やまなし
観光スポット・イベント情報満載！
！

春

観光＆イベントガイドブック

2016年

3月1日㊋〜6月30日㊍

富士の国やまなし
観光ナビゲーターに
就任しました！
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山梨

！
山梨の新緑を満喫！
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/

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

いい旅やまなしナビ

新倉山浅間公園 忠霊塔と桜
検索

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

第

桜 春の山梨

信玄公祭り

を愛でる

45
回

山梨の春の観光シーズンの幕開けを飾る「信玄公祭り」。
世界最大級の侍行列が桜の咲き誇る中、戦国情緒あふれる舞鶴城公園からいざ出陣。

4月8日㈮〜10日㈰《甲府市》

信玄公役

陣内 孝則

山本勘助役

川口 真五

甲府市

❖甲州軍団集結 午後3時15分〜4時25分《各陣屋▶仮集結（市内各所）▶舞鶴城公園へ全軍集結》
❖出
陣
式 午後4時30分〜5時
《舞鶴城公園》
❖甲州軍団出陣 午後5時〜6時40分
《舞鶴城公園▶甲府駅前▶平和通り▶城東通り▶舞鶴城公園》
❖帰
陣
式 午後7時〜7時20分
《舞鶴城公園》
問合せ ▶山梨県信玄公祭り実行委員会☎055-231-2722／甲府市信玄公祭り実行委員会☎055-237-5702
信玄公祭りに関する情報はホームページから⇒http://www.yamanashi-kankou.jp/shingen/

4月12日㈫

場 所 ▶甲府市武田神社ほか
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★信玄公の命日に併せて行われるお祭り。一般参加
者による武田24将騎馬行列を中心に、神輿、白丁等
が武田神社を出発し、市内一円をパレードします。
《電車》JR中央線甲府駅⇒バス約8分
《車》中央道甲府昭和IC⇒約25分

信玄公祭りオフィシャルツアー

「甲州軍団“武田信玄公本陣隊”参加ツアー」の参加者を募集しています！
信玄公祭りのハイライト「甲州軍団出陣」に、武田信玄公本陣隊の一員として
参加するプレミアムツアー。信玄公と一緒に、祭りのトリとして出陣します。
開催日：平成28年4月9日㊏
募集人員：33名（重臣役3名、侍役18名、赤長槍衆12名）
募集中 ※詳細は、
「いい旅やまなしナビ」のHPをご覧ください。

他に「信玄のゆかりの地めぐりと特別観覧席で観る甲州軍団出陣式」ツアーもあります。

春の山梨は戦国で幕を開ける！

甲州戦国絵巻
笛吹市

4月17日㈰

場 所 ▶笛吹市役所前河川敷
問合せ ▶笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829
★笛吹市桃源郷春まつりのメインイベントとして、戦国時代の合戦を
再現した「川中島合戦戦国絵巻」を開催します。参加型の体験イベン
トとなっており、参加者が鎧を着用しシナリオに沿って、武田軍、上杉
軍に分かれ合戦絵巻を繰り広げます。信玄公・謙信公の一騎打ちや
火縄銃の実演、有名武将の登場など各種企画で場を盛り上げます。
《電車》JR中央本線石和温泉駅⇒徒歩約15分
《車》中央自動車道一宮御坂IC⇒約10分
2

場 所 ▶実相寺：北杜市武川町山高2763
問合せ ▶北杜市観光協会☎0551-47-4747
★日本三大桜の一つである山高神代桜の開花にあわせ、周
辺で様々な出店や農産物の販売を行います。
《電車》JR中央線日野春駅下車⇒タクシー約15分
《車》中央道須玉IC⇒約15分

身延町

3月下旬〜4月上旬

場 所 ▶身延山久遠寺：南巨摩郡身延町身延3567
問合せ ▶身延町役場観光課☎0556-62-1116
★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
《電車》JR身延線身延駅⇒バス約15分
《車》中部横断道増穂IC⇒約50
分/新東名新清水IC⇒約50分

大法師さくら祭り
富士川町 3月下旬〜4月上旬
場 所 ▶大法師公園：富士川町鰍沢2175
問合せ ▶富士川町役場商工観光課☎0556-22-7202
★桜の名所100選の地。2000
本の桜が咲き誇ります。露店や
イベント多数あり。
《電車》JR身延線市川大門駅もし
くは鰍沢口駅下車⇒タクシー約10分
《車》中部横断道増穂IC⇒約10分

花 春の山梨

いっぱい

甲斐の勝山やぶさめ祭り
富士河口湖町 4月29日㈮㈷
場 所 ▶勝山シッコゴ公園、冨士御室浅間神社
問合せ ▶甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会（事務局：富
士河口湖町観光課）☎0555-72-3168
★疾走する馬の上から射手が的をめがけてかぶら矢を射る
神事。
《車》河口湖駅からレトロバス西湖・青木ヶ原線に乗り、冨
士御室浅間神社下車。
【お願い】車でご来場の際は、
「八木崎公園」に駐車のうえ
シャトルバスをご利用ください。

第51回 甲州市ふるさと武田勝頼公まつり
甲州市

4月24日㈰

場 所 ▶大和中学校
問合せ ▶甲州市観光交流課☎0553-32-5000
★勝頼公の菩提寺景徳院に参拝した後、勝頼公軍団など
が勇壮な出陣絵巻を繰り広げます。
《電車》JR甲斐大和駅⇒徒歩約5分
《車》中央道勝沼IC⇒約10分

南アルプス市 4月上旬
場 所 ▶南アルプス市有野農道沿い
問合せ ▶南アルプス市観光商工課☎055-282-6294
★旧白根町有野から飯野新田
まで約2kmに渡る桜並木は圧
巻です。
《車》県道甲斐芦安線を甲府
方面から芦安方面に向かい、
六科交差点から約2.5km。2つ
目信号を左折。

