

やまなしフルーツ温泉ぷくぷく



山梨ジュエリーミュージアム



道の駅



甲府富士屋ホテル






花かげの郷まきおか

桃ジュース1本プレゼント（3名様まで）
営業時間:9:00〜17:30
定休日:11月中旬〜7月上旬の水曜日
山梨市牧丘町室伏2120 ☎0553-35-4780

道の駅みとみ

ソフトクリームサービス（3名様まで）
営業時間:9:00〜17:30
定休日:11月中旬〜7月上旬の火曜日
山梨市三富川浦1822-1 ☎0553-39-2580

かがみもち座

特別演出観賞&体験 30分 1,000円割引
（必ず事前にご予約をお願いします）
（6名様まで）
営業時間:10:00〜16:00 定休日:完全予約制
甲州市塩山上於曽141-6 ☎0553-33-2366

昇仙峡ロープウェイ

乗車券 大人100円割引、小人50円割引（2名様まで）
営業時間:4月〜11月 9:30〜17:30、12月〜3月 10:00〜16:30
定休日:年中無休
甲府市猪狩町441 ☎055-287-2111

㈱サドヤ

見学料100円割引
営業時間:10:00〜18:00
定休日:年末年始
甲府市北口3-3-24 ☎055-251-3671






オリジナルストラッププレゼント
営業時間:10:00〜17:30
定休日:火曜日（祝日の場合は翌日）
甲府市丸の内1-6-1 防災新館 ☎055-223-1570

ローマンガラス美術館入場料100円割引、ミニアイスプレゼント
（5名様まで）
営業時間:9:00〜17:00 定休日:年末年始
甲斐市下今井1954 ☎0551-28-4451

湯〜とぴあ

入浴料 大人400円割引
営業時間:10:00〜23:00
定休日:年中無休
甲斐市富竹新田1300-1 ☎055-276-9111

ホテル神の湯温泉

日帰り入浴10%割引、宿泊者 コーヒーサービス（4名様まで）
営業時間:通年
定休日:年中無休
甲斐市竜地17 ☎0551-28-5000

中央自動車道双葉サービスエリア（下り）レストラン山交
ソフトクリーム50円引き、食事利用者ドリンクバー無料
（木札提示者のみ）
営業時間:7:00〜22:00 定休日:年中無休
甲斐市竜地2630 ☎0551-28-4035

クリスタル・ミュージアム



ハイジの村



山梨県立美術館



八ヶ岳リゾートアウトレット

オリジナルチケットホルダープレゼント
営業時間:9:00〜17:00
定休日:月曜日（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・年末年始
甲府市貢川1-4-27 ☎055-228-3322

入園料割引 大人90円割引 子供50円割引（5名様まで）
営業時間:9:00〜18:00（季節により変動）
定休日:1月4日〜3月末の火曜日（火曜日が祝日の場合開園）
北杜市明野町浅尾2471 ☎0551-25-4700

場内インフォメーションにてスペシャルクーポンプレゼント
（セール期間中はノベルティプレゼント） グループ全員（ノベルティの場合は1つ）
営業時間:10:00〜19:00 ※季節により変動 定休日:年中無休
北杜市小淵沢町4000 ☎0551-20-5454



シャトー酒折ワイナリー



身曾岐神社



甲斐善光寺



道の駅しらね

ワイン入浴剤1包プレゼント
営業時間:9:00〜16:00
定休日:年末年始不定休あり
甲府市酒折町1338-203 ☎055-227-0511

拝観料2割引 大人500円→400円 小学生250円→200円
（グループ全員）
営業時間:9:00〜17:00 定休日:年中無休
甲府市善光寺3-36-1 ☎055-233-7570

注意
事項

記念品（木札）優待施設

㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー



入館料2割引
営業時間:9:30〜17:30
定休日:年中無休
甲府市貢川1-1-7 ☎055-228-7003

2017 山梨県富士山保全協力金

日帰り入浴料 大人500円割引、スカイレストラン4店舗・1Fカフェウイス
テリアにてランチご利用の際ソフトドリンク1杯プレゼント（1グループ）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト11:00 定休日:要お問合せ
甲府市湯村3-2-30 ☎055-253-8111

養生館にて野草茶サービス
営業時間:9:00〜17:00
定休日:年中無休
北杜市小淵沢町上笹尾3401 ☎0551-36-3000

山梨県富士山保全協力金の概要



タオルセット無料（5名様まで）
営業時間:平日AM11:00〜 PM11:00 土日祝AM10:00〜 PM11:00
定休日:年中無休
山梨市大工2589-13 ☎0553-23-6026

