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特別に温泉施設の許可と協力を得た上で、衛生面及び安全面に十分配慮し撮影しております。
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絶景温泉 ～甲府盆地と山梨百名山を望む～

世界有数の多様な泉質！？

日本三大夜景 富士 ・甲府盆地の大展望富士の眺望と絶景露天風呂

山梨の温泉郷
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
泉観光地として知られて
います。

「信玄公の隠し湯」として
も有名です。太宰治ら文
豪に愛された情緒ある和
風の宿から、ホテルまで揃
い、訪れる人を癒します。

富士五湖のひとつ河口
湖畔に、5つの源泉が湧
出。富士山と湖を一望で
きる湖畔には名湯自慢の
旅館・ホテルが並びます。

下部温泉の発見は約
1300年前といわれ、武田
信玄公も戦で疲れた体
や傷ついた体をこの湯で
治したといわれています。

古くから、登山愛好家や、
ハイキング客に親しまれ
てきた、南アルプスの玄
関口に湧く良質な泉質と
自然に恵まれた温泉郷。

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
景はとても美しい。

富士山を真正面に望む眺望の「こっちの湯」と、新日本三大夜景に認定さ
れた甲府盆地を一望できる「あっちの湯」の2か所の浴場があります。遮る
ものが何もない露天の眺めはまさに絶景。
○泉アルカリ性単純温泉／○住山梨市矢坪1669-18／○電0553-23-1526／○ア一宮御坂IC
から約25分／○時日の出1時間前～21:30／○休年中無休／○料大人800円、子ども400円

○泉 泉質／○住住所／○電電話番号／○アアクセス／
○時営業時間／○休休業日／○料料金

○泉 泉質／○住住所／○電電話番号／○アアクセス／
○時営業時間／○休休業日／○料料金

標高1,160mの甲斐大泉駅から徒歩3分。高原の露天風呂で遠くに富士
山や南アルプスの山々を眺めることができます。温泉スタンドで温泉を持
ち帰ることも可能。
○泉ナトリウム・炭酸水素塩泉／○住北杜市大泉町西井出8240-1／○電0551-38-1341
／○ア小海線甲斐大泉駅から徒歩３分／○時10:00～22:00／○休第2・第4火曜日（祝日
の場合は営業）／○料大人820円、子ども420円、小学生未満無料

甲府を一望する高台にある自然と桜の木に囲まれた閑静な神の湯温泉。貸
切風呂を含めると11種類のお風呂が楽しめ、露天風呂からは御坂山系や甲
府の夜景を楽しめる。
○泉ナトリウム－塩化物泉／○住甲斐市竜地17番／○電0551-28-5000／○ア双葉SAス
マートICから約2分／○時11：00～23：00／○休年中無休／○料大人1,000円、子ども700
円、3歳以下無料

四季折々に移り変わる霊峰富士 夕暮れから夜景に移る瞬間がオススメ目の前に広がるぶどう畑と南アルプスの大展望
楽しみの尽きない16種類のお風呂で富士山を目の前に、雄大な景色を
眺めることができる。洞窟風呂にパノラマ風呂、霊峰露天風呂、炭酸泉、
香り風呂など多彩で食事処も充実している。
○泉カルシウム・ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩・塩化物泉／○住南都留郡鳴沢村8532-5／
○電0555-85-3126／○ア河口湖駅から無料送迎サービスあり/河口湖ICから約10分
／○時10:00～22:00／○休年中無休／○料大人平日1,300円、土日祝日1,500円　子ど
も平日650円、土日祝日700円　※12月29日～1月5日は土日祝日料金となります

ぶどう郷として名高い勝沼町の観光名所「ぶどうの丘」の一角に立つ温
泉施設。桃やぶどう畑が広がる盆地を眼下に、南アルプスの山並みが一
望できる露天風呂が人気。夜は夜景も楽しめる。
○泉アルカリ性単純温泉／○住甲州市勝沼町菱山5093／○電0553-44-2111／○ア勝沼
ICから約10分／勝沼ぶどう郷駅から徒歩約15分／○時8：00～22：00／○休年中無休／
○料大人610円、子ども300円

夕陽が山に沈みかけ藍色に夕焼けがあたり一面に広がるとき、甲府盆地の
灯りがポツリポツリと付きはじめ、徐々に夜景に移りかわる瞬間を見ながら
の入浴が一番のオススメ。
○泉アルカリ性単純温泉／○住市川三郷町大塚2608／○電055-272-2641／○ア中央道
甲府南ICから国道356号、140号を経由して約10分／○時10:00～23：00／○休年中無
休／○料大人770円、小学生500円、小学生未満無料

