やまなしの市町村情報
み

のぶ

なん

ぶ

身 延 町
山梨県全域マップ & 道の駅一覧
山梨県のPR

週末は山梨にいます

P
P

信玄公生誕500年記念イベント
最高の開放感!! アウトドアサウナ
山梨を遊び尽くせ! アクティビティ
魅力ある山梨のふるさと納税
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オフィシャルサイトも
ご利用ください。
ご利用はこちらから▶

市川三郷町

北 杜 市

やまなしを楽しみつくそう!!

YAMANASHIぷちナビ

いち かわ み さと

中 央 市
発行：株式会社 テレビ山梨
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甲府市周辺マップ

※本誌掲載の情報は 、2022年3月4日現在のものです。※本誌掲載内容による損害等は弊社では補償い
たしかねますので 、予めご了承ください。※掲載の価格は全て税込価格です。※新型コロナウイルスの影
響で、各店舗・施設の営業時間や定休日が変更となる場合があります。
イベント等は内容の変更、中止、延
期になる場合があります。※交通情報については、時間や天候、季節によって変動する場合があります。
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山梨MAP & 道の駅情報
道の駅

こぶちさわ

北杜市小淵沢町2968-1
☎0551
（36）
3280

道の駅

南きよさと

北杜市高根町長沢760
☎0551
（20）
7224

道の駅

道の駅

みとみ

山梨市三富川浦1822-1
☎0553
（39）
2580

はくしゅう

北杜市白州町白須1308
☎0551
（20）
4711

道の駅

花かげの郷まきおか

山梨市牧丘町室伏2120
☎0553
（35）
4780

道の駅

にらさき

甲府市周辺マップ

韮崎市中田町中条1795
☎0551
（25）
5021

道の駅

P3

しらね

南アルプス市在家塚595-1
☎055
（282）
6478

道の駅

全県

富士川

南巨摩郡富士川町青柳町1655-3
☎0556
（48）
8700

道の駅

マップ

とよとみ

中央市浅利1010-1
☎055
（269）
3421

道の駅

道の駅

しもべ

北都留郡丹波山村2901
☎0428
（88）
0411

2022年4月中旬リニューアルオープン
（予定）

南巨摩郡身延町古関4321
☎0556
（20）
4141

道の駅

道の駅

みのぶ

一覧

道の駅

富士川観光センター

なんぶ

道の駅

とみざわ

南巨摩郡南部町福士28507-1
☎0556
（66）
2260

かつやま

南都留郡富士河口湖町勝山3758-1
☎0555
（72）
5633

南巨摩郡南部町中野3034-1
☎0556
（64）
8552

道の駅

こすげ

北都留郡小菅村3445
☎0428
（87）
0765

南巨摩郡身延町下山1597
富士川クラフトパーク内
☎0556
（62）
5600

道の駅

たばやま

道の駅

つる

都留市大原88
☎0554
（43）
1110

道の駅

甲斐大和

甲州市大和町初鹿野2248
☎0553
（48）
2571

レストランあり
喫茶・軽食コーナーあり
物産品販売コーナーあり
情報コーナーあり

道の駅

なるさわ

南都留郡鳴沢村
字ジラゴンノ8532-63
☎0555
（85）
3900

道の駅

富士吉田

富士吉田市新屋1936-6
☎0555
（21）
1033

道の駅

どうし

南都留郡道志村9745
☎0554
（52）
1811

EV急速充電器あり

4
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山梨

の上

質

然
な自

の中

」体
ととの い
最 高 の「

で

験を

信玄公生誕500年記念イベント

スペシャルイベント開催!!

映像作品「信茂と勝頼」公開 トークショーなど盛り沢山!!
令和4 年

土
4 月 9 日●
日●

JR中央線甲府駅北口

よっちゃばれ広場 ほか
2021年は、武田信玄公が大永元年11月3日に誕生
してから500年という記念すべき節目の年です。
新型コロナウイルスの影響で延期となった信玄公
生誕500年記念イベントを開催しますので 、ぜひ
山梨にお越しください。
信玄公生誕500年記念イベントでは 、歴史ドラマ
「信茂と勝頼」の公開、出演者によるトークショー、
市町村P Rなどを行います。
詳細な情報については信玄公
生誕500年特設H Pをご確認く
ださい。

特

集

山梨県

「信茂と勝頼」
は、
武田家末期、
現在の山梨県富士・東
部地域を治めていた小山田信茂と 、信玄公の跡を継
いだ武田勝頼の二人にスポットを当てた映像コンテン
ツ。
出演は信茂=後藤淳平
（ジャルジャル）、
勝頼=植木
祥平、
信玄=中村育二、
語り=イッセー尾形 ほか。

最高の開放感!!

アウトドアサウナ
「 第3次サウナブーム 」と呼ばれるほど 、サウナ人気
が高まっています。そんな中 、キャンプ場などにテ
ント型のサウナを設置して、自然の中でサウナを楽
しむ「アウトドアサウナ」が注目を集めています。
サウナ好きが重視するポイントの一つに「 水質 」が
あります。
「天に選ばれし名水の地」である山梨県は
周囲を「富士山」
「八ヶ岳」
「南アルプス」
「奥秩父」に
囲まれた上質な自然環境に、雄大な山々が育んだ豊
かな水資源に恵まれています。まさに 、アウトドア
サウナの最適地です。

問 信玄公生誕500年記念事業実行委員会

（山梨県観光文化部観光資源課内）
甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県庁別館2階
☎055（223）1573

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程等が変更になる場合があります。

山 梨 を遊び 尽 く せ !
家族
向け

屋 外・自 然で楽しむ

アクティビティ
ウイズコロナ期では、３密を回避しながら家族で
楽しむことができるアウトドア市場が大盛況！
山梨県が誇る豊かな自然を活かし、屋外や自然の
中で安心してリフレッシュできる
問 問い合わせ
アクティビティをご紹介します！ 料 体験料金
さぁ 、
ドアの向こうに飛び出そう！
持 持ち物

アウトドアを始めたいけど、テントって建てるの難しいのか
な？と考えているご家族に 、キャンプ場スタッフが一緒に
建て方のレクチャーを行います。テントの基本的な建て方 、ポイントを
アドバイスしながら行うので安心です。テントを建てたら 、次は魚釣り
を体験！釣りのポイント、注意点をわかりやすくレクチャーします！

問

河口湖屋台村
南都留郡富士河口湖町河口湖辺2868-1
☎090
（6667）
4631

世界遺産富士山の自然を五感で感じるハイキング 。ファミリーで
も 、カップルでも 、女性同士のグループでも気軽に参加できます 。
富士山の湧き水で作るとうふ料理体験はカラダの中から元気に 。
S N S映えする写真も撮れます（ G W明けからスタート予定）。
料 1人5,000円
（ファミリー価格10,000円）
持 動きやすい服装とスニーカーや運動靴で参加。
雨具、
カッパ・ウイン

山梨県公式HPで情報発信中
問 やまなし自然サウナととのい

プロジェクト事務局
（山梨県観光文化部観光振興課内）
甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県庁別館2階
☎055（223）1557

山梨県が誇るアクティビティまだまだあり
ます 。情報は山梨県の特設サイトに次々と
アップされます。 チェックしてください。

巨摩ファーム

料 5,500円
持 汚れても良い服装、
動きやすい服装、帽子

釣った魚をウエストリバー
名物「マスバーガー」
にし
て食べられます！

料 10,000円
（1組4名、5名以上の場合、1名につき2,500円の追加）
持 テント設営体験：軍手、
動きやすい服装 / 魚釣り体験：タオル、帽子（危険防止のため）
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他ではできない? !
季節の農業体験

CHECK!!

北杜市須玉町小尾7376
☎0551
（45）
0757

南アルプス市須沢131 ☎055
（285）
6611

ドブレーカーも用意。

山梨県×民間業者等で
プロジェクト推進中

山梨県では、アウトドアサウナを有力な観光コンテ
ンツにするため 、民間企業らとともに「 やまなし自
然サウナ ととのいプロジェクト 」を立ち上げまし
た。プロジェクトでは 、
「 アウトドアサウナの聖地 」
を目指し、安全・安心な入り方やルールの検討、関連
事業者の取り組みを情報発信しています。
「 やまなし自然サウナ ととのいプロジェクト 」にご
注目ください。

問

ウエストリバーオートキャンプ場

富士の地で自然を楽しむ
ウエルネスなハイキングと料理体験ツアー

秀峰が育む
至高の名水

最新のEスポーツ・
ドローンサッカーを
体験しませんか？

家族でアウトドア体験!
テントの組み立て・
魚釣り体験教室!
問

に!!
地
聖
の
ナ
ウ
サ
ドア
山梨県をアウト

問

清里の森
北杜市高根町清里3545-1
☎0551
（32）
6980

料 2,000円/1時間
持 特になし

ドローンサッカーは 、
球状の専用ドローン
ボールを使い 、5対5で
戦う最新の戦略型
チームスポーツです 。
子どもからお年寄り 、
体に障がいを持つ方
まで 、年齢や性別 、国籍も関係なく 、同じフィールドで誰
でも楽しめるバリアフリーな競技です。
スピード 、音 、衝撃 、風圧! ! 大迫力のドローンサッカーの
魅力を体験してみませんか。

「まるで森のディズニーランドだね! 」そんな、
子供も大人もみんなの笑顔溢れる農業体験!
楽しい農業体験の後は 、
取れたての旬の野菜を
その場で生で食べたり 、
BBQ!! 楽しい思い出は、
いつまでも皆の心に残
ります。

n!!

Coming soo

プライベートロッジでサウナ＆B B Q ! !
電動アシスト付M T Bサイクリングツアー
超巨大メガS U Pで山中湖を遊びつくせ!
森の遊び場づくりを楽しもう! !
農作業とワーケーションを楽しもう! !
家族みんなで レッツ・パークゴルフ! !
etc.
7

やまなしの
市町村情報

み

の ぶ

アクセス

身延町

いにしえの伝統を体験

みのぶでくつろぐ

https://www.town.minobu.lg.jp
お問い合わせ

身延町役場観光課 ☎0556（62）1116
身 延 山 観 光 協 会 ☎0556（62）0502
下 部 観 光 協 会 ☎0556（20）3001

【電車・バスの場合】J R身延線「身延駅」または「下部
温泉駅 」で下車 【 車の場合 】※身延町役場まで中部
横断自動車道「中富IC」
より約4分、中部横断自動車道
「身延山I C 」
より約20分

身延の魅力を味わうなら、
「 宿坊 」に泊まって、のんびりゆったり
流れる時間を楽しむのがおすすめ 。長い歴史を持つ文化を体験
し 、身延山ならではの宿泊と散策のプランで 、ストレスの溜まっ
た心身に癒やしを与えましょう。

身延山の宿坊に泊まろう!!

癒やしの旅プラン
朝のお勤めも体験

宿坊

本来、寺社参詣者のための宿泊施
設である「宿坊」。
身延山周辺にあ
る20の宿坊は 、予約すれば誰で
も泊まることができます 。精進料理や写経など 、
寺ならではの体験ができる所もあり、
身延山の朝
のお勤めにも参加できます。

自分だけの和紙を作ろう! !

体験

す

⬆精進料理

和紙漉
和紙
漉き体験

体験

身 延 町
南アルプス市
甲 斐 市
笛 吹 市
丹波山村
富士吉田市

南
韮
中
山
都

部
崎
央
梨
留

町
市
市
市
市

市川三郷町
北 杜 市
甲 府 市
甲 州 市
富士河口湖町

P 8 ▶ P 25

西嶋和紙の伝統に触れられる複合施設「 身延町西
嶋和紙の里」
では、
うちわやタペストリー 、照明など
和紙の風合いを生かした7
種類の紙漉き体験ができま
す。
（ 体験時間30分 、乾燥
40分）
問 身延町西嶋和紙の里
☎0556（20）4556
⬆西嶋和紙の里

「身延どんぶり街道」
では、
手早
く食べられて馴染みのある丼
もので「我こそは！！」と名乗り
を上げた14店舗が 、自慢のメ
ニューを披露しています。あけ
ぼの大豆 、湯葉など身延町特
産の素材を使った絶品丼 。あ
なたのお気に入りを身延町で
見つけてみませんか？

http://www.minobu-donburi.jp
営業時間

定休日

駐車場

01

あじ さい あん

味菜庵
ら

ふ

て

ぃ

身延町西嶋380
☎0556（42）2585
ん

ぐ

02

麺 や響

みのワン

きん

金 のワンコめし

地産地消で地域を元気に！ 金箔を丸々1枚使った開
運どんぶり。
11：00〜21：00（ L . O .20:45）
100台
ン白鳳に準ずる

03

月１回、プレイゾー

身延町常葉7052-15
まる いち しょく どう
（ J R身延線下部温泉駅前）
☎0556（36）0045

丸一 食 堂
どん

さくら丼

県産の「 厳選した希少部位 」を
使った馬刺しを 、ごま油と生姜
醤油で味付けた丼。

11：00〜14：30（ L . O .14:00 ） 17：00〜20：30
毎週水曜日
2台
（ L . O .20:00）

8

☎0556（62）0502

⬅身延山の三門から久遠寺
ぼ だいてい

へ続く階段
「菩提梯」

商店街で数珠を
購入できます。
身延山ロープウェイ
大人（中学生以上） 往復1,500円
小人（4歳〜小学生）往復750円

門内商店街

⬆湯之奥金山博物館
ス

ヴ

ニ

ー

ル

04 レストラン
SOUVENIR

身延町下山1597（富士川クラフトパーク内）
☎0556（62）5300

じゅく せ い ぶ た に く

どん

熟成豚肉のローストポーク丼
熟成県産豚肉を
11：00〜16：00（ L . O .15:00）
焼き上げ、
シェフ特製オニオンソー 毎週火・水曜日（ 祝日の場合は翌日 ）※
556台
スとゆばのフリットを添えた一品。 コロナ禍のため変動あり

05 身延山山頂展望食堂 身 延 庵

み のぶ

あげ

身延町身延4252
☎0556（64）8408
どん

特産品あけぼの大豆の枝豆入りかき揚を5枚重ね、身延
山久遠寺の五重塔をイメージした丼。

07

毎週火曜日

か わ ち や

河 内屋

せいしん駐車場

身延町身延3694
☎0556（62）0148

どん

しいたけ丼
ふわふわ半熟卵と 、どか〜んとまるごと肉厚しいたけ
に秘伝のタレがしみ込んだ丼。
11：00〜15：00

不定休

5台

いろど

身延町身延3722
☎0556（62）0046

や さい

や

どん

彩り野菜のコロコロ焼きカレー丼
人気の園林カレーをさらにヘルシーに！ たっぷり野菜
とプリプリのエビをトッピング。
8：00〜17：00※コロナ禍のため変動あり
（時間外は電話
不定休
6台
にて相談に応じます）
や

なんてん

さと

ニコニコ屋・南天の郷

こ う しゅう に が い ど ん

身延かき揚タワー丼
11：00〜14：30
120台（有料）

おんりん

園林

09

み のぶ あん

06 そば・うどん さくら

身延の朝には魅力がたくさん。
身延山で朝のお勤め体験
をしたら 、ロープウェイで山頂からの景色を楽しむのも
オススメ 。身延山の総門から三門まで約1k mにわたり
様々な店が並ぶ門内商店街の散策も風情があります。

08

みのぶゆばカレー丼

身延町飯富2058
☎0556（42）2607

問 身延山観光協会

ロープウェイで身延山の山頂へ

日本最古の金山・湯之奥
金山遺跡より出土した鉱
山道具や甲州金等を展示
する博物館です。館内では
全国でも珍しい「砂金採り
体験 」を行うことができま
す。
（体験時間30分）

☎0556（36）0015

11：00〜14：00
当面の間、土日祝日
のみ営業※公式H P
特産の生湯葉を使用。大豆の風味とスパ でご確認ください
イスが効いた、
身延山限定のカレー丼。 せいしん駐車場120台
（有料）

11：00〜14：00※コロナ禍のため変動あり
毎週火曜日
西嶋和紙の里と共用
ひびき

問 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館

どん

沖縄風豚の角煮「ラフティ」を使用
したボリューム満点の一品。

身 延 町ワンだふる
PR課長
「みのワン」

砂金採り体験

身延町身延字上の山4226-2 ☎0556（62）3226

どん

ラ フ ティ i n 具 丼

めん

散策

お宝G E Tだぜ! !

次のページに続くワン!
特産品と久遠寺のしだ
れ桜を紹介するワン!

