
番号 登録名 私たちのおもてなし宣言 エリアコード

1 Shar
山梨の食や見所を、県外に広めています！
山梨県内でおもてなしの活動をしている皆さんを取り上げて、紹介します！

全エリア

2 Hiro 旅行で山梨県を訪れる方に積極的に話しかけ、旅ナカの発見を手助けします！ 全エリア

3 坂中健太
県外ナンバーの車にはできるだけ道を譲ります
困っている旅行者がいたら積極的に声をかけます
オススメの県産品をSNS等で発信します

全エリア

4 いわし
観光地のみならず、ごみのポイ捨てをしません。
ゴミが落ちていたら率先して拾います

峡南エリア

5 ペトラ
山梨県の雄大な自然美を皆さんにお伝えします
困っている人がいたら声を掛けます
県内の良いところを再発見し、皆さんに伝えます

峡東エリア

6 げんさん
山梨の自然の豊かさや果物のおいしさ、魅力を発信します
山梨に来て果物のおいしさを感じてもらう

峡中エリア

7 ハンチョウ
山梨県にいる間に友人・知人を100人以上連れてきて最高のおもてなしをします！
旅行者に積極的に山梨県の魅力を伝えます！
困っていたら助けます！

峡中エリア

8 Decohei

旅行者をもてなすキレイな山梨に
山梨をもてなし県に
クリーンアップおもてなしやまなし
旅行に来たいキレイな山梨
また訪れたくなる山梨に

峡中エリア

9 ちゃそ。 写真スポットを教えます 峡中エリア
10 ミニパンダ 笑顔をふりまく 峡中エリア
11 まごころパンダ こころよく道案内をする 全エリア
12 堀内 旅行者に明るくあいさつする 峡中エリア

13 あぶー
家族・友だちに山梨の良いところを伝える
山梨の名所の写真をLINEで送信
山梨百名山の魅力を伝える

全エリア

14 スミコ 山梨のオススメの場所、食べ物を旅行者に紹介する 峡中エリア

15
（株）桧家住宅
甲府展示場

ヒートショックを山梨からなくします
県内の皆様に快適な温度のお住まいを提供します
県内の皆様がご満足のいくお住まいをお引渡しします
スタッフが明るく元気に一生懸命ご対応します
県内の皆様の生活が豊かになるよう協力していきます

全エリア

16 R
旅行者の手助けをする
旅行者に山梨のいいところを教えていく

峡南エリア

17 ウサギ 県外の人と会う時に山梨の魅力を伝える 峡中エリア
18 バジル おすすめできるご当地のお店をピックアップしておく 峡中エリア

19 愛
明るくあいさつする。
魅力を伝える

全エリア

20 原
旅行者にたくさんあいさつする
魅力をたくさん伝える

峡南・峡北・富士東部
エリア

21 荻
旅行者に明るくあいさつをする
地域の魅力を知って旅行者に紹介する

全エリア

22 藤虎 あいさつをするよう心がける 全エリア
23 せい 道に迷っている旅行者の方に観光地を案内する 峡中エリア

24 名無し
明るく元気にあいさつします
落ちているゴミなどを積極的にひろい、町をきれいにします

全エリア

25 マンシ 旅行者においしいラーメンを紹介する 全エリア
26 Ria 旅行者に明るくあいさつをする 全エリア
27 なおき あいさつをする 全エリア

28
たんめんつけめ

んシクラメン
フルーツ王国やまなし県 峡東エリア

29 まめた 山梨県外の方に、山梨のいいところ等を紹介する 峡東エリア
30 ほをとを 観光している方の記念撮影のお声がけを率先し、思い出づくりのお手伝いをします 全エリア
31 名無し 山梨県の魅力をＳＮＳを通じてアピールする 峡東エリア
32 輝しか勝たん 尋ねられた気軽に答える環境を整える 峡北エリア
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33 大根娘

明るく元気にあいさつ
道を聞かれたら喜んで教える
家の周りのゴミ拾い
風影の写真を発信

峡北エリア

34 ちー 旅行者に明るくあいさつする 峡中エリア

35 pipi
交通ルールを守り、安全に旅行していただけるようにします
おすすめのお店を紹介します

峡中エリア

36 マサカズ
身の回りの地域のゴミを拾い、キレイな街にします
いつでも元気でえがおの気持ちの良いあいさつをします

峡中エリア

37 MOP 楽しい林道がいっぱい 峡中エリア

38 あにぃ
山梨県来訪者はみんな家族
山梨は元気な県

全エリア

39 匿名希望サン 困っている旅行者の方へできる限りのお力添えをします 峡中エリア
40 匿名希望 旅行者に明るくあいさつする 峡中エリア
41 名無し 地域の魅力を知って旅行者に紹介する 峡東エリア