多様な泉質を持った山梨県の温泉ですが、温泉施設が集まった温泉郷がいくつか点在しています。それぞれ町の
雰囲気が違ったり、景観も素晴らしいので、泊まってゆっくり山梨の温泉を満喫するのもおすすめです。

や ま な し ポ カ ポ カ 新 聞
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温泉の事は田中先生！！

銭湯なのに、温泉！？

　“温泉の神様”田中先生の話に感
化された武田ひし丸君。甲斐犬
のひし丸君でも入れる温泉を探
して、ついに発見。富士山を見
ながら極楽気分でゆったりと温
泉に浸かりました。
　本人は「山梨の温泉にずっと
入りたかったマル。夢がかなっ
てうれしいマル！」と興奮した
様子で語りました。

　牛乳を飲んだり、体を洗った
り、温泉を満喫している様子は
動画でも配信中！
詳細はWEBで⇒

　山梨の温泉を知り尽くした“ 温泉の神様 ”
県内の様々な温泉を調査・解析し、泉質の
解説案内板などの監修をしている。
　山梨県甲府市生まれ。東京大学大学院
修了。大月短期大学地球科学名誉教授。

山梨の温泉は、銭湯でも気軽に楽しめます。 広
い休憩室があって１日くつろげたり、食事処が
併設されているところまでバラエティーに富
んでいます。今回は、駅から近いレトロ感溢れ
る温泉銭湯をご紹介します！

詳細はWEBページで。
特別に温泉施設の許可と協力を
得た上で、衛生面及び安全面に
十分配慮し撮影しております。
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ほったらかし温泉

石和温泉郷 湯村温泉郷

芦安温泉郷下部温泉郷 西山温泉郷

富士河口湖温泉郷

甲斐大泉温泉 パノラマの湯 ホテル神の湯温泉

富士眺望の湯 ゆらり ぶどうの丘温泉 天空の湯 みはらしの丘 みたまの湯

山梨の温泉の魅力
山梨県は、南アルプス国立公
園・秩父多摩甲斐国立公園、
富士箱根伊豆国立公園、八ヶ
岳中信高原国定公園に囲まれ
た大地、素晴らしい景観環境を
持ちます。また、温泉が標高
100m～ 1,400m 台まで幅
広い標高差分布し、多様な泉質
に恵まれています。あなたの好み
の温泉を探してみませんか？

Tanaka teacher column

Hot spring column

薬石の湯 瑰泉
鉱物の魅力を利用した「薬石の湯瑰泉」。日本初とな
るモンゴルの蒙古火釜を利用した「効熱薬石ドーム」
や色とりどりの宝石を配した「宝石露天風呂」など
様々なお風呂があり、ゆったりとくつろげます。

ひし丸君。山梨県付近は、フィリピ
ン、太平洋、北アメリカ、ユーラシア
の４つのプレート（岩盤）がぶつかり合
う、世界でも稀な地質構造なんだよ。

そんなに色々な温泉がマルか？！
マル好みの温泉を探してみるマル！

地下はそんなに複雑マルね！？

西進

（10cm/年）
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地質構造などが影響して、酸性泉か
ら強アルカリ性泉、炭酸泉、硫黄泉、
ラジウム含有量世界一ともいわれて
いるラジウム温泉まで、世界有数のバ
ラエティーに富んだ泉質だよ。ひし丸
君も入れる泉質はあるかな？

日帰り 日帰り

日帰り日帰り 日帰り

日帰り 宿泊

山梨の“多様な泉質”

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

武田ひし丸

大月短期大学名誉教授

田中 収先生

日帰り 日帰り 宿泊

日帰り 日帰り 宿泊

日本有数のph10.6を誇る高アルカリ温泉
日本有数の水素イオン濃度ペーハー10.6を誇る高アルカリ温泉と最近で
は珍しい“木曽さわら材”を使った浴槽が自慢です。この湯につかり木の香
りを楽しみながらゆっくりおくつろぎください。
○泉アルカリ性単純温泉／○住南アルプス市駒場147‐18／○電055-285-5001／○ア中部
横断道　白根ICから約20分／○時10:30～20:00／○休月曜日（休日の場合はその翌
日）／○料大人 600円、子ども 300円

