
オススメ商品
300円～500円／1束薪（まき）

⑫ あさぎり
　 フードパーク

0544-29-5101電　話
住　所 富士宮市根原449-11

定休日 12月～2月 毎週木曜日

定休日 なし

営業時間 （3月～11月）9：00～17：00
（12月～2月）9：30～16：30

特産品の工場見学などが
楽しめる食のテーマパーク

辛口げんこつ
オススメ商品

720ml／1,188円（税込）

※通年販売しています

0544-52-2230電　話
住　所 富士宮市根原492-14
営業時間 8：00～17：00

富士山麓「朝霧高原」にある
憩いの場

肉類、野菜
オススメ食材

定休日 水曜、第3木曜

0544-26-3352電　話
住　所 富士宮市宮町14-19
営業時間 10：00～18：30

肉匠さの萬が厳選した
こだわりのお肉

ドライエイジング
ビーフ

オススメ食材

1,200円／100g

ハートランドチーズ
手作りプリン
日本一ソフト

オススメ食材
1,100円／250g

定休日 不定休

0544-52-0055電　話
住　所 富士宮市根原字宝山498
営業時間 10：00～16：00

富士箱根伊豆国立公園内に
唯一位置するワイナリー

シゼン・
スパークリング甲州

オススメ商品

750ml／5,000円(税別)

「あさぎりフードパーク」には、富士山の恵
みをたっぷり受けた地元の食の工房（牛乳
工房・お茶工房・お菓子工房・芋工房・日
本酒蔵・レストラン）が集まっています。
BBQに美味しいお酒やスイーツはいかが
でしょうか？

地元で採れた新鮮野菜や肉類、乳製品を
販売しております。ぜひご利用下さい。

営業日 毎週木曜日と日曜日の週二日開催

⑪ 猪之頭 
　 わいわい市

090-9171-3354（事務局・植松）電　話
住　所 富士宮市猪之頭170-1

（猪之頭小学校バス停前 倉庫）
営業時間 9：00～12：00まで

地元で生産された
農産物や加工品を販売

地元野菜、
食料加工品、工芸品ほか

オススメ食材

地域のにぎわいを創出したいとの思いか
ら発足しました。地元野菜や食料加工品
（つけもの等）を中心に「輪」と「和」をもっ
て「わいわい」にぎやかに営業することを
モットーとし
ております。

お肉屋さんの富士山バーベキューセット！
肉、野菜、魚介類、タレ、BBQ器具、燃料、
トング、氷など全て揃います！！ドライエイ
ジングビーフ、日本のパイオニアです！

360度のパノラマ
は絶景です!!世界
基準で造るShizen
ワインシリーズをご
賞味ください。キャ
ンプで気軽に飲め
るフランスからのワ
インも乾杯！

金時落花生を
ピクルスとして商品化

オススメ食材

350円／1個

昔から猪之頭で生産している金時落花生
をピクルスとして商品化しました。おつま
みやサラダに最適です。

金時落花生

富士山麓
猪之頭ピクルス

定休日 なし

0544-54-3690電　話
住　所 富士宮市上井出3690
営業時間 9：00～17：00（延長あり）

富士山に近いミルクの王国
ミルクランドの「薪」は、上質でしかもボ
リュームがあり、火着きの良いものから堅木
で長く燃えるもの等、取り揃えております。
また、農産品
直売所での
新鮮野菜が
人気です！

