Kawaguchiko Stellar Theater presents

Misia Candle Night Fes.公演のチケットにはライヴ鑑賞以外にこの日だけのスペシャル特典があります。
ぜひ利用して河口湖の魅力を更に楽しもう！！

皆さんがお持ちのMisia Candle Night Fes.公演のチケットを各施設で提示すると、
以下の特典が受けられます。
1 キャフェ ドゥ ブローニュ

〒401-0301 富士河口湖町船津5521-2 0555-73-3236
毎週水曜日、第3火曜日定休 http://www.boulogne.jp
特 典 ステラディナーお召し上がりの方に、
コーヒー又は紅茶
又はプチグラスワインをサービス(人数2名まで）
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。
アフターコンサートディナーのご予約も承ります。
ランチ￥1,100〜、
ディナー￥2,100〜とリーズナブルで
おススメ。
2 レストラン ポワル
〒401-0301 富士河口湖町船津2558 0555-72-3753
毎週月曜日と第3日曜日定休
特 典 食事をされた方に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
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。

3 炭火焼肉 鉄庵

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。無煙ロースターで臭いも気になりませ
ん。石焼ビビンバが人気。

〒401-0301 富士河口湖町船津7475-1 0555-72-6333
毎週水曜日定休 http://g-couleurs.jp
特 典 ギャラリー内で販売する小物類を全品5％OFF
炭火煎の珈琲や季節の紅茶が楽しめ、各種シフォンなど
の自家製ケーキ￥430〜他軽食があります。
ギャラリー
では個展の開催や300余点のベネチアングラス・ステン
ドグラス・常設の絵画が楽しめます。

世界的にも貴重なオルゴールや自動演奏楽器が住時を
偲ばせ懐かしい響きを奏でます。
また、
ミュージアムショ
ップやレストランも充実。
コンサートホールでは生演奏
もお楽しみいただけます。
7 久保田一竹美術館
〒401-0304 富士河口湖町河口2255 0555-76-8811
12月〜3月毎週水曜日定休／12月26・27・28日
その他特に定める日 http://www.itchiku-museum.com
特 典 入館料 100円引き
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。
8 河口湖美術館
〒401-0304 富士河口湖町河口3170 0555-73-2829
火曜日定休
（祝日の時は開館）
・展示替え時、
休館
（不定期）
、
年末の休館
特 典 入場料１割引
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。
9 河口湖ミューズ館
〒401-0302 富士河口湖町小立923 0555-72-5258
毎週木曜日定休・年末※6月〜8月は無休・
展示替日
（春と秋、年2回作品入れ替えのため休館）
http://www.musekan.net
特 典 入場料１割引(人数2名まで）
人形作家・与勇輝氏の作品を常設展示。布を使って精
緻な技法で、
ファンタジックな妖精の世界からリアル
な現代人の肖像まで、幅広い題材。素材の温かみのあ
る子どもや妖精たちに会いにきてください。当店でし
か手に入らない与勇輝の心あたたまるグッズが多数
販売しております。
10 山梨宝石博物館

5 牛角 河口湖店
〒401-0301 富士河口湖町船津6818-1 0555-73-2941
不定休 http://www.gyukaku.ne.jp
特 典 牛角アイス
（バニラ）
プレゼント ※グループ全員
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
お立ち寄り下さい。牛角カルビ
（塩ダレ・タレ） 515円。

〒401-0305 富士河口湖町大石2585 0555-76-8230
毎週金曜日定休（6月・7月・8月は無休）
・年末
http://www.kawaguchiko.ne.jp
特 典 体験1割引

〒401-0301 富士河口湖町船津6713 0555-73-3246
毎週水曜日定休（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
http://www.gemmuseum.jp/
（大人100円引、小中学生50円引）
特 典 入館料割引
※グループ全員
貴金属加工日本一の山梨県に創設された国内唯一の宝
石専門博物館。
500種、
約3,000点を常時展示。
1270kg
の巨大水晶は圧巻。
また、水晶の原石からブライダルリン
グなど、
格安で販売しています。

各施設MAP

〒401-0301 富士河口湖町船津3082 0555-72-3082
年中無休 http://www.kawaguchiko.ne.jp
特 典 アレンジ、
押し花体験1割引

■ 美術館・博物館

至 甲府

大石公園
河口湖大橋
河口湖
八木崎公園

至 西湖

道の駅かつやま

R137
大池公園

多彩なハーブの美しさに触れ、更に体験の楽しさを満
喫できるハーブの拠点。
ラベンダーソフトクリーム300円、ヤーコン茶630円、
体験メニュー柳のリース1,000円など。

河口湖駅

BELL

河口湖IC

13 河口湖フィールドセンター
〒401-0301 富士河口湖町船津6603 0555-72-4331
月曜日定休（6月〜8月無休）http://www.mﬁ.or.jp/sizen/
http://fkchannel.jp（ふるさと振興財団ＨＰ）
特 典 体験クラフト１割引
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。

至 富士

R139
富士河口湖町民体育館

山梨赤十字病院

河口湖ステラシアター

14 富士急ハイランド
〒403-0017 富士吉田市新西原5-6-1 0555-23-2111
不定休
特 典 公演日の前日から翌日までの3日間のうち1回限り入
園料が1300円→1200円になります。またフリーパ
スは以下の特別料金になります。
・大人5000円→4400円
・中高生4500円→4000円
・子供（3歳以上）3700円→3300円

■アミューズメント

河口湖円形ホール

河口湖の北岸。
ラベンダー畑が眼前に広がるロケーシ
ョンの中にあリ、
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。

12 河口湖ハーブ館

■ レストラン

富士スバルライン

4 ギャラリー&カフェ クルール

11 河口湖自然生活館

中央自動車道

〒401-0301 富士河口湖町船津6799 0555-72-2929
年中無休11：00〜23：00
特 典 食後にデザート
（シャーベット）
をサービス

6 河口湖オルゴールの森美術館
〒401-0304 富士河口湖町河口3077-20
0555-20-4111 年中無休 ※冬季要問合せ
http://www.kawaguchikomusicforest.jp
特 典 入館料 100円引き

至 山中湖

富士吉田IC

至 御殿場
至 富士山5合目

15 富士観光開発レジャー施設
〒401-0301 富士河口湖町船津3633-1
0555-72-1194 http://www.fuji-net.co.jp/
（富士すばるランドドギ
特 典 富士観光開発各レジャー施設
ーパーク・地ビールレストラン・シルバンズ富士眺望の
湯・ゆらり・ふじてんリゾート・リリーパーク・富士緑の
休暇村）が特別割引になります。
※各施設の詳細住所
はホームページをご確認ください。

至 大月

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせ下さいませ。

河口湖ステラシアター

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577
TEL: 0555-72-5588 FAX: 0555-72-5578 E-mail : stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp

