
〒400-0104　山梨県甲斐市竜地17
TEL 0551-28-5000
https://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

ギネスブック認定「世界最古の旅館・ホテル」
全館源泉掛け流しの宿　西山温泉　慶雲館

四種類の自然湧出の源泉から泉質や趣の異なる
六種類のお風呂をお楽しみください。

〒409-2702　山梨県南巨摩郡早川町西山温泉
☎0556-48-2111　HP https://www.keiunkan.co.jp

大自然に囲まれた
富士山の麓のテーマパーク！

世界一のビールと
四季折々に変わる
料理を味わう 富士山の麓で様々なグリーンスポーツを楽しもう！

樹海の中で
カジュアルにキャンプ！

富士山を眺めながら日頃の疲れを癒す！

おかげさまで60周年
富士観光開発（株）
イメージキャラクター 
兼 宣伝部長

ふじっピ

10/27
まで 11/4まで

（予定）

大自然の中でのびのびキャンプを楽しもう！

キャンプ場
新OPEN！

  車  ：中部横断自動車道
　　　中富ＩＣから約２０分
電車： ＪＲ身延線甲斐岩間駅から
　　   タクシーで約２０分

住所：〒４０９－３３１３
　　  山梨県南巨摩郡身延町平須２３８－１
TEL：０５５６-４２-３１８１
ＦＡＸ：０５５６-４２-３１８2
URL : https://minobunosato.jp/

交通問い
合わせ

（株）シャトレーゼリゾート八ヶ岳

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:00　※季節変動あり

桔梗信玄餅はここで生まれました

〒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

お問い合せ 0120-900-785

ありあんすから見た宝石の街・甲府の夜景が
「日本夜景遺産」に認定されました。

大切な方と、ご一緒にご覧ください。

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」

2019.9.1～11.30

秋号ワイン県
旬のぶどうを食べ比べ旬のぶどうを食べ比べ旬のぶどうを食べ比べ旬のぶどうを食べ比べ
特集❶

5つ星ワイナリーのおすすめワイン5つ星ワイナリーのおすすめワイン5つ星ワイナリーのおすすめワイン5つ星ワイナリーのおすすめワイン
特集❷

絶景の昇仙峡お散歩レシピ絶景の昇仙峡お散歩レシピ絶景の昇仙峡お散歩レシピ絶景の昇仙峡お散歩レシピ
特集❸

インスタ映えの紅葉めぐりインスタ映えの紅葉めぐりインスタ映えの紅葉めぐりインスタ映えの紅葉めぐり
特集❹

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

武田菱丸

ワイ
ン犬

けん
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Grapes
山梨県は、ぶどう生産量日本一！
日本遺産に認定された

「葡萄畑が織りなす風景－山梨県峡東地域－」で
生まれる本場の絶品ぶどうを堪能できるのがぶどう狩り！！

もぎたての美味しさを味わいにぜひ山梨へ！！

旬の
ぶどうを楽しむ！！

2 3

Wine
山梨県は、日本ワイン発祥の地。
生産量もワイナリーの数も日本一！
甲州ワインの世界進出とともに、

山梨県は世界の銘醸地のひとつとして、
認められつつあります。

山梨
のワインを楽しむ！！

山梨のぶどうから代表品種をご紹介！

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。

シャイン
マスカット
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。

ロザリオ・
ビアンコ
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。

デラウエア
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。

甲斐路
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。

ゴルビー
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。

甲州
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。

ピオーネ
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。

藤稔
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。

第66回甲州市かつぬまぶどうまつり
ぶどうの収穫感謝祭。甲州ぶどうや甲州市で造られたワイン、ぶど
うジュースを無料サービス！

【場　所】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

《電 車》JR中央線かつぬまぶどう郷駅⇒専用シャトルバスで10分
　　　  JR中央線塩山駅⇒専用シャトルバスで15分

《  車  》中央道勝沼IC⇒5分

甲州市 10月5日（土）

ワインフェスinにらさき
韮崎産ワインを楽しむイベント。市内ワイナリー
のこだわりのワインをお楽しみください。

【場　所】韮崎駅前広場
【問合せ】ワインフェス実行委員会
　　　　☎0551-22-1111

《電 車》JR中央線韮崎駅⇒徒歩5分
《  車  》中央道韮崎IC⇒10分

韮崎市 10月13日（日）

勝沼醸造

日本ワイナリーアワード2019

私たちは小さなワイナリーであることに誇りを持ち、勝
沼の自然の恩恵を生かすワイン造りに取り組んでき
ました。甲州に特化し、甲州で世界へ。これからも私
たちは勝沼の風土に根ざし、世界中の人 に々感動
を与えるワイナリーであり続けたいと思っています。ワ
イン。それは、人と自然の関わりによる表現である。

シャトー・メルシャン
シャトー・メルシャン勝沼ワイナリーは、醸造所のほ
か、ヴィンヤード、ワイン資料館、テイスティングカ
フェ、ワインショップを備えた、シャトー・メルシャンの
基幹となるワイナリー。ワインのプロがご案内するツ
アー（事前予約：有料）のほか、ご予約不要で気
軽に見学できるエリアもあります。

機山洋酒工業
東山梨地区で栽培されたぶどうのみを使い日常の
食卓に合う上質なワイン造りを目指しています。小
さなワイナリーですので９月から１０月中旬までの醸
造期には売店を休業することがあります。ご来店の
際は必ずお問合せください。

丸藤葡萄酒工業
｢ルバイヤート｣ブランドでおなじみの丸藤葡萄酒は
明治２３年創業のワイナリーです。甲州市勝沼町で
親子代々四代にわたりワインを造り続けています。
栽培から醸造まで精力的で真摯なワイン造りが多
くのお客様からご支持をいただいています。

中央葡萄酒
日本ワイン発祥の地、山梨県勝沼町に 1923 年に
創業。自然と共存する日本人の精神を大事にし、風
土と栽培努力、そして醸造家の信念が一体となっ
たナチュラルなワイン造りを続けております。

