
◆ お問い合わせ 

富士山・富士五湖パスポート購入者限定 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 
q富士スバルランド ドギーパーク 

�河口湖駅前から無料送迎バス10分 '入園料100円引き �見る、触れ
る、遊ぶ。富士のふもとのひろびろパーク。かわいい犬たちとも遊べる。 

30555-72-2239 

w河口湖オルゴールの森 

 �河口湖周遊レトロバス19分、オルゴールの森美術館下車 
'入場料1,300円→1,200円 �富士山と湖を望む音楽と花の楽園。 

30555-20-4111 

e地ビールレストラン シルバンズ 

 
�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
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。 

30555-83-2236 

r久保田一竹美術館 

 �河口湖周遊レトロバス21分、久保田一竹美術館下車 '入館料100円
引き/絵はがき2枚プレゼント �染色芸術「一竹辻が花」を常設展示。 

30555-76-8811 

t河口湖温泉の元湯 野天風呂 天水 
�河口湖周遊レトロバス21分、久保田一竹美術館下車 '入浴料
200円引き �河口湖の元湯に浸かり素肌美人に。 

30555-76-8826 

y富士お猿の里 河口湖猿まわし劇場 
�河口湖周遊レトロバス20分、猿まわし劇場 木ノ花美術館下車 
'入場料/大人1,500円→1,350円、中高生1,000円→900円、3歳～小学
生750円→650円 �かわいいお猿さんがお届けする笑いと感動。 

30555-76-8855 

u河口湖自然生活館 

 �河口湖周遊レトロバス27分、河口湖自然生活館下車 'ジャム作り
体験教室800円→720円 �富士河口湖町で富士山を一望できる公園。 

30555-76-8230 

i河口湖クラフトパーク 

 �河口湖周遊レトロバス19分、オルゴールの森美術館下車 
'体験料５％引き �オリジナル作品が気軽に楽しめる体験工房。 

30555-20-4123 

o河口湖美術館 

 �河口湖周遊レトロバス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
絵画や写真を展示。 

30555-73-2829 

!0石ころ館 LAKE KAWAGUCHI 

�河口湖周遊レトロバス7分、河口湖ハーブ館下車 '商品５％引き 
�天然石を使ったオリジナルアクセサリー作りが体験できる。 

30555-73-4000 

!1河口湖ミューズ館・与 勇輝館 

 �河口湖周遊レトロバス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
さんの手作り作品が並ぶ。 

30555-72-5258 

!2河口湖ハーブ館 

 �河口湖周遊レトロバス7分、河口湖ハーブ館下車 '柳のリース
もしくは花かごアレンジメント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。 

30555-72-3082 

!3山梨宝石博物館 
�河口湖周遊レトロバス8分、山梨宝石博物館下車 '入館料/大人
600円→500円、小中学生300円→250円 �世界中から集めた宝
石が河口湖に集まる。 

30555-73-3246 

!4河口湖遊覧船 

�河口湖周遊レトロバス11分、遊覧船ロープウェイ入口下車 
'料金900円→720円 �遊覧船「アンソレイユ号」。 

30555-72-0029 

!5河口湖テディズガーデン 
�河口湖周遊レトロバス10分、山梨宝石博物館下車 'ミュージ
アム入場料/大人800円→700円、こども600円→500円 �厳選さ
れたテディベアコレクションに出会える。 

30555-72-2093 

!6野天風呂 開運の湯 

 �河口湖周遊レトロバス10分、山梨宝石博物館下車 '入浴料 大人・
小人共通 2時間 1,000円→800円 �上質の湯で癒しの時をおもてな
しいたします。 

30555-73-2655 

!7河口湖温泉寺 
�河口湖周遊レトロバス6分、大木下車 '入浴料200円引き 
�人生には温泉が必要だ。富士の恵みの日帰り温泉。 

30555-72-6111 

30555-72-6969 !8KABA BUS（オープンバス） 
�富士急行線河口湖駅または富士山駅前出発 '料金から大人200円
小人100円を割引 �屋根のないオープンバスで富士の眺望を楽しむ。 

