
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/

検索いい旅やまなしナビ

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

観光スポット・イベント情報満載！！

やまなし
観光＆イベントガイドブック

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「ひし丸」

夏

富士の国やまなし
観光ナビゲーターに
就任しました！

2015年 7月1日㊌～9月30日㊌2015年 7月1日㊌～9月30日㊌

北杜市明野ひまわり畑
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ぶどう狩り

ブルーベリー狩り

南アルプス完熟農園

ブルーベリー狩り南アルプス完熟農園
2015年6月12日、中部横断自動車道南アルプスIC正面
に南アルプス完熟農園がオープンしました。完熟農園は都
心から約100km、目の前に広がる豊かな農園風景…「完
熟」をテーマにゆったりとフルーツ農園を楽しむグルメ施設
です。イマだけ、ココだけの食材がいっぱいの完熟農園マ
ルシェ（直売所）や南アルプスの四季折々の恵みに育まれ
たおいしい産品を一流シェフの監修でさらにおいしく提供す
るビュッフェスタイルの完熟農園レストランなど、完熟農園
でゆったりとした時間をお過ごしください。
◎南アルプス完熟農園◎車：中部横断自動車道南アルプ
スIC正面◎JR：甲府駅より約40分・竜王駅より約30分
◎㈱南アルプスプロデュース☎055-284-0036

 山梨百名山で
思い出作り！！

 山梨の涼
高原物語！！

特集

山梨百名山登頂記念状
山梨百名山を登頂された方に記念状（証
明書）を発行します。記念状は、登頂山数
が「10山」「25山」「50山」「75山」「100
山」に達した際に申請いただくことで発行
（無料）します。
この「山梨百名山登頂証明書」の発行には登山記録を記
帳することを目的とした「山梨百名山手帳」を作成しておりま
す。手帳に各山の登山時の日程、天候、メンバー等を記載
し、いずれかの山頂で撮影された写真1枚又は写真データ1
件（記念状（証明書）に使用）を添えて申請して下さい。

検索山梨百名山　登頂記念状

詳しくは （公社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

北杜市明野サンフラワーフェス
7月25日㊏～8月23日㊐ 北杜市
日照時間日本一の北杜市明野町のハイジの村「クララ館」周
辺メイン会場をはじめ、茅ヶ岳広域農道沿いの各会場であわ
せて約60万本のひまわりが順次咲き誇ります。
◎ハイジの村「クララ館」周辺圃場他◎中央道須玉ICより約15分
◎北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会☎0551-42-1112

天上山あじさい見学
7月中旬～8月中旬 富士河口湖町
◎河口湖畔天上山中腹◎河口湖周遊バスで約10分遊覧船ロー
プウェイ入口下車◎富士河口湖町農林課☎0555-72-1115

お山開き（開山前夜祭・開山祭）
6月30日㊋～7月1日㊌ 富士吉田市
富士山のお山開きの7月1日と前日の6月
30日に開催。白装束の行者が町の中心を
パレード。神社では「お道開き」の神事や夏
越大祓式、神楽奉納などが行われ、シーズ
ン中の登山の安全が祈願されます。
◎北口本宮冨士浅間神社◎富士急行線
富士山駅から徒歩15分◎（一財）ふじよし
だ観光振興サービス☎0555-21-1000

なるさわ収穫祭
7月25日㊏・26日㊐・8月8日㊏・9日㊐ 鳴沢村
高原野菜の一番おいしい収穫時期にあわせて行
います。採れたての新鮮なとうもろこしやトマト等の
試食もありますのでみなさん是非お越し下さい。
◎道の駅なるさわ◎中央自動車道「河口湖
IC」から15分◎富士急行線河口湖駅からバス
20分◎鳴沢村観光協会☎0555-85-3900

夏のフルーツ祭り
8月9日㊐予定 甲府市
なし・桃・ぶどうの直売や試食、なし収穫体験な
どが行われます。その他にも、かき氷の無料
サービスなどもあります。
◎風土記の丘農産物直売所☎055-266-3858

もろこし祭り
8月25日㊋ 鳴沢村
富士北麓で育った甘いトウモロコシ、8種類を
無料で食べ比べてもらい、一番おいしい品種を
お客様に決めて頂こうと思います。皆様からの
意見をもとに来年度農家が栽培します。ぜひ食
べ比べてみて下さい。
◎道の駅なるさわ◎中央自動車道「河口湖
IC」から15分◎富士急行線河口湖駅からバス
20分◎鳴沢村観光協会☎0555-85-3900

桃

ぶどう
スモモ

ブルーベリー

ラフティング

忍野八海（忍野村）

四尾連湖（市川三郷町）

西沢渓谷（山梨市）
七ツ釜五段の滝

夏狩湧水群（都留市）

山梨が誇る名水スポットへ！
　日本一のミネラルウォーターの産地で、
「名水百選」の選定地が数多く点在する山
梨県は、真夏でも清らかな水景色と自然の

水がもつパワーに憩える名水スポットの宝庫です。
　山深く水飛沫をあげる大迫力の滝や、自然が生み出した芸術のような渓
谷、神秘的なまでに透明な湧水、森に浮かぶ天然の湖の輝き…。そんな名
水スポット周辺には散策路も充実。浄化と癒しパワーあふれる、とっておき
の水辺へと出かけてみませんか？

