
富士川クラフトパーク

5月13日～6月11日

富士川クラフトパーク 富士川・切り絵の森美術館
☆中部横断自動車道　下部温泉早川ＩＣ下車５分

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

自然に恵まれた環境を活かした
日本の和の心を継承する温泉宿

全館源泉掛け流しの宿 西山温泉慶雲館

https://www.keiunkan.co.jp

「笛吹市桃源郷春まつり」
桃の生産量が日本一の笛吹市で、まるでピンクの絨毯のように

桃の花が咲き誇る景色を楽しめます。
イベント期間中は、桃の花が咲く場所を歩くウォーキングイベントや、

観光案内や出店等の催しを開催します。

イベント期間：令和5年3月26日（日）～4月9日（日）
メイン会場：八代ふるさと公園（山梨県笛吹市八代町岡2223-1）

ふえふき観光ナビ

サントネージュワインは、
1942年ワインの醸造の歴史を刻んで山梨県甲府盆地で誕生。
「よいワインはよいぶどうから」をモットーとし、日々 努力を続けています。
サントネージュとは「聖なる雪」という意味。
その気高く清廉な名に恥じぬよう、
クオリティの高いワインを追求してまいります。 

サントネージュワイン株式会社
山梨県山梨市上神内川107-1　TEL:0553-22-1511

雄大な富士山と甲府盆地、ぶどう畑を望みながら、
サントリーの日本ワインを楽しめる、「富士見テラス」がオープン！
9月にリニューアルしたワインショップ、ツアーもお楽しみください。

天空のテラスで極上のワインを

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/
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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

特集記事を毎月更新！
山梨県の最新観光情報は
「山梨をもっと好きになるWebマガジン
富士の国やまなし」でチェック！

撮影地：新倉山浅間公園
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TOPICS 3

詳しい情報はこちら！（市川三郷町ＨＰ）
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山梨に咲く、３月から６月の見頃の花をご紹介します。

山 梨 春 の 花 情 報

大法師さくら祭り
おお   ぼ     し

場　所　大法師公園（富士川町鰍沢 2175）
問合せ　富士川町産業振興課 TEL0556-22-7202

３月２５日～４月２日

３月下旬から４月上旬の桜の開花期に合わ
せて大法師さくら祭りを開催します。「さく
ら名所100 選」に選ばれた園内では、2000
本のソメイヨシノが咲き競い、小高い丘が
ピンクに染まります。

富士川町

桂川河川敷
の桜

場　所　上野原市新田地区
　　　　桂川河川敷
問合せ　上野原市産業振興課
　　　    TEL0554-62-3119

３月下旬頃

上野原駅から徒歩で気
軽に足を運べる桂川河
川敷は桜の絶景ポイン
トです。

上野原市

こうしゅう桜フェスタ

場　所　塩山ふれあい総合公園
問合せ　甲州市観光商工振興協議会
　　　    TEL0553-32-2111

３月２5日

桜の開花に合わせ、キッチンカー出店、
ライトアップ、各種ステージショーや
花火を楽しめます。

甲州市

山梨市桜見どころ

場　所　荒神山、乙ヶ妻、吉祥寺、膝立、洞雲寺
問合せ　山梨市観光課
　　　   TEL0553-22-1111

３月下旬～４月下旬

山梨市で春の風物詩「桜」を楽しむことができ
ます。各所様々な種類の桜が咲きます。ライト
アップをする場所もあるので山梨市観光協会Ｈ
ＰやＳＮＳで情報をチェックしてください。

山梨市

大月市さくら情報

場　所　大月市内各所（岩殿山丸山公園、真木お
　　　　伊勢山、大月エコの里、猿橋公園など）
問合せ　大月市産業観光課　TEL0554-20-1829
　　　　大月市観光協会　TEL0554-22-2942