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。

富士の国やまなしで
ワイナリーめぐりを
特集しています。

山梨県知事は８月７日に
山梨「ワイン県」宣言を行いました。
その詳細についてはコチラです。

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）
いい旅やまなしナビ 検索

山梨県の５つ星ワイナリーからおすすめワインとともに
コメントをいただきました

高品質な日本ワインを造るワイナリーを表彰
山梨の
ワインを
紹介

富士の国
やまなし内
ワインの特集

「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、下記の観光果実園ネットで観光農園を探してください
ね。P3 の山梨フルーツ特集内でもぶどう狩りについて紹介して
います。

ぶどう狩りシステム

甲州市勝沼町下岩崎 371
TEL0553-44-0069

甲州市勝沼町藤井 780
TEL0553-44-0043

甲州市勝沼町下岩﨑1425-1
TEL0553-44-1011

甲州市勝沼町等々力 173
TEL0553-44-1230サントリー登美の丘ワイナリー

雄大な富士山の姿と目の前に広がる甲府盆地を眺めることの
できる登美の丘ワイナリー。ぶどう栽培に適した恵まれた気候・
風土のもと、広大な自家ぶどう畑を活かし、土づくりから栽培・
醸造・瓶詰めまでを一貫しておこなっております。登美の丘ワ
イナリーのつくりのこだわりが学べる有料ツアー（土日祝限定・
当日先着順）以外にも、ワインのテイスティング、ワインショップ、
見学用ぶどう園などを、お楽しみいただけます。

ぶどう狩りをはじめ、フルーツ王国やまなしの旬のフルーツを紹介しています。 山梨のぶどうを楽しむお得な宿泊プランを紹介しています。

ワインの国は
コチラ

甲州市塩山三日市場 3313
TEL0553-33-3024

甲斐市大垈 2786
TEL0552-28-7311

アルガブランカクラレーザ 2017

キザンワイン白 2017

登美の丘甲州白 2018

2017 ルバイヤート甲州シュール・リー

シャトー・メルシャン 山梨甲州

グレイス甲州

好きな山梨県産
ワインを宿に持ち込んで
食事を楽しめます。
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Shosenkyo
観光地 100 選渓谷の部第 1 位、平成百景第 2 位にも
輝いた絶景は、まさに山梨県を代表する景勝地です。

水晶の一大産出地として栄えた歴史をもち、
パワースポットが多いことでも有名。

フォトスポットも多いので、渓谷沿いを歩いて巡り、
あなただけの「映える」景色を写真に収めてみてはいかがでしょう。

絶景
！秋の
昇仙峡を歩いて楽しもう！！

覚円峰

長潭橋

天鼓林
石門

P

P

P

弥三郎岳

弥三郎岳山頂

金櫻神社
かなざくらじんじゃ 荒川ダム

板敷渓谷

仙娥滝駅

天神森
バス停

市営無料
駐車場

市営無料
駐車場

無料
駐車場

県営無料
駐車場

2.2km 30 分

0.5km 15 分

1.0km 25分 0.
5k

m
 1

5
分

0.5
km

 15
分

昇仙峡ロープウェイ

グリーンライン
昇仙峡バス停

昇仙峡口
バス停

昇仙峡お得なクーポンお得なクーポン

アクセスアクセス

山交バス
オムニバス

天神森エリア
甲斐水晶工芸本店
第一
甲州屋

能泉エリア

能泉エリア

さわらび
一休
樹光庵
天空乃杜

金渓館

全品 10％割引
ほうとう・釜飯 100 円引き
食事利用者に味噌おでんサービス
ちょっぴり天然石プレゼント

（1 グループ様に 1 点進呈）
食事利用者に味噌おでんサービス

滝上エリア
サクラリゾート
藤原庵
金櫻神社
大黒屋荒川ダム店
カフェテロワール
山梨ワイン王国

流しそうめん円右衛門

昇仙峡ロープウェイ

山都
昇仙峡水晶・宝石博物館
クリスタルサウンド
昇仙峡 影絵の森美術館
橋本屋
大黒屋滝上店

宿泊料 10％割引
食事利用者に小鉢１品サービス
御守りプレゼント
食事利用者にアイスコーヒーサービス
食事利用者にプチデザートプレゼント
赤ワインの入浴剤プレゼント

（1 グループ様に 1 点進呈）
食事利用者に季節のゼリープレゼント

（1 グループ様に 1 点進呈）
往復料金割引大人 1,300円⇒1,200円
　　　　　　小人 650円⇒600円
お食事・お飲物 10％割引
開運ミニ水晶玉プレゼント

（1 グループ様に 1 点進呈）
入館料大人 10％割引
食事利用者に味噌おでんサービス
食事利用者にアイスコーヒーサービス

水晶の原石の剣先プレゼント
食事利用者に干柿プレゼント
水晶さざれプレゼント

昇仙峡ロープウェイパノラマ台駅から徒歩２０
分。富士山からの龍脈が流れる山頂は、巨大
な一枚岩になっており、３６０度、圧巻の景色
が広がります。登る際はスニーカーが必須。

昇仙峡内の下記店舗で本冊子を見せると、記載の
特典を受けられるマル！

❶
❷
❸

❶

❷
❸

❹
❺
❻
❼

❽

❾

















❾
















❹
❺
❻
❼ ❽

天空乃杜
遊歩道の中間地点、昇仙峡の自然を感じられる大庭園と、
解放感のあるウッドデッキのテラスは出入り自由。水辺まで
降りることができる貴重なスポットで写真撮影にピッタリで
す。併設されたショップには宝石が煌びやかに並びます。

❼さわらび
本格手打ち体験と炭火焼のお食事処。山梨名物のほうとう
や蕎麦を自ら手打ちし、川魚、有頭エビ、野菜などの炭火焼
と共に味わえます。

❹ 金渓館
明治 35年創業の老舗。昇仙峡三大名勝の「覚円峰」「天狗
岩」「夢の松島」を眺めながらお食事を楽しめる昇仙峡で唯
一のお店。名物の御岳手打ちそば・ほうとう・岩魚塩焼き・
甘味を味わえます。