空が近い！ 雲の上！ 深呼吸したくなる別天地が待っている！
　山梨といえば、東京の隣接県でありながら、四方八方ほとんどすべてを山々に囲まれた山岳県。ひと足のばせば、
あの憧れの名峰の息吹に触れることができます。
　まず南に、世界文化遺産にもなった富士山。西に日本第二位の高峰の北岳を有する南アルプス。北に八ヶ岳、東
に大菩薩といった名峰をはじめ、たくさんの愛すべき名山が、あなたを待っています。
なかでも、自然•歴史•民俗などの面から山梨を代表する山々を「山梨百名山」として選出。山頂からの絶景が有名な
山、山岳信仰の歴史が息づく山、山野草の宝庫として人気の山など、百山それぞれの楽しみがあります。
　さらに山梨では、2,000m級を越える天上の世界にも比較的手軽にアクセスが可能。森林限界に達する山の世界
はもう別天地。眼下に広がる雲の波、原生の樹々の姿、山の妖精のような花々、息をのむ大パノラマ…。厳しくも優し
い山への道のりを、そこまで登らなければ出合えない風景が、この夏一番の思い出として、きっと刻まれるはず。
※どんな低山でも事前のルートチェック•装備•体調管理など準備と登山計画を十分にして楽しみましょう。

心おどる高原の風景はすぐそこ！
　どこまでも広がる緑の高原に、白樺の並木道。流れる白
い雲に、吸いこまれそうな青い空、雄大な風景をバックに咲
き誇る季節の花々…。どこも、ここが日本であることを忘れ
そうな開放的な風景ばかり。山梨の高原の魅力はそれだけ
ではありません。人気スポットやお目当てのレストランや工
房、美術館などを巡ったり、宿泊して星空観察や夜の森を
探険したり、高原育ちのおいしいお土産をゲットしたり、自分
なりの“高原物語”をコーディネートしてみましょう。

三つ峠山頂

丘の公園

～ユネスコエコパーク～
南アルプス北岳から富士山

三つ峠からの富士山

大菩薩嶺

富士山山頂

雲海を望む

明野のひまわり畑

まきば公園

美し森

清泉寮の
ソフトクリーム

親水体験・川面に遊ぶラフティング体験
8月29日㊏・9月12㊏ 大月市
大月市内を流れる笹子川、真木川、葛野川といっ
た豊かな支流を重ねた桂川。安全対策も万全に
プロがご案内するラフティングを楽しみませんか。
◎中央自動車道大月ICより17分、上野原ICより33分
◎大月市産業観光課農林業担当☎0554-20-1833

さくらんぼ

あじさい
2

伊奈ヶ湖（南アルプス市） 吐竜の滝（北杜市）

《石和温泉BYO》 石和温泉旅館協同組合に加盟する33の宿泊施設では、山梨県内のワイナリーで造られたワインを
 1本当たり500円で持ち込むことが出来ます。ワイングラスのご用意や「冷やすサービス」なども承ります。

ブルーベリー狩り
7月上旬～8月中旬 富士河口湖町
◎大石地区
◎河口湖自然生活館
☎0555-76-8230
6月下旬～8月上旬 北杜市
◎農事組合法人ブルーベリー明野
☎0551-25-6032
ブルーベリーまつり
7月25日㊏・26日㊐ 鳴沢村
◎鳴沢村観光協会
☎0555-85-3900
桃狩り
7月上旬～8月下旬 笛吹市
◎笛吹市観光物産連盟
☎055-261-2829
ぶどう狩り
8月上旬～10月下旬 笛吹市
◎笛吹市観光物産連盟
☎055-261-2829

 山梨の
水辺を散策！！

山梨県観光果実園振興協議会ＨＰ
http://www.yamanashi-kankou.jp/fruits/

ぶどう狩り
桃狩り フルーツ狩りで

夏を満喫！！

日向山

フルーツフェスティバル
◎ももの日 7月18日㊏・19日㊐
◎もも・ぶどうの日 8月8日㊏・9日㊐
◎笛吹川フルーツ公園
◎フルーツパーク㈱☎0553-23-4101
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菅田天神社「禊祭り」
6月30日㊋ 甲州市
菅田天神社で行われる無病息災で今夏を乗り越えると伝えられる夏
超祭です。通称「禊祭り」とも言われる祭りで、随身門に設置された茅
の輪（ちのわ）を八の字に周り、身が清められ参拝すると、暑い夏を乗
り超えられることから毎年多くの拝観者が訪れます。
●菅田天神社●車：中央自動車道勝沼IC30分●電車：JR塩山駅
南口から西へ徒歩で約5分●甲州市観光協会☎0553-32-2111

第21回全国金魚すくい選手権大会甲府予選会
7月11日㊏ 甲府市
甲府市の姉妹都市である奈良県大和郡山市で開催される第21回
全国金魚すくい選手権大会の甲府予選会。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。
●甲府中央商店街周辺（予定）●電車：甲府駅より徒歩10分
●甲府市観光課☎055-237-5702

第29回道志村ホタル祭り
7月11日㊏ 道志村
道志村ミニ物産展、ホタルの鑑賞、ホタル籠づくり体験、ヤマメのつ
かみどり大会、花火大会などを行います。
●道志村観光農園●中央自動車道「都留IC」から20㎞車で30分
●道志村観光協会☎0554-52-1414

道志渓谷「夏祭り第一弾渓流まつり」
7月11日㊏・12日㊐ 道志村
道志川に棲む魚の展示・漁協PR活動・川魚の塩焼き（やまめ・あゆ・
イワナ・ニジマスなど）・稚鮎唐揚げ・魚のつかみどり・冷やし野菜の販
売を行います。
●道の駅どうし●中央自動車道「都留IC」から20㎞車で30分
●道の駅どうし☎0554-52-1811

