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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！

富士河口湖町 河口湖

やまなし
観光＆イベントガイド

Yamanashi Event Guide

秋
9.1～11.30

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

秋の山梨も
とっても素敵！

富士の国やまなし
観光ナビゲーター
ハローキティ
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小高い丘の上で
甲府盆地を眺めながら
ご家族、お仲間で
お楽しみ下さい。

中澤孝次プロ設計

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

グループ

検 索

お問合せ 詳しくはこちら...

薬石の湯 瑰泉
山梨県笛吹市石和町四日市場1679　TEL055-262-1830
24時間営業／年中無休

石和温泉（アルカリ性単純泉）と
薬石が作り出す良質の温泉をお楽しみ下さい。

宝石露天風呂

薬石ドーム

岩盤浴

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:30

桔梗信玄餅誕生の地に
桔梗屋甲府本館オープン

山梨県立リニア見学センター

時速500kmの世界を体感！！

山梨県都留市小形山2381　TEL:0554-45-8121
リニア走行試験が行われない日があります。 
試験の日程や展示の詳細はリニア見学センターHPでご確認下さい。

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
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フルーツ王国山梨の秋は、ぶどう・ワイン作りに適した土地柄。 山梨ワインはすっきりと さわやかで上品な口当たりを楽しめます。是非お召し上がりください。

笛吹市
ヌーボーde乾杯カウントダウン2016

【場　所 】石和源泉足湯ひろば 他
【問合せ 】石和温泉観光協会☎055-262-3645
石和温泉の旅館・ホテル（一部）のロビーを開放し笛吹市内
のワイナリーのワインの試飲・販売を行います。
また午前０時には、新酒ワイン「やまなしヌーボー」で乾杯し
ましょう！
《電車》JR石和温泉駅から徒歩10分程度
《車》中央自動車道 一宮御坂IC→15分

11月2日水・3日木（祝）

甲州市
第63回甲州市かつぬまぶどうまつり

【場　所 】甲州市勝沼中央公園広場
【問合せ 】甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会
　　　　☎0553-32-1000
ぶどうの大収穫祭。甲州ワインの無料サービスやワイナリー
ブース巡りは大行列！！
《電車》JR中央線勝沼ぶどう郷駅・塩山駅・東雲小学校→シャト
ルバス運行（1回300円）
《車》中央道勝沼ＩＣ→10分（無料駐車場600台分）

10月1日土

南アルプス市
南アルプス市のぶどう狩り

【場　所 】南アルプス市
【問合せ 】南アルプス市観光協会
　　　　☎055-284-4204
南アルプス山麓でたわわに実った
美味しいぶどうをご賞味あれ。
《車》中部横断自動車道白根IC→
3分

9月1日木～10月上旬

南アルプス市
完熟フルーツこだわり探訪

【場　所 】南アルプス市(集合：ハッピーパーク）
【問合せ 】南アルプス市観光協会※要予約
　　　　☎055-284-4204
フルーツの本当の美味しさを体験できるツアー。オリジナル
ジャム作りにチャレンジ!!
《車》中部横断自動車道白根IC→10分

9月1日木～30日金

ワイン酒造組合

山梨ヌーボーまつり 2016
【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
《電車》JR中央線甲府駅→バス30分
《車》中央道甲府南IC→10分

11月12日土・13日日

年間日照時間が長く降雨の少ない山梨の秋はとりわけ美しく、周囲はぐるりと紅葉に囲まれます。
鮮やかに色づいた木々、山々をお楽しみ下さい。

笛 吹
エリア

【北杜市】東沢大橋

八ヶ岳
エリア【北杜市】三分一湧水

【山梨市】西沢渓谷七ツ釜五段の滝 【甲府市】昇仙峡 【富士吉田市】ふじさんミュージアムエリア

【山中湖村】旭日丘湖

笛吹市
ぶどうＥＸＰＯ2016

【場　所 】笛吹市内及び東京都立川市ほか
【問合せ 】ぶどうＥＸＰＯ実行委員会
　　　　笛吹市商工会☎055-263-7811
日本一のぶどうの郷で美味しく楽しく！ぶどうのアトラクション
やイベントいっぱい！
《電車》JR石和温泉駅下車すぐ
《車》中央道一宮御坂IC→15分