42 むー
困っている人を見つけたら声をかける
おすすめできるもの、場所を決めておく
とにかく笑顔であいさつ！

峡中・峡東エリア

43 ミカヅキ
観光客に山梨の今を届ける
気持ちの良い接客

峡東エリア

44 ほり 旅行者に明るくあいさつする 峡北エリア

45 くまちゃん
旅行者に明るく笑顔であいさつする
地域の魅力を知って紹介する
高齢者にやさしく接する

峡中エリア

46 他県を知る者 声掛けのし易い雰囲気づくり 全エリア

47 Kaiくん
観光客らしき人を見かけたら、出来る限り親切にする
県外ナンバーを優先し、安全運転を心掛ける
笑顔で接する

峡中エリア

48
シャインマスカッ

ト大好き

特産物を自ら食べ美味しさを知っておく
旅行者を温かい目で見守る
交通安全につとめる
ほうとう屋さんの渋滞が発生しても怒らない！

峡東エリア

49 山梨3150

旅行者にあいさつをする
道をきかれたら教えてあげる
特産物を自ら食べ美味しさを知っておく
ごみ拾いをして町をきれいにする
悪いことをしない

峡東エリア

50 たまごボーロ
困っている人がいたら話しかける！
山梨のおいしいものをたくさん紹介する！
笑顔をわすれない！

峡北エリア

51 setoa
フレンドリーに話す
山梨の良さを知りおすすめできる店を調べる

峡中エリア

52 takuniko
よさこいで信玄公祭りを盛り上げます！
早く観光山梨が息を吹き返し、元気になれるとうれしい！

峡中エリア

53
オオカミに狩ら

れそうな鳥
富士山を見るならセカンドテラスです
ほうとうおいしい

峡中エリア

54 TCY 信玄もちのアピール 峡中エリア
55 1 山梨県の魅力を県外の方々に紹介する 峡中エリア
56 ちゃん撃TV YouTubeで世界に拡散 全エリア

57 モラル守り太郎

旅行者をガン見しない
それとなく地域の魅力を伝える
鼻マスクをしない
あいさつは会釈程度

峡北エリア

58 たかはし＠龍地
自分の地元・住居エリアの知識を旅行者に知ってもらう
旅行者に山梨ならではの情報を提供する

全エリア

59 ミスター神経質
交通マナー向上
初心者も高齢者にもみんなにやさしい運転を心掛けます

峡東エリア
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60 あおあか
山梨の食の魅力を伝える
サッカーVF甲府の楽しみを伝える
身近な観光スポットを紹介する

峡南エリア

61 y 山梨のいいところを県外の友達に伝える 全エリア
62 まゆ 知っている山梨の魅力を伝える 峡中エリア

63 シノ
地元へ旅行に来てくれた方へ明るくあいさつする
山梨のおいしいものについて紹介する

峡東エリア

64 ぎんが

旅行者にあいさつをします。いさつする
旅行者に道案内をする
旅行者におすすめのスポットを紹介する
旅行者に山梨の魅力を知ってもらう
旅行者に思いやりをもって接する

峡南エリア

65 やまぴ ワイナリーへ訪問する 峡中エリア
66 W 山梨のグルメを友人や家族に紹介したり、行った観光地をSNSでアップする！ 峡北エリア

67 YGU
余裕がある時は道に落ちているゴミを拾う
山梨が大好きなところを友人に知らせる

峡中エリア

68 て
旅行者に明るくあいさつをする
魅力を旅行者に紹介する

峡中エリア

69 ムーミンママ
旅行者に無理のない接客で対応する
旅行者と目が合ったら息を大きく吸い込んでにっこり笑顔で受け入れよう

全エリア

70 ミキティー 困っている人がいたら笑顔で声をかける 峡中エリア
71 みさき 山梨県の自然の豊かさを旅行者に教える 全エリア

72 Taku
町をキレイにする
若い人がもっと来るように魅力的な町に

峡中エリア

73 ひろこ 笑顔であいさつをします 峡中エリア

74 雪だるま
山に登って元気になろう！
山梨で山に登らず何をする
いや、することない、よって山に登ろう！

峡中エリア

75 サイトウ かんこう、とくさんぶつ 峡中エリア

76 MIZUKI,SUN
旅行者にあいさつをする
旅行者に地域の魅力を伝える

峡北エリア

77 ハンバーグ 明るくあいさつをする 峡北エリア
78 りんご 会った人や旅行者などに明るくあいさつする 峡北エリア
79 みどり 美しい山々　山梨 峡中エリア

80 コオ
ほうとうの宣伝を増やす
旅行客に優しく接する
おすすめの観光地を教える

峡中エリア

81 明智小五郎 道等をたずねられたら親切に案内する 峡東エリア
82 朔夜 誰にでも優しく対応 富士・東部エリア

83 Love Moon
美しい町、村をアピールしたい
誰にでも笑顔で対応

富士・東部エリア

84 永遠
道案内
地域の名物を教える

富士・東部エリア

85 ほっしー
ボランティア活動に積極的に参加する
観光客がいたら進んで写真撮影をし思い出作りに協力する

峡北エリア

86 ビッキ
富士山がきれい
ワインがおいしい

全エリア

87 モッチー ぶどうがうまい 全エリア
88 ヨシヒコ 思いやりをもって行動する 全エリア
89 まりもっこり 親切に行動を誰にでもすることを心掛ける 全エリア
90 ぶどう 山梨県産食材などの紹介 峡中エリア
91 mm 旅行者に観光スポットなど聞かれたら案内する 峡中エリア
92 saisai2525 インスタでおいいしいお店を紹介 峡東エリア
93 punny 地域の魅力を知り、外国の方へ紹介する！ 峡東エリア