ともおぺin山中湖
7月11日㊏～10月12日㊊㈷ 山中湖村
山中湖周辺に仕掛けられた困難なミッションに「ともだち」とともに立ち
向かい、真の友情を深め合う協力型宝探しゲーム。村役場、観光協会
等で配布されている宝の地図を手に入れれば、無料で参加できます。
●山中湖村内●富士急行富士山駅よりバス30分
●山中湖村観光課☎0555-62-9977

山中湖エコウォーク（きらら～みさき散策コース）
7月12日㊐ 山中湖村
交流プラザきららからみさきまでを山中湖畔沿いに歩き、みさきの湿地
とブナの原生林に生育する季節ごとの多様な植物を、ガイドが同行し
て説明しながらツアーを行います。
●交流プラザきらら集合●富士急行富士山駅よりバス40分
●NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111

わんぱく祭り 富士すばるランド
7月18日㊏～8月16日㊐ 富士河口湖町
人気のキャラクターショーやアルパカとふれあえるイベントを開催しま
す。日本初上陸のアトラクションも登場予定です。
●河口湖ICより約5分
●富士すばるランド☎0555-72-2239

祇園祭（ささら獅子舞）
7月18日㊏・19日㊐ 丹波山村
五穀豊穣を祈願して奉納される獅子舞。獅子3頭と4人の花笠、2人
の白刃が一組になり、笛や太鼓のお囃子とともに村中を練り歩く民
俗色豊かな祭りです。
●圏央道青梅ICから70分、中央道上野原ICから60分
●丹波山村観光協会☎0428-88-0411

こうふSAMURAI Wi-Fi × 戦国BASARA
スタンプラリー
（参加無料）
7月18日㊏～9月末予定  甲府市
スマートフォンなどを使ってゲーム「戦国BASARA」シリーズのキャラク
ターを集め、甲府を巡るスマートフォンユーザー向けスタンプラリーを開催!
条件をクリアするとKOFU×戦国 
BASARAオリジナルグッズをプレ
ゼント。参加無料ですので、ふ
るってご参加ください!
※甲府市は、「戦国BASARA」シ
リーズを手がける㈱カプコンと連
携し、公衆無線LAN「Wi-Fi」ス
ポットの設置推進や甲府開府
500年のPRを行っています。
●甲府市内
●甲府市観光課
☎055-237-5702

山中湖 花の都公園 夏の清風
7月18日㊏～8月30日㊐ 山中湖村
15万本のひまわりや100万本の百日草などが時期ごとに楽しめる。
また、とうもろこし摘み取り体験や百日草摘み取り体験等イベントも催
され、山中湖の夏を満喫できます。
●山中湖花の都公園●富士急行富士山駅よりバス30分
●山中湖花の都公園☎0555-62-5587

大トラねこ市
7月19日㊐ 早川町
早川町物産販売、朝採れ野菜販売、飲食物販売、クラフト工芸品販
売、服飾品販売、子供遊び場コーナー等があります。
●麓の直売所●9：00～13：00●早川町観光協会☎0556-48-8633

夏休み自由研究イベント第一弾 木工作り放題
7月20日㊊㈷・8月16日㊐ 道志村
一日木工作り放題と流しうどん体験、普段できないような大作を作っ
てみませんか？
●みなもと体験館/道志・久保分校●中央自動車道「都留IC」から
20㎞車で30分
●みなもと体験館/道志・久保分校☎0554-20-4688

笛吹川石和鵜飼
7月20日㊊㈷～8月19日㊌ 笛吹市
（上記期間内の水木土日曜日開催・7月20日と8月19日は曜日関係
なく開催）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」を実施して
います。（要予約・有料）
●笛吹市役所前笛吹川●20：00～20：50●JR中央本線石和温
泉駅→徒歩約20分・中央自動車道一宮御坂IC→約10分
●笛吹市役所観光商工課☎055-262-4111

2015ふじかわ夏まつりR52
7月25日㊏ 富士川町
国道52号線を通行止めにし、全長630mに渡る歩行者天国による
夏祭りです。会場には様 な々売店が並び、子どもから大人まで楽しめ
るイベントを用意しています。
●青柳町地内国道52号線●車：中部横断道増穂IC→5分
●電車：JR身延線鰍沢口駅→タクシー10分
●ふじかわ夏まつりR52実行委員会☎0556-22-0870

アニダン
7月25日㊏・26日㊐ 山中湖村
山中湖の豊かな自然を活かした交流拠点施設「きらら」を舞台にした
参加型イベント。ステージではアニソン×仮装×ダンスのコンテストを
行い、会場ではグルメ市を同時開催します。
●交流プラザきらら●富士急行富士山駅よりバス40分
●山中湖村観光課☎0555-62-9977

第１５回砂金掘り大会
第１２回東西中高交流砂金掘り大会
7月25日㊏・26日㊐ 身延町
毎年、全国から猛者たちが集う日本最大級の砂金採りの祭典。子ども
も大人も夢中になれること間違いナシ!! さらに学生達が繰り広げる砂
金掘りバトルも面白い! いずれも興味を持ったらまずお問い合わせを。
●甲斐黄金村・湯之奥金山博物館●中部横断自動車道増穂ICか
ら約30分●新東名新清水ICから約55分
●甲斐黄金村・湯之奥金山博物館☎0556-36-0015

道志渓谷「夏祭り第二弾もろこし祭り」
7月25日㊏・26日㊐ 道志村
特別価格での生もろこしの販売・焼き、ゆでもろこし・夏野菜とフルー
ツのドブ浸け・川魚の塩焼き・大抽選会（豪華賞品）を行います。
●道の駅どうし●中央自動車道「都留IC」から20㎞車で30分
●道の駅どうし☎0554-52-1811

