
公益社団法人 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁別館2階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

検索いい旅やまなしナビ

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

2019.12.1～2020.2.29

冬号ワイン県 「やまなし立ち寄り百名湯」
を巡ろう！
「やまなし立ち寄り百名湯」
を巡ろう！
「やまなし立ち寄り百名湯」
を巡ろう！
「やまなし立ち寄り百名湯」
を巡ろう！

特集❶

温泉宿で山梨ワインを味わう！温泉宿で山梨ワインを味わう！温泉宿で山梨ワインを味わう！温泉宿で山梨ワインを味わう！
特集❷

温泉につかりながら富士山を堪能！温泉につかりながら富士山を堪能！温泉につかりながら富士山を堪能！温泉につかりながら富士山を堪能！
特集❸

山梨ワインと絶品料理の
マリアージュ！
山梨ワインと絶品料理の
マリアージュ！
山梨ワインと絶品料理の
マリアージュ！
山梨ワインと絶品料理の
マリアージュ！

特集❹

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

武田菱丸
（ワイン犬）

けん

（株）シャトレーゼリゾート八ヶ岳

大自然に囲まれた富士山の麓のテーマパーク！

世界一のビールと
四季折々に変わる
料理を味わう

富士山の麓で
スキー・スノーボードを楽しもう！営業期間：12月中旬～4月上旬まで

富士山を眺めながら
日頃の疲れを癒す！

おかげさまで60周年
富士観光開発（株）
イメージキャラクター 
兼 宣伝部長

ふじっピ

〒400-1501 山梨県甲府市上曽根町朝日4011　TEL055-266-5005　FAX055-266-5255

http://hh-alliance.com/
検 索

お問い合せ 0120-900-785

「日本夜景遺産」認定　宝石の街・甲府の夜景は
宝石箱のような、息をのむ美しさ…

大切な方と、ご一緒にご覧ください。

ギネスブック認定「世界最古の旅館・ホテル」
全館源泉掛け流しの宿　西山温泉　慶雲館

四種類の自然湧出の源泉から泉質や趣の異なる
六種類のお風呂をお楽しみください。

〒409-2702　山梨県南巨摩郡早川町西山温泉
☎0556-48-2111　HP https://www.keiunkan.co.jp

〒406-8510山梨県笛吹市石和町市部 777
笛吹市役所  観光商工課　電話：055-261-2034

日本一早い桃のお花見

期間は、２月14日（金）から３月上旬まで

ハウス桃宴

〒409-3611 山梨県西八代郡市川三郷町大塚 2608 番地
電話 055-272-2641（ふろよい）　FAX 055-272-2633

みはらしの丘 のっぷいの館

夜景100選・日本夜景遺産
ダブル受賞

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:00　※季節変動あり

桔梗信玄餅はここで生まれました



Wine 令和元年８月７日ワイン県を宣言した、山梨県の自慢の
ワインが楽しめる温泉宿。ゆっくり飲んで、湯ったり浸かっ
て、極上気分で一夜を過ごすのはいかがでしょうか？Yamanashi  Wine温泉

宿で山梨ワインを味わう！

Hot Spring
山梨県内には、多種多様な泉質と風光明媚な景観で
心と体を癒すことのできる温泉がたくさんあります。

富士山や南アルプスが見えるロケーションの良い温泉や、
泉質の優れた名湯、街ナカにある「温泉銭湯」等があります。

そんな個性あふれる全国トップレベルの温泉に
ちょっと「立ち寄り」、のんびり寛いで頂きたいと思い
〝やまなし立ち寄り百名湯〟を選定しました。

　　を
巡ろう！

P6に
富士山を望む温泉宿
ワインの飲めるお店を
紹介してるマル！

ぜひ、見て欲しいマル！

色々な温泉があるマル！
みんなに来て欲しいマル！

泉質豊かな温泉

絶景温泉

甲州最古の源泉湯とワインの宿
岩下温泉旅館

笛吹川温泉 別邸
坐忘

ホテル
春日居

ワインを楽しめる
温泉宿の特集記事は
コチラ⇒

この他にもお勧めの
温泉が
あります。
詳細は
コチラ⇒

やまなし立ち寄り
百名湯はコチラ

山梨の温泉郷

大浴場、客室露天風呂全
てが源泉かけ流し。高アル
カリ性の泉質は美肌効果
があり、ほのかな硫黄の香
りが心身を癒してくれる。

源泉（霊泉）の歴史は
1300年と言われる岩下温
泉。明治8年に建てられた
旧館の源泉風呂には走湯
神社の神様祀れている由
緒正しい温泉。

温泉銭湯

多様な泉質を持った山梨県には、温泉施設が集まった温泉郷がたくさんあります。それぞれ町の
雰囲気が違ったり、景観も素晴らしいので、泊まってゆっくり山梨の温泉を満喫してみてはいかが
でしょうか？

