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下部温泉郷

下部温泉の発見は約1300年前と言われ、武田信玄

公も戦で疲れた体や傷ついた体をこの湯で治した

と言われています。怪我や胃腸によく効く湯で、数

ある隠し湯の中でも、療養温泉として湯治客を迎え

続けてきた名湯です。若山牧水や高浜虚子、井伏鱒

二ら文人も多く訪れ、温泉街ではそれらの碑も見ら

れます。

西山温泉郷

南アルプス山中奥深い早川上流に湧く西山温泉は、

文武天皇の大宝年間に発見されたと伝えられる国

内有数の古湯。山峡の趣あふれる温泉は風景も美

しく、湧き出る源泉は胃腸病などに高い効能で知ら

れています。

３つの内風呂と、サウナ、露天風呂。ほのかに香る硫黄が心地よい癒しの温泉です。

■泉質：アルカリ性単純泉
■住所：山梨県都留市戸沢874番地1　■電話：0554－46－1126
■アクセス（車のみ）：中央自動車道都留ICから約15分

都留 市 温泉 芭蕉月待ちの湯
今年4月に露天風呂がリニューアル！ 出た後も身体がポカポカすると冷え性の方に人気！

■泉質：カルシウム・ナトリウム－硫酸塩泉
■住所：山梨県南都留郡道志村7501　■電話：0554－52－2384
■アクセス（車のみ）：中央自動車道都留ＩＣから約30分

道志の湯

「のめっこい」は方言で、「つるつる」という意味。ほのかに硫黄の香りがする温泉。

■泉質：単純硫黄温泉（アルカリ性低張性高温泉）
■住所：山梨県北都留郡丹波山村７７８番地２　■電話：０４２８－８８－００２６
■アクセス（車のみ）：中央自動車道八王子ICから約９０分。中央自動車道勝沼ICから約６０分。

丹波 山 温泉 のめこい湯
三ツ峠の湧水を使用した名水の湯。ウコンが主成分の薬草風呂は日頃の疲れを癒します。

■泉質：三つ峠の湧水
■住所：山梨県南都留郡西桂町下暮地1900　■電話：0555－25－3000
■アクセス（車のみ）：中央自動車道都留ＩＣから約２０分

三ツ峠 グリーンセンター

大風呂、露天風呂や五右衛門風呂、寝湯、イベント風呂など９つのお風呂があります。

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：山梨県北都留郡小菅村3445番地　■電話：0428－87－0888
■アクセス（車のみ）：中央自動車道大月ICから約40分

多摩 源 流温泉小菅の湯
梁組を生かした格調高い木製ドーム形式の高アルカリ性日帰り温泉施設です。

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：山梨県南都留郡山中湖村平野1450　■電話：0555－20－3355
■アクセス（車のみ）：東富士五湖道路山中湖ＩＣから約１５分

山中湖平野温泉 石割の湯

温泉、プール、熱波体験等 ！々 イベント盛りだくさんの癒し効果抜群の温泉施設。

■泉質：アルカリ性単純泉
■住所：山梨県上野原市秋山2210　■電話：0554－56－2611
■アクセス（車のみ）：中央自動車道上野原インターから約15分

新湯 治 場 秋山温泉
のどかな山あいに建つ純和風の市営温泉。時が経つのも忘れてのんびりできます。

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：山梨市牧丘町牧平２６２　■電話：０５５３－３５－４６１１
■アクセス（車のみ）：中央自動車道勝沼ICから約40分

鼓川温泉

ソフトな泉質。大自然に囲まれたゆっくりと流れる時間の中で、やさしく身体をほぐしてください。

■泉質：単純泉
■住所：山梨県甲州市塩山上小田原730-1２　■電話：0553－32－4126
■アクセス（車のみ）：中央自動車道勝沼ICから約30分

大菩薩の湯
広大なスポーツ公園を併設する大型日帰り温泉施設です。公園内にＲＶパークもあります。

■泉質：塩化物泉
■住所：山梨県南アルプス市西南湖１２９９－１　■電話：055－280－3340
■アクセス（車のみ）：中部横断自動車道南アルプスICから約１０分

