富士山保全協力金記念品による優待特典 施設（地域別）
※施設掲載は、建制（市町村）順、その後は、五十音順としております（「株式会社」「市町村立」等の標記を除く）。
No.

施設名
1 源泉湯 燈屋

住所
甲府市上阿原町590‑3

甲府湯村温泉 湯村ホテル
2
甲府市湯村3‑3‑11
B&B

営業時間
10：00〜0：30
最終受付23：30

定休日等

H28.7.28現在

施設の優待内容

無し（設備点検等で休みの場合があ フェイスタオル1枚プレゼント
ります）
（大人4名様まで）

○日帰り入浴料金割引
例）大人1,200円→700円（税別）※小学生以下半額。
7：00〜21：00（毎日10：00頃〜11：00 毎週火曜10時頃〜14時頃清掃・その
・1グループ有効です。チェックイン時精算です。タオル有料。
頃清掃）
他メンテナンス日
・刺青・タトゥのある方入館出来ません。
・繁忙日や時間帯で入浴出来ない場合もあります。

木札提示１枚での適用人数
4名様まで

1グループ
（一度に入浴可能な人数）

3 幸せの丘ありあんす

甲府市上曽根町朝日4011 9:30〜17:00（入館は16:30迄）

不定休

○象牙彫刻美術館 1人200円引き
○パターゴルフ プレー料金 1人200円引

制限なし

4 昇仙峡影絵の森美術館

甲府市高成町1035‑2

9：00〜17：00

無休

入館料割引
大人800→700円
中人500→450円
小人400→360円

制限なし

5 昇仙峡ほうとう会館

甲府市猪狩町393

9：00〜16：00（冬期時間変更あり）

年中無休

御来店一名に1個ミニクッキープレゼント

木札提示者のみ

6 ホテルクラウンパレス甲府

甲府市朝気1‑2‑1

24h

無し

宿泊のお客様に富士山麓のおいしい天然水 1本プレゼント

木札提示者のみ

7 ホテルニューステーション

甲府市北口1‑4‑15

24h

なし

ウエルカムドリンク（県産ワイン）サービス

制限なし

8 湯村温泉旅館協同組合

甲府市湯村3‑10‑5

10：00〜17：00

日曜日

立ち寄り入浴実施旅館にて入浴料100円引き

木札提示者のみ

9 御師旧外川家住宅

富士吉田市上吉田3‑14‑8 （最終入館16：30）

火曜日（祝日を除く）
祝日の翌日（日、祝日を除く）
年末年始
※7.8月は無休

入館無料

木札提示者のみ

9：30〜17：00

ハイランドリゾート ホテル＆
10 スパ フジヤマ スカイバルコ 富士吉田市新西原5‑6‑1 9：00〜16：00
ニー

※雨天など天候によって休止いたし
ます。
※スカート・サンダル・ハイヒール着 利用料 通常1,000円→500円（記念写真付き）
用の方は、
ご参加できません。

木札提示者のみ

11 富士急ハイランド

富士吉田市5‑6‑1

平日9：00〜17：00
土日休9：00〜18：00

※お問い合わせください

フリーパス割引
大人5300円 中高生4900円 小人4100円

5名様まで

12 富士山ステーションホテル

富士吉田市松山2‑7‑12

7:00〜22:00

※お問い合わせください

ポストカードプレゼント

木札提示者のみ

13 ふじさんミュージアム

富士吉田市上吉田2288‑1 （最終入館16：30）

火曜日（祝日を除く）
祝日の翌日（日、祝日を除く）
年末年始
※7.8月は無休

入館無料

木札提示者のみ

9：30〜17：00
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No.

