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歌川広重 冨士三十六景
山梨県立博物館所蔵

山梨の紅葉と
温泉を巡る旅

観 光 ス ポット、イ ベ ント情 報 満 載

秋号

甲斐犬目峠（上野原市）

〒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/
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いつでも着地型ツアーが見られる

南アルプス
身延
エリア

富士五湖
エリア

紅葉と名湯とグルメ！
やまなしの
秋の実りを巡る。
甲州ワイン

山梨県の特産品でもある「甲州」は、日本で最も重要
な在来種のぶどうです。この「甲州」
を使って醸造され
るのが、甲州ワインです。ワインは一般的に、
その国の
食事に合うといわれます。
「控えめだが芯に力あり」と
評される甲州ワインも、和食との相性が抜群によく、
と
りわけ山梨の郷土食とはピッタリです。辛口の白の逸
品と称される甲州ワインと、山梨が誇る郷土食とのマリ
アージュを、ぜひお楽しみください。

ぶどう

フルーツ王国やまなしを代表するぶどうは晩秋まで、
さま
ざまな品種が次々と登場します。新品種や希少品種と
の出会いや、観光農園でのぶどう狩りなどは、産地なら
ではの楽しみ。それぞれの品種により独特の味わいが
楽しめます。あなたのお気に入りはどの品種？

自 然 と一体になった
名 水の 湯

八ヶ岳
笛吹・甲州
エリア
エリア
大月・都留
甲府盆地
エリア
エリア

八ヶ岳
エリア

南アルプス
身延
エリア

みず

がき

やま

深田久弥名著「日本百名山」
にも登場する花崗岩の独特な
山容と、
カラマツやシラカバ、
ミズナラの紅葉とのコントラ
ストが見事。麓の「みずがき山自然公園」周辺では紅葉の
森も散策できます。
●北杜市須玉町●北杜市観光協会☎0551-42-1414

しん じゃ たき

古い歴史を持つ名湯

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

●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

●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

●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

やまなし
食の逸品

やまなし
食の逸品

ゆば

牛乳・乳製品
八ヶ岳山麓で、新鮮な牧草をたらふく食べ、ゆった
りと放牧されるジャージー牛やホルスタイン。濃厚
で栄養価も高い牛乳から、
ヨーグルトやチーズ、
ソ
フトクリームなど、豊かな味わいの乳製品も生まれ
ています。

甲府盆地
エリア

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

●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

やまなし
食の逸品
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飼料に混ぜたワイン粕の繊維成
分により、ほんのり甘味のある肉
質に。旨味も一段と引き出されて
います。

甲州ぶどう

1200年以上の歴史を誇る日本原産品種とさ
れる、生食にもワイン原料にも適したぶどう。
低温貯蔵により、年明けまで店頭に並びます。

富士五湖
エリア

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

やまなし
食の逸品

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。詳しくは
富士河口湖町総合観光情報サイトをご覧ください。
●富士河口湖町
●富士河口湖町観光連盟☎0555-72-3168
http://www.fujisan.ne.jp/

●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

甲州
ワインビーフ

美しい富士山を愛で、
のんびり湯に浸かる贅沢

変化に富んだ渓谷美で
人気の西沢渓谷。
１周約
４時間の遊歩道が整備
され見事な滝をカエデ
やブナの紅葉が覆う様
子は必見。
●山梨市観光課
☎0553-22-1111

干し柿のことを山梨では枯露柿（ころが
き）
と言います。寒暖の差があるのでとて
も甘いおいしい枯露柿ができます。11月
初旬〜中旬に甲州市塩山松里地区の農家
の軒下にはたくさんの数の柿がすだれの
ように吊るされ見事な光景です。

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

やまなし
食の逸品

富士山やさい
一年を通して冷涼で、朝夕
の 寒 暖 差 が 大 きくお いし
い 野 菜 が 作 れるこの 富 士
五 湖 地 域 。レタスやブロッ
コリー、キャベツ、カリフラ
ワーなど、高原野菜を中心
に多 彩 な 野 菜 が 栽 培され
ています。各道の駅、
ＪＡ北
富 士 河 口 湖 物 産 館で販 売
されています。

●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
●河口湖温泉旅館協同組合☎0555-72-0346
http://www.fujikawaguchiko.net/

大月・都留
エリア
広重の浮世絵にも描かれた日本三大奇橋
の一つ。古より旅人の名所だった橋上から
眺める桂川渓谷と紅葉の美しさは秀逸。
●大月市猿橋町
●大月市産業観光課☎０５５４−２０−１８２9

●丹波山村●JR青梅線奥多摩駅から路線バスで約55分
●中央自動車道上野原ICから車約1時間
☎0428-88-0026

●上野原市秋山●JR中央本線上野原駅から
無料送迎バス
（日曜・祝日は運休）
で約20分
●中央自動車道上野原ICから車約12分
☎0554-56-2611

自 然の 懐に抱かれながら ︑
風 情 あふれる湯を 楽しむ

●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

果 実でも 名 高い
温泉郷

笛吹・甲州
エリア

歴史の面影が漂う
信玄公ゆかりの湯

珍しい階段状の竜神橋はじめ観音橋、天淵の滝など、富士
川町十谷地区を流れる大柳川渓谷は、迫力の渓谷を遊歩道
から間近に堪能できる人気のトレッキングスポットです。
●富士川町役場商工観光課☎0556-22-7202

700年以上も昔、日蓮上人の身体を気遣い、
栄養源として作られ始めたという
「身延ゆ
ば」。熱した豆乳の表面に張る膜を、一枚一枚
丁寧に引き上げて作る名産の生ゆばは、
とろ
りとした食感が魅力です。
●身延町観光課 ☎0556-62-1116

おつけだんご

やまなし
食の逸品

小麦粉を練って丸めた団子を、季節の野菜やキノコな
どとともに煮込んだ、大月市に伝わるおふくろの味。
味噌味が定番ですが、醤油や塩をベースにしたすまし
汁風のおつけだんごも美味。
●大月市産業観光課 ☎0554-20-1829

