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「総合案内所/インフォメーション」
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日本で正式に宝石の単位（カラット）を制定した日が1909年11月11
日であることから、日本ジュエリー協会ではこの日をジュエリーデー
と定めています。
山梨県水晶宝飾協同組合では、11月11日を含む前後の7日~10日間
を「やまなしジュエリーウィーク」として、ジュエリーをより身近に感
じて頂けるように様々なイベントを開催しています。

11月11日は「ジュエリーデー」11月11日は「ジュエリーデー」
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「宝石のまち甲府」のアンテナショップ
やまなしジュエリーを手に取ってご覧いただけます。
Koo-fu、SIMPRICHをはじめ秋冬のファッションを彩る
ジュエリーをお楽しみください。
・ジュエリークリーニング無料・リフォーム、
加工修理相談会・ジュエリーコーディネート案内

10：00～17：00 ※8日（火）定休日11月3日（木・祝）～13日（日）

内 容

やまなしジュエリーショップ

Koo- fu  Wedd ing新作発表会

山梨を代表するジュエリーブランド
「Koo-fu Wedding」イヤーモデルの発表及び、
「SIMPRICHI」の新作展示を行います。
開発者が作品に込めた想いをお伝えします。

16：00～17：00 第1部 （10組20名）
17：00～18：00 第2部 （10組20名）

11月3日（木・祝） YouTube配信

内 容

ホテル談露館トパーズ
（甲府市丸の内1-19-16）

ゆめ・きら・マルシェ

『人とつながる社会とつながる夢がつながる』
マンマメルカートの仲間がジュエリーをテーマに
マルシェを開催します。
12日約40店舗
13日約40店舗

10：00～16：0011月12日（土）、13日（日）

内 容

舞鶴城公園南広場（甲府丸の内1-9-11）

ジュエリーワークショップ

・シルバー粘土キーホルダー
・スピリチュアルタロット占い
・Gemフラワーランタン
・本格ジュエリー原型制作

予約制参加自由
随時入店可 事前予約必要

10：00～15：3011月12日（土）、13日（日）

内 容

「ゆめ・きら・マルシェ」ブース内
舞鶴城公園南広場（甲府丸の内1-9-11）

★ジュエリーワークショップ
★ジュエリーのお菓子販売
★こんなのあったらいいな～の「ジュエリーの絵」のコンテスト

2022イヤーモデル

Youtube配信やまなしジュエリーショップ
J E W E L R Y  W E E Kフェア

（甲府市丸の内1-6-1 防災新館1階）

【主催】甲府商工会議所・山梨県水晶宝飾協同組合 【主催】甲府商工会議所 【主催】山梨県水晶宝飾協同組合

▼ご来場のお申し込みは▼

【主催】山梨県水晶宝飾協同組合【TEL】055-225-5700

※予定は変更になる場合がございます。

他：オリジナルアクセサリー等

koo-fuWedding 公式オンライン
web

☎055-225-5700
 やまなしジュエリーショップ
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普段開放していないジュエリー工房などで制作体験をし
たり、見学をしたり、お買い物をしたり。『宝石のまち甲
府』の歴史に触れながら、自由に甲府を楽しんでいただく
イベントです。
訪問した数に応じて豪華ジュエリーが当たる抽選会も！

☆甲府市役所１階市民活動室では、全国唯一の公立ジュエリー専門学校、
山梨県立宝石美術専門学校3年生による作品パネル展も同時開催！☆

受付：甲府市役所1階市民活動室、テレビ山梨本社
 ガイドブックを受け取ったらスタートです！

◀イベントの詳細・予約はこちら
※見学や制作体験などは予約制です。

11月12日（土）、13日（日）

内 容

参加事業所　34社

Y A M A N A S H I  P r o d u c t  F a s h i o n - s h o w

山梨を代表する地場産品、印傳、織物、ジュエリーを使って
ファッションショーを開催。各産業の代表者によるトークステージ、
ジュエリーのプロによるジュエリーコーディネートやジュエリーの
魅力を伝えるトークショーなど、盛り沢山のステージイベントです。