❽ 昇仙峡影絵の森美術館
世界的な影絵の巨匠「藤城清治」が自ら監修・設計し
た、世界初の影絵美術館。自然光が入らないよう地下
に設けた展示室は幻想的です。また、提携養蜂園で採
れた無添加無加工の“生はちみつ”はお客様に大人気。

 カフェテロワール
美味しい食事と四季折々の風景を同時に楽しめる贅
沢なカフェ。和風空間の店内では、山梨が誇る桃や葡
萄を使ったメニューを味わえます。果物本来の甘さを
ギュッと凝縮したスムージーは、一度は飲むべき一品。



山梨ワイン王国
フランスのワインセラーをイメージ
した館内には、県内メーカーのワ
インの他、オリジナルワインが並び
ます。「仙娥滝店」では、店内から
滝が流れ落ちるところを間近で見
ることができ、入館＆試飲無料で
気軽に立ち寄れます。



グリーンライン経由
昇仙峡行きバス

30分

12分

7分

10分

８分

８分

６分
※このエリアの渓谷沿いを
　トレッキングする場合は
　徒歩50分

※この区間は
　12月１日～
　3月31日まで
　の運行

※このエリアの渓谷沿いを
　トレッキングする場合は
　徒歩40分

※１２～３月は、JR甲府駅～昇仙峡口
　の運行。昇仙峡口からは昇仙峡オム
　ニバスまたはタクシーを利用。

紅葉シーズンは駐車場が混雑し、上流の駐車場から満車になりますのでご注意ください。

昇仙峡方面の
バスの時刻表は
コチラ

地元ボランティアガイドが歴史や自然を詳しく
解説しながら、「荒川ダム」など近辺の見どころ
まで巡るコースです。２時間のご案内で、どの
コースも同一料金です。

●連絡先／昇仙峡観光協会
　　　　　☎055-287-2158
●期　間／通年（年末年始除く）
●料　金／【有料】ガイド１名 3,000円／１回
※詳細は事前にお問い合わせください

昇仙峡魅力づくり協議会

昇仙峡の見どころや歴史を
紹介してくれるガイド

昇仙峡をより詳しく知りたい方に！！

昇仙峡マイスター

大正 14 年に竣工した歴史あるアーチ
橋。紅葉時の景観は、フォトスポット
としておすすめです。 その昔、頂上で覚円禅師が修行した昇仙峡のシンボル。 大自然の中を進むと現れる隠

れたパワースポット。真冬に
は滝全体が凍ることもありま
す。

金櫻神社

昇仙峡日帰りモデルコース

①甲府駅→天神森バス停まで（山交路線バス） 30分
②天神森バス停→流しそうめん円衛門まで（徒歩） 135分
③流しそうめん円衛門→滝上ロープウェイ乗り場（徒歩） 10分
④滝上ロープウェイ乗り場→パノラマ台ロープウェイ乗り場（ロープウェイ）
　1,300円※往復 各5分

⑤パノラマ台ロープウェイ乗り場→滝上ロープウェイ乗り場
　（ロープウェイ） 5分
⑥滝上ロープウェイ乗り場→金櫻神社（循環オムニバス） 300円 10分
⑦金櫻神社→滝上（循環オムニバス） 300円 10分
⑧滝上→甲府駅（路線バス） 50分

金峰山信仰の中心神社で金運アップのパワースポッ
ト。この地で発掘された水晶を御神宝、御朱印としま
す。今年７月、神社の裏山に、金峰山と富士山の双方
を望むことができる遥拝所が新たに整備されました。


パノラマ台駅

乗り場から山頂まで片道５分の空遊散歩が楽
しめるロープウェイ。山頂にあるパノラマ台
は、富士山や南アルプス連峰を一望できる絶
景スポットです。お食事処もあり、絶景を眺
めながらの休憩も可能。山頂には縁結びの
神様を祀る八雲神社の他、複数のビュース
ポットが点在し、散策もオススメです。昇っ
て下りるまで最短３０分という手軽さも観光客
にはもってこい。

昇仙峡ロープウェイ

昇仙峡
滝上バス停

P

滝上エリア

天神森エリア

松茸石やオットセイ岩など
奇岩・奇石があり、散策を
楽しめる

JR
甲府駅

昇仙峡口

グリーン
ライン
昇仙峡

昇仙峡
滝上

昇仙峡口

県営
グリーンライン

駐車場

仙娥滝上

金櫻神社

荒川ダム
駐車場

オムニバスは１区間 300円。
区間チケット４枚綴り1,000円

（１区間 250 円です）
未就学児童無料 小学生 150円

TEL 055-251-8899

電話すれば迎えに来てくれる！

便利

昇仙峡の
インスタ映えスポット！
断崖絶壁マルから、
気をつけて登るマル！

コレが覚円峰









迫力満点の名瀑で
落 差 は 30m。紅
葉の期間にはライ
トアップされます。
ライトアップ期間：
令和元年１０月１８日
～１１月２３日

仙娥滝

渓谷散策 覚円峰展望…仙娥滝 昼食

JR 甲府駅 天神森バス停
（渓谷散策）

流しそうめん
（円衛門）9:15＝①＝9:45 ＝②＝12:00 12:50＝③＝

弥三郎岳の絶景を見る。運が良ければ富士山が見える。

滝上ロープウェイ
乗り場＝③＝13:00 ＝④＝13:05

山頂散策 …
パノラマ台ロープウェイ乗り場 14:20＝⑤＝

巨大水晶御朱印で
有名なパワースポット お土産購入

16:22＝⑧＝＝⑤＝
滝上ロープウェイ

乗り場 14:25＝⑥＝14:35 金櫻神社 15:35＝⑦＝15:45
滝上エリア散策…
昇仙峡滝上バス停

JR 甲府駅＝⑧＝17:11





せんがたき

いしもん

かくえんぼう

やさぶろうだけ

てんこりん

ながとろばし

あらかわ

いたじきけいこく
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フルーツ王国やまなし

フルーツ王国やまなし

西沢渓谷七ツ釜五段の滝

豊かに彩られた紅葉の中をゆったりと進むロープウェイ。空から一望する
紅葉の山々はハイキングやドライブで見る景色とはまた一味違います。

富士五湖唯一のロープウェイ。紅葉シーズンは、色鮮やか
な山々と雄大な河口湖をバックに３分間の空中散歩をお
楽しみいただけます。山頂には売店「たぬき茶屋」があり、
売店の屋上展望台からは富士山と紅葉、河口湖が大パノ
ラマで広がります。小さなお子様から大人まで楽しめる
絶景のビュースポットです。