昭和36年に高温の温泉が湧き出し発展
した温泉郷。全国有数の温泉観光地と
して知られています。

石和温泉郷
「信玄公の隠し湯」としても有名です。
太宰治ら文豪に愛された情緒ある和風
の宿から、ホテルまで揃い、訪れる人を
癒します。

湯村温泉郷

古くから、登山愛好家や、ハイキング客
に親しまれてきた、南アルプスの玄関口
に湧く良質な泉質と自然に恵まれた温
泉郷。

芦安温泉郷
下部温泉の発見は約1300年前といわ
れ、武田信玄公も戦で疲れた体や傷つい
た体をこの湯で治したといわれています。

下部温泉郷

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
ふれる温泉は風景はとても美しい。

西山温泉郷
富士五湖のひとつ河口湖畔に、5つの源
泉が湧出。富士山と湖を一望できる湖畔
には名湯自慢の旅館・ホテルが並びます。

富士河口湖温泉郷
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決
定！

明るく開放的な大浴場は
《美肌の湯》と言われるア
ルカリ性の温泉。柔らかで
やさしい温泉で癒しのひと
ときを。

富士山や甲府盆地まで温泉で絶景が楽しめます♨

酸性泉から強アルカリ性線、炭酸泉、硫黄泉、ラジウム温泉までバラエティーに富んだ泉質が楽しめます♨ 温泉が銭湯でも気軽に楽しめます♨

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：南都留郡山中湖村山中865-776　■電話：0555-20-2700
■アクセス（車）：山中湖ICより3分

山中湖温泉紅富士の湯
四季折 の々富士山を楽しめる絶景温泉

富士山を間近に仰ぐ絶景日帰り温泉。豊かな自然水に囲まれ
ており、春は森林浴、夏はシルエット富士、秋は紅葉、冬は紅富
士にダイヤモンド富士と、四季折々の富士と温泉を楽しめる。

■泉質：アルカリ単純泉
■住所：西八代郡市川三郷町大塚2608　■電話：055-272-2641
■アクセス（車）：甲府南ICより10分

みはらしの丘 みたまの湯
温泉施設で全国初、夜景 100 選、

日本夜景遺産W認定
露天風呂から180度広がる甲府盆地のパノラマを見渡せる
眺望が自慢の温泉。2019年3月に「夜景100選」、同年に「日
本夜景遺産」に温泉施設として全国初の認定を受けている。

■泉質：カルシウム・ナトリウム・マグネシウム硫酸塩・塩化物泉
■住所：南都留郡鳴沢村8532-5　■電話：0555-85-3126
■アクセス（車）：河口湖ICより10分

霊峰から湧き出る恵みに"ゆらり"と浸かり、
富士山を愉しむ日帰り温泉

富士眺望の湯ゆらり

富士山の懐に抱かれ、絶景を楽しめる日帰り温泉。富士山の
眺望が良い霊峰露天風呂。パノラマ風呂をはじめ、洞窟風
呂など16種類のふろが揃う。

やまと天目山温泉
日本有数の高アルカリ性温泉

標高千メートルの深山にある、高アルカリ性の温泉。肌触りがよく、
入浴後のお肌はつるつるに。全身浴場、寝湯には気泡浴、ジェット
バス、源泉ぬる湯、露天風呂で、心も体もゆったりとくつろげる。
■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：甲州市大和町木賊517　■電話：0553-48-2000
■アクセス（車）：勝沼ICより25分　大月ICより35分

韮崎旭温泉
極上の天然泡付きが楽しめる本格天然日帰り温泉

■泉質：ナトリウムー塩化物・炭水素塩泉
■住所：韮崎市旭町上條中割391　■電話：0551-23-6311
■アクセス（車）：韮崎ICより16分

加温・加水・塩素消毒などの人工的処理を一切していない、本
物の温泉。毎日湯抜き清掃という過酷な管理によって、極めて新
鮮な状態で提供しおり、日本最大級の泡付き温泉として人気。

天然硫黄泉の自噴露天風呂
佐野川温泉

■泉質：単純硫化水泉(硫黄泉)
■住所：南巨摩郡南部町井出3482-1
■電話：0556-67-3216
■アクセス：十島駅から徒歩で40分

佐野川の清流、山々の緑に囲まれたかけ流しの源泉の温泉。
太宰治が通った、昭和の香りが残る温泉
文豪、太宰治が通った、昭和元年創業の”正統派”銭湯の温
泉。開放感のある浴場でサウナ、ジェット、超音波の温泉が楽
しめる。
■泉質：カルシウム・ナトリウム一硫酸塩泉
■住所：甲府市朝日5-14-6　■電話：055-252-6123
■アクセス：甲府駅より徒歩で約15分

