ふじてんメンバーズカードサービス対応施設
名称

下記 番号 1～32までの施設はふじてんスノーリゾートより車で30分以内で移動できる範囲ですので、この機会に是非ご利用下さい。

PRコメント

特典内容（ふじてんメンバーズカード提示で）

住所

富士山の伏流水とドイツ仕込みの技術で造る逸品、『富士桜高原麦酒』の醸造所を併
設する地ビールレストラン。地元の厳選素材や旬の食材を使ったお食事と共にお楽し お食事ご利用のお客様4名様まで地ビールまたはソフトドリンクを１杯無料サービス
み頂けます。
富士山の麓、家族みんなで楽しめるレジャーランド。「ロールグライダー～ポッポルのス 4名様まで、入園割引4月～11月：大人￥1,500⇒￥1,200、小人￥900⇒￥600
カイウォーク」「ぐるり森大冒険」「立体迷路」などのアトラクションや「レンタル犬」も人
入園割引12月～3月：大人￥1,200⇒￥700、小人￥600⇒￥500
気！

1 シルバンズ
2 富士すばるランド

電話

定休日・営業時間等

HPリンク先アドレス

富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1 0555-83-2236

木曜定休(春休み・ＧＷ・夏季・年
末年始を除く）

www.fuji-net.co.jp/SYLVANS

富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1 0555-72-2239

木曜定休(春休み・ＧＷ・夏季・年
末年始を除く）

http://www.doggypark.jp/

鳴沢村8532-5

0555-85-3126

ボイラー点検の為休館有り（6月中www.fuji-yurari.jp

鳴沢村8532-5

0555-85-2236

3 富士眺望の湯 ゆらり

ふじてんから車で約5分。アフタースキーにぴったりの日帰り温泉施設です。楽しみ尽き
大人限定 4名様まで、入泉料が平日￥1,300⇒￥1,000に
ない16種類のお風呂。富士山の絶景とナノ水の天然温泉でリフレッシュ！！

4 富士緑の休暇村

ふじてんから車で約5分の宿泊施設。温泉「ゆらり」に隣接しています。リフト券がセット
になった宿泊パック「スキー・スノボ宿泊パック」は無料送迎のサービスやレンタルス
キーの割引がセットになってお得です。

5 富士レイクサイドカントリー倶楽部

河口湖に向かって打ち下ろす豪快なホールをはじめ、多彩なコースが揃います。さまざ
プレーの方に限り、売店商品10％値引き（コース売店と一部商品は除く）
まな角度から富士山を望む素晴らしい景観が自慢の名門ゴルフコースです。

鳴沢村8545-6

0555-86-3111

3月下旬～12月上旬

http://www.fujilakeside-cc.jp/

6 富士桜カントリー倶楽部

ほとんどのホールから雄大で華麗な富士を望む、日本屈指のロングコース（全長約
7,429ヤード）。９月には男子ゴルフトーナメント「フジサンケイクラシック」を開催していま プレーの方に限り、売店商品10％値引き（コース売店と一部商品は除く）
す。

