
富士急ハイランド

住所 山梨県富士吉田市新西原5-6-1

お問合せ TEL：0555-23-2111 / FAX：0555-24-6882

ホームページ http://www.fujiq.jp

料金 所定料金（変動制） 優待料金

フリーパス

大人 6,000～6,800円 6,300円

中高生 5,500～6,300円 5,800円

小学生 4,400～5,000円 4,500円

幼児・シニア 2,100～2,400円 2,200円

※大人＝18歳以上、幼児（１歳以上）シニア（65歳以上）一般料金は変動制に
なるため、ご来園の前に料金をご確認の上ご利用ください。

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト

住所 神奈川県相模原市緑区若柳1634

お問合せ TEL：0570-037-353 / FAX：042-685-1177

ホームページ http://www.sagamiko-resort.jp/

料金 所定料金（ハイシーズン） 優待料金

入園
大人 1,900（2,000）円 1,500円

小人・シニア 1,200（1,300）円 900円

入園＋フリーパス
大人 4,500（4,700）円 4,100円

小人・シニア 3,700（3,900）円 3,400円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生、シニア＝60歳以上（要証明）

ふじやま温泉

住所 山梨県富士吉田市新西原4-17-1

お問合せ TEL：0555-22-1126 / FAX：0555-22-1139

料金 所定料金 優待料金

入館料
（館内着・ﾊﾞｽﾀｵ
ﾙ・ﾌｪｲｽﾀｵﾙﾚﾝﾀﾙ料

込）

大人（平日） 1,500円 1,200円

大人（休日） 1,800円 1,500円

小人（平日） 750円 600円

小人（休日） 900円 750円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生
※繁忙期（GW・お盆・年末年始）は土日祝日料金が適応になります。

あだたら山 奥岳の湯（福島県二本松市奥岳温泉）

お問合せ TEL：0243-24-2141 / FAX：0243-24-2240

料金 所定料金 優待料金

入館料
大人（中学生以上） 650円 550円

小人（4歳～小学生） 450円 350円

【ご利用方法】ホテル・ゴルフ場・キャンプ場は事前予約制となります。直接、施設・予約
センターへご連絡いただき、料金・空き状況のご確認とご予約をお願いします。
※ご連絡いただく際に「FUJIYAMA倶楽部会員」であるとお伝えいただき、ご利用
当日に「施設共通利用券」をお持ちください。施設ご利用の際は、FUJIYAMA倶楽部
ホームページより発行の「優待券」を入場窓口にご提出下さい。

割引券ダウンロード https://www.fujikyu-concierge.com/club/

～河口湖～
富士山ﾊﾟﾉﾗﾏﾛｰﾌﾟｳｪｲ

所定料金 優待料金

往復
大人 900円 810円

小人 450円 410円

片道
大人 500円 450円

小人 250円 230円

※大人＝中学生以上、小人＝小学生
※小学生未満のお子様は大人1名につき1名まで無料

あだたら山ロープウェイ 所定料金 優待料金

往復
大人 1,750円 1,550円

小人 1,350円 1,150円

片道
大人 1,050円 950円

小人 800円 700円

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生
※冬季（11月上旬～4月中旬）は運休です。

身延山ロープウェイ 優待料金

往復
大人 所定料金より100円引き

小人 所定料金より50円引き

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生

富岳風穴・鳴沢氷穴 所定料金 優待料金

各
観覧料

大人 350円 300円

小人 200円 150円

※大人＝中学生以上 小人＝小学生（小学生未満のお子様は無料）

忍野しのびの里 所定料金 優待料金

忍者レンタル衣装 500円
1グループに付き
1着無料

2022年度 FUJIYAMA倶楽部施設料金表 2022年4月1日～2023年3月31日

フジヤマミュージアム 所定料金 優待料金

入
館
料

大人 1,000円 700円

大学・専門学生 800円 500円

高校生 600円 400円

中学生 500円 300円

※小学生以下無料（保護者同伴）、毎週土曜日中学生無料
※富士急ハイランドフリーパスをご利用の方、ハイランド
リゾートホテル＆スパ、テルマウント富士、富士山ステー
ションホテル、キャビン＆ラウンジ ハイランドステーショ
ンインにご宿泊のお客 様は無料。

さがみ湖温泉うるり

住所 神奈川県相模原市緑区若柳1634

お問合せ TEL：042-685-2641 / FAX：042-685-1265

料金 所定料金 優待料金

タオルセット有り

大人（平日） 1,150円 1,050円

大人（土日祝） 1,350円 1,250円

小人（平日） 750円 650円

小人（土日祝） 900円 800円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生
※繁忙期（GW・お盆・年末年始）は土日祝日料金が適応になります。