甲州煮貝丼

12

身延町身延3761
☎0556（62）0150

不定休

有

10 手打そば処 あずみの
どん

ミニ肉ネギ丼

11

覚林坊

身延町身延3510
☎0556（62）0014

しゅく ぼ う う

11：00〜14：00
17：00〜23：00 日曜祝日は11:00〜22：00

11：00〜15：00
不定休
10台

毎週木曜日

8台

13 カフェレストランファミーユ
身延町角打3022 ☎0556（62）1241
どん
自家製マッシュデミソース
がたっぷりかかったハン
バーグをメインにした大
満足の洋食丼。

ファミーユ丼
11：30〜14：00

18：00〜20：30
や

14 食事処 ゆたか屋

宿坊生まれのあけぼの
だい ず なっ と う
どん
大豆納豆ねばねば丼
自家製あけぼの大豆名物納豆と、とろろ
をタップリかけたねばねば丼。

どん

地域特産のふじかわもろこをカラリと揚げ 、たっぷ
りの野菜と炒めたピリ辛丼。

開店当時から続く人気メニュー 。豚の三枚肉と長
ネギを特製ダレで炒めた熱々の丼。

かくりんぼう

身延町角打3092
☎0556（62）2866
か ら いた

身延町梅平1114
☎0556（62）3401

11：30〜14：00（土・日曜日は15：00）17：30〜20：00
15台（大型バス可）
（なくなり次第終了） 毎週月曜日

か えん

香苑

ふじかわもろこのピリ辛炒め丼

県名産“煮貝”を贅沢に使用した新どんぶりが登
場。ごろっと大粒な身と 、煮貝エキスの炊込みご
飯がベストマッチ。
8：00〜17：00

中華料理

だい ず

毎週水曜日

3台

身延町角打3018
☎0556（62）1206
み

そ

どん

あけぼの大豆の味噌カツ丼
数量限定

サクサクジューシーなとんかつに 、特産「 あけぼの大
豆」
を使用した味噌ソースが絶妙な味わい。
11：00〜14：30 17：30〜20：30
毎週木曜日（祝日の場合は不定休）

6台

9
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身延町
身延町の特産品
くつろぎの旅で癒されたら 、次の楽
しみはやっぱりお土産。身延町は全
国に誇る特産品がたくさん！ここで
紹介している以外にも 、肉厚でしっ
とりやわらかい椎茸、和田峠で作ら
れる竹炭が大人気。お帰りの際は 、
身延のお土産処にもぜひ 、足をお
運びください。

南部町

体験

盆の送り火と川供養の奇祭

https://www.town.nanbu.yamanashi.jp/
お問い合わせ

南部町産業振興課
☎0556（64）8075

みのぶまんじゅう

身延土産の代名詞の1つ。薄皮
の中に昔ながらのこしあんが
入った素朴な味わいで、蒸し立
てのホカホカを手に街を散策
するのもオツな楽しみ方。

身延ゆば

700年以上の歴史を持つ「身延ゆ
ば 」。そのまま刺身でも揚げ物な
どの料理にも良し! !「ゆば丼」
「ゆ
ばまん 」などの加工品も充実して
います。

SUPで富士山に会いに行こう!
SUPツーリングin本栖湖
本栖湖いこいの森
キャンプ場は標高
900m 、
コバルトブ
ルーに輝く本栖湖
畔のキャンプ場で
す 。オススメはS U Pツーリング 。富士五湖の
中でも最も高い透明度を誇る本栖湖で 、
「ス
千円札の富士山は本栖湖
タンドアップパドルボート
（通称S U P ）をマス
からの景色です。展望デッ
ターするプログラムです。経験豊富なインスト
キから絶景の富士山を眺
められます。
ラクターがやさしく指導してくれるので、初心
者でも安心して基礎をマスターできま
バンガローは
す 。大自然の中でのショートツーリング
4タイプから選べます!!
4タイプから選べます
!!
を楽しみましょう！
料金

あけぼの大豆

生産量が非常に限られ
ていることから「 幻の大
豆 」とも言われる希少
品。大粒で甘みとコクが
あり 、味噌やスープなど
の加工商品も充実して
います。

山梨県の最南端にある町です 。奥州の豪
族・南部氏発祥の地で、甲斐源氏の祖・加
賀美遠光の三男光行がこの地を治め南
部氏を称したことに始まります。南北に貫
く富士川沿いに集落が続き 、その東西に
は豊かな自然が広がります 。四季折々の
景観や産物、
お祭りなども魅力です。

内船駅近くの富士川河川敷
8月15日

南部町特産のタケノコを堪能!!

たけのこまつり

90種3万株のあじさいが咲き競う!

南部町役場本庁舎前広場
4月中旬

あじさい祭り
うつぶな公園
6月中旬

●カヌーレンタルのみでもO K：2時間2,000円〜（1人乗り）
●テントサイト3,300円～ /バンガロー1泊5,500円～
http://www.motosuko.jp/

南巨摩郡身延町釜額字川尻2035 ☎0556
（38）
0559
中央自動車道「 河口湖I C 」より国道
139号→国道300号経由約30分

身延山久遠寺の
しだれ桜

体験

4月〜11月
営業期間中は不定休

有

“人生を耕す”非日常体感プラン

南部町名産のタケノコが旬
を迎える4月中旬に開かれ
るイベント 。たけのこご飯や
採れたてのタケノコの直売が人
気です。各種模擬店が立ち並び 、毎年さまざ
まなショーや郷土芸能が催され大いに賑わ
いをみせます。

身延山久遠寺周辺は全国有数の桜の
名所。
中でも 、久遠寺のしだれ桜は圧
巻。境内には樹齢400年を超えると言
われるしだれ桜が2本あり 、互いに咲
き誇ります 。その姿はまさに絶景の一
言！毎年多くの花見客やカメラマンで
賑わいます。

温 泉 ででほほっっここ りり ♨♨

「 c u l t i v a t e t h e L I F Eみのぶ自然の里 」は、南アルプス最南端の大自
然に囲まれたなかで、
「 c u l t i v a t e t h e l i f e＝人生を耕す」ことを目的
とし、自ら生産している安心安全な無農薬の野菜を食し、人と語り、学ぶ
ことで笑顔になれるコミュニティ施設です。
また、ゆったり区分けされた二ヵ所のキャンプ場では、満天の星空を静か
に眺める事がデジタルデトックスに最適と人気です。
その他、
アグリ×ワーケーション＝農ケーションプランもご用意しており、
心と体のネジを緩めてニュートラルな自分に戻りながら 、大自然と向き
合い人生を耕すという日常とは異なる環境で 、五感が研ぎ澄まされる体
験型宿泊施設です。

料金 H Pをご覧いただくか 、直

接施設にご確認ください。

桜の見頃は3月下旬～4月上
旬頃 。久遠寺の横手から山頂
に登るロープウェイから見る桜
絵巻きがオススメです。

中部横断自動車道「中富I C 」よ
J R身延線甲斐岩間
り約20分
駅からタクシーで約20分

cultivate the LIFEみのぶ自然の里
南巨摩郡身延町平須238-1 ☎0556
（42）
3181
https://minobunosato.jp
不定休
40台（無料）

10：30〜21：00
食事処
11：00〜21：00
20：00）
（
年中無休

南巨摩郡南部町内船8106-1
☎0556（64）2434

南 部 茶のオリジナル商 品も

大自然の中で1日楽しもう!!

道の駅 なんぶ

山水徳間の里

なんぶ茶➡
ソフトクリーム

福士川渓谷にある複合施設。
ヤマメ
釣りや魚のつかみ取りができる「 魚
苗センター 」や「 竹工房 」も。
「そば
処ひのき」では手打ちそばと季節の
天ぷら、ヤマメの塩焼きなどが味わ
えます。
キャンプ場 、バーベキュー場も
あり家族で1日楽しめます。

10:00〜16:00 ひのき 11:00〜14:00
（季節により変動あり）
火曜日、年末年始
各施設により異なる

南巨摩郡南部町福士18080（魚苗センター・受付）
☎070（3928）4009
（魚苗センター・竹工房）
☎0556（66）2333
（ひのき）

⬆なんぶ茶を使った商品

南部茶や南部茶を使ったオリジナル商品
などが並ぶ特産物販売所やレストラン、観
光情報室があります。
「 南部氏展示室 」を
併設し 、観光情報と歴史文化を
発信しています。
9：00〜17：00
（レストランは16：00まで）
年中無休

南巨摩郡南部町中野3034-1 ⬆なんぶ茶
ぷりん
☎0556（64）8552

タケノコの特 産 品が並ぶ

奥山温泉

福士川の上流にあ
る秘湯 。大自然の
中でゆったりと開
なんぶの湯
放感のある露天風
大浴場、露天風呂、地元のヒノキを使ったサ 呂が楽しめます。
ウナなど種類豊富な日帰り温泉。

森のなかの温泉

盆の送り火や川供養、また、稲を病
害虫から守るための虫送りの意味
も込められていると伝わる奇祭 。
たい まつ
オープニングを飾る「 投げ松明 」、
「 大松明 」の炎が仏様の道明かり
となり「 灯篭流し」が厳かに行われ
ひゃくはっ
ます。一斉に点火される
「百八たい」
が富士川の両岸で燃え上がると 、
祭りはクライマックスを迎えます。

6月下旬に「 自然と人との調和 」を
テーマに催される花のお祭り 。メイ
ン会場のうつぶな公園には90種約
3万株ものアジサイが植えられて
いて、訪れる人々は鮮やかに咲きそ
ろった花の中を散策できます。

本栖湖いこいの森キャンプ場

樹齢400年以上。地面まで垂れ下がる桜の花

10
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ぶ

南部の火祭り

身延町の“おいしい”を持ち帰ろう

なん

道の駅 とみざわ

10：00〜17：00
毎週火曜日（祝日の場
合は翌日）、年末年始

南巨摩郡南部町福士26842
☎0556（66）3366

国道52号線沿いの大きなた
けのこのモニュメントが目印 。
その日に収穫した野菜や 、旬
の時期にはタケノコやワラビ
が並ぶ直売所が人
気 。ここでしか売っ
ていない土産物も。
8：30〜18：00
（食堂は17：00まで）
12月31日、1月1日

南巨摩郡南部町福士28507-1
☎0556（66）2260
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南アルプス市

市川三郷町
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp
お問い合わせ

市川三郷町商工観光課
☎055（240）4157
FAX055（240）4154
西八代郡市川三郷町上野2714-2

やまなしの市町村情報

みなみ

いちかわ み さ と

アクセス

【電車・バスの場合】J R中央本線「甲府駅」下
車、バスで約40〜60分 【 車の場合 】中部横
断自動車道「白根I C 」
・
「南アルプスI C 」

https://minami-alpskankou.jp/
市川花火 、手漉き和紙 、六郷の印章な
どの伝統技術を受け継ぐ町 、市川三郷
町。歌舞伎の名門・市川團十郎家発祥
の地としても知られ、四尾連湖、みたま
の湯など四季折々の美しい自然・絶景
を楽しめる地でもあります 。気高き文
化が薫る町で極上の癒しを。

南アルプス市観光協会
☎055（284）4204
南アルプス市観光商工課
☎055（282）7261

ぼ たん

牡丹の花
4月中旬頃から 、市川團十郎家発祥の
地「歌舞伎文化公園」では、市川家の替
紋である牡丹の花が見頃を迎えます 。
約100種・2,000本植えられ 、広域農道
沿いにも約1,000本の牡丹回廊があら
われます 。藤棚とのコラボレーション
も美しく 、来園者を楽しませてくれま
す。
8月7日開催予定

牡丹の見頃：4月中旬〜5月上旬

種なしで大粒 、皮が薄く柔らかいの
で丸ごと食べられます 。黄緑色の一
粒 、一粒は酸味が控えめで 、芳醇な
甘みがつまっています。
8月上旬から9月下旬

さくらんぼ
甘酸っぱい味わいはもぎたて
ならではの美味しさ 。真っ赤
に熟したかわいいさくらんぼ
を思う存分召し上がれ。

はんこ日本一・
六郷の里秋まつり

⬆市川三郷レンジャー
どんどん

11月上旬開催予定

桃

江戸時代の「日本三大花火」のひとつ

市川和紙の興隆に貢献した紙工「 甚左衛門 」の命日7月20日に神
明社で打ち上げられていた花火が 、平成元年に県下最大級の花
火大会として復活。
「 はなび 」にちなんで 、例年8月7日に開催さ
れています。開催日など 、詳細については決定次第 、町のホーム
ページでお知らせいたします。
市川花火は江戸時代には三河の吉田（ 愛知県豊橋市 ）、常陸の水
戸（茨城県）と並び、
「日本三大花火」の1つと称されていました。

日本一のはんこの里・六郷地区で行
われる秋まつり 。六郷小学校校庭を
会場に 、野外ステージでのイベント
や屋台 、地場産業体験などを楽しめ
るほか 、温泉施設「 つむぎの湯 」と連
携し 、来場者に遊びと癒しを提供し
ています。
市川三郷町の六郷地区は

神明の花火大会はストーリー性のあるプログラム構成が特徴
です 。プログラムの中でもテーマファイヤーは花火師が趣向
を凝らし 、音楽と花火のハーモニーで観覧客に感動を与えま
す 。グランドフィナーレでは夜空に色鮮やかな華が次々と咲
き、まるで花火に包まれているような感覚を味わえます。開催
の際は、有料席エリアでご覧頂くのがオススメ。

はんこの生産日本一 。地
場産業会館の中には「 印
章資料館」
があるよ。

5月上旬から6月下旬

すもも

7月上旬から8月下旬
南アルプス市で主に生産
されているのは
「 白桃 」や
「 白鳳 」など。柔らかくて
ジューシーな果肉は世代
を問わず大人気です。

※天候などにより 、時期は前後
する場合があります。

南アルプス市のすも
もは生産量日本一 。
写真の
「貴陽」は、南
アルプス市発祥で 、
他品種に比べて実
が大きく 、より甘い
品種です。

ぶどう

7月上旬から10月下旬

柿

「富有」や
「次郎」といった甘
柿の他、渋柿を天日に干して
作る
「枯露柿」や
「あん
ぽ柿 」も盛んで、贈
答品として出荷され
ています。

市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会 ☎055
（272）
1101
⬆印章篆刻体験やステージショーなどイベント盛りだくさん

のっぷい 大塚にんじん収穫祭
⬆あんぽ柿

10月上旬から1月下旬
豪快なにんじん一本揚げ

➡

とは、市川
⬆大塚にんじんの直売 「のっぷい」
三郷町三珠地区の肥
沃できめ細かな土壌の
こと。長さ1mにもなる
大塚にんじんが採れる
んだよ。
⬅市川三郷レンジャー
にんにん

12

大塚にんじんの収穫祭。大塚にんじん、大塚ごぼ
うの販売はもちろん、にんじんのオークション、
にんじん飯などの無料配布、収穫体験、にんじん
一本揚げなど様々なイベントが行われます。
12月上旬開催予定
会場：みはらしの丘・みたまの湯駐車場

「巨峰」
「ピオーネ」
「ロ
ザリオビアンコ 」
「甲
斐路」
「甲州」
など豊富
な種類が次々に旬を
迎えます。

7月上旬から9月下旬

お問い合わせ

市川三郷町ふるさと冬まつり

「フルーツ王国」
と呼ばれる山梨県の中で
も 、四季を通じて種類豊富なフルーツを
味わえるのが、
ここ南アルプス市です。
「 食べる宝石 」とも呼ばれるさくらんぼ
は 、南アルプス市が日本列島の収穫南限
地で、いち早く収穫期を迎える穴場。南ア
ルプス市で誕生したすももの新品種「 貴
陽」は、桃のような大きさでコクのある甘
さと適度な酸味のバランスが絶妙 。皮ご
と食べられる「 シャインマスカット 」は近
年大人気のぶどうです。
木で完熟した新鮮な果実は 、果樹園でし
か味わえない贅沢なおいしさ。
1年通じて旬のフルーツが味わえる南ア
ルプス市で、季節ごとの「もぎたて」を味
わってみてはいかがですか？

ボクのオススメは、
何と言って
も
「2尺玉」「
! ドッカァ〜ン! 」
と響く2尺玉はなかなか味わ
えないよ。
ぜひ見に来てね。

市川三郷町ふるさと秋まつり

⬆市川三郷レンジャー
ぽんぽん

とれたてフルーツ

シャインマスカット

キタダケソウやライチョウ等
の豊かな自然の残る南アルプ
スには3,000m級の峰々が
連なります。
その麓 、南アルプ
ス市には数多くの果樹園が
あり 、年間を通じて瑞々しい
完熟のフルーツが楽しめま
す。
「 ユネスコエコパーク 」に
登録されたフルーツ山麓・南
アルプス市でお待ちしていま
す。

