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

桔梗信玄餅はここで生まれました

甲府のランドマーク
中澤孝次プロ設計

〒400-1501
山梨県甲府市上曽根町朝日4011
TEL055-266-5005
FAX055-266-5255 http://hh-alliance.com/ 検 索

予約、お問い合せ 0120-900-785

一見の
価値あり！

驚愕の象牙

ワールド！

26層くりぬき宝玉

富士の国曙ほうとう御膳

1,200円（税込）

象牙彫刻美術館
世界にも類のない象牙彫刻の世界

お問合せ 詳しくはこちら...

秋の甲州市

甲州市観光協会　TEL 0553-32-2111

〒409-3611 山梨県西八代郡市川三郷町大塚 2608 番地
電話 055-272-2641（ふろよい）　FAX 055-272-2633

みはらしの丘 のっぷいの館

〒400-0104　山梨県甲斐市竜地17
TEL 0551-28-5000
http://www.kaminoyu-onsen.com/

11種の源泉湯巡りと旬味を
大切な人と愉しむ湯宿

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」

上）紅葉台からの富士山／左下葡萄狩り／右下）ワインカーヴ

やまなし観光＆イベントガイド

Y a m a n a s h i  E v e n t  G u i d e 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

富士の国やまなし観光ナビゲーター
ハローキティ

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

秋
2017.9.1
～

2017.11.30
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9月～

富士河口湖町

富士ヶ嶺ファームフェスタ
10月14日（土）

新鮮な畜産物や野菜、乳製
品の販売や屋台が楽しめる
【場所】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
《 車 》中央道河口湖ICより
　　　 約40分

鳴沢村

鳴沢村農業祭り
10月14日（土）・15日（日）

特産のキャベツの販売や大
根掘り体験、花壇苗や農機
具などの即売会を開催。
【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】鳴沢村集出荷所
        ☎0555-85-2790
　　　 鳴沢村農業協同組合
        ☎0555-85-2470
《電車》富士急行河口湖駅下車
《バス》道の駅なるさわ下車

身延町

西嶋和紙まつり
10月15日（日）

高校生書道パフォーマンス、
絵手紙展作品展示、特設ス
テージでのアトラクションなど。
【場所】なかとみ和紙の里 
【問合せ】身延町商工会
        ☎0556-62-1103
《電車》ＪＲ身延線甲斐岩間駅
          ⇒タクシー約5分

大月市

第7回大ツキ軽トラ市
10月21日（土）

国道20号を通行止めし軽ト
ラの荷台等で大月市の逸
品・工芸品・農産物を販売し
ます
【場所】国道20号
        （大月駅前～
        大月市役所前）
【問合せ】BMCプロジェクト
        ☎0554-22-0444
《電車》JR大月駅⇒徒歩１分

北杜市

ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～2017
10月14日（土）・15日（日）

八ヶ岳の麓、大草原の収穫感謝
祭。秋の高原グルメやトラクター
パレード、ステージライブなど。
【場所】キープ協会清泉寮前広場
【問合せ】ポール・ラッシュ祭
　　　　～八ヶ岳カンティフェア～
          実行委員会事務局
        ☎0551-48-2626
《電車》JR小海線清里駅
          ⇒徒歩5分の駐車場
          から無料シャトルバス

北杜市

台ヶ原宿市
10月20日（金）～22日（日）

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。
【場所】甲州台ヶ原宿
【問合せ】台ヶ原宿市
        実行委員会
        ☎0551-35-2236
《電車》JR長坂駅
          ⇒タクシー約15分

甲府市

第29回甲府大好きまつり
10月28日（土）

大好き音頭、ビートｔｏビート
のほか、家族連れが楽しめ
る企画がてんこ盛り！甲府市
農林業まつりと同時開催。
【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
《電車》ＪＲ甲府駅⇒バス約30分
《 車 》 中央道甲府南IＣ⇒10分

身延町

あけぼの大豆産地フェア
10月中の土日祝日のいずれか

大粒で甘みの強い「あけぼ
の大豆」の収穫フェア！たく
さんの枝豆をゲットしよう！
【場所】町内各会場 
【問合せ】身延町商工会
        ☎0556-62-1103
《電車》ＪＲ身延線下部温泉駅
          ⇒タクシー約20分

