
勝沼ワイナリーツアー 

葡萄の騎士の会 

会長 木下 尚慈 

  

拝啓 入梅の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当会の運営にご協力をいた

だき、誠にありがとうございます。 

 本年度の葡萄の騎士の会ワイナリーツアーをご案内いたします。 

日本のワイナリー発祥の地、また甲州ぶどうの故郷、勝沼を中心としたワイナリーを、当会顧問、剣持 

春夫マスターソムリエと巡ります。 

 今回、訪ねる勝沼は伝統的な甲州ぶどうやマスカット・ベーリーＡなどが栽培され、現在８０ものワイナ

リーが存在し、日本最大のワイン産地としての地位を確立しており、そこで生産されるワインは長年高い

評価を得ています。剣持マスターソムリエによるワイン解説、山梨産ワインを楽しむ親睦の夕べ等、当会

ならではの企画をご用意いたしました。食用葡萄のデラウエア等の収穫が始まる季節に入ります。 

万障お繰り合わせの上、皆様のご参加をお待ち申し上げます。            敬具 

           

記 

１．主 催：葡萄の騎士の会 

日 程：Ａプラン 令和 2 年 7月 31日（金）～ ８月１日（土） 

Bプラン 令和 2 年 8月 28日（金）～ ８月 29日（土） 

２．宿 泊 地： エクシブ山中湖 

山梨県南都留郡山中湖村平野５６２－１２ 

ＴＥＬ０５５５－６５－９０００ 

（ 宿泊は基本的に１部屋１名様をご用意しています ) 

３．ツアー内容 

ワイナリー訪問先： 

Ａプラン ① ロリアンワイン白百合醸造 

② 大和葡萄酒  

③ まるき葡萄酒 

Ｂプラン ➀ シャトー勝沼 

② 甲斐ワイナリー 

③ 麻屋葡萄

 

   （注意） 今回のワイナリーは新コロナ・感染症により、ワインセラーが見学できないところも 

ございますのでご了承ください。 

ワインディナー 

山梨県産を中心とした日本ワインとエクシブのフルコースディナーを楽しみます。 

葡萄の騎士は、マントとメダルの着用、会員、ビジター様はスマートカジュアルな装いで参加ください。 



なお、ワイナリー見学についてはドレスコードは設けませんが、葡萄の騎士の会らしい装いで参加してく

ださい。 

４．参 加 費：  

基本料金 （１泊、夕食１回、昼食２回、朝食１回、現地移動バス料金、税込み） 

会員 お一人様 ２８，８００円  非会員 お一人様 ３１，０００円  

但し、当日入会する方は２８，８００円となります。 

（注意）ワイン資料館、有料試飲などは個人別払いとなりますのでご了承ください。 

  ＊ 集合場所は塩山駅になり、現地解散も塩山駅になります。往復交通費も個人でご購入ください。 

＊ 参加人数によりツアー料金 ( バス料金  ）が変更となる場合がございますのでご了承ください。 

 

参加人数： 3密を避けるため大型バス 1５名程度 先着順にて締め切りとなります。 

      （場合によってはキャンセル待ちとなります） 

     最少催行人数  12 名 

注意事項： 決行３日前、キャンセルした場合、キャンセルチャージ７０％、当日は１００％のキャンセルチ

ャージを頂戴致します。 

    ＊事情により、ツアー内容が変更する場合がございますのでご了承ください。 

支払方法 ：  

事前に下記の銀行口座宛にお振込みください。振り込み手数料につきましてはご負担願います。 

三菱 UFJ銀行 上北沢支店 普通 ０２６３３７５ 

ブドウノキシノカイ ダイヒョウ キノシタショウジ 

 

受付締切： Ａプラン 7月 17日（金)  振り込み期限： Ａプラン 7月 21日（火） 

        Ｂプラン 8月 14日（金）               Ｂプラン 8月 21日（金） 

 

５．お申込み・お問い合わせ：剣持 春夫 090-9011-6147  kensomm@zb.so-net.ne.jp 

                坂間 明彦  090-7258-5619  akihiko.sakama@gmail.com 

         *ホームページ、ブログのお申込みボタンからでも手続きできます。 

 

