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富士山の北の麓、標高800mを超える高原に位置
する富士河口湖町は、河口湖・西湖・精進湖・本栖
湖の４つの湖と、豊かな自然に抱かれています。町
内各地から雄大な富士山の絶景を満喫できるほ
か、世界文化遺産の構成資産をはじめ、魅力的な
観光スポットが盛りだくさんです。
旅に欠かせないのが、おいしい食事。個性豊かな
お店で提供されるこだわりの料理が、あなたの旅を
きっと彩ってくれるはずです。さあ、このグルメガイド
を持って街に出て、ここでしか味わえない「絶品」に
出会ってください。

Welcome to Fujikawaguchiko Town. Located on 
a plateau in the north of Mt. Fuji, at an altitude of 
800 m, Fujikawaguchiko Town is surrounded by 
rich nature with four lakes: Lake Kawaguchiko, 
Lake Saiko, Lake Shojiko, and Lake Motosuko. 
You can enjoy magnificent views of Mt. Fuji from 
any location in Fujikawaguchiko town. In addition,  
there are many impressive sights, including a 
number of world heritage sights.
Enjoying the delicious cuisine in Fujikawaguchiko 
Town is essential for your trip. A variety of dishes, 
served in distinctive shops, will surely make your 
journey memorable.
Why don’t you go out in the city with this gourmet 
guide and experience the unique food culture  
that you can only enjoy in Fujikawaguchiko Town.

✿ 本ガイドは、2020（令和2）年2月29日現在の情報をもとに製
作しています。

✿ 店舗情報は、各店舗が作成した「掲載申込書」を元にしていま
す。メニューの内容や価格、営業時間、定休日などは、予告な
く変更される場合があります。ご利用の際は、各店舗に直接お
問い合わせください。

Contents of this booklet is based on information 
from shops. There is a possibility that information 
will be changed (contents of menu,price,opening 
hours, etc). When you use these shops, please 
contact them directly. 

電話番号
Phone number

定休日
Non-working day

禁煙
No smoking

住所
Address

座席数
Number of seats

分煙
Separation of smoking

営業時間
Opening hours

駐車台数
Number of parking lots

喫煙可
Smoking allowed

持ち帰りOK
Take-away available

お子さま連れ歓迎
Kids welcome

クレジット利用可
Credit card available

送迎サービス
Transport service

車イス入店可
Wheelchair accesible

個室あり
Private room

テーブル席あり
Western style table

外国人歓迎
Foreigners welcome

無料wifi完備
Free WiFi

アピールポイント　
Introduction from 
shops

おすすめメニュー　
Recommendations

QRコード　
QRcode
スマホで読み込むと地図
情報にアクセスできます。
Scan the QR code, 
you can get a location 
information on smart 
phones.

店舗名　
Shop names

店舗番号　
Shop No

マップ番号　
Map code
巻末のマップに対応し
ています。
This code is 
corresponded maps 
from page 30 to 3rd 
cover.

和食………2
Japanese food

 ほうとう・うどん………7
HOTO&UDON
(Local style noodles)

焼肉・中華・
 アジアン………12
YAKINIKU (Korean BBQ)
Chinese food,Asian food

洋食・イタリアン・
 フレンチ………15
Western style food,Italian,French

 カフェ・スイーツ………20
Cafe

居酒屋・バー………26
Japanese pub,bar

店舗さくいん………28
Shop index

店舗マップ………30
Maps

コラム✿ Column

富士河口湖で馬肉を食べよう！…6
富士河口湖の粉食文化…11
富士河口湖の文化に触れる
西湖いやしの里根場…14
直売所でとれたて野菜！…19
名水仕込み！地酒・地ビール…24
富士河口湖の四季と富士山…25

ようこそ、
絶景と絶品のまち
富士河口湖へ。

Have a good food and 
experience at 
Fuji-Kawaguchiko!

目次✿Contents

✿ご注意 ✿Attention

店舗情報の見方

How to read this guide
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●駅からのアクセス良好
●ロープウェイすぐそば
●味が外国人に好評

●合掌造りの古民家
●囲炉裏でろばた料理
●〆に「ほうとう」を堪能

●職人のライブクック
●英語中国語韓国語対応
●深夜5時まで営業

●本格広島お好み焼き
●たこ焼き、鉄板焼きも
●楽しい店主のトーク

●できたての手作り料理
●高品質でリーズナブル
●富士山を眺めながらお
食事

●お手頃な価格の料理
●お好み焼き以外も充実
●夜はゆっくり23時まで

●魚は生け簀から水揚げ
●家庭的な雰囲気
●駅から歩いて5分

●静かでゆっくりできる
●ランチはお得な丼・定食
●夜は3-5千円懐石（要
予約）

天重
1,650円

山麓コース
3,000円

富士山天丼
3,300円

広島風お好み焼き
830円

ミニ懐石
2,750円

富士山焼き
1,000円

うな重
3,300円

ランチ7種
1,000円

0555-72-0196 浅川1140-5
12:00~  不定休／Not fixed
45席  県営P／Pablic parking lot

0555-73-1000 船津3370-1
11:00~21:00（L.O. 19:30） 木／Thu
180席  30台

0555-73-9218 船津3486-4
11:00~翌5:00 年中無休／None
45席  15台

0555-72-6688 船津3606-11
18:00~23:00（L.O. 22:30） 月／Mon
26席  10台

0555-73-2877 船津1667-1
11:30~14:00,17:30~21:30 水／Wed
40席  20台

0555-73-8032 船津3371
17:00~23:00 木／Thu
30席  30台

0555-73-1131 船津3595-1
17:00~22:00（L.O. 21:00） 不定休／Not fixed
30席  8台

0555-73-3332 船津6713-69
11:30~14:00,18:00~ 月（夜は不定休）／Mon
テーブル18席／座敷8席 11台

町内では、さまざまなテイストの和食を楽しむことができます。会席料理やうな
ぎ、天ぷらなど、職人の腕が光る本格和食のほか、定食やカレー、お好み

焼きなど、親しみやすい料理を提供するお店もあります。また、鹿肉やわかさぎな
ど、この土地ならではの食材を提供する店舗も。旅先でこそ、ほっと一息つける和
食を味わってみてはいかがでしょうか。

I n this town, you can enjoy various Japanese foods such as multi-
course meals, eel and tempura. There are also some restaurants that 

offer familiar Japanese favorites you are probably familiar with such as 
combination meals, curry and okonomiyaki. In addition, there are also some 
restaurants that offer food unique to this area such as venison deer meat 
and freshwater wakasagi fish. How about trying some unique Japanese 
cuisine as a way to experience Japanese culture?

❶山彦
Yamabiko

❸ろばた料理 山麓園
Sanrokuen

❺冨士天ぷら いだ天
Fuji tempura idaten

❼お好み焼き zoo
Okonomiyaki  zoo

❷割烹 七草
Kappou nanakusa

❹お好み焼き遊ゆう
Okonomiyaki yuyu

❻割烹 天野
Japanese Restaurant AMANO

❽彩食 美くり
Mikuri

和食
Japanese food

地図map 3-A 地図map 4-A 地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 3-A

地図map 4-A

地図map 4-A
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●野菜中心 手作り料理
●身体にやさしい料理
●南に富士山 北に湖を一望

●うなぎ専門店として23年
●こだわりのうなぎを提供
●富士山麓の水を使用

●ネタは豊洲から毎日直送
●マグロは特に絶品
●こだわりのシャリも美味

●素敵な空間と、おいしい
料理でおもてなし

●おいしいお酒もあります

●気軽で温かい雰囲気
●「本物」の和食を提供
●一品一品 丁寧に手作り

●精進湖畔のレストラン
●手作り料理でおもてなし
●ワカサギは精進湖産

●とり重も人気
● 犬同伴可1部屋有（要予
約）

●創業45年

●道の駅にあるレストラン
● 地元の富士桜ポーク使
用のとんかつ定食もお
すすめ

● ［昼のみ］サラダ,玉子焼,
小鉢,コーヒー or紅茶
付き

●御殿場産こしひかり使用

●手作りの懐かしい料理
●落ち着いた雰囲気
●窓からは西湖の眺望も

●落ち着いた雰囲気
●金額がリーズナブル
●食事がおいしい

● 鹿カレーセットには、鹿
の燻製や竜田揚げなど
も付きます（売切の場
合あり）

松花堂
1,450円

うな重特上
3,200円

とろづくし5貫
1,620円

ふじまぶし
1名1,500円～

御膳
1,600円（税別）～

精進湖のワカサギを
使った天丼
1,300円

うな重
2,850円

イトリキカレー
800円

唐揚げ定食
950円

カツカレー
1,404円

天丼
1,450円

鹿カレーセット

0555-73-2022 小立1106
12:00~14:00（L.O.13:30）,18:00~21:30（土のみ）
木、第1日曜／Thu,1st Sun 25席　　 　20台

