
県名 市町村名 施設名 施設の概要 住所/電話番号/HP 開館時間/休館日 入場料・割引

沼津市
沼津港大型展望水門
「びゅうお」

津波から沼津港を守る水門の巨大な扉は日本最大級。地
上30mの展望回廊からは、富士山、駿河湾、千本松原など
四季折々の絶景、360度の大パノラマをお楽しみください。

沼津市本字千本1905番地の27
０５５-９６４-１３００
http://www.city.numazu.shizuoka.j
p/kankou/sanpo/byuo/byuo.htm

10：00～21：00
火曜日（火曜日が休日の場合はその翌
日）

大人１００円→５０円
小人（小・中学生）５０円
※大人のみ割引を実施

池田満寿夫・佐藤陽子
創作の家

お二人が実際に住居兼アトリエとして使用していた家が
「創作の家」として公開されています。館内には池田満寿
夫さんの版画や油絵、陶などの作品を始め、佐藤陽子さん
が演奏活動で使用したドレスや楽譜などが展示されていま
す。

熱海市海光町10-24
０５５７-８１-３２５８
http://www.city.atami.shizuoka.jp/

9:30～16:30　（入館締切16:00）
火曜日（祝日は開館）

入館料
　大人３００円→２００円
　子供２００円→１００円

起雲閣
市街地とは思えない緑豊かな庭園。日本家屋の美しさをと
どめる本館や、日本、中国、欧州の装飾様式を融合させた
洋館などがあり、独特の雰囲気を味わうことができます。

熱海市昭和町4-2
０５５７-８６-３１０１
http://www.city.atami.shizuoka.jp/

9：00～17：00
（入場は16：30まで）
水曜日(祝日は開館)
12/26～12/30

入館料
　大人５００円→４００円
　中学・高校生３００円→２００円
　小学生以下は無料

熱海市立
澤田政廣記念美術館

熱海市名誉市民、文化勲章受章彫刻家の澤田政廣（さわ
だせいこう　1894～1988）を顕彰する美術館です。熱海梅
園に隣接して建ち、四季折々の自然も楽しめます。

熱海市梅園町9-46
０５５７-８１-９２１１
http://www.city.atami.shizuoka.jp/

9:00～16：30
月曜日休館（但し祝日の場合は開館）
※展示替えのため臨時休館する場合あ
り。

入館料
　大人３１０円→２１０円
　学生２１０円→１００円
　小人１００円→　５０円

佐野美術館
日本刀・青銅器・陶磁器など東洋古美術・工芸品を中心に
各種の企画展で人気です。湧水を利用した回遊式庭園も
自慢。

三島市中田町1-43
０５５－９７５－７２７８
http://www.sanobi.or.jp

10：00～17：00（入館は16：30まで）
毎週木曜日（祝日の場合は開館）・展示替
期間・年始年末

一般・大学生７００円～
小・中・高校生３００円～
　　　　　※料金より１割引き
※料金は展示会によって異なります。

三嶋大社宝物館
伝北条政子奉納の｢梅蒔絵手箱｣（国宝）・太刀｢銘　宗忠｣
（重要文化財）など多くの文化財が所蔵され、その一部が
展示公開されています。

三島市大宮町2-1-5
０５５－７７５－０５６６
http://www.mishimataisha.or.jp

9：00～16：30（入館は16：00まで）展示替
期間

大人５００円→３００円
高・大学生４００円→２００円
小・中学生３００円→１００円
 ※特別展示の場合は料金が異なります。

三島市立公園
楽寿園

明治維新で活躍された小松宮彰仁親王の別邸として造営
された自然豊かな市立公園です。四季折々の行事を開催
して幼児から大人まで楽しめる公園として親しまれていま
す。

三島市一番町19-3
０５５－９７５－２５７０
http://www.city.mishima.shizuoka.j
p/rakujyu/

9：00～17：00（冬期は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日休園）
12/27～1/2

大人（高校生以上）　３００円→２７０円
小人（４歳以上）　　　　５０円→４０円

富士市
富士市道の駅
富士川楽座

東名高速道路富士川サービスエリアからも、県道富士川
身延線からもご利用できる多機能型商業施設です。富士
山の素晴しい眺めを見ながら食事したり、富士川体験館で
遊んだりした後、お土産を買って帰れます。

静岡県富士市岩淵1488-1
０５４５-８１-１１１１
http://www.fujikawarakuza.co.jp/

体験館どんぶら及びわいわい劇場
10：00～16：00
火曜日休館

それぞれ
大人６００円→５５０円
子供３００円→２５０円

乙女森林公園キャンプ
場

自然に囲まれ、ティピーなどの個性的な施設がある第１
キャンプ場と抜群の眺望を誇る第２キャンプ場、２つの異な
る魅力のキャンプ場でたのしいキャンプをお楽しみくださ
い。