天恵泉白根桃源 天笑閣
日本有数のラジウム温泉郷

これらのほかにも、様々な泉質の温泉が
山梨にはあります。詳細は、WEBで⇒

増富温泉郷は、北杜市の山奥にある温泉郷。温泉にラジウムが含まれる
ことで有名で、国内でも有数の温泉地となっている。不老閣の岩風呂（宿
泊者のみ）は、湯船全体が大岩に囲まれて、底から常時ラジウム泉が湧い
ています。
○泉含放射能・二酸化炭素・ナトリウム・塩化物温泉／○住北杜市須玉町小尾6672／
○電0551-45-0311／○ア中央道 須玉ICから約30分／○時12：30～14：00／○休日帰り入
浴　火曜日／○料宿泊 10,928円～　立寄り湯（内湯 ラジウム泉） 800円　

天然岩風呂の宿 不老閣

温泉マニアにも有名「炭酸温泉」
地下1200mの石英閃緑石の岩盤より湧出する源泉を加水・加熱・循環な
しの100％源泉。体にびっしり付く泡の炭酸温泉が魅力！
○泉ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉／○住 韮崎市旭町上條中割391／○電
0551-23-6311／○ア中央道　韮崎ICから約20分／○時10：00～20：00／○休火曜日（祝
日の場合翌日）／○料大人 600円、子ども 300円

韮崎旭温泉
硫黄が香るツルツルの湯
源泉100％掛流しのアルカリ性硫黄泉、透明、グリーン、白濁と変化する
神秘的な温泉は手を入れた瞬間に思わず微笑んでしまうほどとろんとろ
んの美肌の湯、多くのリピーターに支持されています。
○泉含硫黄-ナトリウム-塩化物泉／○住南巨摩郡早川町奈良田344／○電0556-48-2711／
○ア中部横断道 六郷ICから約70分／○時14:00～16:00（日帰り）／○料宿泊 12,000円～
　日帰り入浴 1,000円

奈良田温泉 白根館
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山中湖

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

2月1日（金）～2月22日（金）
山中湖畔でダイヤモンド富士が見られ、16日（土）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》富士急行線富士山駅⇒バス約35分  《  車 》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約10分

笛吹市

石和温泉冬花火～笛吹川の舞～
2月1日（金）～2月24日（日）の金・土・日開催

笛吹川河川敷から打ち上げられるため、間近で花火がお楽しみいただけます。
【場所】笛吹市役所前笛吹川河川敷
【問合せ】石和温泉旅館協同組合 ☎055-262-3626
《電車》JR中央線石和温泉駅⇒徒歩20分  《  車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒１５分

富士河口湖町

河口湖・冬花火＆富士山の日花火大会
冬花火1月12日（土）～2月17日（日）　富士山の日花火2月23日（土）

冬の星空を彩る打上げ花火。時間は午後8時から8時20分まで。
【場所】河口湖畔大池公園
【問合せ】富士河口湖町観光連盟 ☎0555-28-5177
        富士河口湖町観光課 ☎0555-72-3168
《電車》富士急行線河口湖駅⇒徒歩１5分  《  車 》東富士五湖道路河口湖IC⇒10分

甲斐市
竜王駅森のイルミネーション

11月10日（土）～1月31日（木）
竜王駅に、イルミネーションが創りだす幻想的な光の世界
が広がる。
【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中央線竜王駅下車0分
《  車 》中央道双葉スマートIC⇒約10分

市川三郷町
大門碑林公園ライトアップイベント

2月中旬
バレンタインデーに合わせ大門碑林公園のライトアップと
イルミネーションを行います。
【場所】大門碑林公園
【問合せ】市川三郷町商工観光課観光係 ☎055-240-4157
《電車》ＪＲ身延線市川本町駅⇒徒歩10分
《 車 》中央道甲府南ＩＣ⇒20分  中部横断道増穂ＩＣ⇒10分  

富士河口湖町

西湖樹氷まつり
1月26日（土）～2月3日（日）
（ライトアップは期間中毎日、
及び2月17日（日）までの土日祝）

氷の祭典を地元グルメやライトアップなどとお楽しみいた
だけます。
【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》富士急行線河口湖駅より西湖周遊バス⇒約45分
　　　 西湖野鳥の森公園下車
《  車 》東富士五湖道路河口湖IC⇒20分

山中湖

山中湖冬の煌めきイルミネーション
「FANTASIUM」

11月23日（金・祝）～1月3日（木）
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》富士急行線富士山駅⇒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
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WINTER 
EVENT
WINTER 
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冬のイベントカレンダー冬のイベントカレンダー