みんなで富士山を守っていこう！
みなさんのお気持ちを富士山へ

◆ 対 象 者 五合目から山頂を目指す登山者
◆金

額 基本1,000円

◆ 受付場所 富士スバルライン五合目・富士山吉田口六合目・富士北麓駐車場
◆ 受付方法 事前受付 インターネット・コンビニエンスストアで受付中
実施期間 現地受付 平成29年7月1日
（土）
〜9月10日
（日）
※詳しくは、
ホームページ等でご確認ください。

◆ 使 い 道 富士山の環境保全や登山者の安全対策等のために、富士山五合目以上で
新たな事業を行う場合や、事業を拡充する場合に使わせていただきます。
※山小屋等のトイレの維持管理費には協力金は使われず、
トイレチップで賄われます。
トイレを利用するときには、
トイレチップをご用意願います！

◎優待を受けられる方は、平成29年度に山梨県富士山保全協力金に協力をいただき、記念品
（木札）
を受け
取った方です。
（※静岡県の富士山保全協力金への協力者は対象外となリます。）
◎優待を受けられる期間は、
原則、平成30年3月31日までです。
◎各施設において、記念品
（木札）
を提示することによリ、優待を受けられますが、施設によっては、予約時に申し
添えする等が必要な場合がありますので、
事前に各施設にお問い合わせください。
◎優待内容や、
施設の営業時間等の詳細は、
各施設にお問い合わせください。

◎インターネット等で事前の申込みをされた方は、
現地受付で、
記念品
（木札）
をお受け取りください。
◎ 山梨県富士山保全協力金の詳細や、
記念品
（木札）
の受け取り方法については、

山梨県 県民生活部 世界遺産富士山課 山岳整備担当

まで、
お問い合わせください。
電話 055-223-1521

市内果物を使ったジャムプレゼント（先着50名様まで）
営業時間:8:30〜17:15
定休日:年末年始
南アルプス市在家塚595-1 ☎055-282-6478

山梨県立富士山世界遺産センターの自動発券機で協力金を支払った場合は、
自動発券機から発行される、支払済
みの証を受付に提示し、記念品
（木札）
を受け渡した印を受けてください。この証で、協力金の現地受付
（富士スバル
ライン五合目•吉田口六合目•富土北麓駐車場の受付）
で、富士山保全協力金の領収証を引き渡します。

山梨県

富士山保全協力金記念品（木札）による優待特典

施設

※ご利用時に必ず木札をご掲示ください。

❶

五合園レストハウス

⓭

山梨県立富士山世界遺産センター



御師旧外川家住宅



山梨県立リニア見学センター

❷

富士急雲上閣

⓮

赤から河口湖店



山中湖文学の森・三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館



芭蕉

❸

鳴沢氷穴

⓯

地ビールレストランシルバンズ



シュガーメイプル



華やぎの章

❹

富士眺望の湯ゆらり

⓰

富士すばるランド



山中湖温泉



石和びゅーほてる

❺

河口湖天上山公園カチカチ山ロープウェイ

⓱

富岳風穴



満天星の湯（ホテルマウント富士）



華やぎの章

❻

野天風呂

⓲

本栖びゅーほてる



山中湖平野温泉



宵待の里

❼

久保田一竹美術館

⓳

ふじやまビールレストラン「ハーバステラス」



山中湖花の都公園



ホテル石庭

❽

河口湖猿まわし劇場

⓴

富士山レーダードーム館



三ツ峠グリーンセンター



ホテル春日居

❾

富士ビューホテル



ふじやま温泉



身延山ロープウェイ



ホテル花いさわ

❿

河口湖北原ミュージアム



フジヤマスカイバルコニー（ハイランドリゾートホテル&スパ）



甲斐黄金村・湯之奥金山博物館



春日居びゅーほてる

⓫

富士レークホテル



フジヤマミュージアム



身延町なかとみ和紙の里



御坂農園グレープハウス

⓬

野天風呂



ふじさんミュージアム



富士川・切り絵の森美術館



岩下温泉旅館

百最長寿のお守り鈴
営業時間:8:00〜17:30（季節により変動）
定休日:スバルライン通行止時
南都留郡鳴沢村富士山8545-1 ☎0555-72-1251

富士急雲上閣の記念品（1名様）
営業時間:7月1日〜9月9日 7:00〜22:00（季節により変動）
定休日:なし
南都留郡鳴沢村字富士山8545-1 ☎0555-72-1355

入場料 大人・小人（小学生）50円引き
営業時間:9:00〜17:00（季節により変動あり）
定休日:なし
南都留郡鳴沢村8533 ☎0555-85-2301

大人入泉料 200円割引（19時以降はご利用できません）
（5名様まで）
営業時間:10:00〜22:00 定休日:無休
南都留郡鳴沢村8532-5 ☎0555-85-3126