山中湖村

山中湖花の都公園秋の彩り
9月16日（土）～11月5日（日）

富士山を背景にコスモスや
紅葉が見頃を迎えます。夏
に続きトロピカルガーデンも
開催！
【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》富士急行富士山駅
　　　 ⇒周遊バス
          ふじっ湖号約30分
          「花の都公園」

AUTUMN 
EVENT
AUTUMN 
EVENT

秋のイベントカレンダー秋のイベントカレンダー

富士吉田市

流鏑馬祭り
9月19日（火）

馬に乗って的を射るだけで
なく、馬が走った跡から災厄
を占う馬蹄占いが特徴。
【場所】小室浅間神社 
【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20分

甲斐市

大弐学問祭
9月23日（土・祝）

学問の神様、山県大弐の遺
徳を称える祭り。学問成就
祈願のほか神輿や出店で
賑わう。
【場所】山縣神社周辺
【問合せ】大弐学問祭
         実行委員会
         ☎055-278-1708
《電車》JR竜王駅
　　　 ⇒徒歩25分

笛吹市

AWAKEマーケットｉｎ笛吹
9月17日（日）

笛吹市ワイン会によるワイン
の試飲・販売や幅広いジャン
ルのフリーマーケットを開催
【場所】旧ＮＴＴグラウンド
        （石和町松本）
【問合せ】笛吹市
        観光物産連盟
        ☎055-261-2829
《電車》JR石和温泉駅
          ⇒徒歩5分

道志村

第2回水源の郷道志清流の花火大会
9月16日（土）※雨天順延

自然と花火のシンフォニー！
盛大、可憐な夜空の祭典。
水源の郷屋台村コーナーも
充実！
【場所】道の駅どうし
【問合せ】水源の郷道志清流の
         花火大会実行委員会
        ☎0554-52-2114
《 車 》中央道都留ICより約30分

10月～

甲府市

KOFU×戦国ＢＡＳＡＲＡスタンプラリー
～10月31日（火）まで

武田家ゆかりの地をめぐるス
タンプラリーに参加してオリ
ジナルグッズをゲットしよう！
【場所】甲府市･笛吹市・
        山梨市・甲州市 
【問合せ】甲府市観光課
        ☎055-237-5702

甲府市

第83回えびす講祭り
11月23日（木・祝）

商店街の企画イベントなど
が開催されるほか、神輿・山
車等の行列が繰り出します。
【場所】中央商店街
【問合せ】甲府商店街連盟
        ☎055-233-2241
《電車》JR甲府駅
　　　 ⇒徒歩15分

早川町

はやかわ紅葉とそばまつり
11月12日（日）

美しい紅葉の中、町内のそ
ばや特産品、歌謡ショーを
楽しむことのできるイベント
です。
【場所】早川町民
        スポーツ広場
【問合せ】早川町役場振興課
        ☎0556-45-2516
《電車》JR身延線下部温泉駅
          ⇒バスで約40分

道志村

道志渓谷いのしか祭り
11月25日（土）

いのしし汁・しか肉グリル・鹿
カレー・川魚の塩焼き・道志
ポーク串焼き
【場所】道の駅どうし 
【問合せ】道の駅どうし
        ☎0554-52-1811
《 車 》中央道都留ICより
　　　 約30分 

富士川町

甲州富士川まつり
11月12日（日）

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。
【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
《電車》JR身延線市川大門駅
　　　もしくは鰍沢口駅下車、
         車で10分

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
11月5日（日）

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。
【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
《電車》JR身延線岩間駅
          ⇒徒歩10分

小菅村

大地の恵みまつり
11月4日（土）

物産展を開き、小菅村産の農作物・
特産品の販売や実食が楽しめま
す。同時に多摩川流域11自治体交
流イベントラリーも実施しています。
【場所】道の駅こすげ周辺
【問合せ】株式会社　源
        ☎0428-87-0888
《電車》JR青梅線「奥多摩駅」
           西東京バス小菅の湯行
           JR中央線「大月駅」
           富士急山梨バス小菅の湯行