喜久乃湯温泉
石和温泉にある自噴温泉銭湯「石和温泉」

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：笛吹市石和町市部1091-2　■電話：055-262-3441
■アクセス（車）：一宮御坂I.Cより15分

1950年、石和のブドウ畑の地下から温泉が湧く10年前より、「銭湯 石
和温泉」として営業。当時は水道水の沸かし湯だったが、1962年に自
前で掘削した天然温泉に切り替えた歴史のある石和温泉（銭湯）。

石和温泉（銭湯）
源泉 47 度加温・加水なしのかけ流し

■泉質：ナトリウム塩化物泉
■住所：甲府市上石田1-10-12　■電話：055-222-4216
■アクセス（車）：甲府昭和ICより5分

入浴された方からリウマチ・神経痛等の痛みやアトピー肌の
かゆみが軽減したとの声も聞く、源泉47度加温・加水なしの
かけ流しの温泉

㈲草津温泉

おすすめワイン
天屋原甲州は当館でお出し
する冬のメイン料理「富士山
麓牛のすき焼き」にもぴったり
な熟成タイプの樽発酵の甲州
ワインです。若女将

 宮本実佳さん

おすすめワイン
ルミエール カベルネフラン 2016 
優しく可憐、チャーミングで魅
力的な印象。馬刺しや鹿肉な
どとの相性抜群です。　

ソムリエ
秋田慎平さん

おすすめワイン
ラフィーユ樽甲州と天子の塩
焼きのペアリングは、坐忘とま
るき葡萄酒おすすめの、互い
を引き立て合う珠玉のマリ
アージュです。まるき葡萄酒

鈴木圭一さん
■住所：甲州市塩山三日市場2512　■電話：0553-32-0015
■アクセス：JR塩山駅より車で約10分※無料送迎有 （要予約）

■住所：山梨市上岩下1053　■電話：0553-22-2050
■アクセス：JR山梨市駅より車で5分※無料送迎有（要予約）
　中央道一宮御坂ICより20分

■住所：笛吹市春日居町小松855　■電話：0553-20-2000
■アクセス：JR石和温泉駅より車で5分※無料送迎バス有 
　　　　　中央自動車道一宮御坂ICより10分

やまなし立ち寄り
百名湯手帳

「やまなし立ち寄り百名湯手帳」では、県内の日帰り温泉をお得な入浴特典と共に紹介！
オリジナルグッズがもらえる楽しいスタンプラリー付き。
手帳は、やまなし百名湯の各温泉施設及びやまなし観光推進機構（055-231-2722）まで！

「や
まなし立

ち寄り百名湯」
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身延町

御年頭会曳馬式
1月13日（月・祝）

身延山で行われる年頭の祝賀会です。法要後には２頭の馬による曳
馬式が行われます!
【場　所】身延山久遠寺
【問合せ】身延山久遠寺 ☎0556-62-1011
《電 車》JR身延線身延駅⇒タクシー15分
《  車  》下部温泉早川IC⇒15分

笛吹市

笛吹市 温泉とワイン満喫フォトロゲ2020
1月下旬～２月上旬

地図を頼りに、制限時間内に多くのチェックポイントを巡り得点を集
めるスポーツです。
【場　所】石和源泉足湯ひろば
【問合せ】笛吹市観光物産連盟 ☎055-261-2829
《電 車》JR中央線石和温泉駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道一宮御坂IC⇒10分

富士吉田市

リフレふじよしだ新春祭り
1月1日（元日）～3日（金）

道の駅富士吉田でお得な福袋販売などの新春イベント開催！
【場　所】道の駅富士吉田
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
《電 車》富士急行富士山駅⇒バス15分
《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ⇒10分

山中湖村

山中湖富士山雪まつり
1月下旬～2月中旬

富士山型すべり台やスノーラフティングが
登場！冷えた体を温める飲食も販売します。
【場　所】山中湖交流プラザきらら
【問合せ】（一社）山中湖観光協会
　　　　☎0555-62-3100
《電 車》富士山駅⇒バス約35分「山中湖交流プラザ前」
《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約20分

市川三郷町ふるさと冬まつり
のっぷい大塚にんじん収穫祭
「のっぷい」の肥沃な土壌で作られる、大塚にんじんの収穫祭。
【場　所】みはらしの丘みたまの湯駐車場
【問合せ】市川三郷町ふるさと冬まつり実行委員会 ☎055-240-4157
《電 車》JR身延線甲斐上野駅⇒徒歩約20分
《  車  》中央道甲府南IC⇒約20分
　　　  中部横断道増穂IC⇒約15分

市川三郷町 12月14日（土）

道志渓谷　もちつき大会
道の駅どうしにて、もちつき大会を開催します。投げ餅や豚串・豚汁・
川魚の塩焼きの販売も実施予定。
【場　所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし ☎0554-52-1811
《  車  》中央自動車道都留I.C.⇒30分
　　　  中央自動車道相模湖I.C.⇒50分

道志村 12月22日（日）

富士川町

ダイヤモンド富士
12月20日（金）～1月3日（金）

富士山頂から太陽が昇る瞬間を見ることが
できます。年末年始は大勢の人で賑わいます。
【場　所】富士川町髙下地区
【問合せ】富士川町役場産業振興課
　　　　☎0556-22-7202
《電 車》JR身延線市川大門駅もしくは鰍沢口駅⇒タクシー約25分
《  車  》中部横断自動車道増穂IC⇒約20分

北杜シェフズバル2020
清里名シェフ達の多彩な料理が戴けます。焚き火、満天の星空と共
にお楽しみください。
【場　所】清里牧場通り
　　　　オーベルジュ横牧草地（イベント広場）
【問合せ】北杜シェフ交流会 ☎0551-48-3405
《電 車》JR小海線清里駅⇒徒歩31分
《  車  》中央道長坂ＩＣ⇒30分

北杜市 2月22日（土）・23日（日）

節分豆まき
山梨市 2月2日（日）

無病息災、家内安全を祈り、豆まきをしましょう。
お楽しみお菓子まきもあります！
【場　所】根津記念館
【問合せ】根津記念館　☎0553-21-8250
《電 車》ＪＲ中央線山梨市駅⇒タクシー５分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分

日本一早いお花見～ハウス桃宴～
暖かいビニールハウスの中で、雨風関係なくどこよりも早く桃のお花
見が楽しめます。
【場　所】受付：ＪＡふえふき富士見支所直売所
【問合せ】笛吹市役所観光商工課 ☎055-262-4111
《電 車》JR中央線石和温泉駅⇒タクシー10分
《  車  》中央道笛吹八代スマートIC⇒15分

笛吹市 2月14日（金）～3月8日（日）予定

第16回甲斐梅の里クロスカントリー大会
早春の梅の里を駆けるクロスカントリー大会。2.5ｋｍ、5ｋｍ、10ｋｍの3コース。
【場　所】敷島総合文化会館及び周辺道路
【問合せ】甲斐梅の里クロスカントリー大会実行委員会
　　　　☎055-278-1698
《電 車》ＪＲ中央線竜王駅徒歩40分
《  車  》中央道双葉スマートＩＣ⇒約10分

甲斐市 2月23日（日・祝）

道志村の冬仕事体験 味噌作り
昔は各家庭で行われていたという味噌
作りを仕込から熟成まで体験できます。
【場　所】みなもと体験館道志・久保分校
【問合せ】みなもと体験館道志・久保分校
　　　　☎0554-20-4688
《  車  》中央自動車道都留I.C.⇒50分
　　　  中央自動車道相模湖I.C.⇒40分

道志村 2月23日（日・祝）

大神宮祭（だいじんぐうさい）
「大神（だいじん）さん」と呼ばれ、親しまれているお祭り。商売繁盛・家
内安全などを願うたくさんの人で賑わいます。沿道にはだるまや熊手
などの 縁起物などを売る露天もたくさん並びます。
【場　所】横近習大神宮（中央2丁目）、柳町大神宮（中央4丁目）
【問合せ】甲府市観光課 ☎055-237-5702
《電 車》JR中央線甲府駅⇒徒歩10分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒15分

甲府市 2月3日（月）

富士山の日
富士山の日を記念して町内観光施設で、入館割引やプレゼントがある。
【場　所】町内観光施設
【問合せ】富士河口湖町観光課 ☎0555-72-3168

富士河口湖町 2月23日（日・祝）

12月 1月 2月December January February

　　  twitterで
山梨のイベント情報を
つぶやいてるマルよー！

観光情報、麺、スイーツ…
やまなしのおいしい情報はこちら

武田菱丸【公式】
@t_hishimaru

yamanashi_fruits

山梨フルーツインスタ
山梨フルーツ部

yamanashinoodleland

山梨麺 インスタ
麺の国 やまなし

動画もあるマルから見てほしいマル！

山梨観光インスタ
富士の国やまなし

yamanashikankou

甲斐市

竜王駅森のイルミネーション
11月23日（土）～1月31日（金）

竜王駅に、イルミネーションが創りだす幻想的な光の世界が広がる。
【場　所】ＪＲ竜王駅
【問合せ】竜王駅魅力発信協議会 ☎055-278-1708
《電 車》ＪＲ中央線竜王駅徒歩0分
《  車  》中央道双葉スマートＩＣ⇒約10分

市川三郷町

大門碑林公園ライトアップイベント
2月12日（水）～14日（金）

バレンタインの時期にライトアップを行います。最終日は特別な企画
を予定しています。
【場　所】大門碑林公園
【問合せ】市川三郷町商工観光課 ☎055-240-4157
《電 車》JR身延線市川本町駅⇒徒歩約10分
《  車  》中央道甲府南IC⇒約20分
　　　  中部横断道増穂IC⇒約15分

身延町

西嶋イルミネーション
12月1日（日）～1月3日（金）

約500mの道路沿いに点灯する手作りイルミネーションロード！ぜひお越しください！
【場　所】身延町西嶋（西町区内）
【問合せ】身延町役場観光課 ☎0556-62-1116
《電 車》JR身延線甲斐岩間駅⇒タクシー10分
《  車  》六郷IC⇒5分

山中湖村

山中湖イルミネーション
「FANTASIUM」冬の煌めき

11月23日（土・祝）～1月5日（日）

花の都公園の広大な敷地をイルミネーションが彩ります。体が温まる
屋台村も必見！
【場　所】山中湖 花の都公園
【問合せ】山中湖 花の都公園 ☎0555-62-5587
《電 車》富士山駅⇒バス約20分「花の都公園入口」⇒徒歩約15分
《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約5分

山中湖村

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

2月1日（土）～22日（土）

山中湖畔でダイヤモンド富士が見られ、15日はアイスキャンドルも点灯します。
【場　所】山中湖畔
【問合せ】（一社）山中湖観光協会 ☎0555-62-3100
《電 車》富士山駅⇒バス約35分
《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約20分

富士河口湖町

河口湖・冬花火＆富士山の日花火大会
冬花火1月18日（土）～2月22日（土）、富士山の日花火2月23日（日・祝）

冬の星空を彩る打上げ花火。時間は午後８時から８時２０分まで。
【場　所】河口湖畔大池公園
【問合せ】富士河口湖町観光課 ☎0555-72-3168
　　　　富士河口湖町観光連盟 ☎0555-28-5177
《電 車》河口湖駅⇒徒歩15分
《  車  》河口湖ＩＣ⇒10分

富士河口湖町

西湖樹氷まつり
1月25日（土）～2月2日（日）

氷の祭典を地元グルメなどとお楽しみいただけます。
【場　所】西湖野鳥の森公園
【問合せ】富士河口湖町観光課 ☎0555-72-3168
《電 車》河口湖駅より西湖周遊バス⇒約45分
　　  　西湖野鳥の森公園下車
《  車  》河口湖ＩＣ⇒20分

笛吹市

石和温泉冬花火ー笛吹川の舞ー
2月1日（土）～2月29日（土）の期間の土・日曜日

石和温泉の冬の空をPM8:30～PM8:45の10分間の花火が彩ります。
(天候等により中止の場合あり)
【場　所】笛吹市役所前笛吹川河川敷
【問合せ】石和温泉旅館協同組合 ☎055-262-3626
《電 車》JR中央線石和温泉駅⇒徒歩20分
《  車  》中央道一宮御坂IC⇒10分

丹波山村

お松引き
1月7日（火）

修羅と呼ばれるY字形の木ぞりに松や竹を積み上げ道祖神まで運ぶ祭り。
【場　所】丹波山村熊野神社周辺
【問合せ】丹波山村教育委員会
　　　　☎0428-88-0211
《電 車》JR青梅線奥多摩駅
　　　  ⇒西東京バス約60分
《  車  》中央道勝沼IC⇒約60分

富士吉田市

ハタオリマチのクリスマス
12月20日（金）～22日（日）

ハタフェスからのスピンオフイベント。冬のキレイな夜空を楽しみなが
らお越しください。
【場　所】日本ステンレス工業　富士吉田支店
【問合せ】富士吉田市富士山課 ☎0555-22-1111
《電 車》富士急行月江寺駅⇒徒歩5分
《  車  》中央自動車道富士吉田西桂スマートIC⇒10分

リフレ富士山の日
富士山の日（2月23日）を記念して、
富士山にまつわるイベントが盛りだくさん！
【場　所】富士山レーダードーム館
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
《電 車》富士急行富士山駅⇒バス15分
《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ⇒10分

富士吉田市 2月23日（日・祝）身延町

身延山・七面山修行走　Monk’ｓ Run
12月1日（日）

自然、歴史文化、修行の精神に触れてもらうため修行走・MONK’S RUN開催！
【場　所】身延山門前町
【問合せ】身延山七面山修行走実行委員会
　　　   ☎0556-62-0504
《電 車》JR身延線身延駅⇒タクシー15分
《  車  》下部温泉早川IC⇒15分

富士川町

町制施行１０周年記念
第６回ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」

12月1日（日）

富士山の眺望に優れたスポットを盛り込んだコースで、町の特産品でおもてなしします。
【場　所】道の駅富士川
【問合せ】ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」実行委員会
　　　　 ☎0556-22-7202
《電 車》JR身延線市川大門駅⇒タクシー約5分
《  車  》中部横断自動車道増穂IC⇒約１分