富士河口湖町小立7187-4

0555-73-2211

3月下旬～12月上旬

http://www.fujizakura-cc.jp/

7 河口湖ハーブ館

ハーブグッズをはじめ、ドライフラワーアレンジや押し花の販売をしております。別館の
舎では、無料ポプリ作り体験ができます。

富士河口湖町船津6713-18

0555-72-3082

8 河口湖自然生活館

ブルーベリーをテーマにジャム作り体験、おみやげなど数々の商品を取り揃えておりま
4名様までジャム作り体験教室￥850⇒￥765
す。

富士河口湖町大石2585

0555-76-8230

金曜定休

http://www.kawaguchiko.ne.jp/~seikatukan/

9 河口湖フィールドセンター

富士北麓（標高1,050m）に位置し、世界的に貴重な溶岩樹型洞穴郡を散策しながら自
然の恵みを体験する場として親しまれています。

4名様まで各種体験料10％割引

富士河口湖町船津6603

0555-72-4331

月曜定休(祝日の場合開館） 6
月～8月は無休

http://www.mfi.or.jp/sizen/

大石紬で作られた物品の販売をはじめ、様々な作業の体験ができます。

4名様まで各種体験料10％割引

富士河口湖町大石2765

0555-76-7901

火曜定休

http://www.kawaguchiko.ne.jp/~tumugikan/

4名様まで入館料10％割引

富士河口湖町河口3170

0555-73-8666

営業時間9：30～17：00（入館16：30まで）
12月～3月は16：30まで（入館16：00まで）

http://kgmuse.com

4名様まで入館料/大人￥600⇒￥540、中高学生￥400⇒￥360

富士河口湖町小立923

0555-72-5258

木曜定休（祝日の場合開館） 年末〈6月～8
月無休）

http://www.musekan.net/

3月～11月
9：00～17：00無休
月
9：30～16：30 水曜定休

http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

10 大石紬伝統工芸館

平日のみ

土日祝￥1,500⇒￥1,200

お一人 一泊朝食付 5,000円(税別）年末を除く

4名様まで柳のリースもしくは花かごアレンジメント￥1,000⇒￥900

www.kyukamura.jp

http://herbkan.ｊｐ

雄大な富士山と、美しい湖に囲まれた美術館。様々な企画展も開催されます。

11 河口湖美術館
12 河口湖ミューズ館・与 勇輝館

河口湖畔南岸、八木崎公園の一角に立つ小さな美術館で、「与 勇輝」の人形作品を
常時展示致しております。

13 西湖いやしの里根場

富士山を望む展望地に建ち並ぶ茅葺屋根の民家。昭和41年の台風災害で失われた茅
葺集落を、40数年の歳月を経て再生した、昔懐かしいふるさとの原風景。訪れる方々
1グループ 入館料￥50引き
の心安らぐ場所です。20棟ある建物は、伝統工芸の体験棟や食事処、資料館、くつろぎ
処など、お楽しみがいっぱいです。

富士河口湖町西湖根場2710

0555-20-4677

14 河口湖クラフトパーク

クラフトパークはいろいろな楽しい作品が作れる体験工房です。旅の思い出に、すてき
4名様まで、各種体験学習を5％割引
なオリジナル作品を作ってみませんか。8種類の体験の中から選ぶことができます。

富士河口湖町河口3118

0555-20-4123

http://kcraftpark.com

15 アトリエ クラフト アート

田園の中の、アットホームな手作り体験施設。

4名様まで、各種体験学習を5％割引

富士河口湖町河口1691-8

0555-76-8080

http://craftart.co.jp/

16 なるさわ富士山博物館

パワーストーン多数あり。山梨県の地場産業でもある水晶製品がメインです。

4名様まで、薬石シート｢トルエ」プレゼント

鳴沢村字ジラゴンノ8532-64

0555-20-5600

http://www.eigado-group.com/store/narusawa

17 富士お猿の里 河口湖猿まわし劇場

千年の歴史をもつ日本の伝統芸能、猿まわし専用の屋内大劇場。かわいいお猿さんが 入園料値引き 大人1,500円⇒1,350円、中高生1,000円⇒900円、小人（3歳～小学生）
お届けする、笑いと感動をお楽しみ下さい。
750円⇒650円

富士河口湖町河口2719-8

0555-76-8855

www.fuji-osaru.com

富士河口湖町小立1204-2

0555-83-3220

www.kitahara-museum.jp

富士河口湖町河口3077-20

0555-20-4111

www.kawaguchikomusicforest.jp

鳴沢村11100-86

0555-85-3274

http://www.paddyfield.jp/

18 河口湖北原ミュージアム"Happy

TVでおなじみ、ブリキのおもちゃコレクターの第一人者「北原照久」氏のミュージアム。
ブリキのおもちゃはもちろん、人形、セルロイド、ミニカーなどの玩具、レコード、企業広
Day"告物や珍しいお宝など、数え切れないほどのコレクションが展示されています。季節ご
とに、企画展を開催。湖畔で絶景富士山を臨む隣接のカフェでは、くつろぎの一時をお
過ごしいただけます。※ペット〈小・中型犬）OK