11月～

中央市

第2回中央市ふるさとまつり
11月3日（金・祝）

市内を代表する農産物や特産
品のグルメ、地元企業など数
多くの出店が会場に並びます。
【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員会
（中央市商工観光課）☎055-274-8582
《電車》JR身延線東花輪駅
          ⇒シャトルバス約10分

中央市

た・から収穫祭
11月25日（土）

特産のトマトやキュウリの詰
め放題イベントの開催。他
にも各種出店が並びます。
【場所】た・から農産物直売所
【問合せ】た・から農産物直売所
        ☎055-274-0831
《電車》JR身延線小井川駅
          ⇒タクシーで約5分

身延町

みのぶまつり
11月3日（金・祝）

各種出店が軒を連ねます。
また、特設ステージでは、お
笑いショー他催し物を開催！
【場所】身延町総合文化会館
　　　 芝生広場
【問合せ】身延町役場政策室
        ☎0556-42-4801
《電車》ＪＲ身延線身延駅
          ⇒タクシー約10分

北杜市

北杜市浅尾ダイコンまつり
11月3日（金・祝）

ダイコン抜き採り体験、浅尾ダイ
コンを利用した特産品の販売、浅
尾ダイコンの魅力を味わえます。 
【場所】ハイジの村クララ館周辺
【問合せ】北杜市浅尾ダイコン
        まつり実行委員会
        ☎0551-42-1421
《電車》JR韮崎駅⇒「茅ヶ岳・
          みずがき田園バス」
みずがき山荘方面行きで20分。
「クララ館」下車

富士河口湖町

第9回Mt.Fuji河口湖ジャズフェスティバル
11月3日（金・祝）～5日（日）

「富士河口湖町を世界にま
で発信するJAZZTOWNに」
をコンセプトに9回目の開催
【場所】河口湖円形ホール
【問合せ】Mt.Fuji河口湖
          ジャズフェスティバル
          実行委員会
        ☎0555-72-8222
《電車》富士急行河口湖駅
　　　 ⇒河口湖周遊バス20分

昭和町

第29回昭和町「ふるさとふれあい祭り」
10月8日（日）

昭和町の一大イベント、ふれ
あい祭りでスポーツ、食欲、
芸術の秋を満喫して下さい。
【場所】昭和押原公園
        「ゆめパーク昭和」 
【問合せ】ふるさとづくり
        推進委員会
        ☎055-275-8154
《電車》JR身延線国母駅・
　　　 常永駅⇒徒歩20分

身延町

身延山御会式万燈行列
10月7日（土）

日蓮上人御入滅の故事にち
なみ、柳に和紙の桜花を飾り
付けた万燈が練り歩きます。
【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
《電車》ＪＲ身延線身延駅
          ⇒バスで約10分

富士吉田市

ハタオリマチフェスティバル
10月7日（土）・8日（日）

富士山の湧水によって育ま
れた織物業。風情が残るハ
タオリ街を感じて下さい。
【場所】小室浅間神社、
        月江寺界隈
【問合せ】ハタフェス実行委員会
        ☎0555-22-1111
《電車》富士急行下吉田駅
　　　 ⇒徒歩5分

韮崎市

武田の里フェスタ・韮崎
10月8日（日）

市民総参加型イベント。本
町通りを中心に様々な出店
やパフォーマンスが行われ
ます。
【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
《電車》ＪＲ韮崎駅⇒徒歩１分

富士吉田市

明見湖フェスティバル
9月2日（土）

アクティビティ、フード、ライ
ブなど多くのコンテンツから
自然を体験できるイベント
【場所】富士吉田市立
        明見湖公園
【問合せ】富士吉田市
        環境政策課
        ☎0555-22-1111
《電車》富士急行富士山駅
          ⇒バス25分

上野原市

牛倉神社祭典
9月2日（土）～4日（月）

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
【場所】牛倉神社
【問合せ】上野原市経済課
        商工観光担当
        ☎0554-62-3119
《電車》JR上野原駅
          ⇒徒歩15分

上野原市

入谷神社祭典
9月2日（土）

上野原が躍る夜。迫力満点
のお神輿は絶対に見逃せな
い。
【場所】上野原市役所
【問合せ】上野原市経済課
        商工観光担当
        ☎0554-62-3119
《電車》JR上野原駅
          ⇒徒歩25分