（第１）御殿場市深沢2190
０５５０－８２－２０９０
（第２）御殿場市深沢2696-2
０５５０－８２－７８７０

8：30～17：00
毎週月曜日休園
（7月～9月は無休）

宿泊料金１０％OFF

ごてんば市温泉会館
湯舟からは窓一面のガラス越しに雄大な富士山を眺めな
がら、美肌効果があるお湯であなたも温泉美人になりませ
んか。

御殿場市深沢2160-1
０５５０－８３－３３０３

10：00～21：00
毎週月曜日定休日

入場料料金　５０円引き
　　大人５００円→４５０円
　　子供２００円→１５０円
　　※上記は２時間券の料金となります

秩父宮記念公園
秩父宮同妃両殿下が実際にお住まいになられた御用邸を
整備して開園した公園で、樹齢１３０年を超えるしだれ桜を
はじめ四季折々の草花を楽しむことができます。

御殿場市東田中1507-7
０５５０－８２－５１１０
http://chichibunomiya.jp

9：00～16：30
（7月～9月は17：30まで）
毎月第3月曜日休園

大人３００円→２５０円
小人１５０円→１００円

下田市 道の駅開国下田みなと
下田湾の目の前にある道の駅の最上階にあるミュージア
ムです。下田の歴史を楽しく学べて、眺めの良いテラス近く
にはコーヒーコーナーもご用意してあります。

下田市外ヶ丘1-1
０５５８-２５-３５００
http://www.kaikokushimodaminato
.co.jp

9:00～17：00（テナントにより異なる）
年中無休（臨時休館あり）

ハーバー＆カジキミュージアム
大人５００円→４００円
小中２５０円→２００円
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裾野市
裾野市十里木キャンプ
場

十里木キャンプ場は、富士山麓に広がる十里木高原とよ
ばれる自然森林地帯に設けられたキャンプ場です。地形
や環境を十分利用したキャンプ生活の中で、木・花・野鳥
そして、人々が一体になることはキャンパーの一番の喜び
でしょう。野鳥のさえずりで目をさまし、青葉の中にこもれる
日の光を浴び、朝霧、涼風を自分の肌で体験してください。

裾野市須山2427-1
０５５-９９８-０９９２
（夏季営業期間のみ）
http://www.city.susono.shizuoka.j
p/public/campjo01.php

5月1日～10月31日

サイト料（1日1張）　１，０００円→８００円
貸テント(1日1張）　１，０００円→８００円
（テント設営は午後1時より翌日の正午まで。その他
詳細は生涯学習室へ問い合せてください）

韮山郷土史料館
市内遺跡出土の埋蔵文化財を中心に、市の歴史をわかり
やすく展示。山木遺跡出土木製品は、国の重要有形民俗
文化財に指定されている。

伊豆の国市韮山韮山2-4
０５５-９４９-４１２７

9：00～16：30
毎週水曜・年末年始休館

大人２００円→１６０円
小中学生１００円→８０円

韮山反射炉
鉄製大砲を量産するために設けられた溶解炉。幕末日本
の製鉄技術の到達点を示す。国指定史跡、経済産業省認
定近代化産業遺産。

伊豆の国市中字鳴滝入268-1
０５５-９４９-３４５０

9：00～16：30
年末年始休館

大人１００円→９０円
小中学生５０円→４５円

踊り子温泉会館
河津川沿いに建つ純和風の温泉施設。伊豆石の大浴場、
泡風呂、打たせ湯、露天風呂、サウナとまさに温泉三昧。

河津町峰457-1
０５５８-３２-２６２６

10：00～21：00
毎週火曜日(祝日の場合は翌日）

利用券(3時間以内）
　大人１，０００円→９００円
　3歳以上小学生以下５００円→４５０円

サンシップ今井浜
海に浸る潮騒の湯。岩風呂や露天風呂の他屋上デッキに
は水着専用のサウナと展望バスがあります。

河津町見高358-2
０５５８-３４-１８３４

9：00～19：00
毎週水曜日(祝日の場合は翌日）

利用券(3時間以内）
　大人１，０００円→９００円
　3歳以上小学生以下５００円→４５０円

かわづ花菖蒲園
初夏に輝く色とりどりの花菖蒲は温泉熱を利用した栽培で
全国に先駆けて開花します。130種25,000株の花菖蒲が園
内に咲き誇ります。

河津町田中
9：00～16：00
5月上旬～6月中旬　無休

入園券
　大人３００円→２７０円
　小中学生１００円→９０円

かわづカーネーション見
本園

華麗な彩りとやさしい香りのカーネーション、新種を栽培す
る特別棟など330種12,000株の花が園内に咲き誇ります。

河津町田中
9：00～16：00
12月下旬～6月中旬
毎週水曜日

入園券
　大人３００円→２７０円
　小中学生１００円→９０円

河津バガテル公園
国際バラ新品種コンクールが開かれるフランス・パリ市の
バガテル公園を伊豆・河津に再現しました。自慢のローズ
ガーデンをはじめ小さなフランスをお楽しみください。