ミュージアム都留・企画展
7月25日㊏～9月13日㊐ 都留市
戦後70周年を迎え、改めて戦争と、戦争の時代を振り返ります。都留
市に残る資料を含めた戦争に関連する資料や、当時の風俗を展示
で紹介します。●休館日：月曜日と祝日の翌日●中央自動車道都留
ICから車で約5分●富士急行線谷村町駅下車徒歩で約2分
●ミュージアム都留☎0554-45-8008

夏まつり丹波2015
7月26日㊐ 丹波山村
多摩川の源流で行われる「夏まつり丹波」。メインステージでは、大道
芸パフォーマーや、若手お笑い芸人ライブ等をが行われます。川原の
「アドベンチャーゾーン」では、カヌー教室、丸太渡りなど自然とふれあ
えるイベントです。
●圏央道青梅ICから70分、中央道上野原ICから60分
●実行委員会事務局☎0428-88-0611

アユのつかみどり大会
7月26日㊐ 韮崎市
定員150名（要事前申込み）で中学生以下のお子様（小学3年生以
下は保護者の同伴が必要）が参加いただけます。参加料金は無料で
1人4匹まで捕ることができます。
●釜無川河川公園内貯水池●韮崎市観光協会☎0551-22-1991

清里フィールドバレエ
7月30日㊍～8月11日㊋（8月3日㊊・6日㊍は休演日）北杜市
1990年からスタートし、日本で唯一連続公演されている野外バレエ
で、自然と融合した、劇場では見ることができない効果は、国内外から
高い評価を得ている。
●萌木の村●JR小海線清里駅下車徒歩約10分、中央道須玉IC
又は長坂ICより約20分●萌木の村☎0551-48-2907

八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ
8月1日㊏ 北杜市
八ヶ岳高原にふさわしい馬をメインとしたショーの他、竹馬競争、蹄鉄
投げ、引き馬などの各種イベントが行われ、締めくくりには迫力満点の
打ち上げ花火があります。
●山梨県馬術競技場●中央道小淵沢ICより約5分●八ヶ岳ホース
ショーinこぶちさわ実行委員会事務局☎0551-42-1491

南アルプス山麓サマーフェスティバル
8月1日㊏ 南アルプス市
桃やすももといった南アルプス市のフルーツ最盛期に開催される市
内最大級のイベントです。地元農産物の直売や、B級グルメの出店
などを予定しています。
●南アルプス市櫛形総合公園●南アルプスICから10分
●南アルプス市観光商工課☎055-282-6294

かがり火市民祭り
8月1日㊏ 大月市
大月市の夏の風物詩として、大月市民のみならず県内外にもファンが
多い「かがり火市民祭り」を今年も開催します。市民の総力を結集し、
一味も二味も違った祭りに乞うご期待です。
●かがり火市民祭り実行委員会（産業観光課 商工観光担当）☎0554-20-1829

山中湖よさこい祭り2015～富士に舞う～
8月1日㊏・2日㊐ 山中湖村
山中湖の豊かな自然を活かした交流拠点施設「きらら」からの富士山を
バックによさこいを披露するお祭り。グルメ市や縁日も同時開催します。
●交流プラザきらら●富士急行富士山駅よりバス40分
●山中湖村観光課☎0555-62-9977

こども金山探険隊
8月1日㊏・2日㊐ 身延町
当館で紹介している戦国期鉱山作業の歴史に基づく、夏休み恒例
の親子体験プログラム。金山遺跡見学、粉成・汰り分け作業など、自
分で見て触れる体験が盛りだくさん。自由研究もこれでバッチリ!
●甲斐黄金村・湯之奥金山博物館●中部横断自動車道増穂ICか
ら約30分●新東名新清水ICから約55分
●甲斐黄金村・湯之奥金山博物館☎0556-36-0015

第1回道の駅みとみバイク祭り
8月2日㊐ 山梨市
スタントショー・カスタムバイクコンテスト・B級グルメなど幅広く楽しめる
お祭りです。
●道の駅みとみ●モグラハウス☎055-262-7799

甲斐の国激坂決戦
戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山
8月8日㊏・9日㊐ 韮崎市
距離11.7㎞、標高差1,138m、平均勾配9.5%の山岳コースで、日
本屈指の上級者向けコースとして評価を得ており、全国各地から多く
の“猛者”が集結します。
●みだい体育センター及び旧あけぼの医療福祉センター跡地
●戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山実行委員会☎0551-22-1991

ヤマメまつり
8月上旬（予定） 身延町
ヤマメのつかみ取りや渓流釣りなど、一日を通して下部ならではの夏
の情緒が味わえます。家族そろって参加できる楽しいイベントです。
●下部温泉郷（リバーサイドパーク、湯之奥金山博物館駐車場）
●中部横断自動車道増穂ICから約45分●新東名新清水ICから約
55分●下部観光協会☎0556-20-3001

円野町かかし祭り
8月10日㊊～9月20日㊐ 韮崎市
世相を反映したユニークなかかしが「かかしの里」の田園地帯に展示
されます。
●円野町つぶらの会館東
●円野町かかし祭り実行委員会☎0551-27-2223

高原野菜狩り 富士緑の休暇村
8月中旬～ 鳴沢村
富士山北麓、標高約1,000mの高原に位置する鳴沢村は全国でも
有数の高原野菜の産地。トウモロコシ、キャベツ、ダイコンを自分自身
の手で収穫体験ができます。
●河口湖ICより約15分
●富士緑の休暇村☎0555-85-2236