北杜市

八ヶ岳そばめぐりと温泉めぐり
10月20日（土）～3月21日（木・祝）

八ヶ岳山麓の名水から生まれる絶品そばと温泉をめぐるス
タンプラリーも開催！
【場所】北杜市・長野県富士見・
        原村の対象店舗
【問合せ】八ヶ岳そばめぐりと
           温泉めぐり実行委員会
        ☎0551-48-3457

1月

2月

12月

2月

富士吉田市

リフレふじよしだ新春祭り
1月1日（火・祝）～1月3日（木）

道の駅富士吉田を中心としたエリアで新春イベントが開催
される。
【場所】道の駅富士吉田
【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15分
《  車 》中央自動車道河口湖ＩＣ⇒10分

身延町

身延山久遠寺初詣
1月1日（火・祝）～1月3日（木）

初詣はパワースポット日蓮宗総本山身延山久遠寺で！マイ
カーの方は混雑しますので、
シャトルバスをご利用ください。
【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⇒徒歩15分

北杜市

寒いほどお得フェア
1月12日（土）～2月17日（日）

その日の気温で割引率が変わります。八ヶ岳山麓の参画
店舗の対象商品が最大50％ＯＦＦ！
【場所】北杜市・長野県富士見・
        原村の対象店舗
【問合せ】寒いほどお得フェア実行委員会
        ☎0551-48-3457

北杜市

スターラウンド八ヶ岳
12月～2月の毎週土曜日（予定）

日本有数の晴天率を誇る八ヶ岳山麓で天空の星空観察！星空
のナビゲーターがご案内します。
【場所】サンメドウズ清里スキー場
        清里高原ホテル　など
【問合せ】スターラウンド八ヶ岳実行委員会
        ☎0551-88-9027
《  車 》中央道須玉IC⇒約30分

山梨市

New Year Festival 2019～HAPPY！初日の出～
1月1日（火・祝）

楽しい音楽とともに初日の出を拝みましょう。豪華景品の
当たる大抽選会も実施！
【場所】笛吹川フルーツ公園最上段フルーツセンター前
【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7分
《  車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒30分

山中湖

山中湖富士山雪まつり
1月26日（土）～2月17日（日）

富士山型すべり台や雪上ホバークラフトが
登場！冷えた体を温める飲食も販売します。
【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》富士急行線富士山駅
　　　 ⇒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

丹波山村

丹波山お松引き
1月7日（月）

伝統ある奇祭松の大木を皆で引き酒を飲む世にも珍しいお祭り
お松引き、来さっせー！
【場所】丹波山村内各地
【問合せ】丹波山村教育委員会
        ☎0428-88-0211
《  車 》甲州市より国道411経由
         車で40分

冬の花火& イルミネーション

都留市

平成30年度ミュージアム都留企画展
「魂の造形ー日本刀 名刀と名作から学ぶ日本の心」

11月6日（火）～1月14日（月・祝）
ミュージアム都留に国内有数の刀剣・刀装具コレクション
がやってきます！
【場所】都留市博物館「ミュージアム都留」
【問合せ】都留市博物館「ミュージアム都留」
        ☎0554-45-8008
《電車》富士急行線谷村町駅下車すぐ
《  車 》中央自動車道富士吉田線都留IC⇒約10分

富士川町

ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」
12月2日（日）

富士山の眺望に優れたスポットを盛り込んだコースで、町
の特産品でおもてなしします。
【場所】道の駅富士川
【問合せ】ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」実行委員会
        ☎0556-22-7202/0556-22-5361
《電車》JR身延線市川大門駅もしくは鰍沢口駅⇒タクシー5分
《  車 》中部横断自動車道増穂IC⇒1分

山梨市

恋人の聖地のクリスマス
12月22日（土）

ビンゴゲームやエコリース作り教室など。サンタさんからの
プレゼントもあるよ！
【場所】笛吹川フルーツ公園
【問合せ】公園管理事務所
        ☎0553-23-4101
《電車》JR中央線山梨市駅⇒タクシー7分
《  車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒30分

市川三郷町

大塚にんじん収穫祭
12月上旬

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委員会
        ☎055-240-4157
《電車》ＪＲ身延線甲斐上野駅⇒歌舞伎文化公園まで徒歩約10分
　　　  （歌舞伎文化公園⇒シャトルバスで10分）
《  車 》中央自動車道甲府南ＩＣ⇒国道140号経由で約20分