94 kuniko
地域の魅力をアピールする
移住者に温かく接する

峡南エリア
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95 因幡てい

おすすめの宿泊施設を紹介する
車で道を譲る
道の駅とよとみを勧める
旅行者にあいさつする
薬石の湯瑰泉を勧める

峡中エリア

96 健康1番 隠れた名店紹介 峡中エリア

97 あゆみ
旅行者に笑顔であいさつをする
山梨のいいところを伝える

全エリア

98 ジーニー 元気よくあいさつをする 峡南エリア

99
おむすびころり

ん
道案内をしてあげる 峡南エリア

100 萩原真由美 旅行者に笑顔で接する 峡中エリア
101 いけちゃん 旅行客にやさしく接する 峡中エリア
102 はにゃみんぐ 旅行者に魅力を伝えられるよう勉強する 峡中エリア
103 ロンロン ようこそ山梨に 峡南エリア

104 名無し
旅行者にあいさつをする
地域の活動をする
町をキレイにする

全エリア

105 名無し
元気のよいあいさつ
笑顔

峡中エリア

106 ギョドン 富士山がきれい 峡東エリア

107 ココ
富士山がキレイ
景色がキレイ

峡東エリア

108 ノブ 旅行者に明るくあいさつする 峡東エリア
109 ヒデ 明るくあいさつ 峡中エリア

110 カズ
インスタ投稿で紹介
ツイッター投稿で紹介

峡中エリア

111 トトロ

富士山が綺麗
イオンモールが大きい
落ち着く
春夏秋冬の景色を楽しめる

全エリア

112 アギャー亜種 富士山を守ります 富士・東部エリア

113 アギャー

旅行者が困っていたら助けます
外国人でもやさしく助けます
いろんな観光地を教えます
旅行者にカババスを勧めます

富士・東部エリア

114 Minako やまなしのおいしいフルーツがあなたをおもてなし 全エリア
115 ムラマッティ 旅行者に地元の楽しみ方を話す 全エリア
116 フジ おいしい果物を紹介していく 峡北エリア
117 ぴすこ。 SNSを通じて、交流のある人たちが山梨にくる時、おすすめの場所を紹介する！ 全エリア

118 トシ
分かりやすい
掲示板や看板などを増やす

全圏域

119 福地和来

旅行者には積極的にあいさつをする
県外ナンバーの車を見かけたら、より安全に運転する
道に迷ってそうな人には声をかける
やまなしの魅力を様々な人に話す
自分自身もやまなしでの生活を楽しむ

峡東エリア

120 matthew.co SNSで山梨のアピールをする 富士・東部エリア
121 福地拓実 県外の友人に山梨の魅力を知ってもらう 峡中エリア

122 さの
観光客の人に元気よくあいさつをする
山梨のおみやげをあげる

峡東エリア

123 たーすけ
山梨の魅力をアピールしていく
山梨の観光名所などの案内をしていく

峡中エリア

124 名無し 山梨の魅力をネットで配信し、来県したくなるようなPRをたくさんする 全エリア
125 サモ 交通ルールを守る 峡中エリア
126 ユウスケ 地元の魅力を知る 富士・東部エリア
127 うめぼし 旅行者に親切にし、山梨の魅力を伝える 峡中エリア
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128 北杜の人
旅行者の質問にこたえる
地域のヤサイを紹介する

峡北エリア

129 Ｎ 道の案内を丁寧にする 全エリア

130 G-KO
あいさつ
道案内

峡東エリア

131 ミサ 道に迷ってる人がいたら案内する 峡中エリア

132 かっちゃん
あいさつをする
道案内等にしっかりと答える
笑顔を大事にする

峡中・峡東エリア

133 aisuuu あたりまえを増やし、自ら積極的にあいさつし、山梨を明るくできるように頑張る 全エリア
134 ひゃおズラ 簡単な甲州弁で山梨アピールをして、ほうとうをおすすめする 全エリア
135 ともちゃん 山梨のワインはおいしいよとアピールする 峡中エリア

136 モーリー

明るくあいさつする
笑顔で話しかける
おいしいものを教える
観光地を勧める
自然の素晴らしさを語る

峡中エリア

137 あいちゃん 果物がおいしい県です 峡南エリア

138 しいたん
自然がいっぱい
空気・水がうまい

峡南エリア

139 アマチャン 思いやり、協調、あいさつ、マナー、ルール、笑顔、利他の言動を意識 峡中エリア
140 yoshihiro 旅行者にやさしい交通マナー 全エリア

141 源太
笑顔であいさつをする
バスの運転手が山梨の魅力を教えてくれる
地域の魅力を知って旅行者に紹介する

富士・東部エリア

142 名無し 地域の魅力を旅行者にインターネットを通じて知ってもらう 富士・東部エリア
143 あーちゃん 山梨の良い所を色んな人に紹介する 富士・東部エリア
144 名無し 魅力を紹介する 富士・東部エリア
145 ワタナベ マスクの中でも笑顔 峡中エリア
146 Spring まだ知らない山梨を知る！ 富士・東部エリア

