
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

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」

山中湖村　菜の花と富士山

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 春の山梨も
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
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

春
2017.3.1
～

2017.6.30
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

春の甲州市
甲州市観光協会　甲州市塩山上於曽1085-1　TEL：0553-32-2111

富士山世界遺産センター
0555-72-0259
http://www.fujisan-whc.jp/

南館
シンボルオブジェ
冨嶽三六〇

北館
入館無料

ショップ
郡内織物など

山梨ならではのお土産品を販売

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

身身延延

HELLO KITTY Ⓒ1976, 2017 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No. G573774
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信玄公祭り

甲
州
戦
国
絵
巻

第
　
回
山梨の春の観光シーズンの幕開けを飾る「信玄公祭り」。世界最大級の武者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7日　～9日

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8日㈯ 甲州軍団出陣
❖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～7時 
  《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》

信玄公祭り日程 4月7日㈮  湖衣姫コンテスト 等／4月8日㈯  甲州軍団出陣 等／4月9日㈰  子ども武者行列 等

春
の
山
梨
は
戦
国
で
幕
を
開
け
る
！

富士河口湖町
甲斐の勝山やぶさめ祭り

疾走する馬の上から鏑矢で的を射る神事。戦国武将さながら
の勇壮な姿をご覧ください
【場　所】河口湖（勝山）
【問合せ】甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会
　　　　☎0555-72-3168
《 電 車 》富士急行河口湖駅⇒徒歩約30分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約10分

甲府市
信玄公祭り武田二十四将騎馬行列

4月12日（水）
武田信玄公の命日に行われる武田神社例大祭にあわせて、一
般参加者による武田二十四将騎馬行列が市内一円をパレード
します。
【場　所】甲府市武田神社から遊亀公園
【問合せ】甲府市観光課☎055-237-5702
《 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

第52回甲州ふるさと武田勝頼公まつり

戦国時代さながらの出陣パレードや小中学生による巫女の舞
や甲斐天目山勝頼公太鼓が見所！
【場　所】甲州市立大和中学校校庭
【問合せ】甲州市ふるさと武田勝頼公まつり実行委員会
　　　　☎0553-32-5000
《 電 車 》ＪＲ中央線甲斐大和駅⇒約2分
《  車  》中央道勝沼ＩＣ⇒約10分

笛吹市
川中島合戦戦国絵巻

武田信玄公と上杉謙信公との間で行われた川中島の合戦を
再現。総勢900人の大合戦は、見ごたえ十分です！
【場　所】笛吹市役所前笛吹川河川敷
【問合せ】笛吹市観光物産連盟
　　　　☎055-261-2829
《 電 車 》JR中央線石和温泉駅⇒徒歩約20分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒約15分

甲
府
市

甲州軍団“武田信玄公本陣隊”出陣参加者募集
信玄公祭りのハイライト「甲州軍団出陣」に、武田信玄公本陣隊として参加。
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29年4月8日（土）　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「第46回信玄公祭り」公式HPをご覧ください。
信玄公祭りオフィシャルツアー「信玄ゆかりの地めぐりと特別観覧席で観る甲州軍団出陣式」もあります。
※詳細は「いい旅やまなしナビ」のHPをご覧ください。

甲州市
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笛吹市
笛吹市桃源郷春まつり

春の山梨は花がいっぱい！

3月26日（日）～4月23日（日）
ミズバショウに始まり、桜、桃の花まで市内各地で様々
なイベントが開催されます。
【場　所】メイン会場　八代ふるさと公園
【問合せ】笛吹市観光物産連盟
　　　　☎055-261-2829
《 電 車 》JR中央線石和温泉駅
　　　　⇒タクシー約20分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ
　　　　⇒約15分

韮崎市
わに塚のサクラ ライトアップ

3月31日（金）～4月9日（日）（予定）
樹齢約320年の一本桜。ライトアップ時は昼とは一味
違った幻想的な姿を楽しめます。
【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
《 電 車 》JR中央線韮崎駅
　　　　⇒タクシーまたは
　　　　　市民バス約10分
《  車  》中央道韮崎IC⇒約15分

