottage 

0551-35-2236

0551-32-8188

0551-25-4129

0551-38-4181

0551-48-4882

0551-36-8712

0551-36-3954

0551-38-2195

0551-26-3880

0551-25-2601

0551-20-6500

0551-42-1200

0551-38-1341

北杜市白州町台ヶ原2283

北杜市長坂町中丸1543-58

北杜市明野町上手11588

北杜市大泉町谷戸5883

北杜市高根町清里3545-3421

北杜市小淵沢町10249-7

北杜市小淵沢町2790-2

北杜市大泉町西井出8240-5414

北杜市武川町山高3567-212

北杜市明野町浅尾5259-950

北杜市須玉町比志6438

北杜市須玉町若神子3900-1

北杜市大泉町西井出8240-1

きき酒　ワンドリンクサービス。

入館料大人：500円→400円、小中学生：300→200円。

ターシャ自家製生ハム50％割引。

「アップルパイ」をご試食いただけます。八ヶ岳の湧水をご自由にお持ち帰りいただけます。

ご宿泊のお客様にちょっぴり靴下プレゼント。

入館料100円引き。

夕食時にグラスワインまたは100％ジュースをプレゼント。

八ヶ岳アウトレットのソフトドリンク券プレゼント。

5％割引。

日帰り温泉　市外入館者大人700円→600円、小人400円→300円。

入館料700円→600円。

大人200円割引（市内350円、市外500円）、子供100円割引（市内200円、市外350円）。

オリジナルフェイスタオルプレゼント。（1枚につき6名様まで）

むかわの湯
ミネラル豊富な温泉と冷鉱泉の二つの源泉を持つ希少な温泉。

金精軒（韮崎店）
ここでしか手に入らないレア銘菓！！極上生信玄餅。

ゆーぷるにらさき
弱アルカリ性の温泉で身体の芯から温まる美肌の湯をご体験下さい。

韮崎大村美術館
小倉遊亀、片岡球子等女性作家の作品を常設展示する美術館です。

0551-20-3113

0551-25-3990

0551-20-2222

0551-23-7775

北杜市武川町牧原1322

韮崎市中田町小田川154

韮崎市中田町中条1800-1

韮崎市神山町鍋山1830-1

入浴料大人：700円→600円、小人：400円→300円。

キャンディ1袋プレゼント。

入浴料100円引（市外の方のみ）700円→600円。

入館料大人100円引き、小中高生50円引き。
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富士川・切り絵の森美術館
国内外の一流切り絵作家の作品を一堂に展示する「切り絵」の美術館。