やまなみの湯

日本有数の高アルカリ温泉（pH9.8）です。施設では温泉はもちろん食事、宿泊も楽しめます。

■泉質：アルカリ性単純泉
■住所：山梨県中央市大鳥居１６１９－１　■電話：０５５－２６９－２２８０
■アクセス（車のみ）：中央自動車道甲府南ICから約１５分

シ ル ク ふ れ ん ど り ぃ
食塩泉 ・石膏泉・芒硝泉がミックスされた『療養泉』。効能が高いといわれている。

■泉質：高濃度のナトリウム塩化物泉
■住所：山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋137－1　■電話：0556－27－0002
■アクセス（車のみ）：中部横断自動車道増穂ICから約15分

かじかの湯

泉質は湯冷めしにくく、神経痛、関節痛などに効能があります。

■泉質：ナトリウム塩化物泉
■住所：山梨県甲斐市島上条3123　■電話：055－277－1311
■アクセス（車のみ）：中央自動車道双葉スマートICから約7分

神明温泉 志麻の湯
自然石を使用した露天風呂や木の香りの大浴場が旅の疲れを癒してくれます。

■泉質：アルカリ性単純温泉
■住所：山梨県南巨摩郡南部町福士26842番地
■電話：0556－66－3366
■アクセス（車のみ）：中部横断自動車道増穂ICから
　　　　　　　　　  約1時間30分

奥山温泉

ドーム型の外観が特徴です。流れる温水プールも併設し、幅広い層で楽しめる施設です。

■泉質：炭酸水素塩泉
■住所：山梨県韮崎市中田町中條1800番地1　■電話：0551－20－2222
■アクセス（車のみ）：中央自動車道韮崎ＩＣから約８分

ゆ〜ぷるにらさき（韮崎市 健康ふれあいセンター）
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■泉質：ナトリウム・カルシウム－硫酸塩・塩化物泉
■電話：0556－45－2511（早川町振興課）
■アクセス：JR身延線身延駅からバス約90分
　　　　　  中部横断自動車道増穂ICから車約90分

■泉質：単純（鉱泉）温泉
■電話：0556－20－3001（下部観光協会）
■アクセス：JR身延線下部温泉駅から徒歩約10分
　　　　　  中部横断自動車道増穂ICから車約45分

冬 の 山 梨 は 温 泉 め ぐ り が 最 高！！

石和温泉郷

昭和36年に高温の温泉が湧き出し発展した温泉

郷。全国有数の温泉観光地として笛吹川と平等川

にはさまれるようにして温泉街が広がり、現在は庶

民的な宿から温泉プールなどを備えた大型ホテル

まで、数十軒あまりの旅館やホテルが並び、季節を

通して情緒溢れる催しが開催されます。

■泉質：アルカリ性単純泉
■電話：055－262－3645（石和温泉観光協会）
■アクセス：一宮御坂ＩＣから約20分／
              石和温泉駅から徒歩約5～20分

全国有数の温泉観光地！！

湯村温泉郷

甲府駅からバスで約15分。古くは、志麻（摩）の湯

と呼ばれ、大同3年（808）に弘法大師によって開か

れたと伝えられる温泉で、「信玄公の隠し湯」とし

ても有名です。太宰治、松本清張ら文豪にも愛され

情緒たっぷりの和風の宿から、シティーリゾートホ

テルまで揃い、訪れる人の身も心も癒します。入浴

だけでも可能な施設もあります。

■泉質：ナトリウム・カルシウム－塩化物泉ナトリウム・
　　　 カルシウム－塩化物・硫酸塩泉など
■電話：055－252－2261（湯村温泉旅館協同組合）
■アクセス：甲府昭和ICから約15分
　　　　   甲府駅から路線バス約15分、タクシー約10分

