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❶〔甲府市〕
信玄くんクリアファイル・
ハンドタオルセット（各1個）                        5名様
❷〔富士吉田市〕
吉田のうどんぶりちゃん 
どんぶり器（小1個）        　　　　　　　　　　　　  3名様
❸〔市川三郷町〕
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２mm）　         2名様
❹〔中央市〕
焼酎「とよとみ」（１本 ７２０ｍｌ）                    3名様
❺〔山中湖村〕
山中湖ワイン（1本）                                  1名様

■アンケート
山梨のどんなところに魅力を感じますか？
■ご応募方法
郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号とアンケート・希望プレゼント番号・プレゼ
ント名をご記入の上応募してください。応募はおひとり様ハガキ１枚とし、1プレゼントに限ら
せていただきます。賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
■送り先
〒400-0031 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階
 （公社）やまなし観光推進機構「富士の国やまなし宝めぐりプレゼント」係
■応募締切
〈冬プレゼント〉平成30年2月28日㊌必着
※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ヵ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。

❹❹

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／平成30年2月28日㊌必着めぐりプレゼント宝宝

❺❺

週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

ホテル談露館

甲府富士屋ホテル

甲府湯村温泉　湯村ホテルB&B

柳屋

旅館　明治

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～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

湧暇李の里　樹園

さくらの里　いこいの家

やまなみの湯

韮崎市健康ふれあいセンター　ゆ～ぷるにらさき

八ヶ岳ロイヤルホテル

まほらの湯

甲州鰍沢温泉　かじかの湯

シルクふれんどりぃ

奥山温泉

なんぶの湯

奈良田の里温泉

西山温泉　湯島の湯

光源の里温泉　ヘルシー美里

ヴィラ雨畑

下部温泉会館

みたまの湯

山岸旅館

富士眺望の湯　ゆらり

山中湖温泉　紅富士の湯

山中湖平野温泉　石割の湯

道志の湯

ホテル花いさわ

華やぎの章　慶山

富士野屋夕亭

石和常磐ホテル

華やぎの章　甲斐路

ホテル花京

ホテル平安

宵待の里 花水晶

ホテル古柏園

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29年12月１日（金）～平成30年2月28日（水）

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」

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「武田菱丸」

甲府市丸の内1-19-16

甲府市湯村3-2-30

甲府市湯村3-3-11

甲府市湯村3-16-2

甲府市湯村3-10-14

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

南アルプス市野牛島2722

南アルプス市鏡中條3782

南アルプス市西南湖1299－1

韮崎市中田町中條1800-1

北杜市大泉町西井出8240-1039

南巨摩郡富士川町長澤1757-2

南巨摩郡富士川町鳥屋137－1

中央市大鳥居1619-1

南巨摩郡南部町福士26842

南巨摩郡南部町内船8106-1

南巨摩郡早川町奈良田486

南巨摩郡早川町湯島1780-7

南巨摩郡早川町大原野651

南巨摩郡早川町雨畑699

南巨摩郡身延町下部1130-1

西八代郡市川三郷町大塚2608

南都留郡富士河口湖町船津4030-1

南都留郡鳴沢村8532-5

南都留郡山中湖村山中865-776

南都留郡山中湖村平野1450

南都留郡道志村7501

笛吹市石和町松本1409

笛吹市石和町市部822

笛吹市石和町八田286

笛吹市石和町川中島1607-14

笛吹市石和町川中島1607-40

笛吹市石和町川中島116

笛吹市石和町川中島538

笛吹市石和町川中島1607-242

笛吹市石和町市部822

北都留郡小菅村3445

☎055-237-1331

☎055-253-8111

☎055-254-1111

☎055-253-2416

☎055-252-0388

☎0555-88-2525

☎0551-28-5000

☎0551-28-6000

☎055-276-9111

☎055-276-1151

☎055-277-1311

☎055-285-4131

☎055-282-7610

☎055-280-3340

☎0551-20-2222

☎0551-38-4455

☎0556-22-7227

☎0556-27-0002

☎055-269-2280

☎0556-66-3366

☎0556-64-2434

☎0556-48-2552

☎0556-48-2468

☎0556-48-2621

☎0556-45-2213

☎0556-36-0124

☎055-272-2641

☎0555-72-2218

☎0555-85-3126

☎0555-20-2700

☎0555-20-3355

☎0554-52-2384

☎055-262-4166

☎055-262-2161

☎055-262-2266

☎055-262-6111

☎055-262-7373

☎055-263-4455

☎055-263-5811

☎055-262-2380

☎055-262-5890

☎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
 

❸❸❶❶ ❷❷

※当ガイドブックに掲載されている情報は2017年8月10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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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