30555-76-6789 !9河口湖木ノ花美術館 
�河口湖周遊レトロバス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。 

30555-72-0259 @0山梨県立富士ビジターセンター 

 �河口湖周遊レトロバス5分、県立富士ビジターセンター入口下車 '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介をしています。 

30555-72-0363 @1カチカチ山ロープウェイ 

 �河口湖周遊レトロバス11分、遊覧船ロープウェイ入口下車 
'料金/大人700円→560円、小人400円→320円 �360度の大パ
ノラマを眺望。 

30555-83-3220 @2河口湖北原ミュージアム 
�河口湖周遊レトロバス7分、河口湖ハーブ館下車 '入館料/大人
800円→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。 

30555-72-0029 @3本栖湖遊覧船 

 �河口湖駅から本栖湖方面バス47分、本栖湖下車 '料金900円→720円 �遊覧船「もぐらん」。 

30555-85-2300 @4富岳風穴 

 
�河口湖駅から本栖湖方面バス26分/西湖周遊レトロバス49分、
富岳風穴下車 '入洞料/大人280円→250円、小学生130円→100円 
�富士山の噴火でできた天然記念物の溶岩洞窟。 

30555-82-3111 @5西湖コウモリ穴 

 �西湖周遊レトロバス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
きた樹海最大級の洞窟。 

30555-20-4677 @6西湖いやしの里根場（ねんば） 

 �西湖周遊レトロバス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。 

30555-82-2160 @7西湖野鳥の森公園 

 �西湖周遊レトロバス43分、西湖野鳥の森公園下車 '体験学習
各種を1割引 �青木ヶ原樹海に囲まれた野鳥の楽園。 

30555-85-3126 @8富士眺望の湯 ゆらり 

 �河口湖駅から本栖湖方面バス22分、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泉施設。 

30555-20-5600 @9なるさわ富士山博物館 

 
�河口湖駅から本栖湖方面バス22分、樹型溶岩前下車 'トルマ
リンシート（大中小セット）1袋プレゼント �富士の歴史と山梨
県の特産である水晶がわかる博物館。 

30555-85-3274 #0パディーフィールド 

 �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
から10％OFF �富士山と富士五湖、樹海に囲まれた大自然の乗馬クラブ。 

30555-85-2000 #1リリーパーク（期間限定） 

 
�河口湖駅前から無料送迎バス30分 '入園料/大人1,000円→
900円、小人500円→450円 �70種600万輪のゆりが咲き誇る関東
最大規模のゆり園。林間の散策路も人気の見所。 

30555-85-2301 #2鳴沢氷穴 

 �河口湖駅から本栖湖方面バス25分、氷穴下車 '入洞料/大人280
円→250円、小学生130円→100円 �氷柱が1年中見える溶岩洞窟。 

30555-20-0223 #3富士山レーダードーム館 

 �ふじっ湖号15分、富士山レーダードーム前下車 '入館料/一般600円→
480円、小中高生400円→320円 �台風観測の砦富士山レーダーを学べる。 

30555-24-4800 #5ふじやまビール館プラッツ 

 �ふじっ湖号15分、富士山レーダードーム前下車 
'飲食料10％引き �富士の名水を利用した地ビールレストラン。 

30555-22-1101 #6御師　旧外川家住宅 

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

30555-22-1126 #7ふじやま温泉 

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

30555-84-3222 
#8四季の杜おしの公園 岡田紅陽写真美術館・小池邦夫絵手紙美術館 

�ふじっ湖号18分、四季の杜おしの公園前下車 
'入館料/100円引き �富士の写真家と絵手紙の創始者の美術館。 

30555-20-5135 #9山梨県立富士湧水の里水族館（森の中の水族館） 

 �ふじっ湖号20分、さかな公園下車 '入館料 お一人様/大人400
円→350円 こども200円→150円 �名水に棲む淡水魚。 

30555-62-5587 $0山中湖 花の都公園 

 �ふじっ湖号29分、花の都公園下車 '入館料/大人500円→450円、
小中学生200円→180円 �富士を望む30万 の高原に広がるお花畑。

30555-20-2700 $1山中湖温泉紅富士の湯 
�ふじっ湖号30分、紅富士の湯下車 '入泉料/大人700円→630円、
学生500円→450円、小学生200円→180円 �露天風呂からの紅富
士は贅沢の極み。 