甲府市

開幕直前！！ こうふ冬の陣～赤備え～
12月20日（木）～1月1日（火・祝）

いよいよ、こうふ開府５００年の開幕！野外こたつや、全国・
県内の名店の辛い物、赤い物が大集合。「日本最辛！赤備
え食フェス」を楽しもう！
【場所】よっちゃばれ広場ほか
【問合せ】こうふ開府500年記念事業実行委員会
        ☎055-237-5327
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩1分
《  車 》中央道甲府昭和IC⇒15分

笛吹市

笛吹市 温泉とワイン満喫フォトロゲ2019
1月26日（土）

地図をもとに、制限時間内にできるだけ多くのチェックポイントに
行き、見本と同じ写真を撮影し、得点を集めるスポーツです。
【場所】石和源泉足湯ひろば
【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15分
《  車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒１０分

富士吉田市

リフレ富士山ウィーク
2月18日（月）～24日（日）

毎年富士山の日を記念して、富士山にまつわるイベントが
行われる。
【場所】富士山レーダードーム館
【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15分
《 車 》中央自動車道河口湖ＩＣ⇒10分

富士吉田市

愛染厄除地蔵尊祭
2月13日（水）～14日（木）

地蔵尊の耳が開き、善男善女の願いを聞き入れ厄難を逃
れることができると伝えられる。
【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
《電車》富士急行線下吉田駅⇒徒歩15分
《 車 》中央自動車道河口湖ＩＣ⇒15分

笛吹市

日本一早いお花見～ハウス桃宴～
2月14日（木）～3月上旬

雨風に関係なく楽しめるにビールハウス内で、どこよりも早
くお花見が楽しめます。入園料500円。持ち込み自由。
【場所】受付：ＪＡふえふき富士見支所直売所
【問合せ】笛吹市役所観光商工課
　　　☎055-262-4111
《電車》JR中央線石和温泉駅⇒タクシー１０分
《 車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分

甲府市

厄地蔵尊大祭
2月13日（水）正午～2月14日（木）正午

「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ます。
【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
《電車》JR中央線甲府駅⇒バス15分

甲府市

大神宮祭（だいじんぐうさい）
2月3日（日）

「大神（だいじん）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で賑わいます。
【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
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩10分

富士河口湖町

富士山の日
2月23日（土）

富士山の日を記念して町内観光施設で、入館割引やプレ
ゼントがある。
【場所】町内観光施設
【問合せ】富士河口湖町観光課
　　　☎0555-72-3168

甲斐市

第15回甲斐梅の里クロスカントリー大会
2月24日（日）

早春の梅の里を駆けるクロスカントリー大会。2 .5 km、
5km、10kmの3コース。
【場所】敷島総合文化会館及び周辺道路
【問合せ】甲斐梅の里クロスカントリー大会実行委員会
　　　☎055-278-1698
《電車》ＪＲ中央線竜王駅下車⇒徒歩40分
《 車 》中央道双葉スマートIC⇒約10分

鳴沢村

ふじさん祭り
2月23日（土）

じゃがいも料理や、まぜごはんなどの美味しい鳴沢村郷土料
理を無料でふるまいます。
【場所】道の駅　なるさわ
【問合せ】道の駅なるさわ物産館
        ☎0555-85-3366
《電車》富士急行河口湖駅下車 バス⇒約20分
　　　　道の駅なるさわ下車すぐ
《 車 》中央自動車河口湖ＩＣ⇒本栖湖方面15分

Yamanashi IlluminationYamanashi Illumination

甲州市

第17回 甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

甲州市内11会場を、ひな人形やつるし飾りが豪華絢爛に
彩ります！
【場所】甘草屋敷
【問合せ】甲州市役所観光商工課
☎0553-32-2111（代）
《電車》JR中央線塩山駅北口⇒徒歩1分

2月11日（月・祝）～4月18日（木）
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甲府富士屋ホテル