西桂町

場 所 ▶岩殿山・お伊勢山
問合せ ▶大月市観光協会☎0554-22-2942
★岩殿山ふれあいの館・真木
お伊勢山に花見席を設置しラ
イトアップします。
《電車》岩殿山・JR中央線大月駅⇒徒歩
約20分/真木お伊勢山・JR中央線大月駅
⇒バス約18分
《車》岩殿山・中央道大月IC⇒約10分/
真木お伊勢山・中央道大月IC⇒約15分

身延山しだれ桜見頃

徳島堰のさくら並木

西桂町さくら祭り

3月26日㈯〜4月10日㈰

4月上旬

場 所 ▶三ツ峠グリーンセンター：南都留郡西桂町下暮地1900
問合せ ▶西桂町役場産業振興課☎0555-25-2121
★約千本の桜が咲誇り、模擬店
やステージイベントが催されます。
《電車》富士急行線三つ峠駅
⇒徒歩約15分
《車》中央道都留IC⇒約20分

新名庄川桜ライトアップ
忍野村

4月（桜開花より10日間を予定）

場 所 ▶新名庄川お宮橋〜大橋間（予定）
問合せ ▶忍野村役場観光産業課☎0555-84-7794
★忍野八海近くを流れる新名庄
川の桜並木をライトアップします。
《電車》富士急行線富士山駅
よりバスで御殿場駅行き⇒約15
分、忍野八海下車⇒徒歩約2分
《車》中央道河口湖ICより国
道138号線⇒約20分

わに塚のサクラライトアップ
韮崎市

4月上旬ごろ
（桜の開花にあわせて）

場 所 ▶わに塚のサクラ：韮崎市神山町北宮地624
問合せ ▶韮崎市観光協会☎0551-22-1991
★樹齢約320年の一本桜のライ
トアップ。幻想的な夜桜をぜひ。
《電車》JR韮崎駅バス約10分
武田八幡入口下車⇒徒歩約5
分/タクシー⇒約10分
《車》中央道韮崎IC⇒約20分

クマガイソウ群生地公開
西桂町

4月29日㈮㈷〜5月18日㈬

場 所 ▶クマガイソウ園：南都留郡西桂町倉見1282
問合せ ▶西桂町役場産業振興課☎0555-25-2121
★ 環 境 省レッドデータブック
【絶滅危惧Ⅱ類】に分類される
貴重な花
《電車》富士急行線三つ峠駅
⇒徒歩約20分
《車》中央道都留IC⇒約20分

桜祭
富士吉田市 4月9日㈯〜17日㈰
場 所 ▶新倉山浅間公園
問合せ ▶富士吉田市富士山課☎0555-22-1111
★眺望デッキより桜・富士山・五重
塔を一度に見ることが出来ます。
《電車》富士急行線下吉田駅
より徒歩約10分
《バス》富士急行富士五湖線高速
バス「中央道下吉田」⇒徒歩約20分
《車》中央道河口湖IC⇒約15分・Ⓟ有

富士・河口湖さくら祭り
富士河口湖町 4月9日㈯〜17日㈰
場 所 ▶河口湖円形ホール周辺
問合せ ▶富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
★河口湖と富士山と桜が同時に見
られる贅沢な景観を楽しむイベント。
《車》中央道河口湖ICから国道
139号線を経由して河口湖大橋
を渡り河口湖北岸道路（湖北
ビューライン）へICより約15分

鳴沢つつじ祭り
鳴沢村

4月29日㈮㈷〜5月8日㈰

場 所 ▶道の駅なるさわ：南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ8532-63
問合せ ▶鳴沢村観光協会☎0555-85-3900
★春の遅い富士北麓の春を告げ
るミツバツツジを観賞するお祭り。
《電車》河口湖駅下車。路線バ
スの本栖湖行き⇒約20分緑の休
暇村バス停下車⇒徒歩約5分。
《車》河口湖ICから139号線を
本栖湖方面⇒約15分

富士芝桜まつり

富士桜・ミツバツツジまつり

ふじざくら祭り

富士河口湖町 4月16日㈯〜5月29日㈰

富士河口湖町 4月27日㈬〜5月4日㈬㈷

富士吉田市 4月下旬〜5月上旬

場 所 ▶富士本栖湖リゾート：南都留郡富士河口湖町本栖212
問合せ ▶富士芝桜まつり事務局☎0555-89-3031
★首都圏最大級の株数を誇る
芝桜と世界遺産・富士山の競
演が楽しめる花の祭典。
《電車》富士急行線・河口湖駅下
車。シャトルバス（有料）に乗り換え。
《車》中央道河口湖IC⇒国道
139号経由

川中島合戦戦国絵巻

4月1日㈮〜22日㈮（予定・ただし桜の開花状況により変更あり）
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大月市

4月9日㈯ 甲州軍団出陣

信玄公祭り前夜祭・湖衣姫コンテスト 等
信玄公祭り・甲州軍団出陣
輝きの祭典「大宝飾展」
子ども武者行列 等

北杜市

第28回大月さくら祭り

信玄公祭り武田24将騎馬行列

信玄公祭り日程 4月 8日㈮
4月 9日㈯
4月 9日㈯
4月10日㈰

神代桜まつり

新府桃源郷
韮崎市

4月中旬ごろ

場 所 ▶新府共選場付近：韮崎市中田町中條3515
問合せ ▶韮崎市観光協会☎0551-22-1991
★ 青 い 空 や 白く輝く残 雪 の
山々、鮮やかな桃の花が、ほの
ぼのとした農村風景を醸し出す。
《電車》JR新府駅⇒徒歩約15分
《車》中央道韮崎IC⇒約15分