8月27日土～11月30日水

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。

やまなしワインタクシー

富士河口湖町
第18回富士河口湖紅葉祭り

【場　所 】河口湖北岸もみじ回廊及びもみじ街道
【問合せ 】富士河口湖紅葉まつり運営協議会☎0555-72-3168
「もみじ回廊」、「もみじ街道」を中
心に、本栖湖から河口湖までの紅
葉を楽しめる
《電車》富士急行河口湖駅→周遊
バス25分

11月1日火～23日水（祝）

甲斐市
信玄堤ケヤキライトアップ

【場　所 】信玄堤公園
【問合せ 】甲斐市商工会☎055-276-2385
大ケヤキやカエデの紅葉を期間
限定でライトアップ！
《電車》JR中央線竜王駅→徒歩
20分
《車》中央道双葉スマートIC→10
分

11月中旬～下旬

富士川町
大柳川やすらぎの里もみじ祭り

【場　所 】大柳川やすらぎ水辺公園
【問合せ 】大柳川やすらぎの里もみじ祭り実行委員会☎0556‐22‐7202
紅葉の渓谷を歩くウォークラリーや
マス釣り大会また、農産物の直売
などが行われます。
《電車》JR身延線鰍沢口→タク
シーで15分

11月20日日

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 】南アルプス市観光商工課☎055-282-6294
櫛形山の中腹に位置する伊奈ヶ
湖で音楽を聴きながら紅葉をゆっ
くり楽しみませんか。
《電車》ＪＲ甲府駅→山梨交通バ
ス・十五所または西野経由鰍沢営
業所行き約40分→「小笠原橋」下
車後タクシーで約20分《車》中部
横断道南アルプスＩＣ→20分

11月5日土

富士吉田市
もみじ祭り

【場　所 】ふじさんミュージアムエリア
【問合せ 】ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
いろはもみじが彩りをみせると、雪化粧した富士山とのコン
トラストが人々を魅了します。
《電車》富士急行線富士山駅→バス20分
《車》中央道河口湖IC→15分

10月22日土～11月6日日

山中湖村
2016夕焼けの渚・紅葉祭り

関連イベント

【場　所 】旭日丘湖畔緑地公園
【問合せ 】（一社）山中湖観光協会☎0555-62-3100
600ｍの紅葉回廊をライトアップ！富士山と見られる展望台
や飲食ブースもあります。
《電車》富士急行線富士山駅→バス約30分「旭日丘」→徒
歩約5分
《車》東富士五湖道路山中湖ＩＣ→約5分

10月21日金～11月6日日

【南アルプス市】広河原

南アルプス
エリア

甲 府
エリア

富士山
エリア

いい旅やまなしナビ 検索

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）

※当日予約は、空きがある場合に限り受付いたします。

詳しい
お問い合わせ先

富士急山梨バス（株）甲府営業所
TEL.０５５-２３２-３６６６

勝沼周遊バス
９月17日からの土曜日、日曜日、祝日に
勝沼ぶどう郷駅を発着として、勝沼エリアの
ワイナリーなどを巡るバスが運行されます。
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9月～11月2016年

秋の
イベントカレンダー

甲府市
全国発酵食品サミットinやまなし

【場　所 】甲府駅北口よっちゃばれ広場（メイン会場）ほか
【問合せ 】全国発酵食品サミットinやまなし実行委員会☎055-223-1600
“発酵すること山梨の如し”酵物産展など発酵文化の多彩な
イベントを開催します！
《電車》JR甲府駅北口降りてすぐ
《車》中央道甲府昭和IC→15分