文豪たちが愛した弘法大師開湯の温泉！！

増富ラジウム温泉峡

金峰山や瑞牆山を望む景勝地にある増富ラジウム

温泉峡は、世界有数のラジウム含有量といわれる名

湯で、武田信玄公が金山開発中に発見した隠し湯と

いう伝承もあります。源泉は緑がかった黄濁の30℃

前後の低温で、30分程入浴すると体内環境をアル

カリ性に傾け、ホルモンのバランスを整え、体内の

毒素や老廃物も排出されると言われています。

■泉質：含二酸化炭素－ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉
■アクセス：須玉ICから約25分／
              韮崎駅から増富温泉行きバス約1時間

世界有数のラジウム温泉

富士河口湖温泉郷

富士五湖のひとつ河口湖畔に、「天水の湯」「霊水

の湯」「芙蓉の湯」「霊峰の湯」「秀麗の湯」と、5つ

の源泉が湧出。泉質は、カルシウム、ナトリウムなど

の塩化物温泉で神経痛、冷え性、疲労回復などに効

能があると評判です。富士山と湖を一望できる湖畔

には名湯自慢の旅館・ホテルが並び、日本一の富士

を見ながらの入浴は最高の贅沢気分を味わえます。

■泉質：カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・塩化物温泉カルシウム・
         ナトリウム・塩化物温泉など
■電話：0555－72－3168（富士河口湖町観光課）
■アクセス：富士急行線河口湖駅から徒歩約20分／
　　　　　 中央自動車河口湖ICから車約10分

富士山を眺めながら憩う極上の時間 山あいに湯治場の風情を残す温泉郷 山峡の趣あふれる国内有数の古湯

日 帰 り で 楽 し む“ や ま な し の 湯 ”
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富士吉田市

リフレふじよしだ新春祭り
1月1日～1月3日

餅つきや福袋販売などイベント盛りだく
さん。縁起の良い富士山の麓で一年を
スタート！
【場　所】リフレふじよしだ
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
《 電 車 》富士急行 富士山駅⇒バス約10分
《  車  》中央道中央道河口湖IC⇒約10分

中央市

ひな人形展
1月14日～4月9日

江戸から昭和の250体以上のお雛様が
並びます。
【場　所】中央市豊富郷土資料館
【問合せ】中央市豊富郷土資料館
　　　　☎055-269-3399
《 電 車 》東花輪駅⇒タクシー約10分
《  車  》中央道甲府南IC⇒約15分

甲州市

第15回甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

2月11日～4月18日
甘草屋敷を主会場にひな人形と甲州市
の伝統を活かしたつるし飾りを展示！！
【場　所】甘草屋敷・武田信玄宝物館・信
玄館・大菩薩の湯・宮光園・ＪＲ塩山駅・ＪＲ
勝沼ぶどう郷駅・道の駅甲斐大和・旧田中
銀行・ぶどうの丘
【問合せ】甲州市観光交流課交流イベント
　　　　 担当☎0553-32-2111（代）

笛吹市

日本一早いハウス桃宴曜日別県民デー

2月14日～3月上旬
25℃のポカポカのハウスの中で、雨や風
を気にせず、日本一早い桃のお花見を楽
しめます！
【時　間】10時から15時
【場　所】JAふえふき富士見直売所（受付）
【問合せ】☎055-262-3853
《 電 車 》石和温泉駅⇒タクシー約10分
《  車  》中央道一宮御坂IC⇒約15分

竜王駅「森のイルミネーション」

イルミネーション・花 火

イベント

郷 土の祭り・伝 統 行 事

初 詣 特 集 新しい年 は 山 梨で迎えよう

甲斐市 11月12日～1月31日

竜王駅南北駅前広場に、イルミ
ネーションが創りだす幻想的な光
の世界が広がります。
【場　所】JR竜王駅
【問合せ】竜王駅魅力発信協議会
　　　　☎055-278-1708
《 電 車 》JR竜王駅下車
《  車  》双葉SAスマートIC
           ⇒約5分

