富士の国やまなし

峡東地域の景勝地
山梨市

峡東ワインリゾート

❹

西沢渓谷

フルーツ公園からの景色

春には日本一の作付面積を誇る桃の花で、辺りはピンク一色の「桃源郷」となります。南アルプスの山々
を望む絶景の中でワイナリーを巡ることで、美しい景色と個性的なワインのマリアージュを体感できます。

一宮 桃源郷パノラマルート

アルプスワイン㈱（直営店）

笛吹市一宮町狐新居323-1

0553-47-5881

❷「石和温泉湯けむりルート」

北野呂醸造㈲

笛吹市一宮町新巻480-1

0553-47-1563

石和温泉郷の玄関口「石和温泉駅」周辺には、ワイナリーはもちろん、グルメスポットや歴史ある寺院
など多くの見どころがあります。石和温泉でゆったりとくつろぎながら、美味しいワインをご堪能いた
だけます。

日川中央葡萄酒㈱（Liaison Wine） 笛吹市一宮町市之蔵118-1
スズランワイナリー
（スズラン酒造工業㈲）

0553-47-1553
0553-47-0221

矢作洋酒㈱

笛吹市一宮町上矢作606

0553-47-5911

ニュー山梨ワイン醸造㈱

笛吹市御坂町二ノ宮611

055-263-3036

笛吹ワイン㈱

笛吹市御坂町夏目原992

055-263-2299

八代醸造㈱

笛吹市八代町北1603

055-265-2418

石和温泉湯けむりルート

本坊酒造㈱マルス山梨ワイナリー

笛吹市石和町山崎126

055-262-4121

モンデ酒造㈱

笛吹市石和町市部476

055-262-3161

③

山梨市駅周辺ルート
山梨市上神内川107-1

0553-22-1511

山梨醗酵工業㈱

山梨市正徳寺1220-1

0553-23-2462

㈱八幡洋酒直売

山梨市北239
（JAフルーツ山梨直売所内） 0553-23-3914

④

塩山松里ルート
0553-33-3024

甲州市塩山藤木1937

0553-33-3058

奥野田葡萄酒醸造㈱

甲州市塩山牛奥2529-3

0553-33-9988

牛奥第一葡萄酒㈱

甲州市塩山牛奥3821

0553-33-8080

塩山洋酒醸造㈱

甲州市塩山千野693

0553-33-2228

甲斐ワイナリー㈱

甲州市塩山下於曽910

0553-32-2032

Kisvin Winery

甲州市塩山千野3320-4

0553-32-0003

三養醸造㈱

山梨市牧丘町窪平237-2

0553-35-2108

⑤

塩山松里地区は武田信玄にまつわる数多くの神社仏閣や遺宝など文化財が残
されており、県内有数の歴史的エリアです。果樹が盛んな甲州市の中でも松
里地区は「ころ柿」の産地としても多くの方が訪れています。

笛吹市は日本一の栽培面積を誇る桃の生産地（農林水産省「平
成15年産果樹生産出荷統計」による）です。市内に30万本
ある桃の花が一斉に咲き誇る様はまさに桃源郷と呼ぶに相応
しい景色が広がります。

甲州市

❺「甲州街道栗原宿ルート」

❸

❻❼❽「勝沼祝地区ルート」
勝沼町祝地区は甲州ぶどう・勝沼ワインの発祥の
地であり、国内随一のワイナリーの集積エリアで
す。徒歩で数多くのワイナリーを回ることができ、
「宮光園」などワインの歴史に触れながら、ぶどう
畑を散策していただけます。

ぶどう棚

❻

❺

宮光園

勝沼一帯は扇状地で水はけのよい砂質土壌が広く分布し、古
来よりブドウ栽培に適した地域です。また、日照量が多く、
笹子峠から吹き下ろす涼風により昼夜の寒暖差にも恵まれ、
ブドウがしっかりと熟す条件がそろっています。

宮光園は、宮崎光太郎が創業した葡萄酒醸造所と観光葡萄園の総
称です。現在は、日本の本格的ワイン醸造のルーツを知ることが
できる資料館として修復整備されており、ここから発見された貴
重な映像資料や写真、当時のワインラベルなどを展示しています。

甲州街道栗原宿ルート

鶴屋醸造㈱

山梨市下栗原1450

0553-20-1772

東晨洋酒㈱

山梨市歌田66

0553-22-5681

⑥

山梨県の指定文化財になっている市内最大の前方後円墳は八
代ふるさと公園内にあります。高台にある公園の古墳に上り
ながら素晴らしい眺望を楽しむ人も多く、歴史を身近に感じ
られます。