30555-20-3355 $2山中湖平野温泉石割の湯 

 �ふじっ湖号50分、石割の湯下車 '入泉料/大人700円→630円、学生
500円→450円、小学生200円→180円 �日本最高級の高アルカリ温泉。 

30555-62-1397 $3乗馬クラブ馬車道 

 �富士山駅から三島・御殿場方面バス27分、一之橋下車徒歩15分  
'乗馬料金5％引き �初心者から経験者まで気軽に外乗り乗馬OK。 

30555-63-2028 $4碧工房 

 �ふじっ湖号29分、花の都公園下車 '受講料10％引き（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。 

30555-65-8991 $5陽だまり工房 

 
�富士山駅から平野方面バス36分、平野下車徒歩10分 
'教室料2,000円→1,600円、送料・焼成費は別途要 
�緑に囲まれた環境でゆっくりと陶芸を楽しむ。 

30555-62-2774 $6ダラスヴィレッジ 

 �富士山駅から平野方面バス34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・陶芸等の体験とバーべQレストラン。 

30555-62-6151 $7体験工房ANTOV（アントヴ） 
�富士山駅から平野方面バス34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を創れる体験工房。 

30555-20-2655 $8三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館 

 
�ふじっ湖号40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。 

30555-62-0130 $9山中湖遊覧船 

 �富士山駅から三島・御殿場方面バス20分、観光船のりば下車 
'料金900円→720円 �遊覧船「プリンセスオデット号」。 

30555-25-3000 %0三ツ峠グリーンセンター 

 �三つ峠駅から徒歩20分 '入浴料/大人600円→540円、小中高生400
円→360円 �三つ峠の山中から流れ出る湧水を利用した名水の湯。 
※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。 

30555-24-2411 #4富士吉田市歴史民俗博物館 

 �富士吉田駅から忍野・山中湖方面バス10分、サンパークふじ前
下車 '入館料/一般300円→240円、小中高生150円→120円 
�富士山信仰と富士吉田市の歴史が学べる。 

�【アクセス】　'【特典内容】　�【ご案内】 
※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。 

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　　静岡県内：三島駅、沼津駅、新富士駅、富士宮駅、御殿場駅の富士急バス窓口
※ただし特急三島ライナー利用の券種は三島駅、沼津駅、富士山駅、河口湖駅のみの扱いとなります。

◎:特急三島ライナー（高速バス）利用可能　△:冬季は運休するため、利用できません。×　:利用できません。 

記載の料金、特典施設や内容等は平成24年3月28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。 

富士山・富士五湖パスポート 
富士山・富士五湖パスポートライト 
富士山・富士五湖パスポート  三島新富士発着 
富士山・富士五湖パスポートライト  三島新富士発着 
富士山・富士五湖パスポート  特急三島ライナー利用 
富士山・富士五湖パスポートライト  特急三島ライナー利用 