三ツ峠ふるさと夏祭り
8月15日㊏ 西桂町
西桂町民総参加のイベントです。特産品の販売や手作りによる各種
露店、よさこい踊りや和太鼓の演奏など楽しい催し物が行われます。
●西桂中学校●中央自動車道都留IC約20分●富士急行線三つ
峠駅徒歩5分●西桂町役場産業振興課☎0555-25-2121

雨畑湖上祭
8月15日㊏ 早川町
南アルプス白鳳太鼓・酔茶晴組パフォーマンス、谷龍介（他1名）歌謡
ショー、来場者プレゼント抽選会や尺玉ド迫力花火大会を行います。
●ヴィラ雨畑広場●18：30～21：00
●教育委員会内・望月☎0556-45-2547

甲斐いちのみや大文字焼き
8月16日㊐ 笛吹市
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
炎で彩ります。大久保山の山麓に巨大な「大」の字が浮かびあがり、
漆黒の夜空に赤 と々映える風景は壮観です。
●笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化館前●JR中央本線石和
温泉駅→タクシー約20分●中央自動車道一宮御坂IC→約10分
●甲斐いちのみや大文字焼き実行委員会☎0553-47-1111

笛吹川源流まつり
8月16日㊐ 山梨市
●道の駅みとみ特設会場
●笛吹川源流まつり実行委員会☎0553-22-1111

山中湖エコウォーク（大平山ハイキングコース）
8月23日㊐ 山中湖村
花の種類が豊富な大平山を、ガイドが同行して植物観察などをしなが
らのハイキングです。
●交流プラザきらら集合●富士急行富士山駅よりバス40分
●NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111

吉田の火祭り・すすき祭り
8月26日㊌・27日㊍ 富士吉田市
富士山のお山じまいと麓に秋を告げる吉田の火祭り。26日の日没に
なると沿道約2㎞にわたって立てられた約70本のたいまつに点火さ
れ夜遅くまで賑わいを見せます。大神輿と御影と呼ばれる富士山を
象った神輿の巡行も見所です。
●北口本宮冨士浅間神社●富士急行線富士山駅から徒歩15分
●（一財）ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000

八朔祭宵祭り
8月31日㊊ 都留市
郡内三大祭のひとつである八朔祭の前夜祭。生出（おいで）神社の
氏子の四町が夜に屋台を曳行し、お囃子を披露します。
●中央自動車道都留ICから車で約5分●富士急行線谷村町駅下車
徒歩で約5分●ふるさと時代祭り実行委員会☎0554-43-1111㈹

八朔祭 第33回ふるさと時代祭り
9月1日㊋ 都留市
120名以上の市民が扮する大名行列が見どころです。露払いのお
神楽と大名行列、豪華な飾り幕をまとった4台の八朔祭の屋台が隊
列を成し、演技を行います。
●中央自動車道都留ICから車で約5分●富士急行線谷村町駅下車
徒歩で約5分●ふるさと時代祭り実行委員会☎0554-43-1111㈹

山中明神安産祭り
9月4日㊎～6日㊐ 山中湖村
古くから妊産婦等が集まるお祭りとして全国的に有名です。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。
●山中諏訪神社●富士急行富士山駅よりバス30分
●山中諏訪神社☎0555-62-3952

山中湖エコウォーク（ハリモミ純林散策コース）
9月6日㊐ 山中湖村
国の天然記念物であるハリモミ純林を歩き、溶岩流の上に生育した
ハリモミ林と季節ごとの多様な植物を、ガイドが同行して説明しながら
のツアーです。
●交流プラザきらら集合●富士急行富士山駅よりバス40分
●NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111

キャベツ祭り
9月8日㊋ 鳴沢村
柔らかく甘みのある鳴沢のキャベツの試食や、キャベツを何個まで持
つことが出来るのか競争するイベントを開催します。一番多く持つこと
が出来た方にはプレゼントをご用意します。
●道の駅なるさわ●中央自動車道「河口湖IC」から15分●富士急
行線河口湖駅からバス20分●鳴沢村観光協会☎0555-85-3900

冨士御室浅間神社秋の例大祭
9月9日㊌ 富士河口湖町
浦安の舞や神輿が練り歩き早秋の湖畔を彩ります。
●冨士御室浅間神社境内●西湖・青木が原周遊バスで冨士御室
浅間神社下車すぐ●冨士御室浅間神社☎0555-83-2399

山中湖エコウォーク（明神山ハイキングコース）
9月13日㊐ 山中湖村
きらら～パノラマ台～明神山～三国峠～きららをハイキングしながら、
ガイドが同行して植物観察をするツアーです。
●交流プラザきらら集合●富士急行富士山駅よりバス40分
●NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111

山中湖 花の都公園 秋の彩り
9月中旬～11月上旬 山中湖村
黄花コスモスとコスモス、後半には味わい深い紅葉を楽しむことができます。
●山中湖花の都公園●富士急行富士山駅よりバス30分
●山中湖花の都公園☎0555-62-5587

流鏑馬祭り
9月18日㊎・19日㊏ 富士吉田市
「流鏑馬神事」や馬の足跡で吉凶を占う「馬蹄占」など、地元の農耕
信仰に根付く全国的に珍しい催しが楽しめます。
●小室浅間神社●富士急行線下吉田駅から徒歩5分
●（一財）ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000

七面山大祭
9月18日㊎・19日㊏ 身延町
七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭です。
●七面山敬慎院●七面山登山口まで中部横断自動車道増穂ICか
ら約60分●新東名新清水ICから約80分
●七面山敬慎院☎0556-45-2551