場 所 ▶河口湖創造の森：南都留郡富士河口湖町船津6603
問合せ ▶富士河口湖町農林課☎0555-72-1115
★可憐に咲き乱れる富士の花
の群生地をご覧ください。
《車》中央道河口湖ICから国道
139号経由で、富士スバルライン
方面⇒車で約10分。料金所手
前信号を右折し、現地へ。また
は、河口湖駅⇒タクシー約15分。

第19回市川三郷町ふるさと春まつり「ぼたんの花まつり」
市川三郷町 4月下旬
場 所 ▶市川三郷町歌舞伎文化公園
問合せ ▶市川三郷町ふるさと春まつり実行委員会
☎055-240-4157
★「ぼたん園」には、約100種2000
本ほどのぼたんが咲き誇ります。
《電車》JR身延線甲斐上野駅
⇒徒歩約10分
《車》中央道甲府南IC⇒約20分

場 所 ▶中の茶屋周辺
問合せ ▶ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
★2万本ものふじざくらが咲き誇
り、様々なおもてなしを行います。
《車》中央道河口湖ICから山
中湖方面⇒約15分/東富士五
湖自動車道山中湖ICから富士
吉田方面⇒約20分

河口湖ハーブフェスティバル※大石会場は7月18日㈪㈷まで
富士河口湖町 6月17日㈮〜7月10日㈰
場 所 ▶八木崎公園・大石公園
問合せ ▶富士河口湖町観光課☎0555-72-3168（河口湖ハーブフェスティバル実行委員
会）/大石観光協会（大石会場）☎0555-72-8772
★紫色のラベンダーが、匂うように咲き誇
る河口湖八木崎公園と大石公園を中心に
湖畔全域で繰り広げられる一大イベント。
《車》八木崎公園へは、河口湖駅より西
湖周遊バスに乗り八木崎公園下車。大
石公園へは、河口湖駅より河口湖周遊バ
スに乗り終点・河口湖自然生活館下車。

3

5月・6月

春の
イベントカレンダー

正の木稲荷祭り

2016年

甲府市

3月〜6月
3月

［参加無料］戦国宝探しゲーム〜武田家のお宝を探しだせ〜
甲府市 〜3月31日㈭
場 所 ▶甲府市内
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★戦国BASARAとコラボし
た宝探しゲームを甲府で開
催中！
《電車》JR中央線甲府駅下車
《車》中央道甲府南ICもしく
は甲府昭和IC

4月
みなもと体験館「炭の窯出し体験とシイタケの原木造り体験」
道志村

甲州市

ひな飾りと桃の花まつり

2月11日㈷〜4月18日㈪

場 所 ▶甘草屋敷、武田信玄公宝物館、宮光園
問合せ ▶甲州市観光交流課☎0553-32-5091
★享保雛や古今雛、御所人形に五楽人、ひなのつるし飾り
など、貴重で素晴らしいひな飾りの数々は見ものです。
《電車》JR塩山駅北口⇒徒歩約1分（甘草屋敷）
《車》中央道勝沼IC⇒約15分（甘草屋敷）

3月20日㈰

場 所 ▶みなもと体験館道志・久保分校
問合せ ▶みなもと体験館道志・久保分校☎0554-20-4688
★炭焼窯から出来た炭を取り出しを行います。同時にシイ
タケの原木（ほだ木）作りも行います。
《車》中央道都留IC⇒約40分

場 所 ▶ミュージアム都留エントランスホール：都留市上谷1-5-1
問合せ ▶ミュージアム都留☎0554-45-8008
★市民が手作りした美しくてかわい
らしいつるし雛かざり展です。※無料
《電車》JR中央線大月駅から富
士急行線乗換、谷村町駅下車すぐ
《車》国道139号谷村町駅、ミュージ
アム都留入口看板あり（※中央道ご
利用の方中央道富士吉田線都留IC
より国道139号に出て約5分）

笛吹市桃源郷春まつり
笛吹市

3月27日㈰〜4月24日㈰

場 所 ▶笛吹市内（八代ふるさと公園・花鳥の里スポーツ広場ほか）
問合せ ▶笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829
★桃・桜などの見頃の時期に各地域
で特色のあるまつりが行われます。メ
イン会場の八代ふるさと公園では
4/2〜10の間出店があり、散策ととも
にお祭りの雰囲気が味わえます。
《電車》JR石和温泉駅⇒車約25分
《車》中央道一宮御坂IC⇒約15分

甲府市

早川町

3月5日㈯・6日㈰（一泊二日）

場 所 ▶ヘルシー美里：南巨摩郡早川町大原野651
問合せ ▶南アルプス生態邑☎0556-48-2621
★ガイドと一緒に早川町内の野生動物を観察するイベントです。
《電車》JR身延線身延駅または下部温泉駅より早川町乗
合バスで「ヘルシー美里」下車
《車》国道52号より県道37号に入って約30分

道の駅どうし「春の清流祭り」
道志村

3月6日㈰

場 所 ▶道の駅どうし：南都留郡道志村9745
問合せ ▶道の駅どうし☎0554-52-2114
★やまめの塩焼き販売（特売）
・ちらし寿司・桜もち・雛飾りの
展示（イベント開催前後1ヶ月）
・お子様に雛あられプレゼント
《車》中央道都留IC⇒約30分