３月中旬～４月下旬

市内各所で様々な品種の桜をお楽しみい
ただけます。

大月市

隠れスポット
ミツマタ群生地

場　所　楽山球場登山口より徒歩 10分
問合せ　都留市観光協会
　　　    TEL0554-43-1111

３月下旬～４月上旬

辺り一面を黄色い可憐な花で埋め
尽くすミツマタ群生地。奇しくも
桜と同時期に開花する運命ですが、
負けず劣らずの見所です。

都留市

お宮橋の桜

場　所　忍野村忍草 淺間神社付近
問合せ　忍野村観光協会
　　　    TEL0555-84-4221

４月中旬～下旬

富士山へ向かって流れる新名庄川
沿いの桜並木。隠れた富士山の名
所です。

忍野村

クマガイソウ群生地公開

場　所　クマガイソウ群生地〔西桂町民グランド西側〕
問合せ　クマガイソウを愛でる会
　　　　（西桂町産業振興課） TEL0555-25-2121

４月下旬～５月上旬

クマガイソウは環境省レッドデータブック
【絶滅危惧Ⅱ類】に分類される貴重な花です。

西桂町

興因寺のあじさい

場　所　興因寺（甲府市下積翠寺町 1220）
問合せ　興因寺 TEL055-252-8655

６月頃

静かで穏やかな境内に、色とりどり
のあじさいを見ることができます。

甲府市

三窪高原のツツジ

場　所　三窪高原
問合せ　甲州市観光商工課 TEL0553-32-2111

6月上旬～下旬頃

「関東の富士見百景」にも選定された眺
望の素晴らしい高原でツツジが咲き乱
れます。

甲州市

あじさい祭り

場　所　小室山妙法寺
　　　　（富士川町小室 3063）
問合せ　日出づる里活性化組合
　　　　TEL0556-22-1503

６月下旬

小室山妙法寺境内一面に、色とり
どりのあじさい約 1万株が咲き乱
れます。

富士川町

すずらんの花見頃

場　所　すずらん群生地
　　　　（笛吹市芦川町上芦川）
問合せ　笛吹市芦川支所
　　　　TEL055-298-2111

５月中旬～６月上旬

笛吹市芦川町の源流域には貴重な
「日本すずらん」が自生しています。

笛吹市

甚六桜

場　所　勝沼ぶどう郷駅周辺
問合せ　甲州市観光商工課
　　　　TEL0553-32-2111

４月上旬

勝沼ぶどう郷駅周辺に地元有志が
植えた桜並木です。約600本の桜
が立ち並びます。

甲州市

４月上旬

憩いの桜並木

場　所　南アルプス市鏡中条 3782
問合せ　南アルプス市観光推進課
　　　　TEL055-282-7261
　　　　南アルプス市観光協会
　　　　TEL055-284-4204

鏡中条橋に抜けるまでの間、約
600 メートルに渡って、約 270
本の桜並木があります。桜並木
の間からの富士山の眺めが素晴
らしいです。

南
アルプス市

富士芝桜まつり

場　所　富士本栖湖リゾート
問合せ　富士芝桜まつり事務局 TEL0555-89-3031

４月１５日～５月２８日

首都圏最大級約 80万株の芝桜が、富士山麓の広大な敷地
に咲き誇る花の祭典です。

富士
河口湖町

わに塚のサクラ

場　所　韮崎市神山町北宮地 624
問合せ　韮崎市観光協会 TEL0551-22-1991

３月下旬～４月上旬

塚の上に立つ樹齢約 330 年の一本桜。ライトアップ時には
幻想的な姿を楽しめます。開催期間等は観光協会ＨＰで情
報をチェックしてください。

韮崎市

甘利山のレンゲツツジ

場　所　甘利山
問合せ　韮崎市観光協会 TEL0551-22-1991

山頂一帯を約 15万株のレンゲツツジが真紅に染める気軽なハイキン
グコースです。山頂からは富士山や甲府盆地を一望できます。

韮崎市
６月上旬～中旬

２０２３年山梨県内の桃・桜開花状況はＱＲをチェック！随時更新しています♪

開花状況により日程が変動しますので、お出かけ前にご確認ください。

じん  ろく ざくら

第8回新倉山浅間公園桜まつり

場　所　新倉山浅間公園
問合せ　ふじよしだ観光振興サービス TEL0555-21-1000

桜・富士山・五重塔を同時に見ることができる
新倉山浅間公園で開催されるお祭り。

あら  くら  やま  せん  げん  こう  えん

神代桜まつり

場　所　実相寺（北杜市武川町山高 2763）
問合せ　北杜市観光協会
　　　　TEL0551-30-7866

国の天然記念物であるエドヒガン
ザクラは例年 4月上旬に見頃を迎
ます。開花に合わせ、桜まつりが
開催されます。

北杜市

じん  だい ざくら

み   くぼ  こう  げん

こう  いん   じ

笛吹市桃源郷春まつり

３月２６日～４月９日

市内の桃の眺望スポットを巡るウォーキングイベントや
キッチンカーの出店を行います。
場　所　八代ふるさと公園（メイン会場）
問合せ　笛吹市観光物産連盟 TEL055-261-2829

