世界遺産・絶景
大淵笹場

富 士 市
北に富士山を仰ぎ、南に駿河湾を望む富士市は、
海抜０ｍから富士山全体を眺望できます。温暖な
気候で、豊富な緑と地下水に恵まれ、しらすや
お茶など海や山の幸が豊富です。

観光スポット
C-4

段々に並ぶ茶畑の先に大きな富士山が見
える様は、
まさに絶景です！静岡県内でも
数少ない、電線などの人工物が入らない
茶畑と富士山の撮影ポイントです。
富士市大淵1516（旧藤田邸）
TEL 0545-64-2430
（新富士駅観光案内所）

ふじのくに田子の浦みなと公園

C-5

豊かな湧水と緑に恵まれた風光明媚な自然環境
を誇る都市です。富士山の魅力を十分生かし、安
全・安心で健康なまちづくりと産業の振興に取り
組み、日本一元気な自立したまちを目指します。

新幹線富士川鉄橋周辺

B-4

富士山本宮浅間大社

富士山こどもの国
C-5

B-5

B-4

A-5

「富士に生きる」をコンセプトとした、
この地域に暮らした人々の歴史や文化の
特徴について紹介しています。なかでも、富士南麓を舞台としたかぐや姫の伝
承に大きく焦点をあて、信仰の山・富士の姿を地域に根ざした視点から紐解
いています。

D-4

富士市伝法66-2
TEL 0545-21-3380
営業時間 9:00～17:00
定休日 月曜日

人穴富士講遺跡

A-2

D-4

A-3

富士山ゲストハウス掬水

B-4

西山本門寺

A-4

富士宮市元城町22-3
TEL 0544-26-3456

富士宮市上井出273－1
TEL 0544-54-2880
（駐車場）

湯らぎの里

富士市八代町4-30
TEL 080-9722-7300
営業時間 9：00～17：00
休業日 毎週水曜日、年末年始

富士市蓼原227-1
TEL 0545-63-2641
営業時間 9:00～24:00
定休日 第3水曜

田貫湖

A-2

富士山天母の湯

B-3

富士宮市山宮3670-1
TEL 0544-58-8851
営業時間 10：00～20：00
定休日 月曜日
（祝日の場合は翌日）

陣馬の滝

A-2

富嶽温泉 花の湯

B-4

平和公園

F-3

御殿場市

秩父宮記念公園

F-3

秩父宮殿下の御別邸。大きなしだれ桜や季節の
花々が咲き誇ります。秋には紅葉のライトアップも。
御殿場市東田中1507-7
TEL 0550-82-5110
営業時間 9:00～16：30（入園は16：00まで）
（6月～8月は17：00まで）
定休日 第3月曜日
（祝日の場合は翌日）

市街地の標高は250～700m。山々に囲まれた

東山旧岸邸

冷涼な気候です。東京2020自転車ロードレース
の開催地としてサイクリストの皆さんを応援して
います。

インドの故ネール首相の厚意で寄せられたおしゃか様の分骨を納めた仏舎利
塔、あずまやなどがあり、異国情緒あふれる憩いの広場です。富士山の麓に広
がる御殿場の街を一望できる、絶景スポットです。
御殿場市東田中3422
TEL 0550-82-0350
営業時間 9:00～17:00

F-3

裾 野 市
富士山・箱根山・愛鷹山といった３つの山の
“裾野”
に位置し、豊かな自然と世界有数の企業が

裾野市中央公園
（五竜の滝）

F-3

E-4

神場山神社

E-3

境内には大小さまざまなハサミが奉納され
ています。ハサミで病気や悪縁、厄を断ち切
り、良縁や平癒を祈願するという、全国的に
も珍しい神社です。

景ケ島渓谷（屏風岩）

E-3

E-4

F-3

E-5

御殿場高原 時之栖

誓いの丘

F-3

気楽坊

すその美人の湯 ヘルシーパーク裾野

富士遊湯の郷 大野路
裾野駅から約1kmにある市民の憩いの場。園内では箱根外輪山からの渓流
が溶岩流の断崖に不動の滝をかけています。約10mの滝が鬱蒼とした樹林
の間から飛び出るさまは壮観です。あずまや、遊具、公衆トイレもあり、駐車場
も充実しています。