市川三郷町に春を告げる

南アルプス市の

、知ってま
味
すか？
もぎ
たて果実の

お問い合わせ

道の駅

しらね
フルーツ狩りのお問い合わせは
南アルプス市観光協会
☎055
（284）
4204

こちらも注目! ふ る さ と 納 税
大 粒のシャインマス
カットをはじめ 、返礼
品300種類以上 。詳細
は特集ページをご覧く
ださい。

南アルプス市へお越しの際は中部横断自動
車道「白根I C 」、
「南アルプスI C 」をご利用く
ださい。東京・長野・静岡・名古屋・大阪どの
方面からでもアクセスが便利なエリアです。
白根I C出口から西へ1分 、
白根I C西交差点の南側に
⬆ETC2.0
情報館 、北側に農産物直
送受信機
売所があります。直売所は南アルプス市農
協が直営し、新鮮なフルーツや野菜のほか
ジャムやワインを販売しています。

※フルーツ狩りの旬の時期は 、大変混み
合います 。事前にご予約を入れて頂くの ⬆農産物直売所
がベストですが、南アルプス市内にはたく
さんの農園・果樹園がありますので、まず 南アルプス市在家塚595-1
（280）
2100
（農産物直売所）
は一度お気軽にお問い合わせください。 ☎055

情報館 8:30〜17:00
直売所 9:00〜17:00
年末年始
有

ふるさと納税特集
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【お問い合わせ】
南アルプス市役所
総合政策部 ふるさと振興室
☎055（282）6073

ETC2.0社会実験実施中
E T C2.0搭載車なら 、白根I Cから一
旦降りても、目的地まで降りずに利
用した場合と同じ料金になります。
利用方法

目的地へ向かう途中で白根I Cで降りる
➡ 右折して農産物直売所や南アルプ
ス市内で買い物など ➡ 3時間以内に農
産物直売所駐車場にあるE T C2.0送受
信機を通過 ➡白根I Cから中部横断自
動車道に再流入 ➡ 目的地で降りる（調
整される前の金額が表示される ）➡ 後
日、調整された金額で精算

13
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に ら さ き

韮崎市

美しい富士山を望むまち“にらさき”
2018年 、市内の至るところから望む四季折々の美
しい富士山の眺望を『 にらさき富嶽三十六景 』に
選定し、富嶽韮崎と称しています。

https://www.nirasaki-kankou.jp/
お問い合わせ

（一社）韮崎市観光協会
☎0551（22）1991

4

づか

わに塚のサクラ

にらさきの花ごよみ

約60haがピンクに染まる春を満喫！
しんぷとうげんきょう

新府桃源郷

韮崎市中田町中條

電車：J R新府駅から徒歩約10分
車：中央道・韮崎I Cから約20分

韮崎市神山町北宮地624

やまなしの市町村情報

と

北杜市
ほくとナビ

お問い合わせ

おお たき ゆう すい

4

青く澄み渡った空の
青 、桃の花のピンク、
菜の花の黄色といっ
た自然のコントラス
トが、ほのぼのとした
春の農村風景を鮮や
かに彩ります。

あま り やま

甘利山のレンゲツツジ
車：中央道・韮崎I Cから約60分

6月

上旬

2000年前の種が花開く
おお が

大賀ハス

7

夏から秋はフ
ルーツが旬を
迎えます。

月
上旬

山梨百名山のひとつで 、6月上旬
から中旬にかけて約15万株のレ
ンゲツツジが山頂一帯を深紅に
染め上げます。山頂からは富士山
などの大パノラマが楽しめます。

❸水車の里公園
北杜市武川町三吹2569
南アルプスと八ヶ岳の山々に囲まれた田
園風景 。その中に流れる清流と水車小屋 、
あずまや
四阿。風光明媚なパノラマにカメラマンが集
まり、写生スポットにも絶好な公園です。

電車：J R穴山駅から徒歩約15分
車：中央道・韮崎I Cから約20分

北杜市は豊かな自然 、絶景スポット 、
歴史ある名店 、オシャレなカフェやレ
ストランなど楽しみ方がいっぱい 。
北杜市の魅力を味わい尽くすモデル
コースで新たな発見をし
1日たっぷり てみてはいかがですか 。中
央自動車道・須玉I C発着の
楽しめる
コースでご紹介します。

4/20〜11/10 9:00〜17:00
月曜日
（祝日の場合は翌日）

にらさきの名峰

八ヶ岳南麓に広がる雄大な自然と 、広
大な緑の牧草地の中 、動物とのんび
り触れ合える公園です。八ヶ岳や秩
父連山 、南アルプスと富士山を望
む大パノラマを堪能できます。
レ
ストランもあり、ランチも楽し
めます。

かや が たけ

茅ヶ岳

8月

武田家ゆかりの地

9月
10月
しん

2000年以上前の青泥底層から大賀博士が発掘した種
子を島津氏が譲り受け開花させたハス 。毎年7月には鮮
やかなハスの花が綺麗に咲き誇ります。

ぷ じょう あ と

新府 城 跡

手ごろなハイキングコースとして人気
の山です 。山頂からは富士山や南アル
プス 、金峰山など 、360度の景観を楽
しむことができます 。また「 日本百名
山」の著書 深田久弥終焉の地としても
知られています。
ほうおうさんざん

鳳凰三山

韮崎市中田町中條上野字城山

武田勝頼公によって築城された、武田家集大成
の城郭です。織田・徳川勢に攻められ、築城から
わずか68日という短さで自ら火を放つことと
なった悲運の城とも言われています。
が ん じょう じ

願成寺

韮崎市神山町鍋山1111
武田信義公の菩提所
で 、信義公の墓との伝
承を持つ五輪塔や後
白河法皇が命名した
「 鳳凰山 」の山号額が
あります 。木造阿弥陀
如来及び両脇侍像は
国の重要文化財に
指定されています。
阿 弥 陀三尊像 の
拝観は要予約
☎0551-22-3118

こちらも注目!
14
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たけ

だ

はちまんぐう

武田八幡宮

韮崎市神山町北宮地1185

今年、創建1200年を迎える古い歴史をもつ甲斐
武田家の氏神。
この地で武田信義公が元服し、甲
斐武田家が発祥しました 。国指定重要文化財の
本殿は武田信玄公によって再建されました。

地蔵ヶ岳・観音岳・薬師岳の三山から
成り 、それぞれの山頂からは富士山や
北岳などの大パノラマを楽しむことが
できます。特に地蔵ヶ岳の山頂には、高
さ18mにもおよぶ大岩柱（オベリスク）
が屹立し 、その幻想的な奇観は古くか
ら岳人に愛され 、信仰と伝説の山とし
て親しまれてきました。

韮 崎 市オススメ
の観光情報が詰
観光
まった観光総合パンフレット
パンフレット
「 韮崎ムーブ 」や、市内からの
絶景を動画に収めた「 富嶽韮
「富嶽韮崎」動画
崎」など、魅力あふれるコンテ
ンツもあります。詳しくは上の各二次元コードからアクセスしてください。

観光ガイドマップや動画も配信中

め とり

北杜モデルコース
と
っ
❺まきば公園 北杜市大泉町西井出8240-1
☎0551（38）0220
る
ぐ
H P https://www.yatuboku.jp/makiba-home

韮崎市穴山町5083
（私有地を一般開放）

さんぶいち

「三分一湧水」
「女取湧水」とともに環境省の名水百選に
認定された「八ヶ岳南麓高原湧水群」のひとつ。大滝神社
の地内にあり 、木をくり抜いた樋から水が流れ落ちてい
ます 。古くから近隣の人々の生活を支えてきた豊かな水
源です。
周辺は「 大滝湧水公園 」として整備され 、春は新
緑、秋は紅葉が楽しめます。

北杜市武川町は
おいしい「 武川
米」
の産地として
有名 。道の駅で
も売っています。

季節ごとに咲き誇る高山植物の宝庫

5月

❹大滝湧水 北杜市小淵沢町上笹尾2734-2

（一社）北杜市観光協会 ☎0551（30）7866
北杜市役所
産業観光部観光課 ☎0551（42）1351

電車：J R韮崎駅か
らタクシーで約10
分 車：中央道・韮
崎I Cから約15分

樹齢約330年のエドヒガンザクラ 。残雪の八ヶ岳を
背景に凛として咲き誇る姿は、訪れる人々を魅了しま
す。ライトアップ時は昼間とは一味違った幻想的な姿
を楽しめます。

月
中旬

八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、金峰山、瑞牆山といった日
アクセス
本百名山。名水百選や滝百選に多く選ばれる清 【電車・バスの場合】J R中央本線「日
「長坂駅」
「小淵沢駅」╱J R
らかな水の流れ 。日照時間日本一の大地に降り 野春駅」
「甲斐大泉駅」
注ぐ太陽の恵み 。夜に瞬く満天の星… 。自然と 小海線「甲斐小泉駅」
「 清里駅 」
【 車の場合 】中央自動車
共に生きる美しき杜、
それが北杜市です。
道「須玉I C 」
「長坂I C 」
「小淵沢I C 」

https://www.hokuto-kanko.jp/

樹齢約330年 塚の上に立つ孤高の一本桜

月
上旬

春から夏にかけて 、韮崎市では八ヶ岳や富士山
などの名峰を背景に 、美しい花々を楽しめるス
ポットが数多く存在します。また 、7月から10月
頃までは名産品の桃やぶどうなど旬のフルーツ
も楽しめます。

アクセス

【 電車・バスの場合 】J R中央本線
「 韮崎駅 」下車 【 車の場合 】中央
自動車道（以下中央道）
「韮崎I C 」

ほ く

❻道の駅南きよさと

南八ヶ岳花の森公園

やま たか じん だい ざくら

❷山高神代 桜

北杜市高根町長沢760
☎0551（20）7224

北杜市武川町山高2763
（実相寺）

直売所 8:30〜17:00 レストラン
12月31日 、1月
11:00〜15:00
1日、1〜2月は火曜定休

実相寺境内にそびえる日本
三大桜の一つ。日本で最古・
最大級のエドヒガンの巨木と
して大正時代に国指定天然記
念物第1号に指定されました。

4月中旬から5月上旬まで、谷間
に渡したワイヤーに鯉のぼりを
飾ります 。その数なんと約500
匹 。ピンクに染まった芝桜の上
を元気に泳ぐ姿は圧巻です。

❼三代校舎

ふれあいの里

❶

いしうとろがわ

しょうじ

たき

石空川渓谷 精進ヶ滝

北杜市武川町黒澤
鳳凰三山の一つである地蔵ヶ岳を源として流れ
る石空川渓谷。
その上流 、標高1400mには 、東
日本最大の落差121ｍを誇る精進ヶ滝がありま
す。深い緑に囲まれた美しい姿から 、東日本一の
名瀑と呼ばれる精進ヶ滝は 、その昔神仏に祈願
するためこの滝の水を浴びて身体のけがれを洗
い流した故事をその名前の由来としています。

北杜市須玉町下津金3058 ☎0551（20）7300
大 正 館 ☎0551（20）7200
H P http://www.taishoukan.jp/
津 金 学 校 ☎0551（20）7100
各施設により異なります。

30台

明治・大正・昭和の昔なつかしい校舎が並ぶ
スポット。明治校舎は歴史資料館とカフェ 、大
正校舎にはそば打ちや農業体験などができる
「 大正館 」があり、昭和校舎には 、昔ながらの
食器で配膳された懐かしの学校給食が食べら
れる「 おいしい学校 」があります。春の校庭に
は、
ソメイヨシノが花を咲かせます。

15

か

やまなしの市町村情報

い

甲斐市
お問い合わせ

甲斐市商工観光課
☎055（278）1708

春春 ののイ ベ ン ト

https://www.city.kai.yamanashi.jp

大自然の静けさと都市の華やかさが同
居する街 、甲斐市 。美しい自然が多く残
る北部 。美味しい農産物を育む中部 。歴
史が薫る雄大な清流を望む南部。
あなた
を満たす様々な出会いが待っています。

アクセス

【電車・バスの場合】J R中央本線「竜王駅」下
車【車の場合】中央自動車道「双葉S A・スマー
トI C 」、中央自動車道「甲府昭和I C 」

市の花「サクラ」が咲き誇る季節、甲斐市内では春の訪れを告
げるイベントが数多く開催されます。満開の桜を眺めながら 、
甲斐市の春の息吹を感じてみませんか。

お問い合わせ

おみゆきさん

日時◆3月19日㈯〜4月3日㈰
場所◆市内サクラの名所

キーワードをコンプリートして、
景品と
「甲斐市サクラの伝道師
認定証」
をゲットしよう!!

大弐学問祭

御嶽古道

みたけこどう

み たけしょうせんきょう

健脚向け（約25k m ）

構成文化財でもある御嶽古道は 、かつて

梅の里クラインガルテンクラブハウス
⬇
御嶽古道上道
⬇
分岐 パノラマ台方面
⬇
ロープウェイパノラマ台駅
⬇
弥三郎岳山頂
⬇
金櫻神社
⬇
ロープウェイパノラマ台駅
⬇
分岐 吉沢方面
⬇
御嶽古道外道
⬇
常説寺
⬇
茅ヶ岳東部広域農道韮崎方面
⬇
梅の里クラインガルテンクラブハウス

ご しん たい

きん ぷ さん

ご じょう いわ

かな ざくら

五 丈 岩やその里宮として築かれた金 櫻
神社を詣でるために利用された道です。
ら かん じ

現在、御嶽古道は山梨百名山「羅漢寺山」

ながとろ

へのハイキングコースとして多くのハイ
カーに親しまれています。悠久の歴史を体
感し、今も残る古道の名残を探索してみて
はいかがでしょう。

ゆったりハイキングコース
初心者向け（約10k m ）
昇仙峡天神森駐車場
⬇
長潭
（ながとろ）
橋
⬇
羅漢寺山登山口
⬇
分岐 パノラマ台方面
⬇
ロープウェイパノラマ台駅
⬇
弥三郎岳山頂

日蓮聖人や浮世絵師
の歌川広重も歩いた
道だよ!!

料

観光巡回バス

運賃無

市内ワイナリー
をはじめ、ポピー
5月中旬〜下旬
畑 、梅園 、さくら
敷島梅の里の梅園（矢木羽湖周辺）
んぼ園、桑の実摘
農事組合法人ゆうのう敷島
み園、小梅もぎ取
☎055（267）0831
り体験など甲斐 ※詳細はお問い合わせください。
市内を巡るバス
ツアーを開催します 。11月には紅葉を見
5月下旬〜6月上旬
に行きます。運賃は無料 、各施設停留所で
甲斐市登美農園
有料
のバスの乗り降りは自由ですので、オリジ
甲斐市商工会☎055（276）2385
ナルプランを作成して気ままなバスの旅 ※詳細はお問い合わせください。
をお楽しみください。

小梅のもぎ取り体験

時期
場所
料金
問い合わせ

スイートコーン収穫祭
毎年6月初旬に開催される「 道の駅とよと
み 」の一大イベント。
当日 、約2万本のとう
もろこし“ゴールドラッシュ”を販売し 、例
年 、午前中で完売してしまいます。糖度が
17度あり、甘さと薄い皮が人気です。

中央市浅利1010-1
☎055（269）3424
入場無料
9：00〜18：00
の場合は翌日）、年末年始

月曜日
（祝日

国道140号線沿いにある「道の駅とよとみ」。
農産物直売所には 、地元農家が収穫した旬
の野菜や果物をはじめ、パンやお菓子、焼酎、
さらにはシルク工芸品まで 、中央市が誇る特
産品がずらりと並び 、ワクワクするような賑
わいを見せています。
じわじわとファンを広げつつあるのが、ソフト
クリーム 。定番から期間限定まで 、常時数種
類のフレーバーがラインナップ 。新鮮なまま
冷凍した季節の野菜や果物をその場でブレ
ンドしてくれ 、香りも味も新鮮そのもの。美容
効果があるとされるシルクソフトもここでし
か味わえない逸品です。滑らかな舌触りで美
味なので、
ぜひご賞味ください。

中央市

おすすめ

中央市

イチオシ 青春のトマト焼そば

ぐるめ

「た・から」

さくらんぼ狩り

6月上旬〜下旬
駒沢さくらんぼ団地
有料/40分食べ放題※要予約、詳細はお問い合わせください。
J A梨北双葉支店 ☎0551（28）6111

中央市臼井阿原102-1
☎055（274）0831
入場無料

9:00〜17:00

年末年始

富士山を背景に 、美しい田園風景が広
がる田富地区 、その真ん中に位置する
「 た・から 」。特産品のトマト 、きゅうり
をはじめ、
季節の穫りたて、
摘みたて、
掘
りたて、つくりたての農産物が並ぶ地元
民に愛されている直売所です 。県内有
数のトマト産地であるため 、1年を通し
て、適度に熟した大小真っ赤なトマトが
豊富に並びます 。中でも水耕栽培で育
てたフルーツトマトは 、糖度が高く人気
の農産物です。
毎年 、開業日である5月23日は「 創業
祭」
としてイベントを開催しています。

見学▶遊ぶ▶体験・休憩

スポット 1日通して楽しめる

シルクの里

中央市を見下ろす高台にある 、公園と温
泉 、資料館が一体となった複合施設。温泉
と食事と体験が楽しめます。

シルクの里公園

御嶽古道散策
マップは
こちらから

中央市のB級グルメ
「青春のトマト焼そば」
はソース焼そばの
上に中央市産の完熟トマトと甲州富士桜ポークをじっくり
煮込んだミートソースをたっぷりかけた、食べるとどこか
懐かしさを覚える逸品です。市内の認定店で
味わうことができます。

4月〜9月/9：00〜18：00
10月〜3月/9：00〜17：00
年末年始

山の神 千本桜

シルクふれんどりぃ

ミネラルいっぱい、健康
に良い桑の実を摘んで
食べよう!