都留市

第35回八朔祭（ふるさと時代祭り）
9月1日（金）

総勢120名の市民が様々な
衣装に身を包み町中を練り
歩く大名行列は圧巻。
【場所】谷村第一小学校周辺 
【問合せ】ふるさと時代祭り
         実行委員会
☎0554-43-1111（代）
《電車》富士急行谷村町駅
　　　 ⇒徒歩2分

山中湖村

ともおぺ！ 7
7月8日（土）～10月9日（月・祝）

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！
【場所】山中湖周辺 
【問合せ】平日：山中湖村観光課
土・日・祝：（一社）山中湖観光協会
平　　日：☎0555-62-9977
土・日・祝：☎0555-62-3100
《電車》富士急行富士山駅
　　　 ⇒バス約25分

富士河口湖町

冨士御室浅間神社秋の例大祭
9月9日（土）

浦安の舞や神輿が練り歩き
早秋の湖畔を彩る
【場所】冨士御室
        浅間神社境内
【問合せ】冨士御室浅間神社
        ☎0555-83-2399
《電車》富士急行河口湖駅
         ⇒西湖周遊バス16分



【富士河口湖町】紅葉まつり

【甲府市】昇仙峡

【山梨市】西沢渓谷
七ツ釜五段の滝富士山エリア

笛
吹
エ
リ
ア

甲府エリア

【富士川町】
大柳川渓谷富

士
川
エ
リ
ア
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ワインイベント

甲斐市

信玄堤ケヤキライトアップ
11月中旬～下旬

大ケヤキやカエデの紅葉を期間限定で
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
《電車》JR竜王駅⇒徒歩20分

山中湖村

夕焼けの渚・紅葉まつり
10月27日（金）～11月12日（日）

600ｍの紅葉回廊をライトアップ！富士山を
見られる展望台や飲食ブースもあります。
【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
《電車》富士急行富士山駅⇒バス約30分「旭日丘」
　　　　　　   　　⇒徒歩約5分

ワインツーリズムやまなし2017・秋

ワイナリーのある地域を楽しみ、歴史・風土など産
地を感じていただくイベント。県内約60ワイナリー
が参加予定。上記5つの市内に専用バスが循環し、
現地を散策しながら醸造家さんやぶどう農家さん、
地元の方 と々ふれあい、ワインテイスティングを楽し
めます。事前にHPからの申込が必要となります。
【詳　細 】ワインツーリズムHP 
           http://www.yamanashiwine.com/

公共交通機関でワイナリーを巡ろう！

東沢大橋は、H29.12.28まで耐震工事のため、橋に
シートがかかり外観が見えない場合があります。 

昇仙峡 仙娥滝 ライトアップ
10月20日（金）～22日（日）・27日（金）・28日（土）
11月 3日（金・祝）～5日（日）・10日（金）・11日（土）・
　  17日（金）・18日（土）・23日（木・祝）～25日（土）

幻想の光に包まれた仙娥滝の秋の風情をお楽しみください。
【場　所 】昇仙峡仙娥滝
【問合せ 】  昇仙峡魅力づくり協議会 ☎055-287-2111
《電車》JR甲府駅⇒山梨交通バス昇仙峡行昇仙峡滝上停留所50分 

甲
府
市

富士河口湖町

富士河口湖紅葉まつり
11月1日（水）～23日（木・祝）

河口湖北岸で開催し、周辺は飲食やクラ
フト市などの出店で賑わう。
【場　所 】河口湖畔河口梨川周辺ほか
【問合せ 】  富士河口湖町観光課
　　　　☎0555-72-3168
《 車 》中央道河口湖IC⇒約15分

富士吉田市

もみじ祭り
（予定）10月28日（土）～11月12日（日）

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。
【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
　　　　☎0555-22-1111
《電車》富士急行富士山駅⇒バス20分

山梨に古くからある「甲州ぶどう」から
作られる「甲州ワイン」日本で初めて
醸造されたワインであるとともに、現在
では国際的なワインコンクールで評価
され、世界に輸出されている。和食に
合うさわやかな口当たりが魅力。