Autumn leaves
富士山、南アルプスと山々に囲まれた山梨県では、
鮮やかに色づいた木々、山々の絶景が楽しめます。

ハイキング、山歩き、ドライブ等、紅葉の楽しみ方は無限大。
紅葉越しに見る富士山、ロープウェーから見る紅葉、
ライトアップされた昇仙峡…週末は紅葉を見に山梨へ！！

山梨の紅葉めぐり！！

甲斐市

信玄堤ケヤキ
ライトアップ

11月中旬（予定）

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中央線竜王駅
　　　  ⇒徒歩約20分

《  車  》中央自動車道双葉
　　　  スマートIC⇒約10分

山中湖村

夕焼けの渚・紅葉祭り
10月25日（金）～11月10日（日）

600ｍの紅葉回廊をライトアップ!富士山と見られ
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》富士山駅⇒バス約30分「旭日丘」
　　　  ⇒徒歩約5分

《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ⇒約10分

甲府市

昇仙峡仙娥滝ライトアップ
10月18日（金）～11月23日（土・祝）

幻想的な光に包まれた仙娥滝の秋の風情をお楽し
みください。10月18日、19日、20日は竹あかりも実施

【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中央線甲府駅⇒
　　　  山梨交通バス昇仙峡行
　　　  昇仙峡滝上停留所50分

《  車  》中央自動車道甲府昭和IC⇒40分

河口湖町

富士河口湖紅葉まつり
11月1日（金）～11月23日（土・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
【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河口湖周遊バスで約21分
　　　　　「久保田一竹美術館前」下車⇒徒歩約5分

《  車  》中央自動車道河口湖IC⇒約10分
　　　  東富士五湖道路富士吉田IC⇒約15分

鳴沢村

富士・鳴沢紅葉 ロードレース大会
10月27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》富士急行線河口湖駅下車
　　　  ⇒バス 道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ本栖湖方面15分

昇仙峡

東沢大橋

河口湖

ロープウェイから紅葉を一望！！

河口湖 富士山パノラマロープウェイ

関東一の高低差（763m）を誇る身延山ロープウェイで行
く、７分間の空中散歩！沿線上には色鮮やかな紅葉が広
がり、更にはハイキングも楽しめ五感で秋を満喫！パワー
スポットの身延山山頂からは自然が織りなす絶景の大パ
ノラマを望むことができます。

身延山ロープウェイ
住所：身延町身延4226-2　連絡先：0556-62-1081

住所：富士河口湖町浅川 1163-1　連絡先：0555-72-0363

山梨の紅葉スポットを
特集したマルよ。
詳細はこちらマル！

甲  府
エリア

南アルプス
エリア

八ヶ岳
エリア

笛  吹
エリア

富士山
エリア

南伊奈ヶ湖

早川
エリア

大柳川渓谷
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富士吉田市

流鏑馬祭り
9月18日（水）～9月19日（木）

一般的な流鏑馬と異なり、馬が走った後、
占人が馬の蹄を見て災厄を占う珍しい神事

【場　所】小室浅間神社
【問合せ】小室浅間神社 ☎0555-22-1025
《電 車》富士急行線下吉田駅⇒徒歩5分
《  車  》中央自動車道富士吉田西桂スマートIC
　　　  ⇒10分

富士吉田市

ハタオリマチフェスティバル
10月12日（土）～10月13日（日）

富士山の麓で1000年以上の昔から育まれてきた織物業。そのワーク
ショップやマーケットが盛りだくさんの“ハタオリマチ”の秋祭り。

【場　所】小室浅間神社 他
【問合せ】ハタオリマチフェスティバル実行委員会 ☎0555-22-1111
《電 車》富士急行線下吉田駅
　　　  ⇒徒歩5分

《  車  》中央自動車道富士吉田
　　　  西桂スマートIC⇒15分

北杜市

ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～
10月19日（土）～10月20日（日）（予定）

カンティフェアは古くからアメリカで広く行われている収穫祭。八ヶ岳
の特産品やクラフトマーケットの出店あり。

【場　所】清泉寮前広場
【問合せ】（財）キープ協会
　　　　☎0551-48-2626

《電 車》ＪＲ小海線清里駅
　　　  ⇒シャトルバス10分

《  車  》中央道長坂ＩＣ⇒20分

北杜市

台ヶ原宿市
10月18日（金）～10月20日（日）

情緒ある街並みに、骨董、クラフト、植栽といったジャンルの露店が約
300店舗並びます。

【場　所】北杜市白州町台ケ原
　　　　（旧甲州街道台ケ原宿）

【問合せ】台ヶ原宿市実行委員会
　　　　☎0551-35-2236

《電 車》ＪＲ中央線日野春駅
　　　  ⇒タクシー10分

《  車  》中央道須玉ＩＣ⇒15分

甲府市

KOFU×戦国BASARAスタンプラリー
7月20日（土）～11月30日（土）

戦国ＢＡＳＡＲＡとコラボしたスタンプラリーを開催中！！
甲府市内や山梨県内の観光を楽しみながら、スタン
プを集めてオリジナルグッズをゲット！また、スタンプ
やオリジナルグッズのデザインは、前期・後期で変わ
ります！参加は無料。楽しい思い出を甲府で作ろう！

【スタンプスポット】躑躅ヶ崎館前（信玄ミュージアム）や
　　　　　　　 昇仙峡ロープウェイ、乾徳山恵林寺など

【問合せ】甲府市観光課 ☎055-237-5702
【期　間】前期：7月20日（土）～9月30日（月）
           後期：10月1日（火）～11月30日（土）

