鳴沢
富士河口湖
観光ガイド

鳴沢村出身の運営者作成
ふじてんリゾート周辺の観光情報が満載！
観光モデルルート付き！

By

2022年度全日本ミドルロング実行委員会

モデルコース
２日競技、１日観光

10月8日
（土）

10月9日
（日）

9：00

会場到着
ミドル競技出走＆観戦♪

16：00

表彰式

17：00

民宿到着

18：30

夕食

19：00

入浴

22：00

就寝

9：00

会場到着
ロング競技出走＆観戦♪

10月10日
（月-祝）

16：00

表彰式

17：00

温泉（ゆらり）

18：30

食材買い出し（なるさわ道の駅 ＆ オギノ河口湖店）

19：00

BBQ

22：00

就寝

9：00

チェックアウト

9：30

鳴沢氷穴（お土産購入）、富岳風穴へ

11：00

なるさわ道の駅で富士山博物館＆昼食

12：00

紅葉台＆三湖台へ

15：00

赤富士ワインセラーへ

16：00

帰路へ

鳴沢村のご飯屋さんを一部ご紹介！
地元食材をふんだんに使ったところが多
くてオススメです。美味しいごはんをコ
スパ良く沢山食べられるのが魅力♪

鳴沢村グルメ
おすすめ度

★★★★★

ふる里のけむり
ボリューム満点の美味しい定食を味わうことが
できる大衆食堂。
店で作っている採れたて新鮮野菜を使った料理
はどれも絶品。辛口カツカレーで大会の疲れを
癒そう！ 営業時間は7:00-14:30（L.O.14:000）。
定休日は木曜だが不定休。
https://www.porta-y.jp/gourmet/101843

忠ちゃん
ここもボリューム満点！大きなメインと野菜たっぷりの
おかずが自慢です。ごはんの「ちょっと大盛り」は無料。
地元鳴沢村で採れた新鮮な食材を中心のごはんで大会の
疲れを癒そう！営業時間は11:00-14:00。夜は予約制で営
業可。基本は無休だが月2程度不定休。
https://www.porta-y.jp/gourmet/81721

手打ち蕎麦あづま
店主自らが産地まで出向き、使用する食材を厳
選した素材を使用。食材の繊細な味わいを楽し
める。十割蕎麦もあるが、風味の高さはそば殻
や粒子の粗い粉を独自にブレンドされた二・八
蕎麦がおすすめ。営業時間は11:30-18:30。定休
日は水曜日。
https://www.soba-azuma.jp/

中華料理 萬里
鳴沢村唯一の中華料理店。テレビにも出たこと
がある。国道からちょっと入ったところにある
が席数も多く、地元民から親しまれている。美
味しくてボリューミーな中華料理が食べられる。
唐揚げとチャーハンがおすすめ。営業時間は
17:00-21:30。定休日は月曜日。
https://onl.tw/2xGiUM1

鳴沢村グルメ
おすすめ度

★★★★★

ジューデンコーヒー
小料理民宿 吉陣にほど近い、2020年11月に
オープンしたばかりのコンテナのコーヒースタ
ンド。店内には2人程度なら座れるスペースも
ある。コーヒーの他、サンドイッチ等の軽食も
あり。ダーツの旅で話題のお店。
営業時間は10:00-16:00 (L.O)※夜は要予約。
定休日は月曜日と第3火曜日。
https://11340blog.com/juudencoffee

きのこ王の店（山楽）
「沸騰ワード」に出演するタケノコ王・風岡直宏さんの
友達、キノコ王＆鬼嫁が経営するお店。秋には様々なき
のこが店頭に並ぶ。きのこ汁（400円）も販売しており、
きのこのうまみを感じるには持ってこいのお店。

https://primelifenet.com/39224/

富士山麓スモーク工房
テレインの近くにあるイタリアンのレストラン。本格的な
スモーク製品を使用した軽食、デザートが楽しめる。ス
モーク工房のチーズ、スモークミート、自家製生地など、
自慢の食材がまるごと味わえる、溶岩プレート焼きピザが
おすすめ。レストランだけでなく、スモークチーズやス
モークベーコン、いちじくパン等も販売している。営業時
間は販売：9:00-22:00、飲食11:00-22:00。定休日は火・水曜。
運営者からひと言

インターホン →

富士山麓スモーク工房は「京王富士スバル高原別荘地」の敷地内にあるため、別荘地利用者用のゲートを通過
する必要がある。ゲート前には「富士山麓スモーク工房は（中略）飲食の提供および小売販売は裁判所の和解
確定に基づき営業はしておりません。」という看板があるが、営業しているので注意。ゲートにあるインター
ホンを鳴らし、別荘地の管理人に対して富士山麓スモーク工房に行きたい旨を伝えればゲートを開けてくれる。

