
富士川クラフトパーク
富士川・切り絵の森美術館

☆中部横断自動車道
　下部温泉早川 IC 下車 5分

自然に恵まれた環境を活かした
日本の和の心を継承する温泉宿

全館源泉掛け流しの宿 西山温泉慶雲館

https://www.keiunkan.co.jp
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

笛吹川石和鵜飼
全国で唯一鵜匠が川に入り鵜を操る「徒歩鵜」
という漁法で鵜飼を実施しています。
夏の夜に篝火が灯る幻想的な雰囲気の中、日
本の伝統的な漁業である鵜飼を是非お楽しみ
ください。

実 施  日：令和４年７月２０日（水）～８月１９日（金）の
　　　　　期間中水・木・土・日曜日
　　　　　（８月１９日（金）は、鵜飼納めのため開催します )　
実施時間：２０時００分～２０時５０分
　　　　　※８月１３日（土）は、石和温泉花火大会開催のため、
　　　　　　  ２０時～２０時３０分までの開催となります。
場　　所：笛吹市役所本庁舎前笛吹川河川敷
　　　　　（山梨県笛吹市石和町市部７７７）

ふえふき観光ナビ

か  ち  う

世界民族仮面プチギャラリー
（http://kamen-tenji.com/）

世界の民俗仮面・彫像を一同に集め、集中展示

〒４０５－００２４　山梨県山梨歌田１６３番地（kusumanmeka1111@gmail.com）
（当面土日開館、ホームページより要事前予約、車椅子対応無し）
TEL：080-7820-9225

ご予約・お問い合わせ　TEL.0555-72-9218

手打ちほうとう体験教室

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3486－4
TEL.0555-73-9218　不定休　駐車場25台
　  中央道河口湖IC 2.2キロ
　  東富士五湖道路 富士吉田IC 2.5キロ
　  富士急行 河口湖駅 徒歩3分

ア
ク
セ
ス

食材や調理法、
空間から接客まで
お客様をおもてなし。

山梨県南都留郡富士河口湖町河口２７４６－１

対応人数

～100名
所要時間

2～3時間
対象年齢

小学生以上
大　　人
小  学  生
未就学児
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込
）

（
税
込
）（
税
込
）

1人 3,850円～
1人 2,750円
1人 1,100円

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/

夏

Yamanashi
event
guidebook

Summer

この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で

TOPICS 1

山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき
山梨の魅力を体感！
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山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき

TOPICS 2

夏

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

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」



ホースライディング（北杜市）
乗馬が初めての方も、馬と一緒に八ヶ岳の自然を
堪能できます。簡単な操作練習後そのまま森林ト
レッキングへ。
北杜市小淵沢町 10265 
問合せ : 八ヶ岳ロングライディング　℡ 0551-45-9853

自然サウナ（笛吹市）
透明度抜群の清流が流れる川原に設置された
テントサウナでのととのい体験。キャンプ場内
には体験施設もあり１日中楽しめます。
笛吹市芦川町上芦川 1808 
問合せ :オートキャンプすずらん　℡ 090-2402-9150

森林セラピー（山梨市）
西沢渓谷をはじめ、山梨市の豊かな緑
で森林浴をしてみましょう。自然と触れ
合い木々の香りを吸い込むことで、癒し
とリラックス効果を得られます。※要予約
山梨市三富川浦 1822-1 他
（コースにより異なります。）
問合せ : 山梨市森林セラピー推進協議会
　　　   （山梨市役所観光課）
℡ 0553-22-1111

8

富士の麓（河口湖）で
カナディアンカヌー体験
（富士河口湖町）
インストラクターが基礎から説明す
るので初めてでも安心！必要な用
具は全て借りられるので、富士山
を眺めながらの手ぶらでカヌー体
験を楽しめます。
南都留郡富士河口湖町大石 2954-1 
問合せ :カントリーレイクシステムズ
℡ 0555-20-4052

水陸両用バス
山中湖のＫAＢＡ（山中湖村）
森の中をドライブ後、そのまま湖へダイビ
ング！光、風、森、水しぶきなど、自然をまる
ごと体感できるアトラクションバスです。
南都留郡山中湖村平野 506-296 
問合せ : 富士急コールセンター 0570-022-956
当日予約専用ダイヤル：090-6160-4696
（水陸両用バス「山中湖のカバ」）