裾野市千福7-1
営業時間 4月1日～9月30日／8:30～17:00
10月1日～3月31日／8:30～16:00
定休日 年末年始

裾野市御宿

裾野市茶畑665

道の駅

すばしり

D-2

足柄峠

F-3

小山町竹之下3660-59
TEL 0550-76-6114
（商工観光課）

んで、東京2020オリンピックでは自転車ロード

足柄ふれあい公園

東口本宮冨士浅間神社
世界文化遺産である富士山の構成資産
として登録された冨士浅間神社です。境
内をガイドの説明を聞きながら拝観する
ことができます。
小山町須走126
TEL 0550-75-2038
営業時間 9:00～16:30
※ただし、
ガイドが必要な場合は事前申込
年中無休

E-2

道の駅

ふじおやま

国道246号唯一の道の駅で小山町の名
産を揃えています。道路情報はもちろ
ん、観光案内所も併設されており、小山
町の自然、史跡、観光、
レジャースポット
など、さまざまな情報を発信する観光の
拠点となっています。また、平成30年4
月にリニューアルしたレストランは、広々
とした空間でお食事ができます。
小山町用沢72-2 TEL 0550-76-5258
営業時間 7：00～20：00
年中無休

E-4

御殿場わらじ祭り

E-3・E-4

E-3・F-3

日程（予定） ８月第１土曜日、日曜日
開催場所
１日目／市役所北交差点～杉原交差点
２日目／湯沢交差点～米山モータース前

御殿場市神山719
TEL 0550-87-5500
営業時間 11:00～22：00
（冬季21:00まで）
施設により異なる

E-4

E-4

和風レストラン みよし

あしがら温泉

森の駅 富士山

E-4

F-3

小山町竹之下2481‐2
TEL 0550-76-6112（農林課）

ベルべ東富士店

富士登山駅伝

C-2・D-3・E-3

富士山を山頂まで駆け上がり、駆け下りる、高
低差3258ｍ、気温差約20℃の世界でも類
を見ない過酷なコースを走る駅伝大会です。
最多優勝は地元滝ケ原自衛隊チームです。
日程（予定） ８月第１日曜日
開催場所 御殿場駅前スタート→富士山頂→
陸上競技場ゴール

すその夏まつり

E-4

世界文化遺産の富士山東南麓で繰り広
げられる真夏の夜の祭典。富士山を背景
に、多数の打上げ花火、市民ステージで
のダンスショーや音楽ライブ、万灯会な
どが行われる。
日程（予定） 8月第1土曜日
開催場所 裾野市運動公園

C-3

レストラン・ショップなどを兼ね備えた複
合観光施設。富士山の眺望が満喫でき
る抜群のロケーションに位置し、ガラス
を多用した施設からは宝永火口がダイ
ナミックに眼前に迫りくる光景がお楽し
みいただけます。レストランでは、地元食
材を活用したメニューを豊富に用意して
います。
裾野市須山字浅木地内
TEL 055-998-0085
営業時間 9:00～17:00
定休日 7月～9月は無休、10月～6月は不定休

日中は雄大な富士山を眺め、夜は満点の
星空やお月見ができる露天風呂を備え
た日帰り温泉があります。また、和風食
事処や宿泊施設、キャンプ場、親子チャレ
ンジ広場やグラウンドゴルフ場もあり、
子どもから大人まで楽しめる施設です。

小山町須走338-44 TEL 0550-75-6363
営業時間 9：00～20：00 ※冬季営業時間変更有
年中無休

のゴール地点にもなっています。

B-4

日程（予定）
毎年11月３～５日
開催場所 富士山本宮浅間大社ほか

富士山の湧水とドイツの技術が生んだ地ビールをはじめ、オープンキッチンで
焼くステーキや石窯ピザなど、ボリュームたっぷりの国際色豊かな料理を堪能
できます。美術館やスポーツ施設、ゆったりくつろげる温泉や宿泊施設も充実。
春は桜、冬はイルミネーションと、年間を通して見どころが満載です。いつ、だれ
と行っても楽しめる、富士山の麓の複合リゾートです。