ぐりんぱ

住所 静岡県裾野市須山字藤原2427

お問合せ TEL：055-998-1111 / FAX：055-998-1119

ホームページ http://www.grinpa.com/

料金 所定料金 優待料金

入園
大人 1,300円 1,150円

小人・シニア 850円 700円

入園＋フリーパス
大人 3,700円 2,900円

小人・シニア 2,700円 2,300円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生、シニア＝60歳以上（要証明）
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、臨時休園また営業時間を変更する可能性がご

ざいますので、営業時間をご確認を頂いた上、ご来園ください。

十国峠ケーブルカー 所定料金 優待料金

往復
大人 730円

所定料金より
10％引き

小人 370円

片道
大人 370円

小人 190円

※大人＝中学生以上、小人＝小学生
※所定料金は変動する可能性がございます。

※期間中料金変更の可能性があります

【春季限定】富士芝桜まつり

住所 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212

営業期間 2022年4月16日（土）～5月29日（日）

お問合せ 0555-89-3031

ホームページ https://www.shibazakura.jp/

料金
所定料金

（シーズナリティ）
優待料金

入園
大人 800～1,000円 700円

小人 250円 230円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生
※4月29日～5月8日は利用除外日であり、優待料金はご利用いただけません。

http://www.fujiq.jp/
http://www.sagamiko-resort.jp/
https://www.fujikyu-concierge.com/club/
http://www.grinpa.com/


ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ 所定料金 優待料金

シーズン区分 平休日
休前日・
特別日

平休日
休前日
特別日

レギュラー
１泊朝食付 15,300円～ 17,400円～ 14,300円～ 16,500円～

１泊2食付 20,700円～ 22,800円～ 19,600円～ 21,700円～

※1室2名利用時のお1人様あたりの料金。（税・サービス料込）
※大人（12歳以上）の方は、上記料金以外に入湯税150円が別途必要となります。
※1室大人1名+小人1名利用の場合の小人料金は大人と同額です。
※夕食は中華、バイキング、和食からお選びいただけます。
→各レストランにてコース料理のご用意となります。夕食は予約制となります。
※キャラクタールームは対象外になります。
※その他の人数、GW・お盆・年末年始など季節により料金が異なります。お問い合わせください。
ご予約・お問合せ先：0555-22-1000

ホテルマウント富士 所定料金 優待料金

シーズン区分 平休日 休前日 平休日 休前日

レギュラー
（１泊２食付）

2名 20,800円～ 23,100円～ 17,900円～ 20,000円～

3名 18,900円～ 20,500円～ 15,400円～ 17,500円～

※1泊2食付、1室2～3名利用時のお1人様あたりの料金。（税・サービス料込）
※大人（12歳以上）の方は、上記料金以外に入湯税150円が別途必要となります。
※1室3名利用時の小人料金は、小学生＝大人の70％、4歳～未就学児＝大人の50％となります。
※1室大人1名+小人1名利用の場合の小人料金は大人と同額です。
※和食コース又は洋食コースからお選びいただけます。夕食は予約制となります。
※その他の人数、GW・お盆・年末年始など季節により料金が異なります。お問い合わせください。
ご予約・お問合せ先：0555-62-2111

富士山ステーションホテル 料金

区分 通常 優待料金

平日 １泊朝食
無料サービス

7,800円～ 6,800円～

休前日 8,800円～ 7,800円～

※シングル・ダブル・ツイン・トリプル４タイプのお部屋をご用意しております。※料金は税込
※日程により設定除外日及び料金の変動がございます。詳細はお問い合わせください。
ご予約・お問合せ先：0555-24-3300

富士宮富士急ホテル 料金

区分

１泊朝食付

通常料金 優待料金

シングル ツイン

通常料金から10％引き全日 7,000円～ 6,500円～

土曜 7,500円～ 7,500円～

※1室1名様あたりの料金。（料金は税込）※シングル：1名1室、ツイン：2名1室。
※GW・お盆・年末年始など季節により料金が異なります。お問い合わせください（電話：0544-23-6666）