バター作り
体験できること

300円／1個ワイナリーツアー
体験できること

無 料

0544-52-1031電　話
住　所 富士宮市根原282-1

定休日 なし
営業時間 9：00～

富士山を一望しながらの
体験フライト

パラグライダー体験
体験できること

6,500円～14,000円（税込）

0544-54-5200電　話
住　所 富士宮市佐折634

定休日 なし
営業時間 （売店）11：00～14：00

田貫湖畔に佇む温泉リゾート

レンタル自転車
体験できること

１時間 / 500円（税別） 10：00～14：00
大人用：26インチ　小人用：22インチ

0544-58-3830電　話
住　所 富士宮市山宮3670

定休日 水曜日（祝日の場合は翌日）

営業時間 9：00～17：00
（入館受付16：30まで）

世界中の不思議な
鉱物・化石と出会える博物館

宝石探し体験
期間限定
体験できること

500円（税込）／30分間 
※土・日・祝、夏季オープン 詳細はHPをご確認下さい

0544-52-2066電　話
住　所 富士宮市猪之頭1162-3

定休日 なし

営業時間 （平    日）8：30～17：00 
（土日祝）8：00～17：00

全18ホールのショートコース

キャンプDEゴルフ
（本格ショートコース18H回り放題）

体験できること

※未経験者の方は経験者の同伴プレーが必要です。
※朝霧ジャンボリーオートキャンプ場利用者のみ

※5歳以上から中学生までのお子様は無料です。
　但し保護者の同伴プレーが必要になります。

1日プラン

13時～プラン

平　日

2,100円

1,050円

土日祝

3,150円

ファミリーパックプラン
13時～

平　日

1,500円

土日祝

2,800円

2,100円

15時～プラン ― 1,500円

0544-29-5211電　話
住　所 富士宮市猪之頭字人穴道1816-9

定休日 火曜日

営業時間 （平    日）10：00～16：30 
（土日祝）  9：00～18：30

3,000坪の広さが自慢のＤＯＧＲＵＮ

いでぼく
ソフトクリーム

オススメ商品

380円（税別）

0544-52-0880電　話
住　所 富士宮市根原480-1

定休日 なし

営業時間 [夏] 4月1日～11月30日まで  
9：00～17：00  入園受付締切16：30
[冬] 12月1日～3月31日まで  
9：00～16：00  入園受付締切15：30

バードショー
ふくろうやタカを飛ばす
バードショーを毎日開催！
入園料（当園ホームページをご参照ください）

【1名様料金・税込】

【大人2名子供2名様の料金・税込】

暑い日も、寒い日も
空調ハウスで快適♪

0544-54-5410電　話
住　所 富士宮市佐折633-14

定休日 4～10月は月曜、11～3月は月・火曜
（祝日の場合は翌日）
※9月、1月、2月には臨時休館日あり

営業時間 9：30～16：30 090-1825-8989電　話
住　所 富士宮市根原228

定休日 なし営業時間 7：00～12：00

館内洞くつ探検、
生き物探しラリー、昔あそび各種
無 料

無料で遊べる環境省の
自然学校第1号

体験できること

体験できること
牧場体験
牛の乳搾り、バター作り、えさやり

1,000円～

体験できること

曲がる石や絵を浮かび上げる石など、世
界中の不思議な石を展示しています。館内
の解説コーナーでは解説を聞きながら、石
を触ることもできます。併設の宝石探し体
験施設で
は、宝石が
探せます。

富士山麓の豊かな緑に囲まれた田貫湖を
自転車でぐるっと一周（約４キロ）できるサ
イクリングコースがあります。湖畔の四季
折々の風景の中、爽快にサイクリングをお
楽しみください。

静岡県下最大級のワンちゃん向け施設で
す。雄大な富士山を眺めながら愛犬と一
日中のんびりできます。ドッグラン2つに加
え貸切ランが3つあるので、オフ会やス
クール、イベント
での団体利用も
可能です。ドッグ
カフェや手ぶら
で出来るBBQ
（1,500円～/税
別）、宿泊施設、
セレクトショップ
もあります。

キャンプの合間に上空から朝霧高原の景
色を楽しんでみませんか？所要時間1～5
時間。予約
状況はお電
話等でご確
認ください。
所 要 時 間
は、各コース
により異な
ります。

年中無休なので、キャンプに来て雨が降っ
た時などに、ぜひ遊びに来てください。一
年中満開のお花の温室を見たり、ペンギン
やフラミンゴにえさをあげたり。他ではな
かなかで
きない体
験をしま
せんか？