147 Takiizumi
あいさつ活動
観光地誘致

峡東エリア

148 谷戸悠輔 山梨を全国一に 峡中エリア
149 川島拓幸 誰でもフレンドリーに 峡中エリア
150 kosh 魅力の紹介 峡北エリア

151 りん

富士山がきれい
VF甲府
もも
ぶどう
川

峡中エリア

152 ねこ
自然豊かで空気がとてもきれい
富士山や八ヶ岳など山登りが好きな人は楽しめる
フルーツがとてもおいしい

全エリア

153 名無し 桃は食べるだけではなく、花も良い 全エリア
154 スジマル 地域の魅力を知って旅行者に紹介する 峡中エリア
155 ゲン 名産物を紹介する 峡東エリア
156 ぎしとみ 人に優しく 全エリア
157 トムヤム君 明るくあいさつ 峡南・富士東部エリア
158 のり 明るくあいさつする 峡中エリア

159 えりちゃん

旅行者に親切にする
県外ナンバーの車に道をゆずる思いやる
移住の魅力を伝える
地域の良さを再確認する

峡中エリア

160 NAYA 山梨の良さを伝える 峡中エリア
161 カズ 山梨を元気に明るく 峡中エリア
162 チキチキン 旅行者にあいさつする 全エリア
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163 名無し

安全運転をする
清掃活動に積極的に参加する
県の特産品などについて詳しくなる
県の歴史について詳しくなる
県の資産全てを大切にする

峡中・峡北エリア

164 あいうえお 山梨の名産物を紹介する 峡中エリア

165 サムライ
道を聞かれたら丁寧に案内する
常に笑顔をもって接する
元気なあいさつを心がける

峡東エリア

166 山梨県人
明るくあいさつ
地方の知り合いに山梨を紹介する

峡中エリア

167 たけ
笑顔で明るくごあいさつ
地域の魅力を発信する

峡中エリア

168 のりちゃん SNSなど今世界で多くの人が使っているもの、場所で山梨の魅力を宣伝する 峡中エリア

169
ユシローのりた

ま
山梨はフルーツがおいしいです
ほうとうもおいしくてぜっぴんですよ

峡中エリア

170 おすわり
明るくあいさつをする
八ヶ岳の名所を案内する

峡北エリア

171 H.N 困っている様子があれば積極的に声をかけます 峡中エリア
172 雪の宿 地元山梨の魅力をSNS等で紹介する 全エリア
173 ギブソン 旅行者に明るくあいさつする 峡東エリア

174 R.R
おすすめの観光地を紹介します
美味しいワインを教えます
美味しいとりもつを食べれる場所を紹介します

全エリア

175 ちゃんゆ 旅行者に明るくあいさつをする 峡東エリア
176 名無し 明るいあいさつ 峡東エリア

177 るかまま
ご来店されたお客様に山梨の良い所を御案内できるようになる
山梨の玄関口である甲府で、県内外関係なく明るく元気なあいさつをする

峡南エリア

178 Aa 山梨の美味しいものをいっぱい食べてアピールできるようにする 峡東エリア

179 猫介
SNSで山梨のアピールをするPRする
FF14で山梨PRする

峡中エリア

180 こん 名産品の魅力を旅行者に伝える 峡中エリア
181 す 旅行者に明るくあいさつする 峡東エリア

182 中村
おいしいお店（飲食）を紹介する
穴場のスポットを紹介する

峡中エリア

183 ネトカ 県外ナンバーに道をゆずる 峡中エリア
184 佐土原#23 あいさつをする！！ 峡中エリア
185 L.F 地元に誇りを持つ！ 富士・東部エリア
186 りったー 地元ならではの有名なモノを教えてあげる 全エリア
187 Tf あいさつをする 峡東エリア
188 FM 困っているようならすすんで声をかける 峡東エリア

189 下川慧
地域の魅力を知って紹介する
明るくあいさつ！

全エリア

190 アリ あいさつをする 峡東エリア

191 uuryu

外国人に困っている人がいたら話しかけてあげる
その地域の食べ物の紹介
一緒に観光してあげる
明るくあいさつをします。
写真を撮ってあげる

全エリア

192 ドキンチャンマン 旅行者に会ったら山梨のおいしいもの良いところを伝える 峡中エリア
193 ジガルデ 旅行者に会ったらあいさつをして山梨のいいところを伝える 峡中エリア

194 ちぴちぴ

あたたかいあいさつでお迎えします
山梨のおいしいものを教えます
山梨の方言を教えます
山梨のビューポイント教えます

全エリア

195 dinnerはおすし
大きな声で元気よくあいさつをする
困っている人を積極的に助ける
山梨の良いところを教える

全エリア
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196 からあげくん おいしいほうとう屋を教えてあげる。心も体ぽほほか長生きできるよ 全エリア

