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観光キャラバン隊長
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観光ナビゲーターに
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9月～11月
2015年

秋の
イベントカレンダー

甲府市
第6回昇仙峡ほうとう祭り

【場　所 】甲府市営昇仙峡滝上駐車場
【問合せ 】昇仙峡魅力づくり協会☎090-8648-0243
昇仙峡エリアのほうとう味自慢店
大集合！食べ比べてみて下さい。
《電車》JR甲府駅からバス約50分
《車》甲府昭和IC約40分

10月3日㈯・4日㈰

身延町
御会式万灯行列

【場　所 】総門～身延山久遠寺境内
【問合せ 】身延山観光協会☎0556-62-0502
太鼓、笛、鐘によるおはやしを奏で
ながら、門前町から久遠寺へ歩き
ます。
《電車》JR身延線身延駅バス約10分
《車》中部横断道増穂IC約45
分、新東名新清水IC約40分

10月10日㈯

道志村
道志村クラフトフェア2015秋

【場　所 】道の駅どうし
【問合せ 】道の駅どうし☎0554-52-1811
道志村で活躍するクラフトマンの
木工品、陶芸品を出展します。
《車》中央道都留IC30分・相模湖
IC50分、圏央道相模原IC50分、
東名御殿場IC50分

10月10日㈯・11日㈰

昭和町
第27回昭和町「ふるさとふれあい祭り」

【場　所 】押原公園「ゆめパーク昭和」
【問合せ 】昭和町ふるさとづくり推進委員会☎055-275-8154
「ふれあい祭り」で食欲・芸術・ス
ポーツの秋を満喫してください。
《電車》JR身延線国母駅徒歩15分
《車》中央道甲府昭和IC車約5分

10月11日㈰

韮崎市
武田の里にらさき・ふるさとまつり

【場　所 】韮崎本町通り・駅前中央通り
【問合せ 】武田の里まつり実行委員会☎0551-22-1991
市民総参加型のイベント。様々な
出店やパフォーマンスがある。
《電車》JR韮崎駅徒歩1分
《車》韮崎IC5分

10月11日㈰

韮崎市
秋の武田の里まつり 武田八幡宮祭典

【場　所 】武田八幡宮
【問合せ 】韮崎市観光協会☎0551-22-1991
甲斐武田家の氏神で行われる豊
作と収穫を感謝するお祭り。
《電車》JR韮崎駅バス15分
《車》韮崎IC15分

10月12日㈪㊗

富士河口湖町
富士ヶ嶺ファームフェスタ

【場　所 】富士河口湖町富士ヶ嶺交差点広場特設会場
【問合せ 】富士ヶ嶺ファームフェスタ実行委員会☎0555-72-1115
県下最大の畜産団地での新鮮で安全な畜産物を味わうイベント。
《車》中央道河口湖ICより139号線経由で40分。富士河口
湖町富士ヶ嶺交差点広場特設会場（県道71号線沿）

10月16日㈮～18日㈰

山中湖村
ともおぺ in 山中湖 第5弾

【場　所 】山中湖村内
【問合せ 】山中湖観光協会☎0555-62-3100
謎めいた地図を解く体験型宝さがし
ゲーム。参加無料・豪華賞品あり。
《電車》富士急行富士山駅山中
湖方面バス
《車》東富士五湖道路山中湖IC

7月11日㈯～10月12日㈪㊗

都留市
八朔祭・第33回ふるさと時代祭り

【場　所 】谷村第一小学校周辺（都留市中央地内）
【問合せ 】都留市役所産業観光課☎0554-43-1111
市民が扮する大名行列、豪華な飾幕を纏った八朔屋台曳
行が見所。
《電車》富士急行線谷村町駅徒歩約5分
《車》中央道都留IC約5分

9月1日㈫

甲州市
第62回甲州市かつぬまぶどうまつり
甲州市制施行10周年記念事業

【場　所 】勝沼中央公園広場
【問合せ 】甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会☎0553-32-1000
1年の収穫を祝うお祭り。来場者
へぶどうやワインを振舞います。
《電車》JR勝沼ぶどう郷駅もしく
は塩山駅下車。駅からのシャトル
バス有（200円）。
《車》中央道勝沼IC5分。駐車場有。

10月3日㈯

北杜市
台ヶ原宿市

【場　所 】北杜市白州町台ヶ原宿
【問合せ 】台ヶ原宿市実行委員会☎0551-35-2236（山梨銘醸内）
甲州街道の宿場町で、骨董・クラ
フト等100店舗以上が並びます。
《電車》JR長坂駅タクシー約10分
《車》中央道須玉IC約15分

10月16日㈮～18日㈰

北杜市
ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～2015

【場　所 】キープ協会清泉寮牧草地
【問合せ 】ポール・ラッシュ祭実行委員会☎0551-48-2626
八ヶ岳の秋を代表する高原の収
穫祭。体験型イベント等が楽しめ
る。
《電車》JR小海線清里駅ピクニッ
クバス約6分
《車》中央道長坂IC約30分、須
玉IC約30分

10月17日㈯・18日㈰

鳴沢村
第35回鳴沢村農業祭り

【場　所 】鳴沢村集出荷所・道の駅なるさわ
【問合せ 】道の駅なるさわ☎0555-85-3900
鳴沢村の特産品の高原野菜等を
お得な値段で販売しているお祭り
です。
《電車》富士急行線河口湖駅本
栖湖方面に約25分
《車》中央道河口湖IC本栖湖方
面に約15分

10月17日㈯・18日㈰

甲府市
第27回甲府大好きまつり

【場　所 】甲府市中心（甲府中央商店街）
【問合せ 】甲府大好きまつり実行委員会☎055-237-5702
音楽隊・神輿・音頭などのパレード
で甲府の街が熱気に包まれる！
《電車》JR甲府駅徒歩約5分
《車》甲府南IC約30分

10月17日㈯

大月市
第5回大ツキ軽トラ市

【場　所 】国道20号（大月駅前信号～市役所前）
【問合せ 】大ツキ軽トラ市実行委員会☎0554-22-0444
野菜や工芸品の他、大月一駅逸
品や大月グルメを車に満載し販売
します。
《電車》JR大月駅徒歩2分、富士
急行大月駅徒歩2分
《車》駐車場有

10月17日㈯

身延町
和紙まつり

【場　所 】なかとみ和紙の里
【問合せ 】身延町商工会☎0556-62-1103
西嶋和紙を使った絵手紙体験や
書道パフォーマンスを楽しめます。
《電車》JR身延線甲斐岩間駅タ
クシー約5分
《車》中部横断道増穂IC約30
分、新東名新清水IC約70分

10月18日㈰

都留市
つる産業まつり お茶壺道中行列

【場　所 】谷村第一小学校周辺（都留市中央地内）
【問合せ 】都留市役所産業観光課☎0554-43-1111
江戸時代、将軍家御用達の茶を運
んだ茶壺道中行例を再現します。
《電車》富士急行線谷村町駅徒
歩約5分
《車》中央道都留IC約5分

10月25日㈰（予定）

道志村
R413フェスティバル

【場　所 】道の駅どうし
【問合せ 】道の駅どうし☎0554-52-1811
ご当地グルメの祭典D－1グランプ
リなどイベント盛りだくさん。
《車》中央道都留IC30分、相模
湖IC50分、圏央道相模原IC50
分、東名御殿場IC50分