河津町峰1073
０５５８-３４-２２００
http://www.bagatelle.co.jp

ﾌﾗﾜｰｼｰｽﾞﾝ　4/28～11/30
　9：30～16：30
ｸﾞﾙﾒ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼｰｽﾞﾝ　12/1～4/27
　9:30～16:00
無休

入園券 ﾌﾗﾜｰｼｰｽﾞﾝ
　　大人１，０００円→９００円
　　小中学生３００円→２００円
入園券 ｸﾞﾙﾒ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼｰｽﾞﾝ
　　大人５００円→４００円
　　小中学生１００円

南伊豆町
町営温泉
「銀の湯会館」

下賀茂温泉にある町営温泉施設。泉質はナトリウム･カル
シウム塩化物泉。大浴場、露天風呂、サウナ等が楽しめる
他、売店では100度の源泉でゆでた玉子やサツマイモが好
評です。

南伊豆町下賀茂247-1
０５５８-６３-００２６
http://www.town.minamiizu.shizuo
ka.jp/form1.php?pid=221

10：00～20：00
（最終受付19：20）
水曜日（祝祭日の場合は翌日）

入館料
　大人９００円→７２０円
　小人４５０円→３６０円

伊豆の長八美術館
松崎町が生んだ漆喰鏝絵（シックイコテエ）の名人、入江長
八。「富嶽」「春暁の図」など、鏝を巧みに使い彩色した作
品約５０点を展示。世界的に評価される壁画技術は必見。

賀茂郡松崎町松崎23
TEL ０５５８-４２-２５４０
http://www.izu-matsuzaki.com

9:00～17:00
無休

大人５００円→４５０円
中学生以下無料

重文岩科学校
明治１３年築のなまこ壁の木造校舎。国の重要文化財に
指定されている。教室では当時の授業風景を再現。入り口
には旧岩科村役場を移築復元した売店・休憩所がある。

賀茂郡松崎町岩科北側442
０５５８-４２-２６７５
http://www.izu-matsuzaki.com

9:00～17:00
無休

大人　３００円→２７０円
中学生以下無料

黄金崎クリスタルパーク

国内では珍しい現代ガラス専門の美術館では、各国の
著名作家の作品の他、万華鏡もご覧いただけます。そ
の他、ガラス工芸に挑戦できる体験工房や、ショップ、
レストランも併設しています。

賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3
０５５８-５５-１５１５
http://www.kuripa.co.jp/

９：００～１７：００
（美術館の入場は16:30まで）
年中無休（臨時休業あり）

美術館入場券
　大　  　人８００円→７２０円
　小中学生４００円→３６０円

らんの里堂ヶ島

西伊豆の景勝地の豊かな自然と美しいランの花に囲ま
れた癒しとくつろぎの楽園です。ランの鑑賞温室とつり
橋・展望デッキから望む駿河湾、南アルプスの絶景が
織り成す癒しの空間

賀茂郡西伊豆町仁科2848-1
０５５８-５２-２３４５
http://www.dogashima.com

８：３０～１７：００
（入場は16：00まで）

らんの里入園券
　大　　 人１，３００円→１，１１０円
　中 学 生    ６５０円→　５００円
　小学生以下　無料
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加山雄三ミュージアム
絵画を中心に魅力あふれる4つのギャラリーで構成。秘蔵
フィルムや映画セットの再現、台本、愛用のギター等貴重
な資料を展示。

賀茂郡西伊豆町仁科2048-1
０５５８-５２-１１２２
http://www.izudougasima-
yuransen.com/kym/

８：３０～１６：３０
（入場は16：00まで）

大人（中学生以上）
　７２０円→６５０円
　小学生以下　無料

富士竹類植物園

世界一の栽培種数をほこる竹類専門の植物園。700種近く
の竹類を観察することができる。また研究資料館には竹細
工・竹製品の展示や売店もある。苗木の販売も行ってい
る。

長泉町南一色885
０５５-９８７-５４９８
http://fujibamboogarden.com

9：00～17：00
（入場は16：30まで）
4月～11月火曜日休園
（祝日の場合はその翌日）
12月～3月日曜日のみ開園
12月23日～1月6日完全休園日

大人５００円→４５０円
高校生以下　無料

クレマチスガーデン／
ヴァンジ彫刻庭園美術
館

現代イタリアを代表する具象彫刻家ジュリアーノ・ヴァンジ
の個人美術館。人間の本質をテーマにした作品を広々とし
た空間で鑑賞できる。庭園内には白をはじめ色とりどりの
クレマチスが植栽されている。