2

ウェルカムフルーツ

多摩川源流トレイルラン

山中明神例大祭
（安産祭り）

ポール・ラッシュ祭
〜八ヶ岳カンティフェア〜

御坂ぶどう祭り大抽選会

山中湖
「夕焼けの渚・紅葉まつり」

黒平ほうとう祭り

大地の恵み祭

竜王駅
森のイルミネーション2012

11/24 ・25

2012関東・東海Ｂ−１グランプリｉ
ｎ甲府

一般社団法人B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会
（通称：愛Bリーグ）
の関
東・東海支部に加盟する１7団体が甲府に集まり、自慢のご当地グルメを提供します。
料理の味や出展団体のおもてなしなど、気に入った団体に箸で投票していただき、箸
の重量により、上位表彰団体を決定します。同時開催イベントとして
「山梨いいもの・
うまいもの市」
を開催します。

身延山御会式万燈行列

花の都
「秋の彩り」

Event Calendar
9

September

9月〜11月

【笛吹市】

ぶどうＥＸＰＯ 2012

歴史ある、日本一のぶどうの生産地・笛吹市ならではのイベントが盛りだ
くさん。ぶどうのフレッシュなおいしさを楽しいひとときとともにご堪能
ください。詳細は笛吹市観光サイトをご覧ください。
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/
:笛吹市内各会場 <ぶどうEXPO実行委員会 1055-263-7811

1 〜30 （期間中の土・日・祝のみ開催）

【笛吹市】

笛吹
「旬の魅力」
体験バス

ぶどう食べ放題とワイン造り足踏み体験、
ワイナリー入門体験、
レミオロ
メンゆかりの地巡りなど笛吹市の魅力が体験できます。
（ 要予約）
料金：
大人
（中学生以上）
1,000円、子ども
（小学生）
500円※大人と同行の幼
児で席なしは無料。体験料は別途。
:石和温泉駅下車すぐの市営バス降車場と源泉足湯ひろば ;中央自
動車道一宮御坂ICから車約15分 ;ＪＲ中央本線石和温泉駅下車すぐ
（市営バス降車場） <日之出観光自動車
（株） 1０５５-２６２-４７７１

1

【小菅村】

小永田地区
「熊野神社祭典」

1 〜11/3

㊗
（期間中の土・日・祝のみ開催）

ウェルカムフルーツ

来場した観光客の方に日本一の旬のぶどう及び山梨県産100％ぶどう
ジュースの配布を行います。
（山梨県のアンテナショップ：東京都中央区
日本橋でも山梨県産100％ぶどうジュースを配布いたします。）
:石和温泉駅改札口 ;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約10分 ;ＪＲ
中央本線石和温泉駅下車すぐ <石和温泉観光協会 1０５５-２６２-３６４５

4 〜6

【山中湖村】

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。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。夜祭のみこ
しをかついだ氏子の女性には、安産が約束されると言われています。本
殿に戻ったみこしが
「もうそろ、もうそろ」
と御神歌を唱えながら境内をね
り歩く様は圧巻です。
:山中諏訪神社
（山中湖村山中御所13） ;東富士五湖道路山中湖ＩＣ
から車約５分 ;富士急行線富士山駅バス約20分ホテルマウント富士
下車徒歩約10分 <山中諏訪神社 1０５５５-６２-３９５２

11

【鳴沢村】

キャベツ祭り

鳴沢村の代表的な野菜の一つであるキャベツの収穫時期に合わせてキャ
ベツ祭りを開催します。昼と夜の温度差が大きいことから
「柔らかくて甘
い」
のが特徴です。数種類の生のキャベツを食べ比べたり、お味噌汁や漬
物に調理したキャベツを味わってみてください。
:道の駅なるさわ ;中央自動車道河口湖ＩＣから車約１0分 ;富士
急行線河口湖駅から富士駅行き又は本栖湖行きのバスで
「緑の休暇村
バス停」
下車徒歩約２分 <鳴沢村農業協同組合 1０５５５-８５-２４１１

15 〜11/11

【山中湖村】

花の都
「秋の彩り」

秋を迎えるこの期間、
前半には計1,000本の黄花コスモスとコスモスが、
後
半には味わい深い紅葉を楽しむことができます。
:花の都公園 ;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約8分 ;富士急行
線富士山駅バス約２0分山中湖花の都公園入口下車
<花の都公園 1０５５５-６２-５５８７

3

第4回多摩川源流トレイルラン

多摩川の源流を舞台に、大自然の中を走り抜ける山岳レース。総勢800名
のランナーを迎えて開催する。道中、
清流・ワサビ田・巨木など小菅村ならで
はの風景が楽しめる。
:多摩源流小菅の湯スタート・ゴール ;中央自動車道上野原ICから車
約45分 ;JR青梅線奥多摩駅下車バス約50分
<小菅村源流振興課 1０４２８-８７-０１１１

17㊗

【笛吹市】

御坂ぶどう祭り大抽選会

御坂町フルーツ部会加盟店でぶどう・ワインなどお買い上げの方を対象に豪
華特産品が当たるお楽しみ抽選会を行います。
「みさかワインとぶどう果汁」
、
「ミニワイン3本セット」
等の景品を用意。
また、
巨峰種飛ばし大会も行い、
優勝
（※内容は若干変更する場合があります）
者にはその場で巨峰２㎏プレゼント。
:みさか桃源郷公園 ;中央自動車道一宮御坂ICから車約10分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅徒歩10分のバス停からバス約15分
<御坂町観光協会 1０５５-２６２-２２７１

23

【甲斐市】

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 ;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約5分、
または双葉
ＳＡスマートＩＣから車約15分 ;ＪＲ中央本線竜王駅下車徒歩約15分
<大弐学問祭実行委員事務局
（事務局 甲斐市商工観光課）
1０５５-２７８-１７０８

29 ・30

【甲府市】

村無形文化財に指定されている、
神代神楽が奉納される小永田地区の祭典。
:小永田地区 熊野神社 ;中央自動車道上野原ICから車約45分 ;JR青
梅線奥多摩駅下車バス約50分 <小菅村源流振興課 1０４２８-８７-０１１１