山中湖村

ＦＡＮＴＡＳＥＵＭ
アートイルミネーション

11月19日～1月3日

花の都公園の広大な敷地をイルミネーショ
ンが彩ります。体が温まる屋台村も必見！
【場　所】山中湖 花の都公園
【問合せ】山中湖 花の都公園
　　　　☎0555-62-5587
《 電 車 》富士山駅⇒バス約20分
          「花の都公園入口」
          ⇒徒歩約15分
《  車  》東富士五湖道路
           山中湖ＩＣ⇒約5分

笛吹市

石和温泉イルミネーション
～2月28日まで

石和温泉旅館街で笛吹川の川の
流れをイメージした青色と満開の
桜をイメージしたピンク色の光をお
楽しみいただけます。
【時　間】夕暮れから22時
【場　所】石和温泉旅館街、
　　　　さくら温泉通り沿い
【問合せ】笛吹市観光物産連盟
　　　　☎055-261-2829
《 電 車 》石和温泉駅⇒徒歩約20分
《  車  》中央道一宮御坂IC
           ⇒約10分

スターオーシャン八ヶ岳
北杜市 12月～3月（土曜日夜限定）

八ヶ岳の山々と満天の星空が織り
成す「八ヶ岳スターダスト」。ナビ
ゲーターによる星空観察ショーで
お楽しみください。
【場　所】サンメドーズスキー場（12,1,2月）
          八ヶ岳自然文化園（3月）
【問合せ】要申込スターオーシャン八ヶ岳
          事務局☎0551-48‐3457

《  車  》＜サンメドーズ清里＞
　　　　中央道長坂ＩＣ⇒約20分
　　　　＜八ヶ岳自然文化公園＞
　　　　中央道諏訪南ＩＣ⇒約１５分

博物館

かいじあむのお正月
1月2日～1月3日

福引き、書き初め、おもちつきなど日本の
伝統的なお正月をお楽しみください。
【場　所】山梨県立博物館
【問合せ】山梨県立博物館
　　　　☎055ｰ261ｰ2631
《 電 車 》石和温泉駅⇒バス
            またはタクシー約10分
《  車  》中央道一宮・御坂ＩＣ⇒約8分

考古学博物館

考古博物館イベント
「古代のもちつき」

1月9日
古代米といわれる黒米や赤米を使い、新年
を祝うもちつき大会を行います。
【場　所】山梨県立考古博物館
【問合せ】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3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
           ⇒約1分（インター出口正面）

富士河口湖町

河口湖冬花火
1月14日～2月19日の
間の土日及び2月23日

澄み切った空気と夜空を彩る冬花
火。2/23は「富士山の日」花火大会。
【場　所】大池公園他
【問合せ】冬花火実行委員会
　　　　☎0555-72-3168
《 電 車 》河口湖駅⇒周遊バス約5分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約5分

富士河口湖町

西湖樹氷まつり
1月28日～2月5日

西湖野鳥の森公園で氷の祭典を
ライトアップやイルミネーションも
楽しめる。
【場　所】西湖野鳥の森公園
【問合せ】富士河口湖町観光課
　　　　☎0555-72-3168
《 電 車 》河口湖駅
           ⇒周遊バス約45分
《  車  》中央道河口湖IC
           ⇒約30分

山中湖村

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

2月1日～2月22日

山中湖畔でダイヤモンド富士が見
られ、11・18日はアイスキャンドル
も点灯します。
【場　所】山中湖畔
【問合せ】（一社）山中湖観光協会
　　　　☎0555-62-3100
《 電 車 》富士山駅
　　　　 ⇒バス約35分
《  車  》東富士五湖道路
           山中湖ＩＣ⇒約20分

