
各施設窓口にて、会員証またはクーポンをご提示ください。
1枚のご提示につき、5名様まで有効です。

2019年度富士急グループ施設料金表 ※ホテル、ゴルフ場は事前予約制(ご予約時に会員である旨、お申し出ください） ※期間中に料金が変わる場合がございます。
※料金は年度内に変更になる場合がございます。その旨表記ください。 ※他の割引との併用不可
※スキー場に関しては、シーズン前に料金決定があるため、昨年度料金となります。 ※2019年10月1日～2020年3月31日
※各施設休園日・休館日等ございます。ご利用時にはご注意ください。

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 契約料金

フリーパス

大人 6,200円 6,000円

中人 5,700円 5,500円

小人 4,500円 4,300円

幼児・シニア 2,100円 2,000円

※大人＝18歳以上、中人＝12～17歳、小人＝7歳～11歳、幼児（１歳以上）シニア（65歳以上）

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

ホームページ http://www.fujiyamaonsen.jp

料金 所定料金 契約料金

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 1,400円

大人（休日） 1,800円 1,700円

小人（平日） 750円 700円

小人（休日） 900円 850円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生

フジヤマミュージアム

住所 山梨県富士吉田市新西原5-6-1

お問合せ TEL：0555-22-8223 / FAX：0555-22-8277

ホームページ http://www.fujiyama-museum.com/

料金 所定料金 契約料金

入館料

大人 1,000円 800円

大学・専門学生 800円 600円

高校生 600円 500円

中学生 500円 400円

※小学生以下無料（保護者同伴）、土曜は中学生も無料。

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト（遊園地）
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 契約料金

入園
大人 1,800円 1,700円

小人 ・ シニア 1,100円 1,000円

入園＋
フリーパス

大人 4,300円 4,200円

小人・シニア 3,500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）

ぐりんぱ（遊園地）

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 契約料金

入園
大人 1,300円 1,250円

小人 ・ シニア 850円 800円

ワンデークーポン
大人 3,700円 3,400円

小人・シニア 2,700円 2,500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）

富岳風穴・鳴沢氷穴

住所 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖青木ヶ原2068-1

お問合せ TEL：0555-85-3089 / FAX：0555-85-3497

ホームページ http://www.mtfuji-cave.com/

料金 所定料金 契約料金

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）

山中湖遊覧船「白鳥の湖」

住所 山梨県南都留郡山中湖村平野506

お問合せ TEL：0555-62-0130 / FAX：0555-62-1060

ホームページ http://www.yamanakako-yuransen.jp/

料金 所定料金 契約料金

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

ホームページ http://www.sagamiko-resort.jp/ururi/

料金 所定料金 契約料金

タオルセット有り

大人（平日） 1,100円 1,050円

大人（土日祝） 1,330円 1,280円

小人（平日） 700円 650円

小人（土日祝） 850円 800円

タオルセット無し

大人（平日） 850円 800円

大人（土日祝） 1,080円 1,030円

小人（平日） 450円 400円

小人（土日祝） 600円 550円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生

2019年8月更新
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初島航路＆PICA初島R-Asia入園

住所
静岡県熱海市和田浜南町6-11(航路) 

静岡県熱海市初島(リゾート)

お問合せ
TEL：0557-81-0541(航路) 0557-67-2151
FAX：0557-82-5740(航路) 0557-67-2188

ホームページ http://www.hatsushima.jp/

料金 所定料金 契約料金

入園セット券
（往復乗船券＋R－Asia入園）

大人 3,200円 3,100円

小人 1,600円 1,550円

※大人＝中学生以上、小人＝6歳～小学生

忍野 しのびの里

住所 山梨県南都留郡忍野村忍草2845

お問合せ TEL：0555-84-1122

ホームページ http://www.oshinoninja.com/

料金 所定料金 契約料金

忍者レンタル衣装 500円 1グループに付き1着無料

【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

お問合せ TEL：0555-89-3031/FAX：0555-89-3034

ホームページ http://www.shibazakura.jp/

料金 所定料金 契約料金

入園料
大人 600円 550円

小人 250円 230円

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生
※2019年度開催期間4月13日（土）～5月26日（日）
※ＧＷ（4/27～5/6）期間利用不可

