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家族で巡る︑
山梨の

特集

﹁名水スポット﹂

フルーツの本当のおいしさを体験

山梨フルーツめぐり

〒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/

週末は山梨にいます

山梨の名水スポット

甲府市 昇仙峡

名水
と
森 の夏旅
山梨

日本一といわれる渓谷美、夏も幽玄の世界

急流に削り取られた花崗岩の断崖がそびえたつ昇仙峡は、
その独特の渓谷美から国の特
別名勝に指定され、
日本一と評する人も多い。昇仙峡を象徴する仙娥滝や覚円峰はじめ、
トテ馬車や、
ロープウェイ、
影絵の森美術館なども楽しめます。
▶甲府市●JR中央本線甲府駅からバス30分♦昇仙峡観光協会■055-287-2158

本の
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富士川町 大柳川渓谷

美しい滝の連なりと︑
大小
吊り橋もみどころ

富 士 川 町・十 谷 地 区を流れる大 柳 川には
年齢問わずにマイペースで楽しめる遊歩道
が整備されています︒人気の水源スポット
の多い山梨のなかで︑ゆったり巡るなら穴
場︒１周約 分︑見所も豊富です︒近くに
はのどかな秘湯﹁十谷温泉﹂も︒
90

西沢渓谷【七ツ釜五段の滝】
水の力が数々の美しい淵や滝を作りだす、
日本屈指の渓谷美を誇る西沢渓谷。
渓谷最奥部で出迎えてくれる奇跡の水景色、
「七ツ釜五段の滝」
お じら

北杜市 白州・尾白の森名水公園「べるが」
思いのままに名水の森で楽しむ

▶富士川町
（旧鰍沢町・大柳川渓流公園）
●JR身延線鰍沢駅からタクシー30分
●中部横断自動車道増穂ICから車30分
♦富士川町役場地域振興課■0556-22-7202

約６万坪の広大な敷地には、
森の回廊や水の庭園をは
じめ、
宿泊館、
体験工房、
オーガニックレストランなどが充
実。温泉
「尾白の湯」
でもくつろげます。
▶北杜市白州町●JR中央本線小淵沢駅からタクシー
15分●中央自動車道須玉ICより車20分●水曜定休
●入園200円♦尾白の森名水公園
「べるが」
■0551-35-4411

北杜市 甲斐駒ヶ岳と尾白川渓谷

身延町 富士川ラフティングツアー

日本三大急流、富士川の流れを爽快に体感！

名峰が生んだエメラルド色の流れ

原生の森と西沢渓谷

昔ながらの茅葺き民家そのままに建
てられたこの施設では、
そば打ち体
験やこんにゃく作り体験など、様々な
体験教室が開かれています。お子様
から大人の方まで、
スタッフが丁寧に
手ほどきいたします。
お気 軽にお立ち寄り頂
き、貴重な手作り体験を
してみてはいかがでしょう
か。
▶笛吹市芦川町●ＪＲ中央本線石和温泉駅からバス40分
●中央自動車道一宮御坂ＩＣから車30分◆田舎体験おてんぐさん
■055-298-2833

森林セラピー基地から水と緑の冒険へ

山梨市の北部に位置し、
秩父多摩甲斐国立公園に属する西沢渓谷
渓谷沿いは１周約９kmの散策道が巡らされ、
次々に現れる美しい滝や
神秘的な奇岩の数々に飽きることがない。
自然が織りなす造形美の素
晴らしさに感嘆しながら、
たっぷりと水と緑のエネルギーを吸収できます。
▶山梨市三富●JR中央本線山梨市駅から市営バス60分●中央自
動車道勝沼ICから車60分♦山梨市観光課■0553-22-1111

山梨市 三富温泉郷

古くから信玄の隠し湯として名高い老舗
温泉宿も点在。
▶山梨市三富●JR中
央本線山梨市駅からバス40分●中央
自動車道勝沼ICから車50分♦山梨市
観光課■0553-22-1111

道志村 道志渓谷

山梨県の東南端に手つかずの自然を残す道志村。道志渓谷は、
葉脈
のように幾つもの支流が流れ込む渓谷美が特徴で水辺の生き物も豊
富。V字型の山間をつらぬく道志川沿いに
「道志七里」
と呼ばれる道
志村の素朴な集落も点在。観光地化されていないかわりにオートキャン
プ場などは多く、
どこまでも、
どこまでも深い森と清流を満喫できる。
▶道志村●富士急行線都留市駅からバス45分●中央自動車道
都留ICから車30分♦道志村観光協会■0554-52-1414

