
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎優待の対象は、令和３年度に山梨県富士山保全協力金にご協力いただいた方（記念品をお持ちの方）です。 

 木札を提示することで優待を受けることができます。※静岡県の富士山保全協力金への協力者は対象外です。 

  ◎優待を受けられる期間は、原則、令和４年 3 月 31 日までです。 

  ◎優待内容や施設の営業時間などの詳細は、各施設にお問い合わせください。 

   また、優待には次のような条件がある場合があります。 

  ・他の割引券との併用不可  ・一部商品は除く  ・予約時に申し出る必要あり  等 

  ◎インターネット等で事前にお申し込みされた方は、現地受付で記念品(木札)をお受け取りください。 

  ◎現地受付では、検温及び体調確認を実施しておりますので、ご協力をお願いします。 

  ◎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 観光文化部 世界遺産富士山課 富士登山対策担当 まで、お問い合わせください。 

   電話番号 055-223-1521 

 

◆対象者  五合目から先に立ち入る来訪者（吉田口登山道は泉ヶ滝から先に立ち入る全ての者） 

◆金額   基本 1,000 円 

◆受付場所 吉田口六合目、富士スバルライン五合目（総合管理センター前） 

◆受付方法 現地受付 上記受付場所にて実施 

      他 受 付 インターネット・コンビニで 7 月 1 日より受付開始 

◆実施期間 令和３年 7 月 1 日（木）～9 月 10 日（金） 

            ※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！ 
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 施設名 特  典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

1 富士山みはらし 店頭販売のドリンク半額(1名様) 7:00～20:00(富士スバルライ

ンの営業状況により、前後

する可能性あり) 

年中無休 富士吉田市上吉

田字小御岳下

5617-42 

0555-72-1266 

2 五合園レストハウス 来店のお客様に長寿、学業の成

就の鈴プレゼント 

1,000円以上お買い上げのお客

様に「富士山の空気」の缶詰をプ

レゼント(1名様) 

8:00～17:00 シーズン中無し 南都留郡鳴沢村

富士山 8545-1 

0555-72-1251 

 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

3 河口湖カントリーコテ

ージＢａｎ 

オリジナルティープレゼント 

(1名様) 

7:30～10:00 

15:00～22:00 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町河口 2092 

0555-76-8090 

4 久保田一竹美術館 入館料 100円引き(5名様) 4月～11月 9:30～17:30 

(最終入館 17:00) 

12月～3月 10:00～16:30 

(最終入館 16:00) 

火曜日、 12/26～

29、その他特に定

める日。10・11 月は

無休(祝日の火曜日

及び 1 月の第一火

曜日は閉館) 

南都留郡富士河

口湖町河口 2255 

0555-76-8811 

5 河口湖音楽と森の美

術館 

入館料特別料金(1グループ) 

大人：1,500円 

大高：1,100円  

小中生：800円 

10:00～17:00 

(最終入館 16:00) 

冬期休館日あり 南都留郡富士河

口湖町河口 3077-

20 

0555-20-4111 

6 河口湖クラフトパーク 体験料 5％OFF(9名様) 9:30～17:00 水曜日 南都留郡富士河

口湖町河口 3118 

0555-20-4123 

7 風の KUKUNA KUKUNA オリジナルボールペン

１本プレゼント(1名様) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町浅川 70 

0555-83-3333 

8 

 

ハーブ庭園旅日記 

富士河口湖庭園 

ちょっぴりプレゼント 

(1グループに 1つ) 

9:00～18:00 

(最終入店 17:30) 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町船津 1996 

0555-83-3715 

9 赤富士ワインセラー ちょっぴりプレゼント 

(1グループに 1つ) 

9:00～18:00 年中無休 南都留郡富士河

口湖町船津 2020-

1 

0555-20-9222 

10 ふじざくらイン ご宿泊者様へ「ふじざくら命水(ペ

ットボトル)」１本プレゼント 

(1名様) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町船津 3234 

0555-72-5100 

11 トヨタレンタリース山

梨 富士河口湖店 

レンタカー時間料金より 5%割引

(店舗への直接予約のみ。予約

時にお申し出頂いた方が対象と

なります。)(1台) 