11月12日土・１3日日

韮崎市
武田の里にらさき ふるさとまつり

【場　所 】韮崎市（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
韮崎市民総参加型イベント。マスコットキャラクターのニーラ
の仮装パレードも開催。
《電車》JR韮崎駅→徒歩1分
《車》中央道韮崎IC→5分

10月9日日

2016年  10月2016年  10月

中央市
中央市ふるさとまつり’16

【場　所 】中央市玉穂ふるさとふれあい広場
【問合せ 】中央市ふるさとまつり実行委員会（中央市商工観光課）
　　　　☎055-274-8582
中央市の新しいまつりの第１回。出店やステージなど子ども
からお年寄りまで楽しめるイベントです。
《電車》JR身延線東花輪駅→シャトルバス約10分
《車》中央道甲府南IC→約15分

11月3日木（祝）

2016年  11月2016年  11月

道志村
道志渓谷いのしか祭り

【場　所 】道の駅どうし
【問合せ 】道の駅どうし☎0554-52-1811
いのしし汁、しか肉のグリル
など普段食べられない食材
がいっぱい味わえます！！
《車》東富士五湖道路山
中湖ＩＣ→約35分

11月20日日

富士観光開発
お風呂の日～りんごの湯～

【場　所 】富士眺望の湯ゆらり（南都留郡鳴沢村8532-5）
【問合せ 】富士眺望の湯ゆらり☎0555-85-3126
毎月2 6日は「お風呂の
日」。富士山の眺望が抜群
のパノラマ風呂が変わり湯
に。
《電車》富士急行線河口
湖駅→路線バス約20分
《車》中央道河口湖IC→
15分

10月26日水大月市
第6回軽トラ市

【場　所 】国道２０号　大月駅前～大月市役所前
【問合せ 】軽トラ市実行委員会☎0554-20-1829
国道２０号にて軽トラック
の荷台等で地域の逸品や
農産物を販売する市場イ
ベントです。
《電車》JR大月駅→徒歩1分
《車》中央道大月ＩＣ→5分

10月15日土

甲府市
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☎055-287-2111
昇仙峡はもちろん県内の
ほうとう自慢の店が集結。
渓谷の紅葉と郷土食ほう
とうを満喫！
《電車》JR甲府駅→車30
分
《車》中央道甲府昭和IC
→90分

10月1日土・2日日

北杜市
台ヶ原宿市

【場　所 】台ヶ原宿
【問合せ 】甲州台ヶ原蔵楽部（七賢内）☎0551-35-2236
甲州街道の宿場町として
栄えた甲州台ヶ原宿に全
国から骨董やクラフト作品
が集結。
《車》中央道長坂ＩＣ→15分

10月21日金・22日土・23日日
富士河口湖町
富士ヶ嶺ファームフェスタ

【場　所 】富士ヶ嶺交差点広場
【問合せ 】富士ヶ嶺ファームフェスタ実行委員会
　　　　☎0555-72-1115
富士の裾野に広がる草原
を会場に、新鮮で安全な畜
産物や秋の味覚を味わうイ
ベント
《車》中央道河口湖IC→
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14日金～16日日

身延町
あけぼの大豆・枝豆収穫体験

【場　所 】町内８か所
【問合せ 】身延町役場産業課☎0556-42-4805
　　　　身延町商工会☎0556-62-1103
「幻の大豆」とも言われ、大
粒で旨みの強いあけぼの
大豆の枝豆を摘み取れま
す。
《電車・車》それぞれの会場
へのアクセスは、身延町役
場産業課、もしくは、身延町
商工会までお問い合わせく
ださい。

10月中の土・日

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 】甲州富士川まつり実行委員会☎0556‐22‐7202
郷土料理のみみやつきたて
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
駅もしくは鰍沢口下車→タ
クシー15分
《車》中部横断道増穂IC
→5分

11月１3日日

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

【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
い、様々な方が楽しく交流
できます。
《電車》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6日日甲府市
甲府大好きまつり