長泉町クレマチスの丘347-1
０５５-９８９-８７８７
http://www.vangi-museum.jp/

10:00～18:00(4月～8月）
10:00～17:00（2･3･9･10月）
10:00～16:30（11月～1月）
＊入館は閉館時間の30分前まで
水曜日定休（祝日の場合は翌日）／年末
年始

各料金から１００円割引
4月～10月
大人1,200円、高大学生800円、小中学生500円
11月～3月
大人1,000円、高大学生500円、小・中学生無料

ベルナール・ビュフェ美
術館

黒い直線とモノトーンの色彩が特徴のフランスの画家ベル
ナール・ビュフェの作品を収蔵・展示する美術館。併設のこ
ども美術館は親子で楽しめる体験型の美術館。ワーク
ショップも随時開催。

長泉町クレマチスの丘515-57
０５５-９８６-１３００
http://www.buffet-museum.jp/

同上

各料金から１００円割引
　大人１，０００円
　高・大学生５００円
　小・中学生無料

静
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長泉町



県名 市町村名 施設名 施設の概要 住所/電話番号/HP 開館時間/休館日 入場料・割引

ＳＫＹ広域圏内 公共施設優待利用施設一覧（６６施設）

小田原城天守閣
古文書、絵図、武具、刀剣などの歴史資料を展示。標高約
60メートルの最上階からは相模湾が一望できます。

小田原市城内6-1
０４６５-２３-１３７３
http://www.city.odawara.kanagawa
.jp/kanko/Leisure/Castle/tennsyu
kaku.html

9：00～17：00（入場は16：30まで）
12月第2水曜日、12/31、1/1

〈天守閣入場券〉
大人４００円→３６０円　小中学生１５０円→１４０円
〈天守閣・歴史見聞館共通券〉
大人３００円→２７０円　小中学生１００円→９０円
〈天守閣・歴史見聞館共通券〉
大人６００円→５４０円　小中学生２００円→１８０円

小田原文学館・白秋童
謡館

小田原にゆかりの文学者たちの作品を紹介しています。詩
人・北原白秋の作品が鑑賞できる白秋童謡館や、昭和を
代表する私小説家・尾崎一雄の書斎もあり、美しい庭園で
は四季折々の風情が楽しめます。

小田原市南町2-3-4
０４６５-２２-９８８１
http://www.city.odawara.kanagawa
.jp/public-
i/facilities/bungakukan.html

9：00～17：00（入館は16：30まで）
12/28～1/3

大人２５０円→１８０円
小中学生１００円→７０円

小田原フラワーガーデン

フラワーガーデンは、四季折々の花が楽しめる公園です。
大温室「トロピカルドーム」では、珍しい熱帯の花や果実が
楽しめ、「渓流の梅林」では約200種の「梅」が咲き乱れま
す。

小田原市久野3798-5
0465-34-2814
http://www.city.odawara.kanagawa
.jp/public-
i/park/garden/garden.html

・4月～9月 9:00～16:30
・10月～3月 9:00～16:00
・トロピカルドーム入館は、9:30～閉園30分
前まで
休園日：毎週月曜日及び祝日の翌日（月
曜日が祝日の場合は開園）、年末年始
（12/29～1/3）
※2月は「梅まつり」期間のため無休。