甲府市
甲府でお花見！

3月下旬～5月上旬
◎桜の開花（３月下旬～４月上旬）◎太白桜(４月中旬）
◎鬱金の桜（５月上旬）
【場　所】中区配水場／小瀬スポーツ公園／武田神社
　　　　舞鶴城公園／
　　　　山の手御門（太白桜）／
　　　　金櫻神社（鬱金の桜）
【問合せ】甲府市観光課
　　　　☎055-237-5702
《 電 車 》JR中央線甲府駅下車

身延町
身延山しだれ桜見頃

3月下旬～4月上旬
樹齢400年を超えるしだれ桜が2本あり名所となっている。
※観賞期間中交通規制あり
【場　所】身延山久遠寺
【問合せ】身延町役場観光課
　　　　☎0556-62-1116
《 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

富士川町
大法師さくら祭り

3月下旬～4月上旬
桜の名所100選の地。2000本の桜が咲き誇ります。
【場　所】大法師公園（富士川町鰍沢2175）
【問合せ】大法師さくら祭り実行委員会
　　　　☎0556-22-7202
《 電 車 》JR身延線鰍沢口駅
　　　　⇒タクシー約10分
　　　　　徒歩約30分
《  車  》中部横断道増穂IC
　　　　⇒約10分

北杜市
神代桜まつり

4月1日（土）～4月23日（日）（予定、また桜の開花により変動）
日本三大桜の一つである山高神代桜の開花にあわせ、
にぎやかな屋台や地元特産物等の出店があります。
【場　所】実相寺（北杜市武川町山高2763）
【問合せ】（一社）北杜市観光協会
　　　　☎0551-47- 4747
《 電 車 》ＪR中央線日野春駅
　　　　下車⇒タクシー約20分
《  車  》中央道須玉IC
　　　　⇒約15分

上野原市
大野桜祭り

4月2日（日）
水辺の景色としても名所である大野貯水池で、お花見
とお祭りも楽しめる贅沢な１日
【場　所】大野貯水池　山梨県上野原市大野1261付近
【問合せ】上野原市経済課
　　　　☎0554-62-3119
《  車  》中央道上野原IC
            ⇒約20分

大月市
第28回 大月さくら祭り

4月1日（土）～4月16日（日）
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。
【場　所】岩殿山・お伊勢山
【問合せ】大月市観光協会
　　　　☎0554-22-2942
《 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

桜・花桜・花桜・花

4月29日（土・祝）4月23日（日）4月16日（日）

【武田信玄公役】
三遊亭 小遊三 氏

【山本勘助役】
林家 三平 氏

【特別ゲスト】 
林家 木久扇 氏

金 日

山中湖村
山中湖花の都公園春イベント「春の息吹」

4月下旬～5月下旬
富士山に一番近い花畑で、チューリップをはじめ色とりどりのお花が見頃を迎え
ます。日本最大級約3,000株のクマガイソウを、ガイドが案内して観察します。
【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 》富士急行線富士山駅
           ⇒バス約30分
《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ
            ⇒約5分

富士河口湖町
河口湖ハーブフェスティバル

6月16日（金）～7月9日（日）（大石会場は7月17日（月））
河口湖畔に咲き誇る10万株のラベンダー。八木崎公園
や大石公園は紫一色に染まる。
【場　所】河口湖
【問合せ】河口湖ハーブフェスティバル実行委員会
　　　　☎0555-72-3168
《 電 車 》富士急行線河口湖駅
⇒周遊バス８分（八木崎）、３２分（大石）
《  車  》中央道河口湖IC⇒約10分（八木崎）
　　　　　　 中央道河口湖IC⇒約1５分（大石）

笛吹市
すずらんの里祭り

5月20日（土）、21日（日）
笛吹市芦川町の「ニホンスズラン」群生地で見ごろに
合わせたイベントを開催します。
【場　所】笛吹市芦川町すずらん群生地
【問合せ】笛吹市芦川町
           すずらんの里祭り実行委員会
　　　　☎055-298-2111
《 電 車 》JR中央線石和温泉駅⇒路線バス
 ⇒臨時シャトルバス（祭り期間のみ）計約80分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒約40分