キャビン＆ラウンジ
ハイランドステーションイン

料金（1カプセル）

区分
素泊まり

通常料金 優待料金

通常期平日 4,500円～ 通常料金から10％引き

※1カプセル利用時のお1人様の料金（料金は税込）。未就学の方はご利用いただけません。
未成年の方は同意が必要です。

※その他の区分、GW・お盆・年末年始など季節により料金が異なります。詳細はお問い合わせください。
ご予約・お問合せ先：0555-21-6688

富士ミネラルウォーター 所定料金 優待料金

瓶 780ｍｌ 12本入 2,570円 2,310円

ペット
ボトル

1.5Ｌ 12本入 2,570円 2,310円

1Ｌ 12本入 2,300円 2,070円

500ｍｌ 24本入 3,090円 2,780円

※送料は地域により異なります。お問合せください。

富士ゴルフコース 所定料金 優待料金

詳細はお問
合せください。

平日 ［昼食別］11,800円～ ［昼食付］12,800円～

日祝日 ［昼食別］20,500円～ ［昼食付］21,500円～

土曜日 ［昼食別］21,500円～ ［昼食付］22,500円～

※上記料金は、グリーンフィ、諸経費、利用税、キャディフィ、消費税を含みます。
※シーズンナリティ料金のため、変動の場合があります。お問い合わせください
※2バックの場合、お1人様につき平日6,200円、
土日祝日7,200円の追加料金が発生いたします。

※3バックの場合、お1人様540円の追加料金が発生いたします。
※ＧＷ期間(4/29～5/6)は、優待料金適応外です。

カントリークラ
ブ・

グリーンバレイ
優待料金

通年

白樺コース
（昼食付プラン）

すずらんコース
（昼食付プラン）

平日 割引なし 割引なし

土日
祝日

所定料金より
500円引き

所定料金より
500円引き

※所定料金はシーズンにより異なりますのでお問い合わせください。
尚、所定料金は、グリーンフィ、カートフィ、諸経費、利用税を含みます。

※2サムプレー・3サムプレーの割増
白 樺コース ：（平 日） 2サムプレー 1,650円増/ 3サムプレー割増なし

（土日祝） 2サムプレー 1,650円増/ 3サムプレー 550円増
すずらんコース：（平 日） 2サムプレー・3サムプレー割増なし

（土休日） 2サムプレー 1,100円増 / 3サムプレー 550円増
※キャディ付ご希望の場合は、3,300円の追加料金がかかります。
（白樺コースのみ）すずらんコースは、セルフプレー専用コースです。

ＰＩＣＡリゾート 所定料金 優待料金

PICA富士吉田

料金は、
ご予約時に
ご確認下さい。

ルームチャージのみ
所定料金より

5％引き

PICA富士西湖

PICA山中湖

PICA富士ぐりんぱ

PICA八ヶ岳明野

PICAさがみ湖

PICA表冨士

PICA秩父

PICA初島

※特別プラン以外は割引き料金が適応となります。
※お部屋タイプ、シーズンによりご宿泊料金は異なります。
※ご予約・お問合せは、PICA予約センター（TEL：0555-30-4580）へ直接ご連絡
ください。

月～金9:00～17:45 土休日：定休 0120-364-229 https://www.fujikyu-concierge.com/club/事務局

河口湖遊覧船
「天晴（あっぱれ）」

本栖湖遊覧船
「もぐらん！」

所定料金 優待料金

乗船遊覧料
大人 1,000円 900円

小人 500円 450円

※大人＝中学生以上、小人＝小学生（小学生未満のお子様は、
大人1名につき1名まで無料）

山中湖遊覧船
「白鳥の湖」

所定料金 優待料金

乗船遊覧料
大人 1000円 900円

小人 500円 450円

※大人＝中学生以上、小人＝小学生（小学生未満のお子様は、
大人1名につき1名まで無料）

初島航路＆ＰＩＣＡ初島
Ｒ-Ａｓｉａ入園

所定料金 優待料金

往復乗船＋入園セット券 大人 3,200円 3,000円

往復乗船＋入園セット券 小人 1,600円 1,500円

※大人＝中学生以上、小人＝小学生（小学生未満のお子様は、
大人1名につき1名まで無料）

水陸両用バス
「YAMANAKAKO 

NO KABA」
優待料金

乗車料

大人 所定料金より200円引き

小人 所定料金より100円引き

幼児 割引対象外

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、幼児＝3歳以下
※幼児のお子様は、座席の確保はございません。

大富士
ゴルフクラ

ブ
料金 優待特典

通年
料金は、ご予約時に
ご確認下さい。

昼食時ソフトドリンク1杯サービス

※HPオンラインWEB予約からご予約頂いた方限定となります。
※施設共通優待券提出

熱海シーサイド
スパ&リゾート

所定料金 優待料金

岩盤浴
利用料金

1,500円 90分無料

※ご宿泊者限定のサービスとなります。

https://www.fujikyu-concierge.com/club/

