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やまなし 星 と
イルミネーション の旅
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富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

特集

公益社団法人

〒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/

いい旅やまなしナビ

検索

いつでも着地型ツアーが見られる

高原の星空を見よう
！

【北杜市】

清泉寮 ★
パノラマの湯 ★

八ヶ岳を中心に冬の北杜市は全国でも有
名な 星空の名産地 です。
さえぎるものの
ない高原の澄みきった夜空には、満天にき
らめく星座群！

★清里の森

★

【甲府・昇仙峡エリア】
県立科学館
★

竜王駅 ★

雄大な自然に出会える北杜市の絶景地から「北杜24
景」
「月見里」
「 星見里」などをピックアップし美しい写真
で紹介。地図による撮影ポイントのチェックもできます。
<北杜市観光･商工課10551-42-1351
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/photos/

清澄な空気と星空を満喫！

★笛吹川フルーツ公園

★ 和田峠

韮崎駅 ★

ほくとフォトギャラリー
【webサイト】
『山紫水明』

【笛吹・甲州・
山梨エリア】

★ハイジの村

尾白の湯

特集

★ 萌木の村

【八ヶ岳・
韮崎エリア】

★

甲府駅

櫛形山林道 ★

石和温泉

★みたまの湯

【東部エリア】

＊ カムイみさかスキー場

大石公園
西湖野鳥の森 ★
身延町西嶋★
大池公園
★
富士眺望の湯ゆらり
＊富士急ハイランド
★
【南アルプス・ ふじてんスノーリゾート
★シルバンズ
＊
竜ヶ岳 ★
★ 山中湖花の都公園
富士川流域エリア】
【富士山・富士五湖エリア】★
★ 山中湖平野
紅富士の湯
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R5

空 気も星も笑
顔もキラキラな
冬 の 八ヶ 岳 へ
お越し下さい。

八ヶ岳ツーリズムマネジメント

赤沼 真由美さん

八ヶ岳天空博覧会

【北杜市】
12月27日
（土）
〜3月8日
（日）

プラネタリウムで
星空散歩
山梨県立科学館
スペースシアター【甲府市】

甲府盆地を一望できる丘の上にあり、全国初で「プレ
アデスシステム」
を導入。最高峰の映像システムによ
る
「山梨の星空解説」
「プラネタリム番組」
「ドームシネ
マ」
などを随時企画しています。三次元でのリアルな星
空散歩を楽しむことができます。
:山梨県立科学館スペースシアター;中央自動車道
甲府南ICから車約30分;JR中央本線甲府駅北口2番
バス乗り場からからバス約10分
<山梨県立科学館 1055-254-8151

八ヶ岳の魅力は、広々とした空。凛として澄み切った空気に、八ヶ岳ブルーと呼ばれる青い空、
そして満天の星空…そんな八ヶ岳だからこそ味わえる 空間
（もの）がここにあります。八ヶ岳観
光圏で八ヶ岳の冬ならではの様々なイベント、体験プログラムを一堂に集約し、来訪するお客
様を地域全体でおもてなしする
「八ヶ岳天空博覧会」
を開催します。
:北杜市・富士見町・原村;中央自動車道須玉IC・長坂IC・小淵沢ICよりそれぞれの会場へ
;JR中央本線、
JR小海線各駅からそれぞれの会場へ
<一般社団法人 八ヶ岳ツーリズムマネジメント 10551-48-3457

やまなし 星 と
イルミネーション の旅

サンメドウズ

＊ 清里スキー場

あったかい温泉でホッ 星空も楽しめる温泉

ファンタジックな
イルミネーションに夢心地！
山中湖アートイルミネーション
「FANTASEUM」
【山中湖村】
11月22日
（土）
〜1月4日
（日）

竜王駅 森のイルミネーション
11月15日
（土）
〜2月末【甲斐市】

市のシンボルとして親しまれている竜王駅。南口には世界文
化遺産登録された 富士山 、北口には昇仙峡の 仙娥滝 を
イメージした装飾など、様々なイルミネーションが作り出す幻想
的な光の世界を楽しめる。
:JR竜王駅;中央自動車道甲府昭和ICから車約10分
;中央自動車道双葉スマート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

■点灯時間/17:00〜21:00■花火打上/11月22・29日、
12月6・13・20・23・24・25日■時間/20:00〜■クリスマス
コンサート/12月23・24・25日公園内には屋台村を設け、温
かい飲食等をご用意しております。
:山中湖 花の都公園;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からバス約30分<山中湖 花
の都公園 10555-62-5587

光のナイアガラ＆
ウェーブ

12月1日
（月）
〜1月31日
（土）
【富士河口湖町】
大石公園内に光の滝と波を表現、滝の
最高地点は３メートルです。富士山と河
口湖を正面にして幻想的なイルミネー
ションです。◆開催時間/１７
：
００〜２０
：
０
０まで
（見学無料）
:河口湖畔大石公園;中央自動車道
河口湖ICから車約25分;富士急行線
河口湖駅からレトロバス約25分
<河口湖自然生活館
10555-76-8230

イルミネーションｉ
ｎ にらさき
【韮崎市】
12月1日
（月）
〜1月12日
（月）

2014年、駅前の整備事業が完了したばかりの韮崎駅。
ガラ
リと変わった風景の中で、幻想的な光のオブジェやシェルター
を彩る数々の光の演出を是非お楽しみください。
:ＪＲ韮崎駅前;中央自動車道韮崎ICから車約10分;JR
中央本線韮崎駅下車<韮崎市観光協会
10551-22-1991

西嶋イルミネーション

【身延町】
12月1日
（月）
〜1月３日
（土）
2000年、2軒の一般家庭が始めたイルミネーションが今では３０軒にまで増え、
１２月から１
月初旬くらいまでの期間限定で、
この町道５００ｍは１０万個の電球で幻想的なきらめきに
包まれます。奥に進むにつれ、
そのきらびやかな輝きに圧倒され、週末には県内外からも見
学者が訪れるほど。駐車場はこの町道に入る入り口向かいにあり、他にも地元の方で善
意で利用が可能な臨時駐車場もあるので、
マナーを守ってお借りしましょう。入場無料。
:身延町西嶋地区;中部横断自動車道増穂ICから車約30分;新東名高速道路新
清水ICから車約70分;JR身延線甲斐岩間駅からタクシー約5分
<身延町役場観光課 10556-62-1116

活きた幻の魚、
クニマスも見
られますよ！

【山中湖村】
1月31日
（土）
〜2月22日
（日）

ウインターイルミネーション

12月上旬〜2月下旬【富士観光開発】

みたまの湯

解放感あふれる絶景の露天風呂で全国に
人気が及ぶ。甲府盆地と南アルプス•八ヶ
岳といった甲斐の名峰を一望しながら、評
判の良泉を堪能できる。;中央自動車
道甲府南ICから車約20分;JR身延
線甲斐上野駅からタクシー約5分<
みたまの湯 ☎055-272-2641

富士眺望の湯ゆらり パノラマの湯

世界遺産 富士山 の絶景と天然温泉に
癒される。保湿・保温・浸透作用が向上さ
れ、湯に化粧水のような効果をもたらすと
言われている「ナノ水」とあわせた天然温
泉をお楽しみください。;中央自動車道河口
湖ICから車約15分;富士急行線河口湖駅
下車、本栖湖方面行バス約20分<富士眺
望の湯ゆらり ☎0555-85-3126