【笛吹市】

16

【小菅村】

武田の里にらさき・ふるさとまつり

第３回昇仙峡ほうとう味くらべ真剣勝負

日本一の渓谷美を堪能して、おいしい山梨の郷土食、
うめぇ〜ほうとうを
食ってみろし！
！昇仙峡はもちろん県内のほうとう自慢の店が一堂に会する
『ほうとう王座決定戦！』
参加料500円で出店している全てのほうとうを試食
し日本一を選んでください。
:甲府市営昇仙峡滝上駐車場 ;中央自動車道昭和Ｉ
Ｃから車約４０分
;ＪＲ中央本線甲府駅からバス約５０分 <昇仙峡魅力づくり協議会
1055-287-2111／055-287-2158

10

6

【甲州市】

October
第５９回甲州市かつぬまぶどうまつり

昭和９年、雀宮神社の祭典に合わせ一年の収穫を感謝する秋祭りとして、様々
な催しが繰り広げられたのが、
「ぶどうまつり」
の始まりです。特産であるぶどう・
ワインの無料サービスをはじめ、みこしやステージでのアトラクション、そして
夜空を焦がす鳥居焼き・
・
・。秋の勝沼が最も賑わいを見せる一日となります。
:勝沼中央公園グラウンド ;中央自動車道勝沼ＩＣから車約５分
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅・塩山駅からシャトルバス
（１回100円）
<ぶどうまつり事務局
（観光交流課内） 1０５５３-３２-１０００

7

【昭和町】

第２４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、地元中学校吹奏楽部の演奏、キャラクター
ショーなどを行います。また、各種団体による模擬店舗屋台、恒例の歌謡コンサー
ト
（チェリッシュ）
も催します。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
（昭和町押越1500-1） ;近隣小中学校を臨時駐車場とし
て開放のほかシャトルバスを運行予定 ;JR身延線国母駅から徒歩約１
５分 <昭和町役場企画財政課 1055-275-8154

7

武田の里にらさき・ふるさとまつり
〜夢と感動のにらさき自慢市〜

【韮崎市】

韮崎市最大の市民総参加型の一大イベント。まちなかをメイン会場に、
地元特産品の販売をはじめ、様々な出店、工夫を凝らしたミニゲームな
どが楽しめる。
:韮崎駅前中央通り〜本町通り ;中央自動車道韮崎ＩＣから車約10分
;ＪＲ中央本線韮崎駅より徒歩すぐ <武田の里まつり実行委員会
（韮
崎市商工観光課） 1０５５１-２２-１９９１

12

【身延町】

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 ;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約40
分、新東名高速道路新清水ICから車約40分 ;ＪＲ身延線身延駅からバ
ス約10分 <身延山観光協会 10556-62-0502

富士河口湖紅葉まつり

13 ・14

ポール・ラッシュ祭
〜八ヶ岳カンティフェア〜

【北杜市】

ポール・ラッシュ博士は八ヶ岳・清里を拠点に、戦後日本の復興と民主化に
その生涯を捧げました。博士に感謝して、国境を越えた人々の交流を深
め、八ヶ岳に暮らす人々と八ヶ岳を愛する人々の結びつきを強めるお祭り
です。クラフト市や国際交流広場等、多彩なプログラムが盛りだくさん！
:キープ協会清泉寮前牧草地 ;中央自動車道須玉Ｉ
Ｃから車約３０分
;ＪＲ小海線清里駅から清里ピクニックバス約５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

14

秋の武田の里まつり
「武田八幡宮祭典」
【韮崎市】

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） ;中央自動車道韮崎Ｉ
Ｃから車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅からバス約10分 <武田の里まつり実行委員会
（韮崎市商工観光課） 1０５５１-２２-１９９１

20

【甲府市】

第２４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・
神輿・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町が熱気
に包まれます。
:甲府中央商店街 ;中央自動車道甲府南ＩＣから車約３０分 ;ＪＲ中
央本線甲府駅から徒歩約５分 <甲府市観光課 1０５５-２３７-５７０２

26 〜11/11

【山中湖村】

山中湖
「夕焼けの渚・紅葉まつり」

全長６００メートルの紅葉回廊をライトアップ（点灯時間：16：30〜21：
00）
。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。公園内には遊歩道やテーブル付のベンチも整備されているので、
紅葉を見ながら散歩などいかがでしょう。
:旭日丘湖畔緑地公園 ;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約１０分
;富士急行線富士山駅からバス約30分旭日丘バスターミナル下車徒歩
約5分 <山中湖観光協会 1０５５５-６２-３１００

27 ・28

【山中湖村】

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けます。5Km〜24㎞までの7コース
が用意され、
お子様から年配者まで誰もが楽しめます。
:山中湖交流プラザきらら ;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約１5分
;富士急行線富士山駅からバス約35分山中湖交流プラザ前下車
<山中湖村役場観光課 1０５５５-６２-９９７７

27 ・28

【鳴沢村】

農業祭り

鳴沢村の特産品である高原野菜や山菜・果物をお得な値段で販売しているお
祭りです。地元ならでは美味しい出店も数々あります。野菜のつめ放題は集
出荷所
（場所：鳴沢村民体育館近く）
のみ開催しています。
:鳴沢集出荷所と道の駅なるさわ ;中央自動車道河口湖Ｉ
Ｃから車約１0分
;富士急行線河口湖駅から富士駅行き又は本栖湖行きのバスで
「緑の休
暇村バス停」
下車徒歩約２分 <鳴沢村農業協同組合 1０５５５-８５-２４１１

27 〜11/18

【富士河口湖町】

富士河口湖紅葉まつり

河口湖北岸より紅葉を眺めるイベント。夜間にはもみじのライトアップも
行っております。
クラフト市や飲食物の出店も行っております。
:河口湖北岸
（メイン会場：梨川もみじ回廊） ;中央自動車道河口湖ＩＣ
から車約20分 ;富士急行線河口湖駅からレトロバス約２０分
<富士河口湖紅葉まつり実行委員会 1０５５５-７２-３１６８