13：00～16：0013日（日）

内 容

やまなしプラザオープンスクエア（甲府市丸の内1-6-1 防災新館1階）

YAMANASHI  Product Fashion-show
スケジュール

観覧無料 Youtube配信甲府ジュエリーツーリズム

YouTube配信

13:00～ 13:30 甲府ジュエリー×甲州印伝×富士吉田織物トークショー
 　甲府ジュエリー：株式会社古屋 社長 古屋貴司 氏
 　甲州印伝：株式会社印傳屋上原勇七 社長 上原重樹 氏
 　富士吉田織物：有限会社テンジン 社長 小林新司 氏

13:30～ 14:10 ファッションショー　1stステージ

14:20～ 15:05 トークショー
　 　ジュエリーコーディネーター１級（取得時最年少・最短） 
 　　（株）ラトレイユ代表取締役　小俣友里 氏
 　テレビにも多数出演
 　　（株）ミタルズ 社長　カピル・ミタル 氏

15:10～ 15:55 トークショー
 　海外での宝石買付の裏話～レアストーン編～
 　KARATZ（カラッツ）社長で宝石鑑定士 　小山慶一郎 氏

16:00～ 16:40 ファッションショー　2ndステージ

17:00 終了

11月13日（日）

https://www.kofu-jewelry-tourism.jp/

【主催】甲府市　https://www.kofu-jewelry-tourism.jp 【主催】甲府商工会議所

事前予約必要
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ジュエリー i nバンク

11月7（月）～11（金）

山梨中央銀行／甲府信用金庫／山梨信用金庫／
山梨県民信用組合／各本店並びに商工中金甲府支店

水晶美術彫刻作品および水晶美術彫刻加工方法を活
かした装身具類の向上と、伝統的工芸品産業の振興と
後継者の育成を図ることを目的とした新作展。

入場無料

入場無料

10月21（金）～25（火） 内 容

甲府市役所1階市民プラザ（甲府市丸の内1-18-1）

1階フロアのジュエリー2割引・印伝、菓子等1割引。
「山梨ヌーボーフェア・今治タオルフェア 11月3日～11月30日」
「ネクタイ1万本まつり」を開催（11月11日～13日）
豪華景品が当たる抽選会も行います

11月11（金）～13（日） 内 容

かいてらす（甲府市東光寺3-13-25）

「素敵なものに、おいしいもの」
商店街ならではのお得なセールや、フリーマーケットが出店
します。
イベントや対象店舗でお買い物をすると、景品が当たるスタ
ンプラリーも実施中です。ぜひ遊びに来てください。

10：00～14：0011月12（土）
内 容

かすがも～る、銀座通り

第 6 2回水晶彫刻新作展

かいてらす
ジュエリーウィークセール

第 2土曜市

ウェルカムタペストリー

やまなしJewlryWeekに併せて、山梨県立宝石美術専門
学校の学生がデザインした横断幕を歓迎の意を込めて
甲府駅に掲示します。
ジュエリー業界の金の卵の力作をご覧ください。

10月8（土）～11月13（日）
甲府駅改札付近

【主催】山梨県水晶宝飾協同組合

【主催】山梨県水晶美術彫刻協同組合　https://suishou.jp

【主催】山梨県地場産業センターかいてらす　https://kaiterasu.jp

【主催】甲府商工会議所

「宝石のまち甲府」ならでは、1年に一度
山梨県内の金融機関の窓口で働く行員、金庫職員の皆さん
がジュエリーを身に着けて業務を行っています。

内 容

内 容

【主催】甲府中央商店街新生協議会
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10月8（土）～11月13（日）
甲府駅改札付近

【主催】山梨県水晶宝飾協同組合

【主催】山梨県水晶美術彫刻協同組合　https://suishou.jp
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企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容