施設名

住所

営業時間

定休日等

施設の優待内容

木札提示１枚での適用人数

14 富士山レーダードーム館

富士吉田市新屋1936‑1

9：00〜17：00
（最終入館〜16：30）

火曜日
（7、8月無休、年末年始休）

入館無料

木札提示者のみ

15 ふじやま温泉

富士吉田市新西原4‑1524

7:00〜9:00/10:00〜23:00
（最終受付22:00）

年中無休（点検休館日あり）

通常料金より100円割引

木札提示者のみ

16 フジヤマミュージアム

富士吉田市新西原5‑6‑1

平日10：00〜17：30
土曜10：00〜20：30
日曜祝日9：00〜20：30
※入館受付は、閉館30分前まで

不定休

オリジナルポストカードセットプレゼント

木札提示者のみ

17 ふじやま屋

富士吉田市新西原2‑5‑1
8：00〜18：00
富士山駅構内

無休

フジヤマソフト5％OFF

制限なし

富士吉田市新西原5‑6‑1 11：00〜（平日）
リサとガスパールタウン内 10：00〜（土日祝）

なし

ケーキセット 通常1,200円→1,000円（税込）
お好きなケーキ・お好きな紅茶

２名

18

リサとガスパールタウン レ
レーヴ サロン・ド・テ

19

都留市博物館「ミュージアム
都留市上谷1‑5‑1
都留」

9:00〜17:00
（入館は16:30まで）

20

山梨県立リニア見学セン
ター

都留市小形山2381

9：00〜17：00
（最終入場16：30）

21 鼓川温泉

山梨市牧丘町牧平262

4〜10月10：00〜21：00
（11月〜3月は20：30まで）
受付は閉館1時間前迄

22 花かげの湯

山梨市牧丘町窪平453‑1 （11月〜3月は20：30まで）

4〜10月10：00〜21：00
受付は閉館1時間前迄

毎週月曜日、祝日の翌日
（※月曜日が祝日の場合は、開館、 入館料を30％割引
翌日の火曜日休館）
（団体割引適用料金）
年末年始12月29日〜1月3日
月曜日
（月曜日が祝日の場合は、翌火曜
日）
ショップ商品全品10％割引
（火曜日が祝日の場合は、開館）
祝日の翌日（祝日の翌日が金土日の
場合は開館）
年末年始（12/29〜1/3）

木札提示者のみ

木札提示者のみ可。
一会計木札一枚まで。

木曜日
（祝日の場合、翌日）

市外大人料金（3時間利用）100円引き

木札提示者のみ

月曜日
（祝日の場合、翌日）

市外大人料金（3時間利用）100円引き

木札提示者のみ

23 みとみ笛吹の湯

山梨市三富下釜口447

10：00〜20：00
（受付は閉館1時間前まで）

火曜日
（祝日の場合、翌日）

市外大人料金 100円引き

木札提示者のみ

24 岩殿山ふれあいの館

大月市賑岡町強瀬81‑1

9：00〜16：00

月曜日
（祝日の場合、翌日休館）

白簱史朗写真館の見学料金を無料にします。

制限なし

25 笹一酒造株式会社酒遊館

大月市笹子町吉久保26

9:00〜17:30

年中無休

・酒類のみ5％割引（一部除外品あり）
・お食事処にて500円以上の品 50円値引き

4名

○成人の方は蒸溜所ロックグラスプレゼント
○未成年の方はクリアファイルプレゼント

木札提示者のみ

9：30〜16：30
サントリー白州蒸溜所・サン
※時期により延長営業あり
26 トリー天然水南アルプス白 北杜市白州町鳥原2913‑1 ※ご来場の際は、前日までにご予約 年末年始（臨時休業あり）
州工場
をお願いします。
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No.

施設名

27 湯〜とぴあ

28

株式会社シャトレーゼベル
フォーレワイナリー

住所

営業時間

定休日等

施設の優待内容

木札提示１枚での適用人数

甲斐市富竹新田1300‑1

10：00〜23：00

なし

入浴料50％割引（タオルのみ付）

制限なし（木札の提示が条件）

甲斐市下今井1954

9:00〜17:00（最終入場16：30）

無（年末年始のみ）

・併設のローマンガラス美術館500円→400円にて入場
・来場者にミニアイスプレゼント

5名様

29 石和びゅーほてる

笛吹市石和町川中島1607 ※お問い合わせください

※お問い合わせください

宿泊者に、ちょっぴりプレゼント（直接予約時に申し添え下さい）
予約センター 055‑262‑3193

木札提示者のみ

30 春日居びゅーほてる

笛吹市春日居町鎮目178 ※お問い合わせください

※お問い合わせください

宿泊者に、ちょっぴりプレゼント（直接予約時に申し添え下さい）
予約センター 055‑262‑3193

木札提示者のみ

31 かんぽの宿 石和

笛吹市石和町松本348‑1 〔宿泊〕チェックイン15：00 チェックア 〔休館日〕2016年6月19日〜7月7日

・宿泊のお客様に、ご夕食時グラスビールまたはソフトドリンク1人1杯サービス
・宿泊のお客様は、1泊2食ご利用で1人500円割引。さらに記念品1人1個プレゼント
・日帰り入浴料10：30〜15：00 1人820円のところ500円（大広間で休憩可）
15：00〜21：00 1人520円のところ300円