勇気野菜の店たまな
たまなとは漢字で玉菜と書き、キャベツのこと。
（鳴沢村はキャベツが特産。）
キャベツの他にも、農薬や化学肥料を使っていな
い有機作物を70種類以上育てて販売している。カ
フェとバーベキューのスペースもあり。
お店は7月から11月までの期間限定。営業時間は
10:00-18:00。不定休（大雨の日はお休みです）
https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/specialty/n_8100.html

鳴沢村の宿をご紹介！当然、どこもテレイ
ンから近いので早く休めるしゆっくり翌日
を迎えられるぞ！！河口湖周辺は観光地な
のでお高めのところが多いため、まずは鳴
沢村の宿をチェックしよう！
ほぼ全宿泊施設でBBQできるぞ！

鳴沢村の宿
おすすめ度

★★★★★

富士緑の休暇村
会場となるふじてんから車で8分。合宿に使われることも多く、
大人数を収容可能。大風呂と露天風呂があり、綺麗で大きな湯
舟に最高に癒される。なんと富士眺望の湯 ゆらりや道の駅と
隣接している。さらに！１階受付では富士緑の休暇村周辺の樹
海に設置されたオリエンテーリングのパーマネントコースの地
図（３コース）を配布している。青木ヶ原樹海のパーマネント
コースの地図を入手できるのはここだけ！

https://www.kyukamura.jp/

小料理民宿 吉陣
運営者も泊まった民宿。会場とな
るふじてんから車で10分程度。女
将さんは親切で夕食も美味しく、
BBQもできる宿！客室：10畳2部屋
／8畳4部屋、収容人数：20人。
1泊2食6,600円/人（税込）という驚
異のコスパなので要チェックだ！

民宿 こばやし

森の家 久野屋

会場となるふじてんからは車で10分。コインラン
ドリーあり。なんと、お風呂は石材職人のご主人
が作った石風呂！館内設備で麻雀あり。河口湖駅
との往復シャトルサービスあり。泊まらずにBBQ
だけの利用可（屋根あり）。

会場となるふじてんからは車で5分。一番近いの
では？大人数収容可能。会場最寄のセブン-イレブ
ン 山梨鳴沢店も近いのでお酒も調達可能。BBQも
できる！コインランドリーあり。

民宿ともゑ

民宿 なるさわ荘

会場となるふじてんからは車で10分。BBQもで
きる！お風呂が３か所あるのがタイムスケ
ジュールを気にしなくていいのでうれしい。

会場となるふじてんからは車で12分。公式HPから
予約すると最安値で泊まれる。洗濯機と乾燥機あ
り。夕飯豪華じゃない？採算大丈夫？
社会人は鯉の洗いか馬刺しを追加で頼んでほしい。

リゾートイン吉野荘

ロッヂ スタックポイント

会場となるふじてんからは車で12分。地元の人が
冠婚葬祭でも使う安心と信頼のクオリティの宿。
併設された直売所はとうもろこしを売る際に水に
漬けて鮮度を保っている、質のいい直売所。

会場となるふじてんからは車で7分。ホテル全域に
て無料でWi-Fi利用可。BBQも可能だが、屋根がな
いので注意。夕食や朝食は好みに合わせた献立を
出すことも可能。ホスピタリティ…！

じらごんの富士の館

ペンション四季彩

会場となるふじてんからは車で8分。大浴場、売店、
自動販売機、コインランドリー(有料)、送迎バスあ
り。たぶん一番新しい。河口湖の湖畔にある人気
旅館「山岸旅館」の姉妹館。BBQはできないかも。

富士の住み家 りぶらん
会場となるふじてんからは車で12分。約5000㎡の
静かな森に2棟のみ設置されたリゾートな宿泊施設
で、2017年開業。Wifiやスマホ充電器など様々な設
備を貸し出し可。