南部町
第17回南部あじさいまつり

6月中旬から下旬
約2.5haに約90種約3万株のアジサイが咲き誇ります。
【場　所】うつぶな公園
【問合せ】あじさいまつり実行委員会
　　　　☎0556-64-3111
《 電 車 》JR身延線内船駅
           ⇒徒歩約20分
《  車  》中央道甲府南IC
           ⇒約1時間10分

大月市
第16回 名勝猿橋あじさい祭り

6月下旬～7月上旬
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。
【場　所】猿橋から猿橋近隣公園
【問合せ】大月市観光協会
　　　　☎0554-22-2942
《 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号経由で約15分

市川三郷町
市川三郷町ふるさと春まつり第20回ぼたんの花まつり

4月下旬
「ぼたん園」には、約100種2000本ほどのぼたんが咲き誇ります。
【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
《 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

南アルプス市
アヤメフェア

4月29日（土・祝）～4月30日（日）
滝沢川河川公園の両岸１ｋｍにわたって咲き誇る約10
万本アヤメをご鑑賞下さい。
【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 
《  車  》中部横断道
        　 南アルプスＩＣ⇒約5分  

富士河口湖町
富士桜・ミツバツツジまつり

4月28日（金）～5月5日（金・祝）
可憐に咲き乱れる富士の花の群生地をご覧ください。
【場　所】河口湖（創造の森）
【問合せ】富士河口湖町農林課
　　　　☎0555-72-1115
《  車  》中央道河口湖IC⇒10分

富士吉田市
新倉山浅間公園桜まつり

4月8日（土）～4月16日（日）
『富士山』『五重塔』『桜』を一度に見れる日本で唯ひと
つの場所。
【場　所】新倉山浅間公園
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
《 電 車 》富士急行線下吉田駅⇒徒歩約10分
《  車  》中央道河口湖IC⇒会場周辺まで約10分
　　　　東富士五湖有料道路山中湖IC
　　　　⇒会場周辺まで約25分

鳴沢村
鳴沢つつじ祭り

4月22日（土）～5月7日（日）
春の遅い、富士北麓の春を告げるミツバツツジを観賞
するお祭りです。
【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】道の駅なるさわ
　　　　インフォメーション
　　　　☎0555-85-3900
《 電 車 》富士急行線河口湖駅⇒バス２０分
道の駅なるさわバス停又は緑の休暇村バス停 
《  車  》中央道河口湖IC⇒約15分

富士吉田市
ふじざくら祭り

4月22日（土）～5月5日（金・祝）
県下最大規模のフジザクラ群生地でソメイヨシノとはひ
と味違う雰囲気を。
【場　所】富士山吉田口登山道　中ノ茶屋周辺
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000
《  車  》中央道河口湖IC
　　　　⇒約10分
　　　　東富士五湖有料道路
　　　　山中湖IC⇒約15分

西桂町
クマガイソウ群生地公開

4月27日（木）～5月15日（月）
環境省レッドデータブック【絶滅危惧Ⅱ類】に分類される
幻の花といわれるほど貴重な花！
【場　所】クマガイソウ園
【問合せ】西桂町役場産業振興課
　　　　☎0555-25-2121
《 電 車 》富士急行線 三つ峠駅
           ⇒徒歩約30分
《  車  》中央道都留ＩＣ
           ⇒約20分

西桂町
西桂町さくら祭り

4月9日（日）
約千本のさくらが咲き誇る中、模擬店やステージパ
フォーマンスが催されます。
【場　所】三ツ峠グリーンセンター及び三ツ峠さくら公園周辺
【問合せ】西桂町役場産業振興課
　　　　☎0555-25-2121
《 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

富士河口湖町
富士芝桜まつり

4月15日（土）～5月28日（日）
おかげさまで10周年、富士の春の風物詩。首都圏最大
級80万株が咲き誇る花の祭典。富士山うまいものフェ
スタ同時開催！　
【場　所】富士河口湖町本栖
　　　　（富士本栖湖リゾート）
【問合せ】富士芝桜まつり事務局
　　　　☎0555-89-3031
《  車  》中央道河口湖IC
　　　　⇒約30分