入園無料（ドームのみ有料）
トロピカドーム入館料
　大人２００円→１６０円
　小中学生１００円→８０円

箱根町立郷土資料館
箱根山に残された先人たちの足跡を保存し、広く公開して
いくことを目的とした施設

箱根町湯本266
０４６０-８５-７６０１

9：00～16：30
休館日　毎月最終月曜日
　　　12月28日～1月4日

大人２００円→１５０円
小人１００円→５０円

箱根関所
御番所は役人の人形や武具の展示、資料館には箱根関
所資料及び箱根周辺の一般の資料を展示

箱根町箱根1
０４６０-８３-６６３５

9：00～17：00　年中無休
冬期(12月1日～2月末日）　9：00～16：30

大人５００円→４００円
小人２５０円→１５０円

箱根湿生花園
日本の各地に点在している湿地帯の植物200種のほか、
約1700種の植物が四季折々に花を咲かせています。

箱根町仙石原817
０４６０-８４-７２９３

9：00～17：00
開園期間中(3月20日～11月30日)は無休
※冬期休園

大人７００円→６００円
小人４００円→３００円

箱根芦之湯フラワーセン
ター

世界の名花球根ベゴニア、洋ランなどを展示。また、珍しい
熱帯観葉植物も楽しめます。

箱根町芦之湯84-55
０４６０-８３-７３５０

大人６００円→５００円
小人４００円→３００円

森のふれあい館
館全体をファンタジーな森の世界にみたて、冒険しながら
森の仕組みがわかるストーリー性のある展示

箱根町箱根381-4
０４６０-８３-６００６

9：00～17：00　年中無休
冬期(12月1日～2月末日）　9：00～16：30

大人６５０円→６００円
小人４００円→３００円

真鶴町立中川一政美術
館

洋画家・中川一政の作品を展示　自然の中に囲まれ落着
いた雰囲気で油彩、岩彩、書、陶芸作品を鑑賞できます

真鶴町真鶴1178-1
０４６５-６８-１１２８
www.town-manazuru.jp/museum/

9：30～16：30　（入場は16：00まで）
毎月第1、第3水曜日（祝日の場合は翌日）
及び12/28～12/31

大人６００円→５００円　小人３５０円→２５０円
特別展などの入館料変更の場合もその金額より１０
０円引き

ケープ真鶴

県立真鶴半島自然公園内にある休憩施設。お食事をはじ
めお土産の販売などを行っている。２階には磯の生き物に
ついて指導・説明をおこなう「海の学校」が開校されていま
す。

真鶴町真鶴1175-1
０４６５-６８-１１１２

売店9:00～16:00
喫茶10:00～15:00（土日祭日16:00まで）
食堂11:00～15:00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰは14:30）
年中無休

ソフトクリーム、ソフトドリンク１００円引き

お林展望公園

ツツジやベゴニアなど四季折々の花が咲き、芝生が広がる
コミュニティ広場では、各種イベントが開催されます。公園
の先端から、初島や大島を眺めることができます。また、
春には桜が咲きとても綺麗です。

真鶴町真鶴1178-1
０４６５-６８-５５０１

ｺﾐｭﾆﾃｨ広場　8：30～17:00
喫茶10:00～15:00
売店10:00～16:00
年中無休

ソフトクリーム、ソフトドリンク１００円引き
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県名 市町村名 施設名 施設の概要 住所/電話番号/HP 開館時間/休館日 入場料・割引

ＳＫＹ広域圏内 公共施設優待利用施設一覧（６６施設）

日帰り入浴　こごめの湯

湯河原温泉は鎌倉時代には「こごめの湯」、室町時代から
は「こごみの湯」、江戸時代からは「小梅の湯」と呼ばれて
きました。
・大浴場２ （男湯・女湯）　・ 露天風呂　２ （男湯・女湯）
・大広間１ （無料休憩用　40畳）　・ 喫茶室１ （軽食と飲物）
11:00～　・マッサージ（有料）もあります。

湯河原町宮上562-6
０４６５-６３-６９４４
http://www.town.yugawara.kanaga
wa.jp/index2.html

9：00～21：00　（入場は20：30まで）
1/1～3：10：00～17：00
休館日　毎週月曜日（ただし、祝日の場合
はその翌日）及び年末（詳細は、お問合せ
ください）

大　　　人１，０００円→９００円
小中学生　　５００円→４００円

 足湯施設　独歩の湯

成分豊かな温泉の「泉」に足を浸しながらツボを刺激し、
マッサージ効果が得られ、足だけで入るユニークな温泉で
す。地理風水を応用して日本列島をイメージした園内に、さ
まざまな効能を持つ９つの「泉」があります。
●軽食喫茶●足マッサージ（有料）もあります。

湯河原町宮上704
０４６５-６４-２３２６
http://www.town.yugawara.kanaga
wa.jp/index2.html

10：00～18：00
（11月～2月の間は17：00まで）
定休日　毎月末日及び12/29～31

大　　　人３００円→２００円
小中学生２００円→１００円

町立湯河原美術館

「東の大観、西の栖鳳」と評される日本画家・竹内栖鳳や
洋画家・安井曾太郎をはじめ、美人画の伊東深水や水彩
画家の三宅克己などの作品を紹介している常設館のほ
か、現代日本画壇の主軸として活躍している平松礼二氏
の作品をテーマ毎に常時約２０点紹介する平松礼二館が
あります。

湯河原町宮上623-1
０４６５-６３-７７８８
http://www.town.yugawara.kanaga
wa.jp/museum/museum01.html

9：00～16：30
（入館16：00まで）
休館日　水曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　　12/28～31
展示替えによる臨時休館もあります。

大　　　人６００円→５００円
小中学生３００円→２００円

湯河原町



県名 市町村名 施設名 施設の概要 住所/電話番号/HP 開館時間/休館日 入場料・割引

ＳＫＹ広域圏内 公共施設優待利用施設一覧（６６施設）

富士吉田市歴史民俗博
物館

当館は博物館活動を通して社会教育の場として活用され
ることを目的とした施設です。館内は常設展示室・企画展
示室をはじめ、学習室や富士山を一望できる自然観察室
などがあります。常設展示では、「富士山の信仰」・「郡内
織物」の2つのテーマ展示と、「歴史」・「民俗」を合わせて４
つの分野で構成しています。

