◆旅行代理店
ご優待先
東京中央支店
京王新宿駅営業所
八王子支店
京 京王八王子駅営業所
王
観
光
調布駅営業所
立川支店
アトレ吉祥寺営業所

JTB 甲府支店
タビックスジャパン

山梨支店
富士吉田支店

東武観光甲府㈱

東武トップツアーズ甲府支店

日本旅行甲府支店

甲府支店
富 富士吉田都留支店
士
急
トラベルスクエア
ト
ラ
ベ 大月上野原支店
ル
新都心支店

山梨交通㈱トラベル事業部

㈱ YBS T&L
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住所・電話番号

ご優待内容

新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 2F

03-5312-6540

新宿区西新宿 1-1-4

03-3342-7731

八王子市東町 2-12 京王八王子東町ビル 4F

042-631-4721

八王子市明神町 3-27-1

042-644-0276

調布市小島町 2-48-26
調布サウスゲートビル 1F

パッケージ旅行「キングツアー」
国内 5％割引
海外 3％割引
（ただし、一部商品は除きます。）

042-481-1616

立川市錦町 2-4-2 CB 立川ビル 5F

042-525-3991

武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24
アトレ吉祥寺 2F

0422-22-1041

甲府市丸の内 1-1-8 2F

055-224-4770

甲斐市西八幡 1864-1

055-279-1211

富士吉田市下吉田 2-30-13

0555-24-3411

甲府市朝気 3-17-20

055-222-1600

甲府市丸の内 1-17-10
東武穴水ビル 7F

055-222-0381

甲府市丸の内 2-29-4
明治安田生命甲府ビル 1F

055-235-5252

海外旅行ルック 3％割引（100 円未満切り捨て）
国内旅行エース（交通付）3％割引（100 円未満切り捨て）
（ただし、エースのうち宿泊のみの商品は除きます。
）
当社主催旅行
国内旅行 3％割引
海外旅行 2％割引
（ただし、一部商品は除きます。また、他の割引と
の併用はできません。）
「プラスワンツアー」・国内パッケージ商品・
海外パッケージ商品 5％割引
大手旅行会社の旅行ギフト券の券面金額での使用可
1. 海外ツアー「東武トップツアーズ Feel」5％割引
2. 国内ツアー「東武トップツアーズ Feel」5％割引
（ただし、一部商品を除きます。）
海外旅行「マッハ」5％割引
海外旅行「ベスト」3％割引
国内旅行「赤い風船」5％割引
（旅行代金の支払方法：現金）

甲府市丸の内 2-35-4 富士急春日ビル

055-228-1000

富士吉田市上吉田 2-5-1 Q-STA2 階

1.「富士急グリーンツアー（国内・海外）」及び
「富士急ジョイフルツアー（国内・海外）」の旅行
富士吉田市上吉田 2-5-1 Q-STA2 階 代金 5％割引
（ただし、一部商品は除きます。）
0555-23-7771
2. 他社主催パッケージツアー（国内・海外）の旅行
大月市大月 1-3-17
代金 3％割引
0554-22-1135
（ただし、一部商品は除きます。）
渋谷区初台 1-55-7
富士急行㈱東京本社ビル 3 階

0555-22-5551

03-5302-0200

1. 山交トラベルツアー 5％割引
甲府市飯田 3-2-34（山梨交通内） （ただし、一部商品は除きます。）
2. 他社主催パッケージツアー 3％割引
055-222-1300
（ただし、一部商品は除きます。）
甲府市北口 2-6-10

055-231-3366

YBS 主催ツアー国内旅行・海外旅行 3％割引
（ただし、一部商品は除きます。）

◆ホテル・旅館・温泉・保養センター
ご優待先
ホテル弘法湯
甲府 記念日ホテル
ホテル内藤 甲府昭和
センティアホテル内藤
常磐ホテル
ふじ温泉
湯村ホテル B&B
ホテル神の湯温泉
宏池荘
雲峰荘
岩下温泉旅館
㈲正徳寺温泉 初花
山梨市 花かげの湯
山梨市 鼓川温泉
フルーツパーク富士屋ホテル
山県館
温泉旅館糸柳
華やぎの章 甲斐路
旅館きこり
旅館㐂仙
ホテル君佳
くつろぎの邸 くにたち