裾野市須山2934-3
TEL 055-998-1616
営業時間 【温泉】3月～11月／10:10～20:00(受付)
12月～2月／10:10～19:00(受付)
【食事】11:00～19:30
定休日 火曜日、不定休

F-3

富士宮まつり
祭囃子も賑やかに２０台の山車屋台が魅せ
ます、競り合います。富士宮囃子は県の無形
民俗文化財。露店巡りも楽しめます。

E-4

公園は鮎沢川沿い、御殿場線沿いに広
い芝生が広がっており、自転車の休憩地
点としては最適です。鮎沢川にも降りる
ことができ、毎年ここでは「おやまDEど
んぶらこ」という川下りレースが開催さ
れています。→イベントF3へ

日本一の富士山のふもとにある道の駅
です。絶景の大自然に囲まれ、一息つけ
ば最高の癒しのひとときとなるでしょう。
新鮮な地場産品をはじめ、ここでしか手
に入らないものが多数販売されており、
足湯のサービスもあります。国道138
号沿いにあり、東富士五湖道路からもご
利用いただけます。

日程（予定） 毎年8月上旬
開催場所 富士山本宮浅間大社・商店街

夏祭り歩行者天国

裾野市御宿136-1
TEL 055-993-5555
営業時間 11:00～14:30、17:00～21:30
定休日 火曜日
（夏期休暇、年末年始）

愛鷹火山の集塊岩や富士山の溶岩流が侵食された奇景に富む渓谷です。岩
には神楽岩、牛潜岩などの名前が付けられています。渓谷内には弘法大師ゆ
かりの依京寺があり、渓谷の下流には県指定天然記念物である屏風岩が高さ
約10m、幅約70mにわたり露出しています。

B-4

富士娘のパレードや音楽隊の演奏、神輿や
ダンスなど多くの人で賑わいます。

裾野市須山3408
TEL 055-965-1126
営業時間 10:00～21:00（受付：20:30まで）
定休日 木曜日（祝日は営業）、6月 第3月曜～木曜、12/31～1/1

日本庭園造りの緑豊かな公園です。園内には国指定重要文化財の旧植松家
住宅や長さ63mのつり橋、県指定天然記念物の五竜の滝、若山牧水の歌碑
などがあります。5月には五竜の滝を背にこいのぼりが掲揚され、その様はま
るで鯉が滝をのぼっているかのようです。

富士山御神火まつり

定休日 火曜日

裾野市須山

C-3

B-4

良縁成就、健脚祈願の願いを込めて、
３メー
トルを超えるわらじ神輿を女性だけで担ぐ
「わらじ渡御」。楽しく勇壮な「わらじ競走」。
大わらじをお焚き上げする「わらじ供養祭」。
御殿場の夏の風物詩です。
日程（予定） ７月～９月
開催場所 御殿場駅周辺等

御殿場市神山719
TEL 0550-87-3700
営業時間 10:30～24：00
（最終受付23：00）

裾野市須山2308-5

「金太郎生誕の地」
小山町は自転車のレースが盛

御殿場高原時之栖 天然温泉

流鏑馬まつり

富士山頂で採火した御神火を神輿に点火
し、練り歩きます。見所は、勇壮な神田川昇
りで当日見物席（事前販売も有り）が販売さ
れます。

A-3

和紙のぬくもり、やわらかな灯り、
こだわ
りの器、季節の華。木肌の優しさ溢れる
和風な空間の中で、地産地消をモットー
に厳選された旬の食材、新鮮な魚介類、
安心安全な牛ステーキ、健康麦豚を使用
したこだわりとんかつ等、和食をベース
に気軽に楽しめる和風レストランです。

足柄峠に向かう
「金太郎ふじみライン」
沿いにあるビュースポット。真正面に対
峙する富士山があまりにも雄大で、思わ
ず叫びたくなる雰囲気です。4月と8月
には富士山頂に夕日が沈む「ダイヤモン
ド富士」を見ることができます。

B-4

肉かすと魚系のダシ粉が絶妙な風味で、モ
チモチした麺の食感を引き立てる「富士宮
やきそば」。お宮横丁をはじめ市内の多くの
場所で食べられます。
富士宮市宮町4-23
TEL 0544-22-5341
（富士宮やきそば学会）