富士吉田市上吉田2288-1
０５５５－２４－２４１１

9：00～17：00
（入場は16：30まで）
年末年始・火曜日（祝日を除く）
8月は無休

20%割引　３００円→２４０円

御師旧外川家住宅

御師旧外川家住宅は、富士山への登山者を迎え入れてき
た御師の宿坊の一つで、18世紀後半の明和５年（1768）頃
に建造された貴重な建造物です。登山口に存立した富士
御師の実態や富士山の登拝等を学ぶことができる学習施
設として公開しています。

富士吉田市上吉田3丁目14-8
０５５５-２２-１１０１

9：00～17：00
（入場は16：30まで）
年末年始・火曜日（祝日を除く）
8月は無休

20%割引　１００円→８０円

富士山レーダードーム館

「リフレふじよしだ」エリア内にある、富士山頂で台風観測
の砦として活躍してきたレーダーの軌跡と過酷な業務内容
を、グラフィックパネルや寒さ体験コーナーを通して紹介し
ている施設です。ここにはエリア内湧出の富士の名水のお
持ち帰りができる「道の駅富士吉田」、富士山の伏流水で
醸造された地ビールが楽しめる「ふじやまビール」がありま
す。

富士吉田市新屋1936-1
０５５５-２０-０２２３
http://www.fujiyoshida.net/

　9:30～17:30　※入館は17:00まで
　火曜日（8月は無休）
　但し、火曜日が祝日の場合はその翌日

20%割引　一般６００円→４８０円
　　　　　　　小中校生４００円→３２０円

富士山アリーナスケート
リンク

富士山レーダードーム館、エリア内湧出の富士の名水の
お持ち帰りができる「道の駅富士吉田」、富士山の伏流水
で醸造された地ビールが楽しめる「ふじやまビール」、など
魅力あふれる「リフレふじよしだ」エリア内にある屋内ス
ケートリンク

富士吉田市新屋1936
０５５５-３０-１１２２
http://www.fujiyoshida.net/

個人利用可能時間
平日・日曜日・祝日　 10:00～17:00
土曜日　12:30～17:00

20%割引　一般８００円→６４０円
　　　　　　　高校生６００円→４８０円
　　　　　　　小中校生４００円→３２０円

甲斐黄金村・湯之奥金
山博物館

湯之奥金山は、山梨と静岡の県境に位置する毛無山山中
に存在する我が国における代表的な『山金山遺跡』です。
遺跡をイメージした館内は、映像シアター・ジオラマ模型・
資料展示室で構成され、戦国期金山の鉱山作業を分かり
やすく紹介しています。また、砂金採り体験室が併設され
ており、楽しみながら人々を魅了する『金』について学ぶこ
とが出来ます。

身延町上之平1787
０５５６-３６-００１５
http://www.town.minobu.lg.jp./loca
l_minobu/kinzan/index.html

5月～9月
　　9：00～18：00（受付は17：30まで）
10月～4月
　　9：00～17：00（受付は16：30まで）
休館日：毎週水曜日

<展示観覧>　　　大人５００円→４５０円
中学生４００円→３６０円　小学生３００円→２７０円
〈砂金採り体験〉大人６００円→５４０円
中学生５００円→４５０円　小学生４００円→３６０円
〈観覧/体験共通〉大人１，０００円→９００円
中学生８００円→７２０円　小学生６００円→５４０円

道の駅しもべ

ゆったりとした田舎時間が流れる山里の安らぎ空間を味わ
える道の駅しもべ。地元産で作った特産品や新鮮野菜の
販売、和室の無料休憩所、築120年の移築民家、バーベ
キュー棟、ホタルの生態について学ぶことのできる「ホタル
ドーム」、そば処「木喰庵」があります。

南巨摩郡身延町古関4321
０５５６-２０-４１４１
http://michinoeki-shimobe.com/

5月～9月　9:00～18:00
10月～4月　9:00～17:00
休館日：毎週水曜日
※4月～11月は無休

ホタルドーム
３００円→２７０円

道志村 道の駅　どうし

国道４１３号沿いに建つ「道の駅どうし」は、道志村の情報
発信拠点。観光、イベント、特産品など村内の様々な情報
を手軽に得ることが出来ます。また、村で採れた新鮮な素
材を中心に使ったオリジナル料理が味わえるレストラン「手
づくりキッチン」や特産品直売所もあり、道志村の魅力が一
同に会してます。