じょいつる市場
都留市

3月13月㈰

場 所 ▶都留市中央地内三町商店街
問合せ ▶じょいつる市場実行委員会☎0554-43-1111
★“都留を楽しむ”をコンセプトに
開催する手づくり品マルシェです。
《電車》JR中央線大月駅から富
士急行線乗換、都留市駅⇒徒歩
約5分、谷村町駅⇒徒歩約10分
《車》駐車場は、都留市役所と
谷村第一小学校。国道139号
市役所入口を西に曲がる。
（※中央道ご利用の方中央道
富士吉田線都留ICより国道
139号に出て約5分）
4

河口浅間神社例大祭 稚児の舞

御幸祭
市川三郷町 4月3日㈰
（毎年4月の第一日曜）
場 所 ▶表門神社及び芦川橋付近
問合せ ▶市川三郷町役場生涯学習課☎055-272-6094
★「神輿の川渡り」として有名なお祭りです。
《電車》JR身延線芦川駅⇒徒歩約20分
《車》中央道甲府南IC⇒約20分

3月下旬〜5月中旬

大聖寺の不動尊祭典と八日市
身延町

㈷
永泰寺花祭り
甲府市

4月8日㈮

場 所 ▶永泰寺 甲府市古関町1555
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★秘仏の釈迦如来像に甘酒を注いで、お釈迦様の誕生日
を祝おう
！
《車》中央道甲府南IC⇒約40分

おみゆきさん
甲斐市

4月15日㈮

場 所 ▶信玄堤公園周辺
問合せ ▶甲斐市商工観光課☎055-278-1708
★信玄堤付近で川除けの神事や神輿の渡御が行われます。
《電車》JR竜王駅⇒タクシー約5分
《車》中央道双葉スマートIC⇒約10分

場 所 ▶中区配水場施設開放：甲府市愛宕372
◎桜の開花（3月下旬〜4月上旬）に合わせて調整・小瀬スポーツ公園・
武田神社・舞鶴城公園・山手御門（太白桜）
・金櫻神社（鬱金の桜）
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★春の甲府はお花見スポットがいっぱい！春の訪れはぜひ甲府で♪
《電車》JR中央線甲府駅下車
《車》中央道甲府南ICもしくは甲府昭和IC

えがおフェスタ2016
山梨市

多摩源流まつり
小菅村

沢奥のおまつり
身延町

4月29日㈮㈷

場 所 ▶放光寺：甲州市塩山藤木2438
問合せ ▶甲州市観光交流課☎0553-32-2111㈹
★紫燈大護摩（素足で火渡り修行して開運を祈る大福の
施財施福の大祭）当日は境内で花の苗木の無料配布、福
まきが行われる。
《電車》JR中央本線塩山駅⇒バス約15分
《車》中央道勝沼IC⇒約25分

富士すばるランド「春まつり」
富士河口湖町 4月下旬〜5月上旬

4月17日㈰

場 所 ▶保健農園ホテルフフ山梨：山梨市牧丘町倉科7190
問合せ ▶山梨市役所観光商工課☎0553-22-1111
★飲食物販売のほか、健康プログラム体験などを行います。
《電車》山梨市駅⇒車約30分
《車》勝沼IC⇒約40分/一宮御坂IC⇒約40分

場 所 ▶山中湖 花の都公園：南都留郡山中湖村山中1228
問合せ ▶山中湖 花の都公園☎0555-62-5587
★期間の前半にチューリップが
開 花 、後 半に熊 谷 草 見 学ツ
アーを開催。
《電車》富士急行富士山駅⇒
バス約30分
《車》東富士五湖道路山中湖
IC⇒約5分

5月5日㈭㈷

場 所 ▶西嶋沢奥地内弓道場付近臨時舞台
問合せ ▶若宮八幡神社社務所☎0556-42-3884
★県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納している。
《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15分

長沢鯉のぼり祭り

放光寺「大黒天祭り」
甲州市

5月4日㈬㈷

場 所 ▶小菅村スポーツ広場
問合せ ▶小菅村役場☎0428-87-0111
★多摩川流域の郷土芸能・郷
土料理を堪能することができ、
夜には「日本一のお松焼き」が
行われます。
《 電 車 》奥 多 摩 駅 ⇒ 約 5 0 分
（西東京バス小菅の湯行）/大
月駅⇒約60分（富士急山梨バ
ス小菅の湯行）
《車》青梅IC⇒約70分/大月
IC⇒約40分/上野原IC⇒約
45分

北杜市

5月5日㈭㈷

場 所 ▶道の駅南きよさと
：北杜市高根町長沢760
問合せ ▶北杜市観光協会☎0551-47-4747
★約500匹の鯉のぼりが大空を泳ぐ
なか、どろんこ障害物競走など子ども
が喜ぶ様々なイベントが行われます。
《電車》JR小海線清里駅・JR
中央線長坂⇒タクシー約20分
《車》中央道須玉IC又は長坂
IC⇒約15分

アヤメフェア
（アヤメの見頃 5月上旬）
南アルプス市 5月7日㈯・8日㈰
場 所 ▶滝沢川河川公園
問合せ ▶南アルプス市観光商工課☎055-282-6294
★滝沢川河川公園を中心に祭り
を開催。滝沢川沿いの両岸約1キ
ロにわたって約10万本のアヤメ
が咲き誇ります。8日には「小笠原
流 流鏑馬」も開催されます。
《車》中部横断道南アルプス
IC⇒約5分

グリーンシーズンオープン

山中湖村 4月下旬〜5月下旬

直売所NEWS
農産物直売所 たべるJA（じゃ）んやまなし

場 所 ▶大聖寺：南巨摩郡身延町八日市場539
問合せ ▶大聖寺☎0556-42-2815
★身延町八日市場の大聖寺で行われるお祭り。山梨では
珍しい柴燈護摩（さいとうごま）
を見ることが出来ます。当日
は参道で農産物の販売や田舎の味を提供する店などがあ
る「八日市」も併せて開催されます。
《電車》JR身延線下部温泉駅⇒タクシー⇒約20分
《車》中部横断道増穂IC⇒約25分/新東名新清水IC⇒約1時間