山梨市

New Year Festival 2020
～HAPPY！初日の出～

1月1日（元日）

楽しい音楽とともに初日の出を拝みましょう。豪華景品の当たる大抽選会も実施！
【場　所】笛吹川フルーツ公園最上段フルーツセンター前
【問合せ】山梨市役所観光課 ☎0553-22-1111
《電 車》JR中央線山梨市駅⇒タクシー7分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒30分

厄地蔵尊大祭
「やくじぞうさん」と呼ばれ、親しまれているお祭り。1年に1度、24時間
は耳を開き、善男善女の願いを聞き入れてくれるお地蔵さんが有名
で、全国各所から多数の参拝者で賑わいます。
【場　所】塩澤寺（湯村3丁目17番2号）
【問合せ】甲府市観光課 ☎055-237-5702
《電 車》JR中央線甲府駅⇒バス15分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒20分

甲府市 2月13日（木）正午～14日（金）正午

Illuminati� イルミネーション 冬花火Wint� F�ew�ks

甲府市

こうふ開府５００年フィナーレイベント
こうふ生誕祭

12月20日（金）～22日（日）

2019こうふ開府500年のフィナーレイベントとして、地元のグルメから、全国・世界のグルメを集
め、光・音楽で未来に向けたメッセージを送る「こうふ開府５００年のフィナーレ」イベントです。
【場　所】甲府駅北口よっちゃばれ広場
【問合せ】こうふ開府500年記念事業実行委員会 ☎055-237-5327
《電 車》JR中央線甲府駅⇒徒歩1分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒15分

北杜市

スターラウンド八ヶ岳ウィンターシーズン
12月～３月の土曜日（予定）

日本有数の晴天率を誇る八ヶ岳山麓で星空観察！星空のナビ
ゲーターがご案内します。
【場　所】清里高原ホテル、サンメドウズ清里スキー場
【問合せ】スターラウンド八ヶ岳実行委員会 ☎0551-88-9027
《  車  》中央道長坂ＩＣ⇒30分

第１８回　甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

甲州市内12会場を、ひな人形やつるし飾りが豪華絢爛に彩ります！
【場　所】甘草屋敷・他
【問合せ】甲州市観光商工課 ☎0553-32-2111（代）
《電 車》塩山駅北口⇒徒歩1分
《  車  》中央道勝沼IC⇒15分

甲州市 2月11日（火）～4月18日（土）
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芸術・文化・科学に触れる 休館日については変更になる場合があります。

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881
土器や石器といった考古資料や、
考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ博物館。
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央自動車道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）・12月29日～1月1日、1月15日～17日

12月7日（土）～1月26日（日）
冬季企画展
「山梨市の出土品Ⅱ」
山梨市の出土品にスポットを当て、普段
は見られない貴重な品 を々紹介します。

令和2年1月3日（金）
考古博物館
お正月イベント
お正月にちなんだ遊びを楽しもう！
新年干支展「子―ねずみ―」も同時開催。

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

めぐりプレゼント宝宝
YAMANASH I  P I CK  U P  N EWS

FUJISAN FILM FES.２０２０9月5日～1月31日（金）

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。ご応募締切・令和２年２月２９日（土）

FUJISAN FILM FES事務局　055-235-7664

山梨県世界遺産富士山課　055-223-1316
「富士山の日」フェスタ2020 2月23日（日・祝）

応募は
コチラへ

❻❻ ❼❼❹❹

http://bit.ly/2JNIv3P

山梨県立博物館  　　　　☎055-261-2631

《電車》JR中央線石和温泉駅⇒バス約10分
《 車 》中央自動車道一宮御坂ＩＣ⇒約8分
休館日：12月24日（火）～1月1日（水）、火曜日（祝日の場合はその翌日）

開港直後の横浜に出店し大きな利益をあげ
た篠原忠右衛門ら甲州商人の活躍を紹介！

12月21日（土）～2月24日（月・振）
シンボル展
「甲州屋忠右衛門の冒険
  ―ミナト・横浜を目指した商人たち―」

お正月は1月2日から開館し様 な々イベン
トを開催。みなさまでお出かけください！

1月2日（木）・3日（金）
かいじあむのお正月

山梨県は様々な地域と交流をしてきまし
た。資料を通して歴史をめぐる旅に出よう！

10月24日（木）～12月16日（月）
常設展テーマ展示
「レキシ・トラベル to かいじあむ」

あけましておめでとうございます！山梨
のお正月を彩る資料たちを紹介します！

12月18日（水）～2月17日（月）
常設展テーマ展示
「年の初めはかいじあむ」

守屋正彦館長が、信虎・信玄・勝頼の時代
の美術とその思想について解説します。

12月15日（日）
館長トーク「甲斐武田氏の美術３」

柳沢吉保を通じて甲府の大名文化についてわかりやすくお話します。
１月19日（日） 館長トーク「柳沢文化１」

山梨の自然と人の歴史を、見て、
さわって、楽しみながら学べる博物館。

❶❶

❺❺

❷❷ ❸❸

山梨近代人物館                     ☎055-231-0988

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩5分
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒15分 駐車場は、山梨県庁防災新館地下
           駐車場をご利用ください。（駐車無料、但し減免処理が必要）
休館日：毎月第2・第4火曜日・12月29日（日）～1月3日（金）