スパランドホテル内藤

住所・電話番号
甲府市湯村 3-16-16

055-252-5105

甲府市湯村 3-2-30

055-253-8111

ご優待内容
宿泊料金の 10％割引
（8/13 ～ 16、12/31 ～ 1/5 は除きます。）
基本宿泊料金の 10％割引

甲府市国母 7-12-3

055-226-7001

甲府市相生 2-3-16

規定料金の 5％割引

055-233-3011

甲府市湯村 2-5-21

055-254-3111

甲府市住吉 4-13-1

055-235-4255

甲府市湯村 3-3-11

055-254-1111
甲斐市龍地 17

0551-28-5000
甲州市塩山上於曽 1959

0553-33-2033

甲州市塩山上萩原 2715-23

0553-32-0505

宿泊料金の 10％割引
休憩料 100 円引
日帰り入浴料金 1,200 円→ 700 円（税別）
宿泊料金の 5％割引、日帰り温泉・日帰り貸切露天
風呂も 10％割引
（ただし、
公式 HP または直接の予約のみとなります。
）
宿泊料金の 5％割引
男性酒 1 本、女性ジュース 1 本サービス
宿泊料金の 5％割引

山梨市上岩下 1053

宿泊料金の 10％割引
利用基本料金の 10％割引 DC カード可

山梨市正徳寺 1093-1

ご優待券ご持参の飲食された方のみ、コーヒー
またはジュース 1 本サービス

0553-22-2050
0553-22-6377

山梨市牧丘町窪平 453-1

0553-35-4126

山梨市牧丘町牧平 262

0553-35-4611

山梨市江曽原 1388

0553-22-8811

山梨市三富川浦 1140

0553-39-2111

笛吹市石和町駅前 13-8

055-262-3141

規定料金の 10％割引
規定料金の 10％割引
基本宿泊料の 10％割引
基本宿泊料金の 10％割引（割引・特別プラン及び
特別期間は除きます。）
宿泊時規定料金の 10％割引（特別プラン及び特別
期間は除きます。）
（ただし、予約時に優待券利用を申し出てください。
）

笛吹市石和町川中島 1607-40

規定料金の 10％割引
（ただし、直接の申込みのみとなります。）

笛吹市石和町川中島 325-1

宿泊料金の 10％割引
（ただし、直接の予約のみとなります。）

055-262-7373
055-262-3794

笛吹市石和町川中島 482

宿泊料金の 10％割引（ただし、直接の予約のみと
なります。予約時に優待券利用を申し出てください。
）

笛吹市石和町川中島 1607-28

夕食時、グラスワインまたはソフトドリンク 1 杯
サービス（他のサービスとの併用は致しかねます。
）

055-262-2404
055-262-3757

笛吹市石和町川中島 410

055-263-2311

笛吹市石和町四日市場 1690

055-262-7001

グラスワインまたはソフトドリンク 1 杯サービス
スパランド入館料割引 2,000 円→ 1,500 円
宿泊 通常料金より 500 円引き
※期間中、料金が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
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◆ホテル・旅館・温泉・保養センター
ご優待先
ホテル石庭
ホテル石風
ホテル八田
華やぎの章 慶山
ホテル古柏園
みなもと旅館
和風旅館峯
深雪温泉
民芸風旅館大棟苑