標高1,160mの甲斐大泉駅から徒歩3
分。露天風呂からは、富士山や南アルプス
の山々が望めます。温泉スタンドで温泉を
持ち帰ることができます。;中央自動車
道長坂南ICから車約15分;JR小
海線甲斐大泉駅から徒歩3分<パノラ
マの湯 ☎0551-38-1341

尾白の湯

尾白の湯は、白州・尾白の森名水公園べる
がの中にある、尾白川の地下深くより湧き出
る超高濃度の温泉で、多様なミネラルを含ん
でいます。澄みきった空気の中で満天の星を
眺めながらお風呂に入れます。;中央自
動車道須玉ICから車約25分/小淵沢
ICから約20分
<尾白の湯 ☎0551-35-2800

山中湖でワカサギ釣りと温泉

冬の早朝、露天風呂から眺められる
「紅富士」
が名物
の山中湖にある日帰り温泉。
さらに山中湖の冬の名
物とえいばドーム船での「ワカサギ釣り」。温泉併設の
食事処では釣ったワカサギの調理もしてくれます。
:紅富士の湯;東富士五湖道山中湖ICから車約3
分;富士急行線富士吉田駅からバス約30分
<紅富士の湯 ☎0555-20-2700
真冬でも暖かワカサギ釣りドーム船

地ビールレストラン「シルバンズ」
では、冬の風物詩である
「ウインターイルミネーション」
を2月下旬までの金・土・日の
週末に開催します。
イルミネーションは
「不思議の国のアリ
ス」
をテーマに装飾され、
ガーデンや店内外を彩りメルヘン
チックな世界を演出します。
ガーデンの散策はもちろん店内
のコンサバトリーで食事をしながらお楽しみいただけます。
:シルバンズ;中央自動車道河口湖ICから車約5分;
富士急行線河口湖駅富士観光開発本社ビル裏より無料
送迎バス有り<シルバンズ 10555-83-2236

西湖樹氷祭り

西湖観光協会会長

三浦 よしのぶさん

【富士河口湖町】
1月24日
（土）
〜２月１日
（日）
（予定）

高さ１０メートルにもなる樹氷は迫力満点。
また、
ライトアップされた氷のオ
ブジェは幻想的な雰囲気を醸し出します。西湖野鳥の森公園にて凛と澄
んだ大気の中で大自然が生んだ芸術を堪能できます。
:西湖野鳥の森公園;中中央自動車道河口湖ICから車約30分;富
士急行線河口湖駅からレトロバス約5分
<富士河口湖町観光課 10555-72-3168

萌木の村イルミネーション

12月1日
（月）〜2月28日
（土）予定【北杜市】

2014-2015
Winter

山梨の

11/15 〜1/12 【都留市】

ミュージアム都留企画展『都留・古道の旅 −信仰の道・交易の道−』
今回の展示では都留市内をめぐる古い道やあまり使われなくなった道
などを村絵図や古地図を中心にご紹介します。この展示を通して、皆さ
んが普段何気なく通っている道や通ったことのない道に関心を持って
いただけたら幸いです。
:ミュージアム都留;中央自動車道都留ICから車約5分;富士急行
線谷村町駅から徒歩約2分<ミュージアム都留 10554-45-8008

12月上旬【市川三郷町】

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。濃い鮮紅色で独特の風味と甘さがあり、太くて
長く、
収穫時には80ｃｍにもなります。 :みはらしの丘みたまの湯駐車
場;中央自動車道甲府南ICから車約20分;JR身延線甲斐上野駅から
歌舞伎文化公園まで徒歩約１０分
（歌舞伎文化公園からシャトルバス有
り）
<市川三郷町ふるさと冬まつり実行委員会 1055-240-4157
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（アイスキャンドルフェスティバル）■キャンドル点灯時間
/17:00〜20：00■点灯式/17:00 ※式典終了後花火打
上予定■1月３１日
（土）
長池親水公園■2月１１日
（水・祝）
平
野ちびっこ広場■2月１４日
（土）
交流プラザきらら
夕闇にシルエットで浮かび上がる富士山を背景に、数千個の
アイスキャンドルが湖畔を彩ります。
:山中湖畔;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25分;JR御殿場線御殿場駅
からバス約40分<山中湖観光協会 10555-62-3100

ハイジの村
クリスマスイルミネーション

【北杜市】

星空も間近な明野の丘にあるアルプスの少女ハイジ
のテーマパーク。
クリスマス向けにライトアップしたファ
ンタジックな園内をイルミネーションに輝くパークトレイ
ンで巡るのもおすすめ。 :ハイジの村;中央自動
車道須玉ICから車約10分;中央本線韮崎駅からタ
クシー約20分
<山梨県立フラワーセンターハイジの村
10551-25-4700

12月〜2月の土・日・祝日【山中湖村】

1/15 〜2/25 【富士河口湖町】

2/1 〜28 【北杜市】

冠雪した富士山が朝焼けに染まる紅富士を湯舟から眺望できます。ま
た、
地元商店街による早朝屋台村も開催されます。
:山中湖温泉 紅富士の湯;東富士五湖道路山中湖ICから車約3分;
富士急行線富士山駅からバス約25分<山中湖温泉 紅富士の湯
10555-20-2700

大石公園内に富士山等の雪像オブジェ、かまくら、雪だるま滑り台等を設置
し、雪に触れたり体験したり、写真スポットとして楽しんでいただけます。
:河口湖畔大石公園;中央自動車道河口湖ICから車約25分;富士
急行線河口湖駅からレトロバス約25分<富士五湖観光連盟
10555-22-7102

【寒いほどお得フェア２０１５】期間中、八ヶ岳観光圏エリア
（山梨県北杜市/長野県富士見町/原村）
の１００店舗以上の参画
店において、その日の朝10時の気温によって指定商品が最大で50％割引となります。清里駅前観光案内所「あおぞら」
特設寒暖計を観測点とし、当日の朝10時の気温によって各店舗の指定商品が割引となります。 −5℃以下＝50％引き
0℃〜−5℃＝30％引き ＋5℃〜0℃＝10％引き ＋5℃以上＝割引なし0％
:北杜市・富士見町・原村;中央自動車道須玉IC・長坂IC・小淵沢ICよりそれぞれの店舗へ;JR中央本線、
JR小海線各駅からそれぞれの店舗へ<一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント 10551-48-3457

第17回紅富士冬まつり

富士山雪まつり

八ヶ岳天空博覧会2015
（食パビリオン）

2/3 【身延町】
1/1 （祝）〜3 【身延町】

2/1 【南アルプス市】

毎年多くのお客様が訪れます。 :身延山久遠寺;中部横断自動車道増穂ICから車約50分;新東名高速
道路新清水ICから車約50分;JR身延線身延駅からバス約15分<身延山久遠寺 10556-62-1011

普段、
きっかけがないとなかなか踏み出すことのできない冬の櫛形山に登ってみましょう。夏とは違った素敵
な景色と、
楽しさが待っています。 :櫛形山;中部横断自動車道南アルプスICから車約20分;JＲ中央本
線竜王駅からタクシー約40分<県民の森 森林科学館 1055-283-5718