会場となるふじてんからは車で10分。お部屋に備
え付けたユニットバスのほか、無料で貸切（内
鍵）風呂が24時間いつでも入浴OK。電子レンジ・
漫画あり。

富士満願ビレッジファミリー
キャンプ場
会場となるふじてんからは車で12分。シャワー・
トイレ・炊事棟ありのキャンプ場！

観光地早見表
所要時間

１時間
以内

数時間

半日

１日
凡例

名称

営業時間

電話番号

鳴沢氷穴

9:00-17:30

0555-85-2301

富岳風穴

9:00-17:30

0555-85-2300

東海自然歩道

ー

ー

なるさわ 富士山博物館
（道の駅 なるさわ）

9:00-18:00

0555-20-5600

井出醸造店

9:00-12：00
/ 13:00-17:00

0555-72-0006

西湖ネイチャーセンター
（西湖 コウモリ穴は有料）

9:00-16:45

0555-82-3111

赤富士ワインセラー

9:00-17:30

0555-20-9222

本栖湖

ー

ー

久保田一竹美術館

10:00-16:30

0555-76-8811

山梨宝石博物館

9:00-17:30

0555-73-3246

海鮮ほうとう専門店ほうとう
研究所 第３研究所

10:00-17:00

ー

富士山世界遺産センター

9:00-16:30

0555-72-0259

9:00-16:30

0555-24-2411

9:00-16:30

0555-20-0223

富士眺望の湯 ゆらり

10:00-21:00

0555-85-3126

富士湧水の里水族館

9:00-17:00

0555-20-5135

フォレストアドベンチャー・
フジ

9:00-15:00

090-3345-0970

紅葉台・三湖台・五湖台

ー

0555-85-2252

河口湖周辺観光

9:00-17:00頃

ー

ふじてんリゾート

9:00-16:20頃

0555-85-2000

河口湖 音楽と森の美術館

10:00-16:00

0555-20-4111

富士山御庭・富士山奥庭
（スバルライン）

ー

ー

富士急ハイランド

9:00-19:00

0555-23-2111

※ 掲載順

ふじさんミュージアム
（道の駅 富士吉田）
富士山レーダードーム館
（道の駅 富士吉田）

：食事処あり

：景観が特に綺麗

：自然を楽しむ

：学んで楽しい

：お土産処あり

：無料

１時間以内

鳴沢氷穴

おすすめ度

★★★★★

青木ヶ原樹海内にあり、 1929年に旧文部
省により天然記念物に指定された溶岩洞
（溶岩が流れ出た後にできた空洞）。
全長153m。中には年間を通して氷柱が
あり、環状型の洞窟なので一周しながら
洞穴の表情を楽しむことができる。
運営者からひと言
営業時間

9:00-17:30

駐車場

あり（無料）

料金

大人

350円

小人（小学生）

200円

※鳴沢風穴・富岳氷穴ともに同じ営業時間・料金です。
※共通入場券もそれぞれの窓口で販売しています。

中は中腰で進んだり、滑りやすい階段を慎重に下り
たりアクティブ要素のある洞窟。10分程度寒い洞窟
内にいることにあるので冷えやすい人は上着が必要。
前売り券はなく、現地で現金で入場料を購入するこ
とになるため、混むと行列に並ぶことも。
昼から観光バスが来て混み始めるため、午前中に回
るのがベスト。
近隣の樹海を散策するネイチャーガイドツアー（有
料・要事前申し込み）もあるよ！

富岳風穴
おすすめ度

★★★★☆

青木ヶ原樹海内にあり、 氷穴と同じく
1929年に旧文部省により天然記念物に指
定された溶岩洞。
全長201m。昭和初期までは、蚕の卵の
貯蔵に使われていたという天然の冷蔵庫。
運営者からひと言
氷穴と比較すると、なだらかな横穴なので歩きやす
く、小さいお子さんやご年配の方でも楽しめる。
鳴沢氷穴と富岳風穴はそれぞれ「Pokke（ポッ
ケ）」というスマホアプリで30分程度の音声ガイド
もある。 ※入場料とは別に490円/人必要。
風穴に併設された土産屋ではフジヤマクッキーも買
える。

P
富岳風穴

徒歩30分程度

東海自然歩道
おすすめ度

P
道路の両脇に
駐車スペース

P
P

鳴沢氷穴
♪

★★★★☆

東海自然歩道は、八王子と大阪を結ぶ1都8県2
府に及ぶ全長1697.2kmの自然歩道。その一部
は青木ヶ原樹海も通っている。
運営者からひと言
鳴沢氷穴側の入り口が見つけづらいので注意。トイ
レの裏側にある。
お手軽に樹海の空気を味わえるためおすすめの散策
コースだが、片道30分はかかるので途中で引き返す
プランが無難。

道の駅 なるさわ
おすすめ度

１時間以内

★★★★★

物産館
営業時間は9:00-18:00。
標高1000mの富士山の麓、鳴沢村で育った高原野
菜やフルーツ、地場産の原料を使った加工品やお
土産等を販売。
運営者からひと言
野菜は鮮度が命なので、ここで買う野菜はみんな美
味しい。地元民も普通に買いに来る。コテージや
キャンプ場でBBQ予定ならぜひここで材料を調達し
てほしい。

https://www.ja-narusawamura.or.jp/michinoeki/bussankan/

軽食堂
営業時間は9:30-17:30。
地元の郷土料理から軽食まで提供。食券式。
鳴沢村で推してきた鳴沢菜・キャベツ・とうもろ
こし・ブルーベリーを味覚でも楽しめる。座席数
は25程度。
運営者からひと言
郷土料理のビスケット天ぷらはカロリーの味がする。
子供の頃おばあちゃんがおやつに作ってくれてうれ
しかった。

なるさわ富士山博物館
営業時間は9:00-18:00 。入場料無料。
富士山とその周辺の自然と歴史を紹介している博
物館。所要時間は15分程度。
中にはミュージアムショップもあり宝石等を購入
できる。富士山の地質模型もあるため、琴線に触
れるオリエンティアは多いかも！？

