
雄大な自然の移ろいを慈しみ、彩りを重ねて染める芸術「一竹
辻が花」。展示作品・建物・庭・調度品の全てに久保田一竹の
世界を表現。 http://www.itchiku-museum.com

世界最大規模のダンスオルガンやタイタニック号に乗るはずだっ
た自動演奏楽器、歴史的に貴重なオルゴールなどの演奏を聴く
ことができます。また、ミュージアムショップやレストランも充実。
ミュージアムショップではバイヤーが厳選したワインを取り揃え、
レストランからは感動の富士山を眺めながらお食事をすることが
できます。 http://www.kawaguchikomusicforest.jp

富士山を描いた絵画や写真、版画などを展示している常設
展のほか企画展では幅広い内容の展覧会を開催。広大な芝
生広場とシャープな建物が美しい。湖を一望できるカフェで
は企画展ごとに変わるケーキセットが人気。
http://kgmuse.com/

人形作家・与勇輝（あたえゆうき）氏の作品を常設展示。木綿
の布を使った精緻な技法で手がけた、ファンタジックな妖精
の世界や着物姿の子どもたちなど温かみのある作品に会い
にきてください。当館でした手に入らない与勇輝の心あたた
まるグッズを多数販売しております。
http://www.musekan.net

宝石・貴金属加工日本一の山梨県に創設された宝石専門博物
館。高さ1.8ｍの巨大水晶や146カラットのアクアマリンなど、
世界中から集めた貴重な宝石を約3000点展示しています。
http://www.gemmuseum.jp/

河口湖の北岸。ラベンダー畑が眼前に広がるロケーションの中
にあり、自然の素材を活用し生活に密着した創造の体験ができ、
ブルーベリー・ハーブを中心とした売店、喫茶を設置しておりま
す。ブルーベリーソフトクリーム、手作りジャムが人気。
http://www.seikatsukan.jp

久保田一竹美術館
〒401-0304 富士河口湖町河口2255
㊡ 毎週火曜日（10月11月は無休）12月26～28日、
    その他特に定める日（祭日の火曜日及び1月の第1火曜日は開館）

〒401-0304 富士河口湖町河口3077-20  
㊡ 年中無休　※冬季要問合せ

〒401-0304 富士河口湖町河口3170　
㊡ 火曜日（祝日の時は開館）・展示替え時の休館（不定期）
    年末休館（但し6～8月、11月は無休）

〒401-0302 富士河口湖町小立923
㊡12月～3月の木曜日 4月～11月は無休 3月、9月展示替えの為
    臨時休館あり。　※詳しくはお問い合わせください。

〒401-0301 富士河口湖町船津6713
㊡ 毎週水曜日（祝日は開館します）　
    ※但しゴールデンウィーク期間中及び7・8月中は無休。
    また、年始は元日より営業。  

〒401-0305　富士河口湖町大石2585 大石公園内 
㊡ 毎週金曜日（6月・7月・8月は無休）　
    ※詳しくはお問い合わせください。 

〒401-0301 富士河口湖町船津 6713-18
㊡ 年中無休

多彩なハーブの美しさに触れ、さらに体験の楽しさを満喫でき
るハーブの拠点。ラベンダーカステラ760円、オリジナルオード
トワレ1,620円～  http://www.herbkan.jp

特 典：入館料100円引き（オリジナルしおりプレゼント）
           ㊟5名様有効

小さなヨーロッパ
オルゴールの森

特 典：入館料200円引き ㊟5名様有効

0555-20-4111

0555-76-8811
河口湖美術館 0555-73-8666

特 典：入場料1割引 ㊟グループ全員有効

河口湖ミューズ館 
与勇輝館

0555-72-5258

特典：入館料1割引 ㊟グループ全員有効

山梨宝石博物館 0555-73-3246

特 典：大人600円→500円、小中学生300円→250円　
           ㊟グループ全員有効 特典： ジャム作り体験教室1割引 ㊟5名様有効

0555-76-8230　河口湖自然生活館

河口湖ハーブ館 0555-72-3082  

特 典：ドライフラワー体験10％引きと
        ミニラベンダーソフトクリームプレゼント
        ㊟5名様有効

見る MUSEUM

剣丸尾赤松樹海の中で富士山噴火で出来た世界的に
も貴重な溶岩樹型洞穴群の見学。自然の素材を利用し
た工作教室、キャンプが楽しめます。ペーパーウェイト、
バードコール、鳥笛づくりなど各550円。
http://www.mfi.or.jp/sizen/
（ふるさと振興財団HP▶http://fkchannel.jp)