甲州ワイン

甲州市

第31回かつぬま新酒ワインまつり
11月3日（金・祝）

甲州市内ワイナリーの新酒ワイン解禁に
乾杯。参加費1,000円ワイングラス付き。
【場　所 】甲州市勝沼ぶどうの丘　噴水広場
【問合せ 】 甲州市勝沼ぶどうの丘
　　　　☎0553-44-2111
《電車》JR勝沼ぶどう郷駅⇒徒歩20分

笛吹市

ヌーボーｄｅ乾杯カウントダウン
11月2日（木）

「やまなしヌーボー」解禁の11月3日（金・祝）
午前0時に新酒で乾杯！石和温泉街全体で
お祝いします。
【場　所 】石和温泉街
【問合せ 】  石和温泉観光協会
          ☎055-262-3645
《電車》JR石和温泉駅⇒徒歩10分

山梨ヌーボーまつり2017
甲府市 11月18日（土）・19日（日）

山梨県産新酒ワインの試飲・販売。チケットと引き換えにお好みのワインが
試飲できます。ワイナリーが丹精こめて造り上げた新酒ワインを味わうこと
ができます。
【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
《電車》JR甲府駅⇒バスで30分。小瀬スポーツ公園下車すぐ
《 車 》中央道甲府南IC⇒10分

甲州市

勝沼ワイン140年記念セミナー
10月10日（火）18:30～21:00

第一部「甲州市のワイン産業の始まり」の
講演を開催します。第二部「甲州ワインを
呑み語る」140年受け継がれてきた甲州ワ
インを現在の造り手と共に呑み、語り、楽
しむ会を開催します。
【場　所 】甲州市近代産業遺産「宮光園白蔵」
【問合せ 】勝沼ワイン協会事務局
　　　（甲州市産業振興課ワイン振興室）
　　　　☎0553-32-2111（内線288）
E-MAIL　sangyou@city.koshu.lg.jp
【定　員 】50名
　　　　　（定員になり次第締め切らせて
　　　　いただきます。）
【参加費 】1,000円

甲州市

かつぬま朝市スペシャルワインセミナー
11月5日（日）10:00～12:00（朝市は9:00～）

やさしいワイン講座と、勝沼ワイン協会の3
人のゲストのトークとワインテイスティング
をお楽しみください。当日はテイスティング
ワイン３種類の外に、振る舞いワイン数種
類をご用意してあります。
（ゲスト）今村英香さん（シャトー勝沼）
　　　　　高埜よしみさん（錦城葡萄酒）
　　　　　金子克憲さん（中央葡萄酒）
【場　所 】かつぬま朝市会場
          （シャトレーゼ勝沼ワイナリー裏）
【申　込 】10月２日から、かつぬま朝市の
　　　　ホームページ内「かつぬま朝市
　　　　ワインセミナー」の欄からメー
　　　　ル申込。
【定　員 】30名
　　　　（定員になり次第締め切らせて
　　　　いただきます。）
【参加費 】1,000円

富士川町 11月19日（日）
大柳川やすらぎの里もみじ祭り

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。
【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
《電車》JR身延線鰍沢口駅下車し、
　　　 車で15分

山梨の秋を満喫

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）

【北杜市】瑞牆山

北杜エリア

【北杜市】東沢大橋

ワインの名産地山梨で、フレッシュでフルーティな味わいをお楽しみ下さい。

11月11日（土）12日（日）9:00～17:00（予定） 
甲州市・山梨市・笛吹市・甲府市・甲斐市 

甲州市塩山古刹回廊と葡萄回廊バス
甲州市塩山地区の古刹やワイナリーを巡る周遊バス 【問合せ】 ☎0553-33-3141
期間：11月3日～26日の土曜・日曜・祝日
料金：１回乗車 大人 300円、子ども 150円／１日券 大人 1000円、子ども 500円
詳細はこちら：http://yamanashikotsu.co.jp/noriai/kousyu20160401.html

勝沼周遊バス
甲州市勝沼地区のワイナリーを巡る周遊バス 【問合せ】 ☎055-232-3666
期間：9月16日～11月26日の土曜・日曜・祝日
料金：１回乗車 大人 300円、子ども 150円／１日券 大人 1000円、子ども 500円
詳細はこちら：http://www.yamanashibus.com/