四尾連湖ＳＵＰ（市川三郷町）
穏やかな四尾連湖で人気のＳＵＰ体験
ができます。波の立たない穏やかな
湖面なので初心者にもぴったりです。
西八代郡市川三郷町山保 3353 
問合せ :ネイティヴサップ　℡ 080-3939-1146

富士の湧き水と富士山を
望む絶景温泉（鳴沢村）
雄大な富士山を眺める開放感抜群
の「霊峰露天風呂」など、雪解け
水から湧き出でる天然温泉に浸かり
ながらのんびりリラックスタイム。
南都留郡鳴沢村 8532-5
問合せ : 富士眺望の湯 ゆらり　
℡ 0555-85-3126

7

ＳUＰヨガ（山中湖村）
山中湖で富士山に見下ろされながらの心
潤すＳＵＰヨガ体験。インストラクターが
レクチャーをしてくれるので安心です。
南都留郡山中湖村山中 58
問合せ : 山中湖ハクタカマリン   ℡ 070-5561-6292
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昇仙峡
アクティビティ
（甲府市）
国の特別名勝でもある夏の
昇仙峡を走行するマウンテ
ンバイクやカヌーなど、昇
仙峡の奇岩の絶景や大自
然を体中で体感できるアク
ティビティが揃っています。
甲府市猪狩町 441
問合せ : 昇仙峡観光協会
℡ 055-287-2111
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特集記事を毎月更新！
山梨県の最新の観光情報は
「山梨をもっと好きになるＷeｂ
マガジン富士の国やまなし」でチェック！

自然サウナ（南アルプス市）
南アルプスの大自然に囲まれた一棟
貸しの宿泊施設。南アルプス天然水
が湧き出る泉でテントサウナ体験の
他、ＢＢＱやレンタルＭＴＢなど様々な
アクティビティを手ぶらで楽しめます。
南アルプス市築山 5000
問合せ :gosen　℡ 055-269-5155

11

32

信玄の湯 湯村温泉めぐり（甲府市）
その昔、武田信玄公もこの地の温泉で体を癒したと
伝えられる由緒ある温泉。レトロな温泉街を散策する
のもオススメです。
甲府市湯村 3-10-5（湯村温泉旅館協同組合）
問合せ : 湯村温泉旅館協同組合　℡ 055-252-2261 
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山梨は観光の宝庫マル～！！

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが中止・延期になる場合がございます。詳細はHPまたは各イベント主催者等にお問い合わせください。
※当ガイドブックに掲載されている情報は2022年6月15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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第５８回石和温泉花火大会（笛吹市）
８月１３日（土）、８月２０日（土）、８月２７日（土）

笛吹市夏祭りのメインイベント! 各日約１,０００発の
花火が夜空を彩ります！
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

10

山中湖花火大会
「報湖祭」
（山中湖村）

８月１日（月）

富士五湖祭のトップを切っ
て開かれる花火大会。湖
のどこからでも花火が見れ
ます。
場所 :山中湖畔周辺
問合せ :（一社）山中湖観光協会
℡ 0555-62-3100

石和温泉鵜飼花火（笛吹市）
鵜飼終了後、１０分間笛吹川の上に
花火が打ち上げられます！
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

9
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食
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信玄館（甲州市）
豊富なお土産を取り扱うほか、
武田信玄グッズやほうとうなどの
郷土料理が食べられる食事処も
併設しています。
甲州市塩山小屋敷 2311-1 
℡ 0553-33-3555

3

富士ビューホテル・ベルビュー
（富士河口湖町）
大自然の中に停むレストラン。季節の野菜やお肉など
を取り入れた「日本料理」「フランス料理」を山梨のお
酒と共にお愉しみ下さい。
南都留郡富士河口湖町勝山 511　℡ 0555-83-2211

6

日帰りでも宿泊でも利用できる大型温浴施設＆ホテル。
旬な素材を使った料理と山梨ワインが楽しめる洋食レスト
ラン。朝食はバイキングスタイルとなります。
笛吹市石和町四日市場 1690　℡ 055-262-7001