天然水

観光情報

道の駅には地下300m
から汲み上げた天然
水（富士の名水）が
無料で飲める場所が
ある。
富士山博物館と公衆
トイレの間にある。

軽食堂と公衆トイレの間に
パンフレットや割引券等が
置いてあるエリアがある。
大会前に寄って気になるも
のを持ち帰り、夜みんなで
決めるのも楽しいかも。

自然探検路コース
1周約1.5kmの自然探索路があり、雄大
な富士山を堪能できる。所要時間30分
程度。大きな溶岩樹型等も観察できる。
※溶岩樹型とは、富士山の噴火で流れ
出た溶岩に包まれた樹木が長い時間の
中で風化し、周りの溶岩だけが残った
もの。

１時間以内

井出醸造店
おすすめ度

★★★★★

営業時間

9:00-12：00 / 13:00-17:00

駐車場

あり（無料）

入場料

なし

試飲料

550円（5種類）

https://www.kainokaiun.jp/concept-sakabousi.html

1700年(江戸中期）頃に設立し、日本酒・リキュール・その他の飲料・食品
を製造する酒屋さん。有名な地酒「甲斐の開運」を造っている。
「繊細な香りを生み出す日本酒の技術でウイスキーを醸したらどんなにな
るだろう」という好奇心から、数年前から温めたプロジェクトとして「ウ
イスキー製造」を開始。 2020年7月、「富士北麓蒸留所」として「蒸留
酒」に挑み、先がけとして2021年11月、「富士北麓蒸留所ハイボール」を
販売開始している。
テレイン最寄りのセブンイレブンでもこのハイボールは販売しているが、
そのお店だけで１か月で1,700本も販売したという大人気商品！

「井出醸造店」「富士北麓蒸留所」では、試飲を含めた見学を行っている。
前日の16：00までに要予約。（参加料1,500円、1日2回 9:30～、15:00～）
また、「井出醸造店」では来店者限定販売酒として「囲
生原酒が購入可能。

Kakoi」特別純米

https://kainokaiunwebshop.easymyshop.jp/c-itemdetail?ic=4824-3101

運営者からひと言
実は、大会期間である2022年10月8日(土)・9日(日)には「日本酒＆ウイスキー プレミアム見学会及びテイスティン
グ会」が開催されている。ウイスキーの製造過程で出る麦芽の搾りかすを飼料にした牧場訪問、その乳牛のお乳で
チーズを造っている工房を尋ねたり、富士山の樹海に佇む樹齢数百年のミズナラの大木を見学し、最後に酒蔵と蒸留
所を見学し、奥座敷で日本酒とウイスキーをテイスティングするというツアー。（1人11,000円。9/30まで要予約）
来年以降にやっていたらぜひ参加してほしい。

セブン-イレブン 山梨鳴沢店
テレイン最寄りのセブンイレブン。
ただのコンビニと侮ってはならない。お酒好きのオリエンティアか
ら一目置かれ、密かに有名なコンビニ。
取り扱うお酒の種類とセンスが良く、店内の1/3はお酒関連の商品
があると思われる。
上述の富士北麓蒸留所のハイボールの他、日本酒や焼酎があり、く
じでお酒を販売したりしている。
一見の価値あり！
https://ja.foursquare.com/v/%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3
%83%B3-%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E9%B3%B4%E6%B2%A2%E5%BA%97/4c8df9ccdaa93704015748b1

１時間以内

西湖ネイチャーセンター
おすすめ度

★★★★☆

西湖 コウモリ穴
料金

https://kawaguchiko.net/cultural-assets/saiko-komoriana/

営業時間

9:00-17:30

駐車場

あり（無料）

大人

300円

小人

150円

国指定天然物。総延長350メートルで富士山麓の溶
岩洞穴中最大規模のもの。他の洞穴と異なり、冬季
でも結氷を見ないためかつては多数のコウモリ群が
冬眠の場所として生息していたが、近年では数が減
少しており、穴に入ってもコウモリに出会えること
はない。

クニマス展示館（精進湖）
営業時間

9:00-16:45

駐車場

あり（無料）

料金

無料

約70年前に秋田県田沢湖で絶滅したとされていたク
ニマスの生態展示を行う。入場は無料。
西湖に生息する魚も展示している。
西湖ネイチャーセンターに併設されており、コウモ
リ穴も同じく併設されている。
https://fujisan.ne.jp/pages/363/

富士河口湖町公認ネイチャーガイド
定時ガイドツアー

10：00、11：15、
13：00、14：15、
15：30

駐車場

あり（無料）

料金

500円
(最低催行人数2名)

富士河口湖町公認ネイチャーガイドが
樹海の動植物について案内するツアー
を実施している。定時ガイドツアーは
予約不要。利用条件等もあるため、HP
を要確認。
※コロナの状況によりやっていない可
能性あり

運営者からひと言
西湖は河口湖よりも標高が高いところにあり、河口湖→西湖→精進湖→本栖湖までは気軽にドライブで巡ることがで
きる。
西湖周辺はキャンプ場もあってテレインからほど近いが、西湖・精進湖・本栖湖周辺にはコンビニやスーパーがない
ため、キャンプをするなら河口湖ICから降りた後にスーパーに寄っておくといい。