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。

いい旅やまなしナビ 検索
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富士山をはじめとする山梨の観光ス
ポットや体験型アクティビティなど
の情報が満載！
アプリを使ってや
まなしを楽しもう！
お得なクーポンも
あるよ。

山梨県公式アプリ
FUJISAN
ACTIVITIES

YAMANASH I
P I CK U P 

N EWS

ぶどう狩り情報 収穫時期：8月上旬～10月下旬
問合せ：甲州市観光交流課0553-32-2111

甲
州
市

収穫時期：7月中旬～10月下旬
問合せ：山梨市観光課0553-22-1111

山
梨
市

収穫時期：7月上旬～10月下旬
問合せ：笛吹市観光商工課055-262-4111

笛
吹
市

収穫時期：7月中旬～11月上旬
問合せ：甲府市観光協会055-226-6550

甲
府
市

収穫時期：8月上旬～10月下旬
問合せ：JA梨北穂坂支店0551-22-2151

韮
崎
市

収穫時期：8月中旬～10月中旬
問合せ：南アルプス市観光協会055-284-4204

南
ア
ル
プ
ス
市

収穫時期：8月上旬～11月下旬
問合せ：甲斐市商工観光課055-278-1708

甲
斐
市

甲州市

第64回甲州市かつぬまぶどうまつり
10月7日（土）

【場　所 】勝沼中央公園グラウンド
【問合せ 】 第64回甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会
　　　　☎0553-32-1000
ぶどうの収穫祭です。甲州ワインの無料サー
ビスや、ワイナリーのブースは毎年大盛況！
《電車》JR勝沼ぶどう郷駅・塩山駅
         ⇒シャトルバス（1回300円）

笛吹市

ぶどうＥＸＰＯ2017駅からツーリズム
9月16日（土）～18日（月・祝）

【場　所 】JR石和駅前、石和温泉駅前公園、笛吹市内
【問合せ 】 笛吹市商工会 ☎055-263-7811
旬のぶどうやワイン、体験プログラムに周
遊バス、インバウンド観光客向けのツアー
やウォーキング、様々なアトラクションなど
でおもてなし！
《電車》JR石和温泉駅すぐ

山梨のフルーツ情報

やまなし スポーツの秋を楽しもう！

❶〔中央市〕シルクふれんどりぃ温泉＆ランチ券（ペア券）・・・1名様
❷〔市川三郷町〕オノオレカンバ印鑑（木製・12mm）・2名様
❸〔鳴沢村〕なるさわブルーベリーのあまずっパイ（１箱） 3名様
❹〔山中湖村〕山中湖ワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様
❺〔昭和町〕富有柿（4ｋｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❻〔富士吉田市〕吉田のうどん（4～5人前）・・・・・・・・・3名様
❼〔甲府市〕信玄君クリアファイル・ハンドタオルセット（各1個）・・・5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  　山梨県の気になる観光スポットを教えて下さい。
■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 「宝めぐりプレゼント」係
■応募締切      〈プレゼント〉平成29年11月30日（木）必着　※⑤〔昭和町〕富有柿は10月31日（火）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。

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央自動車道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：毎週月曜日（10月9日・11月20日は開館）

10月4日（水）～11月23日（木・祝）
第35回特別展
「ひつぎのヒミツ～
棺から読み解く古墳時代～」
古墳出土品の中から「棺」にスポットを当て、
いまだ謎の多い古墳時代を読み解きます。

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

9月1日（金）～11月5日（日）
プラネタリウム 星空散歩
～星空案内と、土星と探査機カッシーニ～
土星についての観察の歴史、探査機カッシー
ニが捉えた土星の最新映像を紹介します。
毎日上映16：00～16：45

山梨県立美術館                        ☎055-228-3322

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約15分  
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約10分  休館日：月曜日