10月31日㈯・11月1日㈰

小菅村
大地の恵み祭り

【場　所 】道の駅こすげ周辺
【問合せ 】小菅村役場☎0428-87-0111
村民と一緒にふれあえ、村の特産
品などの販売を中心にしたお祭り
です。（午前10時～午後4時）
《電車》奥多摩駅西東京バス小
菅の湯行き60分、大月駅富士急
行山梨バス小菅の湯行き60分
《車》青梅ICより70分、大月ICよ
り35分、上野原ICより45分

11月1日㈰

市川三郷町
市川三郷町ふるさと秋まつり はんこ日本一六郷の里秋まつり
町制施行10周年記念

【場　所 】六郷小グラウンド
【問合せ 】市川三郷町役場六郷支所☎0556-32-2111
季節の恵み、地場産業の印章等の
魅力を知ってもらえるまつりです。
《電車》JR身延線岩間駅徒歩15分
《車》中央道甲府南IC～国道
140号経由約50分、中部横断道
増穂IC約25分

11月1日㈰予定

中央市
中央市稲穂まつり‘１５

【場　所 】中央市田富ふるさと公園
【問合せ 】中央市役所商工観光課☎055-274-8582
中央市の秋まつり。ステージや多
数の出店で盛大に開催します。
《電車》JR身延線東花輪駅シャト
ルバス運行
《車》中央道甲府南ICより約20
分（臨時駐車場有）

11月3日㈫㊗

早川町
はやかわ紅葉とそばまつり

【場　所 】ヘルシー美里グラウンド
【問合せ 】早川町役場振興課☎0556-45-2511
美しい紅葉の下、早川のそば打ち
が一堂に集まるイベントです。
《電車》身延線下部温泉駅乗合
バスで約50分、身延線身延駅乗
合バスで約60分
《車》中央道甲府南IC約70分、
新東名新清水IC約70分、中部横
断道増穂IC約50分

11月8日㈰ AM10：00～（雨天決行）

富士川町
甲州富士川まつり

【場　所 】利根川公園スポーツ広場
【問合せ 】富士川町役場商工観光課☎0556-22-7202
郷土料理みみやつきたてお餅、ご
当地グルメが楽しめるお祭りです。
《電車》JR身延線市川大門駅も
しくは鰍沢口駅下車し車で10分
《車》中部横断道増穂IC5分

11月8日㈰

甲府市
甲府えびす講祭り

【場　所 】甲府中央商店街
【問合せ 】甲府商店街連盟☎055-233-2241
パレード・おみこし渡御も出る甲府
の大きなお祭りです。
《電車》JR甲府駅から徒歩約5分
《車》甲府昭和ICから約30分

11月23日㈪㊗

鳴沢村
いい風呂の日

【場　所 】富士眺望の湯ゆらり
【問合せ 】富士眺望の湯ゆらり☎0555-85-3126
いい風呂の日を記念してお得なイ
ベントを開催！
《電車》富士急行線河口湖駅本
栖湖方面行きバス「富士緑の休
暇村」下車徒歩約3分
《車》中央道河口湖IC本栖湖方
面へ約15分

11月26日㈭

甲州市
日本百名山 大菩薩トレッキング
甲州市制施行10周年記念事業

【場　所 】大菩薩コース・大菩薩嶺コース・小金沢コース
【問合せ 】甲州市観光協会☎0553-32-2111
紅葉の美しさ、眺望の良さで人気
を集めるイベントです
《電車》JR塩山駅下車（送迎料
2,000円）
《車》中央道勝沼IC45分。駐車
場有。

10月7日㈬

小菅村
多摩源流ヒルクライム

【場　所 】今川峠
【問合せ 】「多摩川源流ヒルクライムTT in 丹波山・小菅」大会実行委員会
　　　　☎0428-88-0211
急カーブが多く勾配のキツイ坂を
ロードレーサーが駆け上がります！
《電車》奥多摩駅西東京バス小
菅の湯行き60分、大月駅富士急
行山梨バス小菅の湯行き60分
《車》青梅ICより70分、大月ICよ
り35分、上野原ICより45分

10月18日㈰

笛吹市
富士河口湖笛吹フルーツライド

【場　所 】笛吹市～河口湖～笛吹市
【問合せ 】富士河口湖笛吹フルーツライド大会事務局☎0555-72-6220
全長126㎞を超えるサイクリング。
雄大な自然と風を感じられます。
《電車》JR石和温泉駅徒歩20分
《車》中央道一宮御坂IC15分

10月18日㈰

2015年　7月～10月 2015年　11月 スポーツイベント

2015年　9月

2015年　10月

富士川町
第3回ツール・ド・富士川

【場　所 】道の駅富士川
【問合せ 】NPO法人やまなしサイクルプロジェクト☎0556-48-8239
山梨の秋を満喫しながら今中大
介さんと走ろう！約100kmを走るサ
イクルイベント。約37kmのプチ
コースもあります。申込みは、大会
HPをご覧ください。
《電車》JR身延線鰍沢口駅から
タクシー約15分
《車》中部横断道増穂IC5分

11月15日㈰

富士川町
ゆずの里クロスカントリー＆絶景ウォーク大会

【場　所 】道の駅富士川
【問合せ 】富士川町役場商工観光課☎0556-22-7202
富士山のビュースポットと観光ス
ポツトを巡る見所豊富なコース。
《電車》JR身延線市川大門駅も
しくは鰍沢口駅下車し車で5分
《車》中部横断道増穂IC1分

11月29日㈰

笛吹市
石和・春日居温泉郷 富士山眺望トレイルラン＆ウォーク

【場　所 】笛吹市（大蔵経寺山周辺）
【問合せ 】笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829
山梨百名山を使用したスポーツイ
ベント。晩秋の景色を楽しめます。
《電車》JR石和温泉駅徒歩5分
《車》中央道一宮御坂IC20分

11月29日㈰

鳴沢村
第6回富士・鳴沢紅葉ロードレース大会

【場　所 】鳴沢村活き活き広場
【問合せ 】鳴沢村役場教育委員会☎0555-85-2606
雄大な富士山と鮮やかな紅葉が
織りなす絶景コースです！！
《電車》富士急行線河口湖駅本
栖湖方面に約25分
《車》中央道河口湖IC本栖湖方
面に約15分

10月25日㈰都留市
じょいつる市場

【場　所 】三町商店街（都留市中央地内）
【問合せ 】じょいつる市場実行委員会☎0554-43-1111
手づくり品や地元のグルメ等、長い通りに沢山のお店が並
びます。
《電車》富士急行線谷村町駅徒歩約5分
《車》中央道都留IC約5分

9月13日㈰

富士吉田市
流鏑馬祭り

【場　所 】下吉田小室浅間神社
【問合せ 】小室浅間神社・流鏑馬実行委員会☎0555-22-1025
流鏑馬神事では、馬の足跡で吉
凶を占う馬蹄占を行います。
《電車》富士急行線下吉田駅徒
歩5分

9月18日㈮・19日㈯

富士河口湖町
秋祭り

【場　所 】富士すばるランド
【問合せ 】富士すばるランド☎0555-72-2239
日本初上陸の新アトラクションやキャラクターショーが楽しめる！
《電車》富士急行線河口湖駅前・富士観光開発本社裏より
無料送迎バスあり
《車》中央道河口湖ICを富士スバルライン方面へ約5分