甲斐黄金村湯之奥金山博物館
学びながら"宝探し"のできる博物館。

道の駅「しもべ」
地元産小梅に塩、しそ、甘酢のみで漬け込んだ無添加食品が自慢です。

身延町なかとみ和紙の里
手漉き和紙体験が楽しめます。

道の駅富士川ふるさと工芸館
各種工芸体験が出来る道の駅です。

ヤマメの里
ヤマメ100％の釣堀です。（GW・お盆等はニジマスもいます）

0556-62-4500

0556-36-0015

0556-20-4141

0556-20-4556

0556-62-5424

0556-36-0083

身延町下山1597富士川クラフトパーク内

身延町上之平1787

身延町古関4321

身延町西嶋345

身延町下山1578

身延町杉山1533

開催中の企画展入館料割引。

入場料10％割引。

小梅漬（塩漬、甘酢漬）消費税サービス。

体験料、美術館入館料10％割引。

工芸体験（陶芸・ガラス工芸・和紙・印刻・銀細工）10％割引。

ヤマメ2尾サービス。

奥山温泉
四季折々の彩りが美しい、静かな山あいにある温泉浴場。

ココロと身体の癒しの里　なんぶの湯
PH10.3高アルカリ性温泉。お食事処、大広間、個室、ほぐし処など設備を充実。
１日ゆったり、のんびりお過ごしください。

富士ロイヤルカントリークラブ
富士山を眺め雄大な大自然に展開する36ホールズ。四季を通じて温暖なチャンピオンコースです。

十枚荘温泉
山里の風情を感じ、天然温泉と名物イノシシ料理や山の幸をどうぞ。

0556-66-3366

0556-64-2434

0556-67-3311

0556-64-2246

南部町福士26842

南部町内船8106-1

南部町万沢7483

南部町成島2714

入浴料50％割引。

内船大正コロッケ定食600→400円。
土・日・祭日は、17時～女性に限りお食事処「味彩」にてワンドリンクサービス。（限定）

ウェルカムドリンク（コーヒー）サービス（クーポン1枚につき1名様）。

宿泊のお客様に季節の小鉢またはデザート等のサービス。

まほらの湯
たっぷりの湯で心ゆくまでゆっくりとくつろぎのひとときを！

富士川町総合交流ターミナル　つくたべかん
ふるさと伝承の味を「つくって・たべて・かんじて」ください。

甲州鰍沢温泉　かじかの湯
山里の自然と、心と体を癒す温泉を満喫。高濃度の泉質が自慢です。

富士川町交流センター　塩の華
旬の野菜・小麦饅頭・そば・うどん等を販売しています。

0556-22-7227

0556-20-2020

0556-27-0002

0556-20-2111

富士川町長沢1757-2

富士川町十谷2294-7

富士川町鳥屋137-1

富士川町鰍沢4852-1

来館者にまほらの湯オリジナル温泉の素プレゼント。

鰍澤塩10g（お試し用）プレゼント。

町外者入浴料100円割引。

鰍澤塩10g（お試し用）プレゼント。

ふじやまビール館「プラッツ」
2011年春リニューアルオープン。地ビールレストラン・足湯など5つの複合施設でゆっくりと楽しめます。

海の家レストラン
きめが細かく舌触りの良い極上まぐろを激安価格で定食にして販売。

0555-24-4800

0555-23-7448

富士吉田市新屋1936

富士吉田市松山5-14-22

地ビール＆レストラン「プロスト」飲食のみ5％割引。

天然まぐろのトロのすき身をサービス。

山中湖文学の森 三島由紀夫文学館
徳富蘇峰館

日本を代表する作家とジャーナリストの業績に出会えます。

山中湖温泉 紅富士の湯
四季折々の富士を望む絶景露天風呂などが魅力。

山中湖平野温泉 石割の湯
日本最高級の高アルカリ性温泉。美肌・冷え性に効果あり。

0555-20-2655（三）2633（徳）

0555-20-2700

0555-20-3355

山中湖村平野506-296

山中湖村山中865-776

山中湖村平野1450

入館料50円引き。

入浴料10％割引。

入浴料10％割引。

西湖いやしの里根場
ねん ば

富士山を望む展望地に建ち並ぶ20棟の茅葺民家はなつかしい「日本のふるさと」です。

西湖こうもり穴
富士山麓に最大級の溶岩洞穴、又国指定の天然記念物。

道の駅かつやま
湖と1.7ｈａの広々とした芝生公園が目の前にある道の駅。

0555-20-4677

0555-82-3111

0555-72-5633

富士河口湖町西湖根場2710

富士河口湖町西湖2068

富士河口湖町勝山3754

来館者にポストカードプレゼント。

入洞料割引（大人300円→270円、小人150円→130円）。

お買い上げ料金5%割引（一部商品を除く）。

山梨宝石博物館
山梨の地場産業である宝石を展示する国内唯一の宝石専門博物館。

風のテラスKUKUNA
2010年夏リフレッシュリニューアルオープン！全客室より富士山と河口湖が一望できる眺望絶景の宿。

網焼HANA
富士山と河口湖が一望できるおいしいワインと厳選された素材を網焼きで味わえるお店です。

河口湖ペンション　おおきな木
2007年新築オープンのペンション。和室が多く子供連れでも安心。

河口湖猿まわし劇場
かわいいお猿さんがお届けする笑いと感動の猿まわし公演。

河口湖オルゴールの森
富士山と湖を望む音楽と花の楽園。

ペンション　ノア
露天風呂棟・1階貸切露天風呂は無料でご利用になれます。屋根がありますので雨でも雪でもご利用になれます。

久保田一竹美術館
幽玄な世界の中、忙中閑の一時を一竹辻が花とともにお過ごし下さい。

印傳館 山澄園
甲州印傳総合専門販売店。山梨の特産品も多数取り揃えてございます。２Ｆは郷土のお食事処です。

河口湖ミューズ館・与勇輝 館
創作人形作家・与勇輝（あたえゆうき）の作品を展示しています。

大石紬伝統工芸館
富士河口湖町大石地区の生活から生まれ、歴史が育んだ織物。古の技を伝えます。

河口湖美術館
雄大な富士山と湖に囲まれた美術館。富士山をテーマにした常設展も充実。

河口湖自然生活館
人気のジャム作りは“手ぶら”で気軽に立ち寄れる体験教室です。

河口湖フィールドセンター
溶岩樹型の探策やクラフト体験で大自然を満喫することができます。

ほうとう不動
富士河口湖にある4店舗で名物ほうとうを召し上がっていただきます。

河口湖木ノ花美術館