桑の実摘み体験

※詳細の情報が決定次第 、市ウェブサイト
にてお知らせします。
※各施設利用料は有料となります。
甲斐市商工観光課☎055（278）1708
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古道満喫コース

日本遺産に登録された「 御岳 昇 仙峡 」の
修験道の御神体として信仰された金峰 山

⬆雪の長潭橋

道の駅とよとみの大人気イベント

開催日：9月23日（金・祝）
会場：山縣神社周辺

しゅ げん どう

四季新鮮収穫広場

とうもろこしの
収穫体験も楽
しめます。

甲斐市出身の江戸時代の大学者
「山県大弐」の遺徳を偲び、毎年秋
分の日に「 大弐学問祭 」が開催さ
開催日：4月15日（金）
れています 。山県大弐は「 学問の
今から約1,200年前の平安
会場：三社神社・信玄堤周辺
時代 、天長2年（ 825年 ）に天 神様 」として崇拝されており 、祭
皇が勅使を遣わし 、釜無川の水難を防ぐ水防祈願を行ったのが 、 りでは 、学問成就祈願をはじめ 、
おみゆきさんの起源とされています 。信玄堤付近で神事が執り 仮装行列 、神輿の渡御 、みゆきソ
コダイ踊り 、信玄太鼓の演奏等が
行われ、甲府盆地の水害除けを祈願します。
行われます。

【キーワード スタンプラリー 】

中央市産業課
☎055（274）8561

アクセス

【電車・バスの場合】J R身延線「東花輪駅」
・
「 小井川駅 」下車 【 車の場合 】中央自動
車道「 甲府南I C 」、中部横断自動車道「 南
アルプスI C 」

道の駅 とよとみ

【サクラライトアップ】
日時◆3月26日㈯〜4月3日㈰
点灯時間◆18:00〜21:00 場所:赤坂台総合公園

中央市

中央市は 、その名の通り山梨県の真ん中に位
置し、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス
の山々を望む豊かな自然に囲まれた 、県内有
数の野菜の生産地です。
また、
「全国住みよさラ
ンキング」では毎年上位に名を連ね、高い評価
を受けています。

https://www.city.chuo.yamanashi.jp/

※スケジュール等の詳細は 、甲斐市ウェブサイトをご覧ください。※各
種内容は変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

甲斐市サクラまつり

やまなしの市町村情報

ちゅう お う

中央市大鳥居1619-1付近

甲斐市のさくらんぼは実
がしっかりしていて、
とて
もあまいと評判です。

シルクの里公園は 、様々な公園の中でも珍しいシルクをモチー
フにした
「ふわふわドーム」
があり、
子どもたちに大人気です。

中央市豊富郷土資料館
中央市大鳥居1619-1
☎055（269）3399

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜日、祝日の翌日、年末年始

中央市豊富郷土資料館は 、シルクふれんどりぃと併設されて
おり、旧豊富地区は、全国でも屈指の養蚕地域であったため、
養蚕に携わってきた人々の当時の暮らしを知ることのできる
歴史資料が多数展示されています。

中央市大鳥居1619-1
☎055（269）2280

開花時期 3月下旬〜4月中旬

10：00〜22：00
入浴時間11：00〜22：00
水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始

シルクふれんどりぃは「 体が芯から
あったまって 、真冬でもポカポカが続
く 」と地元の人にも人気で 、日本有数
の高アルカリ
（ p H9.8）の温泉です。宿
泊もできます。
入場料

営業時間

休館日

標高934mの「 たいら山 」山腹に鎮座する山
之神社。
その参道沿いに植えられた桜は「 山
の神千本桜 」と呼ばれています。標高差があ
るため、麓から神社までの山道（2.4k m ）を、
下から順に咲いていきます 。参道途中に設
けられた眺望場所は 、中央市内はもちろん 、
八ヶ岳や南アルプス最高峰「 北岳 」などを望
むことができる絶景ポイントです。

こちらも注目!

ふるさと納税特集

P26
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ふ

甲府市

アクセス

令和、初の勝縁

https://kofu-tourism.com
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/
お問い合わせ

（一社）甲府市観光協会
☎055（226）6550
FAX055（227）8065
甲府市観光課
☎055（237）5702

【電車・バスの場合】J R中央本線「甲府駅」下車、J R身延線「甲府駅」下車 【車の場
合】中央自動車道「甲府南I C 」、
「甲府昭和I C 」

か

い

ぜ

ん

こ

う

じ

ご

か

やまなしの市町村情報

ふ え ふ き

笛吹市

甲府盆地の東寄り 、桃・ぶどうの収穫量日本一と温
泉の郷、笛吹市。春には桃の花が一斉に咲き、街中を
ピンク色に染め上げます 。甲州街道の宿場町として
古くから栄えた街で、石和地区は50軒以上の温泉施
設がある一大温泉郷としても有名です。

お問い合わせ

い ち ょ う

甲斐善光寺 御開帳

笛 吹 市 観 光 商 工 課 ☎055（262）4111
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kanko/

山梨県のほぼ中央に位置し、県庁所在
地である甲府市は 、南北に長く 、金峰
山などが鎮座する最北の山岳地帯か
ら市外地が広がる南側まで 、バリエー
ションに富んだ表情が魅力 。歴史 、絶
景、美食、温泉、伝統工芸など山梨の魅
力が全て揃う街です。

アクセス

【 電車・バスの場合 】J R中央本
線「 石和温泉駅 」下車【 車の場
合 】中央自動車道「 一宮御坂
I C 」、
「笛吹八代スマートI C 」

2つの絶景スポット

FUJIYAMAツインテラス

笛吹市観光物産連盟 ☎055（261）2829
http://www.fuefuki-kanko.jp/

市内をピンクに染める
桃の花

渓谷美を堪能し、金運のご利益も
み

た け しょう せ ん きょう

御嶽昇仙峡
国の特別名勝で、
「甲州の匠の源流・御嶽昇
仙峡 」として日本遺産にも認定された昇仙
ながとろ
せん が たき
峡。渓谷入口の長潭橋から仙娥滝まで 、約4

㎞に渡る渓谷はハイキングコースとなってい
て、数々の奇岩が四季を通じて訪れる人々の
（ ※渓谷沿いの遊歩
目を楽しませてくれます 。

道は 、一部区間で通行止めとなっております。最新
情報は 、昇仙峡観光協会ホームページにてご確認
ください。）

⬆新緑の仙娥滝

⬆金櫻神社の鬱金の桜

仙娥滝から10分程歩くと、
昇仙峡ロープウェ
イ
「仙娥滝駅」があり、約5分間の空中散歩で
「 パノラマ台駅 」に到着 。標高1000mの展
望台からは 、秩父連峰や富士山を一望する
大パノラマが広がります。
昇仙峡からさらに登ると、金峰山
かな
を御神体とした神社「 金
ざくら
櫻 神社 」があります。神
社名の由来でもある、御
う こん
神木の鬱 金の桜は金運
のご利益があるとされ 、
4月下旬ごろ薄い黄金
味を帯びた花を咲かせます 。徒歩
20分ほどの遥拝所では 、富士山や
金峰山を眺めることができます。

信玄の湯

ゆ

4月3日㈰〜6月29日㈬
武田信玄が川中島の合戦の際 、焼失を恐れて信濃

善光寺の本尊や寺宝を甲斐に移したことから歴
史が始まる甲斐善光寺 。源頼朝坐像や日本一の「 鳴き
龍」、東日本最大級の木造建築である本堂など見どころ
も豊富な名刹です。
令和4年は
「御開帳」
の年。令和になって初めての勝縁で
す。期間中、本尊阿弥陀三尊像（ 重要文化財 ）の姿を見
ることができる、貴重な機会です。

本尊の阿弥陀三尊像
は、信濃善光寺の本尊
（ 秘仏 ）の前立仏とし
て造立された貴重な
仏像です。

問 甲斐善光寺

☎055（231）0934

4月2日㈯
回向柱立柱式
4月3日㈰
開闢大法要
5月3日㈫
中日大法要
6月29日㈬
結願大法要

電動アシスト自転車で
甲府の街を爽快に駆け抜ける

レ ン タ サ イ クル
⬆遥拝所から望む富士山

む ら

湯 村 温泉
⬆武田神社

問 甲府ホテル旅館協同組合
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じゅうたん

市内が一面ピンクの絨毯を敷き詰めたように桃
の花で彩られる景色と、雪解け前の南アルプス、
八ヶ岳を同時に見ることができるのは 、全国で
も笛吹市だけです。ぜひ 、幻想的な景色をお楽
しみください。

期間：7月20日〜8月19日の水・木・土・日曜日
う かい

か

う

好みのお風呂が見つかる大温泉郷

石和・春日居温泉郷

湯の国・山梨最大規模の温泉郷として知られ
る笛吹市。旅館やホテルは百軒余りを数え、庶
民的な宿から温泉プールなどを備えた大型ホ
テルまで、それぞれ個性的な風呂を楽しむこと
ができます。

来て見て試そう

ワインサーバー

中央自動車道「 甲府昭和I C 」より
J R中央線甲府駅よりバス
約15分
で約15分 タクシーで約10分

笛吹市の新名物「 ラーほー 」。山梨
県の郷土料理「 ほうとう 」の麺と 、
ラーメンスープを掛け合わせた新ソ
ウルフード。
ぜひご賞味ください。

P26

ち

国で唯一の漁法です。
「鵜匠体験」
ができるのも笛吹市だけです。

ラーほー
ふるさと納税特集

うしょう

夏の風物詩でもある笛吹川石和鵜飼 、鵜匠が川の中を歩きながら鵜を操る「 徒歩鵜 」と呼ばれる全

石和温泉駅 、観光案内所内
にあるワインサーバー 。
ワイ
ンの一大産地・笛吹市内の10社16銘柄のワインをテイ
スティングできます 。
「 ワインを試してからお土産に購入
したい」、
そんな方にオススメです。

☎055（252）2261

こちらも注目!

石和温泉花火大会

笛吹川石和鵜飼

問 湯村温泉旅館協同組合

※立ち寄り入浴利用の際は 、事前に各
ホテル・旅館にお問い合わせください。

間近で見上げる花火の傘

笛吹市ならではの夏の風物詩

笛吹市の味

☎055（222）9733

甲府駅の北側にある湯村温泉は、1,200年前に弘法大師
が開湯したと伝えられる温泉郷です。
その昔、武田信玄・
勝頼親子がこの湯村温泉に頻繁に訪れ、湯治を行ったこ
とが史実にあり、県内に数ある「信玄の隠し湯」の筆頭と
も言われています。1分間に830リットルという 、非常に
豊富な量の温泉が湧き出し、源泉かけ流しの温泉が自慢
の旅館やホテルが多数あります。
昭和期には太宰治や井伏鱒二、山口瞳、松本清張などが
好んで滞在したことでも知られています。
日帰り湯でもふらっと立ち寄れる 、レトロな雰囲気の温
泉街で、旅の疲れを癒しませんか？

みごろ：3月下旬〜4月上旬

甲府駅近郊のビジネスホテルでは、電動ア
シスト自転車のレンタルを行っています 。
歩くには少し離れた観光地でも電動自転
車ならラクラク 。武田信玄公の史跡巡り
や、ミレーで有名な山梨県立美術館巡りな
ど楽しみ方はさまざま。車では見逃しがち
な 、路地裏の名店にも
サイトでは 、2〜3
出逢えるかもしれませ
時間ほどで回れる
ん。
モデルコースも紹
【利用時間】
介していますので、
4〜10月 9:00〜18:00
チェックしてみてく
11〜3月 9:00〜17:00
ださい。
【レンタル料金】
1台1,000円（身分証明書が必要です）

F U J I YA M Aツインテラスは、河口湖や山中湖、富士山が一望できる展望ス
ポットです。
おどろきの「セカンドテラス」と、さらに東に約80m歩くと絶景と
出会える撮影スポット「 ファーストテラス 」があります。2つのテラスから雄大
な富士山の眺望をお楽しみください。

8月開催予定
山梨開催の花火大会のフィナーレを飾る
石和温泉花火大会 。本年も分散開催しま
す。打ち上げ場所が観覧席から近く、花火
の傘の中に入ったような感覚が味わえま
す。

イベント・グルメ・温泉・宿泊など笛吹
市の観光情報は、
「ふえふき観光ナビ」
で検索 。事前に最新情報をチェックし
てお出かけください。
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や ま な し

山梨市

国内屈指の景勝地・西沢渓谷や日本百名山の
アクセス
甲武信ヶ岳（ こぶしがたけ ）、山梨百名山など
【電車・バスの場合】J R中央本線「山梨市駅」
豊かな自然に恵まれた山梨市。山々から湧き出 下車 【車の場合】中央自動車道「勝沼I C 」
る豊富な水は肥沃な大地に流れ 、みずみずし 「一宮御坂I C 」
いフルーツや農産物を育みます 。1年を通じて
楽しみが尽きない、
山梨市にお越しください。

https://www.yamanashishi-kankou.com
お問い合わせ

山梨市役所 観光課
☎0553（22）1111㈹

五

山梨市 の 絶 景

⬆国師ヶ岳より富士山を望む

⬆国道140号線沿いにある名瀑・一之釜

⬆金峰山山頂から望む富士山

山梨市のフルーツはいかが？

⬆徳和渓谷

笛吹川下流エリアを中心に広がる果樹園では 、四季を通じて採れたてのフ
ルーツが楽しめます。完熟・もぎたてのフルーツの味を楽しめるのは「 フルー
ツ王国やまなし」
ならではの楽しみ！太陽と大地の恵みをご賞味ください。

「

神

⬆新日本三大夜景に選ばれた、
笛吹川フルーツ公園の夜景

日」×山梨市観光協会
なった
に
様

https://www.koshu-kankou.jp/

2020年に放映され人気となった
テレビアニメ
「神様になった日」。
そ
の舞台となった山梨市では 、舞台
探訪キャンペーンを開催中です。舞
台探訪マップを片手に、アニメの世
界に触れられる旅をお楽しみくだ
さい。

4月下旬〜6月下旬
果物の宝石とも呼ばれるさ
くらんぼ 。山梨市で栽培さ
れている品種は佐藤錦 、高
砂、紅秀峰などです。

ツ公園
笛吹川フルー

桃

巨

峰

8月上旬〜10月下旬
ぶどうの王様「巨峰」。
中でも生産量日本一
を誇る牧丘の巨峰は 、
味の濃さと深みに定
評があります。

ちご狩りから始まって、
さくらんぼ、桃、すもも、ぶ
どう、冬の ころ柿まで1年を通じて旬の完熟フ
ルーツが楽しめます！ イベントに合わせて 、美
味しいフルーツを食べに来てください。