化石クリーニング体験と鉱物探し
9月20日㊐ 道志村
本物の化石のクリーニング体験と道志川河原での黄鉄鉱探しを行います。
●みなもと体験館/道志・久保分校
●中央自動車道「都留IC」から20㎞車で30分
●みなもと体験館/道志・久保分校☎0554-20-4688

山中湖エコウォーク（きらら～みさき散策コース）
9月20日㊐ 山中湖村
交流プラザきららからみさきまでを山中湖畔沿いに歩き、みさきの湿地
とブナの原生林に生育する季節ごとの多様な植物を、ガイドが同行し
て説明しながらのツアーです
●交流プラザきらら集合●富士急行富士山駅よりバス40分
●NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111

道志渓谷「秋の豚祭り」
9月20日㊐～22日㊋㈷ 道志村
道志ポークの串焼き・道志ポーク豚汁・シュウマイ・焼き餃子・道志
ポークやきそば・当日限定商品・ホットドッグ・ソーセージ盛り合わせ・豚
丼・豚まんの販売を行います。
●道の駅どうし●中央自動車道「都留IC」から20㎞車で30分
●道の駅どうし☎0554-52-1811

大弐学問祭
9月23日㊌㈷ 甲斐市
江戸時代、民主主義の先駆けと言える思想を唱えた、甲斐市の郷土
の偉人「山県大弐」の遺徳を称えた祭りです。大弐学問通りにおけ
る神輿の練り歩きや山県大弐に扮した仮装行列などで賑わいます。
●山縣神社周辺●JR中央本線竜王駅から徒歩25分
●大弐学問祭実行委員会事務局（商工観光課）☎055-278-1708

トラねこ市
9月27日㊐ 早川町
飲食物販売、クラフト工芸品販売、服飾品販売、子供遊び場コー
ナー等。
●9：00～12：00●南アルプス活性化財団/麓の直売所
●早川町観光協会☎0556-48-8633

アウトドアスポーツ体験 ふじてんリゾート
11月3日㊋㈷まで 鳴沢村
冬の道具がそのまま使える「サマーゲレンデ」やプロMTBライダー監
修の「マウンテンバイク」などの体験ができます。
●河口湖ICより約20分
●ふじてんリゾート☎0555-85-2000

お風呂の日 富士眺望の湯ゆらり
毎月26日 鳴沢村
数あるお風呂の中でも富士山の眺望の良い「パノラマ風呂」が変わ
り風呂になります。
●河口湖ICより約15分
●富士眺望の湯ゆらり☎0555-85-3126

夏のイベントカレンダー 2015年7月～9月
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富士吉田市役所提供
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❶〔山中湖村〕山中湖ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様
❷〔市川三郷町〕オノオレカンバ印鑑（木製・12cm）・・・・・・・・・・・・・・2名様
❸〔西桂町〕バナジウム 元祖 富士山のうまい水（2ℓ6本入）・・・5名様
❹〔中央市〕トウモロコシの恵（焼酎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
❺〔韮崎市〕ヴァン穂坂（赤のスパークリングワイン）・・・・・・・・・・・・・・3名様
❻〔忍野村〕忍野村ポストカード12枚セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
❼〔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
❽〔鳴沢村〕キャベツワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3名様

※当ガイドブックに掲載されている情報は2015年6月10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。

【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： 〈夏プレゼント〉平成27年9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。
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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
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富士スバルラインマイカー規制
及び駐車場等のお知らせ
7月10日㊎17時～8月31日㊊17時
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。ご協力をお願いいたします。
※マイカー規制時の駐車場は山梨県立富士北麓駐車場の1箇所になっております。マイ
カー規制期間中は1,000円の駐車料金がかかります。
◎マイカー規制についてのお問合せ先
　山梨県道路公社 富士山有料道路管理事務所
　☎0555-72-1311
◎駐車場についてのお問合せ先
　山梨県観光部観光資源課
　☎055-223-1521　または
　山梨県立富士北麓駐車場内観光案内所
　☎0555-72-9900

富士山保全協力金を実施します
平成27年7月1日㊌～9月14日㊊ 24時間（吉田口6合目は6時～18時）
■目　　的／美しい富士山を後世に引き継ぐため、富士山の環境保全や登山者の安全

対策に活用します。
■金　　額／基本1,000円（子供や障害をもつ方は協力いただける範囲の金額）
■受付方法／現地受付（富士スバルライン5合目、吉田口6合目）
　　　　　　事前受付（インターネット、コンビニ払い）
■対 象 者／五合目から山頂を目指す登山者
■富士山保全協力金の使い途／
　　　　　 富士山五合目以上で、新規に行う事

業や、拡充する事業に使わせていた
だきます。例）トイレの新設・改修、救
護所の拡充、噴火災害対策、安全
誘導員の配置、情報提供 等

「山梨 山のグレーディング」を作成しました
■目　　的／登山者が「自分の力量に合った山選び」をすることで、山岳遭難事故の防

止に役立てるため、県内の代表的な登山ルートの難易度を評価した「山梨
　山のグレーディング」を作成しました。

■内　　容／山梨百名山の代表的な123の登山ルートを対象に、地形的な特徴に基
づいて、登山者に求められる体力度（1～10）と技術的難易度（A～E）を
評価しました。

■使用方法／50音順の一覧表から調べたい山を見つけ、体力度と技術的難易度を確
認してください。初心者の方は、マトリクス表の左下のルートから徐々に右
上のルートの方に経験を積み重ねていってください。

■入手方法／下記URLからダウンロードしてください。また、8月に発行予定の「山梨百名
山手帳」にも掲載します。

 http：//www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/shintyaku/grading.html
■登山計画／登山にあたっては、登山計画を作成しましょう！インターネットによる登山届

