【アクセス】

富士山・富士五湖パスポート購入者限定 特典施設のご案内
富士すばるランド

30555-72-2239

山梨県立富士山世界遺産センター

 本栖湖周遊バス5分、県立富士山世界遺産センター入口下車
'売店利用者に絵はがき１枚プレゼント ４カ国語で富士山の紹

路、自然体験基地など様々なアトラクションが揃う。

介をしています。

30555-20-4111

〜河口湖〜富士山パノラマロープウェイ

河口湖周遊バス11分、遊覧船ロープウェイ入口下車 '料金/
大人900円→720円、小人450円→360円 360度の大パノラマを

望む音楽と花の楽園。

眺望。

地ビールレストラン シルバンズ

30555-83-2236

慢の料理。
イングリッシュガーデンを眺めながらの食事は格別。

久保田一竹美術館

30555-76-8811

河口湖周遊バス21分、
久保田一竹美術館下車 '入館料100円引き
染色芸術「一竹辻が花」を常設展示。
富士お猿の里 河口湖猿まわし劇場

30555-76-8855

河口湖周遊バス20分、猿まわし劇場 木ノ花美術館下車 '入場
料/大人1,700円→1,500円、
中高生1,200円→1,000円、
3歳〜小学生
850円→750円 かわいいお猿さんがお届けする笑いと感動。

河口湖自然生活館

30555-76-8230

河口湖周遊バス27分、
河口湖自然生活館下車 'ジャム作り体験教
室10％引き 富士山を一望できる公園。

河口湖北原ミュージアム

→600円、
小人400円→300円、
入館者は隣接するカフェで10％割
引き おもちゃをはじめとした北原コレクションを展示。

富岳風穴

ふじやま温泉

30555-22-1126

四季の杜おしの公園 岡田紅陽写真美術館・小池邦夫絵手紙美術館

と絵手紙の創始者の美術館。

森の中の水族館。
（山梨県立富士湧水の里水族館）

30555-20-5135

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス27分、
さかな公園下車
'ポストカードプレゼント 名水に棲む淡水魚。
山中湖 花の都公園

30555-85-2300

 河口湖駅から本栖湖方面バス26分/西湖周遊バス49分、富岳風
穴下車 '入洞料/大人350円→250円、小学生200円→100円 富士

30555-22-1101
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河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス26分、忍野しのびの
里前下車 30555-84-3222 '入館料100円引き 富士の写真家

30555-72-0029

河口湖駅から本栖湖方面バス47分、本栖湖下車 '料金/大人
1,000円→800円、小人500円→400円 遊覧船「もぐらん」。

旧外川家住宅

富士山駅からふじやま温泉行き無料シャトルバス５分 '入館料
200円引き 日本最大級の純木造浴室。

30555-83-3220

河口湖周遊バス7分、河口湖ハーブ館下車 '入館料/大人800円

本栖湖遊覧船

【ご案内】

富士山駅下車、徒歩15分 '入場料/一般１00円→80円、小中
「御師の家」
を修復・復元。
高生50円→40円 富士山信仰の宿坊

30555-72-0363

河口湖周遊バス19分、音楽と森の美術館・ほとりのホテルBan
下車 '入場料/大人200円引き、学生100円引き 富士山と湖を

河口湖駅前富士観光開発ビルよりシャトルバス10分 '飲食料
10％引き 富士山の天然水仕込み地ビール・富士桜高原麦酒と自

御師

30555-72-0259

河口湖駅前富士観光開発ビルよりシャトルバス10分 '入園料
100円引き 日本初上陸のロールグライダーをはじめ、2つの巨大迷
河口湖音楽と森の美術館

'【特典内容】

※アクセスは主なバスルートでご案内してあります。詳しくはお問い合わせください。

30555-62-5587

花の都公園下
河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス37分、
車 '入園料10％引き 富士を望む30万㎡の高原に広がるお花畑。