8：00～20：00 

(12/31～1/3は 8：00～ 

18：00) 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町船津 4657 

0555-72-1100 

12 山梨県立富士山世界

遺産センター 

ソフトクリーム 100円引き(1名様) 9:00～17:00 

(7月～9月 8:30～18:00 

12～2月 9:00～16:30) 

北館：年中無休 

南館：毎月第 4火曜

日 

南都留郡富士河

口湖町船津 6663-

1 

0555-72-0259 

13 山梨宝石博物館 入館料割引 (グループ全員) 

大人 600円→500円 

小人 300円→250円 

9:00～17:30 

(最終受付 17:00) 

水曜日 

(7月・8月は無休) 

南都留郡富士河

口湖町船津 6713 

0555-73-3246 

14 河口湖ハーブ館 来館者にミニソフトクリームプレ

ゼント(3名様) 

9:00～17:45 

※状況により変更する場合

がございます。詳細はホー

ムページでご確認ください。 

年中無休 南都留郡富士河

口湖町船津 6713-

18 

0555-72-3082 

15 井出醸造店 ソフトクリーム１つ無料(1 名様 1

回限り) 

9:00～17:00 不定休 南都留郡富士河

口湖町船津 8 

0555-72-0006 

16 地ビールレストランシ

ルバンズ 

飲食料金 5％割引(1グループ) 平日 11:00～15:00、 

17:00～21:30  

土日祝日 11:00～21:30 

木曜日 南都留郡富士河

口湖町船津字剣

丸尾 6663-1 

0555-83-2236 

17 富士すばるランド 入園料 100円引き(5名様) 4月～11月 平日 11:00～

17:00、土日祝 9:30～17:00 

12月～3月 10:00～16:00 

水・木曜日(※GW、

夏休み、年末年始、

春休みは除く) 

南都留郡富士河

口湖町船津字剣

丸尾 6663-1 

0555-72-2239 

18 カントリーレイクシス

テムズ 

各種体験料金 5％OFF！ 

(1グループ) 

8:00～20:00 年中無休 南都留郡富士河

口湖町大石 2954-

1 

0555-20-4052 

19 富士赤松ゴルフコー

ス 

通常１日料金より１名につき 

1,000円割引(12名様) 

8:00～15:00スタートまで 冬期休業 (12 月中

旬～3月中旬) 

南都留郡鳴沢村

7246 

0555-85-2925 

20 富士眺望の湯ゆらり 大人入泉料 100円引き(1名様) 平日 10:00～21:00 

(最終入館 20:00)  

土日祝日 10:00～22:00 

(最終入館 21:00) 

年中無休 南都留郡鳴沢村

8532-5 

0555-85-3126 

富 士 山 五 合 目 

富士北麓・東部地域 

優待特典施設一覧         ※ご利用時には必ず木札をご提示ください。 



 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

21 なるさわ富士山博物

館 

水晶のちょっぴりプレゼント 

(1グループ 1つ) 

9:00～18:00 

(最終入館 17:30) 

年中無休 南都留郡鳴沢村

字ジラゴンノ 

8532-64 

0555-20-5600 

22 ふじてんリゾート リフト１日券 500円引き 

※優待はグリーンシーズン(11/3

まで)に限ります(5名様) 

9:00～16:20 木・金曜日(夏休み

期間中 7/17～8/31

は木曜日) 

南都留郡鳴沢村

字富士山 8545-1 

0555-85-2000 

23 フォレストアドベンチ

ャー・フジ 

コース利用料から 100円引き 

(5名様) 

9:00～15:00 

（受付時間・営業時間ともに

季節により変動いたします） 

不定休 南都留郡鳴沢村

字富士山 8545-1 

090-3345-

0970 

24 トレイルアドベンチャ

ー・フジ 

コース利用料から 100円引き 

(グループ全員) 

9:00～15:00 

(受付時間・営業時間ともに

季節により変動いたします) 

火・水・木・金曜日

(土～月のみ営業) 