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

11月3日（金・祝）～12月17日（日）
狩野芳崖と四天王
-近代日本画、もうひとつの水脈-
《悲母観音》を描いた狩野芳崖とその4人
の弟子たちに光を当てた初の展覧会。

1月2日（火）～3月4日（日）
コレクション企画展
「山梨県立美術館物語
-40年間のストーリー＆ヒストリー」
40周年を迎える山梨県立美術館の歴史
を所蔵品や資料とともに振り返ります。

《種をまく人》などの農民絵画を
描きつづけた、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。

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）、祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

1月2日（火）・1月3日（水）
かいじあむのお正月
お正月ならではのイベントを予定。
年の初めは博物館で招福！

12月20日（水）～2月19日（月）
常設展｢年の初めはかいじあむ｣
お正月にちなみ、｢めでたい｣資料を
取り揃えて展示します。年の初めは博
物館で招福！

甲斐国の幻の祭りの華やぎが、博物
館でよみがえります！

1月2日（火）～2月26日（月）
シンボル展
｢よみがえる！甲府道祖神祭り｣

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。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス約5分 
《  車 》中央道河口湖IC⇒約1分

かいじあむのお正月

甲府道祖神祭礼幕絵
州崎潮干狩（部分）

狩野芳崖《悲母観音》
明治21（1888）年
東京藝術大学蔵
（展示期間：12/2～17）

山梨県立美術館外観

サンタの衣装で記念撮影

《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：月曜日（祝日の場合はその翌日）

11月11日（土）～3月11日（日）
星空案内と
「ノーマン・ザ・スノーマン
～流れ星のふる夜に～」
八代健志監督による人形アニメーション
作品第3弾、珠玉のファンタジーです。

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。

ノーマン・
ザ・スノーマン

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：毎週月曜日（10月9日・11月20日は開館）

12月9日（土）～1月28日（日）
冬季企画展「甲斐市の出土品Ⅱ」
甲斐市の出土品を紹介する企画第2
弾。今回は旧竜王町・双葉町の出土品
を紹介します。

1月2日（火）～1月28日（日）
新年干支展
新年を祝い、2018年の干支である「戌（イ
ヌ）」にちなんだ考古資料を紹介します。

2月10日（土）～3月4日（日）
第15回「わたしたちの研究室」
研究成果展示会
小中学生による歴史・考古学分野の研
究成果を展示公開します。

冬季企画展：中秣塚古墳
(古墳時代終末期・甲斐市

わたしたちの研究室展示風景

犬を抱える少女人形（一部）
（近代・鰍沢河岸跡）

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》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日、12月25日～1月1日、
　　　　　　 1月9日～16日

1月20日（土）～3月21日（水・祝）
新収蔵品展
平成29年に新たに収蔵した太宰
治、山本周五郎、辻邦生などの資料
を紹介する展覧会。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。。

1938年11月、
太宰治が甲府から
東京の知人に送った手紙。

12月1日（金）～1月8日（月・祝）
リニア見学センター
冬休みイベント
クリスマスやお正月イベント盛りだくさん！

《電車》大月駅から直通バスにて15分 
《  車 》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

展示風景

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階                                    ☎055-231-0988

《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・12月29日～1月3日

10月1日（日）～3月27日（火）
山梨近代人物館第6回展示
「日本の発展に貢献した山梨の人々」
日本の政治経済・医療・養蚕業の発展に貢
献した山梨県出身の９人の人物を紹介します。

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。

山梨県内などを舞台としたゆる～いキャンプ漫画『ゆるキャン△』が2018年冬にアニメ化決定！
山梨に住む女子高生がちょっぴり手が届きそうな非日常をアウトドアを通じて体験するストーリー。
“千円札の絵にもなっている富士山”の身延町本栖湖など
県内のアウトドアを楽しめるスポットが取り上げられている。東京MXなどにて、2018年1月放送開始！

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

《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス約5分  《  車 》中央道河口湖IC⇒約1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（金） 富士山の日

富士山の自然が生み出した丸尾（溶岩台地）と、人間の関わりを紹介します。
1月1日（月・祝） ～2月26日（月）企画展「マグマの大地『まるび』-自然と祈り、暮らしの場-」展

☎0555-72-0259

YAMANASH I PI CK UP NEWS

★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３０年３月１日（木）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．今回の旅行の主な目的はなんですか？

希望するコースを○で囲んでください。

Aコース（宿泊）

□観光　□ビジネス　□帰省　□その他（　　　　　　　　　）

2．どなたといらっしゃいましたか？
□1人で　□友人等グループ（　　人）
□家族（　　人）　□団体旅行

1 2

山梨が舞台のアニメが
 放送開始！

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）
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