笛吹市

石和温泉冬花火～笛吹川の舞～
2月の金・土・日

関東屈指の湯量と美肌の湯が自慢の
石和温泉で冬花火を週末開催します。
【時　間】20時30分から20時50分
【場　所】笛吹川河川敷
　　　　　 （笛吹市役所本館前）

【問合せ】石和温泉旅館協同組合
　　　　☎055-262-3626
《 電 車 》石和温泉駅
　　　　 ⇒徒歩約20分
《  車  》中央道一宮御坂IC
           ⇒約10分

富士観光開発

いいふろウィーク
11月20日～26日

1（い）1（い）2（ふ）6（ろ）にちなみイベン
トを開催！16種類のお風呂も魅力！
【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
《 電 車 》河口湖駅⇒バス約15分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約15分

甲府

厄除地蔵尊大祭
2月13日正午～14日正午

【場　所】塩澤寺（湯村3丁目17番2号）
【問合せ】甲府市観光課
           ☎055-237-5702
「やくじぞうさん」と呼ばれ、親しまれている
お祭り。1年に1度、24時間は耳を開き、善
男善女の願いを聞き入れてくれるお地蔵さ
んが有名で、全国各地から多数の参拝者で
賑わいます。
《電車》甲府駅⇒バス約15分
《 車 》中央道甲府昭和IC
          ⇒約15分

丹波山村

お松引き
1月7日

【場　所】丹波山村熊野神社前
【問合せ】丹波山村教育委員会
　　　　☎0428-88-0211
正月飾りを修羅と呼ばれる木のそりにのせ
道祖神に奉納する伝統行事。
《電車》奥多摩駅⇒バス約60分
《 車 》中央道勝沼IC⇒約60分

愛染厄除地蔵尊祭
富士吉田市 2月13日～2月14日
【場　所】愛染地蔵尊（柏林寺）
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
地蔵尊の耳が開き、善男善女の願いを聞
入れ厄難を逃れることができると伝えられ
ます。
《電車》
富士急行
下吉田駅⇒
徒歩約15分

甲府

大神宮祭
2月3日夕方から

【場　所】横近習町大神宮（中央2丁目）
           柳町大神宮（中央4丁目）
【問合せ】甲府市観光課
           ☎055-237-5702
「大神さん」と呼ばれ、親しまれているお祭
り。商売繁盛・家内安全などを願うたくさん
の人々でにぎわいます。沿道にはだるまや
熊手などの縁起物などを売る
露店がたくさん並びます。
《電車》甲府駅⇒徒歩約5分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約15分

冬 のイベントカレンダー楽しいイベントが
盛りだくさん

山中湖村

山中湖富士山雪まつり
1月28日～2月19日

雪のすべり台や雪合戦、雪遊びなど楽し
み満載！温かい飲食も販売します。
【場　所】山中湖交流プラザきらら
【問合せ】（一社）山中湖観光協会
　　　　☎0555-62-3100
《 電 車 》富士山駅⇒バス約35分
           「山中湖交流プラザ前」
《  車  》東富士五湖道路
           山中湖ＩＣ⇒約20分

富士観光開発 2017年1月10日～3月31日までの平日
（3月20日（祝）は除く） 

平日限定！対象県民のリフト1日券が大
幅割引に！詳しくはHPをご覧下さい。
【場　所】ふじてんスノーリゾート
（南都留郡鳴沢村字富士山8545-1）
【問合せ】ふじてんスノーリゾート
　　　　☎0555-85-2000
《 電 車 》河口湖駅⇒タクシー約20分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約20分

市川三郷町

市川三郷町ふるさと冬まつり2016
のっぷい大塚にんじん収穫祭

12月10日
大塚にんじんの販売はもちろん、品評会
や試食コーナー等企画盛りだくさんです。 
【場　所】みはらしの丘みたまの湯駐車場
【問合せ】市川三郷町ふるさと冬まつり実行員会
　　　　☎055-240-4157
《 電 車 》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で約10分）
《  車  》中央自動車道甲府南ＩＣから約20分