㈱中込宝飾

TEL:055-232-5411
FAX:055-232-5417
info@nakagomi-pearl.co.jp
担当：関戸

NAKAGOMI JEWELRY　
COLLECTION　2022

11月11日(金)～
11月14日(月)

㈱中込宝飾  1F  特設会場
〒 400-0867
山梨県甲府市青沼 
3 丁目 3-5

パールネックレス・パールジュエリー・ダイヤモンド
ジュエリーの販売
ファミリーセール・入場無料・駐車場有
・来場者プレゼント有・購入者プレゼント有
・50％ OFF（一部除外有）
・ジュエリーリフレッシュサービス

㈱サイキ宝飾
TEL:055-228-5678
FAX:055-228-5695
y.saiki@cyci.co.jp
担当：齊木祐二

2022
サイキ宝飾ジュエリーフェア

11月12日(土)～
11月13日(日)

アピオ タワー館６Fサボイ
〒 409-3866
山梨県中巨摩郡 
昭和町西条 3600

ジュエリーフェア
今年で 21回目になる年に一度のユーザー様向けのセール
です。主力のパールをはじめ、人気のダイヤや色石など

・品価特（ffo％05～08てしプッナンイラを品商のく多数
一部商品を除く）の大特価。お買い上げ抽選会や楽しい
ビンゴ大会の他、お子様も楽しんでいただけるキッズス
ペースもあります。ご家族皆さんでお越しください。

ジュエリーマイン

TEL:055-231-0683
お電話での予約
担当：望月知秀

宝石セミナー 10月29日(土)～
11月20日(日)

〒 400-0031
甲府市丸の内1-21-15
岡島百貨店3階  

GIA 鑑定士による宝石セミナーを開催。ダイヤモンド、
カラーストーンなど宝石について解らない事、
疑問に思う事、何でも解りやすく解説します。
予約制、11:00 ～ 16:00 間でご予約下さい。
1講座定員 2名様まで、セミナー所要時間約 1時間。
・持物：筆記用具ご持参ください。

㈱石友

TEL:055-220-1711
FAX:055-220-1777
soumu@ishitomo.co.jp
担当：細沼　央

ジュエリー工房の見学 11月3日(木)～
11月6日(日)

石友本社
〒 400-0811
山梨県甲府市川田町 
アリア 106

ジュエリーの製造工程が全て見学できます。
事前の受付連絡が必要となります。

企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容

㈱甲斐物産商会
（岡島1階シャルム）

TEL:055-237-5437
FAX:055-237-5648
motohirakaibussan414@gmail.com
担当：石原甚平

et momo JAPON festival 11月3日(木)～
11月6日(日)

岡島百貨店１階シャルム
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内
1-21-15 岡島 1 階

山梨県在住のジュエリー作家
 et momo JAPONさんの作品の展示・販売会。

㈱AIO
（JEWELRY VALLEY）

TEL:055-226-6883
FAX:055-233-3999
shop@jewelryvalley.jp
担当：松本和大

JEWELRY VALLEY フェスタ 11月12日(土)～
11月13日(日)

デュオヒルズ甲府一階
〒 400-0032
山梨県甲府市中央 
1 丁目 5-2

「JEWELRY VALLEY」初のオフラインイベント。　
一般ユーザーに向けて展示・販売、枠、加工相談（要予
約）も承ります。入場料不要（場合によっては入場制限
あり）インスタライブで人気のゲストやジュエリーのエ

㈱ラッキー商会

TEL:055-235-9107
FAX:055-235-9109
luckyd2@j-lucky.co.jp
担当：秋山　優

ジュエリー工房の
見学制作体験、
ファクトリーセール

Jewelry week中
常時開催
土日祝日も開催
します。予約制
となります。

L&Co.Open Factory
〒 400-0864
山梨県甲府市湯田 
2 丁目 10-12

ジュエリーのファクトリー見学無料、ジュエリーの製造
体験、石を選んで、石を留め、磨く職人の作業が体験で
きます（要予約）キュービック、天然石を選んで、真鍮、
シルバー、10金を選んでものづくり！
5,000 円・10,000 円・15,000 円コースがあります。

