
（平成27年2月13日現在）（平成27年2月13日現在）（平成27年2月13日現在）（平成27年2月13日現在）

施設名 URL 優待内容 優待適用人数 アクセス 電話

1 中村キース・ヘリング美術館 http://www.nakamura-haring.com
・入館料300円割引　・コーヒー半額　　　※3月19
日まで冬季休館

１グループ 小淵沢I.Cより5分 0551-36-8712

2 八ヶ岳ロッヂ　アトリエ http://www.kob-art.com/lodge/
・宿泊のお客様にウェルカムドリンクサービス　　・日
帰り温泉半額

５名 小淵沢I.Cより5分 0551-36-2011

3 ステーキハウス　キースプリング http://www.kob-art.com/restaurant/ ・食後のコーヒーまたは紅茶サービス １グループ 小淵沢I.Cより5分 0551-36-5342

4 暖炉レストラン　ターシャ http://www.piccolo-fiore.biz-web.jp/
1ドリンクサービス（グラスビール、グラスワイン、
コーヒー、紅茶、ソフトドリンクの何れか）

４名
韮崎I.C.より15分
須玉I.C.より10分

0551-25-4129

5 武田乃郷　白山温泉 http://www.hakusanonsen.com
利用料金　大人（中学生以上）1名600円・子供（3才
以上）1名400円を大人1名100円割引、子供1名50円
割引

２名 韮崎I.C.より10分 0551-22-5050

6 韮崎大村美術館 http://www.nirasakiomura-artmuseum.com
入館料　一般（大学生含む）510円、小中高生1名210
円を一般1名100円割引、小中高生1名50円割引

２名 韮崎I.C.より10分 0551-23-7775

7 八ヶ岳リゾートアウトレット http://www.yatsugatake-outlet.com
お買物、お食事がお得になるスペシャルクーポン進呈
（セール期間中はノベルティ進呈）

１グループ 小淵沢I.Cより5分 0551-20-5454

8 清里フォトアートミュージアム http://www.kmopa.com オリジナルポストカードをプレゼント（お1人様1枚） ５名 須玉I.C.より20分 0551-48-5599
9 健康ふれあいセンター　ゆ～ぷる にらさき 大人入浴料100円引き（市外の方） ２名 韮崎I.C.より車で10分 0551-20-2222

10 キャンピカ明野ふれあいの里 http://www.campica.jp/akeno/ PICAオリジナルスパイス1組1個プレゼント １グループ 韮崎I.C.より20分 0555-30-4580

11 積翠寺温泉　要害
甲府盆地の大パノラマ絶景夜景の露天風呂　立寄入浴
700円→600円

10名 甲府南I.C.より車で30分 055-253-2611

12 山梨ジュエリーミュージアム http://www.pref.yamanashi.jp/yjm/index.html 来館者に「オリジナルストラップ」プレゼント １グループ 甲府昭和I.C.より25分 055-223-1570

13 昇仙峡ほうとう会館 http://www.houtoukaikan.com/
特性ミニどらやきプレゼント（お食事またはお買物をし
ていただいたお客様お1人様１個）

１グループ
甲府昭和I.C.より車で40分
韮崎I.C.より車で40分
双葉スマートI.C.より車で30分

055-287-2131

14 ホテル神の湯温泉 http://www.kaminoyu-onsen.com/
日帰り入浴１０％割引
宿泊のお客様にコーヒーをサービス

４名 双葉スマートI.C.より車で２分 0551-28-5000

15 源泉湯　燈屋 http://www.akariya.info フェイスタオル1枚プレゼント（大人の方） ５名
甲府昭和I.C.より車で20分
一宮御坂I.C.より車で20分

055-236-3515

16 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー http://www.belle-foret.co.jp
併設のローマンガラス美術館500円→400円にて入場
来場者にミニアイスプレゼント

５名 双葉スマートI.C.より車で10分 0551-28-4451

17 クリスタル・ミュージアム博物館 http://www.tanzawa-net.co.jp/shop/11.html 博物館入館料通常価格より２割引 １名 甲府昭和I.C.より車で10分 055-228-7003
18 昇仙峡ロープウェイ http://www.shousenkyo-r.jp 乗車券大人100円、小人50円引 ５名 甲府昭和I.C.より車で40分 055-287-2111
19 幸せの丘ありあんす 象牙彫刻美術館 http://hh-alliance.com 象牙美術館見学料（１人）200円割引 １グループ 甲府南I.C.より車で２分 055-266-5005
20 印傳博物館 http://www.inden-museum.jp/ 入館料大人200円、小学生100円を半額 １グループ 甲府南I.C.より20分 055-220-1621