❹「塩山松里ルート」

江戸時代の宿場町「栗原宿」周辺を散策するコー
スです。このコースでは周辺に広がるブドウ畑の
四季折々の姿と歴史ある神社仏閣を楽しみながら
散策できます。

日本一の桃源郷

❼

勝沼祝地区ルート

麻屋葡萄酒㈱（あさや葡萄酒）

甲州市勝沼町等々力166

0553-44-1022

中央葡萄酒㈱（グレイスワイン） 甲州市勝沼町等々力173

0553-44-1230

大和葡萄酒㈱（ハギーワイン）

甲州市勝沼町等々力776-1

0553-44-0433

白百合醸造㈱

甲州市勝沼町等々力878-2

0553-44-3131

❷

❽

MGVs ワイナリー（塩山製作所） 甲州市勝沼町等々力字中瀬601-17 0553-44-6030
㈱シャトー勝沼

甲州市勝沼町菱山4729

シャトージュン㈱

甲州市勝沼町菱山字矢羽根3308 0553-44-2501

サッポロビール㈱グランポレール
甲州市勝沼町綿塚字大正577
勝沼ワイナリー

中北

峡東

清里
甲斐大泉
甲斐小泉

小淵沢

0553-44-0073

北杜市

長坂

丹波山村
甲府市

日野春

0553-44-2345

⑦

新府

勝沼祝地区ルート

盛田甲州ワイナリー㈱
（シャンモリワイン）

甲州市勝沼町勝沼2842

㈱シャトレーゼ勝沼ワイナリー

甲州市勝沼町勝沼2830-3

0553-20-4700

甲州市勝沼町下岩崎1841

0553-44-0026

柏和葡萄酒㈱

甲州市勝沼町勝沼3559(大善寺内) 0553-44-0027

㈱東夢

甲州市勝沼町勝沼2562-2

0553-44-5535

原茂ワイン㈱

甲州市勝沼町勝沼3181

0553-44-0121

㈲マルサン葡萄酒

甲州市勝沼町勝沼3111-1

0553-44-0160

錦城葡萄酒㈱

甲州市勝沼町小佐手1833

0553-44-1567

南アルプス市

❶

昭和町

富士川町

甲州市勝沼町下岩崎371

0553-44-0069

笛吹市一宮町南野呂624

0553-47-0207

甲州市勝沼町藤井780

0553-44-0043

甲州市勝沼町下岩崎2488

0553-44-1005

丸藤葡萄酒工業㈱
（MARUFUJI WINERY）
まるき葡萄酒㈱

市川
大門

㈱くらむぼんワイン

甲州市勝沼町下岩崎835

0553-44-0111

マンズワイン㈱勝沼ワイナリー

甲州市勝沼町町山400

0553-44-1151

山梨市
春日居町

勝沼ぶどう郷

石和温泉

市川本町

西桂町
富士河口湖町
精進湖

久那土

河口湖

身延町

峡南

内船
寄畑

南部町

井出

十島

四方津

上野原

都留市
道志村

山中湖村
富士吉田市

富士山

甲斐大島

梁川

忍野村
鳴沢村

塩之沢
身延

線

急行

富士

西湖

本栖湖

市ノ瀬
甲斐常葉

猿橋 鳥沢

初狩

笛吹市

落居

早川町

大月

笹子

中央市

上野原市

大月市

甲斐大和

市川三郷町

鰍沢口

甲斐岩間

0553-44-2190

勝沼醸造㈱

善光寺
南甲府
甲斐住吉

東花輪
甲斐上野
芦川

下部温泉
波高島

㈱ルミエール

国母

常永

身延線

甲州市勝沼町下岩崎1943

金手 酒折

小井川

勝沼祝地区ルート

イケダワイナリー㈱

甲府

竜王

線

0553-44-1012

蒼龍葡萄酒㈱

⑧

塩崎

0553-44-2003

甲州市

東山梨

本

甲州市勝沼町下岩崎1425-1

塩山
韮崎

央
中

メルシャン㈱
（シャトー・メルシャン）

韮崎市

小菅村

山梨市

甲斐市

穴山

山中湖

富士東部

●ラベンダー（富士河口湖町） ●富士山と紅葉（富士河口湖町） ●大法師公園の夜桜（富士川町） ●富士川ラフティング
（富士川町） ●身延山久遠寺（身延町）

機山洋酒工業㈱（Kizan Winery） 甲州市塩山三日市場3313
五味葡萄酒㈱

岡・銚子塚古墳（八代ふるさと公園）

このコース沿いには和菓子屋さんや喫茶店、温泉、根津記念館（実業家根津
嘉一郎の実家）とバラエティに富んだスポットがあります。また、春になる
と山梨市駅南側一面に広がる桃の花・菜の花の中を散策できます。

