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南アルプスの主峰
日本で２番目に高い山

日本で３番目に高い山になった！

秘境・奈良田

奈良田湖（西山ダム）

西山温泉郷

山梨百名山最難関
ハイ松の南限

転付峠

日本ミツバチの蜂蜜、売ってるよ
（冬季、物販は休業）

▲笊ヶ岳

新倉断層

野鳥公園

　　　▲

▲青笹山

▲山伏

▲行田山

▲七面山

身延山

富士見山

御殿山

そば処アルプス

見神の滝

国の天然記念物
糸魚川-静岡構造線の露頭

奈良田の里

大塩の滝

早川きのこ園

良心市

十谷峠

早川オートキャンプ場

町内有志が集まって運営するギャラりー。
早川の様 な々情報を素敵に発信します。

（月・火定休、冬季は休業）

そば処武蔵屋
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丸山林道

江戸時代の
町並みが残る

学定寺の糸桜

富士見山
林道

南アルプス市芦安

秋になるとオープン原木栽培のしいたけ、
なめこなどのほかに地元の山で採れた

珍しいキノコが勢ぞろい。
ご購入はおばあちゃんたちの店でどうぞ！

硯の里キャンプ場硯の里キャンプ場

ヴィラ雨畑

●

池大神

坂野公園
巨大な硯が目印

静岡市

周囲13m、樹齢伝承1,200年の
超巨木。縄文杉もびっくり！
県指定天然記念物
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赤沢宿

…桜の名所

…ガソリンスタンド

…温泉

…公衆トイレ

…紅葉スポット

標高2,000mの山

つり橋から
ビックリする

ほどの巨石が見える

木道楽

運が良ければホタル
やヤマセミに遭える。
夏は川遊び。

森林組合

▲笹山

▲農鳥岳

▲間ノ岳

飯富

上沢
富士川クラフトパーク

●

新早川橋

早川橋
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滝に打たれ
て身も心も
清らかに

流木アート

岳龍窯
陶芸

…ダイヤモンド富士

…芸術、工芸凡例凡例 …食事処

…湧水

…お土産･農産物

…つり橋

…郵便局…バス亭
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山梨百名山

山梨百名山

2717.6ｍ

3026ｍ

山梨百名山

3190ｍ

3193.2ｍ

山梨百名山

本栖湖→

至 富士川町

大原野七面堂

至 富士川町

七面山登山の
最前基地。
タクシー会社有

R52

南から来た場合
慶雲橋を渡ってすぐ左の

グランドの中

奈良田の里
駐車場内

町民スポーツ広場入り口

春木屋旅館
新館前

草塩温泉

早川ジビエYAMATO

11/6 6：12頃
2/7 6：42頃

11/2 6：08
2/10 6：39

1639.5ｍ

山梨百名山

はやかわ創造空間
CoCoRoTo

麓の直売所・cafe

●

矢滝の大石

陶房煌知
陶芸と能面

早川渓谷

チョン
キラ石

(0556-48-2817)
旬の農産物、早川きのこ園のキノコ
などを販売。畑で農作業体験も！

※週末、祝祭日、GW、夏休み期間営業

おばあちゃんたちの店

山梨百名山

山梨百名山

●飯富病院
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やまめピア（釣り堀、養魚場）

旧早川北中学校を活用した
温泉宿泊施設。団体での利用
もオススメ。野鳥公園ではプ
ロのガイドによる自然体験
も可能。TEL：0556-48-2621

ここに掲載されている情報は、2019年5月01日現在のものです。

農鳥小屋（山小屋）１

大門沢小屋（山小屋）２

鍵屋 （古民家カフェ・ユネスコ
　　     エコパークステーション）

3

奈良田温泉白根館（温泉旅館）4

えびなや（民宿）5

西山温泉慶雲館（温泉旅館）6

西山農園・湯島の湯（温泉、直売所）8

浜田屋（ガソリンスタンド）9

ヘルシー美里（温泉宿泊施設）

野鳥公園（観光施設）

10

大滝温泉文勝館（温泉旅館）11

そば処 アルプス（食事処）13

早川きのこ園14

16

南アルプスふるさと活性化財団（特産品製造ほか）

岳龍窯（陶磁器製造）27

俵屋旅館（温泉旅館）29

俵屋観光（観光、タクシー）31

七面山温泉ひのや（温泉旅館）32

宿の駅 清水屋（ギャラリー、喫茶）34

木工房 淳司（木工）36

春木屋旅館（旅館）37

明浄寺別院（宿坊）38

神力坊（宿坊）39

白糸の滝増田屋旅館（旅館）40

雄滝 弁天堂（寺院）41

早川給油所（ガソリンスタンド）42

本流堂（ラフティングツアー）43

日本上流文化圏研究所44

西山温泉蓬莱館（温泉旅館）7

ヴィラ雨畑（温泉宿泊施設）ヴィラ雨畑（温泉宿泊施設）25

江戸屋旅館（旅館）33
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標高2,800mの稜線。朝焼け、
夕焼け、満天の星空。そして甲
府盆地の夜景が�しい山小
屋。安全登山と自然保護にご
留意を。 TEL ：090-5398-3320

標高1,776m。森林に囲まれた
静かな温水シャワー完備の
山小屋。南アルプスの縦走ポ
イントとしてご利用くださ
い。         TEL：090-7635-4244

築200年以上の古民家が、カ
フェとユネスコエコパーク
ステーションに生まれ変わ
りました。町の特産品を使っ
た軽食やスイーツ等が楽し
めます。    TEL：0556-20-5556