【場　所 】小瀬スポーツ公園
【問合せ 】甲府大好きまつり実行委員会☎055-237-5702
大好き音頭、ビート to ビー
トのパレードのほか、家族
連れが楽しめる企画がてん
こ盛り！楽しさ満載！笑顔満
載！
《電車》JR甲府駅→バス約
30分
《車》中央道甲府南IC→
10分

10月29日土鳴沢村
鳴沢村農業祭り

【場　所 】第1会場：鳴沢村集出荷所 第2会場：道の駅なるさわ
【問合せ 】道の駅なるさわ物産館☎0555-85-3366
鳴沢村特産の高原野菜の
袋詰め放題や収穫体験が
できるイベントです！
《電車》富士急行線河口湖
駅→富士宮方面行きバス
20分
《車》中央道河口湖IC→
15分

10月15日土・１6日日

北杜市
ポール・ラッシュ祭り ～八ヶ岳カンティフェア～2016

【場　所 】キープ協会清泉寮前広場
【問合せ 】ポール・ラッシュ祭り～八ヶ岳カンティフェア～2016実行委員会事務局
　　　　☎0551-48-2626
八ヶ岳南麓の収穫感謝祭。
大草原の上で、八ヶ岳の秋
の魅力を楽しみください。
《電車》ＪＲ小海線清里駅
→シャトルバス5分「清泉
寮」下車
《車》中央道長坂ＩＣ→20分

10月15日土・１6日日

昭和町
第28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
昭和町の一大イベント。ふ
れあい祭りで、食欲・芸術・
スポーツの秋を満喫して下
さい。
《電車》JR身延線常永駅・
国母駅→徒歩約20分
《車》中央道甲府昭和IC→
約10分

10月9日日

富士観光開発
秋まつり

【場　所 】富士すばるランド（南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1）
【問合せ 】富士すばるランド☎0555-72-2239
「モバイルクライミング
ウォール」など期間限定の
イベント盛りだくさん！アトラ
クションが乗り放題のパス
も販売。
《電車》富士急行線河口湖
駅→無料送迎バス約10分
《車》中央道河口湖IC→5
分

9月17日土～19日月（祝）

甲府市
甲府市農林業まつり

【場　所 】小瀬スポーツ公園
【問合せ 】甲府市農林業まつり実行委員会
　　　　☎055-298-4833
農林業と市民とのふれあい
や地産地消をテーマに農
産物等の販売や野菜つり
等のイベントを実施。
《電車》JR甲府駅→バス
で30分
《車》中央道甲府南IC→
10分

10月29日土

身延町
西嶋和紙まつり

【場　所 】なかとみ和紙の里
【問合せ 】身延町商工会☎055-298-4833
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
→5分

10月16日日

甲府市
第８2回甲府えびす講祭り

【場　所 】中央商店街
【問合せ 】甲府商店街連盟☎055-233-2241
商店街の企画イベントなどが開催されるほか、神輿・山車行
列などが繰り出します。
《電車》JR甲府駅→徒歩15分
《車》中央道甲府昭和IC→15分

11月23日水（祝）

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
富士山に一番近い花畑
で、前半はコスモス1,000
万本を、後半は紅葉を楽し
めます。
《電車》富士急行線富士山
駅→周遊バスふじっ湖号約
30分「花の都公園」下車
《車》東富士五湖道路山中
湖IC→約5分

9月10日土～11月6日日

北杜市
須玉甲斐源氏祭り

【場　所 】須玉ふれあい館広場
【問合せ 】須玉甲斐源氏祭り実行委員会事務局
　　　　☎0551-42-1113
武田の始祖、新羅三郎義
光のゆかりの地、須玉町
で行なわれる甲斐源氏祭
りは、甲斐源氏太鼓やち
びっ子相撲などイベント盛
りだくさん。
《車》中央道須玉ＩＣ→10分