身延山 初詣

2014のっぷい大塚にんじん収穫祭

自然豊かな清里ならではのクリスマスイルミネーション。自然
木のトナカイ30頭がソリを引くサンタクロースのイルミネー
ションが満天の星空の下に浮かび上がり、
その優しい光に
心が温かくなります。■点灯時間/16:00〜21:00
:萌木の村広場;中央自動車道須玉ICから車約25
分;JR小海線清里駅から徒歩10分
<萌木の村（株） 10551-48-3522

冬 イベントカレンダー

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

1/13 【身延町】

身延山御年頭会『曳馬式(ひきめしき)』

御年頭会(おねんとうえ)とは、
身延山に住まわれる日蓮聖人に六老僧をはじめとする弟子や、
開基檀越の波木
井実長公が新年の挨拶に訪れた故事にちなんで行われる新春の行事です。この御年頭会は、町の無形民俗
文化財に指定されています。 :身延山久遠寺;中部横断自動車道増穂ICから車約50分;新東名高速道
路新清水ICから車約50分;JR身延線身延駅からバス約15分<身延山久遠寺 10556-62-1011

基礎から始める雪山ツアー

2/1 【市川三郷町】

一之酉祭典
（いちのとりさいてん）

千年余りの歴史を誇る祭典であり、甲府盆地に春を告げるお祭。太々神
楽の奉納を行う。 :表門神社;中央自動車道甲府南ICから車約20
分;JR身延線芦川駅から徒歩約3分<市川三郷町生涯学習課
1055-272-6094

身延山節分会

境内の特設舞台から、
法主をはじめ、
荒行修法師やタレント、
関取などが豆まきを3回に分けて行います。
:身延山久遠寺;中部横断自動車道増穂ICから車約50分;新東名高速道路新清水ICから車約50分;
JR身延線身延駅からバス約15分<身延山久遠寺 10556-62-1011

2/3 【甲府市】
大神宮祭

甲府盆地に春を告げるお祭りとして、江戸時代から続いており
「大神（だいじ
ん）
さん」
と呼ばれ、親しまれている節分会。沿道には、切りざんしょう、がらが
ら、飴、ご当地グルメなどの店が並び、商売繁盛、家内安全を願う人たちで賑わ
います。この祭りのときだけに売り出されるお菓子『がらがら』が人気です。
:横近習町大神宮・柳町大神宮;中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
;JR中央本線甲府駅から徒歩約15分<㈱吉字屋本店 1055-232-3111
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ときめきの夜景スポット

ウインタースポーツで寒さなんか吹き飛ばせ！

笛吹川フルー
ツ公園から見
る甲府盆地の
夜景は絶景
です。

カムイみさかスキー場

山下さん

フルーツ公園からの夜景

【甲府市】

【南アルプス市】

甲府盆地の西に位置し、目の前には夕
闇に浮かぶ富士山、眼下に眩いほどの
甲 府 盆 地という山 梨トップクラスのス
ケール感ある夜景を眺望できます。
;中部横断自動車道南アルプスICから
車約20分;JR中央本線甲府駅からバス
約40分【小笠原橋】下車タクシー約20分
<南アルプス市観光商工課
1055-282-6294

都心から約90分、
世界遺産の富士山を
間近に望む絶好のロケーションに、
初級
者から上級者まで幅広く楽しめるコース
が揃う。そり専用ゲレンデを備えた「ち
びっこ愛ランド」には、
スキーデビューの
お子様におすすめのキッズゲレンデを完
備しており、
ファミリーにも人気です。 ;中央自動車道河口湖ICから車約20分;富士急
行線河口湖駅からタクシー約20分<ふじてんスノーリゾート 10555-85-2000

富士山を望む開放感あふれる屋外スケートリンク。夜は５万５千球
のイルミネーションが幻想的に彩ります。
営業は平成２７年３月２９日まで
（一部は２月末〜３月中旬に終了）
＊スケート滑走料無料
（富士急ハイランド入園料が必要）
;中中央自動車道河口湖ＩＣすぐ;富士急行線「富士急ハイラ
ンド駅」
すぐ<富士急ハイランド 10555-24-6711

空気が澄んでいる冬は花火が一段とキレイ
河口湖冬花火

1月17日
（土）
〜2月22日
（日）
【富士河口湖町】
澄み切った空気と夜空を彩る冬花火。会場周辺では花火の打上げに加え、
Ｌ
ＥＤイルミネーションも開催予定です。
また、冬花火に合わせ各種イベントも計
画中です。開催日要問合せ :河口湖畔大池公園;中央自動車道河口湖
ICから車約15分;富士急行線河口湖駅からレトロバス約5分<富士河口湖
観光連盟 10555-72-2460

山中湖からのダイヤモンド富士

ふじ丸くん

12月上旬〜4月上旬
【北杜市】

国産では珍しい100％本物の完熟
生はちみつ。
「富士山麓産」
「南アル
プス産」
など山梨を代表する自然豊
かな各産地から7種類。
１日ワンス
プーンでOKという魔法のようなパ
ワーがたっぷり。 <ビーイング株式
会社 1055-269-7720

観 光 庁 の「 世 界 にも
通 用 する『 究 極 の お
土産』100選」に選ば
れた“安全祈願登山
蜂蜜”は登山時などの
栄養補給にピッタリ。

清里の森は冬の
魅力がいっぱいで
す。ご家族お揃い
で 冬 の 一日をお
楽しみください。

清里の森
管理公社

坂本さん

【山中湖村】

ちょうど富士山の山頂に夕暮れの太陽が沈みダイヤ
モンドのように輝いて見える現象。湖畔とからめて見
ることができるので山中湖のダイヤモンド富士は大
人気。冬の観測期は1月末から2月末。日々ポイント
は移動するのでホームページで確認しよう。
;中央自動車道河口湖ICから車約15分;富士急
行線富士吉田駅からバス約25分<山中湖観光協
会 10555-62-3100

1月30日
（金）
、2月1日
（日）
〜28日
（土） 富士山の日記念花火大会
2月23日
（月）
【笛吹市】
冬の澄み切った夜空を花火が彩ります。
またこの時 【富士河口湖町】
期に合わせ、会場では桜並木のイルミネーションの
光が優しく包み込みます。花火の打ち上げは20時
30分〜50分までの20分間です。
: 笛 吹 市 役 所 前 笛 吹 川 河 川 敷（ 鵜 飼 橋 上 流
側）;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から徒歩約20分
<石和温泉旅館協同組合 1055-262-3626

２月２３日
「富士山の日」
を記念した花火大会。
:河口湖畔大池公園;中央自動車道河口湖ICか
ら車約15分;富士急行線河口湖駅からレトロバス
約5分
<富士河口湖観光連盟 10555-72-2460

レストラン・ショップエリア
■グルメレストラン：イタリア料理ミロ清
里、
カフェ・リトルハンズ、清里豚どん陣正、
鉄板ダイニングヒッコリーファーム、
グランレ
ストラン ルミエール ■ショップ：Lei Three、
森の日曜日、
Boutique MASAKO清里店