197 みちゅらん2525
山梨の方言でおもてなし
道に迷ったら山が教えてくれるよ！
山梨の温泉で長生きするずら

全エリア

198 ユウコ
旅行者にあいさつをする
道を聞かれたら教える

峡中エリア

199 タケル 困っている人がいたら道案内をする 峡中エリア

200 Shimuyan9204
明るく接する
地域の文化財の紹介

峡中エリア

201 SSSS.Naoharu
外国人が困っていたら積極的に話しかけ、適した案内をする
自分が話せない言語だったとしてもSNSなどを活用し可能な限り助ける

峡東エリア

202 いち
明るくあいさつ
地域の魅力を紹介する

全エリア

203 Shunsai-en.com
地元の魅力をアピールする
地元の飲食店（グルメ）を紹介する

峡北エリア

204 名無し 地域の魅力を知ってもらう道案内をする 全エリア

205 あばれん
旅行者が困っていたら手助けする
山梨の魅力を伝える。

峡東エリア

206 たらこ
困っている様に見える旅行客に対して声がけをする
飲食店等でご当地グルメに迷うことがあればアドバイスする
明るくいあいさつをする

峡北エリア

207 こば 明るくあいさつをする 峡東エリア
208 サッカーボール 誰に対してでも親切に対応する 全エリア

209 しゅうまま
道などを親切に教えてあげたり、山梨のよいところをこの機会にPRできるよう自らも
よく知る

峡東エリア

210 M
レンタカーへの道のゆずりあい
自動車移動車への気配り

富士・東部エリア

211 KAZUMASA 旅行している方にやさしく接して山梨に来てよかったと思ってもらえるようにする 富士・東部エリア
212 サラ 1日を楽しめるプランをパンフレットにする 全エリア

213 名無し
旅行者にはポケットティッシュとゴミ袋をプレゼント
バスの利用料が無料になるクーポンとバス停のパンフレットを配る

全エリア

214 ぽん太 旅行者に明るくあいさつする 峡中エリア
215 ナガヌー おいしいご飯屋を紹介する 峡東エリア
216 ミティコ 積極的に道をゆずる 峡東エリア
217 ゆゆゆ 場所をたずねられたら優しく教える 峡中エリア

218 唐沢貴洋
当職は声なき声に力を与え困っている人を助けてあげる
観光に来た人たちにやまなしの人たちの愛を伝えていきたい
これは多くの人たちが取り組めることなのでみんなもやってほしい

全エリア

219 名無し ゆずり合いなど全てに対して良かったと思えるような結果になるようにする 峡中エリア
220 名無し 地域の魅力を旅行者に紹介する 富士・東部エリア
221 ぺんまりん 良いところを県外の人に紹介する 峡東エリア

222 名無し
明るくあいさつをする
おいしいお店を紹介する

峡東エリア

223 くるみ
近くのおいしいお店、温泉、おすすめスポットや恋人たちのデートスポットを紹介す
る！！

全エリア

224 フー 山梨県の各地域の魅力を自ら旅して知って周りに紹介する 全エリア
225 ＳＫ インスタグラムなどで山梨の投稿を全世界に広げていく 全エリア
226 とくめいきぼう 他県ナンバーの車を見かけたら道をゆずる 全エリア
227 とくめいきぼう 旅行者に明るくあいさつする 全エリア
228 bear broke 常笑で人にやさしさを共有して地域の良さを知ってもらう 峡中エリア
229 siro 山梨の自然豊かな所で写真をとり、ＳＮＳなどにアップする 富士・東部エリア

230 名無し
山梨の魅力を伝える。
観光名所、穴場を教えてあげる

峡中エリア

231
かませ犬太郎

よっち
旅行者に山梨県を楽しんでもらえるように笑顔で接する 全エリア

232 Yoko
良い思い出となるように旅行者の方に対応する
親切な心を大切にする

全エリア
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233 りくや 笑顔であいさつするマル！ 峡中エリア

234 名無し
山梨県は車の運転マナーが一番悪いと言われているので県外ナンバーの人にはや
さしく

全エリア

235 班長 旅行者に明るくあいさつする 峡東エリア
236 は 道を聞かれたら優しく教える 全エリア

237 soracid49
県外ナンバーに道をゆずる
旅行者に名所やオススメスポットなどを紹介する

峡中エリア

238 そそそ
道案内などをする
山梨の名物を紹介する

峡中エリア

239 み 明るくあいさつ 全エリア
240 わっくん 気持ちよくあいさつ！！ 峡南エリア
241 みずき 山梨の良いところ、住みやすさをアピールします 全エリア

242 ビーフシチュー
元気に挨拶をする
困っていたら話を聞いて一緒に解決する
名物を知る

全エリア

243 くらいくん
シャインマスカットがおいしい
みんなにこにこしていてやさしい

峡中エリア

244 モンチッチ
たすけあいがとてもい
しんせつの人が多い

峡中エリア

245 ナナ 明るくあいさつをする 峡中・峡北エリア
246 ぶにぶに 旅行者の方に道を聞かれたら分かってもらえるよう丁寧に教える 峡南エリア
247 名無し 元気にあいさつをする 全エリア
248 名無し 元気にあいさつする 全エリア

249 こじろう

あいさつ
ゴミ拾い
PR活動
街をきれいにする
山梨産の物をたくさん買う

全エリア

250 アッキー 旅行者に山梨の観光地や名産品を紹介する 峡中エリア
251 名無し 笑顔であいさつ 全エリア
252 ことみ 道に迷っていたら声をかける 全エリア
253 月のつくし 道を聞かれ分からないことがあったら親切に教えてあげたいです 富士・東部エリア
254 月見里とらねこ SNSで山梨の情報を発信する 全エリア