太古の昔、周辺が海の中であった頃、地
殻変動で海水が陸に閉じ込められて結
晶化したものが温泉に少しずつ溶けて
染み込んでいるため、塩分濃度の高い温
泉です。富士山の天然水という山の恵み
と海の化石ともいえる岩塩の海の恵み
を堪能できる温泉です。

水ヶ塚公園

B-4

日程（予定） 毎年5月4日～6日
開催場所 富士山本宮浅間大社ほか

東名高速道路裾野IC付近から国道469
号に向かうロード。目の前に広がる富士
山に向かって続く風景は正に絶景！道路
沿いには桜並木があり、ヘルシーパーク
近くのパノラマ遊花の里では春に菜の
花畑、秋にはコスモス畑を楽しむことが
できます。

標高1,450ｍ！ 目前に広がる大迫力の
富士山！
！ 夏は富士山ハイキングコース
の起点、秋は紅葉が美しい。富士山の
フォトスポットとしても有名で、春夏秋冬
それぞれ違った富士山を見ることができ
ます。また、園内にはウッドチップを敷設
したクロスカントリーコースがあり、冷涼
な気候・自然豊かな環境のもとスポーツ
に親しむことができます。

小 山 町

E-3

雄大な富士山を望みながら、炭酸泉・薬
草泉・死海の塩風呂など様々な湯浴みが
楽しめる、世界中のリラクゼーションを一
堂に集めました。

湖面に映る「逆さ富士」が美しく、特に春
には湖を囲むように桜が咲き誇ります。
また、釣りを楽しむ人でにぎわう、スポー
ツフィッシングのメッカでもあります。近
くの秩父宮記念公園を含むこの周辺は、
「美しい日本の歩きたくなる道500選」
にも選ばれています。

立地する特別な田舎。市内の標高差が約２千m
あり、様々な景色がご覧頂けます。

御胎内温泉健康センター

B-4

日程（予定） ２月上旬～４月上旬
開催場所 岩本山公園

御殿場市印野1380-25
TEL 0550-88-4126
営業時間 10:00～20：00
（最終受付19：00）
定休日 火曜日
（祝日の場合は翌日）

御殿場市印野1380-15
TEL 0550-80-3776
営業時間 9:00～17：00
（12月～2月は16：00まで）
定休日 火曜日
（祝日の場合は翌日）及び年末年始

偕楽園

絶景★富士山 まるごと岩本山
富士山の眺望と梅や桜とのコラボを楽しめ
るこのイベントは、期間中、さまざまなイベ
ントが行われます。

深 い 木 立と清 涼な空 気 の 中で時 間も
ゆっくり過ぎていきます。露天風呂・バイ
ブラバス・熔岩風呂など癒しがいっぱい。
都会では味わえない広々気分です。

御殿場市東山1077
TEL 0550-82-2161
営業時間 【東山湖フィッシングエリア】
5:00～20：00（3月～11月） 6:00～17：00（12月～2月）
夏季（7月～9月）
は高水温のため休業

御殿場市神場1138-1

E-4

富士山樹空の森

東山湖

御殿場市東田中1939

富士山の溶岩洞窟の中で最大かつ最古のも
のの一つです。洞内の温度は年間を通して
13度。神秘的な空間が広がっています。

E-4

二岡神社

富士山交流センター

子どもから大人までが遊んで学べる、
富士山テーマパーク。
「富士山天空シア
ター」など、富士山の成り立ちや歴史を
知ることができます。四季の花木にあ
ふれ、富士山のふもとの自然を満喫で
きます。季節ごとのイベントも充実して
います。

黒澤明監督の映画やドラマのロケ地として
も有名な歴史のある神社。静寂が包み込
み、タイムスリップしたかのような特別な雰
囲気です。
「赤毛のアン」の翻訳者 村岡花子
さんが文学者になる決心をした場所です。

御殿場市駒門69
TEL 0550-87-3965
営業時間 9:00～17：00（12月～2月は16：00まで）
定休日 無休（12月～2月は月曜休、祝日の場合は営業）