10月1日（火）～3月28日（土）
第10回展示 近代文学に足跡を残した人々
ー県立文学館開館30周年ー

山梨県立文学館開館30周年を記念して、山梨と
かかわりの深い文学者9名の足跡をたどります。

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

山梨県庁舎別館2階

山梨県埋蔵文化財センター ☎055-266-3016

《時間》午後１時～午後5時
《会場》山梨県防災新館１Fオープンスクエア
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩5分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒25分

令和2年1月13日（月）
古代米でもちつき大会
古代米といわれる黒米をまぜたお餅をつ
いて、おいしく楽しく新年を祝いましょう！
《会場》山梨県立考古博物館・
　　　 風土記の丘研修センター
《問い合わせ》風土記の丘研修センター ☎055-266-5286
《電車》JR中央本線甲府駅→バス約40分
《 車 》中央自動車道甲府南IC→7分

《会場》富士吉田市民会館ふじさんホール
　　　 （2月23日最終審査と表彰式）
・テーマ：富士山とスポーツ
・募集要項：30秒以内のオリジナル動画
　詳細はHPをご確認ください。
　https://fff2020.jp/

《会場》富士吉田市民会館ふじさんホール
《電車》富士急行線月江寺駅⇒徒歩3分
《 車 》中央道河口湖IC⇒7分

2月9日（日） 埋蔵文化財センターシンポジウム
　　　　　「輝け！やまなし古墳めぐりグランプリ」
山梨県内の古墳について各担当者がわ
かりやすく、そして熱く語るシンポジウム

国史跡甲府城跡や国史跡銚子塚古墳など、
楽しみながら親しんでもらう
イベントを開催しています。

富士山麓電気鉄道
開通記念はがき

かいじあむのお正月

神名川横浜新開港図
〔複製〕
クルミの
荷札木簡

甲府八日町正月初売之景

守屋正彦館長

❶〔富士吉田市〕吉田うどん（300g×2袋 つゆ30g×4包）1名様
❷〔甲斐市〕甲斐の本格芋焼酎「大式」（１本 720ml）3名様
❸〔中央市〕シルクふれんどりぃ温泉＆ランチ券（ペアチケット）（1セット）3名様
❹〔市川三郷町〕オノオレカンバ 木製印鑑（１2mm）（１個）2名様
❺〔身延町〕下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」（500ml 1ケース（24本入り））5名様
❻〔山中湖村〕山中湖ワイン（１本）1名様
❼〔鳴沢村〕鳴沢村ブルーベリー１００％使用　ブルーベリー羊かん（１本）2名様

11月2日（土）～3月2日（月）
企画展「クラフツマンの表現」
水晶加工の伝統工芸技術を巧みに活かし
た、山梨のジュエリーをお楽しみください。
土日祝日
職人の実演及びジュエリー制作体験
宝飾加工職人の作業風景が間近で見られる。
リングなどのジュエリー制作体験も（有料）

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約7分 
《  車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約15分
休館日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）12月29日（日）～1月3日（金）

山梨ジュエリーミュージアム
山梨県庁防災新館１階（やまなしプラザ内）  　　☎055-223-1570
ジュエリー産地“山梨”を代表する作品展示と
土日祝日は職人の実演や
ジュエリー制作体験も。入館料無料。

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

《電車・バス》JR中央本線甲府駅⇒バス約15分
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　12月26日（木）～1月1日（水）

1月25日（土）～3月22日（日）
新収蔵品展
ことばの生まれる場所
高浜虚子の軸装、芥川龍之介
の句稿など2019年に新たに収
蔵した資料を紹介。

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

芥川龍之介
句稿「赤百合の芯黒む暑さ極りぬ」ほか

当館蔵

山梨県立美術館 ☎055-228-3322

11月16日（土）～1月13日（月・祝）
現代日本の工芸
世界を巡回した工芸作品約60点と、山梨を
代表する工芸家の力作が一堂に会します。

自然とともに生きる農民の姿を描いた、
ジャン＝フランソワ・ミレーの作品を
数多く所蔵する美術館。
《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約15分  
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約10分 
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）
          12月26日（木）～1月1日（水）

松田百合子
《注器、デミタス碗皿》

１９９２年、磁器、
国際交流基金所蔵

巡礼路がつなぐ信仰の場としての溶岩洞穴に
注目し、その信仰について紹介する。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒徒歩20分（無料シャトルバスあり）
《  車 》中央道河口湖IC⇒3分