255 名無し
英語でも対応できるように備える
尋ねられたこと+αで教えられることを教える

全エリア

256 名無し 元気にあいさつする 峡中エリア

257 XYZ
ゴミのない地域
1日1回はゴミを拾う

峡中エリア

258 カズ
元気にあいさつ
県外の車輌に道をゆずる

峡北エリア

259 おみっち
あいさつをする
県外の車ナンバーに道をゆずる

峡中エリア

260 あれ あいさつをする 峡中エリア

261 のん
明るく笑顔あふれる街
富士山を含めた山々が魅力的
くだものがおいしい

峡中エリア

262 ももた 旅行者にあいさつする 富士・東部エリア
263 名無し 季節の果物、野菜、名所を伝える 峡中エリア
264 S 県外ナンバーの車に道をゆずる 峡中エリア
265 フェニックス お互い様んも精神をもつ！！ 峡中エリア
266 ねこ 車で道ゆずる 峡中エリア
267 ひのき 旅行者に元気にあいさつをしていゆきたいです。 全エリア

268 山脈
道の駅やSA等に県内の観光スポットやその街の特産物を書いたパネルような物を
設置する

峡中エリア

269 ゴルシ 旅行者に親切な対応をする 峡中エリア
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270 みな
元気にあいさつ
地元の良さを伝える

富士・東部エリア

271 ゆ。
道案内をていねいに、しんせつに
接客業なので仕事中のお客様との会話の中でオススメスポットや店の紹介をしてい
る

全エリア

272 名無し 頑張っていきます 全エリア

273
春日居びゅーほ

てる
あいさつをする
道をたずねられたら教える

峡中エリア

274 musa,koma
山梨の特産品を紹介する
旅行者に挨拶をする

峡中エリア

275 カエルちゃん
観光スポットの魅力を伝える
特産品の紹介をする

峡中エリア

276 k 元気よく明るく笑顔であいさつをする！！ 全エリア
277 ナカムラ 場所を聞かれても笑顔で答える 富士・東部エリア

278 ハリー
道を聞かれたら答える
おすすめのワインを伝える

峡北エリア

279
チャーハンと

ラーメン大好き
あいさつします 峡東エリア

280
山梨県しか勝た

ん
山梨最高ですよー楽しんで！！ 峡東エリア

281 おそーす先生

おいしいお店の情報を提供、日々ストック
もう一度行きたいスポットの紹介
手を刺しだそう老若男女
なにも無くない隠れた名所紹介
しっかり見送ろう、またきてね

峡中エリア

282 ナカジン3776
目的地を聞かれたら分かりやすく説明する
穴場の場所を教える（景色）

峡中エリア

283 名無し 山梨は山がキレイだとよく言われるので山のアピールをする 全エリア

284 ゆう
明るくあいさつをする
町をきれいにする

全エリア

285 よっちゃん 観光客に道を聞かれたら、笑顔で対応する 峡北エリア
286 あかれ 旅行者に明るくあいさつをする 峡北エリア
287 まめみママ 笑顔であいさつ 峡中エリア
288 ハンサム 笑顔でおもてなし 峡中エリア

289 ぷー
道を譲る
あいさつをする
オススメを教える

全エリア

290 名無し カメラなどたのまれたら、こころよくシャッター係になる 全エリア
291 かなこ 旅行者に明るくあいさつします 全エリア
292 つかさ 山梨の良さをアピールすべく旅行者に対して、ローカルな良さも紹介していく 全エリア

293 F.S
観光者には率先してあいさつをする
信玄餅などの山梨の名産品を提供するなどの山梨県の良さを進んでアピールする

富士・東部エリア

294 Y.G.U.B 旅行者に山梨名物をプレゼント 峡北エリア
295 YGUB 地域の魅力等を守るためにごみ拾いを率先して行うようにします 峡東エリア
296 名無し 笑顔のあいさつ 全エリア
297 たい 町の掃除 峡中エリア
298 あめ 道に迷っている人がいたら教えてあげる。 富士・東部エリア

299 あゆみ
明るくあいさつする
山梨の魅力を知ってもらう

峡中エリア

300 みぃみ 旅行者に声をかけられたら「笑顔」で対応 峡中エリア
301 eijiro 他県車輌の動きの融通 峡中エリア
302 しょう 明るくあいさつをする 峡中エリア
303 ナッキー 明るくあいさつをする 峡中エリア
304 名無し 元気にあいさつをする 峡北エリア

305 二児のパパ
元気よくあいさつをする
困っている人に声をかける

峡中エリア

306 小林保彦 旅行者にやさしく明るくあいさつし、地域の良さを紹介する 全エリア
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307 名無し あいさつをする 全エリア
308 ハッピーターン 旅行者みんなにあいさつしてハッピーにさせて喜ばせる 全エリア

309 o-ta
迷っている人がいれば案内する
身の回り掃除

峡中エリア

310 北
北海道から引っ越して来たので、地元の友達や家族にSNSなどで山梨のオススメス
ポットを紹介したり、山梨に遊びに来てくれた友達や家族を、山梨の色々な所に連れ
て行ってあげたい