銘石の宿かげつ

下部ホテル
全館源泉掛け流しの宿
西山温泉 慶雲館
橋本屋旅館
元湯蓬莱館

ホテル守田

津金楼
スパティオ小淵沢

清泉寮

エバーグリーン富士

鉱泉閣
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住所・電話番号
笛吹市石和町窪中島 587

055-262-4155

笛吹市石和町八田 195

055-262-2151

笛吹市石和町川中島 1607

055-262-3101

笛吹市石和町市部 822

055-262-2161

笛吹市石和町市部 822

055-262-5890

笛吹市石和町八田 26-3

055-262-5576

笛吹市石和町川中島 495-2

055-262-2677

笛吹市石和町市部 822

055-262-4126

笛吹市春日居町小松 855-123

0553-26-3235

笛吹市石和町川中島 385

055-262-4526

ご優待内容
宿泊所定料金の 10％割引
宿泊料金の 10％割引
（ただし、直接の予約のみとなります。）
グラスワインまたはソフトドリンク 1 杯サービス
宿泊料金の 10％割引
（ただし、電話での直接の予約のみとなります。
）
グラスワインまたはソフトドリンク 1 杯サービス
宿泊料金の 10％割引（8/14、15、21、1/1 ～ 3
は除きます。）
（ただし、直接の予約のみとなります。）
宿泊料金の 10％割引
宿泊時規定料金から 1,000 円引き
宿泊料金の 10％割引
（ただし、直接の予約のみとなります。）
規定料金の 10％割引（8/11 〜 8/15、12/28 ～
1/6 は除きます。）
（ただし、予約時に優待券利用の旨を申し出て
ください。）

南巨摩郡身延町上之平 1900

宿泊料金の 10％割引（ゴールデンウィーク、8/11
～ 8/15、12/29 〜 1/3 は除きます。）

南巨摩郡早川町湯島白沢 83

宿泊料金の 10％割引（8/11 ～ 16、12/29 ～ 1/5
は除きます。）

南巨摩郡身延町下部 964

宿泊料金の 10％割引（8/13 ～ 16、12/31 ～ 1/5
は除きます。）

0556-36-0311
0556-48-2111
0556-36-0006

南巨摩郡早川町湯島 73

0556-48-2211

南巨摩郡身延町下部 990

0556-36-0111

北杜市須玉町小尾 6699

0551-45-0711

北杜市小淵沢町 2968-1

0551-36-6111

北杜市高根町清里 3545

0551-48-2111

富士吉田市上吉田 4658-1

0555-24-5131

富士吉田市大明見 3353

0555-23-5005

宿泊料金の 10％割引
宿泊料金の 10％割引（8/13 ～ 16、12/31 ～
1/3 は除きます。）
（ただし、予約時に優待券利用の旨を申し出て
ください。）
規定料金の 5％割引
（ただし、優待券利用の旨を申し出てください。
）
宿泊料金の 5％割引（ゴールデンウィーク、8/1 ～
8/16、12/31 ～ 1/3 は除きます。）
宿泊お部屋料金から 10％割引（4/27 ～ 5/5、7/13
～ 8/31、9/7・14・15・21・22・29、10/18 〜
20、12/21 ～ 23、12/28 ～ 1/5 は除きます。
）
（ただし、直接の予約に限ります。）
平 日 12,000 円→ 9,000 円（税別）
休前日 14,000 円→ 10,000 円（税別）
（4/28 ～ 5/5、8/11 ～ 16、12/30 〜 1/4 は
除きます。クレジットカード可）
1 泊 2 食付 10％割引

7,800 円→ 7,020 円

◆ホテル・旅館・温泉・保養センター
ご優待先

住所・電話番号

ご優待内容
大人

ふじやま温泉

ハイランドリゾート
ホテル＆スパ
石和健康ランド
信州健康ランド
駿河健康ランド
南熱海網代山温泉
竹林庵 みずの
ホテルマウント富士
山岸旅館
富士レークホテル
いずみの湯
風のテラス KUKUNA
富ノ湖ホテル
じらごんの富士の館
じらごんの森の館

富士眺望の湯ゆらり

富士緑の休暇村

忍野高原ホテル
法能温泉
出雲ひのみさきの宿ふじ

富士吉田市新西原 4-17-1

0555-22-1126

富士吉田市新西原 5-6-1

0555-22-1000

笛吹市石和町松本 868

055-263-7111

長野県塩尻市広丘吉田 366-1

0263-57-8111

静岡県静岡市清水区興津東町 1234

054-369-6111

静岡県熱海市網代 627-363

0120-384-114

南都留郡山中湖村山中 1360-83

0555-62-2111

南都留郡富士河口湖町船津 4030-1

0555-72-2218

南都留郡富士河口湖町船津 1

0555-72-2209

南都留郡富士河口湖町西湖 987

0555-82-2641

南都留郡富士河口湖町浅川 70

0555-83-3333

南都留郡富士河口湖町浅川 55

0555-72-5080

南都留郡鳴沢村 8532-274

0555-85-3818

南都留郡鳴沢村 8532-88

0555-85-3838

南都留郡鳴沢村 8532-5

0555-85-3126

南都留郡鳴沢村 8532-5

0555-85-2236

南都留郡忍野村忍草 3102

0555-84-3308
都留市法能 635

0554-43-2094
島根県出雲市大社町日御碕 588-1

0853-54-5522

平 日 1,500 円→ 1,400 円
土休日 1,800 円→ 1,700 円
小人 平 日
750 円→ 700 円
土休日
900 円→ 850 円
（クレジットカード可）
宿泊基本室料の 15％～ 20％割引（クレジットカード可）
入館料割引