9月中旬～下旬

山中湖村
山中湖 花の都公園 秋の彩り

【場　所 】山中湖花の都公園
【問合せ 】山中湖花の都公園☎0555-62-5587
富士山に一番近い高原の花畑。
コスモスや紅葉などの競演が楽し
めます。
《電車》富士急行富士山駅バス30分
《車》東富士五湖道路山中湖IC約5分

9月中旬～11月上旬

甲府市
ふるさと特産品フェア

【場　所 】小瀬スポーツ公園
【問合せ 】ふるさと特産品フェア事務局☎055-223-1589
山梨県内で生産される農畜水産物、林産物、地場産業製
品等が一堂に集まります。
《電車》JR甲府駅バス約３０分
《車》甲府南IC約10分

10月17日㈯・18日㈰
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やまなしで
ワインツーリズム！！

山中湖村
山中湖 夕焼けの渚・紅葉まつり

【場　所】旭日丘湖畔緑地公園
【問合せ】山中湖観光協会☎0555-62-3100
600ｍの紅葉回廊をライトアップ。
富士山と紅葉が見られる展望台も！
《電車》富士急行富士山駅バス35分
《車》東富士五湖道路山中湖IC約10分

10月23日㈮～11月8日㈰

南アルプス市
広河原紅葉祭

【場　所】広河原山荘周辺
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
奥深い南アルプスの山々と渓谷。
そこに広がる息を飲むほどの紅葉
はまさに絶景。当日は体験イベン
トなどを開催予定。
《電車》JR甲府駅バス1時間53分
《車》中部横断道白根IC20分、
芦安駐車場⇒バス・乗合タクシー
58分

10月24日㈯

富士吉田市
もみじ祭り

【場　所】ふじさんミュージアムリフレ富士吉田エリア
【問合せ】ふじさんミュージアム☎0555-24-2411
色づく美しい紅葉を観賞でき、夜
はライトアップを行います。
《車》中央道河口湖IC富士吉田方
面へ車で10分、東富士五湖道路山
中湖IC山中湖方面へ車で10分

10月24日㈯～11月8日㈰

富士河口湖町
富士河口湖紅葉まつり

【場　所】河口湖畔河口梨川周辺
【問合せ】富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
富士河口湖町内で開催。もみじ回
廊のライトアップが見どころです。
《電車》河口湖駅富士急行線路
線バス大石プチペンション村行き
で、約20分。広瀬・久保田一竹美
術館前下車。レトロバス河口湖線
で約20分。久保田一竹美術館下
車。

10月31日㈯～11月23日㈪㊗

南アルプス市
芦安紅葉祭

【場　所】金山沢公園
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
南アルプスの山の玄関口「芦安」
で開催。当日はステージイベント
やフードコーナーを予定。芦安地
区には温泉も多くあるので紅葉と
一緒に楽しんではいかが。
《車》中部横断道白根IC20分

10月31日㈯

南アルプス市
伊奈ヶ湖紅葉祭

【場　所】県民の森 伊奈ヶ湖
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
紅葉の名所伊奈ヶ湖周辺で音楽
と食事を楽しもう。自然素材を使っ
たクラフトも楽しめます。
《車》中部横断道南アルプスIC20分

11月7日㈯

甲斐市
信玄堤紅葉が見ごろ

【場　所】信玄堤公園
【問合せ】甲斐市役所商工観光課☎055-278-1708
大ケヤキやエノキの紅葉が期間
限定でライトアップされる。
《電車》JR竜王駅徒歩20分
《車》中央道双葉スマートIC車10分

11月中旬から下旬

笛吹市

ぶどうEXPO2015「駅からツーリズム」
ぐるーっとまわってぶどうを満喫

【場　所】石和温泉駅前公園
【問合せ】笛吹市商工会
　　　　☎055-263-7811
4日間限定で無料市内周遊循環
バスが運行します。ふえふきマル
シェ、フルーツパフェ＆ジャムつくり
体験などを行います。
《電車》JR石和温泉駅
《車》一宮御坂IC15分

9月12日㈯・13日㈰・20日㈰・21日㈪㊗

笛吹市
ヌーボーde乾杯2015

【場　所】石和温泉足湯広場
【問合せ】石和温泉観光協会☎055-262-3654
2015笛吹市産新種ワイン「やまなしヌーボー」解禁に合わ
せてカウントダウン。
《電車》JR石和温泉駅下車徒歩10分
《車》一宮御坂IC15分

11月2日㈪・3日㈫㊗

甲府市
山梨ヌーボーまつり2015

【場　所】小瀬スポーツ公園
【問合せ】山梨県ワイン酒造組合☎055-233-7306
県内ワイナリーが丹精込めて造っ
た新酒ワインの有料試飲と即売
会です。
《電車》JR甲府駅バス30分
《車》中央道甲府南IC10分

11月14日㈯・15日㈰（10：00～15：30／受付15：00まで）

山梨の秋を満喫

【富士吉田市】もみじ祭り

【山中湖村】夕焼けの渚

【南アルプス市】広河原

【北杜市】瑞牆山

【北杜市】八ヶ岳高原大橋

【甲府市】昇仙峡

【甲斐市】信玄堤

【山梨市】西沢渓谷
七ツ釜五段の滝

富士山エリア

八ヶ岳エリア

笛
吹
エ
リ
ア

甲府エリア

ワインツーリズムやまなし2015・秋
平成27年4月11日㊏「ワインツーリズムやまなし・春」が実施されました。専用バスに
乗って、簡易マップなどを見ながらワイナリーやぶどう畑・桃畑などを巡っていただきまし
た。桃とぶどうの生産量日本一の笛吹市で行い、ピンク色に染まる桃の花も一緒に楽
しんでいただけたイベントになりました。8回目となる秋のワインツーリズムは11月7日
㊏・8日㊐に決定しています。

ワインツーリズムやまなし http://www.yamanashiwine.com/

ワインを味わうことは、その原料となるぶどうを育んだ土
地の自然・人間・文化を全身で味わうこと。ワイナリーを
巡り、つくり手と触れ合い、彼らのつくるワインを味わう。
そのワインが生まれた土地を散策しながら食や文化を楽
しむ。ワインツーリズムとはそんな旅のスタイルです。

山梨では、いろんな場所で、
いろんな角度から富士山の絶景を楽しむことができます。

この秋は、山梨の富士見スポットを
ハローキティがカラダ（顔？）を張ってご紹介。
パスポートを片手に、富士山を見に行こう！

※詳しくは、ホームページをご覧ください。
　http://www.yamanashi-trip.jp

こ
の
ス
タン

プを見
つけてね！

YA

MA
NASHI
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てる
よ！

南
ア
ル
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リ
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《やまなしワインタクシー》とは、JR石和温泉駅と笛吹・勝沼エリアのワイナリーを結ぶ乗合いタクシーです。
乗合バス感覚で乗車しながら甲州ワインをお楽しみください。
ワインタクシー参加者には、4つのワイナリーで使用できる

「やまなしワインタクシークーポン」1,000円分（500円券×2枚）
をご用意しています。（有効期限は当日限りです）

やまなしワインタクシー

【ご参加上のご注意】
◎往路と復路の時間は決まっております。◎ワインタクシーは飲み放題プランではありません。
◎回遊タクシーは、順番待ちの場合があります。
◎JR石和温泉駅行きの復路便に乗り遅れた場合は、お客様ご自身の責任で対応願います。
◎特典は乗降指定のワイナリーのみです。その他は各ワイナリーの条件対応となります。
◎土日祝日のお問い合わせは石和温泉観光協会駅前案内所（☎055-231-5500）へお願いいたします。
※10月以降も《やまなしワインタクシー》は運行予定です。
　ワイナリー等の変更がある場合がありますので「いい旅やまなしナビ」ホームページ等でご確認ください。