韮崎市

武田の里フェスタ・韮崎
10月13日（日）

マーチング、大綱引き、スタンプラリー、お楽しみ抽選会、屋台などふ
るさとの秋を満喫！

【場　所】駅前中央通り～本町通り
【問合せ】武田の里まつり実行委員会
　　　　☎0551-22-1991

《電 車》JR中央線韮崎駅
　　　  ⇒徒歩5分

《  車  》中央自動車道韮崎IC
　　　  ⇒15分

北杜市

カントリーフェスタin萌木の村
10月26日（土）～10月27日（日）

八ヶ岳のクラフト作品や毎年お馴染みのカントリー雑貨が登場します。
八ヶ岳の秋の味覚を楽しめる食事もお楽しみいただけます。

【場　所】萌木の村
【問合せ】カントリーフェスタin萌木の村実行委員会
　　　　☎0551-48-3522

《電 車》ＪＲ小海線清里駅
　　　  ⇒徒歩10分

《  車  》中央自動車道長坂ＩＣ
　　　  ⇒20分

川中島合戦戦国絵巻
武田信玄公と上杉謙信公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  》中央自動車道一宮御坂IC
　　　  ⇒約15分
　　　  笛吹八代スマートIC
　　　  ⇒約10分

笛吹市 10月27日（日）

身延山御会式万燈行列
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
　　　　⇒タクシーで10分

《  車  》中部横断自動車道
　　　  下部温泉早川IC⇒15分

身延町 10月12日（土）

10月

甲府市

第31回甲府大好きまつり
10月26日（土）

大好き音頭やビートtoビートの祭りパレードのほか、楽しいステージイ
ベントやグルメ屋台、働くクルマ大集合など楽しい企画満載！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中央線甲府駅
　　　  ⇒バス約30分

《  車  》中央自動車道甲府南IC
　　　  ⇒約10分

昭和町

第31回昭和町「ふるさとふれあい祭り」
10月13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

《  車  》中央自動車道甲府昭和IC
　　　 ⇒10分

富士河口湖町

冨士御室浅間神社・秋の例大祭
9月9日（月）

秋の収穫等を感謝する例大祭。浦安の舞が奉納され、神輿が練り歩
く。

【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》富士急行線河口湖駅下車
　　　  バス:西湖周遊バスで約10分

《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ
　　　  ⇒15分

甲斐市

大弐学問祭
9月23日（月・祝）

江戸時代に人民主義の先駆けと言える思想を唱えた、甲斐市の郷
土の偉人「山県大弐」の遺徳を称えた祭り。

【場　所】山縣神社
【問合せ】大弐学問祭実行委員会
　　　　☎055-278-1708

《電 車》JR中央線竜王駅
　　　  ⇒徒歩20分

《  車  》中央道甲府昭和IC
　　　  ⇒10分

月見茶会と邦楽演奏会
中秋の名月を見上げながら、ライトアップされた根津記念館でお茶と
邦楽を楽しみます。

【場　所】根津記念館
【問合せ】根津記念館
　　　　☎0553-21-8250

《電 車》JR中央線山梨市駅
　　　  ⇒タクシー5分

《  車  》中央自動車道勝沼IC、
　　　  一宮御坂IC⇒15分

山梨市 9月14日（土）

第１４回宮光園オータムコンサート
近代産業遺産「宮光園」にて、二胡ユニット「アカラ」のコンサートを
開催！！

【場　所】宮光園　白蔵
【問合せ】甲州市役所観光商工課 ☎0553-32-5000
《電 車》JR中央線勝沼ぶどう郷駅
　　　  ⇒市民バス25分、タクシー10分

《  車  》中央自動車道勝沼IC⇒5分

甲州市 9月8日（日）

第37回ふるさと時代まつり 八朔祭
豪華絢爛な飾り屋台や大名行列が都留の町を練り歩く。前日は宵祭
りを開催。

【場　所】谷村第一小学校校庭
【問合せ】ふるさと時代まつり実行委員会
　　　　☎0554-43-1111

《電 車》富士急行線谷村町駅
　　　  ⇒徒歩３分

《  車  》中央自動車道都留IC
　　　  ⇒5分

都留市 9月1日（日）

上野原市

牛倉神社祭典・入谷神社祭典
9月7日（土）～9月9日（月）

郡内三大祭りの一つでもあるお祭。
迫力満点のお神輿は見逃せません。

【場　所】牛倉神社・上野原市役所
【問合せ】上野原市産業振興課
　　　　☎0544-62-3119
　　　　HP「発見うえのはら」で検索

《電 車》JR中央線上野原駅
　　　　⇒タクシー5分

道志村

道の駅どうし２０周年感謝祭
9月21日（土）～9月23日（月・祝）

２０周年を記念いたしまして、感謝祭を開催いたします。露店での販売
のほか投げ餅も実施予定。

【場　所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　　　　☎0554-52-1811

《  車  》中央自動車道都留IC
　　　  ⇒30分
　　　  中央自動車道相模湖IC
　　　  ⇒50分

9月

山中明神安産祭り
山中湖村 9月4日（水）～9月6日（金）

妊産婦等が集まるお祭り。
夜祭のみこしをかついだ氏子の
女性には安産が約束される。

【場　所】山中諏訪神社
【問合せ】山中諏訪神社 ☎0555-62-3952
《電 車》富士急行線富士山駅⇒バス30分
《  車  》東富士五湖道路山中湖IC⇒5分

富士吉田市

明見湖環境フェスティバル
9月28日（土）

緑豊かな里山で“アソビバ”として、ライブステージやツリークライミン
グ、薪割り体験などのワークショップ、カヌー体験も盛りだくさん！

【場　所】明見湖公園
【問合せ】富士吉田市役所環境政策課
　　　　☎0555-22-1111

《電 車》富士急行線富士山駅
　　　  ⇒バス30分⇒徒歩5分

《  車  》中央道富士吉田
　　　  西桂スマートIC⇒15分

第11回Mt.Fuji河口湖ジャズフェスティバル
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
11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》富士急行線河口湖駅下車
　　　  バス:河口湖周遊バスで約20分