猫のダヤンのミュージアムです。ショップやレストランカフェもご利用頂けます。

いんでんかん やまずみえん

0555-73-3246

0555-83-3333

0555-73-4129

0555-76-7966

0555-76-8855

0555-20-4111

0555-76-6532

0555-76-8811

0555-72-0132

0555-72-5258

0555-76-7901

0555-73-2829

0555-76-8230

0555-72-4331

0555-76-7011

0555-76-6789

富士河口湖町船津6713

富士河口湖町浅川70

富士河口湖町浅川205-1

富士河口湖町大石2161-27

富士河口湖町河口2719-8

富士河口湖町河口3077-20

富士河口湖町大石2123-32

富士河口湖町河口2255

富士河口湖町船津72

富士河口湖町小立923

富士河口湖町大石1438-1

富士河口湖町河口3170

富士河口湖町大石2585

富士河口湖町船津6603

富士河口湖町河口707

富士河口湖町河口3026

入館料大人：600円→500円、小中学生：300円→250円。

ウェルカムドリンクサービス、ハーブクッキー付き。

コーヒー又は紅茶又はアイスクリーム付き。

ウェルカムドリンクサービス。

入場料10％割引（他割引との併用不可）。

入館料100円引き。

1組2名様以上にオリジナルワイン（360ml）1本プレゼント。

入館料100円引き（5名様まで）。

ウェルカムドリンクサービス。

入館料10％割引。

美顔パフ10％割引。

入館料10％割引。

ジャム作り体験料10%割引。

クラフト体験料10％割引。

4名様まで不動ほうとう5％割引。

入館料10％割引、レストランカフェご利用のお客様にはダヤンオリジナルポストカードをプレゼント。
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富士の国
やまなし 宝めぐりプレゼント!宝めぐりプレゼント! 山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに設置されている

スタンプを2ヵ所押して応募しよう！

【ご応募方法】郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号と希望プレゼント番号・プレゼント名をご記入の上、山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに設置されているスタンプ（※）を2ヵ所分押してご投函ください。スタンプが
ない場合は、入場券の半券など県内施設の利用がわかるものでも結構です。ただし、交通拠点（JRおよび私鉄各駅・道の駅・高速道路サービスエリア）に設置してあるスタンプや、交通機関の切符、利用領収書のみによる応募は対象外と
させていただきます。交通拠点と県内観光施設のスタンプなど各1ヵ所を組み合わせて応募するか、県内観光施設2ヵ所分で応募して下さい。（スタンプの切貼りは無効）。また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。※プレゼント専用のスタンプは特に設置されておりません。　■送り先：〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-8-17 山梨県庁西別館1階　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：〈秋プレゼント〉平成23年11月30日（水）必着 〈冬プレゼント〉平成24年1月31日（火）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。また、お申し出いただければ直ち
に消去いたしますので当機構までご連絡ください。

本誌のデータは、平成23年8月1日現在のものです。ご利用の際は各観光施設等へ最新案内をご確認ください。

①
②

③

④
⑤
⑥

⑦

甲府市 
富士吉田市 

都留市 

大月市 
南アルプス市 
甲斐市

上野原市 

信玄キティクリアファイル 1枚
吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・
吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ １セット
つるビーストラップ１個＆
「芭蕉月待ちの湯」招待券（１組２名）
猿橋ポスター（Ａ０版） １枚
キウイワイン（甘口）１本 フルーツジャム２個
やはたいも２kg入り　　
赤坂とまと２kg入り　
秋山温泉招待券 ペア１０組

５名様
5名様

3名様

5名様
5名様
10名様
15名様
20名様

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

中央市 
市川三郷町 
身延町 
昭和町 
西桂町 
忍野村 
山中湖村
鳴沢村 
富士河口湖町

大玉トマト（桃太郎） ２０個入り
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ） １本
身延町特産品詰合せセット
富有柿※１０月末締切 ４ｋｇ
富士山のうまい水(500ml)  ２４本入り
写真集「忍野」
山中湖ワイン  １本
富士桜ワイン １本
河口湖ミューズ館無料入場券＆
ケーキセット ペア５組  

５名様
2名様
5名様
10名様
5名様
5名様
3名様
5名様
10名様

①

②
③
④
⑤
⑥

富士吉田市 

南アルプス市 
上野原市 
中央市
市川三郷町 
身延町 

吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・
吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ １セット
キウイワイン（甘口）１本 フルーツジャム２個
秋山温泉招待券 ペア１０組
とよとみハムセット（3,000円相当）
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ） １本
身延町特産品詰合せセット