0555-72-5443 小立3010-3
11:30~13:30,17:30~20:00 水／Wed
40席  12台

0555-72-6788 船津6800
11:00~15:00,17:00~22:00（土日祝11:00~22:00）
なし／None  102席　　　36台

0555-82-2128 長浜795-1
11：00~14:00,18:00~22:00 不定休／Not fixed
30席  10台

0555-76-6390 河口2719-114
11:00~14:00,18:00~20:30 不定休／Not fixed
70席  30台

0555-87-2351 精進550-111
9:00~18:00（冬期10:00~17:00） 不定休／Not fixed
100席  大型6台,普通車30台

0555-72-2730 小立1812-3
11:00~13:30  木、第1火／Thu,1st Tue
30席  有

0555-72-5633 勝山3758-1
10:00~15:30（季節変動あり） なし
26席  100台

0555-72-0568 （イロハ） 船津996-21
11:45~13:15（L.O.）,18:00~22:00（L.O.）
月／Mon（ランチは平日のみ）　  　24席　　共有／available

0555-82-2490 西湖701-3
9:00~18:00  不定休／Not fixed
27席  7台

0555-76-7424 河口517-4
11:30~14:00（L.O.）,18:00~20:00（L.O.）
不定休／Not fixed テーブル25席／座敷30席　　20台

0555-87-2501 本栖120-1
土日祝10:00~日没　平日11:00~15:00
不定休／Not fixed 50席　　 　5台

◉13やまぼうし
Yamaboushi

◉15うなぎ 割烹 力
Unagi kappou RIKI

❾こだわり廻転寿司 にぎりすし兵衛
Conveyor belt sushi 
NIGIRI SUSHIBEI

◉17 D
ダ イ ニ ン グ

ining さくら
Dining SAKURA

◉11 和
なごみ

Nagomi

◉19レストランニューあかいけ
Restaurant New Akaike

◉14うなぎ丸八
Unagi Maruhachi

◉16 道の駅かつやまレストラン
Road Station Katsuyama
Restaurant

◉10お食事処 五郎八
IROHA

◉18 御食事処 岬
Cafe and Restaurant MISAKI

◉12味処 まんぷく
MANPUKU

◉20 松風
Matsukaze地図map 3-A 地図map 3-A 地図map 1-C

地図map2-B地図map 3-A

地図map 2-B地図map 4-A

地図map 1-A

地図map 2-A地図map 3-A

地図map 2-B地図map 4-A
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ほうとうは、平べったい麺を味噌ベースのつゆと季節の野菜で煮込んだ、山
梨を代表する伝統的な郷土料理。甲州を訪れたなら、ぜひ味わってほし

い一品です。そして、富士河口湖町を含む富士五湖エリアの名物「吉田のうどん」
もお忘れなく。コシが強い硬めの麺と、味噌か醤油ベースのつゆが特徴。手軽
に食べられる昼食の定番として、町民にも親しまれています。

Hoto is a traditional local dish representative of Yamanashi in which plain 
noodles are cooked with miso-based soup and seasonal vegetables. It 

is a dish we highly recommend. And don't forget to try “Yoshida-no-udon” in 
the Fuji Five Lakes area, including Fujikawaguchiko Town. It features noodles 
that are strong in texture and miso or soy sauce-based soup. It is particularly 
popular among people in this town.

● 天ぷら、うなぎ、丼物、麺
類など豊富なメニュー

● 眼前に河口湖／ 
創業45年

● 当店のうどんは、名水・
富士の伏流水を使って、
丁寧につくっています

ほうとう
1,080円

ほうとう鍋
900円

0555-72-1024 浅川1062
11:00ごろ~17:00ごろ なし／None
80席  40台

0555-73-1133 浅川1124
11:00~15:00  不定休／Not fixed
50席  なし

　富士河口湖町を含む富士五湖エリアでは古来、馬
肉を食べる文化が息づいています。馬といえば、勝山
地区の冨士御室浅間神社で毎年4月に行われる「甲
斐の勝山やぶさめ祭り」。古くは、富士登山道の馬場
で奉納されていたと言われています。この地域は富

士山信仰の拠点。登山者の荷揚げ用
に馬が活躍していたのです。
　現在でも、町民たちは馬肉が大好
き。お肉屋さんには赤身の馬刺し
が並び、お祝いや宴会などのとき、
ちょっとした贅沢として馬刺しが食

べられています。地域のB級グル
メ「吉田のうどん」（p11で紹介）
も、甘辛く煮た馬肉を乗せたもの
を「肉うどん」として提供してい
るお店が数多くあります。
　馬の内臓（もつ）も町民たちに大人気。居酒屋さん
で「もつ煮」を注文すると、馬もつが出てくることも
しばしばです。
　馬肉は臭みが少なく食べやすいうえ、低カロリー
で高タンパク。鉄分も豊富です。富士河口湖町を訪れ
たなら、ぜひ一度味わってみてくださいね。

●江戸前のすし
●揚げたての天ぷら
●アットホームな雰囲気

●床暖房完備の完全個室
●三陸の新鮮魚介
●三陸牡蠣ブランド新昌

●多彩なロール寿司
●ベジタリアン対応可
●斬新な和の空間

上にぎり
1,760円

金華鰹の藁焼き
1,518円

寿司ロールセット
2,000~2,500円

0555-73-1402 船津2466-9
11:30~14:00,17:00~21:00（L.O.）
水／Wed  24席　　 　6台

0555-72-9937 船津1196-1
11:30~14:00,18:00~22:00（L.O.）
水／Wed  88席　　 　可

0555-72-8271 船津3632-7
11:30~14:30（L.O.）,17:30~20:30（L.O.） 〈12~3月11:30~19:00（L.O.）〉

日／Sun  64席　  　夜のみ可（丸宗駐車場）

ほうとう・
うどん
HOTO & UDON
 ( Local style noodles )

◉24 つじや
Tsujiya

◉25 SUNギャラリー
SUN Gallery地図map 3-A 地図map 3-A

富士河口湖で馬肉を食べよう！PickU
p

◉21食事処 寿司善
SUSHIZEN

◉23恵比寿 夜ノ森 ‐河口湖‐
EBISU YONOMORI 
KAWAGUCHIKO

◉22ショーズ スシバー＆ダイニング
Shaw's sushi Bar&Dining

地図map 3-A

地図map 4-A 地図map 4-A
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●こだわり抜いた出汁
●ツルツルモチモチの麺
●天ぷらやカレーも人気