《  車  》中央自動車道
　　　  河口湖IC⇒約15分

11月1日（金）～11月3日（日・祝）

道の駅とよとみ感謝祭
中央市 11月中旬

中央市の漬物・鍋野菜の販売・与一汁や餅つき体験、フリーマーケッ
ト出店。
【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10分

《  車  》中央自動車道
　　　  甲府南IC⇒15分

道志渓谷いのしか祭り
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
を販売！

【場　所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　　　　☎0554-52-1811

《  車  》中央自動車道都留IC
　　　  ⇒30分
　　　  中央自動車道相模湖IC
　　　  ⇒50分

道志村 11月23日（土・祝）

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
印鑑の生産が盛んな六郷地区。印鑑の魅力、季節の恵みが満載の
イベントです。

【場　所】六郷小学校グランド
【問合せ】市川三郷町役場六郷支所
　　　　☎0556-32-2111

《電 車》JR身延線甲斐岩間駅
　　　  ⇒徒歩約5分

《  車  》中部横断自動車道六郷IC
　　　  ⇒約5分

市川三郷町 11月3日（日・祝）

みのぶまつり
各種出店が軒を連ねます。特設ステージでは、サクライザーショー他
催し物を開催！

【場　所】身延町総合文化会館　芝生広場
【問合せ】身延町役場企画政策課 ☎0556-42-4801
《電 車》JR身延線身延駅⇒タクシーで5分 
《  車  》中部横断自動車道
　　　  下部温泉早川IC⇒10分

身延町 11月3日（日・祝）

中央市ふるさとまつり
中央市の特産品のグルメ、野菜、地元企業など数多くの出店が会場
に並び楽しめます

【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委員会（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

《  車  》中央自動車道甲府南IC
　　　  ⇒約15分

中央市 11月3日（日・祝）

川中島合戦戦国絵巻前夜祭
川中島合戦前日に前夜祭を開催します。甲冑コンテストや甲冑着用
体験ステージイベントを行います。（内容の変更の可能性あります。）

【場　所】石和温泉足湯ひろば
【問合せ】石和温泉観光協会  ☎055-262-3645
《電 車》JR中央線石和温泉駅
　　　  ⇒徒歩約15分

《  車  》中央自動車道一宮御坂IC
　　　  ⇒約15分
　　　  笛吹八代スマートIC
　　　  ⇒約10分

笛吹市 10月26日（土）

つる産業まつり2019・お茶壺道中行列
新鮮野菜の直売や名産品を販売。徳川将軍家御用達の茶を運ぶ茶
壺道中を再現。

【場　所】谷村第一小学校校庭
【問合せ】都留市観光協会
　　　　☎0554-43-1111

《電 車》富士急行線谷村町駅
　　　  ⇒徒歩3分

《  車  》中央自動車道都留IC
　　　  ⇒5分

都留市 10月27日（日）
　　  twitterで
山梨のイベント情報を
つぶやいてるマルよー！

山梨観光インスタ 富士の国やまなし

観光情報、麺、スイーツ…やまなしのおいしい情報はこちら

yamanashikankou yamanashinoodleland

山梨麺インスタ 麺の国やまなし

山梨フルーツインスタ 山梨フルーツ部

武田菱丸【公式】
@t_hishimaru

yamanashi_fruits

動画もあるマルから見てほしいマル！

富士河口湖町

写真提供：株式会社SPC

第85回えびす講祭り
商店街の企画イベントなどが開催されるほか、
神輿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中央線甲府駅
　　　　⇒徒歩15分

《  車  》中央自動車道甲府昭和IC
　　　　⇒15分

甲府市 11月23日（土・祝）

11月
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鳴沢村

キャベツ祭り
9月24日（火）

とれたてキャベツの試食や、キャベツ何個まで持
てるか競争イベントを開催します。

【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会
　　　　☎0555-85-3900

《 電 車 》富士急行線河口湖駅下車⇒
　　　  バス 道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ
　　　　　  本栖湖方面15分

富士吉田市

富士吉田農業祭り
10月20日（日）

「地産地消」をテーマに富士山周辺で作られた農
作物や工芸品など多数出店。

【場　所】富士山アリーナ
【問合せ】富士吉田市農林課 ☎0555-22-1111
《 電 車 》富士急行線富士山駅⇒バス10分
《  車  》中央道河口湖IC⇒10分
　　　  東富士五湖道路山中湖IC⇒10分

鳴沢村

ＪＡ鳴沢村農業祭り
10月19日（土）・20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】鳴沢村農業協同組合 ☎0555-85-2470
《 電 車 》富士急行線河口湖駅下車 バス 道の駅なるさわ下車
《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ本栖湖方面15分

山梨市

ハーベストフェスタ 
in フルーツ公園

11月2日（土）～11月4日（月・振）

25周年の感謝を込めて、今年から始まるフルー
ツ公園の収穫祭！

【場　所】笛吹川フルーツ公園
【問合せ】笛吹川フルーツ公園管理事務所
　　　　☎0553-23-4101

《 電 車 》JR中央線山梨市駅⇒タクシー・バス10分
《  車  》中央自動車道一宮御坂IC/勝沼IC⇒25分

北杜市

第３４回北杜市浅尾ダイコン祭り
11月3日（日・祝）（予定）

肥沃な土で育った浅尾ダイコンは絶品！ダイコン抜き体
験、ヒーローショーなど大人から子供まで楽しめます。

【場　所】ハイジの村「クララ館」周辺
【問合せ】第33回北杜市浅尾ダイコン祭り ☎0551-42-1421
《 電 車 》ＪＲ中央線韮崎駅⇒みずがき・田園バス25分
《  車  》中央自動車道須玉ＩＣ⇒15分

鳴沢村

秋の収穫祭
11月10日（日）

秋の実りに感謝を込めて、豊作を願うイベントで
す。鳴沢村の特産品、鳴沢菜等を販売。

【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会 ☎0555-85-3900
《 電 車 》富士急行線河口湖駅下車
　　　  バス 道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ本栖湖方面15分