※開花状況により変動あり

富士河口湖町
富士・河口湖さくら祭り

4月14日（金）～4月23日（日）
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。
【場　所】河口湖（河口）
【問合せ】富士・河口湖さくら祭り
　　　　 実行委員会
　　　　☎0555-72-3168
《 電 車 》富士急行線河口湖駅
　　　　 ⇒周遊バス約25分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約10分
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楽しいイベントが
盛りだくさん

春の祭り
イベントカレンダー

春の祭り
イベントカレンダー

山梨市

万葉うたまつりとホタル観賞会
6月9日（金）～6月11日(日)（予定）

万葉歌朗唱や幻想的なホタルと缶灯ろうの光
の競演を楽しめます。
【場所】万力公園
【問合せ】山梨市役所観光課☎0553-22-1111
《電車》JR中央線山梨市駅⇒徒歩約5分
《 車 》中央道勝沼ＩＣ⇒約20分

身延町

ホタルまつり
6月上旬

ホタル飛び交う６月のはじめに、ホタルの里一
色において行われるイベント。
【場所】一色ホタルの里駐車場
【問合せ】身延町役場観光課 ☎0556-62-1116
《電車》下部温泉駅⇒タクシーで約30分
《 車 》中部横断自動車道増穂IC⇒約40分

山梨市

えがおフェスタ2017
4月30日（日）

飲食物販売、ステージパフォーマンスや健康プ
ログラムを家族で楽しめるイベントです。
【場所】保健農園ホテル
　　　フフ山梨
【問合せ】山梨市役所観光課☎0553-22-1111
《電車》JR中央線山梨市駅⇒タクシー約30分
《 車 》中央道勝沼ＩＣ⇒約40分

小菅村

第30回多摩源流まつり
5月4日（木・祝）

流域の郷土芸能・名産を
堪能することができ夜には
「日本一のお松焼」が行わ
れます。
【場所】小菅村スポーツ広場
【問合せ】小菅村役場
        ☎0428-87-0111
《電車》JR中央線大月駅
         ⇒バス約60分
《 車 》中央道大月IC
        ⇒約40分

北杜市

長沢鯉のぼり祭り
5月5日（金・祝）

約450匹の鯉のぼりが大空を泳ぐなか、どろん
こ障害物競走などの大人気イベントも開催。
【場所】道の駅南きよさと
        （山梨県北杜市
        高根町長沢760）
【問合せ】長沢鯉のぼり祭り実行委員会 
        ☎0551-47-2303
《電車》JR小海線清里駅・
        JR中央線長坂駅
     　⇒タクシー約20分
《 車 》中央道須玉IC
　　　又は長坂ICから
　　　約15分

5月～
6月～

甲斐市

おみゆきさん
4月15日（土）

信玄堤付近で川除けの神事や神輿の渡御が
行われます。女装した担ぎ手の姿は必見です。
【場所】信玄堤公園周辺
【問合せ】甲斐市商工観光課☎055-278-1708
《電車》JR中央線竜王駅からタクシーで約10分
《 車 》中央道双葉スマートＩＣ⇒約10分

韮崎市

新府藤武神社祭典「お新府さん」
4月16日（日）

新府藤武神社の春の祭典。神社までの249段
の石段を駆け上がる神輿渡御は圧巻です。
【場所】新府城跡（中田町中條4787番地）
【問合せ】韮崎市観光協会☎0551-22-1991
《電車》JR中央線新府駅⇒徒歩約20分
《 車 》中央道韮崎IC⇒約10分

富士河口湖町

浅間神社例祭（稚児の舞）
4月25日（火）

河口、富士御室両浅間神社で行われる例大祭。
河口浅間神社では、稚児の舞が行われます。
【場所】河口湖（河口、勝山）
【問合せ】☎0555-76-7186（河口）
《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス10分（河口）
《 車 》中央道河口湖IC⇒約10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（土・祝）～4月18日（火）

市内11会場で雛人形を展示。甲州市ならでは
の、ひな人形が豪華絢爛に飾られています。
【場所】甘草屋敷を主会場に
　　　 恵林寺（武田宝物館）・宮光園など11会場
【問合せ】甲州市観光交流課☎0553-32-2111
《電車》（甘草屋敷）ＪＲ中央線塩山駅北口
         ⇒徒歩約1分
《 車 》（甘草屋敷）中央道勝沼ＩＣ⇒約20分