【八ヶ岳オーロラ伝説】2003年に八ケ岳高原で観測された八ケ岳連峰
の上空に赤紫色に広がったオーロラを幻想的で壮大なレーザーショー
で再現します。 :丘の公園;中央自動車道須玉ICから車約30分;
JR小海線清里駅からタクシー約5分<一般社団法人八ヶ岳ツーリズム
マネジメント 10551-48-3457

2/10 ・11 【南アルプス市】
十日市

南アルプス市の十日市は甲府盆地に春を呼ぶ祭りといわれ、
「十日市で
売っていないものは猫のたまごと馬の角」
と言い習わされて来たたとえ
は、
市に出揃う品数の豊富さを物語ります。
:南アルプス市十日市場・県道・韮崎南アルプス中央線;中部横断自
動車道南アルプスICから車約5分;JＲ中央線竜王駅からタクシー約
30分<十日市祭典実行委員会 1055-283-3661

2/14 〜2月下旬【笛吹市】

日本一早い桃の花見〜ハウス桃宴〜

日本一早い桃のお花見が出来ます。ビニールハウス内なので、雨や寒
さを気にせず一足早い春を感じられます。開演時間は10時〜15時。
:受付：JAふえふき富士見支所直売所;中央自動車道甲府南ICから
車約15分;JR中央本線石和温泉駅からタクシー約15分<JAふえふ
き富士見支所直売所 1055-262-3853

2/11 〜4/18 【甲州市】

第13回甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

豊かな自然や歴史文化遺産を誇る甲州市は、
日本有数の果樹生産地で
もあり、春になると、桜や桃、
スモモなど一面の花に彩られた美しい桃源
郷が現れます。 「甲州市えんざん桃源郷ひな飾りと桃の花まつり」
で
は、その美しい景観や歴史文化遺産はもちろんのこと、主会場の甘草屋
敷に飾られる享保雛や古今雛をはじめとする数多くのひな飾りを、市内
の様々な会場でお楽しみいただけます。
:甘草屋敷他 市内協力施設;中央自動車道勝沼ICから車約20
分;JR中央本線塩山駅から徒歩1分
<甲州市観光交流課 1０５５３-３２-１０００

2/13 ・14 【甲府市】
厄除地蔵尊祭り

塩澤寺のお地蔵さんの耳がこのときだけよく聞こえると言われ、願いを聞い
てもらおうと厄除けや願かけに、
また、
ご利益にあやかろうとたくさんの参拝
客が全国から訪れます。願いを聞いてくれるお地蔵さんは、全国でも珍しい
石心木仏でうるし塗り、金箔押しで、県の指定文化財にも指定されています。
:塩澤寺;中央自動車道甲府昭和ICから車約20分;JR中央本線甲
府駅からバス約15分<塩澤寺 1055-252-8556
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2/21 ・22 【富士河口湖町】
富士山・河口湖映画祭

日本の象徴である
「富士山」
と最先端の映画映像文化を融合させ、発信していくことを目的とした映画祭が「富士山・河口湖
映画祭」です。
２月２３日（フジサンの日）
を記念し、毎年２月２３日前後に開催しており、シナリオコンクールの表彰式、映画化
されたグランプリ作品の上映、各種映画作品の上映などを行っております。
:勝山ふれあいセンターさくやホール ほか;中央自動車道河口湖ICから車約15分<富士河口湖町教育委員
会文化振興局
（河口湖ステラシアター） 10555-72-5588 <富士河口湖町観光課 10555-72-3168

2/23 【鳴沢村】
ふじさん祭り

鳴沢村産のジャガイモを使った
「こちいも・みそころがし」
しみキャベツを
使ったみそ汁を無料提供いたします！
！
:道の駅なるさわ 休憩室;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バス約15分、徒歩約2分<道の駅なるさわ 物産館
10555-85-3366

富士河口湖町船津6713

富士すばるランド
富士河口湖町字剣丸尾6663-1 0555-72-2239

富士緑の休暇村

0555-73-3246

鳴沢村8532-5

0555-85-2236

登山用品レンタルショップ

富士眺望の湯ゆらり

富士河口湖町船津6663-11 0555-21-1888

鳴沢村8532-5

久保田一竹美術館

三ツ峠グリーンセンター

LaMont（ラモント）

富士河口湖町河口2255

0555-76-8811

印傳館 山澄園

富士河口湖町小立1204-2

0555-85-3126

西桂町下暮地1900

0555-25-3000

山中湖村山中865-137

0555-62-2743

シュガーメイプル

0555-72-0132

0555-72-2209

河口湖 北原ミュージアム
0555-83-3220

山中湖 花の都公園
山中湖村山中1650

0555-62-5587

山中湖温泉 紅富士の湯
山中湖村山中865-776

0555-20-2700

山中湖平野温泉 石割の湯

河口湖ハーブ館
富士河口湖町船津6713-18 0555-72-3082

山中湖村平野1450

山中湖文学の森

0555-20-3355

西湖いやしの里根場

三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館

富士河口湖町西湖根場2710 0555-20-4677

山中湖村平野506-296

河口湖クラフトパーク

日本料理 絹屋

富士河口湖町河口3118

0555-20-4123

河口湖美術館

0555-20-2655

富士吉田市下吉田5-12-16 0555-24-8883

フジヤマミュージアム
0555-73-8666

源泉湯 燈屋
甲府市上阿原町590-3

【北杜市】

冬の清里の森は空気が澄み渡り、
八ヶ岳や富士山をのぞ
む絶景が広がります。早朝には霧氷が幻想的な風景を見
せることも。そして夜には静寂の中満天の星がきらめきま
す。緩やかな起伏を活かした芝生広場に積もった雪でソリ
遊びや雪だるまを作ったり、
レストランやショップに立ち寄る
のも楽しい。清里の森で冬を満喫しませんか？
;中央自動車道須玉ICから車約25分
;中央自動車道小淵沢ICから車約35分
;JR小海線清里駅から徒歩約10分
<
（株）
清里の森管理公社
（株） 10551-48-3151

2/14 ・15 【北杜市】

八ヶ岳天空博覧会２０１5
（オーロラパビリオン）

検索

富士吉田市新西原5-6-1

0555-22-8223

甲府・昇仙峡エリア

八ヶ岳の懐に広がる美しい冬景色
清里の森

0555-76-8826

山梨宝石博物館

富士河口湖町河口3170

カフェテリア 木の里

石和温泉冬花火
〜笛吹川の舞〜

富士河口湖町河口2217-1

富士河口湖町船津1

【富士河口湖町】

本栖湖の南岸に接する標高1,485mの竜ヶ岳から、毎年
12月3日〜1月9日頃、富士山頂からの日の出を見られる。
元旦をねらえば何ともおめでたい「ダイヤモンド富士」が拝め
ます。 ;中央自動車道河口湖ICから車約30分【本栖湖
畔駐車場】から展望台まで徒歩約50分;富士急行線河
口湖駅からバス約45分【本栖湖バス停】
から登山口まで徒
歩約10分<富士河口湖町観光課 10555-72-3168

