会場
市町村名

問い合わせ先

ページ名

内容
URL
甲府市観光協会
055-226-6550

甲府観光ナビ

1

甲府市の旬な情報やイベント情報をご紹介しています。
甲府にお越しになる際はぜひご覧ください。
https://kofu-tourism.com/event

甲府市

甲府市観光課
055-237-5702

甲府市観光課

甲府市の最新情報はもちろん、『甲府でしかできない50のこと』や『信玄公リターンズ』など、様々なコン
テンツをご用意しています！
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/welcome/index.html
ふじよしだ観光振興サービス
0555-21-1000

富士吉田観光ガイド
（イベント一覧ページ）

富士吉田市のイベント情報を掲載しています。
https://www.fujiyoshida.net/event
富士吉田市役所富士山課
0555-22-1111

市内
ハタオリマチフェスティバル
2020
2

ハタオリマチフェスティバル2020の情報を掲載しています。
https://hatafes.jp/

富士吉田市

ふじよしだ観光振興サービス
0555-21-1000

市内
吉田のうどんラリー

吉田のうどんラリーの情報を掲載しています。
https://fujiyoshida.net/news/69
富士吉田市役所富士山課
0555-22-1111

市内
SHIGOTABI

富士吉田ワーケーションプログラムの情報を掲載しています。
https://shigotabi.com/
ミュージアム都留
0554-45-8008

ミュージアム都留
3

都留市

ミュージアム都留
秋季特別展
崇高なる造形
－日本刀 名刀と名作から識る武
士の美学－

開催期間 令和2年11月7日から令和3年1月24日
刀剣は名物「武蔵正宗」、「有栖川宮熾仁親王所持村正」ほか重要美術品7点を含む15振。
刀装具は鉄鐔の覇者、金家・信家を史上初となる各12点（重要美術品4点）を同時展示に家彫・町彫
の傑作が一堂に集まります。
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/shougaigakushuu/museum_tsuru/1340.html
山梨市 政策秘書課 広聴広報担当
0553-22-1111

－
トップページ

4

山梨市の総合ページです。
イベント（中止情報等）や各種手続きなどのお知らせ情報を記載しています。
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/

山梨市

山梨市 観光協会
0553-22-1111

－
山梨市観光協会
公式サイト

山梨市観光協会公式サイトです。
市内観光情報を紹介しています。
https://www.yamanashishi-kankou.com/
大月市 秘書広報課
0554-23-8005

－
大月市 イベント情報
5

大月市のイベント情報を記載しています。
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/calendar/template01.html

大月市

大月市 観光協会
0554-22-2942

－
大月市観光協会
トップページ

大月市のイベント情報など役立つ情報を紹介しています。
https://www.otsuki-kanko.info/

会場
市町村名

問い合わせ先

ページ名

内容
URL
韮崎市総合政策課
0551-22-1111 （内線356）

－
新型コロナウイルスに
関する情報

市主催・共催イベント等の開催状況について随時お知らせします。
https://www.city.nirasaki.lg.jp/kinkyu/new_corona_virus_information.html
一般社団法人韮崎市観光協会
0551-22-1991

－
韮崎市観光協会
6

韮崎市

イベントや観光スポットについて紹介しています。現在、「第5回ニーラへのお便りコンテスト」や「韮崎
観光フォトコンテスト」の作品を募集しています。
https://www.nirasaki-kankou.jp/index.html
韮崎大村美術館
0551-23-7775

－
韮崎大村美術館

韮崎市出身でノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士が長年に渡り蒐集（しゅうしゅう）してきた
美術品を中心に展示をしている美術館です。現在、「韮崎大村美術館収蔵作品展-美を探るⅠ-」を開
催中です。（～11月29日（日）まで。）
http://nirasakiomura-artmuseum.com/
南アルプス市 観光商工課
055-282-7261

－
南アルプス市HP
7

南アルプス市の主催イベントや観光情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症関連の情報もありますので、こちらをご確認ください。

南アルプス市

https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/
南アルプス市 観光協会
055-284-4204

－
南アルプス市
観光協会HP

南アルプス市の観光情報はこちらをご確認ください。
https://minami-alpskankou.jp/
北杜市 観光課
0551-42-1351

－
8

北杜市

北杜市HP 観光情報

北杜市の登山情報や本市に関する写真を掲載しています。
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/tourism/
商工観光課
055-278-1708

JR竜王駅、JR竜王駅付近
竜王駅森のイルミネーション

約10万球で彩る竜王駅森のイルミネーションを開催。南口は富士山、北口は昇仙峡の仙娥滝をイメー
ジし、JR竜王駅の冬のシンボルとなっている。駅南北自由通路のハートのオブジェは、２人でベンチに
座り同時にスイッチを押し、タイミングが合えばハートが点灯。恋人、友人同士で２人の相性を占って
みては。
https://www.city.kai.yamanashi.jp/
甲斐市サクラまつり実行委員会（事務局商工観光
赤坂台総合公園
課）
055-278-1708

甲斐市サクラまつり

9

市の花「サクラ」の開花時期に合わせたイベントを通じて、家族が集い、楽しく桜を愛でることで、心の
安らぎや市への愛着心を醸成する。
https://www.city.kai.yamanashi.jp/

甲斐市

商工観光課
055-278-1708

JR竜王駅南北駅前広場
竜王駅前甲斐てき朝市

毎月第2日曜日の午前9時から、竜王駅南北駅前広場で開催されている地域密着型朝市。旬の野菜
や地域の特産などに加え、パンや野菜など、地元商店・農家自慢の品々が盛りだくさんです。毎回、開
始時には行列ができるなど、高い人気を誇っています。
https://www.city.kai.yamanashi.jp/
商工観光課
055-278-1708