10月2日日

北杜市
浅尾ダイコン祭り

【場　所 】ハイジの村クララ館周辺農地
【問合せ 】北杜市浅尾ダイコンまつり実行委員会事務局
　　　　☎0551-42-1421
人気のダイコン抜き体験な
ど、火山灰土で育った甘く
柔らかい「浅尾ダイコン」
の魅力を味わえます。
《電車》JR韮崎駅→「茅ヶ
岳・みずがき田園バス」み
すがき山荘行き25分。「ハ
イジの村クララ館」下車
《車》中央道韮崎ＩＣ→15分

11月3日木（祝）

甲府市
第３１回 県民の日記念行事小瀬会場

【場　所 】小瀬スポーツ公園（甲府市小瀬町）
【問合せ 】県民の日記念行事実行委員会☎055-223-1350
県産ワインや特産品販売、飲食・展示・体験等、多数のブー
スが並ぶ県内最大イベント。
《電車》JR甲府駅→バス20分
甲府駅からの臨時バスを増発予定
《車》中央道甲府南IC→10分

11月12日土・13日日

富士吉田市
第30回 県民の日記念行事富士吉田会場

【場　所 】富士山アリーナ（富士吉田市新屋）
【問合せ 】県民の日富士吉田会場実行委員会
　　　　☎055-223-1350
富士・東部地域の特産品の販売、観光ＰＲ、音楽・芸能活
動やパフォーマンスの発表。
《電車》富士急行富士山駅から周遊バス・ふじっ湖号で10分
《車》中央道河口湖I.C→10分

10月8日土

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☎055-223-8876
山梨県内で生産される農畜水産物、林産物、地場産業製
品等が一同に集まります。
《電車》JR甲府駅→バス20分
《車》中央道甲府南IC→10分

10月15日土・16日日

鳴沢村
秋の収穫祭

【場　所 】道の駅なるさわ
【問合せ 】鳴沢村観光協会☎0555-85-3900
秋の実りに感謝を込めて、
『鳴沢秋の収穫祭』を開催！
鳴沢村の特産品の鳴沢菜
等を販売。
《電車》富士急行線河口
湖駅→富士宮方面行きバ
ス20分
《車》中央道河口湖IC→
15分

11月5日土・6日日

2016年  9月2016年  9月

富士観光開発
夏でもスキー・スノボ！

【場　所 】ふじてんリゾート（南都留郡鳴沢村字富士山8545-1
【問合せ 】ふじてんリゾート☎0555-85-2000
冬の道具がそのまま使える
サマーゲレンデで夏も本格
スキー・スノボ！
《電車》河口湖駅→タク
シー約20分
《車》中央道河口湖IC→
20分

10月30日日まで

2016年  7月～10月2016年  7月～10月

山中湖村
ともおぺ in 山中湖 第6弾

【場　所 】山中湖周辺
【問合せ 】平日：山中湖村観光課☎0555-62-9977
　　　　土・日・祝：（一社）山中湖観光協会☎0555-62-3100
謎めいた地図を手掛かりに
宝物を見つけるリアル宝探
しゲーム！2人以上で参加し
よう！
《電車》富士急行線富士
山駅→バス約25分
《車》東富士五湖道路山
中湖ＩＣ→約5分

7月9日土～10月10日月（祝）

小菅村
第19回大地の恵みまつり

【場　所 】道の駅こすげ
【問合せ 】道の駅こすげ☎0428-87-0765
物産展を開き、小菅村産の
農産物の販売や、特産品
の販売や実食等が楽しめ
ます。
《電車》ＪＲ大月駅→富士急
山梨バス小菅の湯

10月30日日

都留市
つる産業まつり2016・お茶壺道中行列

【場　所 】谷村第一小学校校庭およびその周辺
【問合せ 】都留市観光協会☎0554-43-1111
［つる産業まつり］都留の新
鮮野菜の直売や、名産品の
販売、展示など、様々なブース
が出現！ ［お茶壺道中行列］
徳川将軍家御用達の茶を運
ぶ「茶壺道中」を再現！富士の
霊気茶「瑞鶴」も販売します！
《電車》富士急行線谷村町駅
→徒歩５分
《車》中央道都留ＩＣ→５分