ハイランドリゾートホテル＆スパ

住所 山梨県富士吉田市新西原5-6-1

お問合せ TEL：0555-22-1000 / FAX：0555-22-3115

ホームページ https://www.highlandresort.co.jp/

料金 契約料金

宿泊料 全日 所定室料の10％引き

※キャラクタールーム除く※大人(12歳以上)のお客様は入湯税別途150円必要

ホテルマウント富士

住所 山梨県南都留郡山中湖村山中1360-83

お問合せ TEL：0555-62-2111 / FAX：0555-62-3177

ホームページ https://www.mtfuji-hotel.com/

料金 契約料金

宿泊料 全日 所定室料の10％引き

※大人（12歳以上）のお客様は、入湯税別途150円が必要となります。

富士ゴルフコース

住所 山梨県南都留郡山中湖村山中262-1

お問合せ TEL：0555-62-2500 / FAX：0555-62-0394

ホームページ http://www.fuji-gc.com

料金 契約料金

プレー料金※キャディ付
※グリーンフィ・カートフィ・
諸経費・利用税込
※2バック、3バックの際は追加
料金が発生いたします。

平日（10/1～12/15） ［昼食付］12,100円～

土日祝日 ［昼食付］20,400円～

～河口湖～富士山パノラマロープウェイ

住所 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1163-1

お問合せ TEL：0555-72-0363 / FAX：0555-72-5180

ホームページ http://www.kachikachiyama-ropeway.com/

料金 所定料金 契約料金

乗車料（往復）
大人 900円 810円

小人 450円 410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名無料）

河口湖遊覧船「アンソレイユ号」
本栖湖遊覧船「もぐらん！」

住所
河口湖遊覧船 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4034

本栖湖遊覧船 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖325

お問合せ 河口湖・本栖湖遊覧船
TEL：0555-72-0029
FAX：0555-72-0251

ホームページ http://www.fujigokokisen.jp/

料金 所定料金 契約料金

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名無料）

大富士ゴルフクラブ

住所 静岡県富士市今宮1243

お問合せ TEL：0545-21-4111 / FAX：0545-21-8575

ホームページ http://www.daifuji-gc.com/

料金 契約料金

プレー料金
※要問合せ

全日 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。
※要会員証提示

PICA WILD BASE Fujisan
【秋・冬季限定】 スノーゲレンデ イエティ（スキー場）

住所 静岡県裾野市須山字藤原2428

お問合せ TEL：055-998-0636 / FAX：055-998-0797

ホームページ http://www.yeti-resort.com/

料金 所定料金 契約料金

オンシーズン
1日滑走券

大人（平 日） 3,500円 3,200円

大人（土休日） 4,000円 3,700円

小人・シニア
（平 日）

2,500円 2,200円

小人・シニア
（土休日）

3,000円 2,700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）

【冬季限定】 あだたら高原スキー場

住所 福島県二本松市奥岳温泉

お問合せ TEL：0243-24-2141 / FAX：0243-24-2765

ホームページ http://www.adatara-resort.com/ski/

料金 所定料金 契約料金

1日滑走料

大人（平 日） 3,200円 3,000円

大人（土休日） 4,000円 3,800円

中学生・シニア
（平 日）

2,800円 2,600円

中学生・シニア
（土休日）

3,500円 3,300円

小学生（平 日） 1,850円 1,650円

小学生（土休日） 2,300円 2,100円

※大人＝高校生以上、シニア＝50歳以上（要証明） ※未就学児リフト無料
※上記は2018年度料金のため、2019年度料金はシーズン前にご確認ください。

あだたら山ロープウェイ

住所 福島県二本松市奥岳温泉

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

ホームページ http://www.adatara-resort.com/green/

料金 所定料金 約料金

往復
大人 1,700円 1,600円

小人 1,300円 1,200円

片道
大人 1,000円 950円

小人 750円 700円

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生

あだたら山 奥岳の湯

住所 福島県二本松市奥岳温泉

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

ホームページ
http://www.adatara-

resort.com/green/okudakenoyu.stm

料金 所定料金 契約料金

入館料
大人 600円 550円

小人 400円 350円

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生
※上記は2019年11月30日までの料金です

身延山ロープウェイ

住所 山梨県南巨摩郡身延町身延字上の山4226-2

お問合せ TEL：0556-62-1081 / FAX：0556-62-2882

ホームページ http://www.minobusanropeway.co.jp/

料金 契約料金

乗車料（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
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