●河口湖駅から徒歩30秒
●そばや角煮丼もあります
●自家製麺、特製味噌使用

●不動ほうとう一種類のみ
●自家製麺、特製味噌使用
●受け継がれる伝統の味

●自社製麺のほうとう
● スパゲッティなど、各種
メニューも取揃え

肉うどん
550円

不動ほうとう
1,100円

不動ほうとう
1,100円

ほうとう鍋
900円

0555-72-2736 船津2492-10
11:00~14:00 （売切次第終了） 月／Mon（祝日の場合は営業）

40席  15台

0555-72-5560 船津3631-2
11:00～（売切次第終了） 年中無休／None
80席  なし

0555-76-7011 河口707
11:00~（売切次第終了） 無休／None
300席  100台

0555-73-1826 船津4040
9:00~17:00  水／Wed
50席  3台

● 「ほうとう味比べ大会」
3連覇、殿堂入りの店

●鮑肝ペーストが隠し味

●伝統の鹿革工芸「甲州
印傳」多数取り揃え
●河口湖の眺望あり

黄金ほうとう
1,200円（税別）

自然主義
ほうとう鍋膳
1,320円 ※要予約

0555-25-6180 船津6931
11:00~21:00（L.O.20:30） なし／None
200席  130台

0555-72-0132 船津72
11:00~14:00  なし／None
273席  25台

●河口湖畔（Lake view）
●English Chinese menu
●ゆったりしたソファー席

●化学調味料不使用
●本場讃岐の小麦粉を使用
●日替り漬物が無料

●富士山と河口湖の眺望
●河口湖産わかさぎ使用
●貸ボートあり

●不動ほうとう一種類のみ
●自家製麺、特製味噌使用
●受け継がれる伝統の味

ほうとう鍋
1,500円

明太釡玉
530円

ほうとう定食
（わかさぎ付き）
1,760円

不動ほうとう
1,100円

0555-72-1237 浅川1174-1
10:00~16:30 無休／None
80席  20台

090-5343-7554 船津1317-1
11:00~14:00  月／Mon（休日の場合は火）

38席  10台

0555-72-0349 浅川367-1
11:00~15:00,17:00~21:00 不定休／Not fixed
80席  15台

0555-72-5011 船津1672-7
11:00~（売切次第終了） 不定休／Not fixed
300席  70台

●家族連れでも安心
●バリアフリー
●団体様対応可

●富士山にかかる雲が降
りてきたような、特徴的
な建物です

はちまんうどん
600円

不動ほうとう
1,100円

0555-72-0934 船津2011
10:30~14:00 木／Thu
50席  20台

0555-72-8511 船津2458
11:00~（売切次第終了） 無休／None
300席  70台

◉36 ほうとう蔵
く ら

 歩
ふ

成
な り

 河口湖店
Hoto funari Kawaguchiko

◉32 吉田のうどん 蔵ノ介
Yoshida no Udon 
KURANOSUKE

◉34ほうとう不動 駅前店
Houtou Fudou Ekimaeten

◉37 印
い ん

傳
で ん

館
か ん

 山
や ま

澄
ず み

園
え ん

INDENKAN YAMAZUMIEN

◉33ほうとう不動 北本店
Houtou Fudou Kitahonten

◉35 SUNテラス
SUN Terrace

地図map 4-A 地図map 3-A

地図map 4-A

地図map 4-A 地図map 3-A

地図map 3-A

◉30はちまんうどん
Hachiman Udon

◉26 天
て ん

上
じょう

山
ざ ん

 河
か わ

口
ぐ ち

湖
こ

荘
そ う

Tenjozan Kawaguchikoso

◉28 小池うどん
Koike Udon

◉31ほうとう不動 東恋路店
Houtou Fudou 
Higashikoijiten

◉27 食事処 湖波
KONAMI

◉29 ほうとう不動 南店
Houtou Fudou Minamiten

地図map 4-A 地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 3-A

地図map 4-A

地図map 3-A
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●茅ぶき屋根の建物
●いろりもあります
●そばや軽食もあります

●精進湖畔 ワンちゃんOK
●鹿カレーなど地元の味も
●1人から団体までOK

●ヴィーガン向け食品
（カップラーメン）取扱い
●簡易礼拝所あり

●創業半世紀の伝統の味
●化学調味料不使用のつゆ
●鳥もつ煮やほうとうも

角煮うどん
860円

薬膳ほうとう
1,680円

ほうとう
850円～
（ ご飯セット,トッピング可）

うどん、そば
鹿カレー、溶岩焼き

0555-72-0788 小立1222
11:00~16:00  不定休／Not fixed
30席  6台

0555-87-2303 精進1049
10:00~18:00 火／Tue
64席  30台

0555-82-2806 西湖2811
9:00~17:00  不定休／Not fixed
40席（店内20） 10台

0555-87-2038 本栖120
9:00~17:00  水／Wed
90席  30台

●1階でおみやげも販売
● そば、うどんのほか 
団体様メニューも

●湖水を見て食事できる
●ペット連れOKのデッキ
あり

ほうとう、
鹿カレー
ワカサギ定食

ほうとう
1,375円

0555-87-2032 本栖127
8:00~18:00  なし／None
100席  16台

0555-87-2037 本栖128
8:00~18:00（冬季17:00） 不定休／Not fixed
85席（うち団体用50席） 23台（うちバス3台）

　標高800mを超える高原地帯にある富士河口湖町
では、稲作ではなく畑作が発達してきました。このた
め、昔から「ほうとう」や「うどん」などの粉食が根付
いています。
　かつて、うどんは冠婚葬祭などの時に食べる神聖な
ものでした。昭和に入ると、織物産業が発展したお隣・
富士吉田市で、仕事の合間の手軽な昼食として一杯盛

切りのうどんが好んで食べら
れるようになりました。これ
が現在の「吉田のうどん」の
ルーツ。戦後、富士河口湖町

●歯ごたえあるもっちり麺
●やさしい味のつゆ
●トッピングも種類豊富

●自家製みそ使用
●河口湖沿いに立地
●そばなどメニュー豊富

●大型店舗唯一の自家製麺
●テレビ取材多数
●だしと食材にこだわり

冷やしたぬき
うどん
450円

きのこほうとう
1,430円

海鮮ほうとう
1,680円

0555-72-6606 船津7436-2
11:00~14:00  木／Thu
40席  20台

0555-76-8200 河口3067-1
10:30~20:00 不定休／Not fixed
74席  20台

0555-76-8228 河口2746-1
11:00~20:00（L.O.19:00） 年中無休／None
160席  40台（うち大型バス10）

を含む富士五湖エリア全体で、多
くのうどん店が営業を始めるよ
うになったのです。
　一方のほうとうは昔、一日の仕事を終えた後の夕食
として食べる日常食でした。だし汁に根菜や芋、きの
こなどの野菜と麺を入れて煮込み、味噌で味をととの
えます。これを盛り分けて家族で食卓を囲み、明日へ
の活力を養っていたのです。
　現代でも、うどんは仕事の合間にお店へ食べに行く
ランチとして、ほうとうはみんなで味わう家庭の味と
して、町民たちに愛されています。

◉42 湖仙荘
Kosenso

◉38 不動茶屋
FUDO CHAYA

◉40いろいろ料理 ことぶき 
Restaurant Kotobuki

◉43 本
も と

栖
す

館
か ん

Motosukan

◉39 かぎかけ茶屋
Kagikake Chaya

◉41 本陣 つかさ
Honjin Tsukasa

地図map 1-A 地図map 1-A

地図map 1-C

地図map 3-A

地図map 1-A

地図map 2-A

富 士 河 口 湖 の粉食文化PickU
p

◉44 彩
さ い

花
か

SAIKA

◉46もみじ亭
Momiji-tei

◉45 海鮮ほうとう専門店 ほうとう研究所
Seafood noodles restaurant 
HOUTOU LAB

地図map 3-A

地図map 4-A 地図map 3-A
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●鶏専門焼肉希少部位有
●自家製味噌だれが絶品
●地元産「信玄どり」使用

●安くてうまい！
●美味しい料理と地酒
●English menu available

●安くて美味しい
●お席が空いている

●地元に愛されています
●30年来の無愛想な店長
●インターネットで高評価

鶏焼肉
400円~

スペシャルランチ
たん塩

らあめんチャーハン
セット
900円

ラーメン
700円

0555-72-1771 船津3265-2
17:00~22:00（L.O.21:30） 水／Wed
44席  7台

0555-73-2989 船津3371
11:30~13:30,16:30~ 月、第2火／Mon,2nd Tue
52席  40台（共有）

0555-73-1819 船津3353-3
11:00~13:00,17:00~21:00 なし／None
30席  10台

0555-72-3950 船津3995-1
11:30~15:00,17:00~22:30 水／Wed
20席  4台

●ハラル料理を提供
●本場のインドカレー
●要望に答えられる接客

●近江牛・国産牛を厳選
●古民家を一部移築
●キムチ他手作りの絶品も

ランチマトンカレー
セット
1,000円（税別）

特上和牛
3点盛り合わせ
7,900円（税別）

0555-73-3331 船津4035
11:00~15:00,17:00~21:30 不定休／Not fixed
17席  県営P／Pablic parking lot

0555-72-2929 船津6799
11:00~23:00 なし／None
88席  36台

ガッツリお肉を食べたいときは、町内の焼肉店へどうぞ。厳選された牛肉や
鶏肉を、網の上でじっくり焼いて味わってください。国産牛にこだわったお

店のほか、ホルモンを提供している店舗もあります。そして、アジアンフードにも注
目。ダシが決め手の中華料理やラーメン、スパイシーなカレーが味わえる本格イ
ンド料理のお店が揃っています。

I f you are a meat lover, we suggest you visit  the local yakiniku restaurant. 
You can enjoy delicious beef and chicken. In addition, there are 

restaurants that serve Japanese cuisine made from beef or pork innards 
referred to as hormone. Also, there are  Chinese restaurants famous for tasty 
Chinese cuisine and ramen and Indian restaurants that serve a selection of 
spicy curries.