80

▶忍野村●富士急行線富士吉田駅からバス25分
♦忍野村観光協会■0555-84-4222

山岳王国やまなしは︑

原風景の里を流れる清流

緑豊かな大地が育む
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都 市の人々と道 志 村民が
いっしょになって、土を耕し農
作物を育て、収穫の楽しさや
喜びを味わう体験農園
▶道志村●富士急行線都
留市駅から車30分●中央
自動車道都留ICから車30
分♦道志村役場
■0554-52-2114

名水パラダイスでもあります︒

YAMANASHI

道志体験農園

富士山の恵み
富士五湖と忍野八海

特産のクレソンを使ったオリジナル
土産品が珍しい直売所や、水晶水
と言われる名水を使った伝統のおと
うふが並ぶ「とうふ屋ほたる」、地元
野菜のポトフやクレソンケーキなどメ
ニューも豊富な食堂「手作りキッチ
ン」
など、道志の旅にぜひ立ち寄りた
い道の駅。
▶道志村●富士急行線都留市駅
から車30分●中央自動車道都留
ICから車30分♦道の駅どうし
■0554-52-1811

西湖

富士山の噴火が生み出した世界に誇る大自然の
素晴らしさに出逢えるのが
﹁富士五湖﹂
エリア︒
５つの湖を中心に︑
富士山パワーのつまった水と森
の大地を巡ってみましょう︒

ビギナーからファミリー、
もちろんエキスパートも大
満足。えさ釣りやルアーなど、色々な釣りが気軽に
楽しめる釣り場です。
河原ではバーベキューも楽しめます。清らかな清流で
育った魚は質が良く、一味違うと評判。河原には車
で入れますので、気軽に楽しむ事ができ便利です。
美しい自然に囲まれ、心も体もリフレッシュしてみ
ては？
▶小菅村 ●JR青梅線奥多摩駅からバス50分
●中央自動車道上野原ICから車50分
◆小菅村フィッシングヴィレッジ
■0428-87-0837

忍野村 忍野八海

水の豊かな里から、
自然のお土産いっぱい

富士山の神秘を物語る水色

名水、多摩源流小菅川で
釣りやバーベキューを
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山中湖

道志村 道の駅どうし

富士山の雪解け水が 年の歳月をかけて濾過さ
れ生じた湧 水 群 ︒吸い込まれそうに深く神 秘 的
な色あいは︑
まさに日本一の富士山の神聖さを物
語る︒国の天然記念物の指定︒
また忍野からの富
士山は
﹁忍野富士﹂
と称されるほどの美しさ︒

小菅フィッシングヴィレッジ

目で見て美しく︑

河口湖

飲んで極上︑
触れて清々しい

精進湖

名水の絶景と名水の味わい︑

富士山を形成する玄武岩層が、長い
歳月をかけて、バナジウムを高濃度に
含みミネラルたっぷり、他に類をみな
い天然水を育んでいます。

そのエネルギーを

やっぱり日本一！
ミネラルウォーター

充電してパワーアップしませんか！

日本を代表する名水の里「白州」の源泉。雄々しい甲斐駒ヶ岳に
ふさわしく渓谷は傾斜のある流れが特徴的で、大小さまざまの個
性的な滝や淵を形成。百合ヶ淵や神蛇滝、不動滝など次々と変
化する渓流美は圧巻の見ごたえ。渓流沿いを本格的なトレッキン
グができます。 ▶北杜市白州町●JR中央本線韮崎駅から周
遊バス60分●中央自動車道長坂ICから車30分●北杜市観光
協会■0551-42-1414

清流の里芦川で田舎体験

この夏おもいきり身体に

日本三大急流の一つ富士川は、
穏やかな流れと激流
ポイントが交互に訪れる魅力的な川下りスポッ
ト。ベテ
ランのリバーガイドが同乗し初心者でも安心。流域に
生息するカワセミやヤマセミなどに出逢えることも。
▶身延町●JR身延線下部温泉駅から車10分●中
部横断自動車道増穂ICから車35分●身延町宮木
1705♦富士川倶楽部■0556-42-2770

笛吹市 芦川町 田舎体験「おてんぐさん」

家族で巡る︑
山梨の

昇仙峡と西沢渓谷は、環境省による
「平
成の名水」に指定されています。昭和の
名水に加え新たに全国から100カ所を
選定。山梨県内では他に、都留市の「十
日市場・夏狩湧水群」、北杜市の「金峰
山・瑞牆山源流」
も選ばれています。