共有システム「コンパス」を利用すれば、簡単に作成と登録ができます。
 http：//www.mt-compass.com/yamanashi.php

山梨県立博物館 ☎055-261-2631
開館10周年記念特別展「大化石展～山梨に恐竜はいたか!?～」
7月18日㊏～8月31日㊊
今から、1千万年前は海の底、4万年前はナウマンゾウが歩き回る寒冷
な地。化石からは過去の自然環境や気候を調べることで、今とは全く違
う山梨の姿が明らかになります。では、山梨に恐竜はいたのでしょうか？
本展では、恐竜化石や県内の様々な化石を通じて山梨の大地の成り
立ちを探ります。◎一般1,000円、大学生500円◎休館日：スタンプラ
リー期間中は無休◎石和温泉駅バス約10分◎一宮御坂IC車約8分

山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881
夏季企画展
　「近代山梨の遺跡と遺物
　　　―養蚕・舟運・堤防・戦争―」
7月18日㊏～8月30日㊐
遺跡というと縄文時代や弥生時代、また江戸時代など古い時
代のものばかりを思い浮かべる人が多いのではないでしょう
か。けれど明治以降の近代の人々の営みや文化の痕跡など
もまちがいなく遺跡なのです。山梨県内には数多くの近代遺
跡が存在しますが、時代の流れの中でその多くが消え去ろうと
しています。今回の展示ではそんな近代遺跡を紹介すること
で、あらためて近代山梨の歴史を見直し、そして記憶とともに
未来へと伝え残す場とします。◎無料◎スタンプラリー期間
中は無休◎午後9時～午後5時（来館は午後4時30分まで）
◎中央自動車道甲府南IC1分（IC出口正面）◎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

山梨県立美術館 ☎055-228-3322
特別展
「印象派の故郷ノルマンディー展～近代風景画のはじまり～」
6月27日㊏～8月23日㊐
フランス北部ノルマンディーはフランスで
最も人気のある保養地の一つです。19
世紀初頭、ロマン主義の画家たちによっ
て古い町並みや遺跡が描かれるようにな
り、その後、美しい水辺の風景が広がる
この地は、身近な風景の表情を描く画家
たちが集う場となりました。本展では、近
代風景画の発展に寄与したノルマン
ディーの役割を、国内外の所蔵作品約
100点によりご紹介いたします。◎一般
1,000円、大学生500円◎休館日：７月
２７日㊊・８月３日㊊・２４日㊊◎中央自動
車道甲府昭和ICから約20分◎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

山梨県立文学館 ☎055-235-8080
特設展「芥川龍之介の夏休み」
7月11日㊏～8月23日㊐
芥川龍之介の日記や愛用品によって、これまで知られる
ことのなかった少年時代のエピソードをわかりやすく紹
介します。夏休みの子どもたちに、無口で近寄りがたい
イメージの作家･芥川を身近に感じてもらえる展覧会で
す。◎一般320円、大学生210円◎休館日：７月２７日
㊊・８月３日㊊・２４日㊊◎中央自動車道甲府昭和IC→
約20分◎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

山梨県立科学館 ☎055-254-8151 ◎休館日：月曜日と祝日の翌日（但し７月１６日㊍～８月３０日㊐は連続開館）
夏期特別企画展「深海モンスターウォッチ～この夏、科学館が深海になる！～」
7月18日㊏～8月23日㊐9：30～18：00（入館・入場は17:30まで）
深海の謎を解き明かす最新の科学技術や、不思議な姿や形をした深海生物（モンスター）が大集結します。
タッチプールで生きた深海生物を実際に触る体験もできます。

ドームシネマ「世界初撮影！深海の巨大モンスター ダイオウイカ」
7月18日㊏～12月4日㊎ 毎日（14：45～15：30）
世界で初めて撮影されたダイオウイカと、その姿を追う研究者のお話です。※星空解説はありません。
7月18日㊏～8月30日㊐に観覧してくれた方にはおいしいプレゼントあり！

富士山河口湖山開きまつり花火大会
7月4日㊏ 富士河口湖町
富士山のお山開きを記念して行われる花火大会です。◎河口
湖畔船津浜沖畳岩、河口湖畔大池公園湖岸◎富士急行線
河口湖駅より徒歩約15分◎河口湖観光協会☎0555-72-
2460

石和温泉連夜花火
7月20日㊊㈷～8月20日㊍ 笛吹市
期間中毎晩20時50分～21時までの10分間、花火で石和温
泉郷を訪れた方 を々盛大に歓迎します。◎笛吹市役所前笛吹
川河川敷◎JR中央本線石和温泉駅→徒歩約20分・中央自
動車道一宮御坂IC→約10分◎石和温泉旅館協同組合☎
055-262-3626

笛吹川県下納涼花火大会
7月25日㊏ 山梨市
◎笛吹川万力大橋下流
◎山梨市花火大会実行委員会☎0553-22-0806

報湖祭 花火大会
8月1日㊏ 山中湖村
文豪、徳富蘇峰によって報湖祭と命名され、殉職した霊を慰め
たり、災難がないように湖の恵みに感謝と祈りを捧げるお祭りで
す。夜には、盛大な花火大会も行われます。◎山中湖畔周辺◎
富士急行富士山駅よりバス30分
◎山中湖観光協会☎0555-62-3100

西湖竜宮祭
8月2日㊐ 富士河口湖町
水の神を祭る竜宮神社の祭典。灯籠流しや花火大会が行われ
ます。◎西湖湖畔前浜沖◎河口湖駅からは、西湖・青木が原周
遊バスで西湖前浜または西湖東口下車※花火の時間は公共
交通機関が運行しておりません
◎西湖観光協会☎0555-82-3131