2,050 円→ 1,510 円

入館料割引

2,050 円→ 1,510 円

入館料割引

2,050 円→ 1,510 円

宿泊料金の 10％割引（会員及び同行者全員）
宿泊基本室料の 15％～ 20％割引
（クレジットカード可）
宿泊・宴会とも基本料金の 10％割引
基本料金の 10％割引
（ただし、特別プラン、特定期間は除きます。
）
入浴料金 900 円を平日・土曜 600 円、
日曜・祝日 650 円、特定期間 700 円に割引
基本料金の 10％引
宿泊料金の 5％割引
宿泊料金の 5％割引
宿泊料金の 10％割引
大人
小人

平日
1,300 円→ 1,100 円
土日祝祭日 1,500 円→ 1,300 円
平日
650 円
土日祝祭日 700 円

宿泊料金（1 泊 2 食付、税別）
平日
9,000 円→ 7,000 円（温泉ゆらり 1 日分付）
休前日 10,000 円→ 8,000 円（温泉ゆらり 1 日分付）
（7/15 ～ 8/31、12/30 ～ 1/5 は除きます。
）
規定料金の 10％割引
宿泊（1 泊につき）500 円引
入浴 日帰り 150 円引、半日 50 円引
宿泊、宴会とも 10％割引
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◆医療施設
ご優待先

住所・電話番号
南アルプス市上今諏訪 1750

宮川病院

055-282-1107

石和温泉病院
クアハウス石和

笛吹市石和町八田 330-5

055-263-7071

ご優待内容
人間ドック（日帰りコース、1 泊コース）10％割引
1. 人間ドック受診料割引
宿 泊 62,000 円→ 58,000 円（消費税別途）
日帰り 42,000 円→ 39,000 円（消費税別途）
2. 人間ドックご利用の方は、受診後 1 年間、1 回
400 円でクアハウスをご利用できます。

◆その他
ご優待先
ヘルシーレストラン
パセリ
双葉サービスエリア下り
レストラン山交
ダイトースターレーン
双葉
一休庵
葡萄工房ワイングラス館
レストラン シャンモリ
浅間園
甲斐いちのみや金桜園
㈱見晴し園
陶・菱工房
ウインドヒルゴルフ練習場

甲府市後屋町 429

055-288-1433

甲斐市龍地 2630

0551-28-4035

甲斐市下今井 3681-1

0551-28-3300

甲州市塩山小屋敷 2289

0553-32-1919

甲州市勝沼町休息 1709

0553-20-4681

甲州市勝沼町下岩崎 1453

0553-44-5556

笛吹市一宮町東新居 600

0553-47-1240

笛吹市一宮町塩田大久保 1506

0553-47-1745

ご優待内容
飲食料金の 20% 割引
（他のクーポンとの併用はいたしかねます。）
週末朝食バイキング 7 時～ 10 時まで
シニア料金 1,000 円→ 900 円に割引
※一般道よりご利用可能です。
2 ゲームとレンタルシューズ、または 3 ゲーム
（シューズ別）で 1,050 円
（ご予約・団体等はご利用できません。）
（お正月営業・特別営業はご利用できません。
）
精進料理のみ規定料金の 10％割引
ワイン、作家の作品以外の商品を 10％割引
グラスワインまたはソフトドリンクをワンドリンク
サービス
桃狩り、ぶどう狩り入園料 100 円引
桃、ぶどう狩り入園料、お買物 10％割引