通常運賃の1割引 ※団体窓口にご提示下さい（1グループに1回）
営業時間:9:00〜17:00
定休日:点検、悪天候時に運休あり
南都留郡富士河口湖町浅川1163-1 ☎0555-72-0363

天水

入浴料 200円引き（木札提示者のみ）
営業時間:10:00〜22:00
定休日:なし
南都留郡富士河口湖町河口2217-1 ☎0555-76-8826

入館料 100円割引（5名様まで）
営業時間:4月〜11月 9:30〜17:30、12月〜3月 10:00〜16:30
定休日:火曜日（祝日及び1月の第一火曜日は開館）、12月26〜28日
南都留郡富士河口湖町河口2255 ☎0555-76-8811

入場料10%割引（8名様まで）
営業時間:10:30〜 ※日によって公演時間が異なります
定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町河口2719-8 ☎0555-76-8855

温泉秀麗の湯入浴料50%割引（6名様まで）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト11:00
定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町勝山511 ☎0555-83-2211

入館料大人100円割引、子供50円割引（1グループ何名様でも可）
営業時間:3/20〜11/30 9:00〜17:00、12/1〜3/19（平日）10:00
〜16:00（土日祝日）9:00〜17:00 定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町小立1204-2 ☎0555-83-3220

ドリンク1杯サービス（1名様）
営業時間:8:00〜20:00
定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町船津1 ☎0555-72-2209

開運の湯

入浴料 200円引き（木札提示者のみ）
営業時間:6:00〜24:00
定休日:なし
南都留郡富士河口湖町船津6713-22 ☎0555-73-2228

南館入館料90円引き 420円→330円
営業時間:8:30〜17:00（夏季延長あり）
定休日:北館:年中無休、南館:第4火曜日
南都留郡富士河口湖町船津6663-1 ☎0555-72-0259

ウェルカムドリンク1杯サービス
営業時間:11:00〜24:00
定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町船津6854 ☎0555-73-8629

飲食代 5%割引（お食事ご利用の方に限ります）
（1グループ）
営業時間:平日11:30〜14:30、17:30〜21:30 土日祝11:30〜21:30
※冬季 平日11:30〜14:30 金土日11:30〜14:30、17:30〜21:00
定休日:木曜日（GW・夏休み・年末年始・春休み除く） ※冬季変動あり
南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1 ☎0555-83-2236

入園料 100円割引（5名様まで）
営業時間:4月〜11月10:00〜17:00（土日祝・8月9:30〜）、12月〜3月10:00〜16:00
定休日:木曜日（GW・夏休み・年末年始・春休み除く） ※冬季変動あり
南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1 ☎0555-72-2239

入場料 大人・小人（小学生）50円引き
営業時間:9:00〜17:00（季節により変動あり）
定休日:なし
南都留郡富士河口湖町西湖青木ヶ原2068-1 ☎0555-85-2300

ご宿泊の方にプチプレゼント（直接予約のみ、予約時にお申し出下さい）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00
定休日:年中無休
南都留郡富士河口湖町本栖218-4 ☎055-262-3193（予約センター）

飲食 5%割引（現金での支払いのみ）
（8名様まで）
営業時間:11:00〜21:00
定休日:冬期 水曜日
富士吉田市新屋1936 ☎0555-24-4800

入館無料（木札提示者のみ）
営業時間:9:00〜17:00
定休日:火曜日、年末年始（7月、8月は無休）
富士吉田市新屋1936-1 ☎0555-20-0223

大人100円引き 小人50円引き（1名様まで）
営業時間:朝風呂7:00〜9:00 通常10:00〜23:00
定休日:不定休
富士吉田市新西原4-17-1 ☎0555-22-1126

利用料1,000円→500円（記念写真付）
（5名様まで）
営業時間:9:00〜16:00
定休日:無休
富士吉田市新西原5-6-1 ☎0555-22-1000

オリジナルポストカードセットプレゼント
営業時間:平日10:00〜17:30、土曜10:00〜20:30、日・祝9:00〜20:30
定休日:不定休
富士吉田市新西原5-6-1 ☎0555-22-8223

入館無料（木札提示者のみ）
営業時間:9:30〜17:00
定休日:7・8月無休 9月以降火曜日・年末年始休館
富士吉田市上吉田2288-1 ☎0555-24-2411

入館無料（木札提示者のみ）
営業時間:9:30〜17:00
定休日:9月〜6月の火曜日、年末年始
富士吉田市上吉田3-14-8 ☎0555-22-1101

入館料50円割引、ポスタープレゼント（5名様まで）
営業時間:10:00〜16:30
定休日:月曜日（祝日の場合は翌日）
南都留郡山中湖村平野506-296 ☎0555-20-2655