5名様

5名様
20名様
5名様
2名様
5名様

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

南部町 
西桂町 
忍野村 
山中湖村 
鳴沢村 
富士河口湖町

なんぶの湯回数券 １１枚綴  
バナジウム元祖富士山のうまい水 ６本入り
写真集「忍野」  
山中湖ワイン １本 
富士桜ワイン １本 
河口湖ハーブ館「高級かすてら」 １箱（２２０ｇ） 
 

5名様
5名様
5名様
3名様
5名様
5名様

秋プレゼント！

冬プレゼント！

応募締切：平成23年11月30日（水）

応募締切：平成24年1月31日（火）

Autumn

Winter

中央自動車道・中部横断道・東富士五湖道路でのアクセス

JR中央本線・東海道新幹線でのアクセス

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

松本IC

高井戸IC

名古屋IC

静岡市方面

御殿場方面

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

八王子JCT
圏央道

長野自動車道

中央自動車道

中央自動車道

中部横断自動車道・
中央自動車道

東富士五湖道路・
中央自動車道（大月JCT経由）

中央自動車道

中央自動車道

国道52号線

国道138号線

約30分

約15分

約60分

約60分

約20分

約1時間

約1時間30分

約3時間

約1時間30分

約30分

岡谷JCT

増穂IC

須走IC

長野方面から

東京方面から

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

JR中央本線（特急）

約1時間10分

JR身延線（特急）

約2時間10分

JR東海道新幹線

約1時間

新　宿　駅

松　本　駅

名 古 屋 駅

甲　府　駅

甲　府　駅

甲　府　駅静岡駅

スタンプを集めて
山梨の特産品を当てよう！

町歩き
ふらっと案内
町歩き
ふらっと案内

スマートフォン対応アプリケーション
「ふらっと案内」で

山梨の旅をもっと楽しく快適に！

富士の国やまなし観光ネットで提供している観光情報約5千件の内、約2千件の
情報を発信。現在地周辺の観光スポットを検索し、ルート案内が簡単にできる
など、町歩きをサポートします。

富士の国やまなし観光ネットと連携し情報を提供

バス情報と連動！
■Android携帯の場合は、マーケット（Androidマーケット）で「ふらっと案内」を検索し、ダウンロード
して利用します。（無料）■iPhone/iPadの場合は、App Storeで「ふらっと案内」を検索し、ダウン
ロードして利用します。（無料）

SoftBank、docomo、auのAndroid携帯電話とiPhone/iPadで利用できます。
見る・遊ぶ・食べる・体験・宿泊・入浴・お土産等のスポット及びイベント情報

やはたいも

秋山温泉

山中湖ワイン

河口湖ハーブ館高級「かすてら」河口湖ハーブ館高級「かすてら」 なんぶの湯

赤坂とまと

富士山のうまい水 富士桜ワイン

やはたいも

秋山温泉

山中湖ワイン

なんぶの湯

赤坂とまと

富士山のうまい水 富士桜ワイン

来て！見て！ふれて！！ 
２０１１やまなし秋のタッチパネルキャンペーン
来て！見て！ふれて！！ 
２０１１やまなし秋のタッチパネルキャンペーン

甲斐サーモン甲斐サーモン名水で
　育まれた
名水で
　育まれた

　山梨県内の道の駅や県立の観光施設などに設置されて
いる観光情報端末（タッチパネル）でアンケートに答え、
スタンプ画面を印刷。３施設分（３枚）集めて指定施設へ
持ち込むとプレゼント（１人につき１個）がもらえるキャン
ペーンを実施します。県内を周遊して、お得なプレゼント
をＧＥＴしよう！

　四方を山で囲まれた本県は、富士山麓や八ヶ岳をはじめとして「名水」が
豊富です。そこでは古くから、ニジマスが飼育されています。
　ニジマスという名前は、体の横に桃色の帯状の模様があり、それが雨上がり
出る「虹」に似ていることから付けられたきれいな魚です。
　山梨県のニジマスの生産量は名水が多いだけに日本でも屈指ですが、
今までは小型のサイズが主として釣り用やバーベキュー用として知られて