本栖湖神湖祭
8月3日㊊ 富士河口湖町
本栖湖の夏のメインイベント。花火大会や情緒たっぷりの夏祭
りが楽しめます。◎本栖湖湖畔町営駐車場◎富士急行路線バ
ス本栖湖・新富士行きで約50分。本栖湖入口下車、徒歩5分
※花火の時間は公共交通機関が運行しておりません
◎本栖湖観光協会☎0555-87-2518

精進湖涼湖祭＆精進湖の音楽祭
8月4日㊋ 富士河口湖町
花火大会はもちろん、子供が楽しめるプログラムや「森と湖の音
楽祭」など家族みんながのんびりと過ごせるプログラムが満載で
す。◎精進湖湖畔◎会場へは、富士急行路線バスに乗り本栖
湖・新富士行きで約40分。精進湖入口で下車。※花火の時間
は公共交通機関が運行しておりません
◎精進湖観光協会☎0555-87-2651（ふじみ荘）

河口湖湖上祭
8月4日㊋・5日㊌ 富士河口湖町
8月4日が前夜祭、大花火大会は5日です。◎富士河口湖町船
津・平浜駐車場◎河口湖駅より徒歩約15分※5日は交通規
制、駐車場規制あり◎河口湖観光協会☎0555-72-2460

町制施行10周年記念「神明の花火大会」
8月7日㊎ 市川三郷町
二尺玉や競技花火、メッセージ花火等、ストーリー性のあるプロ
グラム構成が特徴です。プログラムの中でもテーマファイヤーは
毎年花火師が趣向を凝らし、音楽と花火のハーモニーで観覧客
に感動を与えます。◎市川三郷町三郡橋下流笛吹川河畔◎
JR身延線市川大門駅下車徒歩約10分、①中央自動車道甲
府南ICより国道140号経由約20分②中部横断自動車道増
穂ICより富士川大橋経由約5分
◎市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会☎055-272-1101

忍野八海祭り
8月8日㊏ 忍野村
忍野村の平和と繁栄を祈念して、忍野八海の守護神「八大竜王」
を祀る夏祭りが村をあげて開催されます。朝市やキャラクターショー
のほか、さかど太鼓の披露や盆踊りなどが催されます。高座山では、
村民の幸せを祈念して火を放つ「八文字焼き」が行われます。レー
ザーショーやミュージカル花火が祭りのクライマックスを飾ります。
◎忍野中学校他◎忍野八海祭り実行委員会☎0555-84-4222

丹波渓谷花火大会
8月15日㊏ 丹波山村
丹波川沿いから打ち上げられる花火大会です。会場が山々に囲
まれているため迫力の花火の音を体感できます。◎圏央道青梅
ICから70分、中央道上野原ICから60分
◎実行委員会事務局☎0428-88-0611

南部の火祭り
8月15日㊏ 南部町
投げ松明、大松明、百八たい、灯篭流し、花火大会◎南部町南
部：富士川河川敷南部橋上下流
◎南部町火祭り実行委員会☎0556-64-3111

下山愛宕祭典煙火大会
8月16日㊐ 身延町
江戸時代から続く地元民による煙火大会として古い歴史のある
ものです。戦後の動乱期においても、県内で唯一実施されていた
伝統があります。◎下山新町地内◎中部横断自動車道増穂IC
から約30分、新東名新清水ICから約50分
◎身延町役場観光課☎0556-62-1116

夏の武田の里まつり
「武田陣没将士供養会・花火大会」
8月16日㊐ 韮崎市
武田家ゆかりの地で採火された提灯行列による大松明への点
火のあと、大型スターマインを軸とした花火大会が始まります。今
年は、花火大会開催50回を記念した特別プログラムで、約
6,600発が夜空に舞い上がります。◎釜無川河川公園◎武田
の里まつり実行委員会☎0551-22-1991

第51回石和温泉花火大会
8月21日㊎ 笛吹市
県下最大級の花火大会。打ち上げ場所と観覧席が近く、観客
の真上に打ち上げられるため、花火の傘の中に入ったような感
覚が味わえます。有料観覧席も用意しています。◎笛吹市役所
前笛吹川河川敷◎19：30打上開始◎JR中央本線石和温泉
駅→徒歩約20分・中央自動車道一宮御坂IC→約10分
◎笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

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。

夏の山梨の夜を彩る

納涼花火！！
富士山山開き花火大会 西湖竜宮祭 精進湖涼湖祭 忍野八海祭り

笛吹川
県下納涼花火大会

神明の花火大会

本栖湖神湖祭
丹波渓谷花火大会

ウジェーヌ・ブーダン
ル・アーヴル、ウール停泊地
1885年/油彩、カンヴァス/エヴルー美術博物館
ⒸJ.P.Godais - Musée d’Évreux

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9月30日必着

宝宝

❶❶

❹❹

❻❻

❼❼

❽❽

❺❺

❷❷
❸❸

めぐりプレゼント宝宝

アロサウルス・フラギリス
（福井県立恐竜博物館蔵）

兄川ナウマンゾウ化石
（県指定天然記念物：山梨市蔵）

くぼみをもつガラス製目薬瓶
〈富士川町鰍沢河岸跡出土〉

芥川龍之介の水泳帽子

E-46集束焼夷弾の弾頭
〈甲府市塩部遺跡出土〉



お問合せ 詳しくはこちら...

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

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

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

http://www.minami-alpskankou.jp

〒400-150 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