10月30日日
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東京都

ACCESS & YAMANASHI MAP 車でのアクセス

電車でのアクセス

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

秩父市 甲府市
国道140号線 国道140号線～県道6号線

約1時間 約1時間
雁坂トンネル

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

❶〔山中湖村〕
山中湖ワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様
❷〔身延町〕
下部温泉鉱泉ミネラルウォーター《神水》500ml 1ケース（24本入り）・・10名様
❸〔中央市〕
中央市ブランド米「富穂」（２kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
❹〔市川三郷町〕
オノオレカンバ印鑑（木製・12mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名様
❺〔忍野村〕
忍野村ポストカード（12枚セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❻〔鳴沢村〕
ふじさん紅葉ソーセージ 普通＆ピリ辛（各1個）・・・・・・・・・・・3名様
❼〔昭和町〕
富有柿（4kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❽〔甲斐市〕
やはたいも（2kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❾〔南部町〕
なんぶの湯回数券１１回分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様

■アンケート
山梨のどんなところに魅力を感じますか？
■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28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。

❹❹

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28年11月30日㊌必着めぐりプレゼント宝宝

芸術・文化・科学に触れる

山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881
《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》中央道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：毎週月曜日（10月10日は開館）

9月28日㈬～11月23日㈬㈷
第３４回特別展「よみがえる武士の魂
　　　　　　―鎌倉・平泉と甲斐源氏の武家文化―」
山梨古来の武士集団・甲斐源氏の活動を辿り、甲斐国に育
まれた武士の魂に迫ります。

《電車》JR中央本線甲府駅北口⇒山梨交通２番バスのりば科学館
行き路線バス（土･日･祝日のみ）
《車》中央道甲府昭和IC⇒車約30分。
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

日本の文化・芸術の発展に貢献した山梨県出身の９名の人物
を紹介します。◎入館無料

山梨県立博物館 ☎055-261-2631
《電車》JR中央本線石和温泉駅⇒バス約10分
《車》中央道一宮・御坂IC⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

10月8日㈯～11月28日㈪【企画展示室】
企画展 葡萄と葡萄酒
知ればもっとおいしくなる！？ブドウとワインの歴史と文化

7月16日㈯～11月６日㈰【スペースシアター】
【ドームシネマ】恐竜トリケラトプス
　　　　　　　　　　　～進化の謎を追え!～
主人公サムがタイムトラベルを通じて出会う、｢トリケラトプス｣
の進化を探る冒険物語です。
土･日・祝日/11:45～12:30上映　 毎日/14:45～15:30上映

山梨県立美術館 ☎055-228-3322
《電車・バス》JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通御勅使・竜王駅経由敷島営
業所・大草経由韮崎駅・貢川団地各行きのバス約15分「山梨県立美術館」下車
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

9月3日㈯～10月10日㈪㈷
国立美術館巡回展　煌めく名作たち

き ら

国内有数のコレクションをもつ京都国立近代美
術館の絵画と工芸の名品が一堂に！

10月22日㈯～12月11日㈰
フランスの風景　樹をめぐる物語
～コローからモネ、マティスまで～

コローからモネ、マティスま
で、「樹木」をモチーフにし
た絵画約105点を展示。

山梨近代人物館 ☎055-231-0988

《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒徒歩約5分
《車》中央道甲府昭和IC⇒車約15分。駐車場は山梨県庁防災新
館地下駐車場をご利用ください。
休館日：毎月第2・第4火曜日・12月29日～1月3日

10月1日㈯～３月27日㈪ 
開館時間/9：00～17：00（入館は16:30まで）
第四回展示「日本の文化を興した山梨の人々」

山梨県立科学館 ☎055-254-8151

❺❺

週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

北杜夫

上村松園《花のにぎわい》明治40年代
京都国立近代美術館蔵

大日本物産図会 甲斐国葡萄培養図 明治時代

クロード・モネ
《ヴェトゥイユの河岸からの眺め、
　ラヴァクール（夕暮れの効果）》
1880年頃 油彩・キャンヴァス 個人蔵 
Musée Camille Pissarro, Pontoise