※当日予約は、空きがある場合に限り受付いたします。
いい旅やまなしナビ

お申込み・予約方法・詳細
インターネットから受付（電話での申込み不可）

検索

クーポン
1,000円分付

ワイン購入補助券

winery

石和
温泉駅

10分間隔
で運行

大人：5,000円
小人：3,000円

❶

winery
❷

winery
❹

winery
❸

未成年者へのアルコールの
提供はいたしません。
未就学児無料。

055-266-5005
〒400-1501山梨県甲府市上曽根町朝日4011

中央道甲府南ICから約1分

世
界
で
も
珍
し
い
象
牙
彫
刻
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館

富士川クラフトパーク内の薔薇に囲まれたレストラン
本格的なフレンチをカジュアルにお楽しみいただけます
白桃やバニラのソフトクリームも美味！！

富士川クラフトパーク内の薔薇に囲まれたレストラン
本格的なフレンチをカジュアルにお楽しみいただけます
白桃やバニラのソフトクリームも美味！！

スポーツの秋、芸術の秋・・・
恋人の聖地・幸せの丘ありあんすの
『本格的18ホールパターゴルフコース』
『象牙彫刻美術館』で
　　秋を満喫！ 象牙彫刻美術館

グループ

グループ

富士川クラフトパーク内 カジュアルフレンチレストラン

AM11：00̶PM5：00（L.O. PM4：30）
ランチ（L.O. PM3：00）

定休日／水曜日（祝日の場合は翌日）
南巨摩郡身延町下山1597 

スヴニール

検 索

0556-62-5300

山梨県北杜市白州町台ヶ原2211
☎0551-35-2246   http://kinseiken.co.jp 〒400-0317 山梨県南アルプス市上市之瀬1760 ☎055-283-5718

☎
０
５
５-

２
８
２-

６
２
９
４

甲州市
【アクセス】（自動車）中央自動車道・勝沼ＩＣ  ※新宿、松本、御殿場方面から約90分程度

１０月３日土
７日水
１８日日
２５日日

１１月８日日

かつぬまぶどう祭り（勝沼中央公園）
大菩薩トレッキング（大菩薩連嶺）
フルーツマラソン大会（勝沼中央公園他）
およっちょい祭り（甲州市役所周辺）
武田陣中ほうとう祭り
（大和日川渓谷レジャーセンター）

広河原 芦 安

南伊奈ヶ湖

広河原 芦 安

南伊奈ヶ湖

南
ア
ル
プ
ス
市

３
週
連
続
紅
葉
祭
開
催
！

10月24日土開催
広河原紅葉祭　
会場：広河原山荘周辺

10月31日土開催
芦安紅葉祭　
会場：金山沢公園

11月7日土開催
伊奈ヶ湖紅葉祭　
湖面に映る
　　紅葉は絶景！！

県民の森 森林科学館

南
ア
ル
プ
ス
市
観
光
商
工
課

紅葉の名所紅葉の名所

www.city.minami-alps.yamanashi.jp/sisetsu/shinrinkagakukan

日本最大級の暖炉で調理する
暖炉&ファームレストラン
北杜市明野町上手11588-1 TEL.0551-25-4129

ターシャ

秋のイベント
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四季を通して、新鮮な野菜を販売しておりま
す。日本有数の生産量を誇るクレソンを生か
したお土産、オリジナル料理など人気です。
毎月様 な々イベントも開催しています。
●道志村9745
　☎0554-52-1811
《車》都留ICから約40分

北杜市

四季折々の新鮮野菜、果物と名水を誇る
白州ならではの特産品や旬の食材を生
かした料理を提供しています。
〔一押し商品：新米〕
●北杜市白州町白須1308
　☎0551-20-4711
《車》長坂ICから約20分／小淵沢・須玉
ICから約25分

道志村 道の駅どうし 鳴沢村 道の駅なるさわ

道の駅物産館内で朝採れの新鮮な高原
野菜を販売しています。
〔一押し商品：キャベツ〕
●鳴沢村8532-63
☎0555-85-3366
《車》河口湖ICから約10分

人気ナンバー1の小麦
まんじゅう。富士川町産
ゆずを使用した商品。
朝採り新鮮野菜も販売
しています。〔一押し商
品：小麦まんじゅう〕
●富士川町青柳町
　1655-3
☎0556-48-8700
《車》中部横断道増穂
ICから約3分

山梨市 道の駅みとみ

山梨県の北の玄関口にある道の駅です。
西沢渓谷の入口にあり、登山者の拠点
にもなっています。〔一押し商品：道の駅オ
リジナル巾着ほうとう￥600〕
●山梨市三富川浦1822-1
☎0553-39-2580
《車》勝沼ICから約1時間

富士川町 道の駅　富士川

富士吉田市 道の駅富士吉田

富士山麗周辺の充実した観光案内のほか、
名物「吉田のうどん」を扱うグルメコーナー、富
士山の水汲みスポットなど魅力盛りだくさんの
道の駅です。〔一押し商品：富士山のしずく〕
●富士吉田市新屋1936-6
☎0555-21-1225
《車》河口湖ICから約10分、山中湖ICか
ら約10分

農産物直売所も併設されている道の駅し
らねは、その日に採れた新鮮な果物・野菜
を販売しています。
〔一押し商品：シャインマスカット〕
●南アルプス市在家塚587-1
　☎055-280-2100
《車》白根ICから約1分

南アルプス市 道の駅しらね 韮崎市

新鮮な野菜やくだものをより安く販売して
います。その他ワインなどのお土産もたく
さん用意してお待ちしています。
〔一押し商品：柿、つぼ（たにし）〕
●韮崎市中田町中条1795
☎0551-25-5021
《車》韮崎ICから清里方面へ約8分

自然豊かな公園「富士川クラフトパーク」内にありま
す。全国でも珍しい切り絵の美術館があり、国内外
の作品を展示してます。また、休日限定で、日替わり
の体験教室を開催。オリジナル作品を作れます。
〔一押し商品：手漉き和紙のハガキ作り体験〕
【いつでも体験可能】
●身延町下山1597富士川クラフトパーク内
　☎0556-62-5600
《車》増穂ICから約30分、新清水ICから約
1時間、身延線下部温泉駅から車約10分

身延町 道の駅みのぶ

地元の新鮮野菜や果実、手作りの特産
品を販売しています。
〔一押し商品：下部味噌〕
●身延町古関4321
☎0556-20-4141
《車》増穂ICから約30分

身延町 道の駅しもべ

都市と農村の交流の場として、「見」「知」
「食」の3つのゾーンお設けています。
〔一押し商品：スイートコーン〕
●中央市浅利1010-1☎
055-269-3424
《車》甲府南ICから10分

中央市 道の駅とよとみ北杜市

秋の紅葉を眺めながら直売所の野菜で
BBQが楽しめます。
〔一押し商品：信玄ソフト〕
●北杜市高嶺町長沢760
☎0551-20-7224
《車》須玉ICから約15分