早川町

第40回南アルプス早川山菜祭り
5月3日（水・祝）

早川町の春の味覚・山菜を
存分に楽しめる、町最大の
イベントです。
【場所】早川町町民スポーツ広場
【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 
《 車 》中部横断道増穂IC
　　　⇒約45分

甲府市

正ノ木祭
5月2日（火）～5日（金・祝）

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。
【場所】稲積神社
【問合せ】甲府市観光課☎055-237-5702
《電車》JR中央線甲府駅⇒バス約15分 
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒20分

上野原市

軍刀利神社例大祭
4月19日（水）

現在は縁結びの神としても有名、戦前は武運
長久を祈願した神社。
【場所】軍刀利神社 上野原市上野原3832
【問合せ】上野原市経済課☎0554-62-3119
《 車 》中央道上野原IC⇒約25分

甲府市

昇仙峡ほうとう祭り
4月22日（土）～23日（日）

山梨県内のほうとう自慢の店が昇仙峡に一堂
に会します。各店の味をお楽しみください。
【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議会☎090-8648-0243
《電車》甲府駅⇒車で30分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒40分

道志村

道志渓谷やまめ祭り
3月5日（日）

やまめの塩焼きの特売・雛飾りの展示・お子様
に雛あられのプレゼントもあります！
【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⇒約30分

昭和町

エコしょうわ2017
4月29日（土・祝）

工作など様々な催しで、家族皆で楽しく学べる
環境啓発イベントです！
【場所】押原公園
【問合せ】昭和町環境経済課☎055-275-8355
《電車》JR身延線国母駅⇒タクシー約5分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約10分

市川三郷町

御幸祭
4月第一日曜（2日）

「神輿の川渡り」として有名なお祭りです。
【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
《電車》JR身延線芦川駅⇒徒歩約5分
《 車 》中央道甲府南ＩＣ⇒約20分

2月～

3月～

4月～

富士吉田市

吉田胎内祭
4月29日（土・祝）

神事やお焚き上げの儀式に併せて年に一度の
内部公開が行われます。
【場所】吉田胎内神社
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス ☎0555-21-1000
《 車 》中央道河口湖IC⇒会場周辺まで約10分

大聖寺の不動尊祭典と八日市
4月29日（土・祝）

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)を鑑賞できます。
【場所】大聖寺（身延町八日市場）
【問合せ】大聖寺☎0556-42-2815
《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

上野原市

蚕種石神社火祭り
4月中旬

都内からでも気軽に足を運べる八ッ沢の火祭
り「百八炬火」へ行ってみよう!
【場所】山梨県上野原市八ツ沢277周辺
【問合せ】上野原市経済課☎0554-62-3119
《電車》JR中央線上野原駅⇒タクシー約10分
《 車 》中央道上野原IC⇒約10分

富士河口湖町

身延町

富士すばるランドの春まつり
4月29日（土・祝）～5月7日（日）

GW期間に合わせて大人から子供まで楽しめる
イベントを開催。お得な乗り物パスも販売。
【場所】富士すばるランド
【問合せ】☎0555-72-2239
《電車》富士急行線河口湖駅⇒無料シャトルバス約10分
《 車 》中央道河口湖IC⇒約5分

上野原市

桂川フェスティバル
5月14日（日）

上野原市内外を問わず愛される桂川にて、「桂
川フェスティバル」が行われます
【場所】桂川新田地区近隣公園
《電車》JR中央線上野原駅⇒徒歩約10分

富士河口湖町

本栖公家行列
5月17日（水）

町民が公家や家来に扮し
て、地区を練り歩く本栖公
家行列。国の重要無形民
俗文化財に指定されてい
る河口の稚児の舞
【場所】本栖湖
《 車 》中央道河口湖IC
　　　⇒約30分