きましたが、このたび1kgを超す大型ニジマスを飼育生産し「名水で育まれた
甲斐サーモン」として新たに販売することとしました。
　山梨の名水で育だった生食でも安心な、赤身で上品な脂ののった甲斐
サーモンは、塩焼きサイズのニジマスとはひと味違った優れものです。
　釣って良し、姿良し、さらに味良しの三拍子そろった「名水で育まれた甲斐
サーモン」をどうぞご堪能ください。

平成２３年９月１日から１１月３０日まで
観光情報端末（タッチパネル）が
設置されている場所を巡って
プレゼントをもらおう！！

①山梨県地場産業センター（かいてらす：甲府市）
②山梨県富士川地域地場産業振興センター（身延町）
③山梨県郡内地域地場産業振興センター（富士吉田市）
④道の駅南きよさと（北杜市）　以上４施設

http://www.yamanashi-kankou.jp/mobil/2011a-tpcp.html

イベント実施期間

プレゼント配布施設

タッチパネル設置施設一覧（ＰＣでも閲覧可能）

Yamanashi TopicsYamanashi Topics

　「清里フットパス」は、歩くことを通して清里の自然
の素晴らしさや文化、産物などの魅力を存分に味わって
いただけるよう、既存のコースや一般道をアレンジして
紹介しています。是非、紅葉の秋にかけて気持ちの
良い清里を歩いてみませんか？

初心者から本格派まで、満足いただける
魅力的なフットパスのコースを用意。
初心者から本格派まで、満足いただける
魅力的なフットパスのコースを用意。

詳しくは下記アドレスまで
http://kiyosato-footpath.hokuto-retreat.jp/

川俣渓谷ミニトレッキング
レストハウス赤い橋のパーキングに車を止めて、
1時間半のミニトレッキング。
草原とソフトクリームの道
小海線の電車の待ち時間などで、自然の草花や風の
せせらぎの音を楽しみながらゆっくりと歩けるコースです。
滝見の丘と開拓の鐘
「萌木の村」は、自然と共生する「心の豊かさ」を多くの人 と々
共有できる場所を目指し、個性豊かな見どころ満載のコースです。
清里開拓の道
遠い昔、清里開拓時代に思いを馳せる安池ロードを
辿るコースです。
三社参りの道
今から270年ほど前から「三社参り」という風習のあった
村落をたどる非常に趣のあるコースです。
【縁結びの山】飯盛山
森の中の澄んだ空気を満喫できる気持ちのよいコースです。
飯盛山のダイナミックな風景が楽しめます。

清里や
八ヶ岳南麓の
ウォーキングコースの紹介ウォーキングコースの紹介

YAMANASHI
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(社)山梨県調理師会　
電話　055-226-6727 
(土日祝日はお休みです)

取扱店問い合わせ先

山梨県養殖漁業協同組合
電話　055-277-7393　　
(土日祝日はお休みです)

全体的及び生産者問い合わせ先

～兜造りの古民家が残る上芦川集落をゆっくり散策～～兜造りの古民家が残る上芦川集落をゆっくり散策～
※日曜日限定の昼食付プランです。（地域のガイドブック付き）山梨県笛吹市芦川町エリア

日帰り
オプショナル
プラン

　茅葺・かぶと造りの古民家、石積みの段々畑、石仏の馬頭観音、緑の山 を々
眺めながら、古くはヤマトタケルノミコトが通ったといわれる「若彦路」をゆっくり
と散策します。
　ガイドと一緒に地元住民との触れ合いを楽しみながら、日本の原風景が
残る田舎町を散策した後は、芦川農産物直売所「おごっそう家」で地元食材
を使った昼食をお楽しみ下さい。特に田舎カレー（300円）はおすすめです。

詳しくはウエブサイトからこの他にも山梨の魅力満載の
ツアーがいっぱい！
この他にも山梨の魅力満載の
ツアーがいっぱい！ http://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi

エコツアー／自然の恵みツアー／健康・癒しツアー
こだわりツアー／学ぶ・訪ねるツアーなど

いい旅やまなしナビ 検 索

い

い旅
やまなしナビ

い

い旅
やまなしナビ

問 やまなし富士の国旅センター 055-231-2230

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

増穂IC

甲府昭和IC

増穂IC

中
央
自
動
車
道

Yamanashi Map  週末は山梨にいます

東京都



富士の国
やまなし 宝めぐりプレゼント!宝めぐりプレゼント! 山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに設置されている