山の噴火でできた天然記念物の溶岩洞窟。

西湖コウモリ穴

山中湖温泉 紅富士の湯

30555-82-3111

西湖周遊バス34分、西湖コウモリ穴下車 '入洞料/大人300円
→270円、小学生150円→130円 富士山の噴火によりできた樹

30555-20-2700

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス40分、
紅富士の湯下
車 '入館料10％引き 露天風呂からの紅富士は贅沢の極み。

海最大級の洞窟。

河口湖クラフトパーク

30555-20-4123

河口湖周遊バス19分、音楽と森の美術館・ほとりのホテルBan
下車 '体験料5％引き オリジナル作品が気軽に楽しめる体験

西湖いやしの里根場（ねんば）

山中湖平野温泉 石割の湯

30555-20-4677

西湖周遊バス40分、いやしの里根場下車 '入場者に絵はがき
プレゼント 富士山を仰ぐ地に建ち並ぶ茅葺屋根の民家群。

30555-20-3355

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス58分、
石割の湯下車
'入館料10％引き 日本最高級の高アルカリ温泉。

工房。

河口湖美術館

30555-73-8666

河口湖周遊バス18分、河口湖美術館下車 '入館料/大人800円
→720円、
中高生500円→450円 富士山をテーマにした絵画や

西湖野鳥の森公園

乗馬クラブ馬車道

30555-82-2160

西湖周遊バス43分、西湖野鳥の森公園下車 '体験学習各種を
1割引 樹海に囲まれた野鳥の楽園。

本栖

30555-62-1397

湖

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス34分、一之橋下車徒
歩15分 '乗馬料金50％引き 初心者から経験者まで気軽にレッ
スン、外乗り乗馬O K。

写真を展示。

河口湖ミューズ館・与 勇輝館

30555-72-5258

富士眺望の湯 ゆらり

 河口湖駅から本栖湖方面バス22分、富士緑の休暇村下車
'入泉料/1,200円→1,000円 富士の眺望にすぐれた日帰り温

手作り作品が並ぶ。

泉施設。

河口湖ハーブ館

30555-72-3082

 河口湖周遊バス7分、西湖周遊バス8分、河口湖ハーブ館下車
'ドライフラワーアレンジメントの体験料金10％引き1,000円
→900円 ハーブを使ったグッズのお買物や体験ができる。

山梨宝石博物館

30555-73-3246

山梨宝石博物館下車 '入館料/大人600
河口湖周遊バス8分、
円→500円、
小中学生300円→250円 世界中から集めた宝石が

なるさわ富士山博物館

碧工房

30555-85-3126

西湖周遊バス23分、河口湖ミューズ館下車 '入館料/大人600
円→540円、
中高生400円→360円 創作人形作家与勇輝さんの

'受講料割引あり
（要予約、
2名から）
、
コーヒー・お茶無料サービス

プロが指導するうつわギャラリーのある陶芸教室。
クラフトの里「ダラスヴィレッジ」

30555-20-5600

30555-62-2774

河口湖駅から本栖湖方面バス22分、樹型溶岩前下車 '1グル
ープに水晶のちょっぴりプレゼント 富士の歴史と山梨県の特

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス58分、
三国山ハイキング
コース入口下車 '体験・飲食料5％引き ガラス・陶芸等の体験とバ

産である水晶がわかる博物館。

ーべQレストラン。

パディーフィールド（乗馬）

体験工房ANTOV（アントヴ）

30555-85-3274

河口湖駅から本栖湖方面バス23分、紅葉台入口下車 '乗馬メニュー
樹海に囲まれた大自然の乗馬クラブ。
から10％OFF 富士山と富士五湖、

河口湖に集まる。

30555-62-6151

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス26分、撫岳荘前下車
'1,000円以上の体験で100円引き 大人から幼児まで自分の作品