コーヒー注文の方にマカロンサービス
営業時間:4月〜10月9:30〜18:30、11月〜3月10:00〜18:00
定休日:不定休
南都留郡山中湖村山中865-137 ☎0555-62-2743

紅富士の湯

入館料10%割引（5名様まで）
営業時間:10:00〜21:00（12月〜2月の土日祝日は6:00〜）
定休日:火曜日（祝日、7〜9月、年末年始は営業）
南都留郡山中湖村山中865-776 ☎0555-20-2700

入浴料 500円割引（タオル付）
（5名様まで）
営業時間:14:00〜18:00 ※季節により異なる
定休日:ホテル休館日
南都留郡山中湖村山中1360-83 ☎0555-62-2111

石割の湯

入館料10%割引（5名様まで）
営業時間:10:00〜21:00
定休日:木曜日（祝日・7〜8月・年末年始は営業）
南都留郡山中湖村平野1450 ☎0555-20-3355

入園料10%割引（5名様まで）
営業時間:4/16〜10/15 8:30〜17:30、10/16〜4/15 9:00〜16:30
定休日:12/1〜3/15の毎週火曜日（年末年始除く）
南都留郡山中湖村山中1650 ☎0555-62-5587

入浴料10%割引
営業時間:10:00〜23:00
定休日:火曜日（但し、7月第3火曜日〜8月末日は営業）
南都留郡西桂町下暮地1900 ☎0555-25-3000

乗車料金大人往復100円割引、小人往復50円割引（10名様まで）
営業時間:上り始終発8:40〜16:00（季節により変動）
定休日:年中無休（年次検査による運休あり）
南巨摩郡身延町身延字上の山 ☎0556-62-1081

観覧・体験・共通10%割引（1グループ）
営業時間:9:00〜17:00（7月〜9月は18:00まで）
定休日:水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
南巨摩郡身延町上之平1787 ☎0556-36-0015

紙漉き体験10%割引（1グループ）
営業時間:9:00〜17:00
定休日:火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
南巨摩郡身延町西嶋345 ☎0556-20-4556

入館料10%割引（5名様まで）
営業時間:9:30〜17:30（4月〜9月）、10:00〜17:00（10月〜3月）
定休日:水曜日・年末年始
南巨摩郡身延町下山1597富士川クラフトパーク ☎0556-62-4500

ショップ商品10%割引（1グループにつき1回）
営業時間:9:00〜17:00
定休日:月曜日（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・年末年始
都留市小形山2381 ☎0554-45-8121

月待ちの湯

レンタルフェイスタオルをサービス（1名様）
営業時間:10:00〜21:00
定休日:月曜日（祝日の場合は翌日）
都留市戸沢874 ☎0554-46-1126

慶山

入浴料10%割引（5名様まで）
営業時間:11:00〜17:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町市部822 ☎055-262-2161

ご宿泊の方にプチプレゼント（直接予約のみ、予約時にお申し出下さい）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町川中島1607 ☎055-262-3193（予約センター）

甲斐路

入浴料10%割引（5名様まで）
営業時間:11:00〜17:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町川中島1607-40 ☎055-262-7373

花水晶

ご宿泊の方に夕食時グラスワインサービス、入浴料300円割引
営業時間:7:00〜22:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町川中島1607-242 ☎055-262-2380

館内売店用の500円割引券 1部屋1枚プレゼント
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町窪中島587 ☎055-262-4155

ワインバーにてグラスワイン1杯プレゼント（宿泊者のみ）
（1名様）
営業時間:24時間
定休日:年中無休
笛吹市春日居町小松855 ☎0553-20-2000

ご宿泊の方にプチプレゼント（直接予約のみ、予約時にお申し出下さい）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00
定休日:年中無休
笛吹市石和町松本1409 ☎055-262-3193（予約センター）

ご宿泊の方にプチプレゼント（直接予約のみ、予約時にお申し出下さい）
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00
定休日:年中無休
笛吹市春日居町鎮目178 ☎055-262-3193（予約センター）

フルーツ狩り体験100円割引
営業時間:8:30〜16:00
定休日:なし
笛吹市御坂町夏目原656-1 ☎055-263-3111

旧館（立寄り湯）入浴料100円割引
新館（宿泊）宿泊料金5%割引（お電話予約に限る）
営業時間:9:30〜20:00 定休日:旧館:月曜日（祝日の場合は翌日）、新館:不定休
山梨市上岩下1053 ☎0553-22-2050