スタンプを2ヵ所押して応募しよう！

【ご応募方法】郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号と希望プレゼント番号・プレゼント名をご記入の上、山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに設置されているスタンプ（※）を2ヵ所分押してご投函ください。スタンプが
ない場合は、入場券の半券など県内施設の利用がわかるものでも結構です。ただし、交通拠点（JRおよび私鉄各駅・道の駅・高速道路サービスエリア）に設置してあるスタンプや、交通機関の切符、利用領収書のみによる応募は対象外と
させていただきます。交通拠点と県内観光施設のスタンプなど各1ヵ所を組み合わせて応募するか、県内観光施設2ヵ所分で応募して下さい。（スタンプの切貼りは無効）。また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。※プレゼント専用のスタンプは特に設置されておりません。　■送り先：〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-8-17 山梨県庁西別館1階　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：〈秋プレゼント〉平成23年11月30日（水）必着 〈冬プレゼント〉平成24年1月31日（火）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。また、お申し出いただければ直ち
に消去いたしますので当機構までご連絡ください。

本誌のデータは、平成23年8月1日現在のものです。ご利用の際は各観光施設等へ最新案内をご確認ください。

①
②

③

④
⑤
⑥

⑦

甲府市 
富士吉田市 

都留市 

大月市 
南アルプス市 
甲斐市

上野原市 

信玄キティクリアファイル 1枚
吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・
吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ １セット
つるビーストラップ１個＆
「芭蕉月待ちの湯」招待券（１組２名）
猿橋ポスター（Ａ０版） １枚
キウイワイン（甘口）１本 フルーツジャム２個
やはたいも２kg入り　　
赤坂とまと２kg入り　
秋山温泉招待券 ペア１０組

５名様
5名様

3名様

5名様
5名様
10名様
15名様
20名様

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

中央市 
市川三郷町 
身延町 
昭和町 
西桂町 
忍野村 
山中湖村
鳴沢村 
富士河口湖町

大玉トマト（桃太郎） ２０個入り
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ） １本
身延町特産品詰合せセット
富有柿※１０月末締切 ４ｋｇ
富士山のうまい水(500ml)  ２４本入り
写真集「忍野」
山中湖ワイン  １本
富士桜ワイン １本
河口湖ミューズ館無料入場券＆
ケーキセット ペア５組  

５名様
2名様
5名様
10名様
5名様
5名様
3名様
5名様
10名様

①

②
③
④
⑤
⑥

富士吉田市 

南アルプス市 
上野原市 
中央市
市川三郷町 
身延町 

吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・
吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ １セット
キウイワイン（甘口）１本 フルーツジャム２個
秋山温泉招待券 ペア１０組
とよとみハムセット（3,000円相当）
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ） １本
身延町特産品詰合せセット

5名様

5名様
20名様
5名様
2名様
5名様

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

南部町 
西桂町 
忍野村 
山中湖村 
鳴沢村 
富士河口湖町

なんぶの湯回数券 １１枚綴  
バナジウム元祖富士山のうまい水 ６本入り
写真集「忍野」  
山中湖ワイン １本 
富士桜ワイン １本 
河口湖ハーブ館「高級かすてら」 １箱（２２０ｇ） 
 

5名様
5名様
5名様
3名様
5名様
5名様

秋プレゼント！

冬プレゼント！

応募締切：平成23年11月30日（水）

応募締切：平成24年1月31日（火）

Autumn

Winter

中央自動車道・中部横断道・東富士五湖道路でのアクセス

JR中央本線・東海道新幹線でのアクセス

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

松本IC

高井戸IC

名古屋IC

静岡市方面

御殿場方面

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

甲府昭和IC

八王子JCT
圏央道

長野自動車道

中央自動車道

中央自動車道

中部横断自動車道・
中央自動車道

東富士五湖道路・
中央自動車道（大月JCT経由）

中央自動車道

中央自動車道

国道52号線

国道138号線

約30分

約15分

約60分

約60分

約20分

約1時間

約1時間30分

約3時間

約1時間30分

約30分

岡谷JCT

増穂IC

須走IC

長野方面から

東京方面から

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

JR中央本線（特急）

約1時間10分

JR身延線（特急）

約2時間10分

JR東海道新幹線

約1時間

新　宿　駅

松　本　駅

名 古 屋 駅

甲　府　駅

甲　府　駅

甲　府　駅静岡駅

スタンプを集めて
山梨の特産品を当てよう！

町歩き
ふらっと案内
町歩き
ふらっと案内

スマートフォン対応アプリケーション
「ふらっと案内」で

山梨の旅をもっと楽しく快適に！

富士の国やまなし観光ネットで提供している観光情報約5千件の内、約2千件の
情報を発信。現在地周辺の観光スポットを検索し、ルート案内が簡単にできる
など、町歩きをサポートします。