尚、エクシブ山中湖は新コロナ感染症の予防は完璧な体制で皆様をお迎えいたしていますのでご安心

ください。 

新型コロナ・ウイルス感染防止のため、参加者の皆様にご留意いただきたいことをまとめましたのでご確

認ください。 

➀ 当日風邪気味の方は不参加にしていただくようお願いします。 

② 当日、体温が 37.5℃以上の方は不参加としていただくようお願いします。 

③ マスクは各自最低 2日分、ワイナリー内、資料館他で常備必要ですのでご用意ください。 

④ 自己衛生管理を徹底してください。 （手洗い、アルコール消毒、うがい他） 



以上のことをお守りいただき健康的で楽しいツアーにしたいと思っております。 

当日は、ツアー日程表、筆記用具も各自でご用意ください。 

 

☆ プラン Aのオプション企画 （自由参加・別料金） 

8月 1日（土） バーベキューパーティ 

素敵な勝沼の夜景と地元産のワインを楽しみながらバーベキューパーティのお誘い 

   勝沼の夜景が最高！！！ 

   会場：ぶどうの丘、バーベキュー会場 

   時間：１６：３０～ １９：００ 

    参加費：お一人様 ５，０００円 （食事、ワイン、税込み） 

    最少催行人数：10名 

   帰京： 塩山駅までタクシー 19:45 退場 かいじ 56号 20:19 塩山発→ 21:39分新宿着 

 

☆ プラン Bのオプション （自由参加・別料金） 

8月 29日（土） 食用ぶどう狩り予定 

  食用ぶどうのぶどう狩りをお楽しいいただけます。 

  会場：ぶどうの丘近辺のぶどう農園 

  時間：１６：３０～ １７：３０ 

  参加費：各自でぶどう農園にてお支払いください。 

 

  



葡萄の騎士の会 ワイナリーツアーＡ 日程 

ITINERARY          7 月 31 日～8 月 1 日 

日程 場所 時間 スケジュール 備考 

7 月

31 日

（金） 

        

新宿 8:30   かいじ７号新宿発 → 9：５９分塩山着   

塩山 9:59  改札口集合、ホテルバスに乗換 マスク常備用   

勝沼 10:30-12:00  白百合醸造ワイナリー畑見学 & テースティング   

        

  12:30-13:30  放蕩「皆吉」にて昼食 昼食 

勝沼 13:30-15:00  自由行動（バス駐車場ぶどうの国文化館から）   

    

 ぶどうの国文化館⇒シャトーメルシャン資料館、               

ギャラリーでテースティング（新コロナによる休業も

有） 

  

     宮光園、蒼龍ワイナリー見学等   

        

  16:00  山中湖周辺,忍野八海他観光   

  17:00  エクシブ山中湖着チェックイン   

  ～18:00  温泉他自由行動   

  18:30 
 メーンダイニングで料理と勝沼ワインのマリアージュ

の会 
夕食 

  21:00  お開き、希望者は 2 次会   



        

  

  

  

8 月 

1 日

（土） 

  

  

  

  

  

  

  