天水

河口湖温泉の元湯 野天風呂

富士レークホテル

ビーイング【甲府市】

竜ヶ岳からのダイヤモンド富士

http://www.yamanashi-kankou.jp/

富士山・富士五湖エリア

富士河口湖町船津72

冬の風物詩

ダイヤモンド富士

ふじてんスノーリゾート

サンメドウズ清里スキー場

晴れた日には富士山から南アルプス、秩父連峰ま
で一望できる最高のロケーションと標高1900ｍの
雪質の良さが魅力。多彩なコースで上級者から初
心者、
キッズまで満足できるスキー場です。
;中央自動車道長坂ICから車約20分;JR小海
線清里駅からタクシー約5分
<サンメドウズ清里スキー場 10551-48-4111

山梨県内の宿泊施設など93ヶ所の施設でご
利用できる特典・割引クーポンです。
山梨の旅をさらにお得に楽しんでください。
特典・割引内容については、
ウェブサイトに掲
載しております。
ウェブサイト・スマートフォンサイトからもクー
ポンのダウンロードができます。
富士の国やまなし観光ネット

はちみつパワー全開
美容に健康に！

【富士吉田市】

新日本三大夜景のひとつ。美しくライトアップされた温室
ドームやワイングラス型の噴水越しに甲府盆地の大パノラ
マが望める。展望広場近くに夜景鑑賞できる足湯も！
;中央自動車道一宮御坂ICから車約30分;JR中央本
線山梨市駅からタクシー約７分
<笛吹川フルーツ公園 10553-23-4101

櫛形山林道からの夜景

富士の国

富士急ハイランド スケートリンク

【笛吹市】
【山梨市】

宝石を散りばめたようと称される甲府盆地の夜景と星
空の両方を堪能できる地元でおなじみの夜景スポット。
きらめく街灯りが甲州名物のぶどうの形に見えます。
;中央自動車道昭和ICから車約20分;JR中央本線
甲府駅からバス約25分【和田峠バス停】徒歩約5分
<甲府市観光課 1055-237-5702

12月上旬〜4月上旬
【鳴沢村】

やまなし
特典・割引
クーポン
︻ ご 利 用 施 設一覧 ︼

山梨市フルーツパーク

和田峠からの夜景

ふじてんスノーリゾート

12月上旬〜3月下旬
【笛吹市】

首都圏から約80分、アクセス抜群のスキー場。初級
コース中心でソリ専用ゲレンデもあり、
気軽にリーズナブ
ルに楽しめるためファミリーに人気。河口湖や石和温泉
など観光地にも近いのでアクセスは抜群。
;中中央自動車道一宮御坂ICから車約15分;JR中
央本線甲府駅からバス約50分<カムイみさかスキー場
1055-264-2614

富士山のゲ
レンデ に 遊
びに来てね！

芦安渓流釣り祭り

第1２回南アルプス市芦安渓流釣祭りが開催されます。釣祭りでは、えさ釣りにより、
イワナとヤマメの体長を競い
ます♪ 入賞者には豪華賞品も多数ご用意しています。 :南アルプス市 芦安地区 御勅使川;中部横断自動車
道白根ICから車約30分;JＲ中央線竜王駅からタクシー約30分<南アルプス市観光協会 1055-284-4204

3/7 ・8 【北杜市】
谷櫻酒造蔵開き

八ヶ岳、
大泉の壮大な自然と、
清らかな湧水の恵みに育くまれた酒と、
時代とともに愛される味を求め、
本物に
こだわり続ける酒が谷櫻にあります。
（要予約） :谷櫻酒造;中央自動車道長坂ICから車約20分;JR中
央本線長坂駅からタクシー約20分<谷櫻酒造
（有） 10551-38-2008

3/8 【北杜市】

八ヶ岳天空博覧会２０１４
（イベントパビリオン）

【山梨県雪合戦大会】
スポーツとしてルール化された雪合戦大会です。本気の雪合戦は見る価値ありです、参
加者も大募集中です。 :清里ハイランドパーク;中央自動車道長坂ICから車約20分;JR小海線清里駅
からタクシー約5分<山梨県雪合戦連盟
（事務局：北杜市観光協会） 10551-47-4747

3/14 〜22 【北杜市】
七賢酒蔵開放

日本の名水百選に選ばれた甲斐駒ヶ岳の伏流水、白州で育てられた極上の酒造好適米、300年の歳月に培われた
秘伝の醸造法…こだわりを持って醸造されているからこそ味わうことができる銘酒がある。 :山梨銘醸;中央
自動車道長坂ICから車約30分;JR中央本線長坂駅からタクシー約30分<山梨銘醸
（株） 10551-35-2236

3月下旬〜4月上旬【身延町】

甲府市丸の内1-1-25

055-298-6262

ジュエリーアリアココリ店

武田神社 宝物殿

甲府市丸の内1-16-20ココリビル1F 055-220-1727

甲府市古府中町2611

甲府富士屋ホテル

055-252-2609

昇仙峡ロープウェイ

13階14階レストラン4店舗

甲府市猪狩町441

甲府市湯村3-2-30

055-287-2111

白金工房グループアンブローズアンドカンパニー(株)

オズブライダル

甲府市川田町アリア202

甲府市上今井町1118-5

さいら甲府工房

055-220-1612

湯村ホテルB&B
甲府市湯村3-3-11

055-254-1111

甲斐 善光寺
甲府市善光寺3-36-1

3月初旬【南アルプス市】

甲州夢小路 小さな蔵の美術館
055-236-3515

055-233-7570

055-252-2261

甲府ターミナルホテル
甲府市丸の内1-2-12

055-232-7351

(有)かぶとや
甲府市屋形3-7-15

055-237-1313

甲府市湯田2-10-12

055-235-9107

湯〜とぴあ
甲斐市富竹新田1300-1

055-276-9111

ホテル神の湯温泉
甲斐市竜地17

0551-28-5000

甲斐市下今井1954

0551-28-4451

ホテルリフレッシュガーデン

クレスト

055-287-2511

甲斐市富竹新田1536-1 055-279-6300

055-254-3111

甲斐市竜地2630

常磐ホテル
甲府市湯村2-5-21

甲府市中央1-2-15

株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー
055-251-4645

昇仙峡影絵の森美術館
甲府市高成町1035-2

055-241-3301

フカサワ宝石
ラッキーオープンファクトリー

湯村温泉旅館協同組合
甲府市湯村3-10-5

055-253-8111

中央自動車道双葉サービスエリア（下り線）
0551-28-4035

(株)サドヤ
甲府市北口3-3-24

055-253-4114

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

やまなし
特典・割引
クーポン

身延山しだれ桜見頃

身延山の春の訪れを告げる桜。身延山久遠寺周辺は全国有数の桜の名所で
「日本のさくらの名所１００選」
にも選ば
れている。また、久遠寺境内には樹齢４００年を超えるしだれ桜が２本あり名所となっている。
１本は祖師堂の前、もう
１本は客殿の前で花を咲かせる。寺院を背景に枝いっぱいの可憐な花が、降り注ぐ様に咲く姿は圧巻のひとこと。
※観賞期間中交通規制あり :身延山久遠寺;中部横断自動車道増穂ICから車約50分;新東名高速道路新
清水ICから車約50分;JR身延線身延駅からバス約15分<身延山久遠寺 10556-62-1011