●新鮮でおいしいホルモン
●気楽に食べて飲める店
●お子様連れOK

●ハラル料理を提供
●本場のインドカレー
●要望に答えられる接客

マルコロ
730円（税別）

ランチマトンカレー
セット
1,000円（税別）

0555-73-2613 船津2196さくら横丁A-3
17:30~23:00 月、第3火／Mon,3rd Tue
28席  有／Available

0555-72-6755 船津288-1
11:00~15:00,17:00~21:30 不定休／Not fixed
35席  25台

◉53 アラジン インド レストラン 2号店
ALLADIN 
Indian Restaurant 2nd

◉49 鶏っこ
TORIKKO

◉51焼肉レストラン 韓陽苑
YAKINIKU RESTAURANT 
KANYOEN

◉54 炭火焼肉 鉄
て つ

庵
あ ん

SUMIBI YAKINIKU TETSUAN

◉50 つわ野
TUWANO

◉52 観富亭
Kanptei

地図map 3-A 地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 3-A

地図map 4-A焼肉・中華・
アジアン

YAKINIKU (Korean BBQ),
Chinese food,Asian food

◉47 七輪焼 ホルモンヌ
HORUMONNU

◉48 アラジン インド レストラン 1号店
ALLADIN 
Indian Restaurant 1st地図map 4-A 地図map 3-A
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●窓から富士山が見える
●アットホームな店内
●山梨県産肉を網焼で

石焼ロコモコビビ
ンバランチ
1,260円

0555-73-4129 浅川205-1
11:30~14:00（L.O）,17:30~21:00（L.O）
水／Wed  44席　　 　10台

地場の食材を使ったコース料理を味わえるフレンチのお店や、窯焼きピザや
素材にこだわったパスタを楽しめるイタリアンなど、本格派からカジュアル

スタイルまで、洋食を提供するお店も多彩です。こだわりのジューシーなお肉を
堪能できるステーキ・バーベキュー、一風変わったメキシコ料理など、さまざまな
スタイルのお店を訪れてみてください。

There are a variety of restaurants that of fer Western cuisine, from 
authentic to casual style.  There is a French restaurant where you can 

enjoy a full-course meal that use local ingredients and  an Italian restaurant 
where you can eat pasta and pizzas with the freshest of ingredients. You 
may also wish to  visit some of the many  restaurants that serve steak and 
barbecues where you can enjoy tender, juicy meat and unique Mexican 
cuisine.

● 化学調味料 添加物不
使用

●食材にこだわった料理
●富士山を観ながら食事

● 自家製デミグラスソース
の手ごねハンバーグ
●お洒落なカフェレストラン
●Free Wifi

ワンプレートランチ
1,500円（税別）

ハンバーグ
1,300円（税別）

0555-73-3338 船津1200-1
11:30~14:30  不定休／Not fixed
120席  20台

0555-72-0167 船津1201-1
11:00~15:00（L.O）,18:00~22:30（L.O） 火／Tue
30席  12台

●地元で大人気の焼肉店
●黒毛和牛を低価格で提供
●2人～家族連れまでOK

●本格タイ料理を低価格で
●お得なランチも（禁煙）
●広くて清潔感ある店内

ひまわりカルビ
890円

ガパオライス
1,000円

0555-83-2989 船津7364-2
17:00~24:00（L.O.23:15） 火／Tue
50席  20台

0555-72-8477 小立3788-13
11:30~14:30,18:00~22:00 日／Sun
25席  10台

　富士河口湖町の多様な文化に触れられるのが、西
湖いやしの里根場。1966年の台風災害で流失した茅
葺き屋根集落を再現し、2006年にオープンしました。
　20棟におよぶ茅葺き家屋は、地域のおかあさんが
お茶でもてなしてくれる「くつろぎ屋」、昔の遊び道具
で遊べる「ちびっこ広場」など、さまざまな発見・体験

ができる施設になっています。
　もちろん、食文化に触れられる
施設も。「特産品加工場」には、河
口湖産古代米、漬物や味噌など、
富士河口湖の特産品が揃ってい
ます=右写真=。お腹が空いたら、

「食事処 里山」「手打ちそば み
ずも」「食事・甘味 彩雲」を訪れ
てみてください。茅葺き集落と
富士山の風景に癒やされなが
ら、素敵な一日を過ごせます。

◉57 網焼 HANA
AMIYAKI HANA 地図map 3-A

洋食・
イタリアン・
フレンチ
Western style food,
Italian,French

◉58 ハーブガーデン 四季の香り
Herb garden 
SHIKI-NO-KAORI

◉59 3
さ ん じ ゅ う は ち か わ ぐ ち こ

8KAWAGUCHIKO
38KAWAGUCHIKO地図map 4-A 地図map 4-A

◉55 焼肉 ひまわり亭
Yakiniku Himawaritei

◉56 Y
ヤ ム

AMc
カ フ ェ

afe
YAMcafe地図map 4-A 地図map 4-A

西湖いやしの里根
ねん

場
ば

PickU
p 富士河口湖の

文化に触れる

● 西湖いやしの里根場　
　西湖2710
　[営］ 9:00～17:00（16:30最終入場）
　　　〈12-2月　9:30～16:30（16:00最終入場）〉
　［入場料］ 大人350円 小人（小･中学生）150円
　TEL:0555-20-4677
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●手作りにこだわり
●デザートも全て自家製
●女性一人でも入れます

●生パスタをチョイス可
●溶岩で焼いたピッツァ
●甲州和牛･ワイン牛あり

●フランスの味を再現
●自家製パンの店併設
●緑地に面したテラスも

●安くてボリューム満点
●家族連れOK

●山麓ジビエ
●県産ワイン
●季節感ある料理

●洋食中心の創作料理と
富士山の天然水で醸造
した富士桜高原麦酒

ランチセット
1,870円

渡りガニのパスタ
1,390円

ディナーセット
2,500円～4,900円

ハンバーグ
850円～（税別）

おまかせコース
7,700円~
（ランチ4,400円）

チーズリゾット
1,600円

0555-72-3937 船津1666-2
11:30~15:00,18:00~21:00 木／Thu
20席  7台

0555-28-5778 船津3317
11:30~14:00（L.O.）,18:00~21：00（L.O.）
月／Mon（祝日の場合は火） 36席　　　　15台

0555-73-3236 船津5521-2
10:00~21:00（L.O.） 水、第3火／Wed,3rd Tue

44席（店内24 テラス20） 5台

0555-72-3753 船津2558
11:30~13:50（L.O.）,17:30~20:30（L.O.）
月、第3日／Mon,3rd Sun 48席　　　　15台

0555-75-0850 船津3681-2 B-1F
11:30~13:30（L.O.）,18:00~20:00（L.O.） ※要予約
水、第2・4木（冬季不定）／Not fixed 19席（テーブル14 カウンター5）　  　10台

0555-83-2236 船津字剣丸尾6663-1
11:00~21:30  木／Thu
200席  350台

●自家菜園の野菜を提供
● ランチもディナーもすべ
て手作りのコース料理

●店内から富士山が見える
●料理・ドリンクが豊富
●パティスリー併設

● 200種類以上のお酒と、
本場メキシコ人も絶賛
するメキシカン

●森の中のイタリアン
●厳選食材の手作り料理
●モダンで開放的な店内

スペシャルランチ
1,650~2,750円

富士山玉子の
ふわとろオムライス

タコスセット
1,694円

おまかせお取分け
料理
2,500円～
（ディナー）

0555-73-3717 船津6713-73
11:30~14:15（L.O.）,18:30～（夜要予約）
水／Wed  30席　　　 　5台

0555-72-8620 船津7599-2
11:30~14:00,18:00~22:30 木／ Thu
36席  12台

090-6197-7011 船津7578-10
11:30~14:00（L.O.）,17:30~22:00（L.O.）
月・火／Mon,Tue（祝日営業） 32席　　　　20台

0555-28-7367 船津7819
11:30~13:30（L.O.）,18:00~22:00（L.O.）
水・第3火／Wed,3rd Tue　 26席　　　　10台

●アウトドア気分でBBQ
●山梨名物ほうとうも好評
●ファーストフードも充実

●富士山を望むテラス有
●生演奏（昼2回）有
●季節で異なる料理展開

すばるBBQ
2人前 6,000円~

西洋ほうとう
1,600円～
（入館料別途）

0555-72-2239  船津字剣丸尾6663-1
10:00（4-11月の土休日9:30）~17:00（12-3月16:00）
木／Thu（繁忙期除く、冬期は水も）  200席　　 　350台

