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休暇村富士

遠照寺ホステル入口

まかいの牧場

Field Dogs
Garden

ヴィーナスガーデン
ゴルフコース

富士花鳥園

ハートランド・朝霧

スカイ朝霧
パラグライダー＆カヌー

アサギリ高原
パラグライダースクール

田貫湖ふれあい自然塾

さの萬

バイエルン
マイスタービール

①

④

⑤

⑥ ⑦

⑩

⑨

⑧
休暇村富士③

※2019年6月現在の情報です。※営業時間や定休日は時期により異なる場合がございますので、各施設へお問い合わせください。
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朝霧ジャンボリー
オートキャンプ場

朝霧高原
ドライブインもちや

ペンギン村
オートキャンプ場 朝霧高原

オートキャンプ場

西富士オート
キャンプ場

天子の森
キャンプ場

田貫湖キャンプ場

猪之頭オート
キャンプ場

サイトはどこからも富士山が見え、
富士山と毛無山の壮大な自然と
景観を満喫できます。マウンテン
バイク、セグウェイのエコツアーも
実施中。新設した鹿肉処理場で朝
霧高原ジビエを提供予定。朝霧高
原放牧豚も継続販売しています。

0544-52-2112(8:30～17:00)電　話
住　所 富士宮市麓156
営業時期 通年 ※HPをご確認ください

売　店 有（浴場・レンタル店） 駐車場 500台以上(大型可)無料
利用料 デイキャンプ、宿泊キャンプ、宿泊施設各料金詳細はHPへ
U R L https://fumotoppara.net/

チェックイン 8:30～17:00 チェックアウト 14:00
営業時間 8:30～17:00（電話受付時間） ※HPご参照下さい

朝霧ジャンボリーオートキャンプ場
富士山をのぞむ日本有数の広
さを誇るフリーサイトです。富
士山の美しさと自然の中での
んびりできるキャンプ場です。

0544-52-2066(8:00～16:00)電　話
住　所 富士宮市猪之頭1162-3
営業時期 通年・年中無休

売　店 有（温水シャワー施設有）
駐車場 約200サイト(区画）無料
利用料 各オートキャンプ場により料金設定有 ※詳細はHPへ
U R L http://asagiri-camp.net/index.html

チェックイン 8:00～17:00 チェックアウト 8:00～12:00、16:00 ※サイト別
営業時間 8:00～16:00（電話受付時間） ※HPご参照下さい

猪の頭オートキャンプ場
皇室献上米を栽培したオー
ナーが育てる椎茸や落花生な
どの野菜が人気。露天風呂や温
水も出る炊事棟、温水洗浄便座
のトイレなど快適設備も整う。
（河原での水遊びや昆虫採集な
ど子どもが遊べる環境も魅力。）

0544-52-0885電　話 住　所 富士宮市猪之頭2350
営業時期 3/20頃～11/30(通常営業の場合)

※令和元年11月30日をもって営業は終了します。経営者変更予定。

売　店 有（ランドリー・シャワー・風呂有）
駐車場 無料（一台追加の場合プラス1,000円）
利用料 車1台テント1張5,000円、トレーラー、キャビンも有※詳細はHPへ
U R L http://inokashira.ac/

チェックイン 13:00 チェックアウト 12:00
営業時間 9:00～20:00(電話受付時間）

ペンギン村オートキャンプ場

090-7680-3286電　話
住　所 富士宮市猪之頭2351 営業時期 通年

売　店 有（薪、炭、消耗品、レンタル品 他） 駐車場 有

U R L http://pengin.grupo.jp/

チェックイン 13:00～ チェックアウト 11:00 営業時間 8:00～17:00

朝霧高原 ドライブインもちや
富士山の麓、標高750ｍの朝霧高原の
中にあります。昼は高原の空気を吸い、
夜は富士山に広がる満天の星空を楽し
めます。天然の芝生、木々に囲まれた
25,000坪の遊園地が遊び放題なので、
お子様にも大人気のキャンプ場です。敷地
内ならどこでもテント設営可能です。オー
トキャンプエリアもあります。そして、車
で５分の場所に温泉施設もあります。今
春は、グランピングもオープン予定です。

0544-52-0202電　話 住　所 富士宮市猪之頭1114-1
営業時期 ※通年 HPをご確認ください

売　店 有（レストラン･シャワー有） 駐車場 約320台（大型可）無料
利用料 宿泊3歳以上1,000円、小学生1,200円、大人1,500円ほか
U R L http://www.mochiya.co.jp/camp/

※お問い合わせください。
営業時間 宿泊キャンプ9:00～翌17:00 デイキャンプ9時～17時

朝霧高原オートキャンプ場
富士山麓、朝霧高原の林間にある『朝霧高原
オートキャンプ場』は、マイナスイオンが豊富
に発生し、夏でも涼しく快適に過ごせます。場
内の水は、富士山の天然水を引いており、身
体に良いバナジウム成分が含まれています。
晴れた日は管理棟前から、富士山を眺める
ことができます。おいしい空気をお腹いっぱ
いに吸って、自然を満喫していってください！