１時間以内

赤富士ワインセラー
おすすめ度

★★★★★

営業時間

9:00-17:30

駐車場

あり（無料）

入場料

なし

https://akafuji-wine.com/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC/

赤富士ワインセラーのオリジナルワインはもちろん、山梨県内のメーカーのワインが130種類
を販売。赤・白・ロゼワインまで数多く取り揃えており、もちろん試飲OK！お酒が飲めない
人でも、ワインに関するちょっとした展示やノンアルコール「葡萄のめぐみ」やチョコレー
トも販売しているので楽しめるはず。ワイングラスへの彫刻体験もしており、グラス代含め
て料金は950円（税込）。所要時間：約30分程度。

本栖湖
おすすめ度

★★★★☆

富士五湖の中で最も深く、透明度の高い湖。河口湖よ
りもテレインに近い位置にある。1000円札の裏に採用
されている「逆さ富士」は、北岸にある中ノ倉峠から
撮影されたもの。中ノ倉峠は近くまで車で行くことが
でき、降車してから5分程度登ったところにあるのでぜ
ひ景観を楽しんでほしい。
ちなみに、富士五湖のうち、西湖、精進湖、本栖湖の
三湖が湖底でつながっているという「湖底連結説」と
いうものがある。三湖の湖面の標高がいずれも902m前
後であること、西湖の水を人工の水路で河口湖へ流す
と他の二湖の水位が下がることからそのように噂され
ている。元々は「せの海」という大きな１つの湖が噴
火で分割されてできた湖なので、もしかしたら本当に
繋がっているのかもしれない。
運営者からひと言
いわずと知れた「ゆるキャン△」の聖地だが、本栖湖周辺にはコンビニやスーパーがないため、キャンプをするなら
河口湖ICから降りた後にスーパーに寄っておくといい。スーパーはオギノ河口湖店、河口湖ショッピングセンター Ｂ
ＥＬＬ、フォレストモール富士河口湖（マックスバリュ）の３か所がある。フォレストモールにはダイソーも併設。
生鮮を買うならなるさわ道の駅へ。
本栖湖近くから竜ヶ岳という、富士山が綺麗に見える山への登山口がある。数時間で登れる。ただし地図上にトイレ
が設置されていると書いてあっても撤去されていたので要注意。（死ぬかと思った。）
湖周辺には食事処やお土産の売店、遊覧船乗り場がある。

数時間

久保田一竹美術館
おすすめ度

★★★★☆

営業時間

10:00-16:30

駐車場

あり（無料）

料金

一般

1,300円

大学・高校生

900円

中学・小学生

400円

ミシュラン観光ガイド３つ星掲載。久保田一竹が手掛けた「辻が花染め」という着物の作品を
展示。着物だけでなく、庭がとにかく美しい。なお、久保田一竹は1990年にはフランス政府よ
り、フランス芸術文化勲章シェヴァリエ章を受賞し、1993年には文化庁より文化長官賞を受賞
している。
※「久保田一竹美術館」＋「河口湖 音楽と森の美術館」の２館コラボチケットで大学生1,600
円、 「久保田一竹美術館」＋「河口湖 音楽と森の美術館」＋「河口湖猿回し劇場」の３館コ
ラボチケットで大学生2,300円となり、お得に河口湖観光を楽しむことも♪

山梨宝石博物館
おすすめ度

料金

★★★☆☆

営業時間

9:00-17:30

駐車場

あり（無料）

大人

600円

小中高生

300円

約50種類の主要宝石を原石、カット石、ジュエ
リー製品のセットで展示。それぞれを比較して
鑑賞することで、煌く宝石が生まれる過程が展
示されている。
有名な名工達の作品も鑑賞することができる。

https://www.gemmuseum.jp/

海鮮ほうとう専門店ほうとう研究所
第３研究所（体験ラボ）
おすすめ度

★★★☆☆

営業時間

10:00-17:00

駐車場

あり（無料）

料金

3,780円～

ほうとう研究所人気NO1メニュー「海鮮ほうとう」の麺打ち体験ができ、自分で打ったほうとうを食
べることができる。麺打ちだけでなく、ほうとうの歴史や由来についても学ぶことができ、郷土文
化にも触れられる。ほうとうの手打ちは小学校の頃夏休みの宿題にあったが、普通に美味しくでき
たので失敗リスクは低いと思う。所要時間は２時間程度。 ※要予約

数時間

富士山
世界遺産センター
おすすめ度

★★★★☆

営業時間

9:00-17:00
（最終入館16:30）

駐車場

あり（無料）

入場料

無料

https://www.fujisan-whc.jp/index.html

世界遺産として認められた富士山の保全の拠点、そして観光を中心とした地域振興の拠点として
2016年に山梨県が設立した博物館。 「文化」を中心とした展示施設である「南館」と「自然」を中
心とした展示施設である「北館」がある。
南館では、松岡修造さんがガイドナビゲーターを務める「ふじガイド」という、無料の公式ガイド
システム（スマホアプリ）がある。