﹁名水スポット﹂

平成の名水百選

本栖湖

YAMANASHI
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週 末 は 山 梨 に いま す

Yamanashi Event Calendar 2010
●富士河口湖町 4
精進湖涼湖祭

●富士吉田市 26 ・27
吉田火祭り
すすき祭り

花火大会をはじめ、ボート
供養等、釣り客で賑わう精
進湖ならではの珍しい行事
も楽しめる。夏の精進湖が
満喫できる。本年は音楽
祭も予定されている。
▶精進湖湖畔
●富士急行線河口湖駅
→タクシー35分／中央自
動車道河口湖IC→30分
◆精進湖観光協会
■0555-87-2311

8

August
●都留市

日本三奇祭のひとつで、富士山
の山閉まいの祭り。26日には、神
社から神輿が練り歩き夕刻約2ｋ
ｍにわたり、高さ3ｍの大松明に
一斉に火が灯されます。
▶富士吉田市上吉田地区／
北口本宮冨士浅間神社
●富士急行線富士吉田駅→
徒歩5分／中央自動車道河
口湖IC→10分
◆（ 財 ）ふじよしだ観 光 振 興
サービス
■0555-21-1000

八朔祭 宵祭り 31

四町屋台（早馬町、新町、仲町、下町）
の
競演による屋台曳行、
お囃子披露。
▶山梨県民信用組合都留支店前
●富士急行線谷村町駅→徒歩3分／中
央自動車道都留IC→5分
◆都留市観光協会
■0554-43-1111

20 〜8/20

●富士河口湖町

西湖竜宮祭

丹波渓谷花火大会

●富士河口湖町

丹波山村民グランドから打ち上げられる花
火大会。会場が山に囲まれているため音が
響き迫力があります。
▶丹波山村民グランド ●JR青梅線奥多
摩駅→バス60分／圏央道青梅IC→70
分 ◆夏まつり丹波実行委員会
■0428-88-0444
●笛吹市
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第46回
石和温泉花火大会
笛吹市夏まつりクライマックス
を飾る県下最大級の花火大
会。打上げ場所と観覧席が
近く、観客の真上に打上げら
れるため、花 火の傘の中に
入ったような感覚が味わえる。
▶笛吹市役所前笛吹川河川敷
●JR中央本線石和温泉駅
→徒歩20分／中央自動車
道一宮御坂IC→10分
◆笛吹市観光物産連盟
■055-261-2829

河口湖湖上祭

4 ・5

投げ松明、大松明、百八体、灯篭
流しの4つの伝統行事をはじめ郷
土芸能なども行われ、
なかでも、百
八体で会場を赤く染めるなか、上
空に花開く二尺玉は圧巻。 ▶
富士川南部橋上下流
●JR身延線 内船駅→徒歩10
分／中部横断自動車道増穂IC
→60分◆南部町産業振興課内
火祭り実行委員会事務局
■0556-64-3111
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ヒオウギ
（アヤメ科の多年草）
の群
生する高指山を満喫してもらおうと
いうハイキングツアーイベントです。
▶山中湖交流プラザ集合
●富士急行線富士吉田駅→周遊
バスふじっ湖号50分／東富士五
湖道路山中湖IC→15分
◆山中湖交流プラザ
「きらら」
■0555-20-3111

子供チャレンジコーナー、
アトラクション、
ＶＦ甲府ふれあいコーナー、抽選会、迫
力満点の大花火等さまざまな催を予定
しています。
▶中央市豊富農村広場 ●JR身延線
東花輪駅→タクシー10分／中央自動
車道甲府南IC→10分
◆中央市農政観光部商工観光課
■055-274-8582
●身延町
1
しもべ温泉 やまめ祭り

武田陣没将士供養会
（たいまつ行
列、
灯篭流しなど）
約5,000発の花火
の打ち上げ、
約100軒の屋台あり。
▶釜無川河川公園
●JR中央本線韮崎駅→徒歩15
分／中央自動車道韮崎IC→5分
◆武田の里まつり実行委員会
■0551-22-1991

●身延町

下山愛宕祭典花火大会
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江戸時代から行われている歴史ある花火大会。
帰省客も多く賑わいを見せる。
▶身延町下山 ●中部横断自動車道増穂ＩＣ
→40分／ＪＲ身延線身延駅→車10分
◆身延町観光課 ■0556-62-1116