全エリア

311 なな SNSで山梨の魅力を発信する 峡南エリア
312 ゆりっぺ 旅行者に地域の魅力を伝える 峡南エリア
313 yosk 旅行者に明るくあいさつする 峡南エリア
314 yuma 旅行者に笑顔で親切に接する 峡中エリア
315 murasaki 聞かれたら丁寧に答える 峡中エリア
316 オダサワマン 困っている旅行者がいたら案内してあげる 峡中エリア
317 プリウェット ガイドブック等に載っていない地元ならではの場所を紹介する 峡中エリア
318 nyako 山梨の魅力を知ってもらうためにSNS等で紹介する 全エリア
319 たか 旅行者に地域の伝統を知ってもらう 峡南エリア
320 なし 一瞬一瞬を楽しみます 富士・東部エリア

321 リマツヨシ
明るくあいさつする
地域の魅力を知って地域をよりよくしましょう

峡中エリア

322 あいさん
山梨といえば「ぶどう」「桃」などが有名ですが、中央市の「トマト」や「きゅうり」も美味
しいと伝えたいです

峡中エリア

323 名無し 明るく、がんばっておもてなし 富士・東部エリア

324 rodes
郷土料理を知って旅行者へ紹介
観光マップを作成し紹介
フルーツ県山梨の春夏秋冬毎の紹介

峡中エリア

325 コハラ あいさつを行うことで、山梨の活気を旅行者に伝え良い気持ちになってもらう 峡中エリア
326 オカム 未来を切り開けリニアモーターカー！！ 峡中エリア

327 貴之
旅行者にあいさつする
山梨の魅力を紹介する

峡東エリア

328 らみ

旅行者にあいさつをする！
山梨のいい所を発信できるようにする！
たくさんの人に笑顔であいさつをする！！
毎日笑顔でニコニコ笑う！

峡中エリア

329 むーさん 住んだらとても良い所　山梨！ 峡中エリア
330 つぶあんこ 困っている人、お年寄りに進んで声をかけて助けてあげよう 富士・東部エリア

331
ポケモンマス

ター
ゴミをひろって旅行者に気持ちよく滞在してもらう 峡中エリア

332
ひぐらしがなくこ

ろに
信玄餅 峡北エリア

333 おもち
他県の方に親切・丁寧に接する
あいさつをする

峡中エリア

334 under 旅行者の方が道に迷っていたら明るく案内します 全エリア
335 スーパーマン あいさつをする 峡北エリア
336 かん 外出先で旅行者が迷っている様子などがあれば声をかけて案内します 峡中エリア
337 まめもち。 安全運転を心掛ける 峡中エリア
338 しんじ フルーツ王国山梨のぶどう、桃を全国の皆様に紹介する 全エリア
339 ぬけたろう 旅行者に明るくあいさつする 峡北エリア
340 ハル 山梨の良いところを伝える 峡中エリア
341 りぃ 明るくあいさつをする 富士・東部エリア

342 すみれ
自然を使った観光スポットの紹介や景観を壊さない観光スポットづくり、不便なところ
ばかりではないところを外の人に知ってもらう

峡北エリア

343 名無し 地域の魅力を県外の方に紹介する 峡中エリア

344 じんじゃへいる
あいさつをします
安全運転をします

全エリア

345 ぷにっち 旅行者様にあいさつしたいと思います 峡東エリア
346 堀内 誰にでも明るくあいさつをする！！ 峡南エリア
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347 ミッキー
明るくあいさつする
旅行者に観光地の案内、紹介

峡南エリア

348 なみ

地域の魅力の理解をより深め、旅行者目線での観光しやすい環境を考えた上で旅
行者と交流する
旅行者目線を知るために自ら県内を観光する
県内の旅行者を増やすために、身近な人に魅力を紹介する

全エリア

349 ぴっぴ 県外ナンバーにも道をゆずる 峡中エリア
350 Emma 花をもっと植える活動をしたい 峡中エリア
351 おこげ 駅などをよく使うため、困っている旅行者に積極的に声を掛ける 全エリア

352 あんな
地域の魅力をSNS等で発信する
旅行者に案内する

全エリア

353 しんちゃん
明るくあいさつをする
旅行者には親切に

峡中エリア

354
タピオカ飲みた

い
山梨県のことをよく知ってもらって旅行者に楽しい県だと紹介する！ 峡北エリア

355 名無し 旅行者にこちらから声かけする 全エリア
356 ゆーくん 地域によって違った魅力を持つ山梨をとことん楽しんでいただく 富士・東部エリア
357 コージ 休日の朝のツーリングの時、ゴミ拾いをしきれな山梨を見てもらう 峡中エリア

358 う
県内の観光地に行き、県外の知人に紹介する
SNSで山梨の魅力を知ってもらう

全エリア

359 かんますーぎ 海外旅行者（英語）への対応をできるだけ相手にとって分かりやすく行う 峡東エリア

360 ハル
きれいな山梨を維持するためにボランティアに参加し、周りの人にも声をかけたりす
る

峡東エリア

361 クン 旅行者に不快な思いをさせない様な接し方をする 富士・東部エリア
362 名無し 住んでいる町のことをよく知り、情報を発信 富士・東部エリア
363 やまなし 旅行者に明るくあいさつする 全エリア
364 Toi 県外旅行者に優しくする 峡中エリア
365 Yumi 県外からの旅行者にまた来たいと思ってもらえるような温かい対応 全エリア
366 トモ 旅行者に明るくあいさつをし、地域の魅力が伝わる様に努める 峡北エリア
367 ヤザキ 外国人旅行者に明るくあいさつして地域の魅力を知って紹介する 全エリア
368 かくらい あいさつする 全エリア
369 芋ケンピ いつでも山梨の魅力を言えるようにする 峡東エリア
370 はなこは 県外からの知人が来たら、ぶどう、スモモをおすすめします 峡中エリア
371 まーこ 山梨県の名物をもっとわかりやすくアピールする 峡北エリア
372 ありさ 旅行者に明るくあいさつをする 峡北エリア