21 かいてらす（県地場産業センター） http://www.kaiterasu.jp/
1,000円以上お買い上げの方に淡水パールネックレスプ
レゼント（先着50名様）

１人
甲府昭和I.C.より15分
一宮御坂I.C.より20分

055-237-1641

22 山梨県立文学館 http://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/ 団体割引の適用 １グループ 甲府昭和I.C.より10分 055-235-8080
23 山梨県立美術館 http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/ 団体割引の適用 １グループ 甲府昭和I.C.より10分 055-228-3322

24 湯村ホテルB&B http://www.yumura-hotel.com/
新鮮な源泉かけ流しの天然温泉が朝夕バイキング利用で
入浴無料。入浴のみ1,200円→700円（税別）。食
事・宿泊料金10％引き（前精算）。

１グループ 甲府昭和I.C.より15分 055-254-1111

25 甲州夢小路　小さな蔵の美術館 http://koshuyumekouji.com/ 小さな蔵の美術館入館料通常価格より2割引き １名 甲府南I.C.より20分 055-298-6262

26 甲府富士屋ホテル http://www.kofufujiya.jp/

日帰り入浴（13時～22時）入浴料通常大人1枚1,500
円を1,000円に
スカイレストラン（4店舗）でのご昼食（11:30～
14:00）のご利用時ワンドリンクサービス（ソフトドリ
ンクに限る）

１グループ
甲府昭和I.C.より15分
双葉スマートI.C.より10分

055-253-8111

27 常磐ホテル http://www.tokiwa-hotel.co.jp/
ご宿泊又は、ランチレストランご利用のお客様にミネラ
ルウォータープレゼント（有料のお客様に限ります）

５名 甲府昭和I.C.より20分 055-254-3111

28 甲斐黄金村　湯の奥金山博物館 http://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/ 入館料10％割引 １グループ
甲府南I.C.より50分
河口湖I.C.より50分

0556-36-0015

29 身延町なかとみ和紙の里 http://www.town.minobu.lg.jp/washi/
体験料、美術館入館料10％割引　　※他の割引と併用
不可

５名
増穂I.C.より１０分
甲府南I.C.より４０分

0556-20-4556

30 富士川・切り絵の森美術館 http://www.kirienomori.jp/ 企画展、常設展とも入館料10％割引 ５名
甲府南I.C.より50分
新清水I.C.より50分

0556-62-4500

31 身延山ロープウェイ http://www.minobusanropeway.co.jp/
大人往復（中学生以上）1,180円（通常1,290円）
小人往復（4才以上小学生）590円（通常640円）

10名 甲府南I.C.より50分 0556-62-1081

32 ホテル春日居 http://www.hotel-kasugai.com 宿泊のお客様にコーヒー券プレゼント ４名 一宮御坂I.C.より10分 0553-20-2000
33 ホテル八田 http://www.hotel-hatta.co.jp/ ウェルカムドリンクサービス（宿泊者限定） １名 一宮御坂I.C.より10分 055-262-3101

34 サントネージュワイン株式会社 http://www.asahiwine.com/
ワイン3,000円お買い上げ毎にオリジナルソムリエナイ
フ1個プレゼント

１グループ
勝沼I.Cより15分
一宮御坂I.C.より20分

0553-22-1511

35 江戸屋商店／田舎割烹　江戸屋 http://www.e-edoya.com ご来店のお客様に「ごまどうふ」のおもてなし ５名 一宮御坂I.C.より２０分 055-265-3600
36 まるき葡萄酒株式会社 http://www.marukiwine.co.jp 商品５％割引 １グループ 勝沼I.C.より５分 0553-44-1005
37 華やぎの章　甲斐路 http://www.kaiji.co.jp/ 入浴料１０％割引（タオル等は付きません） ５名 一宮御坂I.C.より１０分 055-262-7373
38 華やぎの章　慶山 http://www.keizan.com 入浴料１０％割引（タオル等は付きません） ５名 一宮御坂I.C.より１０分 055-262-2161
39 旅館　泉山荘 http://www.senzanso.co.jp グラスワイン１杯（宿泊の方） １グループ 一宮御坂I.C.より１０分 055-262-2662