都留市

第7回じょいつる市場
5月上旬（予定）

三町商店街が一日限定お洒落スポットに♪手
作りクラフトや雑貨、癒しのお店が大集合！
【場所】三町商店街高尾町通り
【問合せ】じょいつる市場実行委員会☎0554-43-1111
《電車》富士急行線都留市駅⇒徒歩約3分
《 車 》中央道都留ＩＣ ⇒約10分

鳴沢村

ふじてんアウトドアスポーツ
5月上旬～（予定）

富士山の麓で個性派アウ
トドアスポーツが楽しめま
す。本格的MTBコースも。
【場所】ふじてんリゾート
【問合せ】☎0555-85-2000
《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
        ⇒約20分

勝沼ワイン映画祭
3月25日（土） 18:30～

勝沼のワイナリーで映画を鑑賞し、ワイ
ンパーティーで醸造家と楽しく語ろう。
【場所】①まるき葡萄酒 ②麻屋葡萄酒
【参加費】前売チケット3,000円（当日券有）
【問合せ】まるき葡萄酒0553-44-1005
          麻屋葡萄酒0553-44-1022

塩ノ山ワインフェス
4月15日（土）10:00～17:00

参加ワイナリーによるワインのグラス、ボ
トル販売、飲食提供事業者によるフー
ド、飲料の提供、ライブステージなど
【場所】甲州市中央防災広場 塩むすび
【参加費】2,000円（グラス･ワインチケット1,100円分）
【主催】塩山ワインクラブ
事前申込ＨＰアドレス：https://goo.gl/aawdtF
お問合せメールアドレス：shionoyama@winetourism.jp

桃源郷の日イベント
4月10日（月）10:00～16:00（予定）

飲食ブースの出店（笛吹市商工会）
ワインの飲み比べ（笛吹市ワイン会）
ワインの販売（笛吹市ワイン会）
ワインに合う飲食ブースの出店（（一社）
ワインツーリズム）
【場所】八代ふるさと公園
【問合せ】笛吹市観光物産連盟
　　　 055-261-2829

北杜市

増富温泉火祭り
5月中旬

皆様の無病息災を祈願し、女将食堂をはじめ
地元の鹿肉を使った珍味もふるまわれます。
【場所】増富温泉市営駐車場
（山梨県北杜市須玉町比志6469-1） 
【問合せ】増富ラジウム温泉峡
　　　観光案内所
        ☎0551-45-0600
《電車》JR中央線韮崎駅
　　　⇒バス約60分
《 車 》中央道須玉IC
　　　⇒約30分

身延町

沢奥のおまつり
5月5日（金・祝）

県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納している。
【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
《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

南部町

第30回たけのこまつり
４月下旬

タケノコの収穫を祝うイベント
として開催され各種模擬店、
ステージショーなどを開催
【場　所】南部町役場
　　　　 本庁舎前広場
【問合せ】たけのこまつり実行委員会
           ☎0556-64-3111
《電  車》JR身延線内船駅
　　　　⇒タクシー10分
《  車  》中央道甲府南IC
　　　　⇒約１時間20分

身延町

身延山開闢会 御入山行列

日蓮聖人御入山を記念して行われる年中行
事。騎馬武者などが門前町を練り歩く
【場所】身延山久遠寺
【問合せ】身延町役場観光課☎0556-62-1116
《電車》JR身延線身延駅⇒路線バス15分
《 車 》中部横断道増穂IC⇒約50分　

韮崎市

小田川ホタルまつり
6月中旬

ホタルの鑑賞をはじめ、ホタルかご作り教室や
舞踊の披露などが行われます。
【場所】柳原神社（中田町小田川1259番地）
【問合せ】韮崎市観光協会☎0551-22-1991
《電車》JR中央線韮崎駅⇒バス10分
《 車 》中央道韮崎IC⇒約10分

6月中旬

峡東ワインリゾートイベント一覧
～日本一のワイン産地
  「峡東」を楽しもう！～
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山梨観光ネットでは、最新の観光情報を発
信しております。
観光をお考えの方、観光をされている方、ぜ
ひご覧ください。

山梨県の情報満載！山梨観光ネット

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

南アルプス市
さくらんぼ狩り

5月上旬～6月下旬
南アルプス市は全国でも特
に早い時期に収穫を迎えま
す。初夏の味覚をお楽しみ下
さい。
【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
《 車 》中部横断道
　　　　白根ＩＣ付近