28

【都留市】

つる産業まつり2012

ヌーボーde乾杯！
カウントダウン

甲府大好きまつり

都留市で生産された新鮮野菜の直売や、特産品の販売、体験コーナーな
ど様々なブースで賑わいます。また、江戸時代に行われていたお茶壷道
中を再現した行列もみどころのひとつです。
:都留市立谷村第一小学校校庭 ;中央自動車道都留ＩＣから車約５分
;富士急行線谷村町駅下車すぐ徒歩約３分
<都留市観光協会 1０５５４-４３-１１１１
（内線154）

28

【甲府市】

浅尾ダイコンまつり

黒平ほうとう祭り

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の農産物の即売や歌謡ショーが行われ、秋の黒平を
のんびりと楽しむことができるお祭りです。
:マウントピア黒平 ;中央自動車道甲府昭和ICから車約６０分
<甲府市南北地域振興課 1０５５-２３７-１１７３

28 （予定）
【小菅村】 多摩源流釣り大会

小菅フィッシングビレッジを会場に、
ヤマメ・ニジマス釣りを楽しむ大会。大
人からこどもまでゆっくりと釣りを楽しめる。
:小菅フィッシングビレッジ ;中央自動車道上野原Ｉ
Ｃから車約50分
;JR青梅線奥多摩駅下車バス約50分
<小菅村源流振興課 1０４２８-８７-０１１１

10月下旬〜11月上旬

【市川三郷町】

はんこ日本一六郷の里秋まつり

手作りの
「ふるさとまつり」
として、
季節の恵み、
地場産業の印章等の魅力を
大いにＰＲするまつりです。また、
六郷地区にある
「つむぎの湯」
と連携し、
ご
来場いただいたお客様に、
遊びと癒しを提供できる秋まつりです。
:市川三郷町立六郷小学校校庭 ;中部横断自動車道増穂ＩＣから富士
川大橋経由約車25分 ;ＪＲ身延線甲斐岩間駅から徒歩約15分
<市川三郷町産業振興課 1０５５-２４０-４１５７

10月〜11月（収穫時期を見て開催）

【小菅村】

大地の恵み祭

小菅村産の野菜やきのこ等の直売が行われる秋の収穫祭。また、
子供も楽
しめるジップラインや木登り体験等のアトラクションも実施。
:小菅村物産館 ;中央自動車道上野原ICから車約45分
;JR青梅線奥多摩駅下車バス約50分
<小菅村源流振興課 1０４２８-８７-０１１１

11

November

1 〜12/28

第20回秀麗富嶽十二景
写真コンテストの開催

【大月市】

富士山が美しくみえる十九の山々を秀麗富嶽十二景として選定し、多く
の人々にその美しい景観に親しんでいただきたいと願い、写真コンテス
トを開催し、入賞作品の展示を行います。
（展示は大月市民会館を予
定。）
ふるってご応募下さい。
<大月市役所産業観光課 1０５５４-２０-１８２９

2 ・3㊗

【笛吹市】

ヌーボーde乾杯！カウントダウン

やまなしヌーボーの解禁に合わせてカウントダウンを行い、
やまなしヌー
ボーを振る舞います。ステージイベントや郷土料理等の販売も行います。
:石和源泉足湯ひろば ;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約10分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅から徒歩約10分
<石和温泉観光協会 1０５５-２６２-３６４５

3㊗

【甲府市】

甲府市農林業まつり

地産地消をテーマに掲げ、新鮮な農産物の展示即売コーナーや野菜つ
りや金魚すくいなど各種イベントも盛りだくさん。甲府でとれた農産物
で作った『こうふ汁』や甲府の花『なでしこ』の無料配布や農業・園芸など
の相談コーナーもあります。
: 小瀬スポーツ公園 体育館前広場・コンコース ; 中央自動車道甲
府南ICから車約10分 ;JR中央本線甲府駅からバス約１５分
<甲府市農業振興課 1０５５-２４２-２６６１

3㊗

【北杜市】

浅尾ダイコンまつり

茅ｹ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
浅尾ダイコンは、アクがなく柔らかでとってもおいしい！ダイコン抜き体
験では何本のダイコンを詰めることができるでしょうか。様々なお店も
出店します。
:明野温泉太陽館周辺 ;中央自動車道須玉ICから車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅から茅ケ岳・みずがき田園バスで約２５分、明野太
（財）
北杜市農業振興公社 1０５５１-２５-２８８５
陽館下車 <

山中湖アートイルミネーション
「ＦＡＮＴＡＳＥＵＭ」

3㊗・4

【鳴沢村】

:ＪＲ甲府駅周辺
（よっちゃばれ広場、歴史公園、舞鶴城公園、山梨県庁敷地ほか）
;公共交通機関を利用してご来場ください。各会場徒歩1〜5分 ;よっちゃばれ広場・歴史公園：JR
甲府駅徒歩約1分、舞鶴城公園：JR甲府駅徒歩約4分、山梨県庁敷地：JR甲府駅徒歩約5分 <関東・東
海B-１グランプリｉn甲府実行委員会事務局
（甲府市産業プロジェクト推進課内） 1０５５-２３７-５１２１

鳴沢菜収穫祭

江戸時代から栽培されたという記述がある
「鳴沢菜」
は、富士北麓の冷涼
な気候と澄み切った空気が生んだ伝統野菜です。収穫された鳴沢菜や
鳴沢菜漬けの販売を行っています。
:道の駅なるさわ ;中央自動車道河口湖ＩＣから車約10分
;富士急行線河口湖駅から富士駅行き又は本栖湖行きのバスで
「緑の
休暇村バス停」
下車約２分
<鳴沢村役場振興課 1０５５５-８５-３０８３