①ミュージアム入館料値引き 大人800円⇒600円 、小中学生400円⇒300円
接のカフェにて10%割引（入館者に限る）

19 小さなヨーロッパ オルゴールの森

新２大コンサート自動演奏楽器とオペラ歌手によるコラボレーションコンサート、サンド
アートパフォーマンスと生演奏でのライブコンサートが楽しめます。

20 ﾊﾟディーフィールド

初心者の方でも、30分レッスンを受ければ、富士山を眺めながらの外乗に行くことがで
きます。レッスンと30分外乗のカントリーセット（平日11,500円）が一番人気のコースで 合計￥3,000以上ご利用で10％OFF
す。

21 (有)丸富ガス

②隣

5名様まで 入館料大人1,500円⇒1,200円、大高生1,100円⇒1,000円、小中生800円⇒
700円

12月～2

2円引き（レギュラー・ハイオク・軽油・灯油）

富士河口湖町勝山1643

0555-83-2417

22 旭石油㈱ セルフ三本杉ＳＳ

セルフ洗車同様、手洗い洗車も受けつけております。

会員価格にて給油

富士河口湖町船津1328-4

0555-72-5786

23 ㈱かいしゃ

いつも元気でﾆｺﾆｺと、お仕事させていただきます。

現金支払いのみ、2円引き（レギュラー・ハイオク・軽油・灯油）

鳴沢村2083-1

0555-85-2180

24 焼肉 ひまわり亭

厳選された黒毛和牛をリーズナブルにご提供。カップルからファミリーまで、ゆっくりして
お食事ご利用のお客様4名様まで、ソフトドリンク1杯サービス
頂けるお席をご用意してお待ちしております。

富士河口湖町船津7364-2

0555-83-2989

火曜定休
営業時間17：00～24：00

25 レストラン ポワル

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、グラタン、ピザ、スパゲッティ等各種色々な食事ができ、座敷もあるので家族
お食事ご利用のお客様4名様まで、ソフトドリンク1杯サービス（ランチタイムを除く）
連れのお客様もOKです。予算は800円～2,000円充分楽しめます。

富士河口湖町船津2558

0555-72-3753

月曜定休、第3日曜定休

26 炭火焼肉 鉄庵

和牛を中心に提供しております。

お食事ご利用のお客様4名様まで、シャーベットサービス

富士河口湖町船津6799

0555-72-2929

27 回転ずし すし兵衛
28 ムースヒルズバーガー

手頃な価格でおいしいお寿司が食べられます。

お食事ご利用のお客様4名様まで、シャーベットサービス

おススメはスペシャルスモークベーコンバーガーと甲州牛ステーキバーガーです。

3,000円以上ご利用で、10％割引

富士河口湖町船津6799
富士河口湖町勝山3290-1

0555-72-6788
0555-72-6691

29 リゾートイン吉野荘

目の前に富士山が広がる４階展望風呂。美味しいお料理でおもてなし致します。

宿泊のお客様にはソフトドリンク１杯サービス。また、粗品プレゼント致します。4名様ま
で

鳴沢村3480-1

0555-85-2260

http://www.yoshinosou.jp/

30 民宿 ともえ

ＦＵＪＩＴＥＮまで５ｋｍ。宿の前にはコンビニ＆ファミリーレストラン（ｶﾞｽﾄ）あり。アルコー
ル類他持込みＯＫ！

素泊まり歓迎。500円値引き

鳴沢村7619-18

0555-85-2047

http://kyudou-info.webnode.jp/

31 森の家 久野屋

ふじてんで遊ぶなら一番近い宿、久野屋に注目。ゲレンデまでわずか５分で到着。レン ①宿泊代500円引き。 ②併設レンタルショップにてレンタル利用500円引き。いずれも4
タルスキーも完備しております。
名様まで

鳴沢村7216

0555-85-3155

http://hisanoya.com/

32 ロッジ スタックポイント

自由に、気ままに、泊まって遊ぶ！！！2食付プラン・お気軽B&Bプラン・更にお気軽素
4名様まで、宿泊のお客様は滞在中ソフトドリンクがフリー。
泊まりプランの3プランから選べます。

鳴沢村7137

0555-85-3144

http://www12.plala.or.jp/stack-p/

年中無休7：00～21：00

http://s.hitosara.com/0005005587/

火曜定休