甲府湯村温泉　湯村ホテルB&B

柳屋

甲府市上九の湯ふれあいセンター

ホテル神の湯温泉

百楽泉

竜王ラドン温泉ホテル　湯ーとぴあ

釜無川レクリエーションセンター（かまなしの湯）

神明温泉　志麻の湯

甲斐大泉温泉　パノラマの湯

たかねの湯

スパティオ小淵沢　延命の湯

増富の湯

クララ館　スパ＆レストラン

むかわの湯

フォッサマグナの湯

尾白の湯

泉温泉健康センター

シルクふれんどりぃ

六郷の里　つむぎの湯

みはらしの丘　みたまの湯

下部ホテル

なんぶの湯

道志川温泉　紅椿の湯

三ツ峠グリーンセンター

富士眺望の湯　ゆらり

山岸旅館

ホテル美富士園

はやぶさ温泉

川浦温泉　山県館

岩下温泉旅館

フルーツパーク富士屋ホテル

ホテル春日居

春日井びゅーほてる

かんぽの宿石和

ホテル花いさわ

ホテル平安

石和びゅーほてる

ホテル八田

石和常磐ホテル

宵待の里　花水晶

石和名湯糸柳

多摩源流　小菅の湯

日帰りコース対象施設

「やまなしの名湯に行こう！」キャンペーン
応募期間：平成30年12月1日（土）～平成31年2月28日（木）

A宿泊コース 山梨県内のホテル、旅館等の宿泊者対象
★抽選で5名様「3,000円相当の山梨県特産品」

B日帰りコース
山梨県内の日帰り入浴施設２施設以上の利用者対象
★抽選で20名様「1,500円相当の山梨県特産品」

甲府市湯村３－２－３０

甲府市湯村３－３－１１

甲府市湯村３－１６－２

甲府市古関町１１７４

甲斐市竜地１７

甲斐市宇津谷１７１５－１

甲斐市富竹新田１３００－１

甲斐市西八幡４２６８－６

甲斐市島上条３１２３

北杜市大泉町西井出８２４０－１

北杜市高根町箕輪新町９５

北杜市小淵沢町２９６８－１

北杜市須玉町比志６４３８

北杜市明野町浅尾５２５９－９５０

北杜市武川町牧原１３２２

北杜市白州町大武川３４４－１９

北杜市白州町白須８０５６

北杜市大泉町谷戸１８８０

中央市大鳥居１６１９－１

西八代郡市川三郷町鴨狩津向６４０

西八代郡市川三郷町大塚２６０８

南巨摩郡身延町上之平１９００

南巨摩郡南部町内船８１０６－１

南都留郡道志村小椿３８８８

南都留郡西桂町下暮地１９００

南都留郡鳴沢村８５３２－５

南都留郡富士河口湖町船津４０３０－１

南都留郡富士河口湖町浅川２０７

山梨市牧丘町隼８１８－１

山梨市三富川浦１１４０

山梨市上岩下１０５３

山梨市江曽原１３８８

笛吹市春日居町小松８５５

笛吹市春日居町鎮目１７８

笛吹市石和町松本３４８－１

笛吹市石和町松本１４０９

笛吹市石和町川中島５３８

笛吹市石和町川中島１６０７

笛吹市石和町川中島１６０７

笛吹市石和町川中島１６０７－１４

笛吹市石和町川中島１６０７－２４２

笛吹市石和町駅前１３－８

北都留郡小菅村３４４５

☎０５５－２５３－８１１１

☎０５５－２５４－１１１１

☎０５５－２５３－２４１６

☎０５５５－８８－２５２５

☎０５５１－２８－５０００

☎０５５１－２８－６０００

☎０５５－２７６－９１１１

☎０５５－２７６－１１５１

☎０５５－２７７－１３１１

☎０５５１－３８－１３４１

☎０５５１－４６－２６１１

☎０５５１－３６－６１１１

☎０５５１－２０－６５００

☎０５５１－２５－２６０１

☎０５５１－２０－３１１３

☎０２６６－６５－３５７０

☎０５５１－３５－２８００

☎０５５１－３８－２６１１

☎０５５－２６９－２２８０

☎０５５６－２０－２６５１

☎０５５－２７２－２６４１

☎０５５６－３６－０３１１

☎０５５６－６４－２４３４

☎０５５４－２０－４５００

☎０５５５－２５－３０００

☎０５５５－８５－３１２６

☎０５５５－７２－２２１８

☎０５５５－７２－１０４４

☎０５５３－３５－２６１１

☎０５５３－３９－２１１１

☎０５５３－２２－２０５０

☎０５５３－２２－８８１１

☎０５５３－２０－２０００

☎０５５３－２６－３８１１

☎０５５－２６２－３７５５

☎０５５－２６２－４１６６

☎０５５－２６３－５８１１

☎０５５－２６２－４４２５

☎０５５－２６２－３１０１

☎０５５－２６２－６１１１

☎０５５－２６２－２３８０

☎０５５－２６２－３１４１

☎０４２８－８７－０８８８

A宿泊コース
専用応募用紙に必要事項を記入の上、
宿泊施設に係る領収書（写）を同封し、封書で応募  ※応募は１人１回限り
B日帰りコース
専用応募用紙に必要事項を記入の上、
２施設の日帰り入浴施設のスタンプを押印し、
封書又はハガキに貼付して応募
※応募は１人１回限り
※同一施設のスタンプの重複押印は無効
 ★応  募  先     〒400-0031 甲府市丸の内1-6-1 別館2階