パノラマロード

E-3

御殿場市新橋2083
TEL 0550-83-0604

戦後、首相を務めた岸信介氏の自邸でした。
建築家・吉田五十八の晩年の作品で、吉田の
建築美学の到達点のひとつです。
御殿場市東山1082-1 TEL 0550-83-0747
営業時間 10:00～18：00（4月～9月）
10:00～17：00（10月～3月）
定休日 火曜日
（祝日の場合は翌日）

駒門風穴

新橋浅間神社

日程（予定） 6月第2土日
開催場所 吉原商店街

富士宮市大宮町4-5
TEL 0544-66-5223
営業時間 11：00～22：00
定休日 火曜日

富士宮市下条777-1
TEL 0544-58-7078
営業時間 10：30～17：00

安産と子育ての神 木之花咲耶姫命（このは
なさくやひめ）
を祀るパワースポット。2019
年「恋人の聖地」として認定されました。境
内から湧き出る「木の花名水」は良い気が
たっぷり。
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土井ファームが農場ならではのしぼりたて
牛乳を丁寧にジェラートとこだわりの自家製
パンにしました。自家菜園の採れたて野菜と
ともに販売しています。

富士宮市西山671
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源頼朝が富士の巻狩りを行った際に奉納さ
れた古式ゆかしい行事です。5月5日午後3
時から行われる流鏑馬は圧巻です。

土井ファーム

富士宮市ひばりが丘８０５
TEL ０５４４-２８-１１２６
営業時間 １０：００～翌９：００

富士宮市猪之頭529

吉原祇園祭
六社合同で開催されるお祭りで、東海一の
祇園祭とも呼ばれています。山車の曳き回
しなど迫力満点です。

富士宮産の食材を中心に、窯焼きという調
理法で調理したものと、
この施設で醸造した
クラフトビールを楽しめます。

お宮横丁（富士宮やきそば）

富士山をバックに、様々な種類の温泉が
楽しめる温泉のテーマパーク。種類豊富
な温泉の他、
リラクゼーション施設・お
食事処もあります。宿泊も可能です。
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日程（予定） 旧暦1月7～9日
開催場所 毘沙門天妙法寺

トマトベースに鶏ガラなどのスープをか
け合わせたWスープと、もちもちのオリ
ジナル極太麺を使用した「富士つけナポ
リタン」。各店舗のこだわりが詰まってお
り、
スープ、麺、
トッピングが店舗ごとに違
います。あなたのお気に入りのお店を見
つけてみませんか。

Mt.Fuji Brewing

毘沙門天大祭
この祭りには全国のだるま屋が境内に出店
し、
「だるま市」
としても日本最大と言われて
います。

富士市瓜島町82（富士商工会議所内）
TEL 0545-52-0995
営業時間 8：30～17：15
定休日 土曜・日曜

富士山麓で薬湯と森林浴が楽しめる温
浴施設！富士山の登山帰りに利用するの
に便利な温浴施設です。露天風呂には薬
湯や檜風呂、内風呂にはジェットバスや
バイブラバスなどもあり、日頃の疲れを
癒してくれます。

猪之頭・五斗目木川にかかる美しい滝
は、源頼朝が富士の巻狩りの際に、近く
に陣を張ったことからその名がつけられ
ています。
（住所は遠照寺：オンショウ
ジ）
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富士市前田866-6
TEL 0545-61-1004
営業時間 10:30～13:30
定休日 8/13～8/16、12/29～3/31（漁獲に応じて変更あり）

富士つけナポリタン大志館
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富士山の玄武岩を多く含む地層から溶
け出した天然ミネラル「バナジウム」を豊
富に含んだお風呂が堪能できます。

富士宮市佐折634-1
TEL 0544-52-0155

樹齢450年の杉並木がそびえる石段を
登ると、その先は壮大な本堂。四季に彩
られた雄大な風景は息を呑む美しさで
す。本堂横の樹齢200年とも言われる
銀杏の木は、黄金色に輝く秋が見頃で
す。境内の柊の根本に京都本能寺で討
死したはずの織田信長の首が埋葬され
ているとの伝説があり、首塚が築かれて
います。

E-BIKE（高性能電動アシスト付き自転
車）で市内の豊富な自然環境を体験して
みませんか。レンタルできます。
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E-BIKEやクロスバイク等の自転車をレンタルでき
ます。シャワーなども完備していますので、サイク
リング途中の休憩場所としても利用できます。