甲州市

第10回甲州フルーツマラソン大会
10月20日（日）

甲府盆地から南アルプス連峰を望む大パノラ
マ。紅葉の甲州路を駆け抜ける多彩なコース。

【場　所】勝沼中央公園
【問合せ】甲州フルーツマラソン大会実行委員会
　　　　☎0553-32-5000

《 電 車 》JR中央線勝沼ぶどう郷駅
　　　  ⇒専用シャトルバスで10分
　　　  JR中央線塩山駅
　　　  ⇒専用シャトルバスで15分

《  車  》中央自動車道勝沼IC⇒5分

富士河口湖町

富士山原始林トレイルラン
10月20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
《  車  》中央自動車道河口湖IC⇒約30分

小菅村

第11回多摩川源流
トレイルラン大会

9月8日（日）

多摩川の源流を育む美しい水源林や高原の爽
やかな雰囲気の中で行われるトレイルラン。

【場　所】小菅村全域
【問合せ】小菅村観光協会 ☎0428-87-0741
《 電 車 》JR青梅線奥多摩駅下車
　　　　小菅の湯行バス60分
　　　　JR中央線大月駅下車
　　　　小菅の湯行バス60分

《  車  》中央自動車道大月ICから約35分

身延町

あけぼの大豆産地フェア
10月中の土日祝日

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 》会場により異なるため、お問い合わせください。

甲府市

こうふ開府500年
KOFU Fruits Fes

10月13日（日）

今年、甲府のまちづくりが始まって、500年（開府
500年）！！そんな節目の年に「甲府駅北口よっちゃ
ばれ広場」において、秋の収穫シーズンに合わせ
た「フルーツ王国山梨」ならではのマルシェを開
催します！！有名店のスイーツも登場します。

【場　所】甲府駅北口 よっちゃばれ広場
【問合せ】こうふ開府500年記念事業実行委員会
　　　　☎055-237-5321

《 電 車 》JR中央線甲府駅
　　　　⇒徒歩1分

《  車  》中央自動車道
　　　　甲府昭和IC⇒15分

鳴沢村

もろこし祭り
9月3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

《 電 車 》富士急行線河口湖駅下車⇒
　　　  バス 道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車道河口湖ＩＣ
　　　　　  本栖湖方面15分

丹波山村

まいたけ祭り
9月29日（日）

丹波山村の香り豊かな原木まいたけの販売のほ
か、まいたけ料理やジビエ料理の販売など丹波
山ならではの食を多数ご用意いたします。

【場　所】丹波山村交流促進センター
【問合せ】舞茸祭り実行委員会 ☎0428-88-0223
《 電 車 》JR青梅線奥多摩駅⇒バス54分
《  車  》中央自動車道勝沼IC⇒60分
　　　　圏央道日の出IC⇒80分
　　　　圏央道青梅IC⇒70分

富士河口湖町

富士山麓トレイルラン
10月5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
《  車  》中央自動車道河口湖IC⇒約15分

甲州市

大菩薩トレッキング －秋編－
10月2日（水）

秋登山の魅力が詰まった大菩薩！ガイド付の行程
は選べる3コース。参加料500円～

【場　所】大菩薩
【問合せ】甲州市役所 観光商工課
　　　　☎0553-32-5091

《 電 車 》JR中央線塩山駅⇒タクシー30分
《  車  》中央自動車道勝沼IC⇒40分

身延町

修行走・菩提梯ClimbRun
10月27日（日）

七面山修行走から誕生した世界最強クラスの階
段レース！287段一歩一歩を噛み締めて登れ！

【場　所】身延山久遠寺
【問合せ】七面山修行走実行委員会 ☎0556-62-0504
《 電 車 》JR身延線身延駅⇒タクシーで10分
《  車  》中部自動車横断道下部温泉早川IC⇒15分

富士河口湖町

富士山マラソン
11月24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
《 電 車 》富士急行線河口湖駅下車⇒徒歩約１0分
《  車  》中央自動車道河口湖IC⇒約10分

山梨で楽しむ収穫の秋 山梨で楽しむスポーツの秋

セーフティーライディング
やまなしツーリングキャンペーン
第7回BLF inやまなしの開催を記念して、山梨県内をバイクでツーリングしていただ
くことで、山梨の魅力・バイクの魅力を体感していただくキャンペーンを開催。

【キャンペーン概要（予定）】
開催期間：2019年9月20日（金）～11月30日（土）
実施地点：山梨県内のおすすめスポット、定番スポットなど（観光地、飲食店、道の駅）計20ヶ
　　　　 所を想定
実施概要：各スタンプラリーポイントに設置されたＱＲコード付きのポスターでスタンプを取得
　　　　 し、申込可能なスタンプ数を集めて応募すると、後日抽選で豪華景品をプレゼント。
対象端末：スマートフォン限定
対　　象：二輪車ユーザー
【参加登録・応募の流れ（9/1エントリー開始予定）】

※当ガイドブックに掲載されている情報は2019年８月９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。

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 》中央自動車道甲府南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）・9月25日～10月1日・10月23日（※10月21日は開館）

10月2日（水）～11月24日（日）
第37回特別展

「縄文文化の頂点」
日本遺産に認定された山梨
を含む中部高地で花開い
た縄文文化の到達点を紹
介します。

11月20日（水）
県民の日イベント
この日は大人も子どもも入
館無料！原始・古代にちなん
だ体験イベントを満喫しよう！

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 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

9月21日（土）～11月24日（日）
開館30周年記念 企画展
宮沢賢治展
ようこそイーハトーブの世界へ
作品の魅力と山梨出身の友人保阪
嘉内との交流などを紹介。

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。。

山梨県立美術館 　　　　 ☎055-228-3322

9月7日（土）～11月4日（月・振）
萩尾望都SF原画展
宇宙にあそび、異世界にはばたく
デビュー50周年の漫画家・萩尾望都の約
400点のカラーイラストや生原稿を展示！

自然とともに生きる農民の姿を描いた、
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。

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約15分  
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約10分 
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