ふじさんミュージアム
おすすめ度

料金

★★★★☆

営業時間

9:00-17:00
（最終入館16:30）

駐車場

あり（無料）

大人

400円

小中高生

200円
https://www.fy-museum.jp/

メインテーマとして富士山信仰に関する資料を展示する博物館で、元は富士吉田市歴史民俗博物館。
富士吉田市域の構成資産や市の歴史・民俗・産業を紹介。
附属施設の御師住宅・旧武藤家住宅は保存修理工事中なので利用に制限/利用不可なので注意。

富士山
レーダードーム館
おすすめ度

料金

★★★☆☆

営業時間

9:00-17:00
（最終入館16:30）

駐車場

あり（無料）

大人

630円

小中高生

420円

https://fujiyoshida.net/spot/13

1964年に富士山頂へと設置され、1999年まで日本中の気象を観測してきた富士山レーダードームの
実物を展示。富士山レーダーの歴史や気象観測、防災の内容を展示。ARコンテンツやご来光やブリ
ザードを体感できる「富士山頂寒さ体験」もある。

数時間

富士眺望の湯 ゆらり
おすすめ度

料金

★★★★★

営業時間

10:00-21:00

駐車場

あり（無料）

一般

1,500円

小学生以下

700円

https://www.fuji-yurari.jp/spa.html

富士五湖周辺で温泉を検索するといつもトップに上がるくらい定番の天然温泉。人気なだけ
あって土日は混雑することもあるが、温泉に浸かりながら見る富士山は絶景。温泉の種類も多
く、蒸し風呂（低温サウナ）があるのも特徴的で楽しい。
食事処もあるため、ゆっくりお風呂を入った後にご飯を食べても◎。特にほうとうはどのお店
で食べてもこのくらいのお値段なので、ゆらりで温泉の後に郷土料理を楽しむのがオススメ。

富士湧水の里水族館
おすすめ度

料金

★★★★★

営業時間

9:00-17:00

駐車場

あり（無料）

大人

420円

小中高生

200円
http://www.morinonakano-suizokukan.com/

透明度の高い富士の湧水を使った、淡水魚専門の水族館。値段以上に楽しめる。県内の河川湖沼に生
息する水生生物や、養殖されている魚類を中心に展示している。この水族館がある忍野村は日本の名
水百選 の「忍野八海」がある。山中湖との中間に位置するためテレインからは少し遠い。（ふじてん
から40分くらい？）忍野村は元々「忍野湖」という富士山の伏流水からなる大きな湖があったが、富
士山の噴火で枯れて残された湧水池の代表的なものが忍野八海となっている等、歴史的にも面白い。

フォレストアドベンチャー
・フジ
おすすめ度

料金

★★★★☆

営業時間

9:00-15:00

駐車場

あり（無料）

大人・小人

3,800円
（アドベンチャー
コース）

https://fa-fuji.foret-aventure.jp/

森を森のままで利用する、フランス発の自然共生型アウトドアパーク。「自分の安全は自分で守る」
がフォレストアドベンチャーの大原則であるため、大人でも子供でも真剣に楽しめるのが魅力。
最もコースが長いアドベンチャーコースの所要時間は平均2時間～2時間半。
※髪ゴム、動きやすい服や靴、ズボン等服装に条件あり。 ※要予約

半日

紅葉台・三湖台・五湖台
おすすめ度

★★★★★

紅葉台
標高1,163mの富士山と青木ヶ原樹海の絶景ス
ポット。360度大パノラマが広がり、本栖湖、
西湖なども眺めは最高。富士山景勝地は多い
が、360度の大パノラマが見れる場所は少な
い。テレインからも近いのでぜひ訪れてほし
い。紅葉台レストハウスまでは車で登れ、レ
ストハウスから紅葉台までは片道徒歩10分程
度。※紅葉台レストハウスは軽食のみ提供。
紅葉台ドライブインでは食事を提供している。
https://www.narusawa-kanko.jp/koyodai.html

紅葉台 木曽馬牧場
営業時間

不明

駐車場

あり（無料）

料金

HPを参照

氷穴から紅葉台に向かう途中にあるビジター制・外乗牧
場。和種馬の野外騎乗が楽しめる。牧場の隣の紅葉台ド
ライブインで食事が可能。
馬場内の引馬から、樹海のお散歩コースまで多様なプラ
ンがある。
※牧場外にも乗りに行く場合は要予約。

http://kouyoudaikisouma.g3.xrea.com/

三湖台
紅葉台からさらに歩いて20分ほどにある、3つの湖
が眺められるポイント。紅葉台から三湖台、五湖台
へたどるコースは、尾根歩きのゆるやかな道で、
ファミリーハイキングに最適。鳴沢村公式観光サイ
トの「紅葉台」タブからトレッキングガイドがダウ
ンロードできるのでぜひ絶景を堪能してほしい。
やっぱきれいなところから見る富士山はすごい。
https://www.narusawa-kanko.jp/koyodai.html