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

《電車・バス》JR中央本線甲府駅⇒バス約15分
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日

9月2日（土）～10月22日（日）
ヴラマンク展　絵画と言葉で紡ぐ人生
フォーヴの巨匠として知られる画家ヴラマンクが
駆け抜けた鮮烈な芸術家人生を展観。

11月3日（金・祝）～12月17日（日）
狩野芳崖と四天王
近代日本画の先駆者、狩野芳崖と4人の弟子
たちの代表作を一堂に紹介。

9月23日（土・祝）～11月23日（木・祝）
企画展 
「津島佑子展 いのちの声をさかのぼる」
小説「火の山―山猿記」で山梨を描き、昨年2月
に逝去した作家・津島佑子の初の展覧会。

山梨県立科学館              ☎055-254-8151
《種をまく人》などの農民絵画を
描きつづけた、ジャン＝フランソワ・ミレーの
作品を数多く所蔵する美術館。

土器や石器といった考古資料や、
考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ博物館。

山梨県ゆかりの文学者に関する資料の
収集と保管・公開を行っている文学館。

不思議な展示物や仕掛けがたくさんあり、
楽しみながら科学を学べる科学館。

芸術・文化・科学に触れる 休館日については変更になる場合があります。

山梨県立博物館              ☎055-261-2631

《電車》JR中央線石和温泉駅⇒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7日（土）～12月4日（月）
秋期企画展｢甲府徳川家｣
約50年間、甲斐を中心に35万石を支配した
甲府徳川家。その知られざる姿をご紹介。

11月20日（月）
かいじあむの秋祭り
収穫の秋ならではの体験や工作を開催。

山梨の豊かな食文化をご紹介。豊かな食材
（資料と作品）をどうぞ召し上がれ！

9月16日（土）～12月18日（月）
常設展｢かいじあむ定食、召し上がれ｣

山梨の自然と人の歴史を、見て、
さわって、楽しみながら学べる博物館。

めぐりプレゼント宝宝週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

※当ガイドブックに掲載されている情報は2017年8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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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

新宿～甲府線／約２時間バスタ新宿 甲府駅

新宿～富士五湖線／約２時間バスタ新宿 河口湖駅

静岡方面
より

静岡～竜王・甲府線／約3時間 甲府駅静岡駅

清水・静岡～河口湖線／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

名古屋～竜王・甲府線／約４時間 甲府駅名古屋駅

名古屋～富士山駅・河口湖線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

関西方面
より

京都・大阪～甲府線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

大阪・京都～富士山駅・河口湖線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

羽田空港～富士山駅線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

羽田空港～竜王・甲府線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

成田空港～竜王・甲府線／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

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階                                    ☎055-231-0988

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約５分
《 車 》中央道甲府昭和ＩＣ⇒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。
         （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（日）～3月27日（火）
山梨近代人物館第6回展示
「日本の発展に貢献した山梨の人々」
日本の政治経済・医療・養蚕業の発展に貢献
した山梨県出身の９人の人物を紹介。

明治から戦前までの間に活躍した
山梨県ゆかりの人物50名を
テーマごとに詳しく紹介しています。

10月14日（土）・15日（日） 
第2回トレインフェスタ
電車に関するクイズラリーやグッ
ズ販売の他、イベント盛りだくさん！

11月3日（金・祝）・4日（土）
リニアフェス2017
国内最大級のリニアに関する一
大イベント！

《電車》JR大月駅から直通バスにて15分 
《  車 》中央道大月IC・都留IC⇒15分

山梨県立リニア見学センター  ☎0554-45-8121
超電導リニアを
“見て・学んで・体験”できる施設

葛飾北斎の描いた冨嶽三十六景を大きな立
体パネルで再現。その魅力を紹介します。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス約5分 
《  車 》中央道河口湖IC⇒約1分

山梨県立
富士山世界遺産センター
富士山の世界遺産としての価値を
国内外に分かりやすく伝える施設

11月20日（月）
県民の日イベント
県民の日は観覧無料デー！古代にちなんだ
さまざまな体験イベントも開催します。

10月15日（日）
秋のふれあい・第29回
風土記の丘こどもまつり
毎年恒例・こどもまつりとふれあいまつりが合
体！秋の風土記の丘で古代を満喫しよう！

古墳でマツリのようす

津島佑子
写真提供
毎日新聞社

陶棺6世紀末
井之上古墳(國學院大學蔵）

県民の日イベントの
様子（巨大すごろく）

リニアMLX01-2

リニアフェス2016
クラフト作り

星空散歩

土佐光起筆
武田信玄像 部分

モーリス・ド・
ヴラマンク
（1876-1958）

館内

狩野芳崖《伏龍羅漢図》
福井県立美術館蔵 徳川家宣画像 部分

奈良長谷寺蔵

ひらけ！玉手箱のようす

山梨県埋蔵文化財センター  ☎055-266-3016

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒徒歩約5分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約15分