3㊗〜11/4

ヒルクライムチャレンジシリーズ
2012韮崎甘利山大会

【韮崎市】

山地や丘陵など自然の地形を活かした登坂コースでタイムを競う自転
車競技、
ヒルクライム。今年より甘利山にて開催するこの大会で使用す
るコースは、日本でも屈指の上級者コースといわれています。競技はも
ちろん、開催場所となる釜無川河川緑地では、地元特産品の販売やイベ
ント等で賑わいます。
:釜無川河川緑地〜甘利山広河原駐車場 ;中央自動車道韮崎ICか
ら車約15分 ;ＪＲ中央本線韮崎駅から徒歩約20分 <ヒルクライム
チャレンジシリーズ韮崎甘利山大会実行委員会 1０５５１-２２-１９９１

11

【富士川町】

甲州富士川まつり

甲州富士川まつりは、毎年１１月に開催される富士川町最大規模の秋祭
りです。お祭りの名物は、巨大な大釜で一度に3,000食のほうとうを煮る
「大釜ほうとう」
。会場内では、他にも様々なイベントが行われ、たくさん
の出店で賑わいます。
:利根川公園スポーツ広場 ;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約5分
;ＪＲ身延線鰍沢口又は市川大門駅からタクシー約10分
<富士川町商工観光課 1０５５6-22-7202

17 ・18

【甲斐市】

Taste of autumn(秋の味覚）in 甲斐市

市内で楽しめる秋の味覚にスポットを当てたイベント。巡回バスに乗っ
て、新酒の季節を迎えた市内のワイナリーや季節の農産物が並ぶ農産
物直売所などを巡るツアー。
:出発場所：
ＪＲ竜王駅 ;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約10分また
は双葉ＳＡスマートＩＣから車約5分 ;ＪＲ中央本線竜王駅下車
<甲斐市商工観光課 1０５５-２７８-１７０８

11月中旬〜12月末（予定）

【甲斐市】

竜王駅 森のイルミネーション2012

竜王駅南北駅前広場が幻想的に彩られます。装飾される電球は約８０，
０
００個。
「ぶどう」
や
「さくらんぼ」
などの果実のほか、富士山・昇仙峡をイ
メージした風光明媚な光の世界が広がります。点灯に併せ、ライブ演奏
やストリートダンスコンテストも開催します。
:ＪＲ竜王駅 ;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約10分または双葉ＳＡ
スマートＩＣから車約5分 ;ＪＲ中央本線竜王駅下車 <竜王駅魅力発
信協議会
（事務局 甲斐市商工観光課） 1０５５-２７８-１７０８

23

㊗

【甲府市】

甲府えびす講祭り

七福神の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 ;中央自動車道甲府南ICから車約30分
;JR中央本線甲府駅から徒歩約５分
<甲府商店街連盟 1０５５-２３３-２２４１

23㊗〜1/6

【山中湖村】 山中湖アートイルミネーション
「ＦＡＮＴＡＳＥＵＭ」

点灯時間：17：00〜21：00／期間中の土曜日には花火を打ち上げ。会場
を訪れたお客様に投票していただき、コンテストを競うという全国のイ
ルミネーションの中でもめずらしい観衆参加型のイベントです。公園内
には屋台村を設け、暖かい飲食等をご用意しております。
:花の都公園 ;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約8分
;富士急行線富士山駅からバス約２0分山中湖花の都公園入口下車
<山中湖観光協会 1０５５５-６２-３１００

23㊗〜2/14 （予定）

【甲府市】

Fantasia Kofu

経済的で環境にも優しい最新のＬＥＤイルミネーション技術を駆使し、山
梨の特産であるスパークリングシンボルとジュエリーを表現するほか、
高さ9ｍを超える
「スパークリングボトル」
や天井から光が降り注ぐ
「光の
シャワー」
など、約13万球のＬＥＤで甲府駅南口ロータリー周辺に温もり
ある幻想的な空間を演出します。
:甲府駅南口ロータリー周辺 ;中央自動車道甲府南ICから車約30分
;JR中央本線甲府駅下車 <甲府商工会議所 1０５５-２３３-２２４1

12
9 予定

【甲府市】

December
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 ;中央自動車道甲府南ICから車約４０分 ;JR中央本線
甲府駅からバス約30分 <甲府市観光協会 1０５５-２２６-６５５０

12月中旬

【市川三郷町】

大塚にんじん収穫祭

毎年、大塚にんじんの収穫時期である12月に行われる大塚にんじん収穫
祭。大塚にんじんは
「のっぷい」
と呼ばれる肥沃できめ細かい土壌において
作られるにんじんです。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80㎝にもなります。
:みたまの湯駐車場 ;中央自動車道甲府南ＩＣから国道140号経由車
約20分 ;ＪＲ身延線甲斐上野駅からシャトルバス有り、歌舞伎公園ま
で徒歩約10分 <市川三郷町産業振興課 1０５５-２４０-４１５７

1 〜1月中旬

【韮崎市】

イルミネーションⅰ
ｎにらさき

ＪＲ韮崎駅前広場を中心に、幻想的なイルミネーションが灯る。駅前広場に
は、
オルゴールが流れ、
駅前に光のオブジェが点灯する。
:ＪＲ韮崎駅前広場 ;中央自動車道韮崎ICから車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅すぐ
<韮崎市観光協会
（韮崎市商工観光課内） 1０５５１-２２-１９９１

31

【身延町】

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 ;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約40分、新東名高
速道路新清水ICから車約40分 ;ＪＲ身延線身延駅からバス約10分
<身延山観光協会 1０５５6-62-0502

1

January

27

記念イベント
【笛吹市】「いさわ温泉の日」

１
（い）
３
（さ）
０
（わ）
にちなみ、
１月３０日を
「いさわ温泉の日」
と定めていま
す。
「いさわ温泉の日」
を記念した様々なイベントを行います。
<石和温泉観光協会 1０５５-２６２-３６４５

26 〜2/3

【富士河口湖町】

西湖樹氷まつり

西湖野鳥の森公園の樹を凍らせることで氷のオブジェを作るイベント。
日没後にはライトアップを行い、幻想的な景色をつくり出す。
:西湖野鳥の森公園 ;中央自動車道河口湖ＩＣから車約４０分
;富士急行線河口湖駅からレトロバス約45分
<富士河口湖町観光課 1０５５５-７２-３１６８