4

54

スパランドホテル内藤
「レストラン＆ワインバー回」（笛吹市）

かい

レストランテ風（甲州市）
勝沼醸造が経営する葡萄畑の中のレストラン。教会
のような格調高い店内で土地にこだわった勝沼の
ワインと料理を楽しめます。
甲州市勝沼町下岩崎 2171　℡ 0553-44-3325

1

レストラン
ル・ピオニエ（北杜市）
八ヶ岳山麓の地産地消にこだ
わった食材で作るフレンチレ
ストラン。広々として明るい店
内でおいしい料理をいただく
至福のひと時。
北杜市大泉町西井出 8240-8306
℡ 0551-45-6823

5

ホテル春日居
レストランちよだ
（笛吹市）
全面ガラス張りの明るい店内で、ホ
テルならではの季節に合わせたお料
理を気軽に楽しめます。山梨ならで
はの山梨県産ワインを始め、地酒や
地ビールなど数多く取り揃えており
ます。
笛吹市春日居町小松８５５ 　℡ 0553-20-2000

2

お腹空いた

マル～！！

笛吹川石和鵜飼（笛吹市）
全国で唯一鵜匠が川に入って鵜を
操る「徒歩鵜」という珍しい漁法
で鵜飼を実施します！
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

8

第５回小江戸甲府の夏祭り（甲府市）
舞鶴城公園（国史跡甲府城跡）を主会場に、か
つて小江戸と呼ばれた賑わいを再現し、甲府の夏
を満喫するイベントを開催します。

11

場所 : 舞鶴城公園
問合せ : 小江戸甲府の夏祭り実行委員会　℡ 055-237-5702

吉田の火祭り・すすき祭り（富士吉田市）
富士山のお山じまいの祭りとして毎年８月２６日、２７日
に行われ、日本３奇祭の１つにも数えられている。
場所 :北口本宮冨士浅間神社 ほか
問合せ :（一財）ふじよしだ観光振興サービス　℡ 0555-21-1000

河口湖湖上祭（富士河口湖町）
約 10,000 発の多彩な大花火が河口湖畔の夜空を満開に
染め上げます！
場所 :河口湖畔船津浜周辺
問合せ : 富士河口湖町観光課　℡ 0555-72-3168

14

第３４回「神明の花火大会」
（市川三郷町）
県内最大級！約２万発打ち上げの花火大
会。大迫力！２尺玉の打ち上げも魅力。
場所 :三郡橋下流笛吹川河畔
問合せ : 市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
℡ 055-272-1101

13

７月２０日（水）～８月１９日（金）
（期間中水・木・土・日開催）

７月２０日（水）～８月１９日（金）
（期間中水・木・土・日開催）

7

８月１１日（木・祝）

８月５日（金）

８月７日（日）

８月２６日（金）～８月２７日（土）

12
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現在、山梨県では
【あなたに、特別な夏。】
スタンプラリーを開催中！
詳しくはコチラ！！

-グルメ / 祭り-

忘れられない体験を山梨Yamanashiで
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食・ワイン・景色・体験・出会い・癒しワイン産
地をまるごと楽しめる「ワインフェア」。
場　所
問合せ

甲州市勝沼ぶどうの丘
甲州市勝沼ぶどうの丘　℡ 0553-44-2111

ぶどうの丘ワインフェア

山梨県立文学館
山梨県立文学館  ℡055-235-8080
月曜日(7/18,8/15は開館)、7/19（火）

問 合 せ
休 館 日

特設展「文芸雑誌からZINEへ」
近代文学を彩ってきた文芸雑誌や、進化を続ける「ZINE
（ジン）」（テーマや表現方法など自由に構成する冊子）
の現状を紹介します。

