
中部国際空港
セントレア 富士山静岡空港

関西国際空港

成田国際空港

新宿駅甲府駅
大月駅

富士急行線

静岡駅

富士駅

身延線

名鉄

東京国際空港
（羽田空港）

東京 IC

御殿場
JCT

東富士
五湖道路

三島駅
新東名
高速道路

東海道新幹線

東名高速道路

中央自動車道

中央本選

名古屋駅
小牧 IC

京都駅

岡谷 JCT

河口湖
IC

新大阪駅

新富士駅

品
川
駅

新
宿
駅

河口湖駅

京急

中央本線特急

20分

1時間３０分

甲府駅

山手線

中央本線特急20分

60分

富士急行線

50分
大月駅

高速バス

3時間30分

河口湖駅

高速バス

2時間40分

羽
田
空
港

羽
田
空
港

甲府駅

お問い合わせ
公益社団法人  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

TEL：055-231-2722　FAX：055-221-3040　E-mail：y-tabi@yamakan-sk.jp
URL：やまなしMICEガイド　http://www.yamanashi-kankou.jp/mice/index.html
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※所要時間は交通事情等によりますので、目安としてご利用ください。
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やまなし  MICE 検索

やまなし
M I C E
ガイド

世界遺産の富士山をはじめ南アルプスや八ヶ岳など雄大な自然に恵まれた山梨県の魅力を活かして、
山梨ならではの心に残るMICEをご提案します。

やまなし
ＭＩＣＥの魅力

世界遺産「富士山」の見える最高のロケーション
豊かな自然がもたらす落ち着いた環境
車でも電車でも抜群なアクセス
山梨ならではの多彩なプログラム



東京

甲府
河口湖

静岡

三島
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富士山を望む野外ステージなど山梨の自然を存分に

活かした舞台や、田植えやトレッキングなどの

自然を満喫できる体験など、研修旅行、報奨旅行、

コンベンションや学会、各種イベントなどに活用

できる多彩なプログラムをご用意しています。

車でも電車でも抜群なアクセス

山梨ならではの多彩なプログラム

 
山梨県は首都圏をはじめ、さまざまなエリアからのアクセスが抜群です。東京（高井戸 IC）

からは約80分で甲府や河口湖へ。名古屋 ICから河口湖 ICでも所要時間は約4時間です。

東海道新幹線ではJR静岡駅から約90分で県南部地域へ、JR三島駅から約80分で

富士北麓地域へ移動できます。

また山梨県はおおむね円形の地形なので、甲府を中心に県内各地へも約1時間で移動が可能です。

県内各地には山梨ならではの特別な会場“ユニークべニュー”もあります。

世界遺産「富士山」の見える最高のロケーション

豊かな自然がもたらす落ち着いた環境

やまなしＭＩＣＥの魅力

平成25年6月に世界文化遺産に登録された富士山。その雄大な

姿を眺めながら会議やイベントを行えるのは山梨だからこそ。

県内各所で思い出深い特別なMICEが開催できます。

山梨県は、東京都に隣接する位置にありながら、富士山をはじめユネスコエコパークに登録された南アルプスや八ヶ岳に囲まれ、

県土の約78％を森林が占めています。

それらの森林は首都圏の水源にもなっており、きれいな水と澄んだ空気、そして日照時間全国一位の太陽の光など、豊かな自然に

恵まれています。

写真提供：北杜市

山梨県は豊かな自然に恵まれていながら首都圏や中京圏からのアクセスもよく、自然に囲まれた落ち着いた環境の中で会議や研修、

スポーツまで幅広い MICE にご利用いただける施設がそろっています。山梨ならではの特別な会場やプログラムも多彩にご用意し、

心に残る特別なMICE の開催をご提案します。



平山郁夫シルクロード美術館

ユニークべニューは、英語で
「特別な会場」という意味。
通常では利用できない会場
を使ってイベントや会議を
行うことで、印象深い特別な
体験や感動をご提供する
ことができます。

ユニークベニューとは？

八ヶ岳と富士山を眺望する標高1,000m
の緑豊かな高原にある、日本画家平山郁夫
の美術館です。休館日に美術館を貸しきり、
平山画伯の集大成、大シルクロードの作品
にかこまれた展示室で、講演会や会議、
セミナーなどを開催できます。（200名）