0555-20-4111 河口3077-20
11:00~17:00（変動あり） 不定休／Not fixed
80席  300台

◉60レストラン ルッコラ
Restaurant Rukora

◉62 L
ラ

a L
ル ー チ ェ

uce
La Luce

◉64  フランスの食堂  
キャフェ ドゥ ブローニュ

Cafe de Boulogne

◉61レストラン ポワル
Restaurant Poele

◉63 T
と よ し ま

OYOSHIMA
TOYOSHIMA

◉65  地ビールとガーデニングのレストラン 
シルバンズ

Local beers and gardens restaurant Sylvans

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map
 4-B

地図map 4-A

◉70 富士すばるランド
Fuji subaru land

◉66レストラン ロマラン
Restaurant ROMARIN

◉68 リロンデル
Omerice&Italianbar 
L'hirondelle

◉71  河口湖 音楽と森の美術館・ 
森のレストラン

Kawaguchiko Music Forest Museum's Restaurant

◉67 メキシカン酒場 タコドール
Tacodor

◉69 L
ル ー ガ

ouga
Louga

地図map 4-B

地図map 
3-A

地図map 4-A

地図map 3-A

地図map 4-A

地図map 4-A
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● イタリア産原材料と 
薪窯で仕上げたピッツァ

●四季の前菜やパスタ

●アットホーム
●ステーキの美味しいお店

●熟成肉を使用
●お子様連れ歓迎 座敷有
●隠れ家のような空間

●森の中の本格ログハウス
●気取らずゆったり食事
●来る度に発見のあるお店

●富士山が見えるお店
●豊富なメニュー
●楽しいお店

●クラシック料理
●眺め
●雰囲気

● 薪窯ピザやパスタ、シェフ
おすすめのフルコースも

●English Italian available

●河口湖が一望できるお店
●かつやま道の駅すぐ隣
●自家製パンが美味しい

マルゲリータ
1,300円（税別）

ランチ
ガーリックステーキ
980円

黒毛和牛
ハンバーグ・ハラミ
ステーキコンボ

ベルデ
1,180円

カーニバルバーガー
2,180円

ランチコース
4,235円~

ピザ  フレッシュモッ
ツアレーラ トマト＆
バジル 2,160円

若鳥の香草焼き
980円

0555-73-3599 小立3820-1
11:30~15:00,17:30~23:00 月／Mon
40席  20台

0555-73-2335 小立956-2
11:00~12:45,17:00~19:45 月／Mon
50席  20台

0555-72-8855 勝山3367-1
11:30~22:00 木／Thu
50席  30台

0555-83-2254 小立5125-3
11:30~14:00, 17:30~21:00 火／Tue（祝日は営業）
50席  18台

0555-73-8242 小立1167
11:30~14:00（L.O.）,18:00~21:00（L.O）
木／Thu（冬季休業あり） 店内15席、屋外20席　  　15台（共同）

0555-72-2209 船津1（富士レークホテル東館7F）
11:30~14:00（L.O）,18:00~19:00（L.O.※予約制）
なし／None  40席　　　　　60台

0555-72-3541 勝山2861-1
11:30~14:00（L.O.）,17:30~21:00（L.O.）
水（2月全休）／Wed,FEB 26席　　　10台

0555-83-2481 勝山3739
11:00~14:00  月-水／Mon to Wed
35席  10台

●富士山と河口湖の絶景
を楽しみながらの食事

富士山ハンバーグ
1,500円

0555-76-7901 大石2585
9:00~18:00（11~3月17:30） なし／None
38席  50台

2012年にオープンした、大石公園
内の農産物直売所「おおいし屋」。地
元・大石観光協会のメンバーを中心
に運営されています。じつは、大石
地区は富士河口湖町内でも特に農業
が盛んな地域。大石の豊かな自然に
育まれた野菜を中心に、山梨県内の
フレッシュな青果物を取り揃えてい

ます。また、地元のみなさん手づくりの加工品など、
ここでしか出会えない商品にも注目です。

●農産物直売所 おおいし屋
　大石 2585（大石公園内）　
　［営］9:00～16:00 （年中無休）
　 TEL.0555-72-8772（大石観光協会）

◉72 T
ト ラ ッ ト リ ア

RATTORIA I
イル

L B
バ ッ コ

ACCO b
ビ ス

is
TRATTORIA IL BACCO bis

◉74 マルシゲ
Marushige

◉76 5
ゴーゴー

5S
ス テ ー キ

TEAK
55STEAK

◉73 V
ベ ル デ

erde
Verde

◉79 ディノダイナー
DINO DINER

◉80 プルミエ
PREMIER

◉75リチェッタ
RICETTA

◉77 ホテル＆レストラン イエスタデイ
Hotel&Restaurant 
YESTERDAY地図map 2-B

地図map 3-A

地図map 2-B

地図map 2-B

地図map 2-B

地図map 4-A 地図map 3-A

地図map 3-A

◉78 KITCHEN FUJIYAMA VIEW
KITCHEN FUJIYAMA VIEW 地図map 2-B

とれたて野菜が勢揃い！　農産物直売所

おおいし屋PickU
p
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ちょっと一息つきたいときは、町内各地のカフェに立ち寄ってみましょう。一杯
ずつ丁寧にドリップするコーヒー、茶葉にこだわった紅茶、香り高い抹茶な

どが、旅の疲れを癒やしてくれるはずです。手づくりのパンやスイーツを提供して
いるお店、ランチや軽食が人気のお店、席から景色が楽しめるお店など、個性あ
ふれるカフェから、お気に入りを見つけてください。

I f you want to take a break, stop by one of the cafes in Fujikawaguchiko 
Town. Freshly brewed coffee, tea with aromatic tea leaves, fragrant green 

tea and more. They are perfect remedies to recover from a bust day of 
adventure.  Choose from unique cafes such as shops offering homemade 
bread and sweets, shops that offer lunch and snacks, and shops that have 
beautiful views.

●ラベンダーソフトも人気
●ハーブ庭園を望むカフェ
●買い物や体験教室も

●店内から絶景の富士山
●駐車場からバリアフリー
●テラス席はペットOK

●溶岩窯で焼いたパンケ 
ーキはふわとろ絶品
●居心地のよいお店

● 富士山を見ながらコー
ヒーがいただけます
●骨董とんぼ玉の展示も

オリジナルハーブ
ティー
各500円

富士山ココア
520円（税別）

富士山パンケーキ
1,078円

ティラミス
650円
※入館料別途

0555-72-3082 船津6713-18
9:00~18:00  なし／Not fixed
63席  100台

0555-72-6333 船津7475-1
10:00~18:00（L.O.） 水／Wed
24席  18台

0555-28-5310 船津6832 登り坂ホテル新館1F

10:00~20:00（L.O.19:00） 年中無休／None
70席  20台

0555-76-8811 河口2255
9:30~17:00（12～3月10:00~16:00） 火／Tue ※10-11月無休
20席  100台

0555-76-8811 河口2255
9:30~17:00（12～3月10:00~16:00） 火／Tue ※10-11月無休
30席  100台

●こだわりのお米と調味料
●体に優しい料理
●2つの雰囲気がある店内

●自然と滝の景観
● 世界から集めたインテリ
アを配して空間を演出

●2,3階から河口湖一望
●ハンドドリップコーヒー
●季節のスムージーなども

●アンティークカフェ
●落ち着いた雰囲気

まんぷく定食
1,200円（税別）

金の抹茶セット
2,000円
※入館料別途

ロールサンド
（ソーセージ＆卵）
650円（税別）

お団子セット
600円

070-3628-5819 船津3681-2
11:30~14:00（L.O.）,18:00~21:00（L.O.）
不定休／Not fixed 15席　　　3台

0555-25-6210 船津4014-5
9:00~17:30（冬季10:00～17:00） 火／Tue（祝日の際は水）ほか店休日有

29席  県営P／Pablic parking lot

0555-76-8129 河口2720-5
10:00~17:00 木／Thu（季節変動あり）
16席  10台

カフェ・
スイーツ
Cafe

◉81 太陽テラス
Taiyo terrace

◉87  久保田一竹美術館 
茶房 一竹庵

ITCHIKU KUBOTA ART MUSEUM
Japanese teahouse Itchiku-an

◉83 河口湖ハーブ館
Kawaguchiko herb hall

◉85ギャラリー & カフェ クルール
Galerie&Cafe couleurs

◉82 L
レ イ ク

ake S
サ イ ド

ide C
カ フ ェ

afe K
ク ゥ

u
Lake Side Cafe Ku

◉88きみまろ茶屋
KIMIMARO_CHAYA

◉84 富士山パンケーキ
Mt.Fuji pancake

◉86 久保田一
いっ

竹
ちく

美術館 
Museum Cafe

ITCHIKU KUBOTA ART MUSEUM Museum Cafe

地図map 4-A

地図map 
3-A

地図map 3-A 地図map 3-A

地図map 3-A

地図map 4-A

地図map 4-A

地図map
 3-A
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●店内はガラス張り
●河口湖を眺められる
●芝生広場も利用可