春のイベント
『春の息吹』

4月16日㈯〜6月12日㈰

場 所 ▶ミュージアム都留第2展示室：都留市上谷1-5-1
問合せ ▶ミュージアム都留☎0554-45-8008
★都留市内の昔の写真を、多数ご紹介します。
《電車》JR中央線大月駅から富
士急行線乗換、谷村町駅下車すぐ
《 車 》国道139号谷村町駅、
ミュージアム都留入口看板あり
（※中央道ご利用の方中央道
富士吉田線都留ICより国道
139号に出て約5分）

4月29日㈮㈷

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
★富士山の自然を満喫できる
アトラクションが盛りだくさん！
《電車》富士急行線河口湖駅
前、富士観光開発㈱本社ビル
裏より無料シャトルバス⇒約5分
《車》中央道河口湖ICを富士
山方面⇒約5分

ミュージアム都留企画展
「あの頃の都留を歩く ―写真・記憶・物語―」
都留市

富士河口湖町 4月25日㈪
場 所 ▶河口浅間神社：南都留郡富士河口湖町河口1
問合せ ▶河口浅間神社☎0555-76-7186
★河口浅間神社で行われる例
大祭。河口浅間神社では稚児
の舞が行われる。
《車》中央道河口湖ICから国
道139号線を経由して河口湖
大橋を渡り約5分

3月20日㈰〜5月8日㈰

甲府でお花見！

ワイルドライフツアーアニマルウォッチングに挑戦

HELLO KITTY Ⓒ1976, 2016 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No. G563353

第7回城下町つるの雛まつり展
都留市

第14回 甲州市
えんざん桃源郷

5月2日㈪〜5日㈭㈷

場 所 ▶甲府市太田町 稲積神社・遊亀公園
問合せ ▶稲積神社☎055-233-5573
★植木や花が中心の大植木市！出店も立ち並び多くの人で賑わいます。
《電車》JR中央線甲府駅⇒バス約15分
《車》中央道甲府南IC⇒約25分

鳴沢村

5月上旬〜

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
★夏スキーやマウンテンバイクな
どアウトドアスポーツを楽しもう。
《電車》富士急行線河口湖駅
⇒タクシー約20分
《車》中央道河口湖ICを本栖
湖方面⇒約20分

平成28年6月22日㈬オープン！
！

里の駅 いちのみや

富士山世界遺産センター
風呂敷ほうとう

JA全農やまなしが運営する農産物直売所。県内で生産された安全・安
心・新鮮でおいしい農畜産物を提供しております。
また、多彩なイベントで
地産地消の推進に取り組んでいます。
◎甲府市青葉町1421-1 ☎055-225-1001
◎9：30〜17：30（全農朝市9：00開店）◎毎週水曜日定休（祝日の場合は営業）

信玄武者ほうとう

鳴沢菜しぐれ

県下最大級の山梨県特産品販売所！
！ 地元特産野菜・果実・ワイン・お
土産など多数取扱い。新鮮で安全なものをご提供しています。
◎笛吹市一宮町東原65 ☎0553-39-8000
◎9：00〜18：00
（年中無休）

世界文化遺産・富士山に関する情報発信拠点として、
平成28年6月22日㈬に県立
富士山世界遺産センターがオープンします。世界遺産である富士山を訪れる多く
の観光客の皆さんに向け、富士山の顕著な普遍的価値の普及啓発やきめ細か
な案内等の中心的な役割を担います。
場 所 ▶南都留郡富士河口湖町船津6663-1
問合せ ▶富士山保全推進課☎055-223-1316
《電車》富士急行河口湖駅バスまたはタクシー⇒約10分
《車》中央高速道河口湖ICより300m／東富士五湖道路富士吉田ICより600m

第23回都留市ふれあい全国俳句大会
都留市

5月28日㈯

場 所 ▶都留市まちづくり交流センター：都留市中央3-8-1
問合せ ▶ミュージアム都留☎0554-45-8008
★かつて、松尾芭蕉が訪れた都留市で開催する俳句大会。
《電車》富士急行線谷村町駅⇒徒歩約10分
《車》中央道都留ICから国道139号を富士吉田方向に進
み市役所入口を左折

第36回スポニチ山中湖ロードレース
山中湖村 5月29日㈰
場 所 ▶山中湖村内（山中湖中学校）
問合せ ▶山中湖ロードレース事務局☎0555-62-9105
★ズミの花が咲く新緑の山中湖
で、健脚を競うマラソン大会。
《電車》富士急行富士山駅より山
中湖方面⇒バス約30分
《車》東富士五湖道路山中湖IC⇒約5分

フォトロゲイニングNIPPON富士吉田2016
富士吉田市 5月下旬
（予定）
場 所 ▶道の駅ふじよしだ：富士吉田市新屋1936-6
問合せ ▶ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
★富士吉田市内に配置されたチェックポイントをグループで回ります。
《電車》富士急行 富士吉田駅⇒バス約10分（サンパーク富士下車徒
歩約3分）/周遊バス・ふじっ湖号「富士山レーダードーム館前」下車
《車》中央道河口湖ICから山中湖方面⇒約10分/東富士
五湖自動車道山中湖ICから富士吉田方面⇒約10分

第13回和服リフォーム展
都留市

6月5日㈰〜12日㈰

場 所 ▶ミュージアム都留エントランスホール
問合せ ▶ミュージアム都留☎0554-45-8008
★和服をリフォームして生まれ変
わった素敵な衣装展です。※無料
《電車》JR中央線大月駅から富士
急行線乗換、谷村町駅下車すぐ
《車》国道139号谷村町駅、
ミュージ
アム都留入口看板あり
（※中央道ご
利用の方中央道富士吉田線都留
ICより国道139号に出て約5分）