山脇百合子《ぐりとぐら》26-27頁　宮城県美術館蔵

当館初展示。中学校時代の太宰治が編集・
発行した「蜃気楼」全12冊

県下で唯一伝承されている大念仏。上野
原に今尚生きる踊り念仏をぜひ。
場　所
問合せ

無生野集会場
上野原市産業振興課
℡ 0544-62-3119 ＨＰ「発見うえのはら」で検索

上野原市

無生野の大念仏
むしょうの　　　　　 だいねんぶつ

8月16日火

今年はハローキティが甲府市をご案内。
場　所
問合せ

甲府市内の観光スポット
甲府市観光課  ℡ 055-237-5702

甲府市

甲府×ハローキティ
ふるさとスタンプラリー

7月16日土～11月30日水

甲府市

銀座通りには屋台が、春日通りにはキッチン
カーが、パラカ甲府市中央第一駐車場には横
濱中華街がやってくる！グルメをお楽しみに！
場　所
問合せ

銀座通り、春日通り、パラカ甲府市中央第一駐車場
甲府商店街連盟  ℡ 055-233-2241

七夕祭り（甲府夏祭り）

7月7日木～10日日

花火大会や灯篭流しが行われ、温かい夏
の雰囲気を感じられます。
場　所
問合せ

月見ヶ池（上野原小学校横）
上野原市産業振興課
℡ 0544-62-3119 ＨＰ「発見うえのはら」で検索

上野原市

月見ヶ池弁財天祭り

7月23日土

富士
吉田市

神社仏閣や地域の象徴となる場所でオペ
ラ作品を歌と物語を引き込む語りで上演
する“オペラエンターテインメント”。
場　所
問合せ

月江寺池
富士吉田市富士山課  ℡ 0555-22-1111

ふじよしだ時空間絵巻

8月20日土

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
問合せ

牛倉神社・上野原市役所
上野原市産業振興課
℡ 0544-62-3119 ＨＰ「発見うえのはら」で検索

上野原市

牛倉神社祭典・入谷神社祭典

9月3日土～9月5日月

7月16日土～8月28日日

山梨県立美術館  ℡055-228-3322
月曜日(7/18,8/15は開館)、7/19（火）

山梨県立美術館
問合 せ
休 館 日

「宮城県美術館所蔵
絵本原画の世界2022」展
「こどものとも」の原画354点により「ぐりとぐら」や「はじめて
のおつかい」など、奥深い絵本の世界を満喫できる展覧会。

7月16日土～8月28日日

山梨県立科学館
山梨県立科学館  ℡055-254-8151
第1、2、3月曜日、8/29～8/31　
※7/12（火）～8/28（日）は無休

問 合 せ
休 館 日

令和4年度夏期特別企画展
「アクアワールド
 ～知ろう！海のいきもの～」
巨大なデジタルアクアリウムと化した会場内は、まるで
「海の中」。環境保護やSDGｓについても学べます。

7月16日土～8月21日日山梨ジュエリーミュージアム
山梨ジュエリーミュージアム ℡055-223-1570
火曜日（8/16は開館）、6/21（火）～7/1（金）は
展示入替のため休館