最大2,000名収容の大ホールのある施設をはじめ、大会の規模に合わせて100～ 500名程度の収容が可能なホールの
あるホテルなど、多彩な施設があります。

全長850ｍの滑走路
甲斐市にある航空科をもつ学校法人の
施設です。全長850mの滑走路を利用して、
イベント・撮影などが行えます。天気の
良い日には、滑走路の先に富士山を望む
こともできます。ホール、多目的スペースと 
組み合わせての利用も可能です。  

河口湖ステラシアター
多くのアーティスト達のコンサート会場
としても知られる、正面ステージの先に
富士山を望む絶景の野外大ホールです。
全天候型の可動屋根もあるので、雨天時も
安心です。講演会、映画上映、総会・会議、
学校行事などに利用できます。（2,991名）

４，８００平方メートルの展示場
や会議室を有し、展示会や
各種イベントでご利用いただ
ける大型施設です。

1,989席の大ホール、700席
の小ホールや会議室などを
有し、山梨の文化発信の拠点
として様々なイベント・公演
などを行っております。

古代ローマ劇場に似た半円形
で、すり鉢状の客席空間
（２，９９１席）、音響反射板（可動
ステージ）の向こうには緑の
芝生と森、そして富士山が
見えます。（可動屋根有）

久保田一竹美術館
国内外で高い評価を受ける染色芸術
「一竹辻が花」を完成させた久保田一竹の
美術館です。紅葉が絶景の中庭、富士山と
河口湖を望むラウンジなどで、レセプション、
コンサート、お茶会、作品展、商談会などが
できます。（500名）

フルーツパーク冨士屋ホテル
新日本３大夜景の一つである笛吹川
フルーツ公園の夜景を堪能できるホテルで
す。中庭ガーデンで昼は富士山、夜は夜景
を楽しみながら、野外ミーティングや
パーティーが開催できます（100名）。
サプライズとして花火の打上も可能です。

富士Calm
河口湖ICから車で約５分、目の前に富士山
を仰ぐ宿泊研修施設です。芝生広場で
展示会、博覧会、協議会などの開催ができ
ます。（1,000名）館内の研修室、宿泊施設
と組み合わせることでより効果的な運営が
可能です。

小瀬スポーツ公園

サッカーJ1ヴァンフォーレ甲府のホーム
グラウンドでもある陸上競技場などを含む
総合的スポーツ施設です。

富士北麓公園

夏でも冷涼な富士山の麓にある総合
スポーツ公園です。富士山を眺めながら
競技を楽しめます。

山梨県馬術競技場

八ヶ岳にある、( 公財 ) 日本オリンピック
委員会馬術競技強化センターに指定され
ている馬術競技場です。

常磐ホテル
多くの文人や各界の賓客を迎えてきた甲府
の迎賓館と呼ばれる施設です。アメリカの
日本庭園専門誌が選ぶ全国ランキングで
第3位（宿泊施設としては第１位）となった
庭園で、レセプション、茶会、ガーデンチャペル
などを開催できます。（200名）

身延山久遠寺
日蓮宗の総本山、本堂で参拝・祈願の後、
身延山大学講堂で会議、セミナー、
レセプションが開催できます（500名）。
周辺の宿坊への宿泊体験、朝のお勤め
への参加、奥の院へのトレッキング等、
外国人の方や企業研修におすすめです。

山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨 コラニー文化ホール（県民文化ホール）

河口湖ステラシアター

M I C E
施設紹介

ユニーク
ベニュー ミーティングやレセプションパーティをより印象的に演出できる山梨ならではの会場を

ご紹介します。ご要望に応じたプログラムのご提案もします。
心に残るMICEの開催に向けてご活用ください。

山梨県内の大型施設をご紹介します。
ほかにも大会やイベントの規模、ご要望に合わせてご紹介します。

詳細はホームページをご確認ください。 詳細はホームページをご確認ください。

会議・展示施設

年間日照時間３年連続日本一の山梨県は、スポーツイベントにも最適です。多彩に活用できる施設をご紹介します。
(「統計でみる都道府県のすがた」総務省統計局　2013～2015年 )