〒401-0301 富士河口湖町船津6603　
㊡ 月曜日定休（祝日は開館します。6月～8月無休）

河口湖フィールドセンター

特 典：クラフト体験10％引   ㊟グループ全員有効

〒401-0301 富士河口湖町船津7475-1
㊡ 毎週水曜日

特製富士山ココア、自家製季節のケーキなどがあり、ベネ
チアングラスのアクセサリーやステンドグラス、万華鏡な
どもを取り揃えています。ギャラリー併設のカフェからは
富士山が一望できます。
http://g-couleurs.jp

ギャラリー＆カフェ 
クルール 

0555-72-6333

特 典：ギャラリー内で販売する小物類全品8％OFF　
         ㊟グループ全員有効　

〒403-0017 富士吉田市新西原1-8-1　
㊡ 年中無休　

ケーキセット、パフェ、あんみつからお食事まで楽しめる地元の洋菓子店。
富士山にちなんだお菓子はお土産にも。富士山駅徒歩5分。駐車場有り。
http://abend-fuji.com

Abend 0555-24-5888

特 典：ミニソフトクリームサービス ㊟5名様まで

LunchSet980円～（G.W.より夏期はビュッフェ1390円(税別）となりま
す。）おすすめは、イタリア直輸入の薪窯で焼く天然酵母を使った生地で
仕上げた本格ナポリPizza。旬の肉、魚、野菜を使用したパスタ、魚、肉料
理等多数ご用意しております。

〒401-0302 富士河口湖町小立4286-1
フォレストモール富士河口湖内　
㊡ 毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

〒401-0301 富士河口湖町船津996-21
陽山サンプラザ5  ㊡ 火曜日　

富士急行河口湖駅前通りに位置し、天気のいい日には雄大な富士山の
眺めを堪能できる癒し系カフェ。おすすめの、とろとろオムライス(880円)
はランチタイムには800円に。パティシエ手作りのスイーツも楽しめます。
http://lhirondelle-0629.com/

〒401-0302 富士河口湖町小立960-1
㊡ 水曜日（水曜日が祝日の場合は営業。8月は無休）

ホームメイドクレープ500円から。パフェ550円、のりチーズトースト
400円など。

〒401-0301 富士河口湖町船津6832 ホテル登り坂1F 
㊡ 年中無休

お野菜中心の手作りお惣菜バイキング。からあげ、ごぼうの煮付が人気
です。 http://www.choosechoice.co.jp/

〒401-0301 富士河口湖町船津2558
㊡ 毎週月曜日と第3日曜日　

安くてボリューム満点!!かわいい雰囲気のお店でおいしい食事はいか
がですか？カップルからご家族連れまで、お待ちしております。ハンバー
グ・グラタン・スパゲッティー等々…平日(火～土）780円ランチはかな
りお得。アラカルトメニューは600円より。
http://www.navi-city.com/iine/poele

Buffeteria & Trattoria
IL BACCO

0555-73-1158  

特 典：ディナータイムにご来店のフードメニュー
         ご注文の方にワンドリンクサービス
         （コーヒー又は紅茶又はオレンジジュース）

ミルキーウェイ 0555-73-1128

特 典：お食事又はデザートをご注文の方に、
        ドリンクを50円引き ㊟グループ全員有効

スイーツ&ダイニング 
リロンデル

特 典：バニラアイスサービス

0555-72-8620

特 典：ソフトドリンク1杯　㊟2名様まで　

0555-72-8569Choice Kitchen 
チョイスキッチン

レストラン ポワル 

特 典：コーヒー又は紅茶又はアイスクリームを
        サービス ※平日ランチタイムを除く ㊟2名様有効

0555-72-3753

〒401-0301 山梨県南都留郡河口湖町船津4014-5  
㊡ 毎週水曜日、5/3,4（臨時休業）
【営業時間am8：00～pm8：00 変更あり】
※詳しくはお問い合わせください。

富士山珈琲をハンドドリップで心を込めて入れております。ハンドドリ
ップの富士山コーヒー480円（税抜）また、新メニューとしてすき焼きを
はじめました。各種サークル、企業催事等の貸切会議利用もできます。

〒401-0302 富士河口湖町小立4290-1 
㊡ 毎週水、木曜日（シーズン中は営業）

バディーズカレー980円（税別）、レディースセット1480円（税別）、グラ
スワイン各種。ワインショップのお買い物だけでもOKです。　※フォレス
トモールくろがねやの裏に店舗がございます。