入場無料の環境省の自然ふれあい施設で
す。雨でも遊べる広い館内では、溶岩洞く
つ探検や昔遊び、野生生物のおもしろ展
示、いつでもできるクラフト各種、なぞとき
探偵事務所
などをご用
意。お待ちし
ています！！

⑰ 富士
　 ミルクランド⑯ 猪之頭 

　 振興協議会⑮ 富士山
　 ワイナリー⑬ 「道の駅」

　 朝霧高原

⑦ 富士花鳥園

⑭ さの萬

⑧ 田貫湖 
　 ふれあい自然塾

⑤ ヴィーナスガーデン
　 ゴルフコース

体
験

体
験 ⑥ アサギリ高原

　 パラグライダースクール③ 休暇村 富士

0544-52-0304電　話
住　所 富士宮市麓499

定休日 なし
営業時間 9:00～17:00

気軽に空中散歩ができます。
本栖湖でカヌー体験！

パラグライダー
体験できること

10,000円（税込） タンデムコース（３歳～70歳）

カヌー 5,800円（税込） 350円

350円

パラグライダーでインストラクターと一緒
に３００ｍの崖から富士山に向って飛ぶこ
とができます。カヌーは、本栖湖でゆったり
と自然を満喫できます。

体
験

② 奇石博物館

0544-54-0342電　話
住　所 富士宮市内野1327-1

定休日 12/1から3/20までは毎週水曜日

営業時間 9：30～17：30
（11/21～3/20は、9：30～16：30）

自然と動物とふれあえる
体験型の牧場

引馬、ものづくり体験
体験できること

500円～1,500円（税込）

※時期により不定休有り。
　ホームページの営業カレンダーをご確認ください

観光牧場として、動物とのふれあい、各種
体験教室、グランピング、遊具広場など一
日中ゆっくりできます。独自製法のソフトク
リームやチーズケーキは各種の賞も受賞
しています！

引馬、陶芸、ジェルキャンドル、
ソーセージづくり、アイスクリームづくり

体
験① まかいの牧場 体

験
体
験

体
験

秘密基地、隠れ家、噂の監督がいる、
とってもアットホームなキャンプ場。
「なんか～田舎の爺ちゃんちに来たみたい」
と言われるほど。晴れれば雄大な富士山がド
ド～ンと広がり富士山に向かって「ヤッホー」
が響き、夜は満天
の星に超人気の
チーズを焼きなが
ら一杯！いくつ食
べても旨いソフト。
あ～楽しい。

体
食

体
験

食
材

食
材

⑱ バイエルン
　 マイスタービール

0544-54-3311電　話
住　所 富士宮上井出1254-1

定休日 毎週水曜日
営業時間 10：00～17：30

日本初！ドイツ人ビールマイスターの
ビール醸造所が誕生しました。

ドイツビール
オススメ商品

330ml／430円～

ドイツ大使館ご用達の国内唯一の地ビール
メーカーです。日本一の富士山水に魅せられ
てとドイツ直輸入の厳選材料、ビールの本場
ミュンヘンの熟練技で丁寧に時間をかけて
造ったこだわりのビールです。今までドイツ
に行かなければ味わえなかったドイツ生
ビールを、富
士山の麓より
お届けしま
す。ぜひ最高
級のビールを
お楽しみくだ
さい！

食
材

体
験

食
材

食
材

食
材

食
材

食
材

⑩ ハートランド・ 
　 朝霧⑨ スカイ朝霧 

　 パラグライダー＆カヌー

④ Field Dogs
　 Garden

販 売 場 所

販 売 時 期
9月～11月頃

・ふもとっぱら
・朝霧高原オートキャンプ場
・まかいの牧場

朝霧高原のキャンプ場
、

アクティビティ、
食材の情報が集合！！ 朝 霧 高 原