笛吹市

舞鶴城公園の桜

場　所　舞鶴城公園
　　　　（甲府市丸の内 1-5-4）
問合せ　甲府市観光課
　　　　TEL055-237-5702

３月下旬～４月上旬
甲府駅から徒歩 3分。石垣
やお堀など城址の雰囲気と
ともに、150 本を超える桜
が咲き誇ります。

甲府市

山梨市

４月上旬から下旬

山梨市桃の花散策

場　所　根津記念館付近、かのがわ広場付近、菜の花ロード他
問合せ　山梨市観光課 TEL0553-22-1111

４月上旬から中旬にかけて市内各地で桃の花を楽しむことが
できます。菜の花ロード（かのがわ広場近く）は菜の花と桃の
花のコントラストがとても美しいＳＮＳ映えスポットです。

山梨市

４月上旬～４月下旬
富士吉田市

新府桃源郷

場　所　韮崎市中田町中條 3513 周辺
問合せ　韮崎市観光協会
　　　    TEL0551-22-1991

４月上旬から中旬

４月上旬～中旬に約 60ha の桃畑
をパステルカラーに彩ります。ほ
のぼのとした風景を満喫しながら
お散歩を楽めます。

韮崎市

2 3
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ふるさと山梨の英雄と言えば戦国最強の武将としても知られる武田信玄公。
今年ドラマなどで注目を集める徳川家康とも縁が深く、若き日の家康にとって最大の脅威だったと言われています。

山梨には信玄公は勿論、家康にもゆかりのある地が数多く存在しています。
家康が若かりし時は信玄公としのぎを削り、力を付けてからは武田家家臣を重用し、
その知見は現在にも連なる制度となって今も私たちの周りに息づいています。

今回は、甲府駅近辺の家康ゆかりの地をご紹介します。
山梨の過去と今を繋げる街歩きをお楽しみください！

山梨をもっと好きになるＷｅｂマガジンの「富士の国やまなし」
でも紹介をしています。ぜひ、ご覧ください！！

てんそんたい じ

天尊躰寺
城東通り

甲斐奈通り

魚
町
通
り

桜
町
通
り

甲斐善光寺

山梨中銀
金融資料館

古名屋
ホテル

印傳屋上原勇七
印傳博物館

ホテル談露館

能成寺

東光寺甲州夢小路

善
光
寺
駅

金手駅

甲府駅

史跡甲府城跡
（舞鶴城公園）

城のホテル

武田家が滅び本能寺の変が
起こった天正１０年（158２）、家
康は武田家滅亡後の混とんと
した甲斐国（山梨）に攻め込
み、相模国（今の神奈川県）の
北条氏と対陣しました。当城は
和睦後、築造に着手したと伝
わっています。

甲府城跡

甲州金をはじめとした山梨の
金融の歴史を学べる資料館。
糸目金などの貴重な資料が
盛りだくさん。

山梨中銀金融資料館

旧地（甲府市武田三丁目）は、家康が本陣にしたと
伝わります。本堂の屋根瓦には、徳川家の家紋「葵
のご紋」も飾られています。また、武田家と家康に
仕えた金山奉行大久保長安の供養塔もあります。

天尊躰寺

信玄公が川中島合戦の際に信濃
善光寺の焼失を恐れ、甲斐に移し
たと伝わります。家康も当寺に陣を
構えたゆかりある地でした。

1

2

3

4

信玄公が愛した山梨に残る
家康ゆかりの地

甲  州  金

　信玄公は金山開発を推奨し、金貨の鋳造技
術を高めました。その結果、「甲州金」と呼ばれ
る金貨及び日本初となる体系的に整備された貨
幣制度を作り上げました。甲州金は金の含有量
が豊富で価値が高く晩年の家康は蓄財の支柱と
していたと伝わります。さらに、家康は武田家家
臣で金山開発などの中心人物だった大久保長安
をヘッドハンティングして自身の家臣とし、佐渡
金山の開発などに携わらせました。また、この甲
州金の制度は江戸幕府の貨幣制度の基礎となり
ました。