富士川観光センター

特典

軽食コーナー
吉田のうどん大盛り無料！

秋の山梨

特典

シルクソフトクリーム20円引き

秋には、大生姜や栗など地元産の新鮮
野菜が出店されます。
●南部町福工28507-1
☎0556-66-2260
《車》新清水ICから約20分

南部町 道の駅とみさわ

ラドン温泉 湯～とぴあ
☎055-276-9111 http://www.u-u.co.jp

源泉かけ流し

ホントの温泉

山梨県笛吹市石和町川中島192
☎055-262-4524

旅の醍醐味、
　　多彩な温泉を心ゆくまで。

富士を眺める展望風呂をはじめ、
県内最大級の大岩風呂、
大庭園風呂や光溢れる露天風呂など─
四季が美しく彩る温泉で
旅の疲れを癒やしてください。

富士を眺める展望風呂をはじめ、
県内最大級の大岩風呂、
大庭園風呂や光溢れる露天風呂など─
四季が美しく彩る温泉で
旅の疲れを癒やしてください。

石和温泉 そば処

上質なお食事で大人の
　　　もてなしを愉しむ

〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田286  TEL.055-262-2266（代）

w w w . h o t e l - f u j i . j p

055-266-5005
〒400-1501山梨県甲府市上曽根町朝日4011

中央道甲府南ICから約1分

世
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富士川クラフトパーク内の薔薇に囲まれたレストラン
本格的なフレンチをカジュアルにお楽しみいただけます
白桃やバニラのソフトクリームも美味！！

富士川クラフトパーク内の薔薇に囲まれたレストラン
本格的なフレンチをカジュアルにお楽しみいただけます
白桃やバニラのソフトクリームも美味！！

スポーツの秋、芸術の秋・・・
恋人の聖地・幸せの丘ありあんすの
『本格的18ホールパターゴルフコース』
『象牙彫刻美術館』で
　　秋を満喫！ 象牙彫刻美術館

グループ

グループ

富士川クラフトパーク内 カジュアルフレンチレストラン

AM11：00̶PM5：00（L.O. PM4：30）
ランチ（L.O. PM3：00）

定休日／水曜日（祝日の場合は翌日）
南巨摩郡身延町下山1597 

スヴニール

検 索

0556-62-5300

山梨県北杜市白州町台ヶ原2211
☎0551-35-2246   http://kinseiken.co.jp

銀河の駅にらさき

道の駅南きよさと

道の駅はくしゅう
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11月30日㈪24時まで

（自転車・歩行者は通行できません）

西沢渓谷の紅葉

奥庭

全車種 で通行できます！！《無料》

9月15日㈫午前0時～11月30日㈪17時まで

（車種限定：普通車、軽自動車、軽車両等）
平日 で通行できます！！《無料》

秋のやまなし、お得な道路情報！！

雁坂トンネル有料道路は

この秋、世界文化遺産の富士山に行くなら平日がお得！

富士スバルラインは

雁坂トンネル

これからが見頃の西沢渓谷の
紅葉や旬のぶどう狩り
この機会に、山梨に行ってみよう！

山梨県甲府市高成町1035-2
Tel.055-287-2514（影絵の森美術館となり）

2015年5月
OPEN

１９９４年　世界初の影絵美術館

昇仙峡
影絵の森美術館

9:00 ～ 17:00　年中無休
http//www.kageenomori.jp/

Tel.055-287-2511

-花のスカーフをした女-

２０１５年４月１日～ 大好評開催中大好評開催中

米倉 斉加年
特別展特別展憂 気 世 絵憂 気 世 絵

～俳優・演出家・絵師～

う 　 　 き 　 　 よ 　 　 え

森の駅 昇仙峡

第5回ほうとう味比べ真剣勝負にて
『ほうとうの達人』の称号獲得

山梨県産はちみつを使った商品も
多数ありますほうとう処「花仙両」

山梨のお土産が勢揃い！山梨のお土産が勢揃い！

富士スバルライン

2

やまなしで
ワインツーリズム！！

山中湖村
山中湖 夕焼けの渚・紅葉まつり

【場　所】旭日丘湖畔緑地公園
【問合せ】山中湖観光協会☎0555-62-3100
600ｍの紅葉回廊をライトアップ。
富士山と紅葉が見られる展望台も！
《電車》富士急行富士山駅バス35分
《車》東富士五湖道路山中湖IC約10分

10月23日㈮～11月8日㈰

南アルプス市
広河原紅葉祭

【場　所】広河原山荘周辺
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
奥深い南アルプスの山々と渓谷。
そこに広がる息を飲むほどの紅葉
はまさに絶景。当日は体験イベン
トなどを開催予定。
《電車》JR甲府駅バス1時間53分
《車》中部横断道白根IC20分、
芦安駐車場⇒バス・乗合タクシー
58分

10月24日㈯

富士吉田市
もみじ祭り

【場　所】ふじさんミュージアムリフレ富士吉田エリア
【問合せ】ふじさんミュージアム☎0555-24-2411
色づく美しい紅葉を観賞でき、夜
はライトアップを行います。
《車》中央道河口湖IC富士吉田方
面へ車で10分、東富士五湖道路山
中湖IC山中湖方面へ車で10分

10月24日㈯～11月8日㈰

富士河口湖町
富士河口湖紅葉まつり

【場　所】河口湖畔河口梨川周辺
【問合せ】富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
富士河口湖町内で開催。もみじ回
廊のライトアップが見どころです。
《電車》河口湖駅富士急行線路
線バス大石プチペンション村行き
で、約20分。広瀬・久保田一竹美
術館前下車。レトロバス河口湖線
で約20分。久保田一竹美術館下
車。

10月31日㈯～11月23日㈪㊗

南アルプス市
芦安紅葉祭

【場　所】金山沢公園
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
南アルプスの山の玄関口「芦安」
で開催。当日はステージイベント
やフードコーナーを予定。芦安地
区には温泉も多くあるので紅葉と
一緒に楽しんではいかが。
《車》中部横断道白根IC20分

10月31日㈯

南アルプス市
伊奈ヶ湖紅葉祭

【場　所】県民の森 伊奈ヶ湖
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294
紅葉の名所伊奈ヶ湖周辺で音楽
と食事を楽しもう。自然素材を使っ
たクラフトも楽しめます。
《車》中部横断道南アルプスIC20分

11月7日㈯

甲斐市
信玄堤紅葉が見ごろ

【場　所】信玄堤公園
【問合せ】甲斐市役所商工観光課☎055-278-1708
大ケヤキやエノキの紅葉が期間
限定でライトアップされる。
《電車》JR竜王駅徒歩20分
《車》中央道双葉スマートIC車10分

11月中旬から下旬

笛吹市

ぶどうEXPO2015「駅からツーリズム」
ぐるーっとまわってぶどうを満喫

【場　所】石和温泉駅前公園
【問合せ】笛吹市商工会
　　　　☎055-263-7811
4日間限定で無料市内周遊循環
バスが運行します。ふえふきマル
シェ、フルーツパフェ＆ジャムつくり
体験などを行います。
《電車》JR石和温泉駅
《車》一宮御坂IC15分

9月12日㈯・13日㈰・20日㈰・21日㈪㊗

笛吹市
ヌーボーde乾杯2015

【場　所】石和温泉足湯広場
【問合せ】石和温泉観光協会☎055-262-3654
2015笛吹市産新種ワイン「やまなしヌーボー」解禁に合わ
せてカウントダウン。
《電車》JR石和温泉駅下車徒歩10分
《車》一宮御坂IC15分