五湖台
三湖台から1時間ほど歩いたところにある、丸太作
りの展望台。昔は５つの湖が見えたそうだが、樹海
の樹木が成長してしまい、今は５つは見れない。
「足和田山入口」という別の登山道からも登れる。
「足和田山入口」は、最近登山道付近が整備されて
小さいが駐車スペースができた。

https://www.narusawa-kanko.jp/koyodai.html

半日

鳴沢氷穴
河口湖周辺観光
おすすめ度

★★★★★

河口湖遊覧船 天晴
営業時間

9:00-16：30
※30分間隔で運航

駐車場

あり（無料）

料金

大人

1000円

小学生

500円

河口湖は、逆さ富士の名勝地。海抜839mで、富士五湖の中では山中湖に続いて大きく、遊
覧船として巡るには最高の湖。富士急行関連の電車バス、富士急ハイランド、風穴氷穴、山
中湖遊覧船を利用した方は同日のチケットを提示すると200円割引される。

富士山パノラマ
ロープウェイ

料金

営業時間

9:30-17:00
（下り最終17:20）

駐車場

あり（無料）

大人（往復）

900円

小学生（往復）

450円

太宰治の名作「かちかち山」の舞台。ロープウェイの時間は3分程度。展望台からは河口湖と富
士急ハイランドがよく見えて景色は最高！有料だが、瓦割りや大きなブランコも楽しめる。
徒歩でも展望台まで登ることができ、運営者が走ったところ、登りは25分、下りは15分だった。
遊覧船とのセット券があり、大人で遊覧船＋ロープウェイで1,600円（300円引き）になるぞ！
運営者からひと言
河口湖観光はゆっくり周り、湖畔を散歩したりボートに乗ったりすると半日くらい必要だが、
例えばロープウェイだけならば１時間程度で十分楽しめる。
なお、河口湖湖畔にはとても大きな土産屋さんや、昼食処、運営者超絶おすすめの「フジヤマ
クッキー」が売っているお店等があるため、歩くだけでも面白いぞ！さらに大石方面に行くと
「久保田一竹美術館」や「河口湖 音楽と森の美術館」に行くことができる。

大石公園
河口湖の北岸にある、河口湖畔に面した公園。
四季を通じて様々な花を観賞することができ、有
名な写真スポット。
河口湖の遊覧船乗り場あたりから大石公園辺りま
では湖畔を添うように散策路があり、湖のすぐ近
くを散策可能。おみやげに好評な富士山グッズや
山梨の伝統工芸品などがいろいろ揃っている。

半日

ふじてんリゾート
おすすめ度

★★★★★

営業時間

9:00-16:20頃

駐車場

あり（無料）

利用料

HPを参照

https://fujisan.ne.jp/pages/279/

冬はスキー場、夏は様々なアクティビティが楽しめ、本大会の会場でもあるふじてんリゾート。夏に
楽しめるのはサマーゲレンデ、マウンテンバイク、マウンテンカート、マウンテンボード等々。視界
が広く、転倒しても比較的安全な芝生のコースや富士山の溶岩地形を活かした上級者コースなどバラ
エティに富む。レンタルも完備しているので手ぶらで楽しめるため10/9の大会終了後にぜひ遊びつく
してほしい。

河口湖 音楽と森の美術館
おすすめ度

料金

★★★★★

営業時間

10:00-17:00
（最終入館16:00）

駐車場

あり（無料）

大人

1,800円

大高生

1,300円

小中学生

1,000円

ヨーロッパ貴族たちが愛したオルゴールや、自
動演奏楽器による心癒される音楽を贅沢に楽し
める施設。庭園も美しく時間ごとに演奏や噴水
ショーがある。土日祝では１日に３回演奏され
る大きなダンスオルガンは圧倒されるので必聴。

富士スバルライン
（御庭・奥庭）

https://www.narusawa-kanko.jp/fujisan.html

富士山御庭は富士スバルライン（有料道路）の
先にあり、５合目の手前標高2400メートル付近
にある森林限界地点。登らずして2000メートル
超えの景色と大迫力の溶岩を体感できる！
小噴火口が点在する中に、丈の低いカラマツや
シャクナゲが自生し、名前のとおり天然の庭園
のよう。実際に奥庭が「天狗の遊び場」と呼ば
れている。
鳴沢村公式観光サイトの「富士山」タブからト
レッキングガイドがダウンロードできるのでぜ
ひ富士山の雄大さを体感してほしい。大会の時
期は紅葉してるかも。

富士河口湖グルメ
おすすめ度

★★★★★

ほうとう
山梨の有名郷土料理。「ほうとう不動」「ほうとう小作」
「庄屋乃家」は20年以上前からある老舗。
個人的な感想だが、ほうとうは愛知でいうところの味噌煮
込みうどんなのでキッチンがあるなら自作してもいいしど
こで食べても美味しい。
自作するときはカボチャを忘れずに！