通常期

3800円
2500円
5800円
4500円
6700円
5400円

冬季

3300円
ー

5300円
ー

6200円
ー

有効期間

3日間
2日間
3日間
2日間
3日間
2日間

レトロバス

○
○
○
○
○
○

ふじっ湖号

○
○
○
○
○
○

適用範囲販売額（大人）富士五湖パスポート
券種別内容比較表 一般路線バス

（五湖エリア）

○
○
○
○
○
○

三島～五湖
エリア間バス

×
×
○
○
◎
◎

新富士～五湖
エリア間バス

×
×
○
○
×
×

富士登山バス
（※注）

△
×
△
×
△
×

※注  富士登山バスは、富士山駅・河口湖駅～五合目（吉田ルート）および馬返バスに限ります。 

※小人は半額 

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

●富士急山梨バス株式会社（富士五湖）　　　　　●富士急シティバス株式会社（三島）　　　　　 ●富士急静岡バス株式会社（新富士） 
　40555-72-6877　　　　　　　　　　　　  　4055-921-5367　　　　　　　　　　　  　40545-71-2495 
○富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会 URL http://www.fujigoko-net.jp/ 　　○富士急のバス URL http://bus.fujikyu.co.jp/ 
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富士山・富士五湖パスポートライト  特急三島ライナー利用 

富士山・富士五湖パスポートライト  三島新富士発着 

割引・各種サービス 
特典あり!! 

   富
士山・富士五湖エリアの路線バス・周遊バス

が乗り
放題
!! 
 

富士
山 

富士
五湖
 

   富
士山・富士五湖エリアの路線バス・周遊バス

が乗り
放題
!! 
 

3日間 2日間 
富士山・富士五湖パスポート 

富士山・富士五湖パスポート  三島新富士発着 

富士山・富士五湖パスポート  特急三島ライナー利用 

富士山・富士五湖パスポート 
大人3800円 小人1900円（冬季 大人3300円 小人1650円） 

富士山・富士五湖パスポートライト 
大人2500円 小人1250円 

全6種をご利用シーンに合わせて選べる！ 

富士山・富士五湖パスポート  三島新富士発着 
大人5800円 小人2900円（冬季 大人5300円 小人2650円） 
富士山・富士五湖パスポート  特急三島ライナー利用 

大人6700円 小人3350円（冬季 大人6200円 小人3100円） 
富士山・富士五湖パスポートライト  特急三島ライナー利用 
大人5400円 小人2700円 

富士山・富士五湖パスポートライト  三島新富士発着 
大人4500円  小人2250円 

※適用範囲など詳しくは裏面をご覧ください。 



エリア内路線

MAP 主なバス停 富士山・富士五湖
パスポート適用区間境
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釣り、ウィンドサーフィンのメッカ。湖岸か
らの富士山が現千円札に描かれている。