山梨県立文学館 ☎055-235-8080

《電車・バス》JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通御勅使・竜王駅経由敷島営
業所・大草経由韮崎駅・貢川団地各行きのバス約15分「山梨県立美術館」下車
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

9月17日㈯～11月23日㈬㈷
北杜夫展　
ユーモアがあるのは人間だけです
「楡家の人びと」や「どくとるマンボ
ウ」シリーズの著者北杜夫の生涯と
作品を紹介。

休館日については変更になる場合があります。

甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁舎別館2F

甲府湯村温泉 湯村ホテルB&B………
柳屋…………………………………
杖温泉 弘法湯……………………
甲府富士屋ホテル…………………
常磐ホテル…………………………
甲府市上九の湯ふれあいセンター………
ホテル神の湯温泉……………………
華やぎの章 慶山………………
華やぎの章 甲斐路…………
ホテル君佳……………………
みさかの湯……………………
ももの里温泉…………………
みとみ笛吹の湯…………………
花かげの湯……………………
鼓川温泉………………………
シルクふれんどりぃ………………
みはらしの丘 みたまの湯…………
六郷の里 つむぎの湯…………

桃の木温泉 山和荘……………
樹園……………………………
遊・湯ふれあい公園 後楽園スポーツクラブ
芭蕉 月待ちの湯………………………
小菅の湯…………………………
丹波山温泉 のめこい湯…………
ふじやま温泉…………………
山中湖温泉 紅富士の湯………
富士眺望の湯ゆらり…………
かじかの湯……………………
富士川町 まほらの湯…………
奈良田の里温泉……………
光源の里温泉 ヘルシー美里…
西山温泉郷 湯島の湯……………
ヴィラ雨畑………………………
なんぶの湯……………………
泉温泉健康センター……………

名湯めぐり対象施設

韮崎市
秋の武田の里祭り「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
豊作と収穫を感謝する行事。神楽の奉納、神輿、抜刀術演
武などが行われます。
《電車》JR中央線韮崎駅→タクシー10分
《車》中央道韮崎IC→15分

10月10日月（祝）

上野原市
牛倉神社祭典・入谷神社祭典

【場　所 】牛倉神社（牛倉神社祭典）・上野原市役所（入谷神社祭典）
【問合せ 】上野原市経済課商工観光担当☎0554-62-3119
郡内三大祭りの一つ「牛倉神社
例大祭」迫力満点のお神輿は絶
対に見逃せない。
《電車》JR中央線上野原駅→徒
歩15分
《車》中央道上野原ＩＣ→5分

9月3日土～5日月 富士吉田市
例大祭　流鏑馬祭り

【場　所 】小室浅間神社
【問合せ 】小室浅間神社☎0555-22-1025
馬が走った後の蹄の跡を見て災
厄を占う馬蹄占いを行うことが特
徴です。
《電車》富士急行線下吉田駅→徒
歩5分
《車》中央道河口湖IC→15分

9月19日月（祝）

身延町
身延山御会式万灯行列

【場　所 】身延山総門～久遠寺境内
【問合せ 】身延山観光協会☎0556-62-0502
日蓮上人のご入滅の故事にちなんで、桜花を飾った万灯が
お囃子とともに練り歩きます。
《電車》JR身延線身延駅→バス約10分
《車》中部横断自動車道
増穂IC→約45分、新東名
高速道路新清水IC→約
40分

10月8日土山中湖村
山中明神安産祭り

【場　所 】山中諏訪神社
【問合せ 】山中諏訪神社☎0555-62-3952
夜祭のみこしを担ぐと安産が約束
されると言われ、妊産婦や新婚女
性が集まる祭りです。
《電車》富士急行線富士山駅→
バス約25分「富士山・山中湖」→
徒歩約5分
《車》東富士五湖道路山中湖IC
→約5分