競技施設

やまなし   MICE   施設 検索やまなし  MICE  ユニークベニュー 検索



写真提供：北杜市

写真提供：富士吉田市

富士山、忠霊塔と桜の
共演(新倉山浅間公園)

古き良き日本の風景が
現代に
(西湖いやしの里根場 )

河口湖周辺の観光スポットで富士山の魅力を堪能、古民家での各種体験もできます。

MICE開催助成制度

支 援
サポート

アフター
コンベン
シ ョ ン

リニアモーターカーや自然エネルギーなどの最先端技術の研究施設の見学、豊富な
自然環境を活かした山梨ならではの体験プログラムなど、山梨県だからこそできる特別な
アフターコンベンションをご提案します。MICEのテーマに沿ったアフターコンベンションを
取り入れることで、大会参加者の満足度をより上げることができます。 

やまなし観光推進機構では、山梨県内で開催されるMICEを支援しています。
施設等の紹介、案内コーナーの設置など幅広くサポートします。

山梨県内の魅力的な観光資源を巡るモデルコースを、テーマ別にエリアや所要時間に合わせてご用意しています。
(移動は自動車を想定しています )

※所要時間は交通事情等によりますので、目安としてご利用ください。

山梨県では県内で開催されるMICE の主催者様に対して、開催費用の一部に対する助成制度を設けています。
詳しくは山梨県観光振興課　０５５－２２３－１５５７ までお問い合わせください。

甲府市「甲府市観光客誘致対策補助金」
お問い合わせ先：甲府市 観光課 ０５５－２３７－５７０２

笛吹市「笛吹市全国大会等開催事業奨励金」
お問い合わせ先：笛吹市 観光商工課 ０５５－２６２－４１１１

県内市町村でも独自の補助金・奨励金を設けている自治体があります。

八ヶ岳・南アルプスの自然の恵みを満喫、季節ごとの花やフルーツ狩りが楽しめます。

旅の疲れを温泉で癒し、ワインの名産地で
世界にひとつだけのオリジナルラベルをつくろう。

夏には一面に咲く
ひまわりが、秋には
コスモスが見られます
(明野ひまわり畑 )

フルーツ狩り(14:20)

山梨県立まきば公園(12:30)

山梨県立フラワーセンター
ハイジの村 (10:30)

明野ひまわり畑 (9:40)

甲府 (9:00)

桃の他にもさくらんぼ
や葡萄等季節ごと様々
な果物が味わえます
(フルーツ狩り)

START

大月駅 (15:00)

山梨県立リニア見学センター
(13:10) 

新倉山浅間公園 (12:40)

西湖いやしの里根場 (9:30)

河口湖 (9:00)
START

甲府駅 (16:00)
GOAL

山 梨 の 思 い 出 に、
大切な人への贈り物に
(白百合醸造 )

武田信玄縁の寺
近年発見された「お江」
の石棺や夢想国師作の
庭園があります
（恵林寺）

GOAL

石和温泉郷 (15:00)

恵林寺 (13:00)

白百合醸造 (9:40)

甲府 (9:00)

10 分

40分

40分

40分

40分

30分

30分

20分

40分

30分

40分 30分
GOAL

START

支援項目

・ 関連施設、事業所の紹介

・ 観光紹介DVDの提供 

・ 画像データの提供

・ 県内観光情報の提供 

・ 県内告知、情報提供の支援 

・ 「後援」「協力」名義の申請などの協力 

・ 観光ボランティアガイドの紹介

・ 通訳案内士の紹介

・ 県産品などお土産物販事業者の紹介

・ アトラクションの紹介

・ アフターコンベンションの紹介 

・ 観光案内パンフレットの提供、または、観光案内コーナーの設置 

・ 山梨県のゆるキャラ「武田菱丸」の貸し出し

・ 菱丸ミネラルウォーター(500ｍl)の提供（有料）

・ コングレスバッグの提供（有料）

・ 歓迎用横断幕の掲示協力

・ 賑やかし用のポスター(パネル入り)、のぼり旗(ポール付)の貸し出し

※それぞれの項目の詳細については、お問い合わせください。

富士の国やまなし観光キャラバン隊長
武田菱丸

多彩なモデルコース