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約30分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約1分

11月5日（日）会場：県史跡甲府城跡
ひらけ！玉手箱
史跡甲府城跡を舞台に江戸時代の遊
びにチャレンジしよう！

国史跡銚子塚古墳で再現される、古
墳時代のマツリに参加しよう！

11月20日（月）会場：国史跡銚子塚古墳
古墳でマツリ

県史跡甲府城跡や国史跡銚子塚古墳など、
楽しみながら親しんでもらう
イベントを開催しています。

富士河口湖町・笛吹市

富士河口湖笛吹フルーツライド
10月1日（日）

笛吹市から富士五湖周辺をサイクリングしながら各地の
食事やフルーツが楽しめる
【場所】笛吹市スコレーセンター駐車場 
【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
《電車》JR石和温泉駅下車

富士河口湖町

富士山麓トレイルラン
9月30日（土）

雄大な自然を感じながら走れる。レース後のお楽しみイ
ベントも盛りだくさん
【場所】小海公園芝生広場 
【問合せ】富士河口湖町観光課
        ☎0555-72-3168

富士河口湖町

富士山原始林トレイルラン
10月15日（日）

ビギナーから、トレイルラン経験者まで楽しめる青木ヶ
原樹海のコースを走ります
【場所】旧精進小学校
【問合せ】富士河口湖町観光課
        ☎0555-72-3168

鳴沢村

富士・鳴沢紅葉ロードレース大会
10月22日（日）

雄大な富士山と鮮やかな紅葉が織りなす絶景コース。レース
後には温かいそばがあります。
【場所】鳴沢村活き活き広場
【問合せ】富士・鳴沢紅葉ロードレース大会事務局
（鳴沢村教育委員会内）☎0555-85-2606
《電車》富士急行河口湖駅下車
《バス》道の駅なるさわ下車

大月市

第4回大月桃太郎伝説
百蔵山～扇山トレイルラン

11月5日（日）

犬目、鳥沢、猿橋、百蔵山を巡るトレイルラン。里山収
穫祭を同時開催します
【場所】桂川ウェルネスパーク（スタート・ゴール）
【問合せ】大月市役所産業観光課☎0554-20-1829
《電車》JR鳥沢駅⇒バス10分

笛吹市

ＣＹＣＬＯＧワインリゾートｉｎ山梨
11月12日（日）

自転車で観光名所などを訪ねてポイントを競う自転車
オリエンテーリング
【場所】山梨市役所
【問合せ】笛吹市観光物産連盟
        ☎055-261-2829
《電車》JR山梨市駅⇒徒歩１0分

笛吹市

富士山眺望トレイルラン＆ウォーク
 11月26日（日）

初心者は歩きコースもあり、まずはトライ！大会前日は
ウェルカムパーティーあり
【場所】春日居スポーツ広場（予定）
【問合せ】笛吹市観光物産連盟 ☎055-261-2829
《電車》JR春日居駅⇒徒歩10分

身延町

第5回身延山・七面山修行走 
11月26日（日）

世界に誇るパワースポット身延山、七面山を舞台に健脚を競
う！前夜祭に絶品グルメも！ 
【場所】身延山仲町駐車場 
【問合せ】修行走事務局
        ☎0556-62-0504

富士河口湖町

富士山マラソン
11月26日（日）

15,000人を超えるランナーが晩秋の湖畔を走る
【場所】河口湖畔県営船津浜駐車場
【問合せ】富士河口湖町観光連盟
        ☎0555-28-5177
《 車  》中央道河口湖IC⇒約１0分

7月26日（水）～9月25日（月） 
企画展
「再現 冨嶽三十六景の世界」展

☎0555-72-2314

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11月30日（木）必着
　　　　　　※⑤〔富有柿〕は10月31日（火）必着
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