・応募方法等
インターネットにおいて、右記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。

  

めぐりプレゼント宝宝
YA M A N A S H I  P I C K  U P  N E W S

甲武信ユネスコエコパーク登録決定
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・令和元年11月30日（土）

ユネスコエコパーク（生物圏保存地域,Biosphere Reserve：BR）は、ユネ
スコによって国際的に認定された地域で、生態系の保全と持続可能な利
活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的としています。
令和元年６月に新規登録された甲武信ユネスコエコパークは、甲武信ケ
岳、金峰山、雲取山等の日本百名山が連なる奥秩父主稜を中心とした広
大な山脈地域であり、荒川、多摩川、
富士川（笛吹川）、信濃川（千曲川）を
含む主要な河川の水源地となってい
ます。また、豊かな地層と岩石の種類
により育まれた環境に多様な動植物
が生息し、特にチョウ類の希少種の宝
庫となっていることが特徴です。

応募は
コチラへ

❻❻ ❼❼

❹❹

https://bit.ly/30Ym95M

女人禁制の富士山に、女性が登頂を果たして
いた？　今回は女性の信仰を取り上げます。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒徒歩20分（無料シャトルバスあり）
《  車 》中央道河口湖IC⇒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

9月21日（土） 
世界遺産富士山講座

「女性と富士信仰～信州における不二道の展開～」

登拝の起点となる富士山大鳥居と、そこに至
る参経路に建つ鳥居について紹介します。

7月24日（水）～9月23日（月・祝） 
企画展「富士山大鳥居―吉田口登山道の起点―」

☎0555-72-2314

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 》中央自動車道一宮御坂ＩＣ⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）

甲州市万福寺伝来の国指定重要文化財
「法然上人絵伝」（当館所蔵）をもとに山梨
の浄土真宗文化を紹介！

10月12日（土）～11月25日（月）
秋期企画展

「法然上人絵伝
～親鸞が追い求めた師の姿～」

収穫の秋ならではの体験や工作を開催。

11月20日（水）
かいじあむの秋まつり

人とともに生活をしてきた様々な動物たちを
資料と作品を通して紹介！

7月24日（水）～10月22日（火・祝）
常設展テーマ展示

「ようこそ！かいじあむ動物ワールドへ」

山がちの山梨。実は多くのルートで他地域
と交流をしてきました。あなたも旅に出よう！

10月24日（木）～12月16日（月）
常設展テーマ展示

「レキシ・トラベル to かいじあむ」

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。

❶❶

❺❺

❷❷ ❸❸

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒バス約20分（土・日・祝運行）
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒30分
休館日：ホームページをご覧ください。

10月26日（土）・27日（日）
ハロウィーン特別上映「恐竜大行進」
各日11:45～、14:45～「恐竜大行進」を上映。
恐竜の仮装をしてご観覧の方にはいいこと
が ！　詳しくはホームページをご覧ください。

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施設。

山梨近代人物館                     ☎055-231-0988

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩5分
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒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（月）～9月27日（金）
第9回展示 近代甲府を彩った人々ー県都甲府50０年ー

明治から昭和にかけて近代甲府を
彩った人たち９名を紹介しています。

10月1日（火）～3月28日（土）
第10回展示 近代文学に足跡を残した人々
ー県立文学館開館３０周年ー
明治から昭和にかけて近代文学に足
跡を残した人たち９名を紹介します。

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

6月22日（土）～10月21日（月）
企画展

「指輪－指先のきらめき－」
ジュエリー産地やまなしで作られた、バリ
エーション豊かな指輪をお楽しみください！

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 》中央自動車道甲府昭和IC⇒約15分
休館日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）10月22日（火）～11月1日（金）

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）  　　☎055-223-1570

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。

❽❽

❾❾

山梨県埋蔵文化財センター ☎055-266-3016

《会場》イオンモール甲府昭和
《電車》JR身延線常永駅⇒徒歩７分
　　　またはJR甲府駅⇒イオンモール甲府昭和行きバス

《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒10分

9月15日（日） マチナカ博物館
縄文土器の宝庫である山梨の土器を
出張展示し、その魅力を発信します。

《会場》国指定史跡甲府城跡
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩５分
《 車 》中央自動車道甲府昭和IC⇒15分

11月3日（日・祝） ひらけ！玉手箱
甲府城等の歴史を楽しく遊びながら無
料で学べる文化財のワークショップ。

《会場》山梨県立考古博物館敷地内銚子塚古墳周辺
《電車》JR中央線甲府駅⇒中道橋経由豊富行きバス
　　　「考古博物館」下車

《 車 》中央自動車道甲府南IC前

11月20日（水） 古墳ツアーズ
関東有数の規模を誇る国史跡銚子塚古墳
のまわりで、歴史を学びながら楽しく遊ぼう！

国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。

「法然上人と阿弥陀三尊
（第2幅部分）」

かいじあむの秋まつり

ひらけ！玉手箱

古墳ツアーズ

宮沢賢治 写真提供 林風舎

マチナカ博物館

©2010 Wide-Eyed Entertainment in association with Yap Films. 
Licensed by FremantleMedia International to D&D Pictures, INC.

酒呑場遺跡土器集合 殿林遺跡出土
深鉢形土器

巨大すごろく 狩猟体験

「甲府道祖神祭幕絵
東都名所

洲崎汐干狩（部分）」

「飾馬図(部分）」

❶〔甲府市〕甲府Sparkling甲州 2018（１本）10名様
❷〔韮崎市〕韮崎ワイン（１本）3名様
❸〔甲斐市〕やはたいも、桑茶（2本）3名様
❹〔中央市〕とよとみハムセット（500ｇ）3名様
❺〔市川三郷町〕オノオレカンバ 木製印鑑（１2mm）（１個）2名様
❻〔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））5名様
❼〔南部町〕南部茶（１箱（24本））10名様
❽〔昭和町〕富有柿　※10月末締切（4Kg）10名様
❾〔山中湖村〕山中湖ワイン１本1名様
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『11人いる！』 c 萩尾望都／小学館