種もなく皮ごと食べ
られるシャインマス
カットは近 年 大 人
気の品種 。ふるさと
納税でも人気の一
品です。

い ち ご

12月下旬〜5月上旬

冬の味覚といえば甘〜い“いちご” 。あたたかいハウスの
中でゆっくり味わえます。主な品種は章姫など。
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1月中旬 一之瀬高橋の春駒
1月中旬 藤木道祖神太鼓乗り
1月中旬 田野十二神楽

1月

P26

歴史ある甲州市のワイ
ン文化は、日本遺産に
も認定されています。
茨城県牛久市とともに
認定された「日本ワイ
ン140年史〜国産ぶど
うで 醸 造 する和 文 化
の結晶」とぶどう棚が連なる景観
とその歴史ストーリーから
「葡萄
畑が織りなす風景〜山梨県峡東
地域〜」の2つです。

甲州市のワインを知るのにオ
ススメの施設が「 勝沼ぶどう
の丘 」。地下のワインカーブに
はぶどうの丘推奨のワイン約
180銘柄が並び 、試飲しなが
らお気に入りの1本を買うことができます。
レストランでは料理とワインのマリアージュを 。昼に
は眼下に広がるぶどう郷 、夜は星降る夜景とともに
食事を楽しめます。併設の天然温泉「天空の湯」も併
せてお立ち寄りください。
か つ ぬ ま

勝 沼 ぶどうの丘
甲州市勝沼町菱山5093

3月

4月

入場無料
車:中央自動車道「 勝沼I C 」より約10分
電車: J R中央線「勝沼ぶどう郷駅」
より徒歩約20分

4月18日（月）向獄寺秋葉神社大祭
4月24日（日）
第57回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり
4月29日（金・祝）放光寺大黒天祭り
関東三大奇祭

5月
6月
さくらんぼ
もぎたての
大地の恵みを
味わってね！

5月8日（日）大善寺藤切り祭り
5月26日（木）大菩薩トレッキング（春編）
⬆ 景徳院
10月1日（土）
第69回甲州市かつぬまぶどうまつり
10月6日（木）
大菩薩トレッキング（秋編）
10月下旬
第17回甲州市およっちょい祭り

7月

もも

8月

⬆ 甲州市イメージキャラクター
モモンちゃん

11月上旬
〜そば切り発祥の地〜そば
処食べくらべ祭i n甲斐大和
11月上旬
勝沼新酒ワインまつり

9月
すもも

10月

11月3日には市内各
ワイナリーの新酒
「 山梨ヌーボー 」も
登場するよ 。ワイン
愛好家のみなさん
ご注目！

ぶどう

11月

ワイン
新酒解禁

12月

山梨市
アニメ

ころ柿

シャインマスカット

万力公園

万葉集に出てくる動植物を集
めた「万葉の森」がある広大な
公園。

山梨市

舞台探訪キャンペーン開催中！

山梨市内各地の対象スポットを回る
と 、ここでしか手に入らない待ち受け
画像をG E Tできます！

詳細は
こちらから!

©VISUAL ARTS/Key/「神様になった日」Project

甲州市の自然

だ い

ぼ

⬆ 恵林寺

甲州市は武田信玄
公の菩提寺である恵
林寺や 、風林火山の
文字が書かれた「 孫
子の旗 」、武田家最後の主君
となった勝頼公のお墓がある
景徳院など 、武田家ゆかりの
神社仏閣や品々が数多く現存
し 、戦国の歴史が色濃く残る
地域です。
ふるさと武田勝頼
公まつり
信玄公忌
恵林寺
景徳院

⬆ 甲州市ふるさと武田勝頼公まつり

⬆ ブードくん
くだもの王国・山梨を五感で
楽しむテーマパーク 。園内に
日帰り温泉もあります。

☎0553（44）2111

https://budounooka.com/

2月11日〜4月18日
第21回甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

2月

アニメ

シャインマスカット
8月上旬〜10月下旬

ワイナリー数日本一を誇る山梨県。なか
でも甲州市は最大の40を超え 、観光バ
スも訪れる大規模ワイナリーから家族
で経営する小さな醸造所 、100年以上
続く老舗など 、どこも個性豊か 。ぶどう
畑の中に点在する様々なワイナリーを
巡るワイナリー散策も人気があります。

1年を通じて、
様々なイベントが
目白押し。
甲 州 市では 果 樹 栽
ほんの一部を
培が盛ん 。早春のい
ご紹介! !

いちご

ふるさと納税特集

甲州市のワイン

甲州市観光協会
☎0553（32）2111㈹
JR塩山駅観光案内所
☎0553（33）5958
JR勝沼ぶどう郷駅観光案内所
☎0553（44）5622

6月下旬〜8月上旬
山梨を代表する
果 物と言え ば 、
やっぱり桃！採れたてで実がしっかり硬く、歯ごた
え抜群の桃を楽しむのが山梨流です。

こちらも注目!

アニメ舞台探訪の旅

さくらんぼ

合】中央自動車道「勝沼I C 」

ぐるり甲州市

武田家ゆかりの地

⬆西沢渓谷 大久保の滝

太陽

豊かな四季が魅せる自然 、戦国時代から明治時代までの
アクセス
歴史へタイムスリップできる文化遺産の数々 。もちろん 、【電車・バスの場合】J R中央本線
「 勝沼ぶどう郷駅 」、
ぶどう・ワインの一大生産地としてもその名を馳せる街で 「 塩山駅 」、
「 甲斐大和駅 」下車 【 車の場
す。
あなたのお気に入りの甲州を見つけてみませんか。

お問い合わせ

⬆大地が桃の花色に染まる桃畑

っ
の恵みがい ぱい! !

甲州市
甲州市のイベントと旬のフルーツ

初夏から秋にかけてトレッキングな
どに人気の山岳・渓谷地帯 。
「 桃源
郷 」とも呼ばれ 、春には大地が桃の
花色に染まる桃畑 。昼は富士山 、夜
は幻想的な夜景が楽しめる公園など
など 。山梨市には季節ごとの絶景を
楽しめるスポットが目白押しです。美
しい景色と清らかな空気に触れて 、
五感で癒やしを感じてみてください。

癒やしを感じよう! !
感で

やまなしの市町村情報

こ う しゅう

さ つ れ い

りゅう も ん きょう

大菩薩嶺

竜門 峡

日本百名山のひとつで登山初心
者でも楽しめる大菩薩嶺は 、標高
2057mの山。首都圏からのアクセ
スが良く 、家族連れからベテラン
向けまで、ルートバリエーションが
豊富な山として、年間を通して多く
のハイカーが訪れます 。山小屋も
多く 、360°広がる大パノラマとと
もに富士山や南アルプスの山々を
見ながら歩くことができます。

大和町田野地区
から天目地 区に
かけて 、さまざま
な渓谷美を満喫できる竜門峡 。
日川渓谷に沿って遊歩道が整備
され、樹木に名札もつけられてい
るので自然観察に最適です 。新
緑も紅葉も 、それぞれに美しい
表現をみせ 、心を洗われるよう
な楽しいひとときを味わえます。
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や ま

丹波山村

アクセス

【電車・バスの場合】J R青梅線「奥多摩
駅」下車、西東京バスで「丹波山温泉バ
ス停」下車 【車の場合】中央自動車道
「 上野原I C 」より約70分 、
「 勝沼I C 」よ
り約60分、圏央道「青梅I C 」
より約60分

山梨県の北東部に位置する丹波
山村。多摩川の源流・丹波川が流
れ、雲取山、飛竜山、大菩薩嶺など
2000ｍ級の山々に囲まれた豊か
な大自然が魅力 。丹波川沿いには
観光施設が隣接しているため 、自
然散策とともにさまざまな丹波山
の魅力を楽しむことができます。

https://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/
お問い合わせ

丹波山村温泉観光課
☎0428（88）0211

丹波山温泉 のめこい湯
丹波山温泉
「のめこい湯」
は、
単純硫黄泉で一
度入れば肌がつるつるに。日替わりで和風浴
場とローマ浴場を楽しむことができ 、露天風
呂からは季節の移り変わりも楽しめます。

かつての狼信仰を今に伝える

七ツ石神社

⬆再建された七
ツ石神社のお社
⬅お社の中に祭ら
れている狼の狛犬

東京都と山梨県の県境にある、七ツ
石山頂（1757m）直下の神社「七ツ
石神社 」には狼信仰の伝承があり、
2頭の狛犬は通常の唐獅子ではなく
狼をかたどっています 。長年の雨
風により、老朽化が進みましたが 、
2018年にお社が再建され狛犬も修
復されました 。狛犬はお社の中に祭
られています。

北都留郡丹波山村2901 ☎0428（88）0026
10：00～19：00（最終入浴受付18：00）食事処11：30
（ G W 、夏季、紅葉シーズ
～19：00（ L . O .18：30） 木曜日
全日 大人：
ンは無休営業の場合有 、要問い合わせ ）
900円、子供：450円、小学生未満：無料

村営つり場

ローラーすべり台

つり場では施設内の池で
のマス釣り、川を区切って
作った淵での川釣りも楽し
めます。
北都留郡丹波山村1255 ☎0428（88）0800

ローラーすべり台では 、 長さ
247m 、高低差42mを2分半で
一気に下るスリルを楽しむこと
ができます 。一度料金を払えば
何回でも滑れるので 、一日の最
高記録にチャレンジしてみては
いかがでしょうか。

3月15日～11月30日
8：00～17：00
火曜日（祝
日の場合は翌日 ）※G Wおよび7・8月は無休※荒天の場合
は臨時休業する場合有。
あらかじめお問い合わせください。

狼は神様の「 お使い 」で 、
害獣から畑を守ってくれる
存在です。
その力強さに畏
怖の念をいだき 、親しみも
感じます。

やまなしの市町村情報

る

都留市

アクセス

ぐんない

都留市は、
「郡内地方」
と呼ばれる東部・富士五湖地域の
政治、産業、文化の中心として栄えた町です。城下町の風

https://tsuru-kankou.com
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp
お問い合わせ

都留市観光協会
都留市産業課
商工観光担当☎0554（43）1111

情を残す「 富士の麓の小さな城下町つる」は 、清冽な水
の流れ、豊かな自然が悠久の時を感じさせてくれます。

つる

の め

お すす

た はら

たき

名勝 田原の滝

つ

る に じ ゅ う い ち しゅうほう

4月上旬～9月30日 9：00～17：00（最終受付16：30）
10月1日～11月30日 9：00～16：00（ 最終受付15：30 ）
高校生以上：400円、小・中学生200円
水曜日（祝日
の場合は翌日）※GWおよび7・8月は無休※荒天の場合は
臨時休業する場合有。
あらかじめお問い合わせください。

比較的低山ながら 、数々のビューポイントが楽しめるとして人気の高い都留の山歩き 。特に
二十一秀峰に定められた個性的な山々から望む富士の表情は多彩で 、どれも感動的です。ま
た、市街に沿って全長約8㎞にわたり、標高600m前後の山々が連なる「都留アルプス」は、体
力や時間に合わせて複数のコースを選べるため、幅広い年齢層の方に楽しんでいただけます。

都留

の ま ち を ぶ らり

オオカミ印の商品は、里山の恵み
を皆様の食卓にお届けしたいと
願い作っています。

多摩川の源流で間伐体験

丹波川 源流育ち
鮎のひもの「かぁら干し」

8枚入り

お

散歩

都留市役所産業
課窓口などで無料
配布しているよ!!

たっぷりの麦麹と米麹
を混ぜて仕込むオオカ
ミ印の合わせみそは 、
日本でも10％しか作っ
ている所がないとされ
る調合味噌という分類
になります 。仕込んで
から18か月間ゆっくり
じっくり発酵・熟成させ
た麹菌がしっかり生き
ている合わせみそをお
届けします。

あ うん

七ツ石神社の阿 吽 の狼像と狼
の好物と伝承される塩の結晶を
デザインしたオリジナル印伝で
す 。塩の結晶は基本的に四角な
ので、サイコロのイメージも重ね
ました。対面の数を足すと「 七ツ
石」の7になり、
「サイコロを転が
サイ
す」が「災（ヲ）転（ジル）」
という
語呂合わせの縁起の良さも掛け
てあります。
「狼と塩」のデザイン
は 、丹波山の狼との繋がりを凝
縮した世界観なのです。

丹波川のほとり
で川風と陽にあ
て、
旨味を引き出
しながら乾燥さ
せた逸品です。味つけに
【かぁら小屋のこだわり】 住民たった540人の丹波山村では、地元の丹波川漁
使うのは塩だけですの
協とともに、養殖した鮎を活用した地産地消に取り組む「 かぁら小屋 」を立ち上
で、鮎本来の味が引き立
げ 、美味しい鮎を提供しています。
こだわりは 、極力自然に近い環境で育てるこ
と。
コロナ禍のため地産地消に限界があり、
ふるさと納税の返礼品に加えました。
ちます。

ちょう け い じ

ばい か

も

長 慶寺の梅花藻
毎年5月下旬から7月下旬にかけて 、長慶寺境内付近の
湧水池いっぱいに、
清流でしか育たない梅花藻の花が咲
き乱れます。

た ろう

じ ろうたき

太郎・次郎滝
夏狩地区、柄杓流川の崖にある滝。
断崖を滴り流れる湧
水の壮大な風景は圧巻です。

つる

都留市大原88
☎0554
（43）
1110

なつがりゆうすいぐん

十日市場・夏狩湧水群

オリジナル印伝
「狼と塩」小銭入れ

道の駅

しい
クを
おい 湧水ポー
富士
う!!
食べよ

と お か いち ば

オオカミ印
合わせみそづくしセット
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る

都留二十一
十一秀
秀峰と都留アルプス

丹波山村 の

体験型の返礼品です。多
摩川の源流域である丹
波山村に広がる 、豊かな
水 源 林に入って間 伐や
チェ ーンソー作業を行
い 、林業の基礎的なスキ
ルを学びます 。その他 、
森林や林業の講義や村
の食材を使ったランチな
ど 、丹波山村の魅力を体
感できるツアーです。

つ

富士山から流れ出した溶岩が作り出す地形により、清流
桂川の豊かな水が複数の滝となって流れ落ちる様子は
圧巻です。

北都留郡丹波山村437 ☎0428（88）0466

【 電車・バスの場合 】J R中央本線
「大月駅」乗換、富士急行「谷村町
駅」下車、中央高速バスで「都留バ
ス停 」下車【 車の場合 】中央自動
車道富士吉田線「都留I C 」

「 名勝 田原の滝 」は 、松尾芭蕉が富士の雪どけ
で増水した桂川の清流に 、踊る魚とともに春の訪れを
喜ぶ心情を詠んだ景勝地です。十日市場・夏狩湧水群
は、
「平成の名水百選」や「おすすめの名水スポット」の
上位に選ばれる等、評判の高い美しい清水です。

勢ひあり 氷消えては 瀧津魚（松尾芭蕉）

気軽に
大自然を
楽しもう! !

つ

都留のまちをぶらり歩け
ば 、ちょっと懐かしい風景
やおもわず息をのむ絶景 、
ほっとする里山の自然な
ど、面白い発見があります。
そんなまちの中の‶特別″
を、
「 おさんぽガイドブック
つるさんぽ 」を片手に探し
に行こう。
道の駅つるには都留市
の特産品がたくさん！他
にもおすすめスポットは
まだまだあるので 、
「つ
るさんぽ 」であなたのお
気に入りを見つけてみて
ね！

⬆都留市観光キャラクター
「つるビー」

特産品の水掛菜やわさびなど
の地元野菜や、富士の湧水で育
てられた「 富士湧水ポーク 」な
どが販売されています。施設に
は地元食材を豊富に使用した
メニュ ーを提供するレストラ
ンがあり、さまざまな体験教室
もひらかれています。
観光案内所も併設されている
ので、市内の観光スポットや飲
食店などの情報もキャ ッチす
ることができます。ぜひ一度お
立ち寄りください。

ビー

つる

るよ

もあ

ズ
グッ

マグカップやハンドタオルなどなど 、
ぼくのグッズができたんだ。道の駅つ
るで買えるよ。
おみやげにどうぞ!!
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ふ じ かわぐち こ

富士河口湖町

アクセス

【電車・バスの場合】J R中央線「大
月駅 」乗換 、富士急行線「 河口湖
駅」下車【車の場合】中央自動車
道「河口湖I C 」から車で約10分

こちらも注目!