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

1月1日（元日） ～2月23日（日・祝）
「溶岩洞穴をめぐる信仰」展

富士山の構成資産を巡るツアーなどを
実施予定。

2月23日（日・祝） 
富士山の日イベント

☎0555-72-2314

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒バス約20分（土・日・祝運行）
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒30分
休館日：第1、2、3月曜日、12月29日（日）～1月1日（水）

11月9日（土）～3月15日（日）
スペース☆ヒーローズ
星座のヒーロー・スペースヒーローズが星座
について教えてくれるプラネタリウムです。
※詳細は、当館HPをご覧ください。

山梨県立科学館              ☎055-254-8151
不思議な展示物や仕掛けがたくさんあり、
楽しみながら科学を学べる施設。

山梨県立科学館C

「富士山とスポーツ」をテーマに、富
士山への思いを表現した動画を募集
しています！

富士山の日に、世界遺産富士山の
価値と保全活動への理解を広める
行事を開催します！

前回に引き続き、柳沢吉保と甲府の関係を解説します。
※館長トークは台風のため順延となりました。

2月16日（日） 館長トーク「柳沢文化2」

Wine

温泉につかりながら目の前に富士山を感じられる温泉宿。
富士山と温泉を同時に味わえる…これも山梨県ならではの最高の贅沢。Mt.Fuji温泉

につかりな
がら富士山を堪能！ Fuji

富士河口湖温泉
風のテラスKUKUNA

富士山温泉
ホテル鐘山苑

山中湖温泉
ホテルマウント富士

露天風呂富士山は遮る物のない眺望を富士山の恵み
たっぷりの温泉に浸かりながら満喫できる。世界文化遺
産の富士山が絶景。

魚を寝かせて旨みを引き出した「エイジン
グ寿司」と山梨ワインを楽しめる寿司屋。山
梨ワインはグラス各種とボトルが40種類前
後ある。

山梨県産ワインと地ビール、地元の無農薬
野菜を使った料理などが味わえる店。ワイン
は100％山梨県産にこだわり、赤・白はグラス
で各4～5種類、ボトルは約300種類県内随
一の品ぞろえ。

ぶどう畑を一望できる贅沢なロケーションに
ある地産地消型フレンチレストラン。山梨県
産ワインはグラスで常時10種類ほど、ボトル
では100種類前後ある。

9F最上階「大空の湯」は天空に浮かぶインフィニティ露
天風呂。富士山と河口湖の大パノラマに溶け込んだ一
体感を満喫できる。

富士山を見る為に高台に建てられたリゾートホテル。標
高1100Mから望む山中湖と富士山を一望する眺めが
魅力。

■住所：富士吉田市上吉田東9-1-18　■電話：0555-22-3168
■アクセス：富士急行線富士山駅より車８分
　　　　　※無料送迎あり

■住所：甲府市中央1-16-6 FL甲府ビル1F　■電話：055-237-2954

■住所：甲府市丸の内1-16-13ヤマサビル　■電話：055-237-7793 
6

■住所：甲州市勝沼町下岩崎2097-1　■電話：0553-39-8245

■住所：甲州市勝沼町中原5288-3　■電話：0553-39-8830

■住所：南都留郡富士河口湖町浅川70　■電話：0555-83-3333
■アクセス：富士急行線河口湖駅から約５分　※無料送迎有
　　　　　 中央自動車道河口湖ICから約10分

■住所：南都留郡山中湖村山中1360-83　■電話：0555-62-2111
■アクセス：富士急行線 富士山駅から路線バスで約25分。
　　　　　 東富士五湖道路　山中湖ICから約5分。

富士山を眺めながら
温泉入れるなんて最高マル！！

福寿司 ビストロ・ミル・プランタン

Four Hearts Café（フォーハーツカフェ）
森の中のフレンチレストラン。甲州ワイン豚や
甲州ワインビーフなどできるだけ山梨県産の
食材を使ったフランス料理をコースで提供。
山梨県産ワインはボトル約45種類、グラスは
赤・白を各2種類ずつある。

エリソン・ダン・ジュール

山梨県には、ワイン県山梨が誇る山梨ワインと料理のマリアージュを楽しめるお店が
数多くあります。ワインと料理を楽しむ大人の休日を山梨で。 Mariage山梨ワ

インと絶品料理のマリアージュ！

温泉もワインも
絶景も、冬の山
梨には楽しみが
いっぱい。ワイン
と料理、ワインと
温泉、温泉と富
士山…迷ったら
QR コードの先
で情報をチェック
マル！！

山梨県の温泉宿に泊まるならコチラ！　ワインを楽しめるプランもあります。

令和元年８月７日に
ワイン県宣言をした山梨県
山梨ワインの
特集記事は
コチラ

抽選で100名様に
ワインが当たる
インスタキャンペーンは
コチラ

特　集

キャンペーン