　「金に糸目をつけない」（甲州金の最小の単位
は糸目、転じてそのような小さなことにはこだわら
ないこと）や「太鼓判を押す」（甲州金の縁取り
は太鼓の形に似ていたことから「太鼓判」と呼
ばれており、偽造防止の縁取りがあれば間違い
なく、信頼性を保証すること）などの慣用句は甲
州金から生まれたとされています。

一両金

糸目金 一分金

NHK
甲府放送局

武田神社
（武田氏館跡）

信玄ミュージアム

甲  府  市

右  左  口  宿
う　     ば    　ぐち

　武田家が滅び本能寺の変があった天正１０年
（158２）。主君を失った甲斐国は混とんとしており、
家康や北条氏が甲斐国を狙い対陣していました
（天正壬午の乱）。家康は自身の拠点である駿河
（今の静岡県）から甲斐に侵攻するにあたり、中道
往還を使ったと伝わります。そしてまず陣を構えた
のが右左口でした。しばらく滞在し、その間に周辺
の味方が誰か、今後どのように動くべきか、まさしく
家康が今後どうするかを検討したゆかりの地です。
　右左口宿には、家康が滞在したことを伝える東
照神君御殿場跡の石碑や敬泉寺、「家康朱印状」
（山梨県指定文化財：現在は山梨県立博物館に
寄託）及びそれを守り続けた宝蔵倉などが伝わり
ます。

右左口宿から見た甲府盆地

右左口宿の風景

東照神君御殿場跡

敬泉寺

甲斐善光寺

NHK 総合 毎週日曜 午後 8時／ BSP・BS4K 毎週日曜 午後 6時
作：古沢良太　音楽：稲本響　主演：松本潤

大河ドラマ「どうする家康」
今川家の人質として生涯を終えると思っていた若き日の家康は、三河武
士の熱意に押され、織田信長、武田信玄ら戦国武将が割拠する乱世に
飛び込む―。待っていたのは死ぬか生きるかの大ピンチ！計算違いの連続！
ガマンの限界！どうする家康！

とっておき
情報！
NHK

甲 府 放 送 局
からの

信玄公が愛した山梨に残る
徳川家康の足跡

甲州金 天尊躰寺
てんそんたい じ 右左口宿を

歩く



芸術・文化・科学を楽しむ 山梨県立考古博物館
山梨県立考古博物館 TEL055-266-3881
月曜日（5/1を除く）

会　場
問合せ
休 館 日

山梨県立考古博物館

4月15日（土）～6月11日（日）
春季企画展
「御嶽昇仙峡国名勝指定100周年記念　クリスタル・ロード」
山梨の特産品である水晶利用の歴史を県内各地の出土品から紹介します。

水晶　上コブケ遺跡　縄文時代中期　当館所蔵
国宝 金印「漢委奴国王」（福岡市博物館蔵）

（展示期間：3/11～3/21）

《春風》ミュージアム所蔵

望月春江《惜春》1978年 山梨県立美術館蔵

山梨県立博物館
山梨県立博物館 TEL055-261-2631
火曜日（祝日の場合はその翌日）

山梨県立博物館
会　場
問合せ
休 館 日

3月11日（土）～5月8日（月）
企画展「印章―刻まれてきた歴史と文化」
印章生産量全国一位である山梨県。歴史的・文化的
な視点から、印章について紹介します。

4月22日（土）～6月11日（日）
山梨県立美術館コレクションREMIX
当館コレクションの新たな鑑賞方法や様々なイベントを展開し、今後の可能
性を探ります。

山梨県立美術館
山梨県立美術館　特別展示室
山梨県立美術館 TEL055-228-3322
月曜日（5/1を除く)

会　場

休 館 日
問合せ

3月18日（土）～6月19日（月）
山梨ジュエリーのきらめき
当ミュージアムが所蔵するジュエリーコレクションの数 を々紹介します。

山梨ジュエリーミュージアム
山梨ジュエリーミュージアム TEL055-223-1570
火曜日（祝日の場合は翌日。5/2は開館）、
3/7～3/17、6/20～6/30は展示入替のため休館