●全席から河口湖の眺望
●展示会毎に特別メニュー
●カフェのみ利用OK

● クレープ パフェ ケーキ
などスイーツ充実
●ピラフ、カレーなど軽食も

● ランチはドリンク付き
●coffeeは丁寧にドリップ
●手作りスイーツも提供

●フランス料理レストラン
「プルミエ」シェフ監修
のフランス伝統パン

●眼前に河口湖と富士山
●飲物はたっぷりサイズ
●季節の限定メニュー有

●西海岸のような店内
●一杯ずつドリップ
●手作りのケーキ

●ケーキは常時10種類
●焼菓子ケーキ持帰りOK
●コーヒー・有機TEAも

●最高のロケーション
●地産地消
●季節ごとのメニュー

● 絶景富士山を眺めながら
食事ができる

白玉クリーム
あんみつセット
860円

ケーキセット
（レアチーズケーキ）
700円

自家製クレープ
500円～

鯛茶漬け御膳
1,350円

パンオショコラ
270円

ブルーベリージュース
700円

ハンドドリップ
コーヒー
480円

季節の生ケーキ
580円（税別）

サンドウィッチ
450円~

オムライス
900円

0555-72-5258 小立923
9:30~16:30  木（12-2月）／Thu（DEC-FEB）
60席  20台

0555-73-8666  河口3170
9:30~16:30（L.O.） ※12-3月は16:00  火／Tue（6-9,11月無休）
20席   50台

0555-73-1128 小立960-1
11:30（土日10:30）~17:30 水／Wed
25席  7台

0555-68-9048  船津3379-1
11:00～17:30（L.O. ランチ~14:00）  火・水／Tue.Wed
18席（他座敷2部屋）  あり／availale

0555-72-2212 船津1（富士レークホテル内）
9:00~17:00  不定休 （ホテル休館日）
40席  100台

0555-76-8230 大石2585
9:00~17:00  なし／None
53席（店内21 テラス32） 50台

0555-73-4187 小立927-1
9:30~17:00（L.O.） 水／Wed
28席  7台

0555-73-8910 河口682
11:30~18:00  水／Wed
30席  8台

0555-76-8230 大石2585
9:00~17:00（11~3月は16:30終了） 
なし／None  26席　　  　50台

090-1092-1736 富士ヶ嶺341
9:00~16:00  不定休／Not fixed
40席  有

●湖畔で富士山を見ながら
●山梨県産の牛や豚を提供
●テラスはペット同伴可

●朝から営業
●パン100種類
● カフェスペースからは
富士山が見えます

富士桜ポークのカツ
サンド
甲州ワインビーフ
シチュー

スイートクロワッサン
140円

0555-83-3321 小立1204-2
10:00~17:00 年中無休／None
55席（店内25 テラス30） 大池公園P／Public parking lot

0555-73-9080 小立3093
8:00~16:00  日・月／Sun,Mon
18席  7台

◉93ハッピーデイズカフェ
HappyDaysCafe

◉89  河口湖美術館 
カフェ河口湖ビュー

Kawaguchiko Museum of Art (Cafe kawaguchiko view)

◉97ミルキーウェイ
Milky Way

◉99 Y
ヤ マ ト ヤ

AMATOYA C
カ フ ェ

AFE
YAMATOYA CAFE

パン・ダニエル
Le Pain De Daniel

◉91河口湖自然生活館 富士山の見えるカフェ
Kawaguchiko Natural Living Center
(CAFE"With a view of Mt Fuji")

◉94 Bakery&Cafe E
エ ソ ラ

SOLA
Bakery&Cafe ESOLA

◉96 C
シ ス コ

ISCO C
コ ー ヒ ー

OFFEE
CISCO COFFEE

◉90 t
ト ロ ワ ジ エ ム

roisieme m
マ ル シ ェ

arche
troisieme marche

◉92  OISHI PARK CAFE 
（オオイシパークカフェ）

OISHI PARK CAFE

◉98 朝霧高原イーハトーブの森
Asagiri kogen
 "IHATOV" no mori

地図map 3-A 地図map 2-B

地図map 3-A

地図map 3-A

地図map 3-A

地図map 4-A 地図map 3-A

地図map 2-B

地図map 3-A地図map 3-A

地図map 2-B 地図map 1-B

◉95 河口湖ミューズ館・どーるかふぇ
Kawaguchiko Muse Museum
(doll cafe)
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●ベジタリアンランチ
●ベーカリー

●人気のタピオカミルク
●オリジナルラテアート

クリームシチュー
1300円
（パンサラダコーヒー付き）

タピオカミルク
550円~

0555-28-7636 船津4337-1
11:00~18:00（完全予約制） 不定休／Not fixed
5席  2台

0555-28-7170 　船津3631-2 1F
8:00~20:00（季節で変動あり） 　なし／None
10席  　なし／None

●お問い合わせ…自家製ビールとガーデニングのレストラン  シルバンズ　
富士河口湖町船津字剣丸尾 6663-1　TEL.0555-83-2236

●お問い合わせ…井出醸造店　
富士河口湖町船津 8  TEL.0555-72-0006

富士山に降り積もった雪は、長い時間をかけて地中に染み込み、やがて伏流水や湧水とし
て富士河口湖町に届きます。その名水で仕込んだ、自慢の地酒・地ビールをご紹介します。

江戸より伝わる富士山の恵み
「甲斐の開運｣

香り立つ 高原のクラフトビール
「富士桜高原麦酒」

　創業300有余年を誇る井出醸造店は、江
戸末期の1850年ごろ、16代目当主が清酒
製造を開始しました。現在の当主・21代井
出與五右衞門（よごえもん）まで、その伝統
が受け継がれています。富士山の清冽な水
と、標高850mの厳寒の中で醸した上質な
清酒を堪能してください。

　1997年、標高1000mに位置する深い森
の醸造所で誕生した富士桜高原麦酒。ドイ
ツ仕込みの技術をベースに、 厳選された材
料と富士山麓の良質な軟水で醸造されてい
ます。長年、国内外の数多くのビール審査
会で高い評価を受けている“至高のビール”
をぜひ賞味ください。

　富士河口湖の長い冬に終わりを告げる、春
の風物詩・桜。標高が高いことから、開花は4
月上旬からと比較的遅くなっていますが、町

内のあちこちで、富士山と桜を同時に楽しめます。

　11月、本栖湖、精進湖から西湖、河口湖へ
と紅葉が進み、湖畔は鮮やかな赤黄色に彩ら
れます。足和田山の紅葉台などが登山客で

にぎわうのもこの時期です。

　夏の河口湖を艶やかに彩るラベンダー。八
木崎公園と大石公園を中心に、花々を楽しむ
ことができます。毎年６月下旬から７月中旬

に、「河口湖ハーブフェスティバル」が開催されます。

　雪化粧をした富士山を、澄んだ空気の中
で望むことができるのは冬だけ。朝晩は氷
点下の冷え込みとなる寒さの厳しい時期で

すが、町内の温泉を楽しみながら富士山を眺めてみて
はいかがでしょうか。

●お問い合わせ…富士河口湖町観光課　富士河口湖町船津 1700　TEL.0555-72-3168

● 春のイベント情報
富士・河口湖さくら祭り（4月上旬～中旬）
　※2020年は中止
甲斐の勝山やぶさめ祭（4月29日）※2020年は中止
富士桜ミツバツツジまつり（4月下旬～5月上旬）
西湖ロードレース（6月第3日曜日）

● 秋のイベント情報
富士山麓トレイルラン（9月末または10月初旬）
富士山原始林トレイルラン（10月第3日曜日）
富士河口湖・もみじマーチ（10月中旬）
富士河口湖紅葉まつり（11月上旬～11月中旬）
富士山マラソン（11月最終日曜日）

● 夏のイベント情報
西湖竜宮祭（8月2日）
本栖湖神湖祭（8月3日）
精進湖涼湖祭・精進湖音楽祭（8月4日）
河口湖湖上祭（8月5日）
富士山河口湖音楽祭（8月中旬）

● 冬のイベント情報
河口湖・冬花火（1月中旬～2月下旬の毎週土・日曜日）
西湖樹氷まつり（1月下旬～2月上旬）
「富士山の日」記念イベント（2月23日）

 ベーカリー＆ベジタリアンランチカフェ
　さらのおうち
House of sara

FUJI CAFE CUP'S
FUJI CAFE CUP'S地図map 4-A 地図map 4-A

地酒・地ビール名 水 仕 込 み ！
富 士 河 口 湖 のPickU

p

四季と富士山楽 し も う ！
富 士 河 口 湖 の

春

秋

夏

冬

PickU
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町内で宿泊するのなら、居酒屋・バーを覗いてみませんか。焼き鳥やおでん、
お刺身など、店主のこだわりが詰まった肴を、ビールや日本酒・焼酎など、

好みのお酒で堪能できます。カクテル・ワインを得意とするバーや、家庭的な雰
囲気が人気のお店、メニューの豊富さが自慢のお店も。シチュエーションに合わ
せて、楽しい夜のひとときを過ごしてください。

I f you stay in the town make sure to visit a Japanese style pub or bar. You 
can enjoy your favorite alcohol, such as beer, Japanese sake or shochu, 

with delicious appetizers such as yakitori, oden and sashimi. There are 
also bars that specialize in cocktails and wine, pubs with a distinct local 
atmosphere, and pubs that have an extensive selection of dishes. We hope 
you have a  night to remember.