〒401-0301 富士河口湖町船津5521-2
㊡ 毎週水曜日、第3火曜日

河口湖ステラシアターから一番近いカフェレストラン。コンサート前に食
事やお茶をどうぞ。ステラディナー（アフターコンサート指定予約のディナ
ー）もオススメ。オードブル1品、メインディッシュ1品、自家製パン付きで
1人前2,263円より。合鴨のロースト赤ワインソースのディナー。お好みの
オードブルと合鴨で4,104円。
http://www.boulogne.jp

FUJI CAFE CUP’S

特 典：フードメニューご注文の方はコーヒー半額　
         ㊟グループ全員有効

0555-72-9218

ワインカフェ＆ワインショップ 
バディーズ

特 典：お食事のお客様に、食後のコーヒーを
         1杯サービス致します ㊟15名様まで有効

0555-73-8477

フランスの食堂 
キャフェ ドゥ ブローニュ

0555-73-3236

特 典：コンサート終了後のディナーをお召し上がりの
         お客様にコーヒーか紅茶をサービス 
         ㊟グループ全員有効

〒401-0301 山梨県南都留郡河口湖町船津3486-4 　
㊡ 年中無休(営業時間am11：00～pm10：00変更あり)　
※詳しくはお問い合わせください。 

駅近徒歩3分。夜遅くまで営業しています。全席約50席。目の前で職人
が天ぷらを揚げるのを見ることができるカウンター席以外にもバリアフ
リーの店内にテーブル席があるため、子供からお年寄りの方も安心して
お食事ができます。天ぷら7品の定食780円～

〒401-0302 富士河口湖町小立3959-1 
㊡ 水曜日　

昔ながらの郷土料理がお楽しみいただけます。名物の「庄屋ほうとう（1
人前￥1,080～）」やうどん、そば、飯物のほか、馬刺（￥918）、もつ煮（
￥540）などのサイドメニューも、取り揃えております。母のぬくもりの味
…独特の手法で作り上げ、四季の味覚を生かした素朴な郷土料理を心
ゆくまでご賞味ください。
http://www.kawaguchiko.or.jp/syouya/

〒401-0301 富士河口湖町船津6799　
㊡ 年中無休 【営業時間】 11：00～23：00

約150年前の民家を現代感覚で再現。女性同士でも入れる明るい作
り。無煙ロースターで匂いも気になりません。石焼ビビンバが人気。フ
ァミリーセット（4名様）11,000円（税別）。
http://www.t-2929.com

庄屋乃家 0555-73-2728

特 典：コーヒー（ホット又はアイス）又はバニラアイスを
         1食に付き1点サービス 
         ※食事をされた方のみ ㊟7名様有効

冨士天ぷら
いだ天 河口湖本店

0555-73-9218

特 典：ソフトドリンク1杯サービス ㊟グループ全員有効

炭火焼肉 鉄庵
回転寿司 すし兵衛

0555-72-2929

特 典：食後にデザートをサービス（シャーベット）　
         ㊟4名様有効 

〒401-0301 富士河口湖町船津6818-1
㊡ 不定休　

ご存知、全国チェーンの焼肉屋さん。リーズナブルな値段と品揃えの多
さは、いうまでもありません。活気あるスタッフに迎えられ、身も心も元
気になります。ステラシアターと同じ通りに位置しているので、コンサー
ト帰りに、是非お立ち寄りください。
http://www.gyukaku.ne.jp

吉田の手打ちうどんのお店。夜うどんもやってます。煮干ダシとみそ味。一
番人気の贅沢全部のせうどん500円(税込)です。団体様御予約（30～
40名様位まで）歓迎。

〒401-0301 富士河口湖町船津7435-8
㊡ 木曜日定休

ランチ営業しています!!ゴーヤチャンプル700円、沖縄そば650円、タコライ
スセット（大、中、小）などのメニューを取り揃えています。

沖縄料理 なかゆくい0555-72-3771

特 典：サーターアンダギーともずくのゼリーをサービス　
         ㊟グループ全員有効 

特 典：全うどん50円割引　㊟グループ全員有効

0555-83-2135　

0555-73-2941

特 典：牛角アイス（バニラ）人数分プレゼント 
         ㊟グループ全員有効

牛角 河口湖店

〒401-0301 山梨県南都留郡河口湖町船津3376-3 
㊡ 火曜日(4月から10月は不定休）　
【営業時間】 11：00～14：00　17：00～19：00 
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有効期間：5月3日から5日まで