山梨ジュエリーミュージアム

会　場
問合せ
休館日

山梨県防災新館１階（やまなしプラザ内）3月18日（土）～4月9日（日）期間中無休
令和4年度春期特別企画展
「未来の科学館～見て・学べて・遊べる！
  魔法のテーマパーク～」
「未来の科学館」をテーマに、最新映像技術の体験や
最新型ロボットとの新しい関係についても学べます。

山梨県立科学館
山梨県立科学館1F多目的ホール
山梨県立科学館 TEL055-254-8151
第1･2･3月曜日、その他臨時休館あり
※3/20、4/3、5/1は開館

会　場

休館日
問合せ

6月22日（木）～25日（日）
富士山世界遺産登録記念日、
富士山世界遺産センター開館記念日イベント
体験ワークショップやクイズラリー、北館フジヤマカフェでは
限定特別メニューをご用意します。

山梨県立富士山世界遺産センター
山梨県立富士山世界遺産センター TEL0555-72-0259
3/28、4/25、5/23、6/27

富士山世界遺産センター
会　場
問合せ
南館休館日

春
の
楽
し
み
方

お山開き（７/1）の前日に夏越大
祓式、お道開きの神事が執り行
われ、富士山の開山を告げます。
場　所
問合せ

北口本宮冨士浅間神社
ふじよしだ観光振興サービス
℡ 0555-21-1000

富士山開山に
参加する

春の坪山は花ざかり。4～5月にかけてヒカゲツツジ、イワウチ
ワ、ミツバツツジなどの希少な山の花々が登山道を彩ります。
場　所
問合せ

上野原市西原地区坪山
上野原市産業振興課  ℡ 0554-62-3119

倉見山では、クマガイソウ群生地だけでな
く、頂上から富士山の眺望を楽しむことが
できます。
場　所
問合せ

倉見山
西桂町産業振興課
℡ 0555-25-2121

倉見山から見る 大月市内で美しい富士山を望むことができ
る山 「々秀麗富嶽十二景」で、豊かな自然と絶
景を満喫しませんか？
場　所
問合せ

大月市内
大月市産業観光課
℡ 0554-20-1829
大月市観光協会  ℡ 0554-22-2942

春の
秀麗富嶽十二景を見る

標高約600ｍ前後の山々が連なる都留アルプストレ
イルコースは、春は桜やミツマタから梅雨時期のあじ
さい等季節ごとに楽しめます。

場　所
問合せ

都留アルプス
都留市観光協会 ℡0554-43- 1111

標高2,230mの瑞牆山は、5月上旬
から登山適期に入り、6月中旬にシャ
クナゲが見頃になります。
場　所
問合せ

瑞牆山
北杜市観光協会
℡ 0551-30-7866

瑞牆山を歩く

南アルプス市の滝沢川の両岸には、約7万
本のアヤメが咲きます。4月下旬から咲き始
め5月上旬に見頃になります。
場　所
問合せ

南アルプス市小笠原滝沢川の両岸
南アルプス市観光推進課
℡ 055-282-7261
南アルプス市観光協会
℡ 055-284-4204

滝沢川のアヤメを愛でる

渓流のせせらぎを聞きながら、さわやかな新緑にあ
ふれる、日本遺産御嶽昇仙峡の遊歩道を歩こう！
場　所
問合せ

御嶽昇仙峡
昇仙峡観光協会 ℡055-287-2555 

新緑の昇仙峡を歩く
4月下旬頃からマイカーで大菩薩峠の8合目ま
で登れるようになります。初心者、家族連れから
上級者までお楽しみいただけます。
場　所
問合せ

大菩薩連嶺
甲州市観光商工課 ℡0553-32-2111 

春の大菩薩連嶺に挑む

フルーツ
狩り

甲府市

30分食べ放題。日本有数の日照時間に恵
まれた栽培品種も豊富な県内最大級のい
ちご狩り園エリアです。5月下旬まで楽しめ
ます。
場　所
問合せ

小曲観光いちご組合
JA山梨みらい 山城経済センター
℡ 055-243-9608

甲府市小曲のいちご狩り
おまがり

大月市

都留アルプスをハイキングする
都留市西桂町

いちごは1月下旬から5月頃、さくらんぼは5
月下旬から6月上旬にかけて、6月中旬から
はプラムも楽しめます。
場　所
問合せ

甲州市内の観光農園
甲州市観光商工課
℡ 0553-32-2111

甲州市のフルーツ狩り

南アルプス市

1月から5月上旬までいちご、4月中旬から6
月下旬までさくらんぼが楽しめます。
場　所
問合せ

山梨市内の観光農園
山梨市観光課
℡ 0553-22-1111（代）