15 〜8/31
あじさい・ひまわり
●山中湖村

富士山に一番近い高原のお花畑にあじさい
「夏の富士山」
を
市の主産品目である
「桃」の認知度をさらに向上させるため、JAフルーツ山 やひまわりが咲き誇ります。
お楽しみください。 ▶山中湖花の都公園
梨と連携し試食コーナーなどを設けます。
●富士急行線富士吉田駅→バス25分／
▶ＪＡフルーツ山梨6共撰所●JR中央本線塩山駅→タクシー10分／中央
東富士五湖道路山中湖IC→5分 ◆花の
自動車道勝沼IC→20分 ◆甲州市産業振興課 ■0553-32-2111
都公園 ■0555-62-5587

20 〜8/19の

7
July

5 〜7

笛吹川の鵜飼は鵜匠が川に入り鵜をあやつる
「徒歩鵜
（かちう）」
といわれ
る独特の漁法。観覧無料。
また、1日2名限定で
「鵜匠体験」
を実施。
（要予
約、有料） ▶笛吹市役所前笛吹川 ●JR中央本線石和温泉駅→徒
歩20分／中央自動車道一宮御坂IC→10分
◆笛吹市観光商工課 ■055-262-4111

10 ・11
（祇園祭）ささら獅子舞
●丹波山村

２00年前から続く伝統行事で獅
子3頭４人の花笠2人の白刃が一
組となり、
笛、
太鼓に合わせて激し
く舞う民族色豊かな舞である。
▶川上神社〜大六天〜子の神
社〜熊野神社 ●JR青梅線奥
多摩駅→バス60分／圏央道青
梅IC→70分 ◆丹波山村温泉
観光課
■0428-88-0026

17
●甲府市
全国金魚すくい選手
権大会 甲府予選会

毎年、奈良県大和郡山市で開催
される、全国金魚すくい選手権大
会の甲府予選会。成績優秀者
は、
甲府市の代表として本大会へ
出場権を獲得できます。県外・甲
府市外の方は代表にはなれませ
んが、飛び入り参加は大歓迎！参
加料は無料なので、
ふるってご参
加ください。
▶甲府市中央卸売市場
第１・２駐車場
●中央自動車道甲府昭和IC→5分
●JR中央本線甲府駅→バス15分
◆甲府市観光開発課
■055-237-5702

●富士河口湖町

天上山ハイキング

7月中旬〜8月中旬

ハイキングコース沿いのアジサイの花とハイキングが満喫できる。
山頂での富士山と河口湖の眺めは最高。
▶河口湖天上山あじさい公園 ●富士急行線河口湖駅→ハイキング
コース入口徒歩10分・天上山ロープウェイ湖畔駅15分／中央自動車道
河口湖IC→天上山ロープウェイ湖畔駅10分 ◆富士河口湖町農林課
■0555-72-1115

17

予定

●甲斐市

双葉農の駅
感謝デー

17 〜8/31
新鮮で、おいしくて、安い ●鳴沢村
野菜などの販売のほか、 ふじてんリゾートリリーパークオープン
収 穫 体 験 や 無 料 配 布 富士山の麓、標高約1300ｍのゲレンデに70種600万輪のゆりが、鮮
コーナーなどの催しも行わ やかに咲きそろいます。
れます。
17 〜11/3
▶双葉農の駅 ●JR中
央本線塩崎駅→タクシー マウンテンバイクコースオープン
ダウンヒル・クロスカントリーの中級者向
5 分 ／ 中 央自動 車 道 双 富士山の自然を活かしたコースは、
葉サービスエリアスマート けコースと初心者向けの1300ｍの芝生のゲレンデを走破するコースに
なっている。 ▶ふじてんリゾート ●富士急行線河口湖駅→シャトルバ
IC→10分
ス30分／中央自動車道河口湖IC→20分 ◆ふじてんリゾート
◆双葉農の駅
■0555-85-2000
■0551-20-0035

17 ・18
はたけっとまーけっと2010〜ごとごと遠足〜

16
夏の武田の里まつり
「武田陣没将士供養
会・花火大会」

・17

甲州市の完熟桃！試食・食べ歩きキャンペーン

●上野原市

●韮崎市

・8

甲府の夏の風物詩「甲府夏祭り」。色とりどりの吹流しや趣向をこらした飾
りが中央商店街を彩ります。7月7日を中心に、中央商店街には出店がたく
さん立ち並び、浴衣姿の人たちで賑わいます。
▶甲府中央商店街 ●JR中央本線甲府駅→徒歩5分 ●中央自動車
道甲府南IC→20分 ◆甲府商店街連盟 ■055-233-2241