南都留郡鳴沢村

字富士山 8545-1 

080-2165-

9693 

25 シュガーメイプル コーヒー注文の方にまりもマカロ

ンサービス(12名様) 

10:00～17:00 不定休(7/20～8/31

まで無休) 

南都留郡山中湖

村山中 865-137 

0555-62-2743 

26 水陸両用バス 

「山中湖のカバ」 

乗車されるお客様にカババスオ

リジナルグッズプレゼント(ポスト

カードもしくはペーパークラフト) 

(5名様) 

9:00～15:00 

※季節によって異なります。 

年中無休 

※イベント時、悪天

候により運行を中

止する場合有り。 

南都留郡山中湖

村平野 506-296 

0555-72-0101 

27 (一社)山中湖観光協

会 

来館者にオリジナルトートバッグ

(1名様) 

9:00～17:30 年中無休 南都留郡山中湖

村平野 506-296 

0555-62-3100 

28 三ッ峠グリーンセンタ

ー 

入浴料 10％割引(5名様) 9:00～22:00 火曜日 南都留郡西桂町

下暮地 1900 

0555-25-3000 

29 忍野高原ホテル ご宿泊のお客様にお土産プレゼ

ント(1グループに 1つ) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 南都留郡忍野村

忍草 3102 

0555-84-3308 

30 (株)忍野タクシー 忍

野八海大林駐車場 

普通乗用車駐車代金 100円引き 

(1台) 

7:30～18:30 年中無休 南都留郡忍野村

忍草 378 

0555-84-2535 

31 ホテル鐘山苑 宿泊のお客様にラウンジで 

コーヒーサービス(1名様) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

7/5～7/7、8/30～

9/1 、 1/17 ～ 1/19 

※その他臨時休業

日あり 

富士吉田市上吉

田東 9-1-18 

0555-22-3168 

32 ふじやま温泉 大人入館料 100円割引 

小人入館料 50円割引(1名様) 

7:00～9:00(朝風呂) 

10:00～22:00(開館時間) 

休館日(予定) 7/1、

11/4、12/2、12/9、

1/6、1/13、1/20 

富士吉田市新西

原 4-17-1 

0555-22-1126 

33 フジヤマミュージアム 入館料 100円割引(1名様) 10:00～17:30 

(最終入館 17:00) 

不定休 富士吉田市新西

原 5-6-1 

0555-22-8223 

34 中央道 談合坂 SA 

上り線 (株)キャニー 

レストランでお食事のお客様にコ

ーヒー1杯サービス(1名様) 

レストラン 11:00～22:00 

ショッピングコーナー・ 

フードコート 24時間 

年中無休 上野原市大野 

4943 

0554-66-2111 

35 笹一酒造(株)酒遊館 吟醸ソフトクリームのサービス 

(1名様) 

9:30～18:00 年中無休 大月市笹子町吉

久保 26 

0554-25-2008 

36 中央道 初狩 PA 

上り線 

稀少豆コーヒー50円引き(1名様) 7:30～20:00 年中無休 大月市初狩町下

初狩 1318 

0554-25-6127 

37 中央道 初狩 PA 

下り線 

ホットコーヒー50円引き(1名様) 7:30～20:00 年中無休 大月市初狩町下

初狩 1382 

0554-25-6153 

38 芭蕉 月待ちの湯 入浴料 10％割引(5名様) 

※他割引サービスとの併用はで

きません。 

10:00～21:00 

(最終入館 20:30) 

月曜日(祝日の場合

は翌日)※繁忙期等

の営業あり。詳細は

ホームページでご

確認ください。 

都留市戸沢 874 0554-46-1126 

39 中央道 谷村パーキ

ングエリア上り線 

ウェルカムドリンク(コーヒー) 

50円引き(1名様) 

7:30～20:00 年中無休 都留市川棚 480-1 0554-45-1528 

40 道の駅 つる 「つるビー」の飴5個入りをプレゼ

ント(1名様) 

9:00～17:30 年末年始 

(12/31～1/4) 

都留市大原 88 0554-43-1110 

41 山梨県立リニア見学

センター 

ショップ商品 10%割引(1名様)  

(酒類を除く) 

(他の割引券との併用不可) 