㈱明治堂

TEL:055-235-2551
FAX:055-235-2554
info@meijido.co.jp
担当：逸見幸司

ファクトリーセール 11月3日(木)～
11月13日(日)

㈱明治堂ショールーム
〒 400-0851 
山梨県甲府市住吉 
1 丁目 4-7   1F

新規オープンしたショールームで展示販売会を行います。
・来場者プレゼント ジュエリーマガジンヒルズ新誕生石物語
・お買い上げプレゼント　ジュエリー用ルーペ 10倍

JEWELRY WEEK中に開催される各事業社のイベント内 容ファミリーセール＆イベント
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企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容

㈱中込宝飾

TEL:055-232-5411
FAX:055-232-5417
info@nakagomi-pearl.co.jp
担当：関戸

NAKAGOMI JEWELRY　
COLLECTION　2022

11月11日(金)～
11月14日(月)

㈱中込宝飾  1F  特設会場
〒 400-0867
山梨県甲府市青沼 
3 丁目 3-5

パールネックレス・パールジュエリー・ダイヤモンド
ジュエリーの販売
ファミリーセール・入場無料・駐車場有
・来場者プレゼント有・購入者プレゼント有
・50％ OFF（一部除外有）
・ジュエリーリフレッシュサービス

㈱サイキ宝飾
TEL:055-228-5678
FAX:055-228-5695
y.saiki@cyci.co.jp
担当：齊木祐二

2022
サイキ宝飾ジュエリーフェア

11月12日(土)～
11月13日(日)

アピオ タワー館６Fサボイ
〒 409-3866
山梨県中巨摩郡 
昭和町西条 3600

ジュエリーフェア
今年で 21回目になる年に一度のユーザー様向けのセール
です。主力のパールをはじめ、人気のダイヤや色石など

・品価特（ffo％05～08てしプッナンイラを品商のく多数
一部商品を除く）の大特価。お買い上げ抽選会や楽しい
ビンゴ大会の他、お子様も楽しんでいただけるキッズス
ペースもあります。ご家族皆さんでお越しください。

ジュエリーマイン

TEL:055-231-0683
お電話での予約
担当：望月知秀

宝石セミナー 10月29日(土)～
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GIA 鑑定士による宝石セミナーを開催。ダイヤモンド、
カラーストーンなど宝石について解らない事、
疑問に思う事、何でも解りやすく解説します。
予約制、11:00 ～ 16:00 間でご予約下さい。
1講座定員 2名様まで、セミナー所要時間約 1時間。
・持物：筆記用具ご持参ください。

㈱石友

TEL:055-220-1711
FAX:055-220-1777
soumu@ishitomo.co.jp
担当：細沼　央

ジュエリー工房の見学 11月3日(木)～
11月6日(日)

石友本社
〒 400-0811
山梨県甲府市川田町 
アリア 106

ジュエリーの製造工程が全て見学できます。
事前の受付連絡が必要となります。

企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容

㈱甲斐物産商会
（岡島1階シャルム）
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motohirakaibussan414@gmail.com
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岡島百貨店１階シャルム
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内
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㈱AIO
（JEWELRY VALLEY）

TEL:055-226-6883
FAX:055-233-3999
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担当：松本和大
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1 丁目 5-2
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見学制作体験、
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土日祝日も開催
します。予約制
となります。

L&Co.Open Factory
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ジュエリーのファクトリー見学無料、ジュエリーの製造
体験、石を選んで、石を留め、磨く職人の作業が体験で
きます（要予約）キュービック、天然石を選んで、真鍮、
シルバー、10金を選んでものづくり！
5,000 円・10,000 円・15,000 円コースがあります。

㈱明治堂

TEL:055-235-2551
FAX:055-235-2554
info@meijido.co.jp
担当：逸見幸司

ファクトリーセール 11月3日(木)～
11月13日(日)