373 Toshi

学校活動を通じて山梨の魅力を再発見する
県外に住む友達や親戚にPRして、山梨に来てもらえるよう勧める
地元の特産物を親戚に送る
SNSを活用し、山梨の魅力を発信する

全エリア

374 blachpic
県外、海外から来られた方のお写真をよりよく撮影する
写真、動画を通じて山梨の魅力を発信する

全エリア

375 名無し
地域の魅力、観光場所を知って旅行者に紹介する
旅行者にやさしく振る舞う

全エリア

376 名無し
道案内をこころよくする
迷っていたら助ける

富士・東部エリア

377 森近霖之助 あいさつ 峡中エリア
378 名無し 笑顔であいさつ 峡中エリア
379 にろう 観光客におすすめできる観光地、飲食店を勉強して実際におすすめする 峡東エリア

380 七
旅行者にあいさつをする
きれいな地域作りをこころがけ、ゴミ拾いなどに取り組む

峡東エリア

381 はやと 県外の人に向けて少しでもいいので良い点を言っていく 峡中エリア
382 コイケ 笑顔であいさつ、お話をする 峡中エリア
383 みく 旅行者に親切に接する 峡中エリア
384 佐野 元気にあいさつをします 峡南エリア
385 たか 来県者へ山梨の良さをPRする 峡中エリア
386 りょーたろー 地域の魅力を知って、旅行者に紹介する 全エリア
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387 コータロー 自分からあいさつ 富士・東部エリア
388 ぼうず 笑顔で旅行者にあいさつする 富士・東部エリア
389 あ 明るく笑顔であいさつをする 峡中エリア
390 おかき 旅行者の方に元気にあいさつする 峡北エリア
391 名無し 接客業なので健康第一 全エリア

392 ハム
気軽に道案内をする
観光の記念写真を率先して撮ってあげる

全エリア

393 裕大 旅行者に山梨のよさを知ってもらう 全エリア

394 名無し
山梨の魅力を笑顔でPRしていった方が良いと思います
花火の良さもPRできるよう自ら

全エリア

395 スミス できるだけ笑顔でいる 峡中エリア
396 Tonefreaks 地域の紹介 峡北エリア

397 名無し

山がきれい
水がおいしい
空気がきれい
住みやすい

峡北エリア

398 名無し 明るく笑顔であいさつする 峡東エリア
399 ゆう 旅行者に親切に、そして心のこもったあいさつを 峡北エリア

400 名無し
山梨の魅力を伝えていく
山梨の名物を多く食べてもらう
名物を出すお店を知り、紹介する

峡中エリア

401 グミ おいしい食べ物などを紹介する 峡中エリア
402 ユウ 元気にあいさつする 峡中エリア
403 ママさん 山梨の良いところを積極的にアピールする 峡中エリア
404 翔 山梨の事を紹介する 峡中エリア

405 Misa

旅行者に明るくあいさつをする
困っていたら助ける
道案内をする
特産のオススメ、魅力を伝える

峡南エリア

406 たっぴー 旅行者に明るく元気にあいさつする 峡中エリア
407 ぴむ やまなしの特産物をおすすめする 峡中エリア

408 Mari
旅行者の方に親切にする
旅行者の方に笑顔であいさつする

峡中エリア

409 名無し 地元のオススメのスポットを知って紹介する 全エリア
410 名無し シャインマスカットがおいしいことを宣伝する 全エリア
411 名無し 地域のおいしい食べ物を知ってもらう 峡中エリア
412 masamasa1210 山梨県に来ていただいた方に県の魅力をPRする 峡中エリア
413 ひゅーじゅ あいさつにスランプ無し 峡中エリア

414 名無し
安心安全
丁寧なあいさつ

峡中エリア

415 ゆうた 全ての人に笑顔を 峡北エリア
416 えいちゃん 場所を聞かれれば分かる限り親切にお伝えする 峡北エリア
417 にこにこ 誰にでも明るくあいさつする 峡中エリア

418 くまもと
山梨の自然の豊かさを思い届ける
山梨観光にうらおもてなし（裏表なし）

全エリア

419 ザンギ 山梨のよさを旅行者などに伝える 峡中エリア
420 のぶ 山梨の良いところを県外の人へ紹介する 全エリア
421 ヨーダ SNSで山梨の良いところを紹介する 峡南エリア
422 かぶちゃん 旅行者に何か聞かれたら親切に答える 峡中エリア
423 れいな 地域のゴミを拾うようにすることで誰が来てもきれいな町でその人を迎える 全エリア
424 名無し みんなにあいさつする 全エリア

425
ニックジャガー・

マミオ
観光客の方々に観光地の魅力をわかりやすく素敵に伝えます！ 峡中エリア

426 サテラ お客様だけでなく地元の方にも気持ちよく施設やお土産品などを紹介し伝える 峡東エリア