ふるさと納税特集

P26

紫色も鮮やかなラベンターが匂うように咲き誇る6月
中旬から 、およそ1か月にわたり開催されます。会場の
大石公園からは紫色のラベンダーと河口湖 、富士山の
絶妙な景色が楽しめます 。
関連イベントとして
「富士山・ ラベンダーの香りとともに
河口湖山開きまつり花火大
河口湖を楽しむ 、初夏の代
会」が7/2㈯ 20:00〜20:30
名詞ともいえるイベントで
〈予定〉
で開催されます。
す。

https://www.fujisan.ne.jp/
お問い合わせ

富士河口湖町観光課
☎0555（72）3168
日本一の霊峰・富士の裾野に
広がり、
「富士山の首飾り」と
も呼ばれる富士五湖。富士河
口湖町は 、その五湖のうち河
口湖、西湖、精進湖、本栖湖の
4つの湖を有する湖水のまち
です 。豊かな自然とアミュー
ズメント施設 、歴史など多彩
な魅力であふれています。

※八木崎公園内は 、ラベンダー鑑賞スポットとして引き続きお
楽しみいただけます。

2022河口湖ハーブフェスティバル
6月18日 土 〜7月10日 日 9:00〜17:00

鮮やかな紅葉越しに富士を望む

戦国絵巻さながらの雄姿

郷土太鼓の演奏など
様々な催しがあり、祭
りを盛り上げます。

富士吉田市
https://fujiyoshida.net/
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/
お問い合わせ

富士吉田市富士山課
☎0555（22）1111
ふじよしだ観光振興サービス
☎0555（21）1000
富士吉田市観光案内所
☎0555（22）7000

河口湖が紅葉に染まる11
月、
「もみじ回廊」を中心に
行われるお祭りです。
河口湖北岸 、60本の巨木
もみじが川の両岸に並ぶ
もみじ回廊 、湖岸約1.5㎞
に渡って続く
「もみじ街道」
の色づく様が 、訪れる人々
の心をゆったりと癒やしてくれます 。期間中 、日没から22:00まではライト
アップを実施。日中とは異なる幻想的な風景も楽しめるので 、宿泊してゆっ
たり過ごすのがオススメです。会場から車で15分ほどの場所には、道路沿い
の木々が赤く染まる
「もみじトンネル」
もあり、撮影スポットとして人気です。

世界に誇る隠れた名所
周辺では飲食、お
土産 、クラフト市
の出店などもあ
り、
賑わいます。

澄んだ空気がより一層 、富士五湖の魅力を引き
出す冬。氷の祭典「西湖樹氷まつり」が西湖野鳥
の森公園で開催されます 。高さ10mにもなる氷
のオブジェは圧巻 。天気に恵まれると富士山と
のコラボレーションも楽しめます。

2010年西湖で発見された「 ―奇跡の魚―
クニマス」。展示館には 、クニマスの標本や歴
史、西湖ジオラマ水槽があり、クニマスや、西
湖の魚、自然について
「学んで体験して楽しめ
る」施設となっています。
9:00〜17:00（ 3月〜11月 ）、9:00〜16:30（ 12
3月〜11
月〜2月 ）※最終入場は終了30分前
月まで休館日なし 、12月〜2月まで水曜日 、12/31
無料

西湖コウモリ穴

西湖コウモリ穴は、国指定天然記念物で総延
長350m以上 、富士山麓最大級の溶岩洞窟。
様々な条件が重なってできた上下2層でなる
貴重な複合型溶岩洞窟です。
3/20〜11/30（ ※12/1〜3/19はコウモリ保護
9:00〜17:00（ 最終
のため、入洞できません）
大人300円、小人150円
入場16:30）

予約申し込み・お問い合わせ
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青木ヶ原樹海

ネイチャーガイドツアー

クニマス展示

8月26日㈮〜8月27日㈯
⬇12月にはクリスマ
スマーケットも

中央自動車道「 富士吉田西桂スマートI C 」より河口湖方面へ約
富士急
10分 、東富士五湖道路「 山中湖I C 」甲府方面へ約20分
行線「下吉田駅」から徒歩5分

新倉山浅間公園
富士と桜と五重塔

1月下旬〜2月上旬

営業（開館）時間
休館日
入館料・入場料
営業期間

2013年に世界文化遺産に登録された富士山のお膝
元の富士吉田市。古くは富士山信仰の聖地として 、明
治以降は織物の町として賑わいました。壮大な富士山
を目の前にその歴史と文化を感じてみませんか？

ハタオリマチ
フェスティバル

西湖樹氷まつり

夜はライトアップされ 、
昼間とは違う、幻想的
な世界が広がります。

吉田の火祭り

富士山の湧水を使って江戸時代から育まれてきた富士吉田の織物文化。そ
の歴史と文化を100年後の世代にも良い形でつなげようと始まった、賑やか
な秋のイベントです。市内の織物工場をはじめ、各地のファクトリーブランド
などの製品が並ぶ
「ハタオリマチマーケット」
を中心に、
ワークショッ
プ、古道具市など様々なコンテンツによりマチごと楽しめます！

11月初旬〜11月下旬

勝山シッコゴ公園 冨士御室浅間神社
4月29日
（金・祝）

日本三奇祭

10月下旬
富士吉田市下吉田地区（小室浅間神社ほか）

甲斐の勝山やぶさめ祭り 富士河口湖紅葉まつり
戦国武士の勇壮な伝統を今に
伝え、900年以上の歴史を有す
る
「甲斐の勝山やぶさめ祭り」。
出
陣式から始まり、かぶら矢奉献の
儀などの儀式を行い 、騎射へと至
ります。太鼓の合図で 、次々と砂
煙を上げ疾走する馬上から、射
手が的をめがけてかぶら矢を
射る戦国絵巻さながらの勇
ましい流麗さはまさに圧巻
の一言。

やまなしの市町村情報

ふ じ よ し だ

青木ヶ原樹海は、富士山「富士山—信仰
の対象と芸術の源泉 」として世界文化
遺産に登録されている樹林です。多種多
様な動植物との出会いや 、四季を通じ
て移り変わる大自然の魅力を公認ネイ
チャーガイドがご案内します。
●定時ガイドツアー :1名500円（1時間）
●予定ガイドツアー :
5名以下1時間あたり3,000円
6名以上1時間あたり1名につき500円
※予定ガイドツアーは2日前までに要予約

西湖ネイチャーセンター 富士河口湖町西湖2068 ☎0555（82）3111

開花時期 4月上旬〜4月中旬

問 富士吉田市富士山課
☎0555
（22）
1111

富士山のお山じまいと秋の訪れを告げる吉
田の火祭り。北口本宮冨士浅間神社と諏訪
神社の両社の秋祭りで、26日の日没後に高
さ3mにもなる大松明が90本余も並び燃え
盛る景色は圧巻の一言。 日中行われる
「お
明神さん」
と
「御影」
と呼ばれる2基の神輿の
練り歩きも迫力の見所。

問 ふじよしだ観光振興サービス

☎0555
（21）
1000
H P:https://www.mfi.or.jp/himatsuri/

富士吉田の歴史・産業・お土産・食をまとめて堪能！

リフレふじよしだ
エリア

富士吉田のソウルフード

吉田のうどん

味噌＆醤油
ブレンドの
つゆ、 馬肉、
公式
ホームページ
ゆでキャベツ、
辛味をプラスする
「すりだね」の味わい
が特徴の吉田のうどん。 うどん店を紹介する「うどん
市内には50軒近くのうど マップ 」もあるよ。HPからも
ん屋さんが点在し、 道の ダウンロードできて便利!! 吉
田のうどんは
「日本一!」
駅富士吉田では、お土産
用の吉田のうどんの麺やつゆ 吉田のうどんPRキャラクター➡
を販売しています。ご家庭でも 吉田のうどんぶりちゃん
吉田のうどんを味わってみてはいかがでしょうか。

富士山×桜×五重塔による‶NIPPON″を
満喫できるスポットとして大注目の新倉山
浅間公園。2022年2月1日に展望デッキを
リニューアルオープンしました。昼間に来
られない方も、
ライトアップ
（開始時間は変
中央自動車道「 河口湖
動あり〜22:00）
された夜桜と五重塔と夜
I C 」より大月方面へ約15分
景のコラボレーションがお待ちしておりま
/中央自動車道「 富士吉田西桂ス
す！ 桜の時期だけでなく四季折々の富士山
富士急
マートI C 」より約12分
眺望をお楽しみいただけます。
行線「下吉田駅」から徒歩10分
問 ふじよしだ観光振興サービス
☎0555（21）1000

FACTORY SHOP
OPEN

NISHIURA

西裏

織物が盛んだった昭
和の面影を色濃く残
したレトロな街並みの西裏界
隈。空き店舗をリノベーション
した
「新世界乾杯通り」を始め、各路地に居酒屋、焼き鳥屋、レストラン、割
烹料理屋、スナックなど100以上の店が軒を連ねています。
「新倉山浅間公
園」最寄り駅の下吉田駅または、月江寺（げっこうじ）駅から徒歩10分圏内
で、食べて飲んで歌えて、はしご酒もおすすめ。ぜひ一度遊びに
立ち寄ってみてください。
H P https://fujiyoshida.net/feature/nishiura/index

毎月第3土曜日
織物工場に併設されたファクトリー
ショップが一斉にオープンし、 ワー
クショップや自社ブランド製品の販
売を行う特別な一日（毎月第3土曜
日）。普段は入ることのできない工場
の見学ができるなど、このイ
ハタ印
ベントならではの楽しみ方 ホームページ
があります。
お休みする場合
もあるので、HPにてチェック
してからお訪ねください。

富士吉田市新屋3-7-3
雄大な富士山の麓に広がる
「リフレ
ふじよしだ」エリアには、道の駅富士
吉田、富士山アリーナ、富士山レー
ダードーム館、ふじやまビール・ハー
ベステラス、ふじさんミュージアムな
どの施設が並び、富士山周辺観光の
立ち寄りスポットになっています。
中央自動道「 河口湖I C 」より山
中湖方面へ約10分/東富士五湖道
路「山中湖I C 」
より河口湖方面に約10分

問 道の駅富士吉田

☎0555
（21）
1000
観光案内所 ☎0555（21）1225
富士山レーダードーム館
☎0555
（20）
0223
ふじさんミュージアム
☎0555
（24）
2411
ふじやまビール・ハーベステラス
☎0555
（24）
4800

問 富士吉田織物協同組合
☎0555
（22）
4193
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魅力ある山梨の ふるさと納税

市町村紹介ページ

P14

ふるさと納税とは 、自分が応援したい自治体に寄付ができる仕
組みです 。寄付をすると税金の還付や控除が受けられ 、さらに
寄付先の自治体から返礼品をもらえます 。山梨でも特産品のフ
ルーツやワイン、ジュエリーなどなど、いずれもふるさと山梨の
逸品が返礼品としてラインナップされています。

八ヶ岳 、鳳凰三山や茅ヶ岳そし
て「世界遺産の富士山」など、雄
大で美しい日本の名峰に囲ま
れたまち 。春には満開に咲き誇
る“わに塚のサクラ”や“新府桃
源郷”、
“甘利山”のレンゲツツジが山頂一帯を真紅に
染めます。自然豊かなにらさきはぶどうや 、桃 、ワイ
ンなど四季折々の味覚が楽しめる 、とても魅力的な
まちです。

ウイスキ ー 甲州 韮
崎ゴールドオリジナ
ル3 本セッ ト、国 産ぶ どう
1 0 0 ％ 一 升 瓶 ワイ ン、果
物、肉、お米、食事券など

ふるさと納税 3つのポイント

1

主 な
返礼品

お問い合わせ

一升瓶ワイン
ウイスキー

市公式サイト

韮崎市総合政策課ふるさと納税窓口
☎0551
（22）
1990

市町村紹介ページ

シャインマスカット、キウイ、さくらんぼ、もも、スモ
モといった南アルプス市産の旬のフルーツなど

美しい自然に囲まれた地域で 、ユネスコエコパークにも登録！
日本有数の扇状地やそれに続く低地では果樹栽培が盛んに営ま
れ、四季を通してたくさんのフルーツが実ります。是非、ご賞味く
ださい。
市公式サイト

南アルプス市総合政策部ふるさと振興室
☎055
（282）
6073
（直通）
26

控除上限額内で寄付をすると 、所得税の還付 、住民税の控
除対象になります。控除上限額は 、収入や家族構成によっ
て異なるので 、事前に確認してください。税金の控除を受
けるには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の申
請が必要になります。詳しくは総務省のホームページ「 ふ
るさと納税の仕組み」を御覧ください。

市町村紹介ページ

P13

南アルプス市は山梨県の西側に位置
し 、市の名前の由来でもある雄峰な
南アルプスの中心である北岳を含む
自然豊かな山間部を背景に 、御勅使
川によって形作られた扇状地には果
樹農地や市街地が広がっています。

お問い合わせ

税金が控除（還付）されます!

中 央 市

伊奈ヶ湖

主 な
返礼品

ふるさと納税を受け付けている自治体は 、寄付への感謝
として地域の名産品などを返礼品として寄付者に届けて
います。自治体では 、地場の名産や産業を全国にアピール
する貴重な機会になっています 。日本各地の名産を選ん
で、楽しめます。

P17

山梨県の真ん中に位置する中央市は 、
「住みよさランキング2021」で山梨県内
の市で第1位を誇るまちです 。肥沃な土地で
はトマトやなす、スイートコーンなどの野菜
のほか 、葡萄や桃 、スモモなどの果物の生産
も盛んです。アニメ「ゆるキャン△」で話題となった「青春のトマト焼
きそば 」は中央市の商工会で考案された一品。最近では 、中央市産の
トマトを購入して自宅で作る人が続出！もちろん市内
の飲食店でもお召し上がりいただけます。葡萄や桃など
の果物は単品ではもちろん、便利な定期便での取り扱い
もあり、いずれも旬な時期に自慢の一品
をお送りします。ぜひふるさと納税で
中央市の味をご賞味ください。
主 な
返礼品

シャインマスカット、完熟桃、スイート
コーン（ゴールドラッシュ）、桃太郎トマト、ト
マト食べ比べセット、中央市産米ひの
ひかり、焼き菓子、カップアイスなど

市公式サイト

お問い合わせ

中央市政策秘書課市政戦略担当 ☎055
（274）
8512

2022

市町村紹介ページ

3

寄付金の使い道を指定できます!
返礼品を各自治体のホームページやふるさと納税サイト
などで選ぶことができますが 、寄付したお金の使いみち
についても選ぶことができます 。自然保護やライフライ
ンの整備、文化や教育など、寄付者が指定できるのもふる
さと納税の大きな特徴です。
返礼品の内容もですが、その自治体がどのような街で、ふ
るさと納税の寄付金をどう使うのかを調べて 、応援して
みてください。
ここに紹介している市町は、それぞれ「やまなしの市町村
情報 」に紹介ページがあります 。 P で参照ページを示
していますので、御覧ください。
このふるさと納税特集は 、
「 山梨新報 」とのコラボ企
画です。
「 山梨新報 」令和3
年11月26日付と同12月24
日付の紙面で、同様の企画
特集を掲載しました。

総務省のホームページ
「ふるさと納税の仕組み」

甲甲 府府 市市

南 ア ルプ ス 市

2

返礼品がもらえます!