万葉うたまつりとホタル観賞会
山梨市

6月10日㈮〜12日㈰

場 所 ▶万力公園：山梨市万力1828
問合せ ▶山梨市役所観光課☎0553-22-1111
★万葉歌朗唱や幻想的なホタルと
缶灯ろうの光の共演を楽しめます。
《電車》山梨市駅⇒徒歩約5分
《車》勝沼IC⇒約20分/一宮御
坂IC⇒約20分

第16回南部あじさいまつり
南部町

6月17日㈮〜26日㈰

場 所 ▶うつぶな公園：南巨摩郡南部町内船
問合せ ▶あじさいまつり実行委員会☎0556-64-3111
★うつぶな公園の約2.5haには
約90種、約3万株のあじさいが
咲き誇ります。
《電車》JR身延線内船駅⇒徒
歩約20分
《車》新東名新清水ICから甲
府方面⇒約25分

第15回名勝
大月市

猿 橋あじさい祭り

6月下旬
（開催日未定）

場 所 ▶猿橋から猿橋近隣公園
問合せ ▶大月市観光協会（猿橋支部）☎0554-22-2942
★約3,000株のあじさいが咲き誇りま
す。イベントや模擬店などを開催します。
《電車》JR中央線猿橋駅⇒徒歩約15分
《車》中央道大月ICより国道20号経由⇒約15分

《山車と神輿の展示館》
猿橋のたもとにある駐車場内に山車と神輿の展示館が出
来ました。山車と神輿が一基ずつ展示されており、一面がガ
ラス張りになっているのでいつでも見ることが出来ます。
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登山系イラストレーター鈴木みきさんに、

山梨の山の魅力と楽しみ方をインタビュー！
！

大菩薩嶺

4月17日㈰

場 所 ▶深田記念公園：韮崎市穂坂町柳平地内
問合せ ▶韮崎市観光協会☎0551-22-1991
★ 深 田 久 弥 氏の終 焉の地である
茅ヶ岳で、碑前祭や記念登山を行う。
《電車》JR韮崎駅⇒バス約30分
《車》中央道韮崎IC⇒約20分

岳と
大好きな甲斐駒ヶ

素晴らしい展望が広がる山梨の山には、
楽しみや発見がいっぱいです。

山梨には富士山や北岳、八ヶ岳などの本格的な登山ができる有名な山が多いですが、
日帰り
登山が楽しめる低山もたくさんあって、
私も只今、山梨の山を体験中！なんですよ。
ファミリーや初心者でも楽しめる山なら、
アクセスも良いので大菩薩がおすすめです。広葉樹の
森は新緑もきれいですし、上の方まで登ると草原のような風景が広がり、南アルプスや富士山
などの大展望が見渡せます。安全に登山を楽しむために、
とくに初心者の方は、分かりづらい
ルートもありますので、必ず下調べをしてから行くと良いと思います。小
屋や登山道が整備されている山から始めると安心です。私は一人で山
歩きをするのが好きです。一人だと自分のペースで登れるし、食べたい
時にお弁当も食べられる
（笑）
。
コースに集中でき、思わぬきれいな花や
かわいいキノコを見つけたり、
小さなことに気づく楽しみがありますよ。
山梨の山はとにかく展望が素晴らしいので、登った達成感があります。
どの山もそれぞれに魅力を感じますが、八ヶ岳南麓に暮らすようになっ
てからは、
窓から間近に見える甲斐駒ケ岳が一番好きになりました。

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。山梨近代人物館はどなたでも無料です。

山梨県立美術館

“神のごとき”芸術家ミケランジェロの
創造の軌跡を紹介します。
◎特別展示室
◎一般1,000円／大学生500円

収穫体験を満喫！
！
ど
菜な
野
や
果物
旬の

HELLO KITTY Ⓒ1976, 2016 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No. G563353

南部町

4月下旬

場 所 ▶南部町役場本庁舎駐車場
問合せ ▶たけのこまつり実行委員会☎0556-64-3111
★たけのこを収穫を祝うイベン
トとして開催され生筍の販売や
ステージショーなどが行われる。
《電車》JR身延線井出駅⇒徒
歩約40分又はタクシ−約5分
《車》新東名新清水ICから甲
府方面⇒約15分

早川町

狩り
ボ
ラン
サク

さくらんぼ狩り

南アルプス市 5月〜6月下旬
場 所 ▶南アルプス市内
問合せ ▶南アルプス市観光協会☎055-284-4204
★フルーツ王国やまなしのトップ
バッター「さくらんぼ」。ひと足早
くさくらんぼ狩りが楽しめます。
《車》中部横断道白根IC付近

サクランボ狩りシーズン
甲州市

5月下旬〜6月下旬

市川三郷町 6月中旬
場 所 ▶市川三郷町歌舞伎文化公園
問合せ ▶JA西八代☎055-230-3056
★市川三郷町の特産品のス
イートコーン「甘々娘」の収穫を
祝い開催するお祭りです。
《電車》JR身延線甲斐上野駅
⇒徒歩約10分
《車》中央道甲府南IC⇒約20分