●山中湖村 3 〜15
ヒオウギの里祭り

●中央市
14
中央市与一公まつり'10

やまめ釣り、
やまめのつかみ取り。
▶下部温泉リバーサイドパーク
●JR身延線下部温泉駅→徒歩5分／
中部横断自動車道増穂IC→40分
◆下部観光協会 ■0556-20-3001

YAMANASHI

15

8/1

●甲州市

第６１回「甲府夏祭り」

忍野八海にちなんで、毎年8月8日に開
かれる八海祭り。湧池畔や忍野中学校
校庭を会場にショーや盆踊り、花火大
会などが開催されて盛り上がります。
▶忍野中学校校庭
●富士急行線富士吉田駅→バス20
分／中央自動車道河口湖IC→25分
◆忍野村地域振興課
■0555-84-7794

江戸時代より続く甲斐四大火祭りのひとつ
で、
真夏の夜を鮮やかな炎で彩る。
▶笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化
館
（イベント会場） ●JR中央本線石和温
泉駅→タクシー20分／中央自動車道一宮
御坂IC→15分 ◆甲斐いちのみや大文
字焼き実行委員会 ■0553-47-1111

4

8

祝
7/11 ・19■・25

●甲府市

笛吹川石和鵜飼（※20日は鵜飼開きとなります。）

●忍野村

16
甲斐いちのみや大文字焼き

山梨県産「もも・ぶどう」
の味覚体験、
「もも・ぶど
うの日」
ダーツ＆輪投げ大会、
ピーチワインの味
覚体験、
地産地消推進コーナー。
▶笛吹川フルーツ公園
くだものコーナー前特設テント
●JR中央本線山梨市駅→タクシー7分／
中央自動車道一宮御坂IC→30分
◆山梨市フルーツパーク㈱
■0553-23-4101

7月20日〜8月20日までの毎晩、20：50
〜21：00の10分間、花火で石和温泉郷
を訪れた方々を盛大に歓迎する。
▶笛吹市役所前笛吹川河川敷
●JR中央本線石和温泉駅→徒歩20分
／中央自動車道一宮御坂IC→10分
◆石和温泉旅館協同組合
■055-262-3626

●笛吹市

第33回忍野八海祭

●笛吹市

サマーフルーツフェスティバル
もも・ぶどうの日

石和温泉連夜花火

3
本栖湖神湖祭

催され、今年は第22回目を迎
える県下最大規模の花火大
会。目玉は、直径500ｍの大輪
の花が開く2尺玉の打上げ。
体が震えるほどの迫力です。
▶市川三郷町三郡橋下流笛
吹川河畔 ●JR身延線市川
大門駅→徒歩10分／中部横
断自動車道増穂IC→5分
◆市川三郷町ふるさと
夏祭り実行委員会
■055-272-1101

●南部町

7 ・8

●笛吹市

●富士河口湖町

夏の河口湖の代名詞「河口湖湖上祭」。毎年８月４日
（前夜祭）
、
５日の日
程で開催します。尺玉花火や花火コンテスト、
約４００ｍのナイアガラの滝
本栖湖の夏のメインイベン
など２日間で１万発の打上花火が夏の湖畔を彩る。
ト
「神湖祭」。花火大会や
▶河口湖畔船津浜・平浜駐車場 ●富士急行線河口湖駅→徒歩15
情緒たっぷりの夏祭りを楽
分／中央自動車道河口湖IC→10分
（当日湖畔周辺で交通規制あり）
しめる。
◆河口湖観光協会 ■0555-72-2460
▶本栖湖湖畔
●富士急行線河口湖駅
7
●市川三郷町
→タクシー40分／中央自
第２２回
動車道河口湖IC→35分
◆本栖湖観光協会
神明の花火大会
■0555-87-2518
毎年8月7日
（花火の日）
に開

南部の火祭り

●山梨市

2

水の神｢豊玉姫命｣を祭
る竜宮神社の祭典。灯籠
流し、花火大会が湖面を
彩る光の綴れ織りが幻想
世界を作る。
▶西湖湖畔の前浜
●富士急行線河口湖駅
→レトロバス2 5 分・タク
シー約20分／中央自動
車道河口湖IC→20分
◆富士河口湖町
足和田出張所
■0555-82-2311

大月市最大の夏祭り。大盆踊り大会、
ラッ
キーシティラン、阿波踊り、
よさこいソーラン
や物産展などが催される。
▶大月東小学校校庭●JR中央本線大月
駅→徒歩5分／中央自動車道大月IC→5
分◆かがり火市民祭り実行委員会
■0554-20-1829