富士の国やまなし観光ネットと連携し情報を提供

バス情報と連動！
■Android携帯の場合は、マーケット（Androidマーケット）で「ふらっと案内」を検索し、ダウンロード
して利用します。（無料）■iPhone/iPadの場合は、App Storeで「ふらっと案内」を検索し、ダウン
ロードして利用します。（無料）

SoftBank、docomo、auのAndroid携帯電話とiPhone/iPadで利用できます。
見る・遊ぶ・食べる・体験・宿泊・入浴・お土産等のスポット及びイベント情報

やはたいも

秋山温泉

山中湖ワイン

河口湖ハーブ館高級「かすてら」河口湖ハーブ館高級「かすてら」 なんぶの湯

赤坂とまと

富士山のうまい水 富士桜ワイン

やはたいも

秋山温泉

山中湖ワイン

なんぶの湯

赤坂とまと

富士山のうまい水 富士桜ワイン

来て！見て！ふれて！！ 
２０１１やまなし秋のタッチパネルキャンペーン
来て！見て！ふれて！！ 
２０１１やまなし秋のタッチパネルキャンペーン

甲斐サーモン甲斐サーモン名水で
　育まれた
名水で
　育まれた

　山梨県内の道の駅や県立の観光施設などに設置されて
いる観光情報端末（タッチパネル）でアンケートに答え、
スタンプ画面を印刷。３施設分（３枚）集めて指定施設へ
持ち込むとプレゼント（１人につき１個）がもらえるキャン
ペーンを実施します。県内を周遊して、お得なプレゼント
をＧＥＴしよう！

　四方を山で囲まれた本県は、富士山麓や八ヶ岳をはじめとして「名水」が
豊富です。そこでは古くから、ニジマスが飼育されています。
　ニジマスという名前は、体の横に桃色の帯状の模様があり、それが雨上がり
出る「虹」に似ていることから付けられたきれいな魚です。
　山梨県のニジマスの生産量は名水が多いだけに日本でも屈指ですが、
今までは小型のサイズが主として釣り用やバーベキュー用として知られて

きましたが、このたび1kgを超す大型ニジマスを飼育生産し「名水で育まれた
甲斐サーモン」として新たに販売することとしました。
　山梨の名水で育だった生食でも安心な、赤身で上品な脂ののった甲斐
サーモンは、塩焼きサイズのニジマスとはひと味違った優れものです。
　釣って良し、姿良し、さらに味良しの三拍子そろった「名水で育まれた甲斐
サーモン」をどうぞご堪能ください。

平成２３年９月１日から１１月３０日まで
観光情報端末（タッチパネル）が
設置されている場所を巡って
プレゼントをもらおう！！

①山梨県地場産業センター（かいてらす：甲府市）
②山梨県富士川地域地場産業振興センター（身延町）
③山梨県郡内地域地場産業振興センター（富士吉田市）
④道の駅南きよさと（北杜市）　以上４施設

http://www.yamanashi-kankou.jp/mobil/2011a-tpcp.html

イベント実施期間

プレゼント配布施設

タッチパネル設置施設一覧（ＰＣでも閲覧可能）

Yamanashi TopicsYamanashi Topics

　「清里フットパス」は、歩くことを通して清里の自然
の素晴らしさや文化、産物などの魅力を存分に味わって
いただけるよう、既存のコースや一般道をアレンジして
紹介しています。是非、紅葉の秋にかけて気持ちの
良い清里を歩いてみませんか？

初心者から本格派まで、満足いただける
魅力的なフットパスのコースを用意。
初心者から本格派まで、満足いただける
魅力的なフットパスのコースを用意。

詳しくは下記アドレスまで
http://kiyosato-footpath.hokuto-retreat.jp/

川俣渓谷ミニトレッキング
レストハウス赤い橋のパーキングに車を止めて、
1時間半のミニトレッキング。
草原とソフトクリームの道
小海線の電車の待ち時間などで、自然の草花や風の
せせらぎの音を楽しみながらゆっくりと歩けるコースです。
滝見の丘と開拓の鐘
「萌木の村」は、自然と共生する「心の豊かさ」を多くの人 と々
共有できる場所を目指し、個性豊かな見どころ満載のコースです。
清里開拓の道
遠い昔、清里開拓時代に思いを馳せる安池ロードを
辿るコースです。
三社参りの道
今から270年ほど前から「三社参り」という風習のあった
村落をたどる非常に趣のあるコースです。
【縁結びの山】飯盛山
森の中の澄んだ空気を満喫できる気持ちのよいコースです。
飯盛山のダイナミックな風景が楽しめます。