甲州市
さくらんぼ狩り

5月上旬～6月下旬
塩山地区（牛奥、下萩原）に
約40件の農園でさくらんぼ狩
りが楽しめます。
【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
《電車》JR中央線塩山駅
《 車 》中央道勝沼IC
         ⇒約15分

甲斐市
小梅もぎ取り体験

5月中旬～下旬
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。
【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
《電車》JR中央線竜王駅
        ⇒タクシー約15分
《 車 》中央道 双葉
         スマートIC⇒約10分

中央市
スイートコーン収穫祭

6月上旬
旬のおいしいスイートコーンを
全国に先駆けてお届け。ス
イートコーンの試食・販売を行
い収穫体験も楽しめます。
【場所】道の駅とよとみ
【問合せ】道の駅とよとみ
　　　☎055-269-3424
《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15分

甲府市
小曲いちご狩り

入園期間1月上旬～5月中旬
30分食べ放題。日本有数の
日照時間に恵まれた県内最
大級のイチゴ狩り圏として毎
年多くの方が訪れています。
【場所】甲府市小曲地域
【問合せ】小曲観光いちご組合
        ☎055-223-9609
《電車》JR中央線甲府駅
　　　⇒バス約20分
《 車 》中央道甲府南IC
　　　⇒5分

甲府市
風土記の丘　もろこしフェア

6月中旬
採れたての新鮮なとうもろこし
『きみひめ』が格安で販売され
るほか、イベント盛りだくさん！
【場所】風土記の丘
　　　農産物直売所
【問合せ】風土記の丘
　　　農産物直売所
　　　☎055-266-3858
《電車》JR中央線甲府駅
　　　⇒バス約30分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約1分

甲斐市
さくらんぼ狩り

6月上旬～6月中旬
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。
【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
《電車》JR中央線塩崎駅
        ⇒タクシー約10分
《 車 》中央道双葉
        スマートIC⇒約10分

甲斐市
桑の実摘み

6月上旬～中旬
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。
【場所】甲斐市登美農園
【問合せ】甲斐市商工会
 　　　☎055-276-2385
《電車》JR中央線塩崎駅
　　　⇒タクシー約5分
《 車 》中央道双葉
        スマートIC⇒約5分

市川三郷町
甘々娘収穫祭

6月中旬
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。
【場所】市川三郷町歌舞伎
        文化公園
【問合せ】ＪＡ西八代
        ☎055-230-3056
《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

収穫体験収穫体験

❶〔山中湖村〕
山中湖ワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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〔忍野村〕
忍野村ポストカード（12枚セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10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 「宝めぐりプレゼント」係
■応募締切
〈春プレゼント〉平成29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。

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6月30日（金）必着

❷❷

❸❸

❶❶

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（祝日の場合は翌日休館）

4月22日（土）～6月11日（日）
春季企画展「甲府城下町の賑わい」

3月1日（水）～4月9日（日）
風土記の丘望見展
「古墳時代の『風土記の丘』～卑弥呼や大王がいた頃～」
甲斐風土記の丘の遺跡や古墳についての紹介と、関連す
る古代体験イベントを行います。

《電車》JR中央線甲府駅北口
　　　⇒ 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）

《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）

3月18日（土）～5月15日（月）
企画展「ブータン しあわせに
　　　  生きるためのヒント 」
世界一幸せな国として知られるブータンの
歴史と文化を紹介します。
5月27日（土）～6月26日（月）
シンボル展「メトロ90年ｰ地下鉄の父・
早川徳次と東京地下鉄道（ー仮称）」
日本最初の地下鉄を開業した本県出身
の早川徳次の業績を紹介します。

3月18日（土）～4月9日（日）
春期特別企画展「ミラーマジック」
ミステリアスで美しく、摩訶不思議
な鏡の世界を楽しめる体験型展
示の企画展です。

6月19日（月）～6月25日（日） アニバーサリーウィーク
富士山にちなんだ催しや特典をご用意。期間中の「開館記念日（６月２２日）」
は有料施設の南館の入館料が無料。