4

「特典・割引クーポン」と「宝めぐりプレゼント」
山梨の旅をさらにお得に！
！
❶「特典・割引クーポン」

週末は山梨にいます。

宝めぐりプレゼント

有効期限：平成２５年１月３１日
（木）
まで

※Ｐ５・Ｐ６の間にある
「ご利用施設一覧」
の対象施設で利用できます。
※特典を受ける際には、必ずクーポンをご提示ください。
特典・割引内容については、下記ウェブサイトで掲載しておりますので
ご確認ください。

❷特典・割引クーポンご利用施設
一覧の対象施設ともう１箇所を巡って
「宝めぐりプレゼント」
に応募！
！
応募締切：平成25年1月31日
（木）
まで消印有効

秋 プレゼント

ご応募締切／平成25年1月31日（木）

甲斐市

5

新

宿

駅

松

本

駅

増穂IC

国道138号線

須走IC

約30分

小淵沢

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！

新酒と古酒の飲み比べ

畑でぶどう狩り後、
自分で収穫したぶどうを足踏
みし、
果汁の試飲をします。
最後にワイン
（ジュー
ス）用のオリジナルラベルを作成する楽しい体
験プログラムです。
【 有料】10月末までに体験
すると、
クリスマスまでには自宅に届きます。
>平成24年7月21日
（土）〜11月上旬（未定）
;JR中央本線石和温泉駅⇒タクシー約15分
;中央自動車道一宮御坂I.C⇒約5分
<笛吹ワイン
（株）０５５-２６３-２２９９

無料試飲コーナーでは、
６種類以上の試飲をご用意
しております。期間中は、
フレッシュな新酒とヴィニョ・
デ・マルス年号（有料）の飲み比べができます。
（但
し、新酒は商品が無くなり次第、終了となります。）
>平成24年9月1日
（土）〜平成25年1月31日
（木）
;JR中央本線石和温泉駅徒歩約１０分またはタクシー約３分
;中央自動車道一宮御坂I.C⇒約１０分
<本坊酒造（株）山梨マルスワイナリー
販売促進課 ０５５-２６２-4121

JR中央本線
（特急）
約1時間10分
JR東海道新幹線
約1時間

小

長野県

海線

JR身延線（特急）

静岡駅

約2時間10分

2012ルミエール新酒祭り

2012ベルフォーレ新酒まつり

秋空の下、できたての新酒を、趣向をこらした屋台料理
とともにお楽しみいただけます。生演奏、
シードルのオリ
抜きの実演、ぶどうの生搾りジュース、有料試飲など開
催。
（雨天決行。入場料2,000円／グラスとおつまみ付
き。10名以上で前売りご予約可能。臨時駐車場有り。）
>平成24年10月27日
（土）
・10月28日
（日）
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう駅か塩山駅⇒タクシー約15分
;中央自動車道勝沼Ｉ.Ｃ⇒約5分
<（株）
ルミエール ０５５３-４７-０２０７

今年の出来たて新酒の試飲・販売。
ぶどう踏
み大会、
ぶどう飛ばし大会、露店コーナーなどイ
ベント盛りだくさん。
>平成24年10月27日
（土）
・10月28日
（日）
;ＪＲ中央本線塩崎駅⇒徒歩約７分
;中央自動車道双葉スマートＩ.Ｃ⇒約８分
<（株）
シャトレーゼベルフォーレワイナリー
０５５１-２８-４４５１

マンズワイン勝沼ワイナリー
感謝祭「ワイン祭り」

山梨ヌーボーまつり2012

第15回笹一新酒フェア

清酒・ワインの新酒の試飲販売。11/10・11
日のみ、
うまいもの市、大道芸他イベントを開
催。
また、11/17・18日には骨董市を開催。
>平成24年11月10日
（土）〜11月18日
（日）
;ＪＲ中央本線笹子駅⇒徒歩約5分
;中央自動車道大月Ｉ.Ｃ⇒約１５分
<笹一酒造（株）酒遊館 0554-25-2008

甲府昭和IC

甲 府

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

埼玉県

山梨県
甲府

甲府昭和IC

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。

見る・遊ぶ・食べる・体験・宿泊・入浴・お土産等の バス情報と連動！
スポット及びイベント情報

秋の特 別 展 ・ 企 画 展

●山梨県立考古博物館

約1時間

約1時間30分

圏央道
JR中央本線

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道

富士の国やまなし観光ネットと連携し情報を提供

アンデス文明最後の国家、
インカ帝国。彼
らは文字を持たなかったため、
インカ帝国の
全貌は、謎に包まれていました。展覧会で
は、
考古学・人類学・歴史学などの分野の最
新研究をもとに、
インカ帝国の始まりからス
ペインに支配されたその後まで紹介します。
▶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 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１分（すぐ前）

甲府昭和IC

約20分
東富士五湖道路・
中央自動車道
（大月JCT経由）

群馬県

マスコットキャラクター
カルチャくん
JR

碁石金と蛭藻金

中部横断自動車道・
中央自動車道

JR中央本線
（特急）

名古屋駅

2
町歩きふらっと案内

開館３０周年記念特別展
インカ帝国展
〜マチュピチュ
「発見」
１００年〜

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）。
>平成24年10月6日
（土）
;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅⇒徒歩約１０分
;中央自動車道勝沼Ｉ.Ｃ⇒約５分
<（株）
シャトー勝沼 ０５５３-４４-００７３

お祭りステージでの楽しいパフォーマンス。
ワイ
ントン®の炭火焼きなど模擬店多数。
おいしい
ワインを飲んで秋の休日を満喫！入場無料！ご来
場者にはもれなくプレゼントあり
！
>平成24年11月3日
（祝）
;ＪＲ中央本線塩山駅⇒タクシー約5分
;中央自動車道勝沼Ｉ.Ｃ⇒約7分
<マンズワイン（株）勝沼ワイナリー ０５５３-４４-２２８５