11月2日㈪・3日㈫㊗

甲府市
山梨ヌーボーまつり2015

【場　所】小瀬スポーツ公園
【問合せ】山梨県ワイン酒造組合☎055-233-7306
県内ワイナリーが丹精込めて造っ
た新酒ワインの有料試飲と即売
会です。
《電車》JR甲府駅バス30分
《車》中央道甲府南IC10分

11月14日㈯・15日㈰（10：00～15：30／受付15：00まで）

山梨の秋を満喫

【富士吉田市】もみじ祭り

【山中湖村】夕焼けの渚

【南アルプス市】広河原

【北杜市】瑞牆山

【北杜市】八ヶ岳高原大橋

【甲府市】昇仙峡

【甲斐市】信玄堤

【山梨市】西沢渓谷
七ツ釜五段の滝

富士山エリア

八ヶ岳エリア

笛
吹
エ
リ
ア

甲府エリア

ワインツーリズムやまなし2015・秋
平成27年4月11日㊏「ワインツーリズムやまなし・春」が実施されました。専用バスに
乗って、簡易マップなどを見ながらワイナリーやぶどう畑・桃畑などを巡っていただきまし
た。桃とぶどうの生産量日本一の笛吹市で行い、ピンク色に染まる桃の花も一緒に楽
しんでいただけたイベントになりました。8回目となる秋のワインツーリズムは11月7日
㊏・8日㊐に決定しています。

ワインツーリズムやまなし http://www.yamanashiwine.com/

ワインを味わうことは、その原料となるぶどうを育んだ土
地の自然・人間・文化を全身で味わうこと。ワイナリーを
巡り、つくり手と触れ合い、彼らのつくるワインを味わう。
そのワインが生まれた土地を散策しながら食や文化を楽
しむ。ワインツーリズムとはそんな旅のスタイルです。

山梨では、いろんな場所で、
いろんな角度から富士山の絶景を楽しむことができます。

この秋は、山梨の富士見スポットを
ハローキティがカラダ（顔？）を張ってご紹介。
パスポートを片手に、富士山を見に行こう！

※詳しくは、ホームページをご覧ください。
　http://www.yamanashi-trip.jp

こ
の
ス
タン

プを見
つけてね！

YA

MA
NASHI

9月か
ら

スタ
ンプ
ラリ
ー

やっ
てる
よ！

南
ア
ル
プスエ
リ
ア
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※当ガイドブックに掲載されている情報は2015年8月31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。

山梨県

群馬県

埼玉県長野県

静岡県

中部横断
自動車道

甲府

小淵沢

大月

河口湖 富士山

身延

JR中央本線
圏央道

JR小
海線

Ｊ
Ｒ

身
延
線

富士急行線

東
富
士
五
湖
道
路

神奈川県

中央自動車道

甲府昭和IC

増穂IC

甲府昭和IC

増穂IC

中
央
自
動
車
道

東京都

ACCESS & YAMANASHI MAP 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

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

埼玉方面
から

圏央鶴ヶ島IC 甲府昭和IC八王子JCT
圏央道 中央自動車道

約30分 約60分

静岡市方面 甲府昭和IC
中部横断自動車道・中央自動車道国道52号線

約20分約1時間30分
増穂IC

御殿場市方面 甲府昭和IC
東富士五湖道路・

中央自動車道（大月JCT経由）国道138号線

約1時間約30分
須走IC

松本IC 甲府昭和IC
長野自動車道 中央自動車道

約15分 約60分
岡谷JCT長野方面

から

高井戸IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約1時間30分
東京方面
から

八王子JCT海老名JCT
圏央道

約20分

中央自動車道

約60分
神奈川方面
から

名古屋IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約3時間
愛知方面
から

静岡方面
から

JR中央本線（特急）

約1時間30分
新　宿　駅 甲　府　駅

JR中央本線（特急）

約1時間
松　本　駅 甲　府　駅

JR身延線（特急）

約2時間

JR東海道新幹線

約1時間
名 古 屋 駅 甲　府　駅静岡駅

東京方面
より

甲府～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 甲府駅

富士五湖～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 河口湖駅

静岡方面
より

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 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

竜王・甲府～名古屋線／約４時間 甲府駅名古屋駅

富士山駅・河口湖～名古屋線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

関西方面
より

甲府～京都・大阪線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

富士山駅・河口湖～大阪・京都線線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

富士山駅～羽田空港線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

竜王・甲府～羽田空港線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

竜王・甲府～成田空港線／約３時間５０分 甲府駅成田空港

甲府駅名古屋駅金沢駅

横浜より

金沢より

博多より

高速バス／約2時間10分 甲府駅横浜駅

甲府駅博多駅

●高速バスでお越しの場合

甲 府・昇 仙 峡 エリア
富士山・富士五湖エリア

山梨交通バスセンター　☎055-223-5711
富士急コールセンター　☎0555-73-8181

横浜市方面 甲府昭和IC

北陸道高速バス
約4時間

名古屋ライナー
約4時間

名古屋駅高速バスどんたく号
約11時間

名古屋ライナー
約4時間

山梨県立美術館 ☎055-228-3322

ルートヴィヒ・コレクション ピカソ展
9月1日㈫～10月25日㈰

パブロ・ピカソは、生涯を通
じて尽きることのない想像
力と探究心を持ち続け、
ジャンルを越えた旺盛な制
作活動を行いました。本展
では、世界最大級のピカソ
のコレクションを有する、ド
イツのルートヴィヒ美術館
から、ピカソの油彩、版画、
陶器、ブロンズ等様々な作
品を紹介します。また、有名
写真家たちによるピカソの
ポートレートも出品し、天才
と謳われるピカソの人間像
にも迫ります。

花の画家 ルドゥーテのバラ展
11月3日㈫㊗～平成28年1月17日㈰

フランス王妃マリー・アントワネットやナポレオンの皇妃ジョゼフィーヌ
付きの植物画家として活躍したルドゥーテは、花弁の一枚一枚まで正
確に且つ柔和に表現した作風で「花のラファエロ」とも称えられまし
た。本展では、「ボタニカル・アート」の巨匠として現在も多くの人 を々
魅了し続けているルドゥーテの代表作『バラ図譜』全点に扉絵を合わ
せた170点と水彩や鉛筆で描かれた貴重な原画や関連作品、約
180点を紹介します。

◎一般1,000円、大学生500円
◎休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
（※変更になる場合がありますのでお問い合わせください。）
《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
《車》中央自動車道甲府昭和IC⇒約20分

芸術文化にふれる
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。
休館日については変更になる場合があります。

山梨県立科学館 ☎055-254-8151
◎一般・大学生510円、小中高校生210円
◎休館日：月曜日は休館。但し、月曜日が祝日の場合や祝日が重なる
場合、祝日の翌日が休館。
《電車》JR甲府駅北口→2番バスのりば科学館行き路線バス（山梨
交通）。（土、日、県民の日を含む祝祭日）
《車》県道6号線（通称：山の手通り）愛宕トンネル東側（石和方面）
「こどもの国入り口」交差点から愛宕山スカイラインへ入り、道なりに
上ると愛宕山こどもの国と科学館の駐車場。

山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881

お絵かきワークショップ
「ドキドキ☆カワイイさがし」デッサンコンテスト
7月18日㈯～11月30日㈪
山梨県は縄文王国と呼ばれており、人や動物、植物などをモチーフに
した多彩な文様で装飾された土器がたくさん発見されています。そうし
た土器の文様をつぶさに観察しデッサンすることで、古代から現代に
通じる自分だけの「カワイイ」を探してみませんか。