北杜市

八ヶ岳そばめぐり＆温泉めぐり
12月17日～3月26日

参画店舗の温泉、蕎麦屋さんを巡れば、
お得な割引に応募できる。詳しくはＨＰへ
【場　所】参画店
【問合せ】(社)八ヶ岳ツーリズム
            マネジメント
　　　　☎0551-48‐3457

道志村

道志渓谷餅つき大会（感謝祭）
12月24日

もちつき大会（振る舞い、販売）・投げ餅（あ
たり商品券入り）・甘酒の販売・参加記念
写真入り年賀状プレゼント（後日郵送）
【場　所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし ☎0554-52-1811

北杜市

寒いほど、お得フェア
2月1日～28日
（１月１５日～プレイベント開催） 

その日の朝10時の気温によって参画店
の指定商品が割引となります。
【場　所】参画店
【問合せ】(社)八ヶ岳ツーリズムマネジメント
　　　　☎0551-48‐3457

富士観光開発

富士すばるランドのクリスマス
2016年12月下旬

富士すばるランドのキャラクター「ふじの
すけ」がサンタに扮して登場！プレゼントも！

【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
《 電 車 》河口湖駅⇒無料バス約10分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約5分

※詳しくはお問い合わせください。 

武田神社（甲府市） 身延山久遠寺（身延町） 善光寺（甲府市） 恵林寺（甲州市） 北口本宮冨士浅間神社
（富士吉田市）

山梨には毎年、全国からたくさんの初詣客が訪れます。身も心も清められるような厳かな空気のなか迎える新年は格別です。
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※当ガイドブックに掲載されている情報は2016年10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。
※本誌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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群馬県

埼玉県長野県

静岡県
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Ｒ
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増穂IC

甲府昭和IC
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中
央
自
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車
道

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〔中央市〕
とうもろこし焼酎
「本格焼酎とよとみ」（720ml）　        　3名様

❸〔市川三郷町〕
オノオレカンバ印鑑（木製・12mm）　  2名様

❹〔忍野村〕
忍野村ポストカード（12枚セット）     10名様

❺〔甲斐市〕
赤坂とまと（1kg）                         10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
〈冬プレゼント〉平成29年2月28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29年2月28日㊋必着めぐりプレゼント宝宝

芸術・文化・科学に触れる

日本の文化・芸術の発展に貢献した
山梨県出身の９人の人物を紹介。

山梨県立博物館
☎055-261-2631

《電車》石和温泉駅⇒バスまたはタクシー10分
《 車 》中央道一宮・御坂ＩＣ⇒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）

1月28日（土）～2月27日（月）
シンボル展「浄土憧憬」
山梨県における浄土信仰、阿弥陀信仰の有り様の一端に
ついて紹介します。

山梨県立科学館 
☎055-254-8151

《電車・バス》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･祝日のみ運行)
《車》中央道甲府昭和IC⇒30分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

11月12日（土）～3月12日（日）
プラネタリウム眠れない夜の月
コマ撮りで制作した、少年と月の番人の冒険物語。
国際短編映画祭で優秀賞他多数受賞。

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階 ☎055-231-0988

《電車》甲府駅南口徒歩５分
《 車 》中央道甲府昭和ＩＣより車で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。（駐車無料、但し減免処理が必要）
休館日：毎月第2・第4火曜日・12月29日～1月3日

10月1日（土）～3月27日（月）
開館時間/9：00～17：00（入館は16:30まで）
山梨近代人物館第４回展示
「日本の文化を興した山梨の人々」

❺❺

週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

休館日については変更になる場合があります。

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……………………
シルクふれんどりぃ………………
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………………………
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
泉温泉健康センター……………
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…………
みはらしの丘 みたまの湯…………
六郷の里 つむぎの湯…………
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……………………

名湯めぐり対象施設

山梨県立美術館 
☎055-228-3322

《電車・バス》甲府駅⇒バス15分
《車》中央道甲府昭和IC⇒10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