●焼き置きは一切なし！
●炭火で丁寧に焼上げ
●女性や子供も楽しめる

●富士山の溶岩で焼肉‼
●地元ブランド牛有り
●居酒屋メニューも豊富

●大人の隠れ家的雰囲気
●カクテルが豊富
●美味しい料理

●個室がある
●地元の食材料理
●地元のお酒

●フードメニュー100種類
●飲物も豊富 カクテルあり
●大通り沿いで駅にも近い

●炒めものや揚げものな
ど、メニューが豊富

焼き鳥各種
100円～

厚切り牛タン
1,628円

トロトロ牛すじの
煮込み
650円

笑顔風
牛肉のたたき
840円

お刺身盛り合わせ
1,800円（税別）

刺盛
カリカリサラダ
やきとり盛

0555-73-2833 船津2076-2
17:30~23:00 日／Sun
35席  6台

070-2190-8929 船津3103
17:00~24:00 不定休／Not fixed
28席  3台

0555-72-2590 船津3978-1
18:30~25:00 火、第4水／Tue,4th Wed
30席  5台

0555-28-5213 船津2485-1
17:00~24:00 第2・第4水／2nd,4th Wed
36席  50台

0555-72-6340 船津3371
11:30~13:30,18:00~23:00 日／Sun
26席  20台

0555-83-2615 船津6819-1
17:30~24:00（L.O.22:00） 日／Sun（変更の場合あり）
50席  15台

●お酒の種類が豊富
●鳥もつや静岡おでんあり
●家庭料理風メニュー多数

●おいしい料理とお酒
●地元に愛され14年
●魚を食べに来る人が多い

富士宮焼きそば
400円～

魚料理
食べて飲んで
7,000円前後

0555-72-5259 船津1322-7
18:00~23:00（L.O.22:00） 木／Thu
-  12台

0555-72-2282 船津1848-1
18:00~22:30（L.O.） 月／Mon
30席  12台

居酒屋・
バー
Japanese pub,bar

赤井
Akai

登
と

利
り

蔵
く ら

TORIKURA

溶岩焼 居酒屋 金蔵
Lava grilled tavern kinzou

D
ダ イ ニ ン グ ＆ バ ー

ining&Bar C
ク ー リ ヤ

ooliya
Dining&Bar Cooliya

漁
Ryo

居酒屋 笑顔
EGAO

海鮮居酒屋「あぶり亭」
Aburi-tei

酔
す い

けん
SUIKEN地図map 4-A 地図map 4-A
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●静岡おでんがメイン
●レトロな雰囲気が人気
●一品料理も盛り沢山

●日本酒多数
●秋田の料理
●アットホーム

●モダンアジアンな雰囲気
●豊富な種類のカクテル
●和食メインの多国籍料理

おでん各種
100円～

肉巻きりたんぽ
500円

タイ風 生春巻き
950円

0555-72-0304 船津953-1
17:30~22:30（L.O.） 不定休／Not fixed
8席  -

0555-75-2534 小立8005-12
18:00~24:00 火、第3水／Tue,3rd Wed
22席  7台

0555-72-4181 船津2547-4
18:00~2:00  月／Mon
40席  20台

1  山彦……3-A……p2
2  割烹 七草……4-A……p2
3  ろばた料理 山麓園……4-A……p3
4  お好み焼き遊ゆう……4-A……p3
5  冨士天ぷら いだ天……4-A……p3
6  割烹 天野……4-A……p3
7  お好み焼きZOO……4-A……p3
8  彩食 美くり……3-A……p3
9  こだわり廻転寿司 
にぎりすし兵衛……4-A……p4

10  お食事処 五郎八……4-A……p4
11  和……3-A……p4
12  味処 まんぷく……3-A……p4
13  やまぼうし……3-A……p4
14  うなぎ丸八……3-A……p4
15  うなぎ 割烹 力……2-B……p5
16  道の駅かつやま……2-B……p5
17  Diningさくら……2-B……p5
18  御食事処 岬……2-A……p5
19  レストランニューあかいけ……1-C……p5
20  松風……1-A……p5
21  食事処 寿司善……4-A……p6
22  ショーズ スシバー＆ダイニング……4-A……p6
23  恵比寿 夜ノ森-河口湖-……4-A……p6
24  つじや……3-A……p7
25  SUNギャラリー……3-A……p7
26  天上山 河口湖荘……3-A……p8
27  食事処 湖波……3-A……p8
28  小池うどん……4-A……p8
29  ほうとう不動 南店……4-A……p8
30  はちまんうどん……4-A……p8
31  ほうとう不動 東恋路店……4-A……p8
32  吉田のうどん 蔵ノ介……4-A……p9
33  ほうとう不動 北本店……3-A……p9
34  ほうとう不動 駅前店……4-A……p9
35  SUNテラス……3-A……p9
36   ほうとう蔵 歩成 河口湖店……4-A……p9

37  印傳館 山澄園……3-A……p9
38  不動茶屋……3-A……p10
39  かぎかけ茶屋……2-A……p10
40  いろいろ料理 ことぶき……1-C……p10
41  本陣 つかさ……1-A……p10
42  湖仙荘……1-A……p10
43  本栖館……1-A……p10
44  彩花……4-A……p11
45  海鮮ほうとう専門店  
ほうとう研究所……3-A……p11

46  もみじ亭……3-A……p11
47  七輪焼 ホルモンヌ……4-A……p12
48  アラジン インド レストラン 

1号店……3-A……p12
49  鶏っこ……4-A……p13
50  つわ野……4-A……p13
51   焼肉レストラン韓陽苑……4-A……p13
52  観富亭……3-A……p13
53  アラジン インド レストラン 

2号店……3-A……p13
54  炭火焼肉 鉄庵……4-A……p13
55  焼肉 ひまわり亭……4-A……p14
56  YAMcafe……4-A……p14
57  網焼 HANA……3-A……p14
58  ハーブガーデン四季の香り……4-A……p15
59  38KAWAGUCHIKO……4-A……p15
60  ルッコラ……4-A……p16
61   レストラン ポワル……4-A……p16
62   La Luce……4-A……p16
63  TOYOSHIMA……4-A……p16
64  フランスの食堂 
キャフェ ドゥ ブローニュ……4-A……p16

65  地ビールとガーデニングのレストラン 
シルバンズ……4-B……p16

66  レストラン ロマラン……3-A……p17
67   メキシカン酒場 タコドール……4-A……p17
68   リロンデル……4-A……p17
69  Louga……4-A……p17
70  富士すばるランド ……4-B……p17
71  河口湖 音楽と森の美術館・
森のレストラン……3-A……p17

72  TRATTORIA IL BACCO bis……2-B……p18
73  Verde……4-A……p18
74  マルシゲ……3-A……p18
75  リチェッタ……2-B……p18
76  55STEAK……2-B……p18

77  ホテル＆レストラン　
イエスタデイ……2-B……p18

78  KITCHEN FUJIYAMA VIEW……2-B……p19
79  ディノダイナー……3-A……p19
80   プルミエ……3-A……p19
81   太陽テラス……4-A……p20
82  Lake Side Café Ku……3-A……p20
83   河口湖ハーブ館……3-A……p21
84  富士山パンケーキ……4-A……p21
85   ギャラリー＆カフェ クルール……4-A……p21
 86   久保田一竹美術館　

Museum Café……3-A……p21
87  久保田一竹美術館　
茶房 一竹庵……3-A……p21

88  きみまろ茶屋……3-A……p21
89  河口湖美術館

(カフェ河口湖ビュー )……3-A……p22
90  troisieme marche……3-A……p22
91  河口湖自然生活館

(富士山の見えるカフェ）……2-B……p22
92  OISHI PARK CAFE……2-B……p22
93  ハッピーデイズカフェ……3-A……p22
94  Bakery&Café ESOLA……2-B……p22
95  河口湖ミューズ館・
与勇輝館（どーるかふぇ）……3-A……p23