甲甲 州州 市市

韮 崎 市

多彩な
“山梨”
が
届きます！
！

甲州市は果樹園や農村地帯、歴史に彩られた
建造物や文化遺産などに恵まれており、広大
な山岳地帯や
渓谷に囲まれています 。また 、年間を
通して楽しめる種類豊富なフルーツ
の数々をはじめ 、ワイナリー数でも日
本一を誇ります。
主 な
返礼品

シャインマスカットほか
高級ぶどう、もも、ころ柿など甲州市産
の旬のフルーツ、ワインなど

甲州市からおすすめする返礼品は果物とワイン！
中でも日本トップクラスの果物産地で育ったシャイ
ンマスカットと 、歴史と醸造の英知の結晶であるワ
インは、世界でも高評価を受けています。日本最高峰
の味をぜひご賞味下さい。

お問い合わせ

市町村紹介ページ

昇仙峡

P18

主 な
返礼品

甲府市ふるさと納税では、宝石（ダイヤ・サファイヤ・エメラルドな
ど）や貴金属（金・プラチナなど）を使ったリング・ネックレス・イヤ
リング・ピアスなど、さまざまなジュエリーをご用意しています。あ
なたと大切な方のアニバーサリーを甲府の「 極上の一品 」で彩りま
せんか？
市公式サイト

市公式サイト

富士河口湖町
市町村紹介ページ

ふ

P24

じ かわぐち こ まち

富士河口湖町は、日本最高峰の富士山の北側に位置しています。緑豊
かな山々に囲まれ 、青木ヶ原樹海に代表される森林と原野が広がる
自然環境の中で、富士五湖のうち、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖とい
う全く特徴の異なった4つの湖を有する日本屈指の景勝地です 。後
世に向け「 富士山 」が世界文化遺産であり続け
るよう、様々な政策に取り組んでいます。

各種旅行クーポン、ホテル・キ
ャンプ場等の宿泊券、レジャー
施設の利用券、富士山黒牛 （牛
肉）、富士ヶ嶺ポーク（豚肉）、乳製品

主 な
返礼品

リング、ネックレス、イヤリングなどのジュエリー、
甲州印伝、甲州牛など

ふるさとチョイス

甲州市役所政策秘書課（ふるさと納税事務局）
☎0120
（915）
774（専用フリーダイヤル）

●●町

甲府市は世界的にも珍しい宝石
の集積産地であり 、有数のジュエ
リー出荷量を誇る「宝石の街」と言
われています 。江戸時代には上質
な水晶が多く採掘され、研磨・加工
技術が進歩 。時代とともに流行に
合わせたジュエリー作りが盛んに
なりました 。現在では若手クリエ
イターが多く集まり 、最新のデザ
インを取り入れたジュエリーが
次々と世に生み出されています。
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各種旅行クーポン

（牛乳、チーズ、アイスクリーム）など

富士河口湖町での宿泊旅行に使用で
きる各種旅行クーポンや富士河口湖
町での滞在を楽しむための各種利用
券も人気返礼品となっています。

レジャー施設の利用券

お問い合わせ

お問い合わせ

甲府市産業部産業総室ふるさと納税課
☎055
（237）
5328

富士河口湖町政策企画課ふるさと納税推進室
☎0555
（72）
1129

LINE公式アカウント

27

「ミレーの美術館」として親しまれる

ラエティーに富んだ展示と様々な体験ができる県立博物館・県立科学館など、たく

山梨県立美術 館

さんの文化施設があります。歴史好きな人には山梨県立考古博物館もおすすめ。
また、役者浮世絵版画最後の巨匠・名取春仙の作品をコレクションする南アルプス
市立美術館やノーベル生理学医学賞を受賞した大村智博士が蒐集した絵画など
を展示する韮崎大村美術館など、市町村
の美術館にも注目です。

フランソワ・ポンポン展
おすすめの
展覧会

4月16日土〜6月12日日
山梨県立美術館

見て、触れて、体験して、学ぶ

山梨県 立 科学館

甲府盆地を一望できる 、自然
豊かな愛宕山に位置する科学
館 。参加型アイテムが並ぶ「 常
設展示 」、最新の映像システム
を備えた「 スペースシアター 」、
科学実験や工作にチャレンジ
できる「 実験工作室 」など科学
の楽しさを遊びながら学べる
プログラムが充実しています。

9：30～17：00
（ 入館は16：30
まで ）夏休み期間は9：00～17：30
（ 入館は17：00まで ） 一般・大学生：520円 、小中高生：220円 、未就学児：無
料●スペースシアター観覧料
（ 1回分）一般・大学生：310円 、小中高生：120円 、幼
第1・2・3月曜
（ 祝日の場合は翌日 ）、年末年
児
（ 3歳以上 ）
：120円
始 、その他臨
甲府市愛宕町358-1☎055
（254）
8151
時休館有り
約200台
https://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp

間近に富士を臨み、美しく温かな文化を
満喫できる2つの美術館

トを紹介していく「 Y A M A N A S H Iぷちナビ」。ここ

からは、おすすめの情報をナビゲートしていきます。

美

術館情報や自然の中で遊べて体験できるレジャー

《 種をまく人 》
《 落ち穂拾い、夏 》など70点のミ
レー作品を収蔵。そのほか 、バルビゾン派の作
家の作品も楽しむことができます 。日本の近現
代美術作品も収蔵し 、季節に合わせて年4回の
展示替えをして紹介しています。

メ 、スイーツ 、ぜひとも持ち帰っ

ジャン=フランソワ・ミレー《種をまく人》1850年 山梨県立美術館蔵

ワイナリー見学などなど 、

のあれこれ 、山梨ならではの食材に出合えるグル

て欲しいお土産 。ゴルフ場や

9：00～17：00
（ 入館は16：30まで ） コレクション展：一般520
（ 420 ）円 、大学
生220
（ 170 ）円 ※
（ ）は20名以上の団体料金 、県内宿泊者割引※65歳以上の方 、高
校生以下の児童・生徒 、障害者手帳をご持参の方および 、その介護をされる方は無
月曜
（ 祝日の場合翌日休 ）祝日の翌日
（ 日曜日の場
料 、特別展は別途
合は開館）
、
年末年始 、
（228）3322
その他臨時開館・休 甲府市貢川1-4-27☎055
https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp
館有 約345台

「山梨の自然と人」をテーマに歴史と文化を学べる場

山梨県立博物館
かいじあむ

9：00～17：00（ 入
館は16：30まで ） 一
般520円※企画展示は
別途観覧料が必要とな
火曜日（ 祝
ります。
日の場合は翌日 ） 約
180台

や

山 梨 の歴 史や文 化など
を自然との関わりの中で
解き明かし 、様々な体験
や展示で、子どもから大人まで誰もが楽しめ、学
ぶことの出来る博物館です 。県の巨大衛星写真
や、
江戸時代の暮らしの様子を再現したジオラマ
（ 模型 ）の展示等 、山梨の歴史の魅力
を五感で体感できます。

岡田紅陽
写真美術館

生涯 、富士山を撮り続けた写真家・岡田紅
陽の作品を展示する「 岡田紅陽写真美術
館 」と『 ヘタでいい ヘタがいい 』をモットー
とした絵手紙の創始者・小池邦夫の素朴な
アートに触れる「小池邦夫絵手紙美術館」。
２つの趣の異なる美術館がある 、四季の杜
おしの公園は 、美しさと温かさに満ちた文
化に触れられるエリアです。

千円札のデザインのもと
となった「湖畔の春」など
代表作をはじめ、約50点 小池邦夫絵手紙美術館
の写真作品を常設展示 約300点の絵手紙 絵手紙美術館では、
に加え 、小池邦夫 手軽に絵手紙制作
が敬愛する作家の を体験できます。
作品や俑・瓦當のコ
レクションも展示

10：00～17：00（ 入館は16：30まで ） 常
設展入場券・一般：500円、中高生：300円、小学
生以下：無料※絵手紙体験は＋200円（要予約）
火曜（ 祝日の場合は翌日休館 ）年
末年始他臨時休館あり 20台

南都留郡忍野村忍草2838-1
☎0555
（84）
3222
http://shikinomori.starfree.jp/

笛吹市御坂町成田1501-1☎055
（261）
2631
http://www.museum.pref.yamanashi.jp

盛りだくさんでお送り

四季の杜 おしの公園

します。

レジャー

山梨県立美術館では 、19世紀末から20世紀初頭
にかけて活躍したフランスの彫刻家フランソ
ワ・ポンポン（1855〜1933）の日本で初めての
回顧展を開催します 。単純だけ
営業時間
ど優美、色あせない動物彫刻を
観覧料
ご鑑賞ください。
休館日
駐車場

やまなしを楽しみつくそう! !
まなしを楽しむために 、おさえておきたいスポッ

山梨県には、
「種をまく人」で有名なミレーのコレクションがある県立美術館や、バ

フランソワ・ポンポン
《シロクマ》1923-1933年
白色大理石 群馬県立館林美術館

YAMANASHIぷちナビ

山 梨で素 敵 な文化に触れよう! ! 美術館・博物館ガイド

YAMANASHIぷちナビ

富士山麓で思いっきりアウトドアスポーツ

富士山一合目とほぼ同じ標高
で 、夏でも爽やかなリゾートス
ポット。
「ポッカール」や
「マウン
テンボード 」などユニークなア
クティビティの他 、富士山の起伏を
いかした多彩なコースが魅力の「 マ
ウンテンバイク」や本格的「サバイバ
富士山の見える開放
ルゲーム」、
「サマーゲレンデ」などの
中 央 自 動 車 道 的なゲレンデでバーベ
アウトドアスポーツを楽しめます。 「 河口湖I C 」より車で キュー（ 要予約 ）＆地
◆料金…各アクティビティごとに設定

約20分

ふじてんリゾート

ビールも楽しめます。

5月上旬～11月上旬
木・金
9：00～17：00
曜 ※アクティビティごとに
2,500台
定休日有

南都留郡鳴沢村字富士山8545-1
https://summer.fujiten.net/
☎0555（85）2000

登山ガイドが選ぶ、日帰りで富士の絶景を楽しめる21の山

甲斐の国 日帰り富嶽21名山
て
気軽に登っ
!!
景色を堪能
私が
選びました! !

❶		

国師ケ岳 2592m

❷		

甘利山 1731m

❸		

櫛形山 2052m

❹		

黒岳 1793m

❺		

大菩薩嶺 2057m

❻		

竜ヶ岳 1485m

❼		

足和田山 1355m

❽		

石割山 1413m

❾		

日向山 1660m

❿		

茅ヶ岳 1704m

⓫		

羅漢寺山 1058m

⓬		 大蔵経寺山
「甘利山」 Photo:（一社）韮崎市観光協会

富士山や南アルプスなど標高の高い山々に囲まれた山梨ですが 、標高1000

登山ガイド
杉本龍郎さん

716m

⓭		

三頭山 1531m

⓮		

大蔵高丸 1781m

⓯		

三ッ峠山 1785m

⓰		

岩殿山

⓱		

杓子山 1598m

634m

⓲		

蛾ヶ岳 1279m

住の登山ガイド・杉本龍郎さんが選定した、日帰りで登頂ができ、富士山を眺

⓳		

身延山 1153m

めることができる山を【甲斐の国 日帰り富嶽21名山】として紹介します。

⓴		高ドッキョウ 1134m

ｍ以下の低山でも魅力的で展望が素晴らしい山がたくさんあります。山梨在

公益社団法人
お問い合わせ
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やまなし観光推進機構

〒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/ F A X055-221-3040

㉑		

御正体山 1682m

まずは特集サイトをCHECK!!
登山の様子をドローンで空撮した映像も。
29

やまなしあれこれ 楽しみいろいろ!!

YAMANASHIぷちナビ

富士すばるランド

◆入園料（ 4月～11月 ）大人：1,500円
子供：900円／同伴犬：500円 （12月
～3月 ）大人：1,200円／子供：600円
／同伴犬：500円 （ 15時以降 ）大人：
1,000円／子供：500円

南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1
https://www.subaruland.jp/
☎0555（72）2239

春は桜、夏は青々と茂る緑、秋は山々の紅葉と四季折々の表情がお楽
しみいただけます。
富士山や南アルプス、昇仙峡、甲府盆地を見渡せる
絶好のロケーションで、
丘陵コース特有のアップダウンが楽しめます。

富士山の麓にある
日帰り温泉 。富士
山を正面に見る霊峰露天風
呂を始め 、香り風呂 、炭酸泉
など趣向を凝らした多彩な
お風呂が揃います。また 、ボ
ディリフレッシュやお食事処
も充実 。ミニS L列車が料理
を運ぶ個室お食事処もあり 、
1日ゆったりとくつろげます。

富士山の絶景と天然温泉でリラックス

◆入泉料 大人：平日1,300円、土・日・祝1,500円（貸バス
タオル、貸しタオル付）4歳～小学生：平日650円、土・日・
祝700円（ 貸しタオル付 ）19：00以降 大人：平日1,100
平日 10:00～21:00（ 最終入館
円、土・日・祝1,300円 貸切風呂（別途）60分2,500円
20:00）※G W 、夏季、年末年始除く
土・日・祝 10:00～22:00（最終入館21：
00） 無休
130台

富士眺望の湯

ゆらり

「道の駅なるさわ」に隣接
南都留郡鳴沢村8532-5 ●「道の駅なるさわ」
https://www.fuji-yurari.jp/
☎0555（85）3126

スイーツ

ゴルフ場

全ホール富士山ビューのゴルフコース

泉

（4月～11月） 平日10：00～17：00
土日祝9：30～17：00 （12月～3月）
水曜・木曜（GW・夏
10：00～16：00
季・年末年始・春休み除く） 350台

大人気の「 ホールインワンパター～世
界遺産の旅～ 」をはじめ 、ツリーハウ
スがある体験基地や2種類の迷路な
ど 、子供から大人まで楽しめるアトラ
クションが充実 。可愛いワンちゃんと
のふれあいや 、ランチには森の中で手
ぶらで気軽な
「すばるB B Q（要予約）」
もあり、1日まるごと楽しめます。

温

レジャー

富士山の大自然の中で思いっきり遊ぼう！

お茶の専門店が作る、オリジナルジェラート
山梨を代表する人形とお茶の老舗
「 春木
屋 」。アルプス通り店ではオリジナルジェ
ラートが味わえます 。ジェラートは8～
16種類があり山梨で採れるフルーツ
オススメの抹茶味 や野菜など季節
はお茶の専門店だ によっていろいろ
けあって、4段階の な味 が 楽しめま
濃さから選ぶこと す。濃厚な抹茶生
ができます。
チョコも人気。

ここがポイント
「 フジサンケイクラシック 」が開催さ
れる富士桜カントリー倶楽部の姉妹
コース。
南斜面に広がる夏は涼しく、
冬は暖かい高原コースです。

6,640yards

Hole
Par

ジェラートは全て
自社工場で作られ、
香り高い新鮮な茶葉を
春木屋の 静岡県掛川市・ 春木屋の 1月～ 5月
使用しています。

18
72

甲斐市神戸440

敷島カントリー倶楽部 ☎055-277-6111
12/31、1/1、1・2月の毎週月曜日
中央自動車道
「 韮崎I C」より車で約15分、
「 双葉スマートI C」より車で約30分

10：30～18：30
元日のみ
10台

菊川市産を中心
に厳選された荒
茶原料を、自社工場で火入
れし販売しています。

お茶

春木屋アルプス通り店

には、ひな
人形・五月
人形の販売も行って
います。

人形

甲斐市万才834-1 ☎055（230）4111
h t t p : / / w w w.88y a . c o . j p /
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YAMANASHIぷちナビ

豊か な 体 験 ! 豊かな暮らし! !

明治27年の創業以来 、手づくりにこだわ
り 、最上級の
「 こうじ 」を作るおかめ麹 。
国産の大豆 、赤穂の天塩
（ 自然塩 ）、自家
製の米麹・麦麹を原料として作られる味
噌は 、木の樽に寝かせ 、１年かけて熟成
されます 。甲州独自の風味豊かな
「 田舎
みそ」、味のまろやかな
「 こうじみそ」は 、
美味しい麹があってこそ 。店内では他に
も 、麹や甘酒 、手作り味噌キット
（ 大豆・
米麹か麦
麹・塩 ）も
販売してい
ます。

サービス付き高齢者向け住宅

お土産・体験

豊かな風味を
受け継ぐ伝統の味
麹屋さんの甲州みそ・こうじみそ

味噌作り
体験
できます!!

1名～お友達や家族で、
お味噌作りの材
料と道具が揃った作業スペースで味噌
作り体験ができます。
ご予約・お問い合
わせはお電話にて、
お気軽にどうぞ。

月曜～金曜8：30～19：00 土・日・祝日8：30～
不定休（お問い合わせ下さい） 有
18：00
J R中央線・身延線「甲府駅」
より
車で約10分

おかめ麹
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甲府市若松町6-34
☎055（233）4939
http://www.okamekoji.shop（オンラインショップ）

国立公園内、富士河口湖町の美しい環境のなかで、
富士山の気に包まれて、豊かに暮らす。
お一人おひとりにハイクラスのホス
ピタリティー 。全23室だからこそ
の 、きめ細やかなサービス 。お抱
えシェフがあなたの希望に合わせ
て、最高の食事を提供します。

2021年10月新築オープン。

ランチ付きの見学
会や、
ディナーと朝
食付きの体験入居
もあります。

見学会（ランチ付）
◆ お一人様

体験入居（1泊2食付）
◆ お一人様

◆入居条件

700円

10,000円

60歳以上、
自立・要支援2まで

サービス付き
高齢者向け住宅
富士河口湖町船津7136-1
☎0555（28）4344（受付10:00〜16:00） h t t p s : / / v i l l a g e - m a s a . c o m

ビレッジ マサ 河口湖

YAMANASHIぷちナビ

採 れたて最 高! 一味違う山梨のフルーツ!