第33回特別展
「縄文の美―世界に誇るJOMON芸術―」
10月6日㈫～11月23日㈪㊗
縄文土器はその優れた造形美と多彩な文様によって、日本国内だけ
でなく世界でも高く評価されています。今回の特別展では県内外から
集まった国宝や重要文化財級の土器を中心に、その歴史的価値と
芸術性の高さを再認するとともに、「縄文王国山梨」の魅力を広く内
外に示す機会とします。

◎一般・大学生：600円　小中学生：無料（常設展は別料金）
◎休館日：毎週月曜日、祝日の翌日（10/13・11/2・11/4は開館）
《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
《車》中央自動車道甲府南IC→1分（インター出口正面）

山梨県立文学館 ☎055-235-8080

企画展「雲母」創刊100年記念
「俳句百景 季節を生きる喜び」
9月19日㈯～11月23日㈪㊗
正岡子規、高浜虚子、河東碧梧桐、飯田蛇笏、水原秋
桜子、加藤楸邨、飯田龍太など、近代俳句における
数々の名句を作者直筆の資料で紹介し、俳句と季語
の魅力を見つめなおします。

プラネタリウム生解説
星空散歩～季節の星座と流れ星～
7月18日㈯～12月4日㈮（16：00～16：45）毎日上映
今年は流星群を見るチャンスの年！流れ星
の一瞬の輝きを見つける楽しみとその光に
秘められた魅力に迫ります。【場所】スペー
スシアター

サイエン旬
富士山 火山噴火と防災
9月12日㈯～10月12日㈪㊗
近年、日本全国の火山活動が活発です。もしも今、富士山が噴火し
たらどのように避難したらいいのでしょうか…。最近の富士山を始めと
する活火山の動きや特徴を紹介すると共に、噴火の際に発生する噴
出物や噴火の様子を捉えた動画を上映します。いざという時のために
防災知識を深めましょう。【場所】サブエントランス

◎一般600円、大学生400円
◎休館日：毎週月曜日、祝日の翌日
（※変更になる場合がありますのでお問い合わせください。）
《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
《車》中央自動車道甲府昭和IC⇒約20分

山梨県立博物館 ☎055-261-2631

シンボル展
「風景に想う～秋の日は絵画づくし～」
9月16日㈬～10月12日㈪㊗
風景画と一言で言っても、風情ある名所から壮麗な
景観まで、その世界は多岐に渡ります。本展では、当
館で所蔵している風景画の中から秋の情景を描いた
ものを中心に、よりすぐりの作品を紹介します。風景
画を通して、博物館で芸術の秋を満喫しませんか。

世界遺産登録記念
山梨県立博物館開館10周年記念特別展
「富士山～信仰と芸術～」
10月24日㈯～11月30日㈪

◎一般1,000円、大学生500円
◎休館日：毎週火曜日
（※変更になる場合がありますのでお問い合わせください。）
《電車》JR石和温泉駅下車バスで約10分
《車》中央道一宮・御坂ICから約8分

■アンケート 山梨県のどのような情報が知りたいですか。
■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 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階（公社）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 〈秋プレゼント〉平成27年11月30日㊊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。

週末は山梨にいます。 抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

ご応募締切／平成27年11月30日㊊必着

宝宝 めぐりプレゼント宝宝
❷❷

❻❻

❾❾❼❼

❸❸ ❺❺

湯めぐりスタンプラリー！！
応募期間：平成27年9月1日㊋～平成28年2月29日㊊

湯めぐりスタンプラリー！！

プレゼント応募券

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ください。
※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。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

5泉めぐり

10泉めぐり

15泉めぐり

30泉制覇

★応募コース

①温泉地宿泊コース
山梨県内の温泉を有する旅館・ホテル宿泊者対象。
★抽選で20名様「5,000円相当の山梨県特産品」

②名湯めぐりスタンプラリー（5泉・10泉・15泉・30泉）
山梨県内の立寄り湯をめぐるコース。「5泉めぐり」「10泉めぐり」「15泉めぐり」「30泉制覇」の4段階にて応募。
★30泉制覇・・・・・・・・・・・・・・全員に「オリジナルひし丸手ぬぐい」

抽選で10名様「山梨県産ワイン」
★15泉めぐり・・・・・・・・・・・全員に「オリジナルひし丸手ぬぐい」

抽選で10名様「2,000円相当の山梨県特産品」
★10泉めぐり・・・・・・・・・・・抽選で20名様「1,500円相当の山梨県特産品」
★5泉めぐり・・・・・・・・・・・・・・・抽選で50名様「ひし丸グッズ」

①②の抽選に漏れた応募者には【残念賞】として「参加施設から賞品」をプレゼント！

★応募の方法
①温 泉 地 宿 泊コース 宿泊施設の領収書を封書に同封し切手を貼って応募。
　　　　　　　　　　 ※応募は一人1回限りとする。
②名湯めぐりスタンプラリー 右の応募券に利用施設設置のスタンプを押印し切手を貼って応募。
　　　　　　　　　　　 ※同一施設のスタンプの重複押印不可※応募は一人1回限りとする。

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「ひし丸」

●ホテル吉野・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-11-14 ☎055-253-2878
●湯村ホテルB&B・・・・・・・・・・甲府市湯村3-3-11 ☎055-254-1111
●柳屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-16-2 ☎055-253-2416
●杖温泉弘法湯・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-16-16 ☎055-252-5105
●湯志麻の郷楽水園・・・・・甲府市湯村1-11-5 ☎055-252-3308
●甲府富士屋ホテル・・・・・・甲府市湯村3-2-30 ☎055-253-8111
●常磐ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村2-5-21 ☎055-254-3111
●旅館 明治・・・・・・・・・・・・・・・・・甲府市湯村3-10-14 ☎055-252-0388
●上九の湯ふれあいセンター・・・・甲府市古関町1174 ☎0555-88-2525
●源泉湯 燈屋・・・・・・・・・甲府市上阿原町590-3 ☎055-236-3515
●木創りの宿きこり・・・笛吹市石和町川中島325 ☎055-262-3794
●華やぎの章 慶山・・・笛吹市石和町市部822 ☎055-262-2161
●華やぎの章 甲斐路・・・笛吹市石和町川中島1807-40 ☎055-262-7373
●ホテル花いさわ・・・・・・笛吹市石和町松本1409 ☎055-262-4166
●ホテル石庭・・・・・・・・笛吹市石和町窪中島587 ☎055-262-4155
●ホテル君佳・・笛吹市石和町川中島1607-27 ☎055-262-3757
●みとみ 笛吹の湯・・・・・山梨市三富下釜口447 ☎0553-39-2610
●花かげの郷まきおか 花かげの湯・・・・・山梨市牧丘町窪平453-1 ☎0553-35-4126
●花かげの郷まきおか 鼓川温泉・・・・・・・・・山梨市牧丘町牧平262 ☎0553-35-4611