96  CISCO COFFEE……3-A……p23
97  ミルキーウェイ……3-A……p23
98  朝霧高原イーハトーブの森……1-B……p23
99  YAMATOYA CAFE……4-A……p23
100 パン・ダニエル……3-A……p23
101 さらのおうち……4-A……p24
102 FUJI CAFE CUP'S……4-A……p24
103 赤井……4-A……p26
104 漁……4-A……p26
105 登利蔵……4-A……p27
106 居酒屋 笑顔……4-A……p27
107 溶岩焼 居酒屋 金蔵……4-A……p27
108 海鮮居酒屋「あぶり亭」……4-A……p27
109 Dining&Bar Cooliya……3-A……p27
110  酔けん……4-A……p27
111  おでんや なべちゃん……4-A……p28
112  酒処 和ん……2-B……p28
113  レストランバー キャンバス……4-A……p28

おでんや なべちゃん
Oden Shop Nabechan

酒処 和ん
Sakedokoro WAN

レストランバー キャンバス
CANVAS

地図map 4-A

地図map 2-B

地図map 4-A

店舗さくいん
Shop index

本グルメガイドの全掲載店舗のさくいんです。
掲載順に店舗を並べ、店舗番号・店舗名・マップ番号・

掲載ページを表示しています
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１－B

１－A

１－C

２－A

２－B
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P

P
300

139

43本栖館

41 本陣つかさ

42 湖仙荘

20 松風

本栖簡易郵便局

県営本栖湖駐車場

本栖湖畔駐車場

本栖湖
100ｍ　

98 朝霧高原イーハトーブの森

富士ヶ嶺簡易郵便局

1ｋｍ　

P

358

139

40 いろいろ料理 ことぶき

19レストラン
ニューあかいけ

精進郵便局

精進湖県営駐車場

精進湖

500ｍ

P

P

139

道の駅かつやま
レストラン

農産物直売所 おおいし屋農産物直売所 おおいし屋

91 河口湖自然生活館（富士山の見えるカフェ）

78

92

KITCHEN FUJIYAMA VIEW

OISHI PARK CAFE

17 Diningさくら

75 リチェッタ

77ホテル＆レストラン
イエスタデイ

94Bakery&Café ESOLA

72TRATTORIA IL BACCO bis

76 55STEAK

112

16

うなぎ 割烹 力15

酒処 和ん

大石公園駐車場

奥河口湖さくらの里公園駐車場

大石郵便局

勝山郵便局

フォレストモール富士河口湖

西浜簡易郵便局

1ｋｍ

P

39 かぎかけ茶屋

18御食事処 岬

西湖いやしの里根場

西湖根場浜駐車場

西湖

500ｍ

※県営駐車場は無料で利用可能です。

店舗マップ  Maps

本栖地区

富士ヶ嶺地区

精進地区

西湖エリア

大石・長浜・勝山・
小立地区

1-A 1-C

2-A

2-B

1-B
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P

P

P

P

P

137

24 つじや

27 食事処 湖波

57 網焼 HANA

13 やまぼうし

ディノダイナー

14うなぎ丸八

48アラジン
インド レストラン 1 号店

109Dining&Bar Cooliya

100パン・ダニエル

83

79

河口湖ハーブ館
66レストラン ロマラン

37印傳館 山澄園

井出醸造店井出醸造店

富士河口湖町
観光連盟事務所

8 彩食 美くり

82 Lake Side Café Ku52観富亭

80プルミエ

93 ハッピーデイズカフェ

95 河口湖ミューズ館・与勇輝館（どーるかふぇ）

96 CISCO COFFEE
74 マルシゲ

97 ミルキーウェイ

11 和 88 きみまろ茶屋

33ほうとう不動 北本店

45 海鮮ほうとう専門店ほうとう研究所

25 SUNギャラリー

1 山彦

26 天上山 河口湖荘

53 アラジン インド レストラン 2号店

35 SUNテラス

Museum　Café
久保田一竹美術館

86
茶房 一竹庵 87

もみじ亭 46

不動茶屋38

troisieme marche 90

河口湖 音楽と森の美術館
・森のレストラン

71

河口湖美術館
（カフェ河口湖ビュー）

89

味処 まんぷく 12

河口湖

県営駐車場

大池公園駐車場

八木崎公園駐車場

町営大池駐車場
県営駐車場

山梨中央銀行
小立支店

小立簡易郵便局

河口郵便局

500ｍ

139

137

58 ハーブガーデン四季の香り

2 割烹 七草
漁

赤井

29ほうとう不動 南店

30 はちまんうどん

31 ほうとう不動 東恋路店

登利蔵

49 鶏っこ

YAMATOYA
CAFE

62 La Luce

おでんや なべちゃん

5冨士天ぷら いだ天

6割烹 天野

7お好み焼 ZOO

34

2210

ほうとう不動
駅前店

さらのおうち

ショーズ 
スシバー＆ダイニング

FUJI CAFE CUP’S

お食事処 五郎八 

50つわ野

47 七輪焼 ホルモンヌ

54 炭火焼肉 鉄庵

36 ほうとう蔵 歩成 河口湖店

21 食事処 寿司善

9 こだわり廻転寿司にぎりすし兵衛

64 フランスの食堂キャフェ ド ブローニュ

69 Louga

居酒屋 笑顔

5938KAWAGUCHIKO

23 恵比寿 夜ノ森 - 河口湖 -
28小池うどん

60ルッコラ

56 YAMcafe

73 Verde

111

103

104
105

106

113

101

102

110

107

108

酔けん

ろばた料理
山麓園3

吉田のうどん
蔵之介32

レストラン
ポワル

レストランバー
キャンバス

61

溶岩焼
居酒屋 金蔵

焼肉レストラン 韓陽苑 51

太陽テラス 81

TOYOSHIMA 63

海鮮居酒屋「あぶり亭」

お好み焼き
遊ゆう4

99

富士山パンケーキ 84

焼肉 ひまわり亭

リロンデル

メキシカン酒場
タコドール

55
彩花44

ギャラリー＆
カフェクルール

8568

67

1000ｍ 800ｍ 600ｍ 400ｍ 200ｍ
河口湖駅

河口湖郵便局

富士河口湖町役場

山梨赤十字病院

河口湖ショッピングセンター
BELL

富士吉田警察署
河口湖交番

山梨中央銀行
河口湖支店

富士急河口湖線

500ｍ
70 富士すばるランド

65

地ビールとガーデニングの
レストラン シルバンズ

富士すばるランド

100ｍ

富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン

※県営駐車場は無料で利用可能です。

河口湖畔エリア

船津・小立エリア

すばるランド

3-A

4-A

4-B



富士河口湖町を巡るあなたの強い味方「富士河口湖総合観光情報サイト」
（http://www.fujisan.ne.jp/）。イベント情報はもちろん、ビュースポットや宿
泊施設など、町内の観光情報が満載です。
"FUJIKAWAGUCHIKO TOURIST INFORMATION" is website that has 
many tourism information of this area. Just scan QRcode,find out now! 

日本語 English 简体中文 繁体中文 한국어

日本の湖水地方
富士河口湖町
富士山と湖と高原の町

富士河口湖総合観光情報サイト
FUJIKAWAGUCHIKO TOURIST INFORMATION
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TEL.0555-72-3168

● 観光案内
富士河口湖町観光連盟 .................TEL.28-5177
富士河口湖観光総合案内所 ..........TEL.72-6700
富士河口湖町観光課 .....................TEL.72-3168
● 公共交通
富士急行河口湖駅 ........................TEL.72-0017
富士急バス本社営業所（路線バス）
.....................................................TEL.72-6877
富士急コールセンター（高速バス）
..........................TEL.73-8181　0570-022956
● タクシー
イビシタクシー ........................ TEL.72-1077
富士急山梨ハイヤー .................TEL.72-1231

● 道路情報（日本道路交通情報センター）
全国・関東甲信越情報　
......................................TEL.050-3369-6600
東名高速情報 ..............TEL.050-3369-6763
中央・長野道情報 .......TEL.050-3369-6764
山梨情報 ......................TEL.050-3369-6619
● レンタカー
トヨタレンタリース..................TEL.72-1100
ニッポンレンタカー（エビスヤ）　
................................................... TEL.72-0165
● 病院
山梨赤十字病院 ........................ TEL.72-2222

Free

富士河口湖観光  便利電話帳（市外局番：0555）