15

山梨 ト
イベン ダー
カレン

17 ・18

サマーフルーツフェスティバル ももの日
●山梨市
山梨県産「もも」の味覚体験、
「ももの日」
ダーツ＆輪投げ大会、
ピーチワイ
ンの味覚体験、地産地消推進コーナー。
▶笛吹川フルーツ公園くだものコーナー前特設テント ●JR中央本線山
梨市駅→タクシー7分／中央自動車道一宮御坂IC→30分
◆山梨市フルーツパーク㈱ ■0553-23-4101

●大月市
7
第27回かがり火市民祭り

●丹波山村

●花のイベント ●ふるさとのイベント ●体験イベント
●アウトドア＆スポーツイベント ●伝統の祭り＆行事 ●その他のユニークなイベント

廃校ギャラリー、古民家カフェ＆手作り市、
ハンモック里山ウォークラリー、森
の音楽隊（ライブ）、畑体験、バンガローキャンプ等、里山をフィールドに都
会
（まち）
の人と田舎
（むら）
の人がコラボレーションする夢の2日間。
ごとごと
遠足は日帰り、1泊2日どちらでもＯＫ
！
！
▶羽置の里びりゅう館周辺 ●JR中央本線上野原駅→バス50分／中
央自動車道上野原IC→35分 ◆はたけっとまーけっと実行委員会
■0554-68-2100

25 〜8/31

●北杜市

北杜市明野サンフラワーフェス2010

7/31 ・8/1
●山中湖村

山中湖報湖祭

文豪、
徳富蘇峰により命名された、
富士五湖で最初に行われる夏の
花火大会です。打上げ花火や水
上花火など様々な花火が夏の夜
空を彩ります。
▶山中湖畔駐車場
●富士急行線富士吉田駅→バス
40分／東富士五湖道路山中湖
IC→5分 ◆山中湖村観光協会
■0555-62-3100

●都留市

和みの里

夏祭り

25

青空市
（朝取り野菜の直売）
、模擬店、体験企画、音楽演奏など
▶戸沢の森和みの里芝生施設。
（ゆうゆう広場）
●富士急行線都留市駅→バス15分／中央自動車道都留IC→15分
◆都留市観光協会 ■0554-43-1111

日照時間日本一。甲斐駒ヶ岳や八ヶ岳連峰を
バックに約60万本のひまわりが壮大に広がり
ます。映画やドラマ等にもたびたび使用されて
います。ひまわり畑の周辺にはコスモスも咲き、
会場では、農産物・特産品の販売、各種イベン
トが開催されます。
▶明野温泉太陽館北側周辺 ●JR中央本線
韮崎駅→タクシー20分／中央自動車道韮崎
IC→15分 ◆
（財）
北杜市農業振興公社
■0551-25-2885

YAMANASHI
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週末は山梨にいます

Yamanashi Map
山梨 UP
K
PIC

フ

●南アルプス桃源郷

完熟フルーツマスター

地元産︑
完熟フルーツの感動を伝えたい！

市では︑フルーツがもたらす本物の感動を広めるため︑こ

♦南アルプス市商工会
■055-280-3730

四季を通じてフルーツがいっぱい︑果樹王国の南アルプス

富士山の自然環境保護と交通渋滞解消のため、富士スバルライン
のマイカー規制を実施します。どうぞご協力下さい。二輪車を含むマ
イカーでお越しの方は、料金所周辺の無料駐車場に車を止め、五合
目まではシャトルバス
（有料）
をご利用下さい。
◎お問い合わせ
富士山有料道路管理事務所 ☎０５５５-７２-５２４４

だわりを持った農園をフルーツ伝道師﹁完熟フルーツマス

富士スバルラインマイカー規制

農園の木々で熟成された果実を﹁南アルプス市産完熟フ

24時

ター﹂と認定︒完熟フルーツマスターが育て︑適熟期まで

ルーツ﹂と認定しています︒

詳しくは【富士の国やまなし観光ネット】http://www.yamanashi-kankou.jp

山梨市観光課

☎0553-22-1111

【南アルプス市】7月上旬〜8月初旬

ＪＡこま野観光センター

☎055-280-2100

【笛吹市】

笛吹市観光商工課

☎055-262-4111

【山梨市】

県営林道南アルプス線
県道南アルプス公園線マイカー規制
南アルプスの自然環境保全と通行の安全確保のためマイカー規制
を実施します。マイカーでお越しの方は、芦安
（６００台）
、奈良田
（２００
台）
の無料駐車場に駐車し、広河原へは路線バス、
タクシーをご利用
下さい。ご理解とご協力をお願いいたします。
◎お問い合わせ
南アルプス山岳交通適正化協議会
（観光資源課）
☎０５５-２２３-１５７６