㈱明治堂ショールーム
〒 400-0851 
山梨県甲府市住吉 
1 丁目 4-7   1F

新規オープンしたショールームで展示販売会を行います。
・来場者プレゼント ジュエリーマガジンヒルズ新誕生石物語
・お買い上げプレゼント　ジュエリー用ルーペ 10倍

JEWELRY WEEK中に開催される各事業社のイベント内 容ファミリーセール＆イベント
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１DK Jewelry works

TEL:055-227-5253
FAX:055-227-5310
info@1dk-jewelry.com
担当：後藤晃一

Jewelry week 特別セール 11月3日(木)～
11月13日(日)

1DK  Jewelry works
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内 
1 丁目 14-14  
オリオン共同ビル 102

期間中、ご購入された商品を 10％ OFF
月・火曜日は定休日（日曜日は事前予約必要）

㈱光新

TEL:055-227-1666
FAX:055-227-1665
koshin-j@topaz.plala.or.jp
担当：松本昂大

光新まつり 11月5日(土)～
11月6日(日)

㈱光新
〒 400-0858
山梨県甲府市相生 
2 丁目 9-10

ファミリーセール
年に一度の「光新まつり」お気軽にご来場ください。

㈱フカサワ宝石

TEL:055-237-1313
FAX:055-222-6084
f-houseki@nifty.com
担当：深澤由子

パール＆ジュエリー
week セール

11月4日(金)～
11月13日(日)
木曜日定休

フカサワ宝石
〒 400-0032
山梨県甲府市中央 
1-2-15

当社オリジナルの真珠やジュエリーを期間中お買得価格
でご提供させていただきます。

㈱コダマ

TEL:055-228-2248
FAX:055-228-2247
fjkodama@sirius.ocn.ne.jp
担当：小玉　実

アトリエ見学
11月3日(木)～
11月13日(日) 
要予約

works K（ワークス K）
〒 400-0851
山梨県甲府市住吉 
5丁目 4-3

ハイジュエリーを創ってきた「コダマ」の工房を見学す
る事が出来ます。小さな工房ですが一流の職人の仕事に
間近で触れる事が出来ます。

山梨県装身具協会
事務局：篠原貿易株式会社内

TEL:055-237-1000
FAX:055-237-1001
sokyo@shino-jp.com
担当：篠原義明

第 36回
ジュエリーファクトリーセール

11月19日(土)～
11月20日(日)

やまなしプラザ
（山梨県防災新館 1階）
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内
1-6-1

卸業者 8社による消費者対象のセール
・1日 2回 12：00と 15：00に「金箔が当たる抽選会」
・会場内にて「ジュエリー豆知識講座」の開催
・ブライダルジュエリーご相談会
・ジュエリーの無料クリーニングコーナー

㈱秋山製作所

TEL:055-233-3101
FAX:055-232-2062
y.tsuruta@akiyama-pearl.co.jp
担当：鶴田　芳博

クリスマスセール
11月4日(金)～
11月6(日)
10:00～18:00

株式会社 秋山製作所
〒 400-0861
山梨県甲府市城東 
4丁目4-15  3 階

毎年恒例の自社開催のクリスマスセール。ジュエリーの
販売以外にも協賛イベントや工場見学。ジュエリーク
リニック（ジュエリーのリフレッシュ）、プチミネラル
ショーなど企画もりだくさん。
※工場見学は要予約 AM10:30・PM1:30・PM3:30
（1 日 3回各回 5名とさせて頂きます）
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
(www.akiyama-pearl.co.jp)

TOLABO Shop&studio

TEL:055-232-1456
info@tolabo.jp
担当：小林

現代の名工・伝統工芸士に
よる宝石のワークショップ

随時（ご予約制）
事前予約につき
ましては、メー
ルにてお申し込
みください。

TOLABO Shop&studio
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内 
1 丁目 14-14  
オリオン共同ビル 104