清里や
八ヶ岳南麓の
ウォーキングコースの紹介ウォーキングコースの紹介
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(社)山梨県調理師会　
電話　055-226-6727 
(土日祝日はお休みです)

取扱店問い合わせ先

山梨県養殖漁業協同組合
電話　055-277-7393　　
(土日祝日はお休みです)

全体的及び生産者問い合わせ先

～兜造りの古民家が残る上芦川集落をゆっくり散策～～兜造りの古民家が残る上芦川集落をゆっくり散策～
※日曜日限定の昼食付プランです。（地域のガイドブック付き）山梨県笛吹市芦川町エリア

日帰り
オプショナル
プラン

　茅葺・かぶと造りの古民家、石積みの段々畑、石仏の馬頭観音、緑の山 を々
眺めながら、古くはヤマトタケルノミコトが通ったといわれる「若彦路」をゆっくり
と散策します。
　ガイドと一緒に地元住民との触れ合いを楽しみながら、日本の原風景が
残る田舎町を散策した後は、芦川農産物直売所「おごっそう家」で地元食材
を使った昼食をお楽しみ下さい。特に田舎カレー（300円）はおすすめです。

詳しくはウエブサイトからこの他にも山梨の魅力満載の
ツアーがいっぱい！
この他にも山梨の魅力満載の
ツアーがいっぱい！ http://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi

エコツアー／自然の恵みツアー／健康・癒しツアー
こだわりツアー／学ぶ・訪ねるツアーなど

いい旅やまなしナビ 検 索

い

い旅
やまなしナビ

い

い旅
やまなしナビ

問 やまなし富士の国旅センター 055-231-2230

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

増穂IC

甲府昭和IC

増穂IC

中
央
自
動
車
道

Yamanashi Map  週末は山梨にいます

東京都



山梨の名湯秘湯で週末の～んびり旅
山梨の紅葉イベント
新酒を味わうワイナリーイベント

山梨の名湯秘湯で週末の～んびり旅
山梨の紅葉イベント
新酒を味わうワイナリーイベント

特集

特典・割引クーポン付

やまなし

やまなし

やまなし

やまなし

山梨の旅をさらにおトクに!  

2011 9.1(thu)      
    2012 1.31(tue)

やましな
観光＆イベントガイドブック 秋号 冬号

山梨での楽しい旅をお手伝い ですです
山梨のお土産は
山交百貨店で
どうぞ！

近・現代の著名画家たちが描いた“富士山”の美術館近・現代の著名画家たちが描いた“富士山”の美術館 富士山の眺望を満喫できる純和風天然温泉施設富士山の眺望を満喫できる純和風天然温泉施設

TEL：0555 -22- 8223  h t tp ://www.fuj iyama-museum.com TEL：0555 -22-1126  h t tp ://www.fuj iyamaonsen .jp/

富士急ハイランド、
中央道・河口湖I.C.に隣接
新宿駅、東京駅より

高速バス

の高速バス

●ご予約・お問合せ先 http://yamanashikotsu.co.jp
甲府～新宿 / 身延～新宿線 / 北杜～新宿線 TEL 055-237-0135
京都・大阪 /名古屋 /成田空港 /羽田空港線 TEL 055-223-5711

観
光
に
も

ビ
ジ
ネ
ス
に
も

湯村温泉
甲府富士屋ホテル
☎055-253-8111

http://www.yamako-dept.jp

055-237-0111

甲府 ⇔ 新宿線
身延･南アルプス ⇔ 新宿線

甲府 ⇔ 京都･大阪線
竜王･甲府 ⇔ 名古屋線
竜王･甲府 ⇔ 成田空港線
竜王･甲府 ⇔ 羽田空港線

北杜･白州 ⇔ 新宿線

1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

日本初！ハローキティ展日本初！ハローキティ展
～全国47都道府県の旅～

Tel.055-287-2511
http://www.kageenomori.jp/
協賛：講談社
ⓒ1976,2011SANRIO CO,LTD APPROVAL NOS513611

開催中！！開催中！！

昇仙峡
影絵の森美術館

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-8-17
山梨県庁西別館１階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

パワースポットに湧き出でる
夜景絶景露天風呂の宿
パワースポットに湧き出でる
夜景絶景露天風呂の宿

積翠寺温泉
TEL 055-253-2611
http://www.yougai.co.jp/要　害

積翠寺温泉
TEL 055-253-2611
http://www.yougai.co.jp/要　害


