
主催：ぶどうEXPO実行委員会／笛吹市商工会
お問い合わせ先

笛吹市商工会
山梨県笛吹市石和町市部４６７-１

TEL 055-263-7811

歴史ある、日本一のぶどうの
生産地・笛吹市ならではの
イベントが盛りだくさん。

ぶどうのフレッシュなおいしさを
楽しいひとときとともに
ご堪能ください。

日本一のぶどうの郷で
おいしく楽しく…

2015年9月1日㈫～11月30日㈪

http://fuefuki-shokokai.jp/budou-expo/

WEBで詳細情報を
check!

笛吹市ぶどうEXPO2015
魅力再発見おもてなし参加店

Map

特典サービス●ぶどうカレーをご注文の方

にコーヒーまたは紅茶をサービス

本坊酒造山梨マルスワイナリー

住　　所●笛吹市石和町山崎 126
Ｔ Ｅ Ｌ●055-262-4121
営業時間●８：30 ～ 17：00
定 休 日●年中無休 ※12 月 31 日を除く
http://www.hombo.co.jp/marswine/

山梨の土壌と気
候にあった世界
に通じるワイン
造りを目指し、
“ 芳醇な味わい
と優雅な薫りの

ハーモニー ”をテーマに、自然が豊かに
薫る格調高いワインに仕上げています。

特典サービス●「ぶどう EXPO を見た」と

言うと一部を除き試飲が無料

矢作洋酒

住　　所●笛吹市一宮町上矢作 606
Ｔ Ｅ Ｌ●0553-47-5911
営業時間●９：00 ～ 17：00
定 休 日●日曜日
http://www.yahagi-wine.co.jp

土壌からこだわ
って育てたブド
ウを丁寧に仕込
み、細心の注意
を払い熟成管理
した無添加ワイ

ンを製造しています。笛吹市の大自然の
生命力を受け止めてください。

特典サービス●「ぶどう EXPO を見た」と

言うと一部を除き試飲が無料

特典サービス●「ぶどうEXPOを見た」と

言うと葡萄畑をご案内。自社農園のぶどう

等の粗品をプレゼント。

特典サービス●「ぶどうEXPOを見た」と

言うとドリンク１杯サービス

定  休  日 ●月曜日※祝日の場合は翌日火曜日

マルサマルシェ CookingStudio

http://www.kokubutei.com

特 典 サービ ス●商 品 お 買 い 上げ 時に「ぶどう

EXPOを見た」と言うとワイングッズをプレゼント

特典サービス●喫茶スペースでご注文時に「ぶどう

EXPOを見た」と言うとコーヒーを50円割引き

日川中央葡萄酒

住　　所●笛吹市一宮町市之蔵 118-1
Ｔ Ｅ Ｌ●0553-47-1553
営業時間●８：30 ～ 17：30
定 休 日●日曜日、祝日
http://www.wine.or.jp/liaison/

“ 手づくりの良
さ ” を目標に、
ブドウ栽培、収
穫、醸造、販売
まで少量生産だ
からこそできる

辛口のワインづくりに努めています。食
事の際、お召し上がりいただけます。

特典サービス●「ぶどう EXPO を見た」と

言うと一部を除き試飲が無料

ルミエールワイナリーレストラン ゼルコバ

営業時間●11：00 ～ 22：00（LO21：00）

http://www.yamashita.gr.jp/mizuho/

果王園

住　　所●笛吹市一宮町田中 230
Ｔ Ｅ Ｌ●0553-47-2507
営業時間●8：30 ～ 17：30
　　　　　（7 月上旬～10 月下旬）
定 休 日●シーズン中は無休
http://kaoen.net/

果王園は家族み
んなで力を合わ
せ て、お 客 様
の「美味しい」
の一言と笑顔を
目標に、丹精込

めて桃・葡萄作りに励んでいます。私た
ち一同が心をこめてお迎えいたします。

特典サービス●2000円以上お買い上げの

お客様に手作りジャムプレゼント！！

特典サービス●ご注文時に「ぶどうEXPO

を見た」と言うとデザートひと品サービス

いちのみやママ工房

住　　所●笛吹市一宮町塩田 1389
Ｔ Ｅ Ｌ●0553-47-1651
営業時間●9：00 ～ 17：00
定 休 日●日曜日、祝日
http://www14.plala.or.jp/mamakobo/