木札提示者のみ

〔日帰り〕10：30〜21：00（受付終了
20：00）
ウト10：00

32 ホテル春日居

笛吹市春日居町小松855 24時間

不定休

宿泊のお客様に記念品プレゼント

木札提示者のみ

33 ホテル花いさわ

笛吹市石和町松本1409

※お問い合わせください

宿泊者に、ちょっぴりプレゼント（直接予約時に申し添え下さい）
予約センター 055‑262‑3193

木札提示者のみ

34 ホテル平安

笛吹市石和町川中島538 年中無休

年中無休

夕食時、日本酒又はソフトドリンク１本付

木札提示者を含め2名以上

35 御坂農園グレープハウス

笛吹市御坂町夏目原656‑
8:00〜17：00
1

年中無休

・桃狩りコース100円割引（6月下旬〜8月中旬）
・ぶどう狩りコース100円割引（7月下旬〜11月中旬）
・巨峰狩りコース100円割引（8月中旬〜9月下旬）

制限なし

36 みさかの湯

笛吹市御坂町成田2200

毎月第2.第4火曜日（祝日の場合は
翌日）
その他管理上必要な日

入館料割引（大人200円・小人100円引き）

木札提示者のみ

37 信玄館

甲州市塩山小屋敷2311‑1 08：30〜17：00

12/28.29.30.31

食事利用のお客様コーヒー又はジュースサービス

1〜10名

年末年始及び12月の特定休日

来場者に100ml醤油等をプレゼント

20才以上全員

※お問い合わせください

10:00〜22:00
（最終入館受付は21:30まで）

38

マンズワイン株式会社勝沼
甲州市勝沼町山400
ワイナリー

9:00〜17:00

39

甲斐黄金村・湯之奥金山博 南巨摩郡身延町上之平
物館
1787番地先

5月〜9月：9:00〜18:00（受付は17:30
水曜日（祝祭日の場合翌日）
まで）
12月28日〜1月1日（年末年始5日間） 観覧・体験・共通チケット10％割引
10月〜4月：9:00〜17:00（受付は
※8月中は無休
16:30 まで）

40

身延町なかとみ現代工芸美
9：30〜17:00
中巨摩郡身延町西嶋345 （入館は、16:30まで）
術館

火曜日
（火曜が祝日の場合は、翌日）
年末年始
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入館料10％割引

木札を持った方のグループ10人まで

１グループ

No.

施設名

住所

営業時間

定休日等

施設の優待内容

41 身延町なかとみ和紙の里

南巨摩郡身延町西嶋345 （体験受付は、16:00まで）

火曜日
（火曜が祝日の場合は、翌日）
年末年始

42 富士川・切り絵の森 美術館

南巨摩郡身延町下山1597 9：30〜17：30（4月〜9月）
10：00〜17：00（10月〜3月）
富士川クラフトパーク内
※入館は閉館30分前まで

水曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始

9：00〜17:00

木札提示１枚での適用人数

紙漉き体験10％割引

１グループ

常設展、企画展ともに入場料10％割引

5名様まで

乗車料金 大人往復100円、小人往復50円引き

10名様

43 身延山ロープウェイ

南巨摩郡身延町身延字上
の山4226‑2

3/16〜11/15 上り始発8：40/上り終発
16：00 下り終発16：40
11/16〜11/30 上り始発8：40/上り終発 通年
15：40 下り終発16：20
（年次検査による運休あり）
12/1〜3/15 上り始発9：00/上り終発15：
40 下り終発16：20

44 奥山温泉

南巨摩郡南部福士町
26842

10：00〜17：00

火曜日
（祝日の場合は、翌日）

入浴料10％割引
（町外大人利用者に限る）

木札提示者のみ

45 なんぶの湯

南巨摩郡南部町内船
8106‑1

9:30〜20:00
（受付終了：19:00）

毎週月曜日
（当日祝日の場合は、火曜日）

入浴料10％割引
（但し17時以降は無し）

木札提示者のみ

46 忍野しのびの里

南都留郡忍野村忍草2845 9：00〜17：00（最終入場16：30）

年中無休

入園料を50円引きいたします。
大人750円 小人450円
※入園料には、アトラクション一回利用券を含みます。

木札提示者のみ

47 山中湖温泉 紅富士の湯

南都留郡山中湖村山中
865‑776

10：00〜21：00（最終受付20：30）
火曜（祝日・7〜9月・年末年始は、休
※12月〜2月の土・日・祝日は6：00〜
入館料10％割引（他の割引との併用不可）
まず営業）
（平日は通常通り10：00より営業）