  7:30～  朝食スタート 朝食 

  8:30 
 全員ロビー集合、 ホテルバスでホテル出発 マスク

常備用 
  

勝沼 9:30-11:00   大和葡萄酒ワイナリー見学＆テースティング   

  11:30-12:30  「そば丸」にて蕎麦昼食 昼食 

  13:30-14:30  まるき葡萄酒ワイナリー見学 ＆ テースティング   

  15:00-15:45  大善寺、ぶどう寺見学   

  16:00-16:30 
 ぶどうの丘にて自由行動。休憩、お買い物、希望者は

「天空の温泉」 
  

  16:30-18:30  オプション Ａ バーベキューパーティ   

  18:01  かいじ 48 号塩山発（オプションに参加しない場合）   

 19:27  新宿着   

  20:19  かいじ５６号塩山発（オプション参加の場合）   

  21:39  新宿着   

(注意）  事情によって内容が変更になる場合がございます。 

    連絡網 

    ・エクシブ山中湖    Ｔｅｌ  ０５５５－６５－９０００ 

      ・白百合醸造       Ｔｅｌ ０55３－４４－３１３１ 

    ・大和葡萄酒ワイナリー  Ｔｅｌ ０55３－４４－０４３３ 

    ・Ｍａｒｕｋｉ Ｗｉｎｅｒｙ Tel  ０１２０－８４２－４８８ 

・皆吉          Tel  ０５５３－４４－０００４ 

      ・そば丸        Tel  ０５５３－３３－７３３７ 

     ・ぶどうの丘       Tel  ０５５３－４４－２１１１ 



葡萄の騎士の会 ワイナリーツアーＢ 日程 

ITINERARY         ８月２８日～8 月２９日 

日程 場所 時間 スケジュール 備考 

 ８月

２８日

（金） 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

新宿 8:30   かいじ７号新宿発 → 9：５９分塩山着   

塩山 9:59  改札口集合、ホテルバスに乗換 マスク常備用   

勝沼 10:30-12:00  シャトー勝沼ワイナリー見学 & テースティング   

       （畑とワインセラーは見学不可）   

  12:30-13:30  放蕩「皆吉」にて昼食 昼食 

勝沼 13:30-15:00  自由行動（バス駐車場ぶどうの国文化館から）   

    

ぶどうの国文化館⇒シャトーメルシャン資料館、             

ギャラリーでテースティング（新コロナによる休業も

有） 

  

     宮光園、蒼龍ワイナリー見学等   

        

  16:00  山中湖周辺,忍野八海他観光   

  17:00  エクシブ山中湖着チェックイン   

    温泉他自由行動   

  18:30 
メーンダイニングで料理と勝沼ワインのマリアージュの

会 
夕食 

  21:00  お開き、希望者は 2 次会   



        

  

  

  

8 月

29 日

（土） 

  

  

  

  

  

  

  

  7:30  朝食スタート 朝食 

  8:30 
 全員ロビー集合、 Ｈバスでホテル出発 マスク常備

用 
  

勝沼 9:30-11:00   甲斐ワイナリー見学＆テースティング   

  11:30-12:30  「そば丸」にて蕎麦昼食 昼食 

  13:00-13:45  トンネルワインカーブ散歩   

  14:00-15:00  麻屋葡萄酒ワイナリー見学＆テースティング   

  15:15-16:00  ぶどうのお寺「大善寺」参拝   

  16:15-17:30 
 ぶどうの丘にて自由行動。休憩、お買い物、希望者は「天空

の温泉」 
  

  16:15-17:30  オプションＢ ぶどう狩り   

  18:01  かいじ 48 号塩山発   

新宿 19:27  新宿着   

        

 

(注意）  事情によって内容が変更になる場合がございます。 

 

    連絡網 

    ・エクシブ山中湖 Ｔｅｌ  ０５５５－６５－９０００ 



    ・シャトー勝沼  Ｔｅｌ ０55３－４４－００７３ 

    ・甲斐ワイナリー Ｔｅｌ ０55３－３２－２０３２ 

    ・麻屋葡萄酒 Ｔｅｌ ０55３－４４－１０２２ 

    ・皆吉 Tel  ０５５３－４４－０００４ 

      ・そば丸 Tel  ０５５３－３３－７３３７ 

      ・ぶどうの丘 Tel  ０５５３－４４－２１１１ 

  



 

 

7 月３１日 参加者宿泊名簿 

      〇×で記入 

      氏 名 携 帯 シングル ツウィン 
2 日目バーベキュー

参加 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           



10           

11           

12           

13           

14           

15 剣持 春夫 

０９０－９０

１１－６１４

７ 

〇   〇 

16           

17           

 

  



８月２８日 参加者宿泊名簿 

      〇×で記入 

      氏 名 携 帯 シングル ツウィン 
2 日目ぶどう狩り参

加 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           



14           

15           

16           

17           

 