笛吹・甲州・山梨エリア
ホテルうかい

岩崎醸造株式会社

笛吹市石和町市部307

甲州市勝沼町下岩崎957

055-263-1010

0553-44-0020

恵林寺

旅館 喜仙

甲州市塩山小屋敷2280

055-262-2404

笛吹市石和町川中島482

宵待の里 花水晶

まるき葡萄酒

笛吹市石和町川中島1607-242

甲州市勝沼町下岩崎2488

055-262-2380

華やぎの章 慶山

0553-44-1005

マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー
甲州市勝沼町町山400

055-262-2161

笛吹市石和町市部822

0553-33-3011

0553-44-2285

華やぎの章 甲斐路

フジッコワイナリー株式会社

笛吹市石和町川中島1607-40 055-262-7373

甲州市勝沼町下岩崎2770-1

ホテル春日居

笛吹川温泉 坐忘
0553-20-2000

甲州市塩山三日市場2512

本坊酒造(株)山梨マルスワイナリー

国宝 大善寺

笛吹市春日居町小松855

055-262-4121

笛吹市石和町山崎126

甲州市勝沼町勝沼3559

0553-32-0015

0553-44-0027

民宿 大善寺

かんぽの宿石和
笛吹市石和町松本348-1

0553-44-3181

甲州市勝沼町勝沼3559

055-262-3755

ホテル石風

0553-44-0027

蒼龍葡萄酒株式会社

笛吹市石和町八田195

ルミエールワイナリー レストラン
笛吹市一宮町南野呂624

ゼルコバ

0553-47-4624

甲州市塩山藤木1702

アルプスワインのサロン

盛田甲州ワイナリー株式会社

笛吹市一宮町狐新居324-1

甲州市勝沼町勝沼２８４２

ホテル石庭

笛吹市石和町窪中島587

0553-47-5881

信玄館

055-262-4155

甲州市塩山小屋敷2311-1

0553-33-8888

0553-44-2003

0553-33-3555

北杜市大泉町谷戸5883

エム・ワン
0551-38-4181

北杜市高根町清里3545萌木の村 0551-48-3741

北杜市白州町鳥原2913-1

中村キース・ヘリング美術館

(有)萩原製菓

北杜市小淵沢町10249-7 0551-36-8712

韮崎市中田町小田川1409

0551-35-2211

0120-25-0788

ハイジの村
0551-25-4700

南アルプス・富士川流域エリア
富士川・切り絵の森美術館

甲斐黄金村・湯之奥金山博物館

身延町下山1597富士川クラフトパーク内

身延町上之平1787

0556-36-0015

身延山ロープウェイ

本栖湖いこいの森キャンプ場

身延町身延字上の山4226-2

身延町釜額字川尻2035

0556-62-1081

0556-38-0559

身延町なかとみ和紙の里
身延町西嶋345

「さわれる冨嶽三十六景 甲州石班澤」
当館蔵

0120-43-6711

笹一酒造(株)酒遊館
大月市笹子町吉久保26

0554-25-2008

小海

☎055-254-3111

☎055-236-3515

週末は山梨にいます。宝めぐりプレゼント

長野県

線

埼玉県

埼玉方面 圏央鶴ヶ島IC
から
長野方面
から

松本IC

東京方面
から

高井戸IC

神奈川方面
から

横浜市方面

愛知方面
から

名古屋IC

静岡方面
から

静岡市方面

新

生蕎麦処 大黒屋

大月市七保町奈良子10

大月市大月1-3-20

松

0554-22-1626

0554-23-2323

ご注意

ご注意

◎この特典クーポン1枚で1施設につき1回限りの特典が
受けられます。
◎他の割引制度との併用はできません。
◎クーポン特典は各施設で異なります。
◎詳しくは各施設にお問い合わせください。
※（公社）やまなし観光推進機構のHPでもご確認できます。
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◎この特典クーポン1枚で1施設につき1回限りの特典が
受けられます。
◎他の割引制度との併用はできません。
◎クーポン特典は各施設で異なります。
◎詳しくは各施設にお問い合わせください。
※（公社）やまなし観光推進機構のHPでもご確認できます。

甲府市

甲府市古関町1174

☎0555-88-2525

甲斐市富竹新田1300-1

☎055-276-9111

山梨県
甲府

東京都
圏央道

JR中央本線

河口湖

２０１３年７月ワイン産地としての地理的表
示「山梨」が日本で初めて国に認められ
た。地理的表示とはワインでいえば
「ボル
ドー」
などのように生産された地域を表
示するもの。土地や風土によってつくら
れる個性を反映した生産物を地域の財産
として認め、産地の表示を法的に認める
のが地理的表示であり、国際的に保護さ
れる
「知的所有権」
と考えられる。古くか
ら国内ナンバーワンのワイン産地であ
り、歴史・風土を表現したワインの品質が
高く評価されたのが
「山梨」
である。

大月

富士急行線

富士山

身延

静岡県

神奈川県

お問い合わせ 山梨県ワイン酒造組合
☎ 055-233-7306

圏央道

中央自動車道

八王子JCT

約30分
長野自動車道

岡谷JCT

約15分

甲府昭和IC

約60分
中央自動車道

圏央道
約20分

八王子JCT

中央自動車道

中央自動車道

国道52号線

中部横断自動車道・中央自動車道

増穂IC

国道138号線

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）

須走IC

約30分

甲府キティクリアファイル＆フーリンとカザーンのキャラクターシールのセット

富士吉田市 桜織ちゃん自由帳＆吉田のうどんぶりちゃんクリアファイルセット

３セット

５名様

１セット

４名様

１本

３名様

韮崎市

ワイン
「ヴァン穂坂」

甲斐市

赤坂とまと

2kg入り

10名様

中央市

とよとみハムセット

１セット

5名様

身延町

下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」

西桂町

バナジウム元祖富士山のうまい水（２ℓ）

1ケース
（24本入り）
6本入り

10名様
5名様

宿

約1時間

本

JR中央本線（特急）

駅

約1時間30分
JR中央本線（特急）

駅

名古屋駅

約1時間10分
JR東海道新幹線
約1時間

静岡駅

花かげの郷まきおか「鼓川温泉」 三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」
山梨市牧丘町牧平262番地