山梨県を代表す
るフルーツの中
で、特に有名な
一宮産の桃とぶ
どうを末永くご
愛顧して頂くた

めに、もぎたてを全て手作業加工にて、無
添加で安心と美味しさを瓶に詰めました。

特典サービス●期間中、１０００円以上の

お買い上げで代金５％割引き
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マップ上の はバス停のマークです。
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笛吹川を渡り山梨県立博物館からブドウ園が連なる御坂街
道を進み、八代エリアを経由するコース。ブドウのみならず、
体験の出来るワイナリーもあります。

コース循環バス御坂・八代A

甲州桃太郎街道に軒を並べるぶどう園を通り、ロケーション
の良いワイナリーやぶどう園が並ぶエリアを通過し、金川の
森を経由するコース。

コース循環バス 一宮 B

バスは各コース1時間に1本の割合で、石和温泉駅を出発します。
●循環バス 御坂・八代コース▶始発10：00～最終16：30
●循環バス 一 宮 コ ース▶始発 9：30～最終16：00
詳しい運行表・時刻表はWEB又は各バス停に
表示してありますのでご確認して下さい。

魅力再発見 !
おもてなし参加店

http://goo.gl/maps/V3BIx

WEBで詳細情報を
check!

●ふえふきマルシェ開催（市内ワインをはじめ、ぶどうやスイーツ、ジャム他市内特産品の販売）
●スイーツ作り体験（マルサマルシェ・クッキングスタジオにてフルーツパフェやジャム作りなど※要予約）
●駅からツーリズム開催４日間限定ぶどうEXPOおもてなし券￥５００分、会場にて配布
  （ぶどうEXPOおもてなし参加店または以下のタクシー利用￥500割引券）
 ・石和交通・日之出タクシー・友喜タクシー・石和タクシー・別田タクシー・東武交通タクシー・岡部タクシー・八代タクシー・山梨第一交通
※ぶどうEXPO2015 バス周遊コース（上記４日間限定無料）

笛吹ワイン

住　　所●笛吹市御坂町夏目原 992
Ｔ Ｅ Ｌ●055-263-2299
営業時間●９：00 ～ 15：00
定 休 日●11月までの期間中は無休
http://www.fuefuki-wine.com

７月下旬～11月
上旬まで、ご自
身で収穫したブ
ドウを使ってワ
イン造りが体験
できます。足踏

み体験、搾りたて果汁の試飲、オリジナ
ルラベル作りが気軽に楽しめます。

特典サービス●「ぶどう EXPO を見た」と

言うと一部を除き試飲が無料

300

喫茶ミール

300 250

モンデ酒造

住　　所●笛吹市石和町市部 476
Ｔ Ｅ Ｌ●055-262-3161
営業時間●８：30 ～ 17：00
定 休 日●年中無休 ※12 月 31 日を除く
http://www.mondewine.co.jp/

ビンとアルミ缶
併用の生産ライ
ンや、ひんやり
とした樽貯蔵庫
などを見学した
後、ワイン、ジ

ュースや洋酒など10数種類の試飲がお楽
しみいただけます。

特典サービス●チェックイン時にウェルカム

ジュースをプレゼント。女性は色鮮やかな浴衣セッ

トを50%OFF（800円）にてお楽しみ頂けます

特典サービス●「ぶどう EXPOを見た」と

言うと一部を除き試飲が無料

朝日屋

住　　所●笛吹市御坂町栗合 104
Ｔ Ｅ Ｌ●055-262-3245
営業時間●昼 11：30 ～ 14：00
　　　　　夜 16：30 ～ 22：00
定 休 日●月曜日
http://www7b.biglobe.ne.jp/~asahiya/

フルーツ王国山
梨県の笛吹市に
あります鮨と和
食と創作料理の
お店です。新鮮
なネタと店主の

絶妙トークでおもてなし。送迎バスの用意
もありますのでご相談くださいませ。

特典サービス●飲食代の５％割引き

特典サービス●ほうとう、日本そば、各種

定食にウーロン茶をサービス

営業時間●11：30 ～ 13：45 ※平日のみ
　　　　　 17：00 ～ 25：00

特典サービス●店頭にてごまどうふ４個以上お買い上げ

の方にオリジナルメッセージ付きパッケージラベルをプレ

ゼント。※ぶどうEXPOパンフレットをご提示のお客様

営業時間●９：00 ～ 18：00
　　　　　　　　 、年末年始

営業時間●８：00 ～ 18：00

特典サービス●ぶどうEXPO期間中、本サイト

をご覧いただきご来店いただくとパワーストーン

紅水晶のお守り石を一つちょっぴりプレゼント

http://eigado.com/factory-eigado/

定  休  日 ●月曜日
（昼は予約のみ）

680