南都留郡道志村9745
０５５４-５２-１８１１

9:00～18:00
（7月～8月 8:00～19:00）
12月28日～1月1日休館

クレソンジュース１００円引き

西桂町 三ツ峠グリーンセンター
テニスコート、武道館、フットサル場などのスポーツ施設の
ほか農林業体験・陶芸体験や宿泊施設を備えた総合ス
ポーツ・レジャー施設です。

南都留郡西桂町下暮地1900
０５５５-２５-３０００
http://mitsutoge.jp/index.html

7：00～23：00
毎月第一火曜日

入浴料金
　大人６００円→５４０円
　子供４００円→３６０円

忍野村 四季の杜・おしの公園

　富士山写真の先駆者である岡田紅陽、絵手紙の第一人
者である小池邦夫の両作品を展示した美術館です。
また、美術館正面からの富士山も絶景であり、関東富士見
百景にも選定されております。

南都留郡忍野村忍草2838-1
０５５５－８４－３２２２
http://www15.ocn.ne.jp/~o-k.muse/

9：00～17：00
（入場は16：30まで）
火曜日　12/28～1/1他

・団体割引適用
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鳴沢村 なるさわ富士山博物館

マルチスクリーンによる富士山の形成の過程や、シース
ルーによる富士山内部の溶岩の様子、溶岩樹型や溶岩球
など富士山体から流れ出た溶岩流によって作られた自然
の芸術品とその形成過程が分かる、富士山の基礎知識を
知るならここと言える博物館です。

南都留郡鳴沢村8532-63
０５５５－２０－５６００
http://www.eigado-
group.com/store/narusawa/index.
html

9：00～18：00
年中無休
※入館無料

トルマリンシート（大・中・小）１セットプレゼント

紅富士の湯

山中湖温泉「紅富士の湯」目玉は文字通り紅く染まった富
士山を眺めることができる露天風呂をはじめ、全身湯、
ジェットバス、気泡湯、サウナ、岩盤浴等、いろいろな楽し
み方ができます。また、冬季限定（土・日・祝日）朝６時から
入浴でき、紅富士朝市も開かれます。

南都留郡山中湖村山中865-776
０５５５-２０-２７００
http://www.benifuji.co.jp

10:00～21:00
（最終受付22:30）
※12月～3月（土・日・祝日のみ）6:00～
定休日　毎週火曜日
（7～8月及び祝日を除く）

一般入場料（下記料金から1割引）
大人 ７００円
学生 ５００円
小学生 ２００円

石割の湯

「石割の湯」は、その名の通り石割山の麓にあり、梁組みと
栗材を多用したドーム形式のユニークな温泉です。ほのか
な硫黄の香りが漂う大浴場をはじめ様々なスタイルの温泉
が整っています。

南都留郡山中湖村平野1450
０５５５-２０-３３５５
http://www.ishiwarinoyu.jp

10:00～21:00
（最終受付22:30）
定休日　毎週木曜日
（7～8月及び祝日を除く）

一般入場料（下記料金から1割引）
大人 ７００円
学生 ５００円
小学生 ２００円

花の都公園　清流の里
「ふらら」

富士山に一番近い高原のリゾート山中湖花の都公園。30
万平方メートルの園内には、無料エリアのお花畑、有料エ
リアの、全天候型温室フローラルドーム「ふらら」と、癒しの
空間「清流の里」があります。

南都留郡山中湖村山中1650
０５５５-６２-５５８７
http://www.hananomiyakokouen.jp
/

4/16～10/15
8:30～17:30
10/16～4/15
9:00～16:30

入園料（下記料金から1割引、12/1～3/15は無料）
4/16～10/15
　大人５００円、小中学生２００円
10/16～11/30、3/16～4/15
　大人３００円、小中学生１２０円

三島由紀夫文学館
徳富蘇峰館

三島由紀夫の著書、雑誌、直筆原稿等が展示され、映像
やパソコンによる情報検索など、ビジュアル面からも三島
文学を照会しています。山中湖畔の山荘「双宜荘」で「近世
日本国民史」の創作活動を行っていた、山中湖に関係の
深い作家徳富蘇峰の文学館。

南都留郡山中湖村平野506-296
三島由紀夫文学館
０５５５-２０-２６５５
http://www.mishimayukio.jp
徳富蘇峰館
０５５５-２０-２６３３

9:30～21:00
毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日）
（但し、4/28～5/6、7/20～8/31は開館）
12/29～12/31、1/6～1/13

共通入場券（下記料金から1割引）
一般５００円
高大学生３００円
小中学生１００円

河口湖美術館
広大な敷地面積と充実した内容を誇る町立美術館。
富士山をテーマにした日本画・洋画・写真などを集めた常
設展と幅広いジャンルで展開される企画展が楽しめる。