9：00～17：00 

(最終入館 16：30) 

毎週月曜日(祝日の

場合は翌日 )(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)、12/29～1/3 

都留市小形山 

2381 

0554-45-8121 

 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

42 富士川・切り絵の森美

術館 

○常設展 

一般 500円→450円 

小中 200円→180円 

○企画展 

一般 700円→630円 

小中 300円→270円(5名様) 

4月～9月  9:30～17:30 

10月～3月 10:00～17:00 

水曜日(祝日の場合

は翌日) 

南巨摩郡身延町

下山 1597 富士

川クラフトパーク

内 

0556-62-4500 

43 甲斐黄金村・湯之奥

金山博物館 

入館料 10％割引(1グループ) 10月～6月 9:00～17:00 

7月～9月 9:00～18:00 

水曜日、年末年始

(12/28～1/1) 

南巨摩郡身延町

上之平 1787 

0556-36-0015 

峡 南 地 域 



 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

44 下部ホテル ・入浴料 200 円割引(1,200 円(税

込)→1,000円(税込)) 

・宿泊のお客様にグラスワインま

たはソフトドリンクサービス 

(10名様) 

7:00～23:00 不定休 

※休館日はホーム

ページに掲載 

南巨摩郡身延町

上之平 1900 

0556-36-0444 

45 身延町西嶋和紙の里 紙漉体験 10％OFF(5名様) 9:00～17:00(紙漉体験受付

は、16:00まで) 

火曜日(祝日の場合

は翌日)、年末年始

(12/28～1/1) 

南巨摩郡身延町

西嶋 345 

46 

46 身延山ロープウェイ 乗車運賃(10名様) 

大人往復 100円、 

小人往復 50円引き 

3/16～11/15 

上り始発 8:40～上り最終

16:00 (下り最終 16:40) 

11/16～11/30 

上り始発 8:40～上り最終

15:40 (下り最終 16:20) 

12/1～3/15 

上り始発 9:00～上り最終

15:40 (下り最終 16:20) 

※営業時間が変更となる場

合がございます。 

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 

4226-2 

0556-62-1081 

 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

47 果物王国 農園果物狩り利用の方へジュー

ス(桃またはぶどう)を１杯サービ

ス(2名様) 

10:00～13:00 毎週金曜日(前日ま

でに要予約) 

甲州市塩山藤木

1702 

0553-33-8888 

48 民宿 大善寺 ウェルカムドリンク(ブドウジュー

ス)サービス(3名様) 

チェックイン 15:30～ 

チェックアウト～10:00 

年末年始 甲州市勝沼町勝

沼 3559 

0553-44-0027 

49 国宝 大善寺 拝観料 100円引き(3名様) 9:00～16:00 不定休 甲州市勝沼町勝

沼 3559 

0553-44-0027 

50 ハーブ庭園旅日記 

勝沼庭園 

・来園者にラベンダー石鹸プレゼ

ント 

・来園者にハーブティーサービス

(1グループ) 

9:00～17:30 年中無休 甲州市勝沼町 

等々力 1736 

0553-44-3715 

51 やまなしフルーツ温泉

ぷくぷく 

レンタルタオルセット 330 円を無

料(5名様) 

平日 11:00～23:00 

土日祝 10:00～23:00 

※詳細はホームページでご

確認ください。 

年中無休 山梨市大工 

2589-13 

0553-23-6026 

52 釈迦堂 PA(下り線) コーヒー各種 50円引き(1名様) 7:00～20:00 年中無休 笛吹市一宮町千

米寺 734 

0553-47-1017 

53 境川 PA(上り線) コーヒー100円で販売(1名様) 7:30～20:00 年中無休 笛吹市境川町藤

垈 3556-2 

055-266-3411 

54 御坂農園グレープハ

ウス 

6月下旬～8月上旬・桃狩り 

8月上旬～11月中旬・ぶどう狩り 

各コース通常料金より 100 円引

き＋ちょっぴりプレゼント 

※他の優待特典とは併用不可

(10名様) 