採れたて最高! 一味違う山梨の農畜産物!

お土産

やまなしは

フル ーツ王国
ぶどうはフルーツ王国・山梨を代
表する果物のひとつで、生産量日本一
を誇ります。
「シャインマスカット」
「デ
ラウェア」
「巨峰」など多くの種類が栽
培されていています。時季を変えて何
度か訪れ、いろいろなおいしさを堪能
してみるのもおすすめです！

新鮮なフルーツと野菜を購入するなら
J Aフルーツ山梨の直売所で決まり!

桃も山梨は生産量日本一を誇りま

す 。桃もさまざまな品種が栽培さ
れていて、いろいろな味を楽しめ
ます。甘味が強く小ぶりな「日川
白鳳 」、柔らかな口当たりの「 浅
間白桃 」など、ぜひ食べ
比べてみてください！
初夏の高級フルーツといえばさくらんぼです 。
「 果物の
宝石」とも呼ばれ、その上品な甘さとみずみずしさは一度食
べたら忘れられなくなる味わいです。思う存分食べられる食
べ放題もあります 。真っ赤な実を探して収穫するのも楽し
みのひとつです！

いちご狩りもできます 。受付で手渡してくれるコンデ

ンスミルクをつけて食べられます。摘みたていちごに甘
いミルクをつけて口に入れると、
まるで新鮮なスイーツ
を食べているみたいなおいしさを楽しめますよ！
そのほか、
すもも、
ブルーベリー 、桑の実など、
フルーツ王国・山梨にはたくさ
んの果実があります。 家族みんなで体験してみてはいかがでしょうか。

フルーツ王国・山 ● フルーツ直売所 勝沼店
梨が 誇る高品質 甲州市勝沼町藤井280-3
な果物と朝採り ☎0553（44）2511
野菜に加え 、地
9：00～17：30（5月～9月）
9：00～17：00（10月～4月）
元工房を代表す
第2火曜（10月～4月）、
● フルーツ直売所 八幡店 るワインを豊富に
年末年始
取り揃えてお待ち
山梨市北239
10台
しております 。新
☎0553（23）3914
9：00～17：30（5月～9月） 鮮・安心・安全を
9：00～17：00（10月～4月） モットーに 地 域
第2火曜（10月～4月）、
に密着した直売
年末年始
所です。
50台

J Aフルーツ山梨
https://www.ja-fruits.or.jp

生産者の顔が見える
「安心」
「 安全」な品
物をお届けします。

JAグループ山梨
富士吉田I Cから車で 15分

1

農産物 MAP
直売所

JAクレイン 都留市農林産物直売所
都留市田原1-2-3 ☎0554
（46）
5070

J A ク レ イ ン 上野原経済センター
上野原市上野原3662 ☎0554
（63）
1113

7

JAクレイン

ファーマーズコモア

上野原市コモアしおつ1-42-1 ☎0554（66）3601

JAクレイン

忍野支店 農産物直売所

南都留郡忍野村忍草1503 ☎0555
（84）
2026

直売所八幡店

13 JA山梨みらい 農産物直売所「い〜なとうぶ」

直売所勝沼店

JA山梨みらい 農産物直売所「い〜なとうぶ昭和」

中巨摩郡昭和町飯喰1525-2 ☎055（298）4117

韮崎市中田町中條1031-1 ☎0551（30）0182
双葉スマートI Cから車で 2分

19

一宮御坂I Cから車で 5分

JA山梨みらい 直売所「獲れたてLand」山城

甲府市小瀬町315-4 ☎055
（243）
6766

一宮フルーツ直売所

☎055（222）6733

笛吹市一宮町竹原田850 ☎0553
（47）
4566

JA梨北 農産物直売所よってけし響が丘店
甲斐市龍地2782-3 ☎0551
（28）
7885
長坂I Cから車で 2分

20

JA梨北 農産物直売所よってけし八ヶ岳店

北杜市長坂町夏秋35-1 ☎0551
（32）
8321

甲府南I Cから車で 10分

15

山梨県農畜産物販売強化対策協議会

34

韮崎I Cから車で 10分

18 JA梨北 農産物直売所よってけし韮崎店

甲府昭和I Cから車で 10分

14

JAふえふき 富士見農産物直売所

JAふえふき

南アルプス市在家塚587-1 ☎055（280）2100

甲斐市篠原2635 ☎055
（276）
2399

笛吹市石和町東高橋265 ☎055
（262）
3853

9

17 JA南アルプス市 道の駅しらね農産物直売所

甲府昭和I Cから車で 7分

八代スマートI Cから車で 6分

8

中 富 直 売 所

南巨摩郡身延町伊沼117 ☎0556
（42）
3311

甲州市勝沼町藤井280-3 ☎0553
（44）
2511

山中湖I Cから車で 6分

5

JAフルーツ山梨

増 穂 直 売 所

白根I Cから車で 1分

中富I Cから車で 5分

勝沼I Cから車で 3分

上野原I Cから車で 13分

4

甲府市下飯田1-4-48 ☎055
（228）
4255

12 J A 山 梨 み ら い

山梨市北239 ☎0553
（23）
3914

上野原I Cから車で 6分

3

JAフルーツ山梨

西八代郡市川三郷町大塚2608 みたまの湯内 ☎055（272）2641

南巨摩郡富士川町天神中条1110 ☎0556（22）6816

一宮御坂I Cから車で 20分

6

16 JA山梨みらい 直売所「獲れたてLand」池田

11 J A 山 梨 み ら い

南都留郡鳴沢村8532-63 ☎0555
（85）
3366
都留I Cから車で 5分

10 JA山梨みらい のっぷい農産物直売所

増穂I Cから車で 4分

JA鳴沢村 道の駅 なるさわ物産館

2

甲府昭和I Cから車で 10分

増穂I Cから車で 15分

山梨の「おいしい農産物」を食べよう!!

甲府南I Cから車で 15分

21

じゃ

JA全農やまなし 農産物直売所たべるJAんやまなし

甲府市青葉町1421-1 ☎055
（225）
1001

http://yamanashi-fruits-kingdom.jp/
車での所要時間はおおよその目安です。

35

山 梨のお 土 産においしいビールとワインはいかが!

YAMANASHIぷちナビ

9：00～18：00
無休
350台

南都留郡富士河口湖町字剣丸尾6663-1
https://www.fujizakura-beer.jp
☎0555
（83）
2236

ワイナリー

ワインが生まれ、行き交う場
併設するレストランで
食事とワインを楽しめます
日本最大級のピノノワール畑を有するワイ
ナリー 。毎年7月31日には 、おそらく日本
で一番早い新酒「 ヌーヌーボー 」をリリー
ス。
また 、隣接するワインショップでは 、お
買い物やワイナリー見学（ 要予約 ）をお楽
しみいただけます。
「石和温泉駅」から車で約5分
11：00～17：00
火曜日
30台

ワイナリー ドメーヌQ
（レストランボルドー敷地内）

甲府市桜井町47 ☎055（233）4427

http://www.kofuwineport.jp/wine/cork.html

蒼 龍ワイナリー
甲州市勝沼町下岩崎1841 ☎0553（44）0026

http://www.wine.or.jp/soryu
36

味の良いキングサーモンと、育てやすいニジマ
スを交配し 、 山梨の清らかな水で育てた養殖
魚。油は少なくさっぱりとしていながら、しっ
かりとした旨味があり、ワインとの相性も抜群
です。山梨県で開発され、ブランド魚として売
り出し中です。

山梨の米処 、北杜市で収穫された梨
北米を100％使用した
「 生信玄餅 」は
お米の甘みがしっかりと残っています。
他にも地元酒蔵の大吟醸酒の酒粕を
使った
「 大吟醸酒粕てら 」や 、北杜産
あけの金時芋
の餡を清里ミ
ルクと竹炭入り
の皮で 包んだ
「甲
州金まんじゅう」
夏のお菓子「 水信 など、北杜の大地
玄餅 」は6月～9月
の恵みを生かした
限定で販売される
商品が並びます。
レア商品!!

おすすめの商品
◆ 生信玄餅 5個入
◆ 信玄餅 6個入

993円
1,101円

◆ くるみ信玄餅 6個入 1,101円
◆ 大吟醸粕てら

1,620円

◆ ほくときらり

1,458円

◆ 甲州金まんじゅう 1,749円

9：00～17：00
木曜日
有

https://kinseiken.co.jp/

「富士の介」を
「富士の介」を
楽しめるコース料理
……… 5,500円〜

三井

11：30～14：00
17：30～22：00
不定休
16台

甲府市寿町2-11
☎055
（222）
4370
https://www.mitsui-kofu.com
黒毛和牛A5サーロイン
ステーキ定食

各種メニュー＋1,100円でコース料理がお楽しみいただけます。

甲州牛鍋料理

紅梅や

11：30～14：30
14：00
21：30
17：00～22：00
日曜日
ココリ契約立体駐車場（ディナー2時間無料）

甲府市丸の内1-15-6地球堂ビル2F
http://www.kobaiya.jp
☎055
（223）
1210

3,000坪の日本庭園を誇る
皇室御用達の老舗ホテル

美容と健康に、湯量豊富な熔岩風呂と
旨味が詰まった熔岩焼きを
熔岩から発する遠赤外線とミネラルは 、美容と
健康に効果覿面 。富士山の熔岩を敷きつめた
熔岩風呂には血行改善 、美肌効果などがあり
ます。
お食事は当館名物「 熔岩焼き」をどうぞ。
熔岩に豊富に含まれるミネラルがプレートか
らしみ出るため、食生活で不足しがちな必須ミ
ネラルを自然に補うことができます 。併設のお
食事処「巻狩」
もあり、食事のみの利用もO K 。
てきめん

◆宿

泊

1泊2食付 10,000円〜

◆ お食事
豚肉定食 …1,500円～
国産牛サーロインステーキ定食…2,400円～
黒毛和牛A5サーロインステーキ定食
（上写真・要予約）
………5,500円～

旅館・お食事処

金精軒台ケ原店

北杜市白州町台ヶ原2211
☎0551（35）2246

割烹

http://marukiwine.co.jp/

品質にこだわり、厳選した素材の数々

甲州台ケ原

「富士の介」とは

中央自動車道「 勝沼I C 」
より車で約2分
8：30〜17：00
年末年始
有

ま る き 葡 萄 酒
甲州市勝沼町下岩崎2488
☎0120（84）2488

おいしいよ！
！

◆ランチ …………………780円～
中村農場の八ヶ岳卵を使用した親子丼
……1,100円
甲州ワインビーフ牛めしおこわ ……980円 etc.
◆ディナー
甲州富士桜ポーク ねぎしゃぶしゃぶ ……2,750円～
A4、A5ランク甲州牛 トマトすき焼き ……2,750円～
A4、A5ランク甲州牛 牛すき焼き
肩ロース4,400円～ サーロイン5,500円～

泊

りゅう

月～土曜 8：30～17：00
日曜・祝 9：00～17：30
年末年始（詳細はH Pにて）
7台

甲府駅徒歩5分。A4、A5ランク
の甲州牛のすき焼きを筆頭に 、
山梨厳選素材をふんだんに使
い 、季節の味覚を多数取り入れ
た料理をご用意 。ゆったりとし
た個室完備で 、ビジネスでの接
待や結納の顔合わせなどにもご
利用ください。ディナーコースに
は、前菜二種・鶏料理・〆のお料
理・季節のデザートがつく大満
足の内容です。

宿

そ う

オーク樽からのニュア
ンスがイチゴを想わせ
るベリー系果実とすみ
れの花のような香りや
味わいに風味豊かに彩
を添えます。

自社圃場収穫100％の「レゾン」シリーズ、高品質
の原料ブドウを使用し、醸造にひと手間かけた
「ラ
フィーユ」
シリーズなど多彩なワインに加え、果汁、
ワインのおつまみにおすすめの燻製タクアンが大
人気。2階テラスからは甲府盆地を一望でき、眼下
に羊のいるブドウ畑が一面に広がる大パノラマの
風景をお楽しみいただけます。

地元食材を中心に毎日鮮度の良い食材を仕入れ 、四季折々の料理を提供す
る割烹料理店。夜はコース料理が基本で 、全国の特選地酒とのマリアージュ
を楽しめ 、ランチタイムはリーズナブルな定食
等も。感染対策にも配慮したテーブル席をはじ
め、大小の完全個室も完備しているので、安心
して食事を楽しめます。

グルメ

柑橘系の香りを樽由
来のニュアンスが包
み込み 、果実風味豊
かな味わいに爽やか
な酸味がバランスよ
く溶け込み上品な余
韻へと続きます。

リミテッド穂坂
マスカット・ベーリー A
樽熟成

（無料試飲有り）

明治10年 、醸造技術習得のため 、日本で初め
て渡仏した土屋龍憲が設立した 、現存する日
本最古のワイナリー 。ブティックでは提供する
試飲ワイン、キャンペーン等の企画を月替わり
で行い 、再度ご来店いただいた際にもお客様
にお楽しみいただける工夫をし、こだわりのワ
インと共にお待ちしております。

「生まれ育った土地のものをお土産に」

甲 府 盆 地 の 東 部 に 位 置 する
甲州・ 勝沼の地で明治32年
（ 1899 ）に創業。100年以上続
く老舗ワイナリー 。主力は、和食
を中心とした幅広い料理に合う
甲州ワイン。
ショップには本格派
ワインや酸化防止剤無添加のワ
イン、一升瓶ワインなど、常時約
40種のワインが並ぶ 。無加糖の
100％ぶどうジュースもとても
濃厚で大人気! !

ワイナリーブティック

お土産

ワイナリー

甲州ワインの正統を守り続ける
勝沼のワイナリー

～山梨の美味しいが私たちの誇りです～
食材にこだわり地元に愛されるお店

旨味たっぷり
の
「富士の介」
をたくさんの
人に味わって
もらいたくて 、
全国に発送し
ています。

通販サイトでもお買
い求めいただけます。

富士桜高原麦酒

リミテッド穂坂
甲州樽熟成

山梨生まれの高級ブランド魚
「富士の介」が楽しめる割烹

グルメ

ピルス・ヴァイツェン・ラオホ・シュ
ヴァルツヴァイツェンの定番のほ
か 、季節限定ビールも多数。山梨・
河口湖のお土産におすすめ！

現存する日本最古のワイナリー
勝沼の地でしか生まれないワインをぜひ

グルメ

富士山の麓 、標高1000ｍの醸造
所で造られる「 富士桜高原麦酒 」
は、
ドイツ仕込みの製造技術と富士
の豊かな自然で生まれた“至福のク
ラフトビール” 。
ワールド・ビア・カップ
金賞 、ワールド・ビア・アワード世界一
受賞など、世界に認められた逸品。

ワイナリー

ビール

富士山の天然水仕込み世界一のクラフトビール

営業時間
ラストオーダー
定休日
駐車場

よりどりみどり! 山梨の美味しいもの発見!

熔岩温泉・巻狩

●温泉の効能 遠赤外線 河口湖駅
熔岩風呂/冷え性 、肩こり、 から送迎
四十肩 、神経痛 、リュウマ します
チ、腰痛、胃腸病、水虫 他
富士急行線「 河口湖駅 」より
徒歩約15分／中央自動車道「 河口
湖I C 」
より車で約3分
（巻狩）11：00～19：30 要予約
（巻狩）水曜（7/20まで）
7/20～8/31は無休
30台

南都留郡富士河口湖町船津5219
http://www.yougan.com
☎0120
（29）
2260

2022年3月

大宴会場「桜」を個室食事処にリニューアル

開湯1200年の歴史を誇る信玄の湯 湯村温泉に 、
1万坪の敷地を構える常磐ホテル 。天皇陛下を始め
皇族の方々や各界の賓客を90年以上にわたって迎
え続けています。敷地内には3千坪の日本庭園が広
がり 、露天風呂からも庭園を眺められる優雅な造
り 。この庭園を中心に配置された部屋は全部で50
室 。ゆったりとした間取りで上品な和の情緒を感じ
させます。
電車／ J R甲府駅（北口）
よりタクシーで約10分
バス／甲府駅北口から
「湯村温泉入口」
で下車し、徒歩1分
車／中央自動車道「甲府昭和I C 」
より、国道20号線県道富
士見バイパス線を約6k m（約15分）
（受付時間）9：00～17：00

常磐ホテル

無休

200台（無料）

甲府市湯村2-5-21
☎055（254）3111

https://tokiwa-hotel.co.jp/
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