市内各所
甲斐市ちいさな旅

市内の歴史、文化を中心とした散策ツアー「甲斐市ちいさな旅」を開催します。※詳細は、市広報誌を
ご覧ください。
－
笛吹市観光物産連盟
055-261-2829

－
10

笛吹市

ふえふき観光ナビ

笛吹市公式の観光ポータルサイト。
笛吹市の観光・温泉・果物狩り・イベント情報を掲載しています。
http://www.fuefuki-kanko.jp/

会場
市町村名

問い合わせ先

ページ名

内容
URL
上野原市 産業振興課
0554－62－3119

－
11

上野原市

発見うえのはら

イベントの詳細につきましてはこちらに記載してあります。
http://www.hakken-uenohara.jp/
甲州市 観光協会
（甲州市観光商工課）0553-32-2111

－
甲州市観光協会サイト
「ぐるり甲州市」

甲州市の観光情報が満載、Twitterでも随時情報発信しています。
https://www.koshu-kankou.jp/

12

甲州市

甲州市 政策秘書課
0553-32-2111

－
甲州市HP

観光協会以外でも多くのイベントを開催しています。
市の情報と共に参考にしてください。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/
中央市 政策秘書課
055-274-8512

－
13

中央市

トップページ

中央市のイベント情報を記載しています。
また、イベントの中止情報等もこちらに記載しています。
https://www.city.chuo.yamanashi.jp/
みはらしの丘みたまの湯
055-272-2641

みはらしの丘みたまの湯
みはらしの丘みたまの湯

14

夜景100選の絶景温泉
大地の神様（ガイア）が授けてくれた「地球の体液」と呼ぶにふさわしい 最高級の温泉相です。
http://www.mitamanoyu.jp/

市川三郷町

和紙づくり体験工房 夢工房
055-272-5137

和紙づくり体験工房 夢工房
市川手漉き和紙 夢工房

人にとって「紙」は人生の中で最も多く触れるもののひとつだと思います。そのわりに、私たちは紙につ
いてあまりよく知りません。夢工房では「和紙漉き体験」を通じて、和紙について楽しく学ぶことができ
ます。自分の手で作りながら学ぶことで、紙に興味がわき、勉強も楽しくなるかも…。
https://yumekobo-washi.jp/
南部町 産業振興課
0556-64-4838

－
17

南部町

トップページ

南部町の情報を掲載しています。
https://www.town.nanbu.yamanashi.jp/
道の駅富士川 0556-48-8700
道の駅富士川
はくばく文化ホール（一般社団法人ふじかわ）
はくばく文化ホール
0556-22-8811
道の駅では、毎週末に「朝市」や月１度「フリーマーケット」等を開催中。コンサート等も開催しておりま
すので、詳しくはホームページをご確認ください。

18

富士川町

道の駅
はくばく文化ホール

http://www.michinoeki-fujikawa.jp/
はくばく文化ホール

はくばく文化ホール（一般社団法人ふじかわ）
0556-22-8811

はくばく文化ホールでは、定期的にコンサートや音楽会を開催しております。詳しくはホームページを
ご確認ください。
http://masuho-bunka.jp/
道志村 産業振興課
0554-52-2114

－
20

道志村

道志村観光情報ＨＰ

道志村の観光施設の情報やイベント情報を紹介しています。
http://doshi-kanko.jp/

会場
市町村名

問い合わせ先

ページ名

内容
URL
忍野村観光産業課
0555-84-7794

－
観光トップページ

忍野村のイベント情報を記載してします。
http://www.vill.oshino.yamanashi.jp/
忍野村観光協会
0555-84-4222

－
忍野村観光協会

忍野村観光協会のイベント情報記載しています。
http://oshino.jp/

22

忍野村

忍野村教育委員会
0555-84-2042

忍野村内
第12回富士忍野
高原トレイルレース特設サイト

富士山の麓、名水の里「忍野村」で開催されるトレイルレースの特設サイトです。
－
忍野村教育委員会
0555-84-2042 0555-84-3222

－
四季の杜おしの公園
岡田紅陽写真美術館
小池邦夫絵手紙美術館

四季の杜おしの公園 岡田紅陽写真美術館 小池邦夫絵手紙美術館のイベント情報を記載していま
す。
http://shikinomori.webcrow.jp/
鳴沢村役場企画課
0555-85-2312

－
トップページ
24

鳴沢村の情報はこちらからご確認ください。
https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/

鳴沢村

鳴沢村役場企画課
0555-85-2312

－
なるさわ散策ガイド

道の駅イベントや観光の情報はこちらに記載しています
https://www.narusawa-kanko.jp/

－
富士河口湖町総合観光情報サイ
ト
町の魅力やイベント情報などを総合的に幅広くご紹介しています。

－

https://www.fujisan.ne.jp/event/

25 富士河口湖町
－
富士河口湖観光チャンネル

－

町営観光施設を中心に、様々な観光情報をご紹介しています。
http://www.fkchannel.jp/
小菅村 源流振興課
0428-87-0111

－
トップページ

小菅村のイベント情報を掲載しています。
http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/

26

小菅村

小菅村 源流振興課
0428-87-0111

－
総合情報サイト
「こ、こすげぇー」

イベント情報、アクティビティ、おすすめの過ごし方など、
小菅村に関する様々な情報を発信するWEBマガジン。
https://ko-kosuge.jp/
－

27

丹波山村

ホームページ

丹波山村 温泉観光課
0428-88-0211

丹波山村のイベント情報を記載しております。
http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/index.html