40 岩崎醸造株式会社 http://www.iwasaki-jozo.com/
ジュース赤・白、１．８ℓ・720ｍℓ、お一人様１枚に
つき１００円引き

１名 勝沼I.C.より１０分 0553-44-0020

41 恵林寺 拝観料　大人300円→250円 ２名 勝沼I.C.より20分 0553-33-3011

42 ホテル石庭 http://www.hotel-sekitei.co.jp
山梨県産の桃ジュースプレゼント（お１人様１本）　※
ご宿泊のお客様に限ります

４名 一宮御坂I.C.より10分 055-262-4155

43 ホテル花いさわ http://www.hana-isawa.com 夕食時甲州ワイン1杯サービス（直接宿泊予約限定） １グループ 一宮御坂I.C.より10分 055-262-4166

44 御坂農園グレープハウス http://www.misakanoen.co.jp

御坂農園春祭り入場券1,200円→1,000円　・各種食べ
飲み放題（赤白ロゼワイン、きのこ汁、フルーツ５種、
ポップコーン、甘酒　その他）　・桃の小枝プレゼント
※開催期間：3月１日～4月20日

２０名 一宮御坂I.C.より5分 055-263-3111

45 石和びゅーほてる http://www.i-view.jp/ 夕食時甲州ワイン1杯サービス（直接宿泊予約限定） １グループ 一宮御坂I.C.より10分 055-262-4425
46 木創りの宿きこり　竹林庭瑞穂 http://www.yamashita.gr.jp/mizuho/ 御宿泊時にグラスワインサービス（お一人様一杯） １グループ 一宮御坂I.C.より15分 055-262-3794

47 信玄館 http://www.shingenyakata.com 食事をしたお客様にソフトドリンクサービス ５名
勝沼I.C.より25分
一宮御坂I.C.より30分

0553-33-3555

48 ももの里温泉 http://www.fuefukinoyu.com/
市外大人1日券　1,030円→520円（510円OFF）
市外小学生1日券　520円→310円（210円OFF）

１グループ 一宮御坂I.C.より10分 0553-47-4126

49 山中湖 花の都公園 http://www.hananomiyakokouen.jp/ 入園料10％割引 ５名 山中湖I.C.より5分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-62-5587

50 富士眺望の湯ゆらり http://www.fuji-yurari.jp/
大人入泉料200円割引　　※他のサービス、イベントと
の併用はできません　　※19時以降のご利用はできま
せん

２名 河口湖I.C.より15分 0555-85-3126

51 山中湖平野温泉　石割の湯 http://www.ishiwarinoyu.jp 入館料10％割引　※他の割引券との併用はできません ５名 山中湖I.C.より15分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-20-3355

52 山梨県立富士湧水の里水族館 http://www.morinonakano-suizokukan.com/ 水族館オリジナルポストカード１枚プレゼント １名 河口湖I.C.より20分 0555-20-5135

53 山中湖温泉　紅富士の湯 http://www.benifuji.co.jp 入館料10％割引　※他の割引券との併用はできません ５名 山中湖I.C.より３分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-20-2700

54 地ビールレストラン シルバンズ http://www.sylvans.jp/
飲食代５％割引   ※お食事ご利用の方に限ります　　※
他のサービス券との併用はできません

１グループ 河口湖I.C.より5分 0555-83-2236

55 富士レークホテル http//www.fujilake.co.jp ラウンジにてウエルカムドリンクサービス １名 河口湖I.C.より１0分 0555-72-2209
56 富士すばるランド http://www.doggypark.jp/ 入園料100円割引　※他のサービス券との併用はできま ５名 河口湖I.C.より5分 0555-72-2239
57 久保田一竹美術館 http://www.itchiku-museum.com 入館料より200円割引 ５名 河口湖I.C.より15分 0555-76-8811
58 カントリーレイクシステムズ http://www.c-ls.jp 体験料金５％割引 １グループ 河口湖I.C.より15分 0555-20-4052

59 富士急ハイランド https://www.fujiq.jp/

フリーパス　大人通常5,200円→4,800円、中高生通常
4,700円→4,400円、こども通常3,800円→3,600円
※大人：18歳以上、中高生：12～17歳、こども：3歳
～小学生