山梨市のフルーツ狩り

南アルプス市のさくらんぼは早い時期から
収穫でき、ハウスものは５月上旬から５月下
旬、露地ものは６月上旬から６月下旬まで
楽しめます。
場　所
問合せ

南アルプス市内の観光農園
南アルプス市観光協会
℡ 055-284-4204

南アルプス市の
さくらんぼ狩り

北杜市

甲州市

富士吉田市

花の坪山をトレッキングする上野原市

76

しょう   せん   きょう

春の三ッ峠山は、麓では桜、登山道
中では様々な高山植物、といったよう
に豊かな自然を楽しみながら登山が
できます。
場　所
問合せ

三ッ峠山
西桂町産業振興課
℡ 0555-25-2121

三ッ峠山で
自然を楽しむ西桂町

み     つ   とうげ やま

しゅう  れい     ふ     がく   じゅう    に     けい

みず   がき    やま

だい　 ぼ　 さつ　れん　れい

甲府では初めての栽培方法で作られたみ
ずみずしいブルーベリーを味わえます。6月
中旬頃から楽しめます。
場　所

問合せ

Obina Blueberry Hill
（甲府市上帯那町295）
Obina Blueberry Hill
℡ 080-1053-1024

甲府市帯那の
ブルーベリー狩り

おび  な



富士川クラフトパーク

5月13日～6月11日

富士川クラフトパーク 富士川・切り絵の森美術館
☆中部横断自動車道　下部温泉早川ＩＣ下車５分

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

自然に恵まれた環境を活かした
日本の和の心を継承する温泉宿

全館源泉掛け流しの宿 西山温泉慶雲館

https://www.keiunkan.co.jp

「笛吹市桃源郷春まつり」
桃の生産量が日本一の笛吹市で、まるでピンクの絨毯のように

桃の花が咲き誇る景色を楽しめます。
イベント期間中は、桃の花が咲く場所を歩くウォーキングイベントや、

観光案内や出店等の催しを開催します。

イベント期間：令和5年3月26日（日）～4月9日（日）
メイン会場：八代ふるさと公園（山梨県笛吹市八代町岡2223-1）

ふえふき観光ナビ

サントネージュワインは、
1942年ワインの醸造の歴史を刻んで山梨県甲府盆地で誕生。
「よいワインはよいぶどうから」をモットーとし、日々 努力を続けています。
サントネージュとは「聖なる雪」という意味。
その気高く清廉な名に恥じぬよう、
クオリティの高いワインを追求してまいります。 

サントネージュワイン株式会社
山梨県山梨市上神内川107-1　TEL:0553-22-1511

雄大な富士山と甲府盆地、ぶどう畑を望みながら、
サントリーの日本ワインを楽しめる、「富士見テラス」がオープン！
9月にリニューアルしたワインショップ、ツアーもお楽しみください。

天空のテラスで極上のワインを

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/

春

Yamanashi
event
guidebook

Spring

春

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

特集記事を毎月更新！
山梨県の最新観光情報は
「山梨をもっと好きになるWebマガジン
富士の国やまなし」でチェック！

撮影地：新倉山浅間公園

桃源郷山梨へようこそ！
山梨春の花情報
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TOPICS 1

ドラマで話題！
信玄公が愛した
山梨に残る家康ゆかりの地
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TOPICS 2

今年の春は山梨に行こう！
春の楽しみ方
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春の楽しみ方
今年の春は山梨に行こう！
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今年の春は山梨に行こう！
春の楽しみ方

TOPICS 3

詳しい情報はこちら！（市川三郷町ＨＰ）


