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山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

秋

武田ひし丸
ぶどう狩り
体験中！

マ
ル
！



JUICY YAMANASHI TRIP!

ぶどう狩り特集サイト

ぶどうコラム

泊まるとお得なぶどうプランや
おすすめのぶどう狩りプランを紹介！

フルーツ狩り・特産品祭り

ワインイベント

ワインツーリズムやまなし2018・秋
甲州市・山梨市・笛吹市・甲府市・甲斐市・韮崎市（予定） 11月17日（土）・18日（日）
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6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、地元の方々とふれあい、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/

第32回かつぬま新種ワインまつり
甲州市 10月21日（日）

新種解禁に合わせた市内ワイナリー
よる祭り。収穫に感謝し新酒ワインを
味わう！
【場　所】甲州市勝沼ぶどうの丘
【問合せ】甲州市勝沼ぶどうの丘
　　　　☎0553-44-2111

山梨ヌーボーまつり2018
甲府市 11月10日（土）・11日（日）

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を
試飲できます。
【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

第65回甲州かつぬまぶどうまつり
甲州市 10月6日（土）

ぶどうの収穫祭！！甲州ワインの試飲やワイナリーブースは毎年盛大！！
【場　所】甲州市勝沼中央公園
【問合せ】甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会 ☎0553-32-1000

もろこし祭り
鳴沢村 9月4日（火）

品種の違うとうもろこし食べ比べ、一
番おいしい品種をお客様で決めるイ
ベントです。
【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　　☎0555-85-3900

あけぼの大豆産地フェア
身延町 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】身延町あけぼの大豆
　　　　振興協議会
　　　　☎0556-42-4805

浅尾ダイコン祭り
北杜市 11月3日（土・祝）

茅ヶ岳山麓の火山灰土で育った「浅尾ダイ
コン」はアクが無く、甘く柔らかくて、どんな料
理にもぴったりです。人気の大根抜き体験
など、「浅尾ダイコン」の魅力を味わえます。
【場　所】明野温泉太陽館周辺
【問合せ】北杜市浅尾ダイコンまつり実行委員会事務局
　　　　☎0551-42-1412

カフェ巡り

武田菱丸がぶどう狩りを体験中！

じゃらんnet 観光ネット特集

g r a p e  　　c o l u mn

山梨のぶどうの種の中に
「山」の文字が！？

フルーツの王様 ぶどうの糖度は最高クラス！

なんと巨峰や甲斐路などの種を包
丁でスパンっと切ってみると“山”
梨県の「山」の字が現れます！もち
ろん、山梨県産以外のブドウにも「山」の字が現れますよ。最近は種無し
ぶどうが多く出回っていますが、ぜひ種有り葡萄で試してみてください。

ブドウの糖度は巨峰などでは20度にも達し、しかも「畑のミルク」と呼
ばれるほど栄養素が豊富。吸収率にも優れ、お菓子などよりヘルシーで美
容や疲労回復効果もバツグン。

映画『ウスケボーイズ』
日本のワイン業界を牽引してきた麻井宇介の志を受け継
ぎ、ワイン造りに打ち込んだ若者たちの実話を描く。山梨
県内のぶどう畑やワイナリー等でロケが行われました。
出演：渡辺大、出合正幸、内野謙太、竹島由夏 ほか
©河合香織・小学館　©2018 Kart Entertainment Co., Ltd.
2018年10月20日（土）新宿武蔵野館ほか全国ロードショー

Pick Up Movie
ぶどうといえばワイ

ン
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狩り体験ぶどう
ぶどう生産量日本一！そんな本場の絶品ぶど
うを堪能できるのが「ぶどう狩り」。食べ放題、
食べ比べ、BBQやペット・ベビーカーOKの観
光農園など目白押し。平成30年５月には日本
遺産に「葡萄畑が織りなす風景ー山梨県峡東
地域ー」が認定されました。

旬を楽しむイベント情報

山梨のぶどうから代表品種をご紹介！

フルーツパフェ（ぶどう）
フルーツパーク富士屋ホテル

フルーツピザ（ぶどう）
マルサマルシェ クッキングスタジオ

フルーティーでヘルシー！旬の果実をふ
んだんに使った各店自慢のメニューは、
自然の甘みや香り、色彩が生きたオン
リーワン！インスタ映え間違いなし。

ジェラート
桃農家 Cafe  ラ・ペスカ

清里テラス スカイパフェ
清里テラス

シャインマスカットのタルト
フルーツカフェ　アニーズ

おいしいやまなし発見！！

やまなし観光キャラバン隊長「武田菱丸」
山梨県の観光PRに勤しむ甲斐犬の男の子。
最近は、スキーや登山・ウエイトリフティング
など挑戦的な姿勢が目立つ。

マルがぶどう
の魅力を案内
するマルよ！

日本一のぶどうの産地！

旬のぶどうを使った

2 巨峰
言わずと知れた、ぶどうの王
様。甘みと酸味が凝縮した濃
厚な味わいです。

甲州9
山梨発祥の日本古来の品種。
果肉は柔らかで果汁が豊富、
甲州ワインになる。

シャインマスカット8
肉質・甘み・香り３拍子そろっ
た白ぶどう。皮ごと高貴な風
味を楽しめます。

デラウエア1
おなじみの小粒ぶどう。強い
甘み、ほど良い酸味、ミネラ
ルの豊富さは抜群。

ピオーネ6
巨峰よりも大粒でハリのある
果肉の食感やバランスのいい
爽快な風味が特徴。

甲斐路7
別名で「赤いマスカット」と呼
ばれる華やかな香りと糖度 20 度
超えの濃い甘みから根強い人気。

ロザリオ・ビアンコ5
同じ大粒高級白ブドウのマス
カットより酸味は少なめで洋
菓子のような上品な甘み。

ゴルビー4
山梨産の希少種でゴルバチョ
フ氏の愛称が由来。大粒の赤
い実は甘さも大統領級。

藤稔3
粒の大きさが世界最大級で糖
度も巨峰を上回る。店頭に出
回りにくい貴重種。
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ツパフェ

たわわに実ったブドウがたくさん！

「時間制限食べ放題」1,200円～2,500円
程度、「量り売りのもぎ取り」1,000円～
2,000円程度、「お土産付きの食べ放題」
2,500円～3,500円程度などがあります。
農園によってシステムが違うので、どんな品
種がどのくらい食べたいかなど一緒に行く
方と相談して、P3の「ぶどう狩り特集サイ
ト」を参考に観光農園を選んでくださいね♪

【ぶどう狩りシステム】

季節限
定！

美味し
いぶど

うを

贅沢に
使った

パフェと
プレート

どれも美味しそう
マル～♪

季節のフルーツパフェ（ぶどう）
季節のフルーツプレート（ぶどう）

葡萄屋kofu ハナテラスcafé

富士
河口湖町