                    やまなし観光推進機構「やまなしの名湯に行こう！」係
★応募締切  　平成31年3月1日（金）消印有効
★当選発表  　当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

★応募方法

★応募コース

           

ご住所 〒

お名前（フリガナ　　         　　　  　　　　　　　　　　　  ）

お電話番号

年齢 性別

男 ・ 女

市外局番からご記入ください。

歳

都道
府県

1．今回訪れた名湯はご満足いただけましたか。

希望するコースを○で囲んでください。

Aコース（宿泊）

（日帰りの場合は、１に押したスタンプの施設についてお答え下さい。）
□大変満足　□満足　□普通　□不満　□大変不満

2．上記を選択した理由をお答えください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 2

専用応募用紙

※Bコースの場合は、押印欄に
　2施設のスタンプを押印してください。

Bコース（日帰り）

キリトリ

キ
リ
ト
リ

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（祝日の場合はその翌日）

10月20日（土）～12月16日（日）
シャルル＝フランソワ・ドービニー展
印象派の源流となり、モネやゴッホにも敬愛された画業を紹介
する国内初の回顧展。

2月2日（土）～3月3日（日）
新収蔵品展
平成３０年度に新たに収蔵した
作品を紹介。観覧無料。

農民の生活や、身近な自然の美しさを描いた
ミレーやバルビゾン派の画家たちの作品を
数多く所蔵する美術館。

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）

1月2日（水）・3日（木）
かいじあむのお正月
お正月は1月2日から開館し様々なイベント
を開催。みなさまでお出かけください！

2月17日（日） 
館長トーク「甲斐源氏と密教文化１」
守屋正彦館長が、甲斐源氏の密教信仰と
その文化についてわかりやすくお話します！

１月12日（土）
かいじあむ子ども工房
「小正月のまゆ玉団子を作ろう！」
養蚕農家に伝わるお正月飾り「まゆ玉」を
みんなで作ってみよう！

現在の身延町出身で全国に仏像を彫り
残した江戸時代の僧・木喰。その魅力に
迫ります！

1月12日（土）～2月25日（月）
シンボル展『木喰上人作 木彫佛』
―身延の木喰さん、
世に出るその最初―

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。

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881
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。
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

12月15日（土）～1月27日（日）
冬季企画展
「山梨市の出土品Ⅰ」
山梨市の遺跡と発掘品にス
ポットを当て、普段は見られな
い貴重な品 を々紹介します。

1月3日（木） 
考古博物館お正月イベント
お正月にちなんだ遊びを楽しもう！新年干
支展「亥―イノシシ―」も同時開催。

1月14日（月・祝） 
古代米でもちつき大会
古代米といわれる黒米をまぜたおもちを
ついて、おいしく楽しく新年を祝いましょう。

上コブケ遺跡出土･
深鉢形土器

お正月イベント・
巨大はにわおとしの様子

古代米で
もちつき大会の様子

サンタ

©KAGAYA studio
星の旅-世界編-

シンボル展

かいじあむのお正月

館長トーク

まゆ玉作り

《電車》JR中央線大月駅から路線バスにて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。

シンポジウム (昨年度)

山梨県内の遺跡から出土した土偶
の造形美について語るシンポジウム。

《会場》山梨県防災新館１Fオープンスクエア
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩5分
《  車 》中央道甲府昭和IC⇒15分