小曲いちご狩り
甲府市

入園期間1月10日㈰〜5月中旬

場 所 ▶甲府市小曲地域
問合せ ▶小曲観光いちご組合☎055-223-9609（平日のみ）
★30分食べ放題。日本有数の日照
時間に恵まれた美味しい「いちごの里」甲
府市小曲町へようこそ！県内最大級のいちご
狩り園です。それぞれのいちご農家が独自の 入園料金（税込）：大人（※3〜6歳）3歳未満無料
栽培方法にこだわり、栽培品種も豊富です。 1月10日〜2月29日 1,800円（1,200円）10時〜15時
《車》中央道甲府南IC⇒約5 3月 1日〜4月10日 1,600円（1,100円）10時〜16時
4月11日〜5月 8日 1,200円（ 800円）9時〜17時
分・JR甲府駅⇒約20分
5月9日〜最終まで 1,000円（ 600円）要問合せ

5月中旬〜下旬

場 所 ▶甲斐敷島梅の里
問合せ ▶農事組合法人ゆうのう敷島☎055-267-0831
★種が小さく肉厚でジューシーと好
評の小梅のもぎ取り体験ができます。
《電車》JR竜王駅⇒タクシー約
15分/JR甲府駅⇒タクシー約20分
《車》中央道双葉スマートIC⇒
約10分/甲府昭和IC、または
韮崎IC⇒約20分

6月上旬〜中旬

場 所 ▶甲斐市大垈桑の実摘み園
問合せ ▶甲斐市商工会☎055-276-2385
★若い方には新鮮な味！中高年の
方には懐かしい味！が味わえます。
《電車》JR塩崎駅⇒タクシー
約10分
《車》中央道双葉スマートIC⇒
約5分/甲府昭和IC、
または韮
崎IC⇒約20分

親子ふれあい農村体験・ジャガイモ収穫体験
中央市

6月下旬

場 所 ▶（一財）中央市農業振興公社
問合せ ▶中央市農業振興公社☎055-269-2411
★親子でジャガイモを収穫し、
農村体験をする
（試食あり）
（要
予約・先着順）
《電車》JR身延線東花輪駅⇒
タクシー約10分
《車》中央道甲府南IC⇒約10分

大村先生ノーベル賞受賞記念！研究概要や微生物の有用性に関
する企画展を開催。

4月29日㈮㈷〜5月5日㈭㈷
ゴールデン・サイエンスショー

☎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、3月28日
（月）
から31日
（木）
までは、臨時休館

GW期間中、1日3回特別なショーを行い
ます。新ネタもあるよ
！
！

3月27日㈰まで
第二回展示
「世界をみつめた山梨の人々」

4月1日㈮〜9月末
第三回展示
「近代山梨を築いた人々」

殖産興業や翻訳、外交、文化交流など
に活躍した山梨ゆかりの9人を紹介。

変化していく時代の中で、近代山梨を
築いた山梨ゆかりの9人を紹介。

ACCESS & YAMANASHI MAP
群馬県

桑の実摘み
甲斐市

2月27日㈯〜5月8日㈰
サイエン旬｢ミクロワールド〜身近な微生物たち〜｣

辻嵐外「きかさじとするはつ声か子規
（ほととぎす）
」
自画賛

JR
小淵沢

長野県

線
小海

埼玉県

山梨県
甲府

甲府昭和IC

東京都

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道
河口湖

身延

静岡県

圏央道

JR中央本線

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
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
御殿場市方面

大月

富士急行線

神奈川県

圏央道

中央自動車道

八王子JCT

約30分
長野自動車道

約60分
中央自動車道

岡谷JCT

約15分

甲府昭和IC
甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

甲府昭和IC

約1時間30分

海老名JCT

圏央道
約20分

八王子JCT

中央自動車道

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

甲府昭和IC

約3時間
国道52号線

増穂IC

約1時間30分
国道138号線

須走IC

約30分

中部横断自動車道・中央自動車道

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）
約1時間

甲府昭和IC

新
松

宿
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

甲 府
甲 府

約1時間
JR東海道新幹線
約1時間

静岡駅

JR身延線（特急）
約2時間

❹〔韮崎市〕
ヴァン穂坂
（赤のスパークリングワイン1本）
・
・
・
・
・
・
・3名様
❺〔忍野村〕
忍野村ポストカード
（12枚セット）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5名様
❻〔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

■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
〈春プレゼント〉
平成28年6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。

●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
愛知方面
より

駅
駅

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

名古屋駅

竜王・甲府〜名古屋線／約４時間

名鉄バスセンター

関西方面 大阪（あべの橋）
より

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

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

富士山

路
五湖道
東富士

66

甘々娘収穫祭

甲斐市

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

山梨県立科学館 ☎055-254-8151

文化・文政期に甲州で活躍した俳人辻嵐外の展
覧会を開催します。◎企画展示室◎常設展観覧
料でご覧になれます。一般320円／大学生210円

ＪＲ
身延線

場 所 ▶甲斐市駒沢さくらんぼ農園
問合せ ▶JA梨北双葉支店☎0551-28-4731
★低樹高栽培のため日当たりが良
く、どなたでも楽しむことができます。
《電車》JR塩崎駅⇒タクシー
約10分
《車》中央道双葉スマートIC⇒
約10分、韮崎IC⇒約10分

場 所 ▶中央市道の駅とよとみ
問合せ ▶道の駅とよとみ☎055-269-3424
★旬のおいしいスイートコーン
を全国に先駆けて消費者に提
供します。
《電車》JR身延線東花輪駅⇒
タクシー約10分
《車》中央道甲府南IC⇒約10分

小梅もぎ取り体験

武田二十四将図

《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）

4月29日㈮㈷〜6月19日㈰
特設展「辻嵐外 甲州の近世俳人」

道

6月上旬〜中旬

6月上旬

❷〔市川三郷町〕
オノオレカンバ印鑑
（木製・12mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・2名様