6月中旬〜7月下旬

ＪＡ梨北明野支店

☎0551-25-2035

【北杜市】

6月下旬〜8月上旬

長坂ブルーベリー組合

☎0551-32-4567

【富士河口湖町】7月上旬〜8月上旬

富士河口湖町農林課

☎0555-72-1115

【鳴沢村】

鳴沢村ブルーベリー生産組合 ☎090-5565-0074

富士の国やまなし

宝めぐりプレゼント !

5名様
1 富士吉田市 富士山レーダードームストラップ1個＆
富士山レーダードーム館入場券1組3名セット
巨峰ジャム
10名様
2 山梨市
秀麗富嶽十二景絵葉書（3枚1組）
10名様
3 大月市
矢立の杉御守ストラップ セット
・フルーツジャム 5名様
4 南アルプス市 キウイフルーツワイン（1本）
（さくらんぼ、キウイフルーツ各1個）セット
甲州小梅ワイン（2本入り）
10名様
5 甲斐市
やはたいも（2kg入り）
10名様
6 甲斐市
笛吹市産ぶどう
（2kg）
5名様
7 笛吹市

8
9
10
11
12
13
14
15
16

上野原市
甲州市
中央市
身延町
身延町
忍野村
山中湖村
鳴沢村
富士河口湖町

YAMANASHI
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所在地・収穫時期

お問い合わせ先

【甲府市】

7月中旬〜11月中旬

甲府市観光開発課

☎055-237-5702

【山梨市】

7月中旬〜11月中旬

山梨市観光課

☎0553-22-1111

【南アルプス市】7月上旬〜7月下旬

ＪＡこま野観光センター

☎055-280-2100

【韮崎市】

8月上旬〜10月中旬

ＪＡ梨北穂坂支店

☎0551-22-2151

【笛吹市】

7月中旬〜11月上旬

笛吹市観光商工課

☎055-262-4111

【甲州市】

7月下旬〜11月下旬

甲州市観光協会

☎0553-48-2111

詳しくは【富士の国やまなし観光ネット】http://www.yamanashi-kankou.jp

スタンプを集めて山梨の特産品を当てよう！

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！

10組20名様
秋山温泉ペア招待券
5名様
ワイン（2本入り）
5名様
スイートコーン「ゴールドラッシュ」1箱12本入り
5名様
身延山「久遠茶」 7.5g×30袋入り
5名様
きゃら蕗・下部味噌・小梅漬けセット
5名様
忍野そば（1kg）
3名様
山中湖ワイン（1本）
5名様
高原野菜セット
5名様
ハーブ壁掛け花籠 提供：河口湖ハーブ館

【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。商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：平成22年8月31日
〈火〉
（必着） 10は7月16日必着、15は収穫時期により配送される野菜の種類が異なります。 ■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協議会までご連絡ください。

6

スモモで日本一の産地を誇る南アルプス市の農園
で、20年の歳月をかけて奇跡的に誕生した、桃のよう
に大きなスモモ。蜜のように甘い果汁があふれ出す紅
色の大きな宝石は、
まさに王様級。
♦南アルプス市商工会 ■055-280-3730

7月上旬〜8月中旬

ぶどう狩り情報

フルーツの感動の世界へご案内します。

南アルプスから生まれた
幻のフルーツ
完熟「貴陽」
「サマーエンジェル」

お問い合わせ先

【北杜市】

「完熟フルーツマスター」
が、
おいしいフルーツの見分け方、
もぎ取り方を直接伝授。
ジャム作りや果樹園ランチがセットになったフルーツツアー。木でギリギリまで熟させた

地元産のフルーツ素材を活かした
「フルーツランチ」
は、桃のカツレツや桃の冷製パス
タなど果実づくしの本格派。
「カフェコース」
もあります。
▶南アルプス市
（ハッピーパーク） ●7月10日〜９月30日 ●JR中央本線甲府駅
からバス20分 ●中部横断自動車道白根ICから車10分
♦南アルプス市商工会 ■055-280-3730