山梨県埋蔵文化財センター
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。

2月16日（土）
「山梨の縄文土偶の
  魅力を語る」シンポジウム

アーティスト・星景写真家のKAGAYAが世界
各地で撮影した星空映像満載の番組です。

11月10日（土）～3月17日（日）
プラネタリウム
星空案内と「星の旅 -世界編-」

☎055-266-3016

《オプトゥヴォスの水門》 
1856年国内個人蔵

企画展
「宝石の街 甲府」

制作体験

山梨近代人物館

《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

10月１日（月）～3月28日（木）
第8回展示 甲州財閥
近代日本を駆け抜けた人々
明治から昭和にかけて「甲州財閥」と呼ばれた９人を展示します。

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。

山梨県庁舎別館2階
☎055-231-0988

12月1日（土）～12月24日（月・振）
クリスマスイベント
リニアジオラマがクリスマスバージョンに変
身！その他クリスマスイベントがいっぱい！

10月20日（土）～2月11日（月・祝）
こうふ開府500年記念展示
宝石の街 甲府
水晶加工技術から始まった山梨ジュエリー
の変遷と、昔から今へとつながる作品を紹介

土日祝日
職人の実演及び
ジュエリー制作体験
山梨の職人の作業風景が間近で見られる。
リングなどのジュエリー制作体験も（有料）

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約７分  
《  車 》中央道甲府昭和ＩＣ⇒約１５分
休館日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）

山梨ジュエリーミュージアム  
山梨県庁防災新館1階（やまなしプラザ内）

ジュエリー産地”山梨”を代表する作品展示と
土日祝日は職人の実演や
ジュエリー制作体験も。入館料無料。

《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：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
土・日・祝日・12/26～12/28・1/4～1/9　10：30～11：45
毎日14：45～15：30

山梨県立科学館              ☎055-254-8151
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。

芥川龍之介「浅草公園」

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

《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（祝日の場合はその翌日 ）

1月26日（土）～3月24日（日）
新収蔵品展
平成30年度に新たに収蔵した資料等を紹
介。観覧無料。

樋口一葉や村岡花子、芥川龍之介、
太宰治など、山梨出身・ゆかりの作家を
豊富な直筆資料とともに展示紹介しています。。

☎055-223-1570

シンボル展示 冨嶽三六〇

当日は南館入館料（420円）が
無料！入館者には記念品贈呈！
各種イベントも開催！

《電車》富士急行線河口湖駅⇒徒歩約20分  
《  車 》中央道河口湖IC⇒約3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。

2月23日（土） 
富士山の日

☎0555-72-0259

・応募方法等
　インターネットにおいて、上記QRコードまたはURLよりアクセスし、必要事項を記入の上、ご希望の商品にご応募ください。応募はおひとり
様1回まで、1プレゼントまでと限らせていただきます。商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

・注意事項
※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カ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。

※アルコール類のご応募は、20歳以上の方に限らせていただきます。

❶〔富士吉田市〕吉田うどん（6人前：麺350ｇ×2袋／つゆ：30ｇ×5包）3名様
❷〔市川三郷町〕オノオレカンバ 木製印鑑（12mm）（１個）2名様
❸〔身延町〕下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」（500ml 1ケース（24本入り））10名様
❹〔中央市〕焼酎「とよとみ」（１本 720ｍｌ）3名様
❺〔鳴沢村〕鳴沢村ブルーベリー１００％使用 ブルーベリー羊かん（１本）2名様
❻〔甲斐市〕芋焼酎「大弐」・ミネラルウォーターセット（大弐（720ml）龍王源水(490ml×3本））2名様
❼〔山中湖村〕山中湖ワイン（１本）1名様

めぐりプレゼント宝宝
応募はコチラへ

❷❷

https://bit.ly/2CVCI9E

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

❹❹

❶❶ ❸❸

❺❺

❼❼

❻❻

ご応募締切・平成31年2月28日（木）

笛吹市の石和温泉では、2019年の「こうふ開府500
年」と2021年の武田信玄公の生誕500年に向け、戦国
の猛将・武田信玄公を支えた「武田二十四将」をテー
マにホテルや旅館が「武田二十四将の宿」として観光

客を迎えるプ
ロジェクトが
始まった。

石和温泉『武田二十四将』
プロジェクト！

※当ガイドブックに掲載されている情報は2018年11月2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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山梨県

群馬県

埼玉県長野県

静岡県

中部横断
自動車道

甲府

小淵沢

大月

河口湖 富士山

身延

JR中央本線
圏央道

JR小
海線

Ｊ
Ｒ

身
延
線

富士急行線

東
富
士
五
湖
道
路

神奈川県

中央自動車道

甲府昭和IC甲府昭和IC

中
央
自
動
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
六郷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～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

六郷IC

インスタグラム
キャンペーンページ開設

温泉施設の情報を
チェックしてね♪

＠meitoucp 検索
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←石和源泉足湯広場に
    設置している
　二十四将の
　顔出しパネル