☎0553-35-4611

山梨市三富下釜口447番地

☎0553-39-2610

武田乃郷 白山温泉
☎0551-23-6311

ゆ〜ぷるにらさき

韮崎市神山町鍋山1809-1

☎0551-22-5050

増富の湯
☎0551-20-2222

健康ランド須玉

北杜市須玉町比志6438

☎0551-20-6500

むかわの湯
☎0551-42-1200

北杜市武川町牧原1322

☎0551-20-3113

スパティオ小淵沢延命の湯

甲斐大泉温泉パノラマの湯

北杜市小淵沢町2968-1

北杜市大泉町西井出8240-1

☎0551-36-6111

☎0551-38-1341

白州福祉会館フォッサマグナの湯

泉温泉健康センター

北杜市白州町大武川344-19

北杜市大泉町谷戸1880

☎0266-65-3570

たかねの湯

☎0551-38-2611

ハイジの村「クララ館」
☎0551-46-2611

北杜市明野町浅尾5259-950

白州べるが尾白の湯

つむぎの湯

北杜市白州町白須8056

市川三郷町鴨狩津向640

☎0551-35-2800

☎0551-25-2601

☎0556-20-2651

みはらしの丘みたまの湯

さくらの星いこいの家

市川三郷町大塚2608

南アルプス市鏡中条3782

☎055-272-2641

天恵泉白根桃源天笑閣

やまなみの湯
南アルプス市西南湖1299-1

☎055-280-3340

☎0556-36-0124

☎055-285-4700

富士川町長沢1757-2

☎0556-22-7227

門野の湯

なんぶの湯
南部町内船8106-1

南アルプス市駒場147-18

まほらの湯

下部温泉会館
身延町下部1130-1

☎055-282-7610

☎0556-64-2434

奥山温泉

身延町門野1122

☎0556-62-2221

山中湖平野温泉 石割の湯

南部町福士26842

☎0556-66-3366

山中湖村平野1450

☎0555-20-3355

富士眺望の湯 ゆらり

山中湖温泉 紅富士の湯

鳴沢村8532-5

山中湖村山中865-776

☎0555-85-3126

☎0555-20-2700

河口湖温泉の元湯 野天風呂天水 三ツ峠グリーンセンター
富士河口湖町河口2217-1

☎0555-76-8826

西桂町下暮地1900

☎0555-25-3000

5泉めぐり

甲府昭和IC

約3時間

約1時間30分

☎0553-35-4126

プレゼント応募券

甲府昭和IC

約60分

山梨市牧丘町窪平453番地1

名湯めぐりスタンプラリー

甲府昭和IC

約1時間30分

海老名JCT

花かげの郷まきおか「花かげの湯」

笛吹市石和町川中島1807-40 ☎055-262-7373

「花子とアン」撮影セット
が韮崎に移築オープン

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

☎055-262-2161

華やぎの章 甲斐路

北杜市高根町箕輪新町95

進化する日本最大の
ワイン産地【山梨】

甲府昭和IC

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス
0554-22-1372

月カフェ

☎055-253-8111

YA M A N A S H I
P ICK U P N EWS

群馬県

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

濱野屋

大月市猿橋町猿橋55

甲府市湯村3-2-30

湯〜とぴあ

甲府市上阿原町590-3

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道

御殿場市方面

大月市大月1-3-3

☎055-252-5105

上九の湯ふれあいセンター

@一般・大学生210円

【住所】甲府市下曽根町923 2055-266-3881 =9:00〜17:00（入館は16：30まで）?月曜・祝日の翌日（ただし、臨時開館･臨時閉館あり）
《 11月25日（火）〜1月13日（火）は
防災関係改修工事のため休館。
〈ただし「風土記の丘研修センター」の休館日は、11月25日（火）〜12月1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、12月29日（月）〜1月5日（月）、13日
（火）〉【アクセス】車：中央自動車道甲府南ＩＣ⇨約１分（インター出口正面） 電車：JＲ中央本線甲府駅南口⇨山梨交通８番のりば中道橋経由豊富行バス「考古博物館」下車

ご応募締切 : 平成27年2月 28日（土）

奈良子釣りセンター
0554-24-7636

小淵沢

▶２月２３日の「富士山の日」を記念して、富士山に関係する出土品などを展
示する「富士山ミニ展示」を開催します。
「日本一の山」といわれる富士山。
人々は昔から信仰の山として畏れ敬い、様々な形で心のよりどころとしてき
ました。今回のミニ展示では周辺遺跡やそこから発見された出土品を紹介 河口湖からの富士山
し、富士山への信仰とは何かについて探ります。これに関連し、
２月２２日
（日）には富士山御師の家に伝わる富士山信仰のお札を、実際に刷ることができるイベントも開催します。常
設展観覧者はどなたでも参加できるので、ぜひお越し下さい。

0556-42-2770

健康ランド＆ホテル スターらんど

☎055-252-3308

源泉湯 燈屋

甲府昭和IC

東部エリア
都留市下谷2450-1

JR

〜3月1日

(株)富士川倶楽部
身延町宮木1705

甲府市湯村3-16-16

笛吹市石和町市部822

☎055-269-2280

北杜市須玉町若神子3900-1

甲府富士屋ホテル

甲府市湯村2-5-21

ACCESS &
YAMANASHI MAP

山梨県立考古博物館

0556-20-4556

☎055-254-1111

残念賞 温泉地宿泊コースと名湯めぐりコースに当選されなかった方の中から抽選で、参加施設から素敵な商品をプレゼントします。

【住所】笛吹市御坂町成田1501-1 2055-261-2631 =9:00〜17:00（入館は16：30まで）?火曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日《12月13日（土）〜14日（日）、12
月24日（水）〜1月1日（木）は休館）》【アクセス】車：中央自動車道一宮御坂IC⇨約８分 電車：JR中央本線石和温泉駅⇨山梨交通「山梨県立博物館」行バス約10分

「富士山ミニ展示」2月14日

☎055-253-2416

常磐ホテル

抽選で50名様にひし丸グッ
ズをプレゼントします。

甲府市湯村3-3-11

華やぎの章 慶山

中央市大鳥居1619-1

韮崎市中田町中條1800-1

杖温泉 弘法湯

路
五湖道
東富士

サントリー白州蒸溜所・天然水南アルプス白州工場

0556-62-4500

▶特殊な技術を用いることによって、浮世絵の線描を立体的にあらわし制作
された「さわれる冨嶽三十六景」。葛飾北斎の傑作にして、世界で最も著名な
富士図のひとつであるこの作品を、目で見るだけではなく、手でさわって鑑
賞することができるようになりました。今回は、浮世絵版画「冨嶽三十六景」
の展示と比較しながら、北斎の大作を 見て さわって お楽しみください。

屋

楽水園

5泉めぐり賞

〜3月9日

八ヶ岳・韮崎エリア 南アルプス・富士川流域エリア 富士山・富士五湖エリア

☎055-253-2878

甲府市湯村3-16-2

抽選で20名様に1千5百円相
当の山梨県の特産品をプレ
ゼントします。

ＪＲ身延線

メリーゴーラウンドカフェ

北杜市明野町浅尾2471

シンボル展「さわれる冨嶽三十六景」2月7日

柳

10泉めぐり賞
飯田龍太《紺絣春月おもく出でしかな》
軸装

山梨県立博物館

甲府市湯村3-11-14

八ヶ岳・韮崎エリア 南アルプス・富士川流域エリア 富士山・富士五湖エリア

シルクふれんどりぃ

韮崎市旭町上條中割391

湯村ホテルB&B

甲府市湯村1-11-5

道

0551-48-4111

〜3月22日

笛吹・甲州・山梨エリア

ホテル吉野

『 温泉準達人認定証 』及びオ
リジナル『ひし丸手ぬぐい』を
贈呈します。また抽選で10名
様に2千円相当の山梨県の特
産品をプレゼントします。

車

北杜市大泉町西井出8240-1

新収蔵品展「ペンをもつ、筆をとる」1月24日

甲府・昇仙峡エリア

笛吹・甲州・山梨エリア

韮崎旭温泉

名湯めぐり対象立寄り温泉施設

30泉制覇賞
『 温泉達人認定証 』およびオ
リジナル『ひし丸手ぬぐい』を
全員に、また抽選で１０名様に
『 山梨県産ワイン』をプレゼ
ントします。

15泉めぐり賞

山梨県立文学館

@常設展観覧料でご覧いただけます。一般５1０円/大学生２10円

有限会社パンの家

河内雅溪《昇仙峡之図》制作年不詳
紙本着色 個人蔵

動
自
央

スキー場／ハイランドパーク

【住所】甲府市貢川1-4-27 2055-228-3322 =9:00〜17:00（入館は16：30まで） ?月曜（祝日の
場合は翌日）
・祝日の翌日《12月24日
（水）、2月12日
（木）
は開館します。12月27日
（土）〜1月1日
（木）、3月9
日
（月）〜3月16日
（月）
は休館します。》 【アクセス】 車：中央自動車道甲府昭和ＩＣ⇨約20分 電車：JR中
央本線甲府駅南口⇨山梨交通6番のりば発車のすべてのバス約15分「県立美術館」下車