富士河口湖町河口3170
０５５５-７３-２８２９
http://www.fujisan.ne.jp

9：30～17：00　（入場は16：30まで）
火曜日、展示替日
但し、7～9月は無休
年末年始要問合せ

入館料
　大人・大学生８００円→７２０円
　中・高校生５００円→４５０円
　小学生以下無料

河口湖ハーブ館

館内にはハーブグッズが一堂に集められ、２階には押し花
のしおりやリースを作ることが出来る体験コーナーがある。
裏庭に出てハーブガーデンを散策した後は、喫茶室でハー
ブティーを味わってみては？

富士河口湖町船津6713-18
０５５５-７２-３０８２
http://www.fujisan.ne.jp

9：30～18：00
年中無休

入館料無料
体験料有料
割引特典
リース作り１，０００円→９００円

河口湖ミューズ館

創作人形作家与勇輝（あたえゆうき）氏の作品を常設展示して
いる。作り手の愛情いっぱいに受けた繊細な人形たちは、
一体一体に魂が宿っているようで見る者を幻想の世界へと
誘う。

富士河口湖町小立923
TEL ０５５５-７２-５２５８
http://www.musekan.net/

9:00～17:00（入場は16:30まで）
木曜日、展示替日（但し、7～9月は無休）
年末年始要問合せ

入館料（小学生以下無料）
　大人・大学生６００円→５４０円
　中・高校生　４００円→３６０円

河口湖自然生活館

特産品ブルーベリーを紹介。ブルーベリージャム作り教室
は人気。収穫期の夏場には摘み取り体験もできる。ブルベ
リーメニューが楽しめる喫茶室からの富士山の眺望も素晴
らしい。

富士河口湖町大石2585
０５５５-７６-８２３０
http://www.kawagushiko.ne.jp/~se
ikatukan/

9:00～17:00
（ｼﾞｬﾑ作りは17:00まで）
金曜日、但し、7～9月は無休
年末年始要問合せ

入館料無料
ｼﾞｬﾑ作り・摘み取り体験有料
割引特典
ｼﾞｬﾑ作り８００円→７２０円

河口湖
フィールドセンター

富士北麓の剣丸尾溶岩流上（標高1050ｍ）に位置し、富士
山成因の謎を探りながら、自然の豊かさを知る自然博物
館。世界的に貴重な溶岩樹型洞穴群（約200個）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る。

富士河口湖町船津6603
０５５５-７２-４３３１
http://www.fujisan.ne.jp

9:00～17:00
月曜日
但し7月～9月は無休
年末年始要問合せ

入館料無料
体験料有料
割引特典
クラフト体験１割引

大石紬伝統工芸館

江戸時代から大石地域に伝わる手織り紬・大石紬の実演
をはじめ展示品コーナーや体験教室も設けられた施設。大
石紬は光沢と色取りの美しさを讃えられ、山梨県郷土伝統
工芸品にも認定されている。

富士河口湖町大石1438-1
０５５５-７６-７９０１
http://www.fujisan.ne.jp

9:00～16:30
火曜日
但し、6/20～9/30無休
年末年始要問合せ

入館料無料
体験料有料
割引特典
大石紬美顔パフ１割引
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西湖コウモリ穴

富士山麓で最大級の溶岩洞窟で国指定の天然記念物。
総延長は350ｍ以上。鍾乳石や波状溶岩など自然が作っ
た神秘的な形状が多く見られる。洞窟内は温暖でコウモリ
の越冬場所ともなっている。

富士河口湖町西湖2068
０５５５-８２-３１１１
http://www.fujisan.ne.jp

9:00～17:00
休洞期間12/1～3/19
（ｺｳﾓﾘ保護のため）
ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾚｽﾄﾗﾝは12/31のみ休業

入洞料
　高校生以上３００円→２７０円
　小中学生１５０円→１３０円

西湖いやしの里根場

富士山を仰ぐ展望地に建ち並ぶ茅葺屋根の民家。日本人
の心に宿るふるさとの原風景が広がっている。資料館・体
験施設・食事処や「ふるさとの四季」をテーマにした年中行
事とお楽しみもいっぱい。

富士河口湖町西湖根場2710
０５５５-２０-４６７７
http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

9:00～17:00
年中無休
臨時休業する店舗あり

入館料(施設保存協力金)
　大人２００円 小中学生１００円
特典：絵葉書プレゼント

道の駅かつやま
特産品販売をはじめ、季節の花々から地元の味覚、周辺
の観光情報まで河口湖を楽しむアイテム満載。

富士河口湖町勝山3754
０５５５-７２-５６３３
http://www.fujisan.ne.jp

9:00～17:00
年中無休

入場料無料
特典：ソフトドリンク１杯サービス