湖

山中

を創れる体験工房。

河口湖遊覧船

30555-72-0029

鳴沢氷穴

氷穴下車 '入洞料/大人350
河口湖駅から本栖湖方面バス25分、
円→250円、
小学生200円→100円 「氷の世界」を体感！天然記

ユ号」。

念物の溶岩洞窟。

野天風呂 開運の湯

30555-73-2655

河口湖周遊バス10分、
山梨宝石博物館下車 '入浴料/大人・小人共
通 2時間 大人1,000円→900円、小人800円→700円 上質の湯で
癒しの時をおもてなしいたします。

河口湖木ノ花美術館

30555-76-6789

河口湖周遊バス20分、猿まわし劇場 木ノ花美術館下車 '入
館料/大人500円→450円、中高生400円→360円 猫のダヤン
とその仲間たちの不思議な世界。

富士山レーダードーム館

ードーム前下車 '入館料/大人630円→500円、
小中高生420円→
340円 台風観測の砦富士山レーダーを学べる。

30555-20-2655

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス37分、文学の森公園
前下車 '入館料/一般500円→450円、高校・大学生300円→250
円、
小中学生100円→50円 三島/不朽の名作を生み出した天才的
作家。 徳富/山中湖の自然を愛したジャーナリストの巨人。

山中湖遊覧船

30555-20-0223

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス23分、富士山レーダ

ふじさんミュージアム

三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館

30555-85-2301

河口湖周遊バス11分、遊覧船ロープウェイ入口下車 '料金/
大人1,000円→800円、
小人500円→400円 遊覧船「アンソレイ

30555-62-0130

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス32分、観光船のりば
。
下車 '乗船料20％引き 遊覧船「白鳥の湖」
三ツ峠グリーンセンター

30555-24-2411

富士山・富士五湖パスポート
種別内容比較表

三つ峠駅から徒歩20分 '入館料10％引き 三つ峠の山中から

じ前下車 '入館料/一般400円→320円、小中高生200円→160
円 富士山信仰と富士吉田市の歴史が学べる。

流れ出る湧水を利用した名水の湯。

販売額
小人 有効期間 河口湖、西湖、
大人 （小学生）
鳴沢/精進湖/本栖湖

富士山・富士五湖パスポート
2,600円 1,300円
2日間
富士山・富士五湖パスポート「富士急電車セット」 3,600円 1,800円

適用範囲
ふじっ湖号

○
○

○
○

富士山世界遺産 一般路線バス
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ループバス （富士五湖エリア） （鉄道）
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○
△
○
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河口湖

精進

湖

富士
!!
五湖エ
題
放
リアの路線バス・周遊バスが乗り
富士山・富士五湖パスポート
大人2,600円 小人1,300円

△印：鉄道（富士急行線）
の河口湖駅〜下吉田駅間のみ利用可能
※高速バス
（特急三島・河口湖ライナー含む）、富士吉田市内コミュニティバス
（タウンスニーカー）、馬返バス、富士登山バスはご乗車になれません。

富士山・富士五湖パスポート「富士急電車セット」

山梨県内：富士山駅、河口湖駅、森の駅旭日丘（山中湖）の富士急バス窓口、大月駅の富士急行線窓口
静岡県内：三島駅、富士宮駅、御殿場駅の富士急バス窓口

大人3,600円 小人1,800円

※JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行などの全国の主な旅行会社でも取扱いがございます。

◆ お問い合わせ

割引・各種サービス
特典あり!!

30555-25-3000

河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス18分、サンパークふ

※路線等により経由バス停、時間が変更になる場合があります。
※こちらの特典は富士山・富士五湖パスポート購入者限定です。特典を受ける場合はパスポートを提示願います。特典施設には休館日がありますので、ご利用の場合は各施
設へお問い合せください。
※記載の料金、特典施設や内容等は2020年2月1日現在のものです。ご利用の際は最新の情報をご確認の上、ご利用ください。

販売箇所

西湖

30555-63-2028

花の都公園下車
河口湖駅から山中湖・御殿場方面行きバス37分、
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