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

4月15日（土）～6月11日（日）
特別展「バロックの巨匠たち」
ルーベンス、レンブラント、ベラスケ
スなどバロック絵画の巨匠の作
品を展示します。

4月29日（土・祝）～6月18日（日）
特設展「歿後50年 山本周五郎展（仮称）」
「樅の木は残った」「青べか物語」などを書い
た大月市出身の作家・山本周五郎を紹介。

山梨県立科学館☎055-254-8151

山梨市
西沢渓谷山開き

やまなしスポーツツーリズム
富士の国やまなしを
全力で走る+（プラス）

（日）

4月29日（土・祝）
今年の西沢渓谷もこの日から始まる！入山者には安全
祈願餅の配布やお楽しみ抽選会も！
【場　所】西沢渓谷
【問合せ】山梨市役所観光課☎0553-22-1111
《 電 車 》JR中央線山梨市駅⇒タクシーで約1時間
《  車  》中央道勝沼IC⇒約45分

富士吉田市
富士山開山前夜祭

（日）

6月30日（金）
開山期間中の安全を祈願しての神事や様々な催しが
執り行われます
【場　所】富士吉田市内及び北口本宮冨士浅間神社
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
《 電 車 》富士急行線富士山駅⇒徒歩約10分
《  車  》中央道河口湖IC⇒約10分
　　　　東富士五湖有料道路山中湖IC⇒約15分

韮崎市
第36回深田祭

4月16日（日）
「日本百名山」の著者で、登山家深田久弥氏を偲ぶ碑
前祭。記念登山などのイベントも開催されます。
【場　所】深田記念公園
【問合せ】深田祭実行委員会☎0551-22-1991
《 電 車 》JR中央線韮崎駅⇒タクシーまたはバス約20分
《  車  》中央道韮崎IC⇒約10分

世界遺産・富士山を始めとする山梨県の大自
然。その大自然を舞台にスポーツを楽しむた
めのサイトです。山道を駆け上がるヒルクライ
ムやトレイルランニング、美しい風景を楽しむ
サイクリングやマラソンのコースを、温泉やグ
ルメなどのスポットとともに紹介。
http://www.yamanashi-kankou.jp/zenryoku/

山梨！春のトレッキング
山梨の春の山はトレッキングに最適！

いろいろと探索しながら春の息吹を見つけよう！

山梨！春のトレッキング

《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。

富士山世界遺産センター☎0555-72-0259

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

「山梨の自然と人」を基本テーマに、
人々がどのように自然と向き合ってきたのかという
歴史を展示している博物館。

山梨の春の山はトレッキングに最適！
いろいろと探索しながら春の息吹を見つけよう！

YAMANASH I
 P I CK  U P  N EWS

空気がキレイで
気持ちいい！

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。

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2月5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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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

新宿線～甲府／約２時間バスタ新宿 甲府駅

新宿線～富士五湖／約２時間バスタ新宿 河口湖駅

静岡方面
より

静岡線～竜王・甲府／約3時間 甲府駅静岡駅

清水・静岡線～河口湖／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

名古屋線～竜王・甲府／約４時間 甲府駅名古屋駅

名古屋線～富士山駅・河口湖／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・大阪線～甲府／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

大阪・京都線線～富士山駅・河口湖／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

羽田空港線～富士山駅／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

羽田空港線～竜王・甲府／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

成田空港線～竜王・甲府／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

「地下鉄工事現場と
  徳次」個人蔵

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

4月1日（土）～9月末
第5回展示
「郷土のために尽くした人々」
郷土山梨のために政治・教育などの分野
で尽力した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。

「緑ターラー　タンカ」 
  ブータン王国
  国立博物館蔵

山本周五郎『明和絵暦』
新潮文庫
山県大弐を
主人公とした作品

アンソニー・ヴァン・ダイク
《エジプトへの逃避途上の休息》
ヨハネ・パウロ２世美術館蔵
ⓒMuseum John Paul Ⅱ Collection

甲斐国の政治商業の中心地として盛えていた甲府城下町
の賑わいを紹介します。

※当日はシャトルバス（無料）運行

館内

旧知事室

別館外観

韮崎市・甘利山