本栖湖 Lake Motosuko Lake Shojiko

Lake Saiko Lake Kawaguchiko

英国人によって『東洋のスイス』と名付
けられるほど、自然が美しい避暑地。

4つの湖を有する

町。春の芝桜まつ

り、夏の湖上祭や

ハーブフェスティ

バル、紅葉回廊、冬

花火、など年間を

通して多彩なイベ

ントが楽しめる。

周辺には美術館や

文化施設も多い。

豊かな自然に恵まれ、

トレッキングやウィン

タースポーツが盛ん。

道の駅は高原野菜の直

売所としてにぎわう。

ふもとからの富士登山はここから。

富士山信仰の面影や昭和の雰囲気

あふれる町並みが散歩に最適。吉

田のうどんが人気上昇中。

三ツ峠・倉見山に挟

まれた町で、かつて

の鎌倉街道の要所。

三ツ峠はロッククラ

イミングのスポット

として有名。

湧水百選に選ばれた

忍野八海が有名。湧

水を使った忍野そば

もオススメ。ここから

眺める富士山は『忍

野富士』と呼ばれる。

精進湖

鳴沢村

山中湖村

富士河口湖町

南側に青木ヶ原樹海が広がる。近年、湖
畔にあった茅葺屋根の家が再現された。

西　湖

富士五湖で一番標高が低い。周辺は温
泉宿泊施設が多く、観光客でにぎわう。

河口湖

Lake Yamanakako

富士五湖で一番標高が高く、最大の面積
を持つ。パノラマ台からの景色が最高。

山中湖
富士山駅
ふじさん

河口湖駅
かわぐちこ

富士急
ハイランド
ふじきゅうはいらんど

三つ峠駅
みつとうげ

大月駅
おおつき

避暑地として人気があり、スポーツ

施設が充実し、マラソンやテニスの

大会も開催される。野外コンサート

も開催。村内に2つある温泉も魅力。

割引サービス特典付！

富士山
・富士五湖エリアの路線バス・周遊バスが

y6番線
（本栖、精進、河口湖駅、富士急
　ハイランド、富士山駅方面）

 •本栖、精進、河口湖駅、富士急
　ハイランド、富士山駅行き

w2番線
（御殿場、富士急ハイランド、
　河口湖・山中湖方面）

　•高速バス 河口湖、
　　富士急ハイランド行き
　（特急三島河口湖ライナー）

   •河口湖駅 富士山駅、山中湖方面
　  御殿場駅行き（御殿場駅乗断）

バス乗り場のご案内バス乗り場のご案内

新幹線駅接続バス乗り場のご案内新幹線駅接続バス乗り場のご案内
■新富士駅

駐
車
場

河口湖駅 観光案内所Shop

タクシー
乗り場qwe

t r

y

u

バスロータリー

q1番線（周遊レトロバス）•河口湖周遊レトロバス
　•西湖・青木ヶ原周遊レトロバス
w2番線（高速バス）

  •フジヤマライナー（京都・大阪線）•リゾートエクスプレス
  （名古屋線）•レイクライナー（横浜線）•東名高速バス
 （東京駅線）
e3番線（高速バス）•中央高速バス（新宿駅西口線）
r4番線（鳴沢・本栖湖・下部温泉郷、西湖民宿、新富士方面）

  •本栖湖行き •西湖民宿行き •下部温泉郷行き
 •新富士駅行き •富士緑の休暇村 •風穴行き
t5番線（大石、石和温泉・甲府、三ツ峠方面）

  •甲府駅行き •芦川農産物直売所行き（大石プチペンション）•天下茶屋行き（ハイキングバス）
y6番線（山中湖・御殿場・三島、富士山五合目方面）

  •御殿場駅行き •富士山五合目行き •特急 三島・河口湖ライナー •富士山駅行き
u7番線（臨時バス）•KABA BUS（オープンバス・定期観光）

■河口湖駅

富士山駅

観光案内所
駅ビル

q w e r
バス乗り場

q1番線（高速バス）

   •中央高速バス（新宿西口線）•フジヤマライナー
　（京都・大阪線）•リゾートエクスプレス（名古屋線）
　 •羽田空港線
w2番線

  •富士吉田市コミュニティーバス（タウンスニーカー）
　 •ふじやま温泉送迎バス（無料送迎）•ふじっ湖号
e3番線（忍野八海・山中湖・道志、御殿場・三島方面）

  •内野行き •山中湖 平野行き •御殿場駅行き •道志行き
r4番線（河口湖・鳴沢・本栖湖・下部温泉郷、芦川、
　 石和温泉・甲府方面）

•甲府駅行き•芦川農産物直売所行き（大石プチペンション）•西湖民宿行き •本栖湖行き 
•下部温泉郷行き•富士緑の休暇村・紅葉台・風穴行き •河口湖駅行き
t5番線（登山バス） •富士山五合目行き •中ノ茶屋 •馬返行き（馬返バス）

■富士山駅

路線バス全線（富士五湖エリア）

m甲府駅行き【※】

,天下茶屋行き

n三島駅・御殿場駅行き【※】

b〈膳棚経由〉平野行き【※】

v〈内野経由〉平野行き【※】

c大石プチ
ペンション村経由
芦川農産物直売所行き

x 西湖民宿行き

z本栖湖方面行き【※】

馬返行き.

【※】時間帯によって経由地が変わる場合があります。

　　 冬季運休となる路線があります。

　　  詳しくはお問い合わせください。

バス
案内所

←東京 新大阪→

y

新富士駅
北口

観光協会

バスきっぷ
売り場

三島駅

バスロータリー

■三島駅

南口

←大阪

東京→

w
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