富士宮市宮町1-1
TEL 0544-27-2002

富士山の雪解け水が、高さ20ｍの絶壁
から幅150ｍに渡って湧き出す神秘的
で秀麗な滝。富士山世界遺産の構成資
産の１つであるとともに、国の名勝・天然
記念物で「日本の滝百選」にも選ばれた
名瀑です。

よもぎ湯

田子の浦港漁協食堂

イベント

こだわりの漁法・網で水揚げされる田子
の浦しらすは、漁場が近く、船上で氷締
めしてすぐに港に戻るので鮮度バツグン
です！平成29年には地理的表示（ＧＩ）保
護制度に登録されました。潮風に吹かれ
ながら、極上のぷりぷりしらすをお楽し
みください。

富士市大淵1565-2
TEL 0545-35-6666
営業時間 16:00～20:00
定休日 火曜・水曜

湖畔には、キャンプ場や１周3.3Kmのサ
イクリングロードがあり、春は桜、秋は紅
葉と多くの人で賑わっています。ダイヤ
モンド富士の名所としても有名です。
（4月20日と8月20日前後１週間）

富士宮市人穴206
TEL 0544-22-1187（平日）
（文化課）
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富士山の麓にある静かな山の中でゆっ
くりと薬草風呂「よもぎ湯」につかって、
日頃の疲れを癒してはいかがでしょうか。

富士市桑崎1015
TEL 0545-22-5555
営業時間 9：00～17：00（10～3月は16：00まで）
休業日 毎週火曜日
（ただし、5月～10月は無休）

富士市サイクルステーション

ふじかぐやの湯

グルメ

富士市大淵にある富士山を背景としたお風呂で
す。炭酸泉・檜風呂・露天風呂・ジェットバス・サウ
ナがあり、食事処では季節に応じたメニューや、
地産地消メニューもお楽しみいただけます。
富士市大淵676 TEL 0545-30-6167
営業時間 9：00～21：00
定休日 毎週月曜日
（祝休日は営業し、翌日休館）、年末年始

大地と自然が遊具であり遊びの素材であ
る、富士山のすそのに広がる自然公園です。

人穴浅間神社の境内にあり、溶岩洞穴
「人穴」と富士講講員が建立した約200
基もの碑塔群が残されています。溶岩洞
穴「人穴」は、土・日・祝は中の見学可(要
予約）。

世界遺産富士山の構成資産であり、全国
に数多くある浅間神社の総本宮です。富
士山の八合目以上を境内地として所有
し、山頂には奥宮を祀っています。現在
の本殿、拝殿、楼門などは徳川家康の寄
進によるもので、本殿は国の重要文化財
に指定されています。境内には500本
もの桜が奉納されており、桜の名所にも
なっています。

富士宮市宮町5-12 TEL 0544-21-3776
営業時間 9:00～17:00
（7月～8月は18:00まで）
定休日 毎月第3火曜日
（祝日の場合は翌日）

野田山健康緑地公園「富士川キャンプ場」

富士市中之郷4482-141

富士川橋梁と富士川を横断する新幹線、
そして富士山の3つを同時に見ることが
できるスポットです。
富士市岩淵地先
（富士川河川敷）
TEL 0545-64-2430
（新富士駅観光案内所）

世界文化遺産に登録された「富士山－信
仰の対象と芸術の源泉」を後世に守り伝
えていくための拠点施設です。展示棟
は、木格子で覆われた逆円すい形のユ
ニークなフォルムが特徴。中側は、
らせ
んスロープになっていて富士登山を擬
似体験できます。

白糸の滝
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日帰り湯

静岡県富士見200景、静岡県の自然百景24位
にも選ばれている「野田山」に位置したキャン
プ場です。富士山だけでなく愛鷹山や駿河湾、
富士市街を一望できるロケーションに恵まれた
キャンプ場です。

ふじのくに田子の浦みなと公園ほか
TEL 0545-64-2430
（新富士駅観光案内所）

愛鷹山系随一の自然美を誇る渓谷です。
名勝大棚の滝めがけてバンジージャンプ
も体験できます。
富士市江尾
TEL 0545-64-2430
（新富士駅観光案内所）