●花の都公園（山中湖村）

サントネージュワイン㈱
（アサヒビール）

❸「山梨市駅周辺ルート」

●まきば公園（北杜市）

笛吹市一宮町上矢作866

②

県内観光スポット

❶「一宮 桃源郷パノラマルート」

●清泉寮（北杜市）

①

峡東ワインリゾート
ガイドマップ

笛吹市

このマップは、峡東地域のワイナリーや観光スポットを歩きながら
楽しむことができるルートを紹介しています。
ゆっくり散策しながら、地域の魅力を満喫してください。

ワイナリー 一覧

富士の国やまなし

西沢渓谷は秩父多摩甲斐国立公園内に位置し、国内屈指の渓
谷美を誇る景勝地です。「七ツ釜五段の滝」に代表される大
小さまざまな美しい滝の織りなす渓谷美は圧巻で、初夏の
シャクナゲや秋の紅葉も見事です。

フルーツ公園はフルーツをテーマにした一大テーマパークで
す。新日本三大夜景・恋人の聖地・関東の富士見百景に認定
されており、わんぱくドームやミュージアム、足湯などが楽
しめるほか、盆地を望む夜景は見事です。

①

②

③

④

「一宮 桃源郷
 パノラマルート」

「石和温泉
 湯けむりルート」

「山梨市駅

周辺ルート」

「塩山松里ルート」

観 光 情 報

■フルーツ

山梨市 ぐるっと山梨市（観光協会）
石和温泉旅館協同組合
笛吹市 御坂町観光協会フルーツ部会
ふえふき旬感ネット
甲州市 ぐるり甲州市（観光協会）
共通 観光果実園NET

■温

TEL 0553-22-1111
TEL 055-262-3626
TEL 055-262-2271
TEL 055-287-8851
TEL 0553-32-2111
TEL 055-231-2722

泉

山梨市 ぐるっと山梨市（観光協会）
ふえふき観光ナビ
石和温泉観光協会
笛吹市 ふえふきしの湯（みさかの湯）
ふえふきしの湯（ももの里温泉）
ふえふきしの湯（なごみの湯）
ぐるり甲州市（観光協会）
甲州市 塩山温泉郷
甲州市商工会

TEL 0553-22-1111
TEL 055-261-2829
TEL 055-231-5500
TEL 055-261-6166
TEL 0553-47-4126
TEL 055-230-5551
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-33-2236

■自然景観
ぐるっと山梨市（観光協会）
山梨市 乙女湖
乙女高原ファンクラブ
笛吹市 ふえふき観光ナビ
ぐるり甲州市（観光協会）
甲州市
甲州市商工会

TEL 0553-22-1111
TEL 0553-22-0806
TEL 0553-35-3682
TEL 055-261-2829
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-33-2236

■直売所・道の駅
JAフルーツ山梨後屋敷支店ごやしき果実部直売所
JAフルーツ山梨ファーマーズマーケット
JAフルーツ山梨フルーツ直売所 八幡店
ぐるっと山梨市（観光協会）
JAふえふき
JAふえふき一宮フルーツ直売所
JAふえふき富士見支所直売所
ふえふき観光ナビ
笛吹市 さかいがわ直売所
八代グリーンファーム
芦川農産物直売所「おごっそう家」
春日居農産物直売所
里の駅いちのみや
甲州市役所
JAフルーツ山梨フルーツ直売所勝沼店
甲州市 甲州市交流保養センター
甲州市勝沼ぶどうの丘
道の駅 甲斐大和
JAフルーツ山梨
共 通
山梨県

TEL 0553-22-3542
TEL 0553-23-5111
TEL 0553-23-3914
TEL 0553-22-1111
TEL 055-265-1600
TEL 0553-47-4566
TEL 055-262-3853
TEL 055-261-2829
TEL 055-266-7700
TEL 055-265-2122
TEL 055-298-2820
TEL 0553-20-2211
TEL 0553-39-8000
TEL 0553-32-5092
TEL 0553-44-2511
TEL 0553-32-4126
TEL 0553-44-2111
TEL 0553-48-2571
TEL 0553-32-6500
TEL 055-223-1603

山梨市

■遊ぶ・体験
山梨市 ぐるっと山梨市（観光協会）
ふえふき観光ナビ
笛吹市
石和温泉観光協会
ぐるり甲州市（観光協会）
甲州市
甲州市役所

■バ

TEL 0553-22-1111
TEL 055-261-2829
TEL 055-231-5500
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-32-5092

ス

山梨市役所
ぐるっと山梨市（観光協会）
山梨市 甲州ワインライナー（民間）
焼山峠・大弛峠線（金峰山線：民間）
窪平・西沢渓谷線（民間）
笛吹市役所
笛吹市役所（芦川バス）
笛吹市
笛吹市役所（一宮循環バス）
笛吹市役所（境川循環バス）