宝塚歌劇団の演出による総合フェスティバル、
文化まるごとフェスティバル ほか

《小型女性人物像》 １６世紀初頭
ペルー文化省・トゥクメ遺跡博物館

新酒を味わうワイナリーイベント

山梨県産新酒ワイン
（山梨ヌーボー）
の試飲販
売。11月第１土曜日を山梨ヌーボーの解禁日と
定めてＰＲ活動を行うとともに、36社余60銘柄
以上のワインを味わっていただく。県民の日記
念行事と同時開催。
>平成24年11月10日
（土）
・11日
（日）
;JR甲府駅⇒タクシー約30分
;中央自動車道甲府南I.C⇒約10分
<山梨県ワイン酒造組合 ０５５-２３３-７３０６

国道52号線
約1時間30分

河口湖
身延

静岡県

東京都

大月

富士急行線

富士山

路
五湖道
東富士

2012年シャトー勝沼ワイン祭

富士山の麓を舞台にサマーカーニバルを開催 ほか

10/6 〜
12/3

甲府昭和IC

約3時間

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

グランドステージ（平成25年１０月２６日〜１
１月１０日）

9/18 〜
11/14

甲府昭和IC

中央自動車道

御殿場市方面

夏のステージオープニングウィーク
（平成25年６月３０日〜７月７日）

笛吹市／
山梨県立博物館

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

静岡市方面

県内を歩いて巡る大フットパス祭りや、国文祭パレード ほか

甲府市／
山梨県立考古博物館

中央自動車道

約1時間30分

静岡方面から

春のステージオープニングウィーク
（平成25年４月６日〜４月１４日）

検索

甲府昭和IC

約60分

岡谷JCT

約15分

神奈川県

富士山を世界文化遺産に

I N F O R M A T I O N 好奇心を刺激する展示で山梨の秋を楽しんで！

携帯からは
QRコードで

ワイン造り体験

名古屋IC

ＪＲ身延線

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、
カフェなどの
散策が楽しめます。
>平成24年11月17日(土）
:甲州市（バスは勝沼ルート・塩山ルート）
<ワインツーリズム実行委員会
055-232-2122
詳しくはhttp://www.yamanashiwine.com/

愛知方面から

山梨県芸術文化協会による創作舞台「かぐや姫２０１３〜悠久の愛〜」の上演 ほか

※写真はイメージです。

※ウェブサイト・携帯からもクーポンがダウンロードできます。

ワインツーリズム2012

高井戸IC

道

※写真はイメージです。

検索

Winery Events

東京方面から

車

富士の国やまなし観光ネット

松本IC

冬のステージオープニングウィーク
（平成25年１月１２日〜１月２０日）

やまなし国文祭

長野自動車道

長野方面から

中央自動車道

八王子JCT

約30分

■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）

プレゼント内容については、
下記ウェブサイトでも掲載しております。
http://www.yamanashi-kankou.jp/

５名様
１名様
５名様

来年、第２８回国民文化祭・やまなし２０１３
（愛称 富士の国やまな
し国文祭）
が山梨県で開催されます。山梨大会は、平成25年1月12
日
（土）
から11月10日
（日）
までの３０３日間にわたる初の通年開催！
期間中、
１００を超える様々なジャンルの文化イベントや地域文化を
ご紹介していきます。
また、会期を季節毎に区分し、特にオープニング期間に象徴的イベントを集中開催します！

詳しくは
ＨＰをご覧下さい

圏央道

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

SoftBank、docomo、auのAndroid携帯電話とiPhone/iPadで利用できます。

（※１）
スタンプがない場合は、入場券の半券など施設の利用がわかるものでも結構です。
（※2）
プレゼント専用スタンプは特に設置しておりません。
（※3）応募はお一人様ハガキ1枚とし、1プレゼントに限らせていただきます。
【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、発送時のみ利用させていただきます。

ウェブサイトからは

１０名様
１０名様
５名様
２名様
５名様
５名様
５名様
５名様
５名様
５名様
１０名様
５名様
３名様
５名様

1
国民文化祭が
山梨県で開催されます！

動
自
央

やはたいも
（２kg入）
赤坂とまと
（２kg入）
笛吹市
笛吹市産ワイン赤白２本セット
市川三郷町
オノオレカンバ
（木製）
印鑑
（１２ｍｍ）
1本
ット内容は
身延町
身延町特産品詰合せセット ※画像と現物のセ
変わる場合もあります。
西桂町
富士山のうまい水
（500ml）
２４本入
富士河口湖町 河口湖ミューズ館招待券
（ケーキセット付）
ペア５組
甲府市
キティファイル
ハローキティの甲府旅日記
南アルプス市 ソルダム酒１本 フルーツジャム２個
昭和町
冨有柿
（４ｋｇ）
※１０月末締切
３袋
（２食入り・つゆ付）
北杜市
そば処三分一
「手打ち生そば」 ※
※１０月末締切
韮崎市
武田の里からおむすび米
（１個）
富士吉田市
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）
中央市
とよとみハムセット
山中湖村
山中湖ワイン
（１本）
富士川町
和菓子処・竹林堂から塩饅頭
（10個入り）

中央自動車道・中部横断自動車道・東富士五湖道路でのアクセス

中

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、特典・割引クーポンご利用施設一覧の対象施
設ともう１箇所（ご利用施設一覧の対象施設・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（※１）の２箇所分押してご
投函ください。
応募方法は、
ご利用施設一覧の対象施設の２箇所で応募するか、
ご利用
施設一覧の対象施設と山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などの
２箇所で応募してください。
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
社団法人やまなし観光推進機構
「宝めぐりプレゼント」
係
賞品は発送をもって発表にかえさせていただきます。