多大な被害を受けた陸前高田市での文化財レスキュー事
業の紹介。
◎企画展示室

芥川龍之介
小島政二郎宛葉書

❶〔山中湖村〕
山中湖ワイン
（1本）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1名様

信玄を支えた家臣団の歴史資料を紹介
し、
二十四将の実像に迫る。
◎企画展示室

6月4日㈯〜7月4日㈪
「よみがえる、ふるさとの宝たち〜3.11被災資料の再生〜」

平成27年に新たに収蔵した資料を中心に
展示紹介します。
◎企画展示室◎無料

車

甲斐市

中央市

❺

☎055-261-2631

3月19日㈯〜5月23日㈪
特別展「武田二十四将
〜信玄を支えた家臣たちの姿〜」

1月23日㈯〜3月21日㈪㈷
新収蔵品展 お宝そろいぶみ

山梨近代人物館

❻

《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
（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日
（日曜日の場合を除く）
休館日：火曜日

《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》中央道甲府昭和IC⇒約20分
休館日：月曜日
（祝日の場合はその翌日）
、
祝日の翌日
（日曜日の場合
を除く）
、
ただし4月30日、
5月2日、
5月6日は臨時開館

動
自
央

さくらんぼ狩り

中央市スイートコーン収穫祭

山梨県立博物館

☎055-235-8080

中

場 所 ▶甲州市塩山牛奥・下萩原エリア
問合せ ▶甲州市観光交流課☎0553-32-2111
★市内塩山地区（牛奥・下萩
原）に約40件程度の農園でサ
クランボ狩りができます。
《電車》JR塩山駅
《車》中央道勝沼IC⇒約15分

収穫
ン
コー

❹

春の風土記の丘で古代にちなんだ体験イベントを開催しま
す。
◎風土記の丘研修センター

3月26日㈯〜4月10日㈰
新収蔵品展

5月3日㈫㈷

場 所 ▶早川町民スポーツ広場：南巨摩郡早川町保
問合せ ▶早川町役場振興課☎0556-45-2516
★早川町内で採れた新鮮な山菜を
味わえる、町最大のイベントです。
《電車》JR身延線身延駅また
は下部温泉駅より早川町乗合
バスで「保」下車
《車》国道52号より県道37号
に⇒約20分

❸

5月4日㈬㈷・5日㈭㈷
第28回風土記の丘こどもまつり

ⓒTorino,Biblioteca Reale

南アルプス早川山菜祭り

❷

❶

きめの細かい山梨ならではの土質をもつ縄文土器を紹介します。

ミケランジェロ・ブオナローティ
《システィーナ礼拝堂天井画
〈クマエの巫女〉
のための習作》
トリノ王立図書館蔵

山梨県立文学館

☎055-266-3881

4月23日㈯〜6月12日㈰
春季企画展「お肌のキレイな縄文土器
〜一の沢遺跡と酒呑場遺跡〜」

平成27年度中に県立美術館に寄贈された美術作品を展示します。
◎特別展示室◎無料

第29回たけのこまつり

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6月30日㊍必着

《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）
（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日
（日曜日の場合を除く）
休館日：月曜日

4月23日㈯〜6月12日㈰
「ルネサンスの巨匠 ミケランジェロ展」

南アルプス市 6月25日㈯
場 所 ▶広河原インフォメーションセンター前
問合せ ▶南アルプス市観光商工課☎055-282-6294
★北岳の登山口、広河原で行われ
る安全登山祈念のセレモニーです。
《電車》JR甲府駅⇒バス約
120分
《 車 》中部横断道白根IC⇒
約40分⇒バスで約1時間

山梨県立考古博物館

☎055-228-3322

《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》中央道甲府昭和IC⇒約20分
休館日：月曜日
（祝日の場合はその翌日）
、
祝日の翌日
（日曜日の場合
を除く）
、
ただし4月30日、
5月2日、
5月6日は臨時開館

南アルプス開山祭

鈴木みきプロフィール
イラストレーター、漫画家。東京
生まれ。19年前、カナダ旅行で訪
れたロッキー山脈での体験から
山に惹かれ、登山をするようにな
る。現在は、山に登りながら執筆
活動を続け、著書やブログで山の
魅力を発信中。
『悩んだときは山
に行け！』
（平凡社）
『あした、山へ
行こう！』
（講談社）など著書多
数。山梨県北杜市在住。

宝 めぐりプレゼント

芸術文化科学に触れる

深田祭
韮崎市

週末は山梨にいます。

甲府駅
富士山駅
甲府駅
富士山駅

横浜より

横浜駅

高速バス／約2時間10分

甲府駅

金沢より

金沢駅

甲府駅

博多より

博多駅

北陸道高速バス
名古屋駅 名古屋ライナー
約4時間
約4時間
高速バスどんたく号
名古屋駅 名古屋ライナー
約11時間
約4時間

甲府駅

お問い合せ

甲 府

駅

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

※当ガイドブックに掲載されている情報は2016年2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。
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中澤孝次プロ設計

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。
グループ
〒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

055-266-5005

山梨県北杜市白州町台ヶ原2211

検索

☎ 0551-35-2246 http://kinseiken.co.jp

身延
お

車：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）
新東名高速道路 新清水I.C.⇒国道５２号（約４０分）
電
車：JR中央本線 甲府駅⇒JR身延線 身延駅（約６０分）
高速バス：東京方面 身延〜新宿線（約２１０分）/静岡方面 竜王・甲府〜静岡線（身延町梅平バス停）
（約９０分）
観光情報に関するお問い合わせ：身延町役場 観光課 ☎０５５６−６２−１１１６ ＵＲＬ http://www.town.minobu.lg.jp

１９９４年

世界初の影絵美術館

昇仙峡

影絵の森美術館
〜影絵作家〜

河野 里美
２０１６年４月１日〜
-YELL-

お問合せ

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

詳しくはこちら...