5名 河口湖I.C.より5分 0555-24-6716

60 ハイランドリゾートホテル＆スパ http://www.highlandresort.co.jp/ 夕食ご利用時ワンドリンクサービス 4名 河口湖I.C.より5分 0555-22-1000
61 フジヤマミュージアム http://www.fujiyama-museum.com/ 入館料20%割引 5名 河口湖I.C.より5分 0555-22-8223

62 水陸両用バス　山中湖のKABA http://bus.fujikyu.co.jp/kaba
KABABUS乗車された方（大人）にコーヒー1杯サービ
ス（森の駅　KABACAFEにてコーヒー1杯サービスい
たします）

5名 山中湖I.C.より10分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-73-8181

63 PICA山中湖ヴィレッジ http://yamanakako.pica-village.jp/ PICAオリジナルスパイス1組1個プレゼント １グループ 山中湖I.C.より10分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-30-4580

64 PICA富士西湖 http://saiko.pica-village.jp/ PICAオリジナルスパイス1組1個プレゼント １グループ 河口湖I.C.より20分 0555-30-4580
65 PICA富士吉田 http://yoshida.pica-village.jp/ PICAオリジナルスパイス1組1個プレゼント １グループ 河口湖I.C.より5分 0555-30-4580

66 富岳風穴・鳴沢氷穴 http://www.mtfuji-cave.com/
入洞料10%割引（大人290円→260円、小人140円→
110円）※大人：中学生以上、小人：小学生以上、未就
学児：無料）

１グループ 河口湖I.C.より20分 0555-85-3089

67 河口湖遊覧船アンソレイユ号 http://www.fujigokokisen.jp/ 乗船料10%割引 5名 河口湖I.C.より１0分 0555-72-0029

68 山中湖遊覧船 http://www.yamanakako-yuransen.jp/ 乗船料10%割引 １グループ 山中湖I.C.より10分
※東富士五湖道路は速旅プラン対象外

0555-62-0130

69 丹波山温泉　のめこい湯 http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/ 大人１名入浴料（3時間）６００円を５００円に割引 ２名

上野原I.C.より60分
大月I.C.より60分
勝沼I.C.より60分
圏央道青梅I.C.より70分

0428-88-0026

70 山梨県立リニア見学センター http://www.linear-museum.pref.yamanashi.jp/ クリアファイルプレゼント（入館チケット要提示） １名
大月I.C.より15分
都留I.C.より15分

0554-45-8121

71 三ッ峠グリーンセンター http://mitsutoge.jp ・入浴料10％割引　・食事のお客様コーヒーサービス ５名 都留I.Cより15分 0555-25-3000

72 笹一酒造（株）酒遊館 http://www.sasaichi.co.jp
・酒類全品5％割引（一部限定品を除く）・蔵元限定 吟
醸ソフトクリーム５０円割引

３名 大月I.C.より15分 0554-25-2008
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速旅　『春のやまなしドライブプラン』　優待施設一覧（順不同）速旅　『春のやまなしドライブプラン』　優待施設一覧（順不同）速旅　『春のやまなしドライブプラン』　優待施設一覧（順不同）速旅　『春のやまなしドライブプラン』　優待施設一覧（順不同）

※ 優待特典を受けるには、速旅「申込み完了メール」をプリントアウトしご提示いただくか、携帯電話またはスマートフォンで「申込み完了メール」の画面をご提示ください。※ 優待特典を受けるには、速旅「申込み完了メール」をプリントアウトしご提示いただくか、携帯電話またはスマートフォンで「申込み完了メール」の画面をご提示ください。※ 優待特典を受けるには、速旅「申込み完了メール」をプリントアウトしご提示いただくか、携帯電話またはスマートフォンで「申込み完了メール」の画面をご提示ください。※ 優待特典を受けるには、速旅「申込み完了メール」をプリントアウトしご提示いただくか、携帯電話またはスマートフォンで「申込み完了メール」の画面をご提示ください。

※ 各施設は、メンテナンス等で臨時休業となる場合がございます。ホームページなどで営業日や営業時間をご確認の上お出かけください。※ 各施設は、メンテナンス等で臨時休業となる場合がございます。ホームページなどで営業日や営業時間をご確認の上お出かけください。※ 各施設は、メンテナンス等で臨時休業となる場合がございます。ホームページなどで営業日や営業時間をご確認の上お出かけください。※ 各施設は、メンテナンス等で臨時休業となる場合がございます。ホームページなどで営業日や営業時間をご確認の上お出かけください。
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