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

YA M A N A S H I P I C K U P N E W S

甲府市／
山梨県立美術館

甲府市／
山梨県立文学館

9/29 〜
11/25

横山大観《夜桜（左隻）》大倉集古館蔵

展示期間
10/13〜21
11/20〜25

甲府市／山梨県立美術館

10/13 〜11/25

県立博物館蔵

企画展「黄金の国々‐甲斐の金山と 歿後50年 飯田蛇笏展
くろがねの秋の風鈴鳴りにけり
越後・佐渡の金銀山‐」

大倉集古館名品展
豪快なる大倉財閥の美術コレクション

12/15 〜
H25.2/11

野口小蘋《西王母図》1890年

十一屋コレクションの
名品展〜野口柿邨を
めぐる文人たち〜（仮称）

江戸時代に成立した貨幣制度を支えた金 本県出身で、近代俳句を代表する俳人飯 大倉集古館は、近代日本の産業発展に多大 滋賀県に本家を置き酒造業を営んでいた「十
銀山。本展では、戦国時代・江戸時代を代 田蛇笏(だこつ)
（1885〜1962）
が亡くなっ な功績を残した大倉喜八郎が設立した、
日本 一屋」は、江戸時代には甲府市柳町へ店を
表する甲斐の金山と越後・佐渡の金銀山を て50年目を迎える本年、改めてその足跡を で最初の私立美術館です。国宝3点、重要文 設け、醤油製造を兼営し、御蔵宿札差まで勤
中心に、人々の営みや卓越した採掘・製錬 ふり返り、作品の魅力に迫ります。代表作 化財13点を含む2500余点の所蔵品の中か めた豪商です。本展では、野口小蘋や富岡鉄
の技術、製造された金銀貨の数々をとおし 「芋の露連山影を正うす」
「くろがねの秋の ら、鎌倉・室町時代の仏教絵画、江戸時代の 斎など、十一屋と深い繋がりのあった画家を
て、
かつて日本に存在した
「黄金の国々」の 風鈴鳴りにけり」の直筆の書、原稿、書簡、 屏風や工芸品、横山大観の代表作《夜桜》を はじめ、江戸時代の書画や中国の絵画など、
姿を紹介します。
愛用品等約120点を展示します。
はじめとする近代日本画、
さらには中国・朝鮮 初公開を含めた名品をご紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室 ■JR中 ▶山梨県立文学館企画展示室
美術など、
日本と東洋の精華をご紹介します。 ▶山梨県立美術館 特別展示室
央本線石和温泉駅からバスで約10分
▶山梨県立美術館 特別展示室
◆中央自動車道一宮御坂ICから車で約8分 ■JR中央本線甲府駅より、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で約15分、
「県立美術館」下車 ◆中央自動車道
●山梨県立博物館

☎055-261-2631

☎055-266-3881

甲府昭和ＩＣより、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直進、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 ●山梨県立美術館☎055-228-3322
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。

山梨県内の手作り旅行 発売中！
(社)やまなし観光推進機構/富士の国やまなし旅センターでは山梨県内の手作り旅
行商品や体験プログラム商品等を集めた玉手箱をご用意しています。一度、山梨県
の玉手箱を開けて遊びに来てください。

地元の自慢が
詰まった手づくりの

旅

（社）やまなし観光推進機構
富士の国やまなし旅センター
TEL：０５５−２３１−２２３０ 営業時間／８：３０〜１８：００

①富士山・富士五湖エリアのツアー
④健康・癒しツアー（健康とリフレッシュの旅） http://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/
②エコツアー（自然を感じる旅）
⑤こだわりツアー（ひとあじ違う旅）
いい旅やまなしナビ
検索
③自然の恵みツアー（季節の味覚を体感する旅）⑥学ぶ・訪れるツアー（知識と感動の旅）
本誌のデータは、平成24年9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。
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1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

昇仙峡

店
選べる4

大好評！ 特別企画展第2弾！
！

ご当地キティ展
〜 世 界 中 から大 集 合 〜
スカイツリーキティも登場！
！
開催中！
！

Tel.055-287-2511

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

http://www.kageenomori.jp/

身延町
身延町なかとみ和紙の里

和紙の里内の、
「 なかとみ現代工芸美術館」
で
は工芸美術などの企画展を開催し、
「 漉屋なかと
み」
では手漉き和紙などの体験ができて、
「紙屋な
かとみ」
では全国の和紙を展示・販売している。

〒409-3301山梨県南巨摩郡身延町西嶋３４５番地
TEL.0556-20-4556 FAX.0556-20-4558
http://www.town.minobu.lg.jp/washi/

の高速バス

甲斐黄金村。湯之奥金山博物館

館内では、湯之奥金山の歴史を紹介する映像
シアター、
ジオラマを展示。
また、実際に砂金採り体験のできる施設でもあ
るため、大人から子供まで楽しめる施設です。

〒409-2947山梨県南巨摩郡身延町上之平１７８７番地先
TEL.0556-36-0015 FAX.0556-36-0003
http://www.town.minobu.lg.jp/local̲minobu/kinzan/

甲府 ⇔ 新 宿 線

身延 ⇔ 新宿線

北 杜･白 州 ⇔ 新 宿 線

甲府 ⇔ 京 都･大 阪 線

甲府 ⇔ 名古 屋 線

甲府 ⇔ 成 田 空 港 線

甲府 ⇔ 羽 田 空 港 線

身延山 三門の紅葉

山梨県内初！
！ スマホでタクシー配車はじめました
全国タクシー配車

好 評 運 行 中！

高速バス
『甲府⇔静岡線』22年ぶりに復活運行
中部横断道・新東名経由で生まれ変わりました
1日2往復 片道2,500円 往復4,500円
※9/30までは往復4,000円に割引中

ご予約
お問合

甲州いろは坂

紅葉・観光：身延町役場観光課：TEL.０５５６-６２-１１１６

甲府〜新宿 / 身延〜新宿 / 北杜・白州〜新宿線

TEL 055-237-0135

京都・大阪 / 名古屋 / 成田空港 / 羽田空港 / 静岡線

TEL 055-223-5711

ダウンロード
（無料）

GPSシステムで迅速配車

好評の便利タクシー実施中

代行タクシー24時間受付

お得な割引回数券販売中

各種クレジットカード乗車OK

ハイヤー使用での配車OK

0120-82-2121 24時間体制

富士急コールセンター（受付時間7：30〜20：00）TEL
：0555-73-8181

