
7

甲府富士屋ホテル

甲府湯村温泉　湯村ホテルB&B

柳屋

甲府市上九の湯ふれあいセンター

ホテル神の湯温泉

百楽泉

竜王ラドン温泉ホテル　湯ーとぴあ

釜無川レクリエーションセンター（かまなしの湯）

神明温泉　志麻の湯

甲斐大泉温泉　パノラマの湯

たかねの湯

スパティオ小淵沢　延命の湯

増富の湯

クララ館　スパ＆レストラン

むかわの湯

フォッサマグナの湯

尾白の湯

泉温泉健康センター

シルクふれんどりぃ

六郷の里　つむぎの湯

みはらしの丘　みたまの湯

下部ホテル

なんぶの湯

道志川温泉　紅椿の湯

三ツ峠グリーンセンター

富士眺望の湯　ゆらり

山岸旅館

ホテル美富士園

はやぶさ温泉

川浦温泉　山県館

岩下温泉旅館

フルーツパーク富士屋ホテル

ホテル春日居

春日井びゅーほてる

かんぽの宿石和

ホテル花いさわ

ホテル平安

石和びゅーほてる

ホテル八田

石和常磐ホテル

宵待の里　花水晶

石和名湯糸柳

多摩源流　小菅の湯

日帰りコース対象施設

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

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

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

甲府市湯村３－２－３０

甲府市湯村３－３－１１

甲府市湯村３－１６－２

甲府市古関町１１７４

甲斐市竜地１７

甲斐市宇津谷１７１５－１

甲斐市富竹新田１３００－１

甲斐市西八幡４２６８－６

甲斐市島上条３１２３

北杜市大泉町西井出８２４０－１

北杜市高根町箕輪新町９５

北杜市小淵沢町２９６８－１

北杜市須玉町比志６４３８

北杜市明野町浅尾５２５９－９５０

北杜市武川町牧原１３２２

北杜市白州町大武川３４４－１９

北杜市白州町白須８０５６

北杜市大泉町谷戸１８８０

中央市大鳥居１６１９－１

西八代郡市川三郷町鴨狩津向６４０

西八代郡市川三郷町大塚２６０８

南巨摩郡身延町上之平１９００

南巨摩郡南部町内船８１０６－１

南都留郡道志村小椿３８８８

南都留郡西桂町下暮地１９００

南都留郡鳴沢村８５３２－５

南都留郡富士河口湖町船津４０３０－１

南都留郡富士河口湖町浅川２０７

山梨市牧丘町隼８１８－１

山梨市三富川浦１１４０

山梨市上岩下１０５３

山梨市江曽原１３８８

笛吹市春日居町小松８５５

笛吹市春日居町鎮目１７８

笛吹市石和町松本３４８－１

笛吹市石和町松本１４０９

笛吹市石和町川中島５３８

笛吹市石和町川中島１６０７

笛吹市石和町川中島１６０７

笛吹市石和町川中島１６０７－１４

笛吹市石和町川中島１６０７－２４２

笛吹市石和町駅前１３－８

北都留郡小菅村３４４５

☎０５５－２５３－８１１１

☎０５５－２５４－１１１１

☎０５５－２５３－２４１６

☎０５５５－８８－２５２５

☎０５５１－２８－５０００

☎０５５１－２８－６０００

☎０５５－２７６－９１１１

☎０５５－２７６－１１５１

☎０５５－２７７－１３１１

☎０５５１－３８－１３４１

☎０５５１－４６－２６１１

☎０５５１－３６－６１１１

☎０５５１－２０－６５００

☎０５５１－２５－２６０１

☎０５５１－２０－３１１３

☎０２６６－６５－３５７０

☎０５５１－３５－２８００

☎０５５１－３８－２６１１

☎０５５－２６９－２２８０

☎０５５６－２０－２６５１

☎０５５－２７２－２６４１

☎０５５６－３６－０３１１

☎０５５６－６４－２４３４

☎０５５４－２０－４５００

☎０５５５－２５－３０００

☎０５５５－８５－３１２６

☎０５５５－７２－２２１８

☎０５５５－７２－１０４４

☎０５５３－３５－２６１１

☎０５５３－３９－２１１１

☎０５５３－２２－２０５０

☎０５５３－２２－８８１１

☎０５５３－２０－２０００

☎０５５３－２６－３８１１

☎０５５－２６２－３７５５

☎０５５－２６２－４１６６

☎０５５－２６３－５８１１

☎０５５－２６２－４４２５

☎０５５－２６２－３１０１

☎０５５－２６２－６１１１

☎０５５－２６２－２３８０

☎０５５－２６２－３１４１

☎０４２８－８７－０８８８

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

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

★応募方法

★応募コース

           