吉田のうどん
これもまた有名な郷土料理。コシが強く、噛み応えがあり小
麦の味がしっかりしたタイプのうどん。どこで食べても安い。
個人的オススメ吉田のうどんは以下２店！

★美也樹

0555-24-2448

No.1吉田のうどん店。富士急ハイランドの目の前にあり、
行列ができる大人気。予約不可。甘辛く煮た馬肉とサクサク
のかき揚げが乗った「肉天うどん」が人気。個人的には冷や
したぬきが一番好き。（右写真）

★キネツキうどん 0555-72-2398
河口湖ICからふじてんに向かう途中の道から少し入ったと
ころにある。うどんも美味しいが、混ぜご飯が絶品なので混
ぜご飯セットで食べてほしい。

https://fujiyoshida.net/gourmet/129

肉のささき（馬刺し）
美食の神と地元民に愛された肉屋。秘密にしたいくらいす
べてが美味しい。特にここで買う馬刺しは人生を変える。
一度食べたらもう戻れない。食べログもそう言ってる。予
約不可なので早めに店に行って食べてほしい。
※馬刺しは入荷量が少なく、夕方は売り切れています。
馬刺しだけでなく、肉もすべて美味しいのでBBQするなら
スーパーではなくここで買ってほしい。さらにお惣菜も美
味しい。ヒレカツとか一生自分で作れない。お惣菜につい
ては要電話予約。

きじ亭
日本でも珍しい、キジ料理専門店。
河口湖駅近くにある、予約しないと入店できない
人気店。
地元故に食べたことがないがいつ見てもお客さん
いるし美味しいのは間違いない。

武石
河口湖でテレビ番組を作った場合、武石を外したら取
材不足か意図的に隠したと判断していいほどの超人気
店。要予約。芸能人御用達で、店内の壁にはびっしり
サインが掲示されている。
焼肉なのでいいお値段するがとっても美味しい！ぜひ。

富士河口湖グルメ
おすすめ度

★★★★★

みはらし亭

河口湖の眺めがいいところにある、河口湖畔で一番最初に
創業した休憩とお食事のお店。創業大正10年。１階が丸々
お土産スペースとなっており、2階がレストラン。公式HP
からは割引券も印刷可能。
オススメはほうとう鍋定食（2,200円）だが、うどんやそ
ばは550円程度なので学生にとってうれしいお店。
みはらし亭の近くにも大きなお土産屋さんが多く、見てい
るだけで楽しいので河口湖周辺を散策するなら要チェック。
みはらし亭からロープウェイのところまで歩く間にもチー
ズケーキのお店やフジヤマクッキーのお店がある。

旅の駅
2022年にオープンしたオシャレな複合商業施設。食事
やお土産ショッピングが楽しめる。河口湖初のワイナ
リーも併設されている。
「テラスキッチン」には甲州牛や富士桜豚、信玄鶏とい
う地元銘柄のお肉を味わえるメニューがある。
「Grill USHIOKU」は山梨県産銘柄牛の食肉卸専門店が直
営するハンバーグとステーキのレストラン。テイクアウ
トあり。「サンクルー」では手作りパンが販売。「あさ
ま市場」では山梨の名産品やオリジナル商品を販売。そ
の一角には、山梨県を中心とした多彩な地産ワインがず
らりと並ぶ「ワインコーナー」もあり、テイスティング
用のカードを購入すると数百円で気になる銘柄のワイン
を味わえる。

https://travel.rakuten.co.jp/mytrip/howto/tabinoeki-kawaguchikobase

ムーズヒルズバーガー
故安倍元首相も行ったことのある本格
ハンバーガーのお店。長い行列ができ
る人気店で、13時に行っても2時間待
ちだった。行く場合は先に記帳して周
辺を観光する等、タイムマネジメント
に注意が必要。

ラ・ヴェルデュール木村屋
地元民に愛されるケーキ屋さん。とても
美味しい手作りのジェラートも販売して
いる。
レギュラーがかなり大盛りでオススメ。
ダブルを購入すると１口分おまけのアイ
スをくれるので、３種類のフレーバーを
楽しめるぞ！

ポワル
大通りから少し入ったところにある洋食レス
トラン。ハンバーグがおいしい。木の温もり
を感じる店内。デミグラスソースは、開店当
時からくり返し継ぎ足している。ぜひご賞味
あれ。

野の花
ハンバーグがとても美味しいお店。木の温も
りを感じる店内はいるだけでわくわくする。
注文してからハンバーグを焼くため、提供ま
でに30分程度かかるので注意。

いこい
ボリューム満点の洋食屋さん。木の温もりを
感じる店内はいるだけでわくわくする。
野菜は無農薬・自家栽培のため、料理の付け
合わせにはもったいないくらい美味しい。
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