9月4日日～6日火

「やまなしの温泉に行こう！」
キャンペーン

応募期間：平成28年9月1日㊍～平成29年2月28日㊋

名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。

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泉めぐり

★応募コース

①温泉宿泊コース
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泉めぐり」の4段階にて応募。
★30泉めぐり・・・・・・・・・・・全員に「オリジナルひし丸手ぬぐい」

抽選で５名様「５，０００円相当の山梨県特産品」
★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【Wチャンス】として「参加施設から賞品」をプレゼント！
★応募方法

★応  募  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「やまなしの温泉に行こう！」キャンペーン係
★応募締切  平成２９年２月２８日（火）消印有効
★当選発表  商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「武田菱丸」

甲府市湯村3-3-11

甲府市湯村3-16-2

甲府市湯村3-16-16

甲府市湯村3-2-30

甲府市湯村2-5-21

甲府市古関町1174

甲斐市竜地17

笛吹市石和町市部822

笛吹市石和町川中島1607-40

笛吹市石和町川中島1607-28

笛吹市御坂町成田2200

笛吹市一宮町金沢387-1

山梨市三富下釜口447

山梨市牧丘町窪平453-1

山梨市牧丘町牧平262

中央市大鳥居1619-1

市川三郷町大塚2608

市川三郷町鴨狩津向640

南アルプス市芦安芦倉1672

南アルプス市野牛島2722

南アルプス市鏡中条3782

都留市戸沢874

北都留郡小菅村3445

北都留郡丹波山村2901

富士吉田市新西原4-17-1

南都留郡山中湖村山中865-776

南都留郡鳴沢村8532-5

南巨摩郡富士川町鳥屋137-1

南巨摩郡富士川町長澤1757-2

南巨摩郡早川町奈良田486

南巨摩郡早川町大原野651

南巨摩郡早川町湯島1780-7

南巨摩郡早川町雨畑699

南巨摩郡南部町内船8106-1

北杜市大泉町谷戸1880

☎055-254-1111

☎055-253-2416

☎055-252-5105

☎055-253-8111

☎055-254-3111

☎0555-88-2525

☎0551-28-5000

☎055-262-2161

☎055-262-7373

☎055-262-3757

☎055-261-6166

☎0553-47-4126

☎0553-39-2610

☎0553-35-4126

☎0553-35-4611

☎055-269-2280

☎055-272-2641

☎0556-20-2651

☎055-288-2306

☎055-285-4131

☎055-282-7610

☎0554-46-1126

☎0428-87-0888

☎0428-88-0026

☎0555-22-1126

☎0555-20-2700

☎0555-85-3126

☎0556-27-0002

☎0556-22-7227

☎0556-48-2552

☎0556-48-2621

☎0556-48-2468

☎0556-45-2213

☎0556-64-2434

☎0551-38-2611

①温 泉 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。

❻❻

❼❼

❽❽

❾❾

❸❸❶❶ ❷❷



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！

富士河口湖町 河口湖

やまなし
観光＆イベントガイド

Yamanashi Event Guide

秋
9.1～11.30

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

秋の山梨も
とっても素敵！

富士の国やまなし
観光ナビゲーター
ハローキティ

HELLO KITTY Ⓒ1976, 2016 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No. G571456

小高い丘の上で
甲府盆地を眺めながら
ご家族、お仲間で
お楽しみ下さい。

中澤孝次プロ設計

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

グループ

検 索

お問合せ 詳しくはこちら...

薬石の湯 瑰泉
山梨県笛吹市石和町四日市場1679　TEL055-262-1830
24時間営業／年中無休

石和温泉（アルカリ性単純泉）と
薬石が作り出す良質の温泉をお楽しみ下さい。

宝石露天風呂

薬石ドーム

岩盤浴

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:30

桔梗信玄餅誕生の地に
桔梗屋甲府本館オープン

山梨県立リニア見学センター

時速500kmの世界を体感！！

山梨県都留市小形山2381　TEL:0554-45-8121
リニア走行試験が行われない日があります。 
試験の日程や展示の詳細はリニア見学センターHPでご確認下さい。

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