ご住所 〒

お名前（フリガナ　　         　　　  　　　　　　　　　　　  ）

お電話番号

年齢 性別

男 ・ 女

市外局番からご記入ください。

歳

都道
府県

1．今回訪れた名湯はご満足いただけましたか。

希望するコースを○で囲んでください。

Aコース（宿泊）

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

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

1 2

専用応募用紙

※Bコースの場合は、押印欄に
　2施設のスタンプを押印してください。

Bコース（日帰り）

キリトリ

キ
リ
ト
リ

山梨県立美術館 ☎055-228-3322

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

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

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

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

芸術・文化・科学に触れる 休館日については変更になる場合があります。

山梨県立博物館              ☎055-261-2631

《電車》JR中央線石和温泉駅⇒バス約10分
《 車 》中央道一宮・御坂ＩＣ⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）

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

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

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

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

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

山梨の自然と人の歴史を、見て、
さわって、楽しみながら学べる博物館。

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881
土器や石器といった考古資料や、
考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ博物館。
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

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

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

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

上コブケ遺跡出土･
深鉢形土器

お正月イベント・
巨大はにわおとしの様子

古代米で
もちつき大会の様子

サンタ

©KAGAYA studio
星の旅-世界編-

シンボル展

かいじあむのお正月

館長トーク

まゆ玉作り

《電車》JR中央線大月駅から路線バスにて15分 
《  車 》中央道大月IC・都留IC⇒15分

山梨県立リニア見学センター  ☎0554-45-8121
超電導リニアを“見て・学んで・体験”できる施設

シンポジウム (昨年度)

山梨県内の遺跡から出土した土偶
の造形美について語るシンポジウム。

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

山梨県埋蔵文化財センター
県史跡甲府城跡や国史跡銚子塚古墳など、
楽しみながら親しんでもらう
イベントを開催しています。

2月16日（土）
「山梨の縄文土偶の
  魅力を語る」シンポジウム

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

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

☎055-266-3016

《オプトゥヴォスの水門》 
1856年国内個人蔵

企画展
「宝石の街 甲府」

制作体験

山梨近代人物館

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約5分
《 車 》中央道甲府昭和ＩＣ⇒約15分。
          駐車場は、山梨県庁防災新館
          地下駐車場をご利用ください。
         （駐車無料、但し減免処理が必要）
休館日：毎月第2・第4火曜日

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

明治から戦前までの間に活躍した
山梨県ゆかりの人物50名を
テーマごとに詳しく紹介しています。

山梨県庁舎別館2階
☎055-231-0988

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

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

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

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

山梨ジュエリーミュージアム  
山梨県庁防災新館1階（やまなしプラザ内）

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

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
土・日・祝日・12/26～12/28・1/4～1/9　10：30～11：45
毎日14：45～15：30

山梨県立科学館              ☎055-254-8151
不思議な展示物や仕掛けがたくさんあり、
楽しみながら科学を学べる科学館。

芥川龍之介「浅草公園」

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

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

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

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

☎055-223-1570

シンボル展示 冨嶽三六〇

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

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

山梨県立富士山世界遺産センター
富士山の世界遺産としての価値を
国内外に分かりやすく伝える施設

2月23日（土） 
富士山の日

☎0555-72-0259

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

・注意事項
※賞品により生産時期に合わせた発送となるため、抽選から発送まで3カ月ほどかかる場合があります。
※【個人情報について】ご応募の際に記載された個人情報については、プレゼントの発送時に利用させていただくほか、観光情報のご
案内に必要な範囲内で利用させていただくことがあります。