期間中、山梨県内45ヶ所の立寄り温泉施設をめぐるスタンプラリーを実施します。立ち寄り温泉をめぐり5泉から30泉制覇まで
で応募できます。抽選で本県の特産品をプレゼントします。右下のプレゼント応募券にスタンプを押印のうえ切り取り、ハガキに
貼るか、封書に同封してご応募下さい。
《※同一施設のスタンプ重複押印は無効となります。※応募は一人1回限りとします。》

中

八ヶ岳・韮崎エリア
サンメドウズ清里

▶山梨の風景や人々の営みを描いた所蔵品と寄託品を中心に、その魅力
を改めて見直すスペシャル展示を開催します。富士山はもとより、昇仙峡、
南アルプスの山々、富士川といった名所風景と、豊かな自然に囲まれた土
地で生き生きと過ごす人々の様子を描いた作品を選り抜き紹介します。
@常設展観覧料でご覧いただけます。一般５1０円/大学生２10円

0553-44-3131

笛吹市石和町川中島1607 055-262-3101

名湯めぐりスタンプラリーコース（5泉、１０泉、１５泉、３０泉）

1月31日 〜3月1日

ロリアンワイン白百合醸造
果物王国

山梨県内の温泉を有する旅館、若しくはホテルに宿泊していただいた人を対象とします。宿泊施設の領収書を封書に同封し切手
を貼ってご応募ください。抽選で5千円相当の山梨県の特産品を20名様にプレゼントします。※応募は一人１回限りとします。

コレクション企画展「山梨の魅力〜風景と人々の営み」

【住所】甲府市貢川1-5-35 2055-235-8080 ?月曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日《12月24日（水）、2月12日（木）
は開館します。12月27日（土）〜1月1日（木）、1月13日（火）〜1月20日（火）は休館します。》=【アクセス】県立美術館と同じ

ホテル八田

甲府・昇仙峡エリア

応募期間：平成２６年１２月１日〜平成２７年２月２８日

山梨県立美術館

0553-44-0026

甲州市勝沼町等々力878-3

名湯めぐりスタンプラリー
温泉地宿泊コース

▶平成26年度に新たに収蔵した資料を中心に、作家の原稿や書簡、
書画など貴重な直筆資料の数々を展示紹介します。
（観覧料無料）

甲州市勝沼町下岩崎1841

055-262-2151

芸術にふれる

山梨県立美術館、山梨県立文学館、山梨県立博物館、山梨県立
考古博物館の観覧について、65歳以上の方（特別展は県内在
住者のみ）、障がい者および介護者並びに小・中・高・支援学校
生は無料です。

JR身延線（特急）
約2時間10分

甲 府

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

韮崎市民俗資料館の敷地に花子が通っ
た教会として使用されたロケ施設「蔵座
敷」
に並んで、
「花子の生家」
が移築されて
います。敷地は眺めの良い高台に位置
し、ゆったりと散歩できる風光明媚な公園
になっています。保存展示されている水
車小屋、臼、囲炉裏などが醸し出すエリア
全体の魅力と相まって、
「 花子とアン」の
世界にあなたを誘います。

10泉めぐり

15泉めぐり

お問い合わせ 韮崎市民俗資料館
〒407-0004 韮崎市藤井町南下條786-3
☎ 0551-22-1696

●高速バスでお越しの場合
東京方面 新宿高速バスターミナル
より

甲府〜新宿線／約２時間

新宿高速バスターミナル 富士五湖〜新宿線／約２時間

空港方面
より

静岡方面
より

甲府駅
河口湖駅

羽田空港

竜王・甲府〜羽田空港線／約３時間１０分

甲府駅

羽田空港

富士山駅〜羽田空港線／約2時間30分

富士山駅

成田空港

竜王・甲府〜成田空港線／約３時間５０分

甲府駅

静岡駅

竜王・甲府〜静岡線／約3時間

甲府駅

静岡駅

河口湖〜清水・静岡線／約2時間

河口湖駅

愛知方面
より

名古屋駅
名鉄バスセンター

関西方面 大阪（あべの橋）
より

竜王・甲府〜名古屋線／約４時間
富士山駅・河口湖〜名古屋線／約４時間30分
甲府〜京都・大阪線／約９時間

大阪（あべの橋） 富士山駅・河口湖〜大阪・京都線線／約11時間

甲府駅
富士山駅
甲府駅
富士山駅

お問い合せ

甲 府・昇 仙 峡 エ リ ア 山梨交通バスセンター ☎055-223-5711
富士山・富士五湖エリア 富士急コールセンター ☎0555-73-8181

【アンケート】山梨県の魅力は何だと思いますか？

必ずお読みください。

【ご応募方法】郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号とアンケート・希望プレゼント番号・プレゼント名をご記入の上応募してくだ
さい。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。賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
■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：〈冬プレゼント〉平成27年2月28日
（土）必着 ■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機構までご連絡ください。

※当ガイドブックに掲載されている情報は2014年12月1日現在のものです。入場料金などの各種データが変更となったり、時期による変
動や臨時休業などで利用できない場合がございます。予めご利用の際にご確認ください。
※表紙および掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合があります。また、天候、気象条件等により記事・写真のような景色が見ら
れない場合があります。
※掲載の各観光施設・店舗の休業日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。
※ガイドブックに掲載された内容により生じたトラブルや損害については、
（公社）
やまなし観光推進機構では補償いたしかねますので予め
ご了承願います。

30泉制覇

スタンプを押印のうえ切り取り、ハガキに貼るか、封書に同封してご応募下さい。
※ご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。同一施設のスタンプの重複印は無効といたします。
商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

１９９４年
石和温泉

上質な和室で大人の
もてなしを愉しむ

世界初の影絵美術館

昇仙峡

影絵の森美術館
富士山世界遺産登録記念

特別展
好評開催中
〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田286 TEL.055-262-2266
（代）

−小さな恋−

c
○藤城清治

Tel.055-287-2511
9:00 〜 17:00 年中無休
http//www.kageenomori.jp/

山梨県北杜市白州町台ヶ原2211

☎ 0551-35-2246 http://kinseiken.co.jp

お問合せ

詳しくはこちら...