世界遺産に登録された富士山の南西麓に位置し、

広見公園と富士山かぐや姫ミュージアム

富士山との共演が大きな魅力の富士市
の工場夜景。四季折々の自然や生活の
息吹が根付いて、工場夜景のそれぞれ
に豊かな個性が宿っています。

須津川渓谷（富士バンジー・大棚の滝） C-4

富士宮市
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水辺・レジャー

お土産コーナーや飲食店のほか、体験型の
科学館やプラネタリウムなど、子どもから大
人まで楽しめる人気のスポットです。富士川
SA上り線に併設されているので、一般道路
と高速道路の両方からアクセスできます。
富士市岩淵1488-1
TEL 0545-81-5555
営業時間 8:00～21:00
定休日 年中無休※保守点検等による臨時休館あり

工場夜景

展望台「富士山ドラゴンタワー」では、
富士山はもちろん、田子の浦港から駿
河湾や伊豆半島まで、360度の景色を
一望できます。
富士市前田地先
TEL 0545-33-0495
（静岡県田子の浦管理事務所）
営業時間 8:00～17:00 年中無休

静岡県富士山世界遺産センター

富士川楽座

歴史・アート

富士山すその阿波おどり大会

E-5

市内外から踊り手たちが集結し、かねや
太鼓、笛の音にあわせて躍動する1日。
熱気あふれる雰囲気が、裾野の夏を締め
くくります。
日程（予定） 9月第1土曜日
開催場所 すその駅前中央商店街周辺
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ツアー・オブ・ジャパン 富士山ステージ

厳選された国産素材を伝統的な製法で
ひとつひとつ丹念に仕上げられたハムや
ソーセージは塩分控えめの、肉本来の旨
味が味わえます。店内ではおいしい焼き
立てパンも食べることができます。

ツアー・オブ・ジャパンは、自転車ロード
レースであり、日本で唯一の都府県を跨
ぐステージレースです。富士山ステージ
はその中の１つで、この大会で最も登り
勾配のきついコース設定です。

小山町用沢1387-1
TEL 0550‐78‐2002
営業時間 7：00～19：00
（１０月～３月は１８：
００まで）
定休日 毎週水曜日

日程（予定） 5月下旬
開催場所 ふじあざみライン
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『ツアー・オブ・ジャパン（富士山ステージ）』

ふじあざみライン
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標高759mにあるこの峠は、古くから足柄路として知られ、東国と西国を結ぶ
重要なルートとして賑わったところです。ここには足柄の関跡、足柄城跡など
の史跡を見ることもできます。

ふじあざみラインは、冨士浅間神社と須
走口五合目を結ぶ登山道。全長11.8㎞
で、世界的な自転車のレースもここで行
われています。

小山町竹之下
TEL 0550-76-6114（商工観光課）

小山町須走
※冬季11月～4月は閉鎖されます。

須走口五合目
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露天風呂はもちろん、内風呂からも霊峰富士を眺めることが出来るロケー
ションです。入浴料600円と格安で、泉質はアルカリ性単純温泉です。サウ
ナ、露天風呂等の入浴施設と、軽食コーナーも充実していますので、体も心も
ほぐしてくれます。
小山町竹之下456-1
TEL 0550-76-7000
営業時間 10:00～21:00 最終受付20:00
定休日 毎週火曜日 ※火曜日が祝日の場合は翌日休み
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おやまDEどんぶらこ

標高2,000mの須走口五合目は世界文
化遺産 富士山の構成要素にもなって
おり、須走登山道の入口があります。天
気の良い日はここからスカイツリーを見
ることができます。開山期間中に営業し
ている山小屋のキノコ料理は絶品です。

毎年夏まつり
（昼の部）に鮎沢川で行わ
れる川下りレースで、タイヤチューブを
使った特製のフネでタイムを競います。
このレースには賞金があり、会場ではB
級グルメの 屋 台や B B Qコー ナ ー 、ス
テージイベントなどが催されます。

小山町須走
※冬季11月～4月は閉鎖されます。

日程（予定） 毎年7月第４土曜日
開催場所 足柄ふれあい公園
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