※アルコール類のご応募は、20歳以上の方に限らせていただきます。

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

めぐりプレゼント宝宝
応募はコチラへ

❷❷

https://bit.ly/2CVCI9E

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

❹❹

❶❶ ❸❸

❺❺

❼❼

❻❻

ご応募締切・平成31年2月28日（木）

笛吹市の石和温泉では、2019年の「甲府開府500年」と2021年の
武田信玄公の生誕500年に向け、戦国の猛将・武田信玄公を支
えた「武田二十四将」をテーマにホテルや旅館が「武田二十四将
の宿」として観光客を迎えるプロジェクトが始まった。今年10
月には、笛吹市の川中島合戦戦国絵巻前夜祭として、甲冑体験
や武将隊パフォーマンスなどのイベントが実施され、川中島合

戦戦国絵巻を大いに盛り上
げました。開府500年の節目
となる来年の元旦に向けて
“戦国ムード”を盛り上げて
いきます。

石和温泉『武田二十四将』
プロジェクト！

※当ガイドブックに掲載されている情報は2018年11月2日現在のものです。入場料金などの各種データが変更となったり、時期による変動や臨時休業などで利用できない場合がございます。予めご利用の際にご確認ください。
※表紙および掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合があります。また、天候、気象条件等により記事・写真のような景色が見られない場合があります。
※掲載の各観光施設・店舗の休業日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。
※本誌に掲載された内容により生じたトラブルや損害については、（公社）やまなし観光推進機構では補償いたしかねますので予めご了承願います。
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東京都

ACCESS & YAMANASHI MAP 車でのアクセス

電車でのアクセス

埼玉方面
から

圏央鶴ヶ島IC 甲府昭和IC八王子JCT
圏央道 中央自動車道

約30分 約60分

静岡市方面 甲府昭和IC
中部横断自動車道・中央自動車道国道52号線

約20分約1時間30分
六郷IC

御殿場市方面 甲府昭和IC
東富士五湖道路・

中央自動車道（大月JCT経由）国道138号線

約1時間約30分
須走IC

松本IC 甲府昭和IC
長野自動車道 中央自動車道

約15分 約60分
岡谷JCT長野方面

から

秩父市 甲府市
国道140号線 国道140号線～県道6号線

約1時間 約1時間
雁坂トンネル

高井戸IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約1時間30分
東京方面
から

八王子JCT海老名JCT
圏央道

約20分

中央自動車道

約60分
神奈川方面
から

名古屋IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約3時間
愛知方面
から

静岡方面
から

JR中央本線（特急）

約1時間30分
新　宿　駅 甲　府　駅

JR中央本線（特急）

約1時間
松　本　駅 甲　府　駅

JR身延線（特急）

約2時間

JR東海道新幹線

約1時間
名 古 屋 駅 甲　府　駅静岡駅

東京方面
より

新宿～甲府線／約２時間バスタ新宿 甲府駅

新宿～富士五湖線／約２時間バスタ新宿 河口湖駅

静岡方面
より

静岡～竜王・甲府線／約3時間 甲府駅静岡駅

清水・静岡～河口湖線／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

名古屋～竜王・甲府線／約４時間 甲府駅名古屋駅

名古屋～富士山駅・河口湖線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

関西方面
より

京都・大阪～甲府線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

大阪・京都～富士山駅・河口湖線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

羽田空港～富士山駅線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

空港方面
より

羽田空港～竜王・甲府線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

成田空港～竜王・甲府線／約３時間５０分 甲府駅成田空港

甲府駅名古屋駅金沢駅

横浜より

金沢より

博多より

高速バス／約2時間10分 甲府駅横浜駅

甲府駅博多駅

●高速バスでお越しの場合

甲 府・昇 仙 峡 エリア
富士山・富士五湖エリア

山梨交通バスセンター　☎055-223-5711
富士急コールセンター　☎0555-73-8181

横浜市方面 甲府昭和IC

北陸道高速バス
約4時間

名古屋ライナー
約4時間

名古屋駅高速バスどんたく号
約11時間

名古屋ライナー
約4時間

六郷IC

インスタグラム
キャンペーンページ開設

温泉施設の情報を
チェックしてね♪

＠meitoucp 検索

6

←石和源泉足湯広場に
    設置している二十四将の顔出しパネル