笛吹市一宮町土塚 240

桃・ぶどう・りんご・いちご狩り入園料 100 円引
ちょっぴりプレゼント付き

笛吹市境川町小黒坂 673

1 日陶芸体験コース（2 時間・粘土 1kg 付）
3,000 円→ 2,700 円（300 円割引）予約制

0553-47-2111
055-266-2905

笛吹市八代町竹居 151

055-265-1122

笛吹市御坂町下黒駒 3193

甲府国際
カントリークラブ

055-264-2711

カントリークラブ
グリーンバレイ

0551-22-0139

笹一酒造㈱酒遊館
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住所・電話番号

平日打ち放題料金 200 円引
（シニア・レディース・その他割引との併用不可）
土曜日・日曜日・祝日 通常料金よりお一人様に
つき 1,000 円割引
平日（セルフデー・スペシャルサンクスデー・
シニアレディースデー除く） 通常料金よりお一人
様につき 500 円割引

韮崎市穂坂町上今井 1849

白樺コース・すずらんコース
共に土曜日・日曜日・祝日 通常料金より 500 円引

大月市笹子町吉久保 26

酒類 5％割引（一部限定品は除く）
※清酒・ワイン・リキュール（焼酎）など

0554-25-2008

◆その他
ご優待先
清里ゴルフコース

清里丘の公園レジャーハウス
アクアリゾート清里
清里温泉 天女の湯
まきばレストラン
ふじやまビール

富士急ハイランド

富士すばるランド

地ビールレストラン
シルバンズ
河口湖オルゴールの森
富士桜カントリー倶楽部
富士レイクサイド
カントリー倶楽部
ふじてんスノーリゾート
道の駅 富士川
日本料理 深大寺 水神苑

住所・電話番号
北杜市高根町清里 3545-5

0551-48-3456

北杜市高根町清里 3545-5

0551-48-3411

ご優待内容
全日 1,000 円引
（ラウンドのみ適用。12 月から 3 月は除きます。）
（友の会料金からの割引はできません。）
パターコース利用料金割引
富士山コース 大人 1,290 円→ 1,160 円
小人 640 円→ 580 円

北杜市高根町清里 3545-5

温泉、温水プール利用料金 1,550 円を 1,240 円に
割引（ただし、夏期は 10％割引となります。
）

北杜市高根町清里 3545-5

温泉利用料金 780 円を 620 円に割引
（ただし、
夏期は 670 円、
2 時間の時間制限となります。
）

0551-48-5551
0551-48-5551

北杜市大泉町西井出石堂 8240-1

0551-38-4600

富士吉田市新屋 1936

0555-24-4800

富士吉田市新西原 5-6-1

0555-23-2111

ミニソフトクリームプレゼント
飲食料金の 5％割引（全日、お会計前の呈示）
フリーパス
大人
5,600 円
中高生
5,100 円
小人
4,200 円
幼児・シニア 1,900 円
（クレジットカード可）
※期間中、料金が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

入園料
4 月～ 11 月
南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾
大人（中学生以上）1,500 円→ 1,400 円
6663-1
小人（4 歳以上）
900 円→ 800 円
12 月～ 3 月
0555-72-2239
大人（中学生以上）1,200 円→ 1,100 円
小人（4 歳以上）
600 円→ 500 円
南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾
6663-1
飲食料金の 10％割引

0555-83-2236

南都留郡富士河口湖町河口 3077-20

入館料 300 円引
（通常 1,500 円→ 1,200 円）

南都留郡富士河口湖町小立 7187-4

全日 ワンドリンクサービス
（他のサービスとの併用は致しかねます。）

南都留郡鳴沢村字富士山 8545-6

全日 ワンドリンクサービス
（他のサービスとの併用は致しかねます。）

0555-20-4111

0555-73-2211
0555-86-3111

南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1

0555-85-2000

南巨摩郡富士川町青柳町 1655-3

0556-48-8700

東京都調布市深大寺元町 5-10-3

042-486-0811

1 日券、スーパー午後券、ナイター券
通常料金より 500 円引
売店商品 100 円引
料理料金の 10％割引

ご注意ください！
※ご優待サービスのご利用は、万年青会会員ご本人さまのみに限らせていただきます。
会員さま以外のご同行の方には適用されませんのでご注意ください。
（例）会員さま 1 名に会員以外の 2 名が同行→会員さま 1 名にサービス適用
※ご予約時に、山梨中銀万年青会のご優待サービスを利用する旨をご優待先へ必ずお伝えください。
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