7月上旬〜8月下旬

所在地・収穫時期

完熟フルーツこだわり探訪
果樹園のなかでフルーツランチ

7月下旬〜8月上旬

ブルーベリー狩り情報

地域限定、
本物志向のフルーツツアー

6月25日 〜11月9日

お問い合わせ先

山梨フルーツもぎたて巡り

所在地・収穫時期

農園にたわわに実った果実たちは︑
お店に並ぶフルーツとは輝きが違います︒

桃狩り情報

新鮮な舌ざわりに︑
ほとばしる甘い果汁は︑
これこそフルーツ王国！と思える感動のおいしさ︒

旬を味わう！
フルーツ狩り情報

一度おとずれると︑毎年通いたくなる︑夏の山梨︑果実園めぐりに出かけましょう︒

この夏は、フルーツの
本当のおいしさに出逢えます！

（社）
やまなし観光推進機構、山梨県タクシー協会
は、基本的な接客・接遇のマナー、山梨県に関する
地理・歴史等の知識を備えた上で、
「おもてなし」
の
心を持ち、山梨の観光情報等を提供しながら、安
全・快適にお客様をご案内できるタクシードライ
バーを
「山梨おもてなしタクシードライバー」
として
育成・認定し、山梨県全体のおもてなし向上につな
げていきます。
このステッカーが貼ってあるタクシーが認定された
タクシーです。
現在、山梨県内では約60名の
「おもてなしタクシー
ドライバー」
が活躍しています。それぞれの得意分
野を活かし、山梨へお越しの観光客の方々を快適
に目的地までお連れしております。

0時 〜 8月17日

し

な
やま

山梨おもてなしタクシー

8月6日

王国

ツ
ルー

本誌のデータは、平成22年5月末日現在のものです。
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。

●甲府市

山梨県立考古博物館

7/17

〜9/5

平成２２年度 夏季企画展
『縄文時代の大形土器
〜世界最大級の土器を見にこうし〜』

圧倒されるほどの縄文土器の大きさを体感し、
５０００年前の生活の
豊かさを実感して頂く。
▶山梨県立考古博物館 ●JR中央本線甲府駅→バス32分／
中央自動車道甲府南IC→1分
♦山梨県立考古博物館 ■055-266-3881

「くじらぐも」挿絵原画 絵 柿本幸造

池田龍雄《規格品》1956年
和歌山県立近代美術館

7/25 〜8/29
●甲府市 山梨県立美術館
〜7/19
●笛吹市 山梨県立博物館
7/17 〜8/30
開館５周年記念特別展 近くて懐かしい昭和展
「くじらぐも」から「チックタック」まで
池田龍雄 アヴァンギャルドの軌跡
小学校教科書にのった思い出のお話原画展 戦後の前衛芸術運動の中でも特筆すべき画家、池田龍雄の活動 昭和のキオク、よみがえる−再現された昭和30年代の町並みを歩
●甲府市 山梨県立美術館・山梨県立文学館

美術館と文学館が共同で開催する特別展です。昭和４０年代から を当館のコレクションを核に回顧すると同時に、様々な芸術家達と
現在までの国語教科書にのった作品の中から、約２０作品の原画 の交流も併せて紹介します。
▶山梨県立美術館特別展示室 ●JR中央本線甲府駅→バス
およそ１５０点を展示します。
▶山梨県立美術館特別展示室
（第一会場）
・山梨県立文学館企 15分／中央自動車道甲府昭和IC→10分
画展示室
（第二会場） ●JR中央本線甲府駅→バス15分／中 ♦山梨県立美術館 ■055-228-3322
央自動車道甲府昭和IC→10分
県内の旅館等へ宿泊された方を対象に、観覧料が割引になるサービスがあります。
♦山梨県立美術館 ■055-228-3322
詳しくは各施設へお問い合せください。
♦山梨県立文学館 ■055-235-8080

き、当時の暮らしを仮想体験してみませんか？生活道具や写真、心
おどらせたブラウン管の中のスターたちにまつわる資料と映像とが、
懐かしい昭和の時代にあなたをいざないます。
▶山梨県立博物館 ●JR中央本線石和温泉駅→バス10分／
中央自動車道一宮御坂IC→8分
♦山梨県立博物館 ■055-261-2631
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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
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です

観光にも
ビジネスにも

山梨での楽しい旅をお手伝い
山梨のお土産は
山交百貨店で
どうぞ！

湯村温泉

甲府富士屋ホテル
☎055-253-8111

甲府 ⇔ 新宿線

の高速バス

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

●ご予約・お問合せ先
甲府〜新宿 / 身延〜新宿線

http://yamanashikotsu.co.jp
TEL 055-237-0135

京都・大阪 / 名古屋 / 成田空港 / 羽田空港線 TEL 055-223-5711