TEL 0553-22-1111
TEL 055-232-3666
TEL 0553-26-2344
TEL 0553-33-3141
TEL 055-262-4111
TEL 0553-32-2111
（内線111）
TEL 055-232-3666
TEL 0553-33-3141
TEL 0553-26-2344
TEL 0553-33-3141
TEL 0553-33-3141
TEL 0553-33-3141
TEL 055-232-3666
TEL 055-232-3666
TEL 055-232-3666
TEL 0553-26-2344
TEL 055-262-1201

甲州市役所
（民間）
甲州市 勝沼周遊バス（9月～11月）
塩山高校線（民間）
定期路線バス・大菩薩上日川峠線（民間）
山梨交通
山梨交通（甲府～塩山方面）
山梨交通路線図（甲府～石和方面）
富士急行バス
共 通
富士急行バス（甲府駅～石和～富士山駅）
富士急行バス（石和～芦川）
栄和交通
山梨県バス協会

■タクシー

⑤

⑥

⑦

「甲州街道

栗原宿ルート」

「勝沼祝地区ルート」

「勝沼祝地区ルート」

㈲牧丘タクシー
TEL 0553-35-2140
（株）日下部タクシー
TEL 0553-22-1331
山梨市
(有)日川タクシー
TEL 0553-22-1095
ぐるっと山梨市（観光協会）
TEL 0553-22-1111
第一交通産業グループ‐山梨エリア（甲府・石和）TEL 055-224-1100
第一交通産業グループ‐山梨エリア（春日居）TEL 055-252-5533
日之出観光自動車(株)
TEL 0120-62-2133
別田タクシー(有)
TEL 0553-26-2633
石和タクシー(株)
TEL 055-262-2277
笛吹市 (有)石和交通
TEL 055-262-3737
八代タクシー(有)
TEL 055-265-2115
錦生友喜タクシー(有)
TEL 055-262-3048
東武交通(有)
TEL 0553-47-1333
TEL 055-261-2032
笛吹市役所（デマンドタクシー）
（直）
塩山タクシー(株)
TEL 0553-33-3200
甲州タクシー(株)
TEL 0553-33-3120
甲州市
(有)勝沼観光タクシー
TEL 0553-44-1432
ぐるり甲州市（観光協会）
TEL 0553-32-2111
共 通 山梨県タクシー協会
TEL 055-262-1212

■レンタサイクル
山梨市 レンタサイクル（街の駅やまなし）
レンタサイクル（石和温泉駅前観光案内所）
笛吹市 レンタサイクル（石和源泉足湯ひろば）
レンタサイクル（笛吹市役所観光商工課）
甲州市レンタサイクル ぐるりん
甲州市 甲州市レンタサイクル ぐるりん
甲州市レンタサイクル ぐるりん

■全

TEL 0553-20-7010
TEL 055-231-5500
TEL 055-262-8131
TEL 055-262-4111
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-33-5958
TEL 0553-44-5622

般

山梨市役所
山梨市 山梨市商工会
ぐるっと山梨市（観光協会）
笛吹市役所
石和温泉旅館協同組合
笛吹市
笛吹市商工会
ふえふき観光ナビ
甲州市役所
甲州市 甲州市商工会
ぐるり甲州市（観光協会）

TEL 0553-22-1111
TEL 0553-22-0806
TEL 0553-22-1111
TEL 055-262-4111
TEL 055-262-3626
TEL 055-263-7811
TEL 055-261-2829
TEL 0553-32-2111
TEL 0553-33-2236
TEL 0553-32-2111

アクセス
初
台

月

沼

八王子

大

勝

尻

一宮御坂

塩

本

甲府昭和

松

高速道路

大

（各駅）

新
宿

八王子

月

山

府

勝沼ぶどう郷

塩

甲

尻

山梨市

塩

本

石和温泉

松

JR 中央線

JR 特急かいじ

JR 身延線

富士急行線

JR 山手線

JR 横浜線

品
川

京

新幹線

東

岡

新横浜

静

名古屋

※特急スーパーあずさの一部の列車は
石和温泉にも停車します
※特急あずさの一部の列車は
塩山、山梨市、石和温泉にも停車します

富士山

JR 特急スーパーあずさ、あずさ※
JR 特急しなの

お問い合わせ
峡東地域ワインリゾート推進協議会事務局
山梨県観光部観光資源課内
TEL 055－223－1573

（公社）やまなし観光推進機構内
TEL 055－235－2722

山梨市役所観光課内

⑧
「勝沼祝地区ルート」

TEL 0553－22－1111
（代）

笛吹市役所産業観光部観光商工課内
TEL 055－262－4111
（代）

甲州市役所産業振興課内
TEL 0553－32－5092

http://wineresort.jp/
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