6月～10月 8:30～16:30 

11月～3月 9:00～16:00 

年中無休 笛吹市御坂町夏

目原 656-1 

055-263-3111 

55 ホテル春日居 日帰り入浴料 223 円(通常料金

1,650 円 ※タオルは付いており

ません)(4名様) 

日帰り入浴営業時間 

平日 11:00～18:00 

不定休 笛吹市春日居町

小松 855 

0553-20-2000 

56 本坊酒造 (株 )マルス

山梨ワイナリー 

ご購入者にプレゼント(カップゼリ

ーまたはボンボン)(20名様) 

9:00～16:30 年中無休 笛吹市石和町山

崎 126 

055-262-4121 

57 春日居びゅーほてる 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

出ください) 

※予約先：びゅーほてる花いさ

わ予約センター (℡ 055-262-

3193)(グループ全員) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 笛吹市石和町春

日居町鎮目 178 

0553-26-3811 

58 ホテル花いさわ 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

出ください) 

※予約先：びゅーほてる花いさ

わ予約センター (℡ 055-262-

3193)(グループ全員) 

チェックイン 14:00～ 

チェックアウト～11:00 

年中無休 笛吹市石和町松

本 1409 

055-262-4166 

59 石和びゅーほてる 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

出ください) 

※予約先：びゅーほてる花いさ

わ予約センター (℡ 055-262-

3193)(グループ全員) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 笛吹市石和町川

中島 1607 

055-262-4425 

60 富士野屋 夕亭 温泉入浴ご優待 お一人様タオ

ル付き 500円(通常 1,000円) 

(2名様) 

入浴時間 13:00～18:00 年中無休 笛吹市石和町八

田 286 

055-262-2266 

峡 東 地 域 



 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

61 ホテル古柏園 ウェルカムドリンクサービス 

(2名様) 

チェックイン 15:00～ 

チェックアウト～10:00 

年中無休 笛吹市石和町市

部 822 

055-262-5890 

62 薬石の湯 瑰泉 入館料割引(5名様) 

大人 2,200円(税込) 

→1,800円(税込) 

小人 1,100円(税込) 

→980円(税込) 

24時間営業 年中無休 

(但し、メンテナンス

等により休館する場

合があります。詳し

くはホームページで

掲載いたします) 

笛吹市石和町四

日市場 1679 

055-262-4155 

 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

63 竜王ラドン温泉 湯ー

とぴあ 

・入浴料(タオル付) 

1,100円→700円 

・宿泊のお客様に記念品プレゼ

ント(5名様) 

日帰り入浴 10:00～23:00 

宿泊 15:00～10:00 

年中無休 甲斐市富竹新田

1300-1 

055-276-9111 

64 ホテル神の湯温泉 入浴料 10％割引(10名様) 

 

入浴 11:00～21:30 年中無休 甲斐市竜地 17 0551-28-5000 

65 中央自動車道 双葉

サービスエリア下り線 

レストラン山交 

・レストランお食事で、ドリンクバ

ーサービス 

・ベーカリーコーナーのパン、 

10％割引 

・ソフトクリーム 50円割引 

(5名様) 

レストラン 

(平日)11:00～21:00 

(土日)7:00～21:00 

売店・フードコート 24時間  

ベーカリー7:00～19:00  

双葉キッチン 9:00～17:00 

年中無休 甲斐市龍地 2630 0551-28-4035 

66 城のホテル甲府 テイスティングワイン 1 杯サービ

ス(1名様) 

24時間(優待利用時間 15:00

～24:00) 

年中無休 甲府市丸の内 1-

4-18 

055-233-7110 

67 山梨ジュエリーミュー

ジアム 

来館された方にオリジナルグッ

ズプレゼント(5名様) 

10:00～17:30 

(最終入館 17:00) 

火曜日(祝日の場合

はその翌日)、年末

年始、その他臨時

休館あり 

甲府市丸の内 1-

6-1 山梨県防災

新館１階やまなし

プラザ内 

055-223-1570 

68 山梨県立美術館 オリジナルチケットホルダー 

(1名様) 

9：00～17：00 

(入館は 16：30まで) 