「宝石研磨体験」「宝石ブレスレット製作」「宝石ネック
レス製作」　甲州水晶貴石細工の伝統工芸士 大寄智彦氏
のオリジナルジュエリーブランド直営店。ここにしかな
い唯一無二の天然石ジュエリーが手に入るお店です。

㈱GSTV　甲府事業所
TEL:055-244-6360
FAX:055-244-6366
akira.tezuka@gstv.jp
担当：手塚　詔

GSTV ファクトリーセール
in KOFU

11月12日(土)～
11月13日(日)

GSTV 甲府事業所
〒 400-0857
山梨県甲府市幸町 12-9

工房見学と販売会
アクセサリーの輝きや透明感が変わるジュエリークリー
ニングと新品仕上コーナーを設けます。

Hiroyuki.Okumura@gstv.jp
担当：奥村弘之

企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容 企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容
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担当：後藤晃一

Jewelry week 特別セール 11月3日(木)～
11月13日(日)

1DK  Jewelry works
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内 
1 丁目 14-14  
オリオン共同ビル 102

期間中、ご購入された商品を 10％ OFF
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FAX:055-227-1665
koshin-j@topaz.plala.or.jp
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光新まつり 11月5日(土)～
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㈱光新
〒 400-0858
山梨県甲府市相生 
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works K（ワークス K）
〒 400-0851
山梨県甲府市住吉 
5丁目 4-3

ハイジュエリーを創ってきた「コダマ」の工房を見学す
る事が出来ます。小さな工房ですが一流の職人の仕事に
間近で触れる事が出来ます。
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第 36回
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（山梨県防災新館 1階）
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内
1-6-1

卸業者 8社による消費者対象のセール
・1日 2回 12：00と 15：00に「金箔が当たる抽選会」
・会場内にて「ジュエリー豆知識講座」の開催
・ブライダルジュエリーご相談会
・ジュエリーの無料クリーニングコーナー
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リニック（ジュエリーのリフレッシュ）、プチミネラル
ショーなど企画もりだくさん。
※工場見学は要予約 AM10:30・PM1:30・PM3:30
（1 日 3回各回 5名とさせて頂きます）
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
(www.akiyama-pearl.co.jp)

TOLABO Shop&studio

TEL:055-232-1456
info@tolabo.jp
担当：小林

現代の名工・伝統工芸士に
よる宝石のワークショップ

随時（ご予約制）
事前予約につき
ましては、メー
ルにてお申し込
みください。
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1 丁目 14-14  
オリオン共同ビル 104

「宝石研磨体験」「宝石ブレスレット製作」「宝石ネック
レス製作」　甲州水晶貴石細工の伝統工芸士 大寄智彦氏
のオリジナルジュエリーブランド直営店。ここにしかな
い唯一無二の天然石ジュエリーが手に入るお店です。

㈱GSTV　甲府事業所
TEL:055-244-6360
FAX:055-244-6366
akira.tezuka@gstv.jp
担当：手塚　詔

GSTV ファクトリーセール
in KOFU

11月12日(土)～
11月13日(日)

GSTV 甲府事業所
〒 400-0857
山梨県甲府市幸町 12-9

工房見学と販売会
アクセサリーの輝きや透明感が変わるジュエリークリー
ニングと新品仕上コーナーを設けます。

Hiroyuki.Okumura@gstv.jp
担当：奥村弘之

企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容 企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容
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(一財）山梨県地場産業
センター

TEL:055-237-1641
FAX:055-228-9185
info@kaiterasu.jp
担当： 澤・長田

特別割引セール 11月11日(金)～
11月13日(日)

山梨県地場産業センター　
かいてらす
〒 400-0807
 山梨県甲府市東光寺  
3 丁目 13-25

1 階フロアのジュエリー 2割引・印伝、菓子等 1割引。
「山梨ヌーボーフェア・今治タオルフェア
11 月 3日～ 11 月 30 日」
・「ネクタイ 1万本まつり」を開催（11 月 11 日～ 13 日）
・豪華景品が当たる抽選会も行います