5名様まで

48 山中湖 花の都公園

南都留郡山中湖村山中
1650

4月16日〜10月15日 8：30〜17：30
10月16日〜4月15日 9：00〜16：30

12月1日〜3月15日の毎週火曜日（但
入園料10％割引
し、祝祭日は除く）

木札提示者のみ

49 山中湖平野温泉 石割の湯

南都留郡山中湖村平野
1450

AM10：00〜PM9：00

木曜日（7、8月は休まず営業）

10％割引き

木札提示者のみ
※当館ホームページ優待お得なチ
ケットと同様な内容

10：00〜16：30（入館は16：00まで）

毎週月曜日
（月曜日が祝祭日の場合はその翌
日）
12月29日〜1月3日

両館共通チケット
入館料50円割引

5名様まで

50

山中湖文学の森・三島由紀 南都留郡山中湖村平野
夫文学館、徳富蘇峰館
506‑296

51 富士急雲上閣

南都留郡鳴沢村字富士山
問い合わせて下さい
8545‑1

問い合わせて下さい 冬期休業

すずプレゼント

木札提示者のみ

52 河口湖猿まわし劇場

南都留郡富士河口湖町河 平日10：00〜15：00
土日祝日10：00〜16：00
口2719‑8

年中無休

ブックマークプレゼント

木札提示者のみ

53

河口湖天上山公園カチカチ 南都留郡富士河口湖町浅 9：00〜17：20
※季節によって変動あり
山ロープウェイ
川1163‑1

運賃10％割引
年中無休（悪天候時、点検時には運
大人800円→720円
休有）
小学生以下470円→420円
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木札提示者のみ

No.

施設名

54 久保田一竹美術館

住所

営業時間

南都留郡富士河口湖町河 4月〜11月＝9：30〜17：30
12月〜3月＝10：00〜16：30
口2255

8:30〜17:00
山梨県立世界遺産センター
※7月1日〜7月15日、8月27日
南都留郡富士河口湖町船
55 南館
〜9月30日 18:00まで
津6663‑1
※北館は、入場無料
※7月16日〜8月26日 19:00ま
で

定休日等

施設の優待内容

木札提示１枚での適用人数

火曜日、12月26.27.28日（※10月11
月は無休）

入館料100円割引

5名様

北館：定休日なし
南館：第4火曜日

南館一般当日券 420円 →330円

木札提示者のみ
※北館に、富士山保全協力金を、
お支払い可能な自動発券機を設
置しております。

56

小さなヨーロッパ河口湖オル 南都留郡富士河口湖町河 9:00‑17:30（最終入館 17:30）
ゴールの森
口3077‑20
※季節によって変更あり

2017年1月23日〜27日

入館料金 200円引き

5名まで

57

富士山登山用品レンタル
ショップLaMont（ラモント）

南都留郡富士河口湖町船
９：００〜２０：００
津6663ｰ11

7月〜9月無休

レンタル料500円キャッシュバック
※パーフェクトセット以上レンタルの場合に限る
※河口湖本店店舗での返却の方のみに限る
※吉田口五合目施設では優待対象外

制限なし

58 フジプレミアムリゾート

南都留郡富士河口湖町小
※お問い合わせください
立三階7139‑1

※お問い合わせください

FORESTSPA入浴料50％OFF

木札提示者先着100名

59 本栖びゅーほてる

南都留郡富士河口湖町本
※お問い合わせください
栖218‑4

※お問い合わせください

宿泊者に、ちょっぴりプレゼント（直接予約時に申し添え下さい）
予約センター 055‑262‑3193

木札提示者のみ

60 野天風呂 開運の湯

南都留郡富士河口湖町船
6：00〜24：00
津6713‑22

なし

入浴料 200円引き

木札提示者のみ

61 野天風呂 天水

南都留郡富士河口湖町河
10：00〜22：00
口2217‑1

なし

入浴料 200円引き

木札提示者のみ

62 富岳風穴・鳴沢氷穴

南都留郡富士河口湖町西
9：00〜17：00（季節により変動あり）
湖青水ヶ原2068‑1

年中無休

入場料金割引
大人350円→300円
小人200円→150円
（小学生）

木札提示者のみ
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