月曜日(祝日の場合

はその翌日)、祝日

の翌日、年末年始、

その他臨時開館・

休館あり 

甲府市貢川 1-4-

27 

055-228-3322 

69 山梨県立文学館 オリジナル添え付箋(1名様) 9：00～17：00 

(入館は 16：30まで) 

月曜日(祝日の場合

はその翌日)、祝日

の翌日、年末年始、

その他臨時開館・

休館あり 

甲府市貢川 1-5-

35 

055-235-8080 

70 甲斐善光寺 拝観料の 2割引 

大人 500円→400円  

小学生 250円→200円 

(グループ全員) 

9:00～17:00 

(最終受付 16:30) 

年中無休 甲府市善光寺 3-

36-1 

055-233-7570 

71 フカサワ宝石 水晶付富士山ピンブローチ特別

価格 1,100円(グループ全員) 

10:00～18:00 木曜日  第三水曜

日 

甲府市中央 1-2-

15 

055-237-1313 

72 昇仙峡ロープウェイ 乗車往復料金(2名様) 

大人 200円引き 

(1,300円→1,100円) 

4/1～11/30  

9:00～17:30(上り最終 17:10) 

12/1～3/31  

9:00～16:30(上り最終 16:10) 

整備点検のため、

年１回運休あり 

甲府市猪狩町

441 

055-287-2111 

73 印伝の山本 印伝製品 10％割引(1名様) 

(一部対象外有り) 

(月～金) 9:00～18:30 

(土) 10:00～18:00 

日曜、祝祭日 甲府市朝気 3-8-

4 

055-233-1942 

74 甲府記念日ホテル 

温泉湯むら 

日帰り入浴優待料金(1名様) 

(大人 1,200円 小学生 800円) 

日帰り入浴 13:00～22:00 水曜日(集中清掃の

ため 16:00～22:00) 

甲府市湯村 3-2-

30 

055-253-8111 

75 甲府湯村温泉 湯村

ホテル B＆B 

・日帰り入浴料 

1,200円→700円(税別) 

・日帰り朝食料 10％引き 

・ご宿泊料 10％引き 

※チェックイン時精算です。 

(1グループ) 

7:00～21:00 不定休 甲府市湯村 3-3-

11 

055-254-1111 

 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

76 平山郁夫シルクロード

美術館 

入館料 100円引き(5名様) 10:00～17:00 

(最終入館 16:30) 

展示替え期間(6/23

～25)、冬季(年末～

3月中旬) 

北杜市長坂町小

荒間 2000-6 

0551-32-0225 

77 八ヶ岳 PA(下り線) ネルドリップコーヒー50円引き 

(1名様) 

7:00～22:00 年中無休 北杜市長坂町大

八田 6811-155 

0551-32-3741 

78 八ヶ岳 PA(上り線) ネルドリップコーヒー50円引き 

(1名様) 

8:00～21:00 年中無休 北杜市長坂町大

八田 6817-1 

0551-32-3740 

79 清春  旅と空想の美

術館 

来館者に牛山俊男フォトカードプ

レゼント(4名様) 

10:00～17:00 月・火・水曜日 

(但し、祝日は開館) 

北杜市長坂町中

丸 1543-58 

0551-32-8188 

峡 北 地 域 

峡 中 地 域 



 

 

 施設名 特典 営業時間 定休日 住所 電話番号 

80 小黒川 PA下り線 白

樺亭 

・売店にて1,000円以上お買い上

げのお客様、お会計から 10％割

引(一部割引対象外あり) 

・スナックコーナーにてお食事利

用のお客様、１食につきコーヒー

１杯サービス(1名様) 

7:00～20:00 年中無休 長野県伊那市西

町 269-7 

0265-72-8621 

81 みどり湖 PA 上り線 

白樺亭 

・売店にて1,000円以上お買い上

げのお客様、お会計から 10％割

引(一部割引対象外あり) 

・スナックコーナーにてお食事利

用のお客様、１食につきコーヒー

１杯サービス(1名様) 

7:00～20:00 年中無休 長野県塩尻市大

字柿沢字笹ヶ鼻

651-3 

0263-56-2051 

 

山 梨 県 外 