問 合 せ
休 館 日

ジュエリーをたのしむ５－誕生石－
63年ぶりに改訂された誕生石を紹介しながら、山梨で制作されたジュエリーを展示。

7月2日土～10月17日月

一面に広がる色とりどりのコスモスを楽しめます。
場　所
問合せ

山中湖花の都公園
山中湖花の都公園 ℡ 0555-62-5587

秋の開花情報（9/1～9/30）

山中湖村

涼しい夏を迎える山中湖村。富士山をバックにひまわり
や百日草が一面に広がります。

山中湖花の都公園
夏の開花情報（7/1～8/31）

7月上旬

甲斐市

竜王駅で涼しげな鈴虫の音
色を楽しみませんか？鈴虫の
無料配布も実施（要申込み）。
場　所
問合せ

JR竜王駅南北自由通路
鈴虫の声を聴く甲斐
℡ 055-278-1708

竜王駅で鈴虫の声
を聴く甲斐

7月下旬

甲府盆地をぐるっと観光！撮った写真はプ
リントして、思い出としてお持ち帰りでき
ます。
場　所
問合せ

甲府市・笛吹市・山梨市・甲州市
甲府市観光課  ℡ 055-237-5702

甲府市
笛吹市
山梨市
甲州市

しあわせ盆地周遊ラリー
8月中旬～9月

8月中旬

山梨県立富士山世界遺産センター調査研究スタッフ
℡0555-72-2314
南館：8月23日

富士山世界遺産センター
問合 せ

休 館 日

企画展「富士山と病－病気平癒の祈り－」
「病」を通して多様性を示す富士信仰の現世利益的な面を考察します。

7月28日木～9月26日月

山に浮かび上がる八文字焼と夏の夜空
を覆いつくす数千発の花火は圧巻！！
場　所
問合せ

忍野中学校グラウンド
忍野八海祭実行委員会 ℡ 0555-84-7794

第45回忍野八海祭
おしの      はっかいまつり

8月8日月忍野村

楽しいイ
ベント

盛りだく
さん

マル！

一般的な流鏑馬とは異なり、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
問合せ

小室浅間神社
小室浅間神社・流鏑馬実行委員会
℡ 0555-22-1025

富士
吉田市

流鏑馬祭り例祭
やぶさめ         まつ

9月18日日・19日月

幕末志士に先駆けて人民主義思想を
唱えた郷土の偉人「山県大弐」の遺徳
を称えた祭り。
場　所
問合せ

山縣神社周辺
大弐学問祭実行委員会
℡ 055-278-1708

大弐学問祭
だいにがくもんさい

9月23日金甲斐市

美しい山岳景観を背景に約３０万本のひまわりが咲き誇
ります。
場　所
問合せ

山梨県立フラワーセンターハイジの村付近
北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会  
℡ 0551-42-1112

北杜市明野サンフラワーフェス2022

北杜市 7月下旬～8月中旬

甲州市

山梨まだあ
る！

芸術・
文化・
科学を
楽しむ



富士川クラフトパーク
富士川・切り絵の森美術館

☆中部横断自動車道
　下部温泉早川 IC 下車 5分

自然に恵まれた環境を活かした
日本の和の心を継承する温泉宿

全館源泉掛け流しの宿 西山温泉慶雲館

https://www.keiunkan.co.jp
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

笛吹川石和鵜飼
全国で唯一鵜匠が川に入り鵜を操る「徒歩鵜」
という漁法で鵜飼を実施しています。
夏の夜に篝火が灯る幻想的な雰囲気の中、日
本の伝統的な漁業である鵜飼を是非お楽しみ
ください。

実 施  日：令和４年７月２０日（水）～８月１９日（金）の
　　　　　期間中水・木・土・日曜日
　　　　　（８月１９日（金）は、鵜飼納めのため開催します )　
実施時間：２０時００分～２０時５０分
　　　　　※８月１３日（土）は、石和温泉花火大会開催のため、
　　　　　　  ２０時～２０時３０分までの開催となります。
場　　所：笛吹市役所本庁舎前笛吹川河川敷
　　　　　（山梨県笛吹市石和町市部７７７）

ふえふき観光ナビ

か  ち  う

世界民族仮面プチギャラリー
（http://kamen-tenji.com/）

世界の民俗仮面・彫像を一同に集め、集中展示

〒４０５－００２４　山梨県山梨歌田１６３番地（kusumanmeka1111@gmail.com）
（当面土日開館、ホームページより要事前予約、車椅子対応無し）
TEL：080-7820-9225

ご予約・お問い合わせ　TEL.0555-72-9218

手打ちほうとう体験教室

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3486－4
TEL.0555-73-9218　不定休　駐車場25台
　  中央道河口湖IC 2.2キロ
　  東富士五湖道路 富士吉田IC 2.5キロ
　  富士急行 河口湖駅 徒歩3分

ア
ク
セ
ス

食材や調理法、
空間から接客まで
お客様をおもてなし。

山梨県南都留郡富士河口湖町河口２７４６－１

対応人数

～100名
所要時間

2～3時間
対象年齢

小学生以上
大　　人
小  学  生
未就学児

（
税
込
）

（
税
込
）（
税
込
）

1人 3,850円～
1人 2,750円
1人 1,100円

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/

夏

Yamanashi
event
guidebook

Summer

この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で
この夏が一生の思い出になる
忘れられない体験を山梨で

TOPICS 1

山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき
山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき
山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき
山梨の魅力を体感！
山梨のとっておき

TOPICS 2

夏

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

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」