1月21日（土）～2月26日（日）
コレクション企画展「没後100年 野口小蘋」（仮称）
南画家・野口小蘋の没後100年にあわせ、
当館所蔵品と十一屋コレクションを展示。

山梨県立文学館
☎055-235-8080

《電車・バス》甲府駅⇒バス15分
《車》中央道甲府昭和IC⇒10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

1月21日（土）～3月20日（月・祝）
新収蔵品展
平成28年に新たに収蔵した芥川龍之介、
飯田蛇笏などの資料を紹介する展覧会。

「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

中央市大鳥居1619-1

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

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

北杜市大泉町谷戸1880

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

市川三郷町大塚2608

市川三郷町鴨狩津向640

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

☎055-254-1111

☎055-253-2416

☎055-252-5105

☎055-253-8111

☎055-254-3111

☎0555-88-2525

☎0551-28-5000

☎055-269-2280

☎055-262-2161

☎055-262-7373

☎055-262-3757

☎055-261-6166

☎0553-47-4126

☎0553-39-2610

☎0553-35-4126

☎0553-35-4611

☎055-288-2306

☎055-285-4131

☎055-282-7610

☎0551-38-2611

☎0554-46-1126

☎0428-87-0888

☎0428-88-0026

☎0555-22-1126

☎0555-20-2700

☎0555-85-3126

☎055-272-2641

☎0556-20-2651

☎0556-27-0002

☎0556-22-7227

☎0556-48-2552

☎0556-48-2621

☎0556-48-2468

☎0556-45-2213

☎0556-64-2434

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。

❸❸❶❶ ❷❷

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3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）
休館日：毎週月曜日

12月10日（土）～2017年1月29日（日）
冬季企画展「甲斐市の出土品」
甲斐市の出土品から、
甲府盆地北西部地域の歴史について考えます。

山梨県埋蔵文化財センター
☎055-266-3016

《電車》甲府駅⇒車3０分 《車》中央道甲府南IC⇒３分
休館日：毎週月曜日（3月20日は開館）・3月21日（火）

3月11日（土）～4月9日（日）
山梨の遺跡発掘展2017
山梨県内で行われた
最新の発掘調査成果を一堂に展示します。

野口小蘋《百福図屏風》明治後期～大正前期   十一屋コレクション

飯田蛇笏「さわやかに日のさしそむる山路哉」軸装

消印有効応募締切２月２８日火

平成２９年

１１月２０日
キャンペーン期間

日 ２月２８日火

平成２８年 平成２９年

スタンプラリーシートを掲示すると、
山梨県内の５４施設でとてもおトクな
サービスが受けられます！！

※賞品のデザインは変更となる場合があります。

スタンプを集めて
山梨限定オリジナル
ハローキティ
折りたたみ

リュックサックを
もらおう！

 

富士山
発やまなし

観光ス
タンプラリー

富士山
発やまなし

観光ス
タンプラリー

富士山世界遺産センター南館入館で
　　　　　　　　　をGET！スタンプラリーシート

おトクなサービスも受けられます！

HELLO KITTY
Ⓒ1976, 2016 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. G572523

詳しくは、
ホームページを
見てね！

HELLO KITTY

昇仙峡ロープウェイ 大人２００円引き 小人１００円引き

まきばレストラン ミニソフトクリームプレゼント（１枚につき１名）

笛吹川フルーツ公園 足湯利用料　無料 など

例えば

抽選で

100
 名様に

ま ず は



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

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

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

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

いつでもつくりたて
毎日つくりたて

時速500kmの世界
見る！　体験する！　学ぶ！

山梨県都留市小形山2381　TEL:0554-45-8121
山梨県立リニア見学センター
今話題の施設

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。

お問合せ 詳しくはこちら...

ふじてん30周年！
イベント盛りだくさん！

山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1
ふじてんスノーリゾート 0555-85-2000

URL：http://www.fujiten.net/
TEL：