●やまと天目山温泉・・・・・・甲州市大和町木賊517 ☎0553-48-2000
●大菩薩の湯・・・・・甲州市塩山上小田原730-1 ☎0553-32-4126
●シルクふれんどりぃ・・・・・中央市大鳥居1619-1 ☎055-269-2280
●みはらしの丘 みたまの湯・・・市川三郷町大塚2608 ☎055-272-2641
●つむぎの湯・・・・・・・・市川三郷町鴨狩津向640 ☎0556-20-2651
●天恵泉白根桃源天笑閣・・・南アルプス市駒場147‐18 ☎055-285-5001
●桃の木温泉 山和荘・・・南アルプス市芦安芦倉1672 ☎055-288-2306
●湧暇李の里 樹園・・・・南アルプス市野牛島2722 ☎055-285-4131
●やまなみの湯・・・南アルプス市西南湖1299-1 ☎055-280-3340
●遊・湯ふれあい公園後楽園スポーツクラブ・・・・南アルプス市鏡中条3782 ☎055-282-7610
●戸沢の森和みの里・芭蕉月待ちの湯・・都留市戸沢874-1 ☎0554-46-1126
●小菅の湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小菅村3445 ☎0428-87-0888
●丹波山温泉 のめこい湯・・・・・・丹波山村2901 ☎0428-88-0026
●野天風呂 開運の湯 ロイヤルホテル河口湖・・・富士河口湖町船津6713-22 ☎0555-73-2228
●野天風呂 天水・・・・富士河口湖町河口2217-1 ☎0555-76-8826
●三ッ峠グリーンセンター・・・西桂町下暮地1900 ☎0555-25-3000
●山中湖平野温泉 石割の湯・・・山中湖村平野1450 ☎0555-20-3355
●かじかの湯・・・・・・・・・・・・・・・富士川町鳥屋137-1 ☎0556-27-0002
●まほらの湯・・・・・・・・・・・・・・・富士川町長澤1757-2 ☎0556-22-7227
●門野の湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・身延町門野1122 ☎0556-62-2221

●下部温泉会館・・・・・・・・・・・・身延町下部1130-1 ☎0556-36-0124
●奈良田温泉 白根館・・・・・・・早川町奈良田344 ☎0556-48-2711
●奈良田の里温泉・・・・・・・・・早川町奈良田486 ☎0556-48-2552
●西山温泉之湯 蓬莱館・・・・・・・・・早川町湯島73 ☎0556-48-2211
●西山温泉 湯島の湯・・・・・・早川町湯島1780-7 ☎0556-48-2468
●光源の里温泉 ヘルシー美里・・・・早川町大野原651 ☎0556-48-2621
●草塩温泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早川町草塩321-1 ☎0556-45-2260
●ヴィラ雨畑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早川町雨畑699 ☎0556-45-2213
●ゆ～ぷる にらさき・・・・・韮崎市中田町中條1800-1 ☎0551-20-2222
●武田乃郷 白山温泉・・・韮崎市神山町鍋山1809-1 ☎0551-22-5050
●韮崎旭温泉・・・・・・・韮崎市旭町上條中割391 ☎0551-23-6311
●甲斐大泉温泉 パノラマの湯・・・北杜市大泉町西井出8240-1 ☎0551-38-1341
●泉温泉健康センター・・北杜市大泉町谷戸1880 ☎0551-38-2611
●延命の湯・・・・・・・・・・・・・北杜市小淵沢町2968-1 ☎0551-36-6115
●むかわの湯・・・・・・・・・北杜市武川町牧原1322 ☎0551-20-3113
●健康ランド須玉・・・・北杜市須玉町若神子3900-1 ☎0551-42-1200
●たかねの湯・・・・・・北杜市高根町箕輪新町95 ☎0551-46-2611
●白州 尾白の湯・・・北杜市白州町白須8056 ☎0551-35-2800
●塩沢温泉 フォッサ・マグナの湯・・・・北杜市白州町大武川344-19 ☎0266-65-3570
●増富の湯・・・・・・・・・・・・北杜市須玉町比志6438 ☎0551-20-6500

名湯めぐり対象施設

富士山は信仰の対象として、また、優れ
た芸術を生み出す源として、常に人々の
憧憬を集めてきました。平成25年には
その重要性が世界的に認められ、世界
文化遺産に登録されました。
本展では、多岐にわたる富士山と文化
の関わりの中でも、特に富士山信仰を
中心のテーマとして、その歴史的変遷
はもとより、信仰を起点として生み出され
た芸術品の数々についてご紹介いたし
ます。

歌川広重筆
「甲陽猿橋之図」
（県立博物館蔵）

歌川広重筆
「甲陽猿橋之図」
（県立博物館蔵）

「富士参詣曼荼羅図」
（重要文化財 富士山本宮浅間大社蔵）
「富士参詣曼荼羅図」
（重要文化財 富士山本宮浅間大社蔵）

❶〔甲斐市〕やはたいも（2㎏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❷〔山中湖村〕山中湖ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様
❸〔市川三郷町〕オノオレカンバ印鑑（木製・12cm）・・・・・・・・・・・・・・・2名様
❹〔昭和町〕富有柿（4㎏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❺〔西桂町〕バナジウム 元祖 富士山のうまい水（2ℓ6本入）・・・5名様
❻〔南部町〕なんぶの湯回数券（11回分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
❼〔韮崎市〕ヴァン穂坂（赤のスパークリングワイン）・・・・・・・・・・・・・・3名様
❽〔忍野村〕忍野村ポストカード12枚セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
❾〔富士吉田市〕吉田のうどんぶりちゃんミニボールペン＆
　　　　　道の駅富士吉田オリジナルクリアファイルセット・・5名様
10〔鳴沢村〕ふじさん紅葉ソーセージ（普通&ピリ辛）・・・・・・・・・・・・・・3名様

❶❶

❹❹

1010❽❽

ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテ
≪ロサ・ケンティフォリア≫「バラ図譜」より

飯田蛇笏
「くろがねの秋の風鈴鳴りにけり」短冊

国宝 火焔型土器 笹山遺跡
（十日町市博物館蔵） 重要文化財 深鉢形土器　

一の沢遺跡（県立考古博物館蔵）
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お問合せ 詳しくはこちら...

石和温泉
上質な和室で大人の
　　　もてなしを愉しむ

〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田286  TEL.055-262-2266（代）

山梨県笛吹市石和町川中島192
☎055-262-4524

味も大切な
　　旅の思い出のひとつに。

美しい景観を楽しみ、
ゆったり温泉で寛いだら
四季折々の山海の幸を生かした
季節のお食事バイキングや御膳料理など
自慢の料理をご賞味ください。

w w w . h o t e l - f u j i . j p 秋の身延に流れる
                特別な時間・・・

東京方面より▶新宿身延線（約210分）
静岡方面より▶竜王・甲府～静岡線→
　　　　　　　身延町梅平バス停（約90分）

信玄公の隠し湯として
知られる名湯。
下部温泉郷は情緒あふれる
山間の温泉郷。
お問い合せ
下部観光協会 ☎0556-20-3001
http://www.shimobe.info/

下部温泉郷

お車

電車 高速
バス

●中部横断自動車道増穂I.C→国道52号（約40分）
●中央自動車道河口湖I.C→国道139号
　　　　　　　　　　　　→国道300号（約60分）
●新東名高速道新清水I.C→国道52号（約40分）

●JR中央本線甲府駅→JR身延線身延駅（約60分）
●JR東海道本線静岡駅→富士駅→
　JR身延線身延駅（約80分）

東京方面より▶新宿身延線（約210分）
静岡方面より▶竜王・甲府～静岡線→
　　　　　　　身延町梅平バス停（約90分）