㈱古屋

TEL:055-235-1203
FAX:055-232-4707
info@furuya-c.com
担当：横谷夏也

ストーンカメオミュージアム
見学

11月7日(月)~
11月11日(金)
要予約

ストーンカメオミュージアム
〒 400-0864
山梨県甲府市湯田 
2 丁目 7-5

見学のお申し込みはこちらから▶

㈱詫間宝石彫刻

TEL:055-224-2039
FAX:055-224-2009
info@takumahouseki.com
担当：詫間康二

オープンファクトリー 11月12日(土)～
11月13日(日)

㈱詫間宝石彫刻
〒 400-0031
山梨県甲府市丸の内
3-26-1

オープンファクトリー
ファクトリーセール　新作発表
ワークショップも開催します。
https://www.takumahouseki.jp/

ジェムストーン甲府
カンパニー㈲

TEL:055-225-6758
FAX:055-225-6759
gemstonecompany@yahoo.com
担当：遠山

30%OFF セール

10月31日(月)～
11月2日(土)
 
11月8日(火)～
11月10日(木)

ジェムストーン甲府カンパニー
〒 400-0042
山梨県甲府市高畑 
3 丁目 1-9

店内にあるルース、ビーズ、彫刻を全品 30％ OFF

40年以上にわたり収集した多彩なス
トーンカメオ作品を約500点展示して
います。ジュエリー購入や製作も可能
です。専門スタッフが案内します。
入館料2000円（大人）

企業名 連絡先 イベント名称 開催日 開催場所 イベント内容

（甲府市丸の内1-6-1 防災新館1階）
山梨ジュエリーミュージアム

i 関連告知

♦ジュエリーウィークイベント♦
特別体験プログラム「七宝体験」開催（3日、5日、6日）
来館者プレゼント（11日、12日、13日）※数に限りあり

♦企画展♦
ジュエリーミュージアムコレクション展（10月28日から開催）
日・バーレーン王国外交関係樹立50周年記念
バーレーン王国の天然真珠と宝石（11月２日から開催）

開館時間：午前10時～午後5時30分
 （最終入館は午後5時）
休館日：火曜日
入館料：無料

〒400-0031　山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県防災新館1階やまなしプラザ内
TEL 055-223-1570
https://www.pref.yamanashi.jp/yjm/

金櫻神社 （甲府市御岳町2347）

1 2

3 4

甲府の名勝、昇仙峡を登りつめた地に鎮座する金峰山を御

神体とした神社です。

第十代崇神天皇の御代（約2000年前）、各地に疫病が蔓延

した折、諸国に神を祀って悪疫退散と万民息災の祈願をし、

甲斐の国においては金峰山山頂に御祭神である少彦名命

（すくなひこなのみこと）を祀ったのが当社の起源となります。

入館無料

公式HP

クリスタルアース （甲府駅北口）

平成22年、リニューアルした甲府駅北口に設置。水晶・ブド

ウ（ワイン）をモチーフとし、約6,200個の透明水晶で作られた

直径1.2mの球体で、中心にブドウをイメージして約900個の

アメジストを配置、約3,000本のステンレスワイヤーで吊るされて

います。1つの水晶の大きさは約1.5cmで、光を反射し、より輝

いて見えるよう32面体にカットされ、4個のみに「沈み彫り」と

いう技法で約5mmのブドウが彫られています。電車で山梨県

を訪れる方々に、宝石の街甲府をPRしています。

ゆめ・きら・リング （甲府駅南口）

2019年11月11日（ジュエリーデー）に宝石のまちPRするため

に設置された、ダイヤモンドをモチーフとしたモニュメント。

高さ3m31cm 幅3m20cm、ステンレス製。造形作家市川治之氏

デザイン。宝石のまちのフォトスポットであり、パワースポット

です。
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