0544-52-0096(9:00～18:00）電　話
住　所 富士宮市猪之頭2071
営業時期 3/21～11/30（2019年の場合)

売　店 有（ランドリー・シャワー有)
駐車場 無料・ダンプステーション有
利用料 サイト・バンガロー・トレーラーハウスにより設定有 ※詳細はHPへ
U R L http://www13.plala.or.jp/asagirikougen/

チェックイン 13:00～11:00 チェックアウト 12:00 ※サイト別
営業時間 9:00～18:00（電話受付時間) ※予約開始は3/1より　

新富士オートキャンプ場
キャンプ場東側の杉林の一部
が伐採され富士山の眺望が
いっそう素晴らしくなりまし
た。富士山西麓の四季の自然
と露天風呂が楽しめる癒しの
キャンプサイトです。

0544-54-2838電　話
住　所 富士宮市北山鞍骨7430
営業時期 通年・不定休

売　店 有（シャワー、コインランドリー、ミニ図書館等）
駐車場 無料
利用料 オートキャンプサイト、フリーサイト、バンガロー

各種料金設定有 ※HPへ
U R L http://www3.tokai.or.jp/shinfuji/

チェックイン・アウト 通常 10:00～15：00  ハイシーズン13：00～12：00

PICA表富士グリーンキャンプ場
手付かずの富士山の自然が出
来る、富士山に最も近いキャ
ンプ場です。

0544-58-6881電　話
住　所 富士宮市粟倉2745
営業時期 4月初旬～11月末
営業時間 7：00～21：00（季節によって変動有）

売　店 有（無料シャワー施設有） 駐車場 有（無料）
利用料 コテージ、・テントなど各種設定有 ※HP参照
U R L https://www.pica-resort.jp/omotefuji/

チェックイン テント13:00～ コテージ14：00～
チェックアウト テント12:00     コテージ11：00

田貫湖キャンプ場
釣り、ボート遊び、サイクリング、
散策など自然を満喫！北側に
はデイキャンプサイトもあり
ます。

090-4234-8039電　話
住　所 富士宮市佐折634-1
営業時期 通年 ※HPをご確認ください

売　店 有 駐車場 無料（約200台）
利用料 1張 1泊2,500円 大型テント 1泊3,500円 人員 1人200円ほか 

※詳細はHPへ
U R L https://tanukiko.com/ （南側テントサイトは完全WEB予約制）

チェックイン 営業時間中 チェックアウト ～12:00 ※延長可
営業時間 8:00～17:00 ※冬季（12～2月）は16：00まで

表富士キャンプ場
富士山の麓白糸の滝近くで交
通のアクセスもよく、ファミ
リー、犬などのペット同伴も
可、グループ向きです。日帰り
バーベキュー場もあります。

0544-54-0277(民宿旅館 西の家）電　話
住　所 富士宮市上井出1253-1
営業時期 通年 ※HPをご確認ください

売　店 事務所で炭程度
駐車場 有（追加時は1台1,000円）
利用料 テントサイト、バンガローサイト各種料金設定有 

※HPへ
U R L http://www.nisinoya.co.jp

チェックイン 12:00 チェックアウト 11:00 

西富士オートキャンプ場
富士山のミネラルウォーター
ランド、夏休み「子ども天国」
かぶと山オープン。メロンパン
とうどん作り毎日実施。

0544-54-1947電　話
住　所 富士宮市内野1687
営業時期 2019年度は3月第3土曜日～11/30
営業時間 8:00～20:00

売　店 有（燃料、飲料、氷）
駐車場 5台、車乗り入れ可
利用料 オートキャンプ、ログバンガロー各種設定料金有 ※詳細はHPへ
U R L http://www.nishifuji.com/

チェックイン 13:00～ チェックアウト 12:00

天子の森キャンプ場
自然豊かなキャンプ場に
は、場内を流れる清流沿
いキャンプサイト、森設サ
イト、広場サイトの3タイ
プのキャンプが楽しめま
す。川遊び、マス釣り・つか
み取りが人気です。

0544-54-1543電　話
住　所 富士宮市佐折631

売　店 有（レンタサイクル・シャワー有）
利用料 テントサイト、オートバイサイト等各種料金設定有

※詳細はHPへ
U R L http://tenshinomori.net/

チェックイン 13:00～ チェックアウト 11:00 
営業時期 2019年度は3/20～営業開始

チェックイン/チェックアウト

東海自然歩道と清流にはさまれ
た、とても自然溢れる静かなキャン
プ場。キャンプ場内からの富士山は
絶景です。夜は満天の星をお楽し
みください。夏にはクワガタ、カブ
ト、ホタル、沢ガニ等が迎えてくれま
す。近隣でＭＴＢ、ハイキング、バー
ドウォッチング、水遊び、釣り、観光
など遊びも盛り沢山に楽しめます。

利用料 サイト・常設テント、キャビン、ログキャビン別設定有 ※詳細はHPへ

表富士
キャンプ場