100%源泉掛け流しの湯にこ
だわった、秘境の宿。温泉遺
産にも認定。日本秘湯を守る
会、日本源泉湯宿を守る会会
員。　　　TEL：0556-48-2711

ログハウスが自慢の民宿。宿泊
客には町営温泉の�浴券サー
ビス。登山客の送迎も有り。主
人は日本ミツバチの養蜂家と
しても有名。TEL：0556-48-2941

ギネス認定、世界最古の温泉
旅館。湯温52℃、毎分1,635L
の自噴源泉も、ギネス級の湧
出量を誇る。もちろん全館掛
け流し。    TEL：0556-48-2111

湯治場の面影を今に伝える温
泉宿。南アルプス登山の祖、ウ
エストンが泊まった部屋も現
存。「なるほど」と来て見て解
る山の湯。  TEL：0556-48-2211

露天風呂のみの町営温泉。も
ちろん100％源泉掛け流し。
コテージ宿泊、休憩可。地元
産のお土産も各種販売して
います。    TEL：0556-48-2468

ENEOSの看板が目印。早川町
最奥のガソリンスタンド。こ
こを過ぎると、ガソリンスタ
ンドはありません。給油はお
早めに。   TEL：0556-48-2311

山菜と川魚料理が中心の食
事が自慢。温泉は湯の花と湯
虫が多いのが特徴。

TEL：0556-48-2144

早川のおかあちゃんの手打
ちそばが、四季折々の山の幸、
地元の産物とともに楽しめ
る。木曜定休

TEL：0556-48-2666

おばあちゃんたちの店12
NPO法人早川エコファームが
運営。旬の農産物が並ぶ直売
所の他、農作業体験、自然体
験などのイベントも開催。
　　　　TEL：0556-48-2817

肉厚で一度食べたら忘れら
れない食感のシイタケをは
じめ、なめこや地元の山で採
れたキノコが勢揃い。ご購�
はおばあちゃんたちの店で
どうぞ TEL：090-7235-6461

本格的なヤマメ釣り、ニジマ
ス釣りなど、釣りをメインに
家族で楽しめるスポット。
バーベキューもできます。

TEL：0556-45-2378

ハム、ワイン、味噌など、早川
町の特産品の製造販売を手
がける。直売所、カフェ、外か
ら見学可能なハム工房も併
設。           TEL：0556-45-2507

雨畑湖を望む高台にある
キャンプ場。シンプルなつく
りで自然に近いキャンプを
楽しめます。バンガロー、水
洗トイレ、炊事場あり。
 　　　　TEL：0556-45-3256

雨畑湖を望む高台にある
キャンプ場。シンプルなつく
りで自然に近いキャンプを
楽しめます。バンガロー、水
洗トイレ、炊事場あり。
 　　　　TEL：0556-45-3256

小中学校の跡地を利用して
建てられたオシャレな温泉
宿泊施設です。日帰り�浴可。
雨畑の大自然を感じる事が
できます。 TEL：0556-45-2213

小中学校の跡地を利用して
建てられたオシャレな温泉
宿泊施設です。日帰り�浴可。
雨畑の大自然を感じる事が
できます。 TEL：0556-45-2213

中国の端渓硯にも匹敵する
と評される雨畑硯の歴史と
文化を伝えるギャラリー。硯
の購�および制作体験も可
能。           TEL：0556-45-2210

中国の端渓硯にも匹敵する
と評される雨畑硯の歴史と
文化を伝えるギャラリー。硯
の購�および制作体験も可
能。           TEL：0556-45-2210

日本伝統工芸展入選作家、米
山久志氏の工房。作品を展示
するギャラリー「とくり」も
併設。　　TEL：0556-45-3042

日本伝統工芸展入選作家、米
山久志氏の工房。作品を展示
するギャラリー「とくり」も
併設。　　TEL：0556-45-3042

身延山・七面山参拝者が古く
から訪れた赤沢宿で、今でも
営業を続ける唯一の宿。当時
の姿を残し情緒たっぷり。

TEL：0556-45-2162

赤沢宿にある古い旅籠を改
修した宿の駅。ギャラリーと
喫茶が楽しめる。趣のある空
間と眺望が自慢。物販もあり。
水曜定休  TEL：0556-45-3232

三角屋根と時計が目印。定食、
麺類などおふくろの味が自
慢のアットホームな食堂で
す。七面山周辺の案内もいた
します。    TEL：0556-45-2010

食事処やませみ（食堂）28

家具・仏具などの制作の合間
に作った、小物類や茶器を展
示・販売。天然の一枚板のみ
を使用し、木目を活かした作
品が自慢。TEL：0556-45-2557

七面山参拝の拠点。宴会、法事、
日帰り�浴、バス積み込み弁
当可。うまい手料理が自慢、長
期滞在可、大型バス30台駐車
可能。       TEL：0556-45-2521

七面山表参道登山口にある
大きな浴場が自慢の旅館。参
拝の方々へのおもてなしを
主に営業いたしております。

TEL：0556-45-2124

七面山表参道登山口にある
宿坊。参拝の方々を中心に営
業しています。大阪の明浄寺
の別院です。

TEL：0556-45-2128

七面山表参道登二丁（登り始
めてすぐ）にある宿坊。お茶
やジュースも売っています。
参拝の途中にお立ち寄りく
ださい。    TEL：0556-45-2117

羽衣橋のほど近くに位置する
旅館。客室から七面山を一望で
きる。白糸の滝を所有しており
滝行をする事も可能。食事も評
判！          TEL：0556-45-2811

表参道入口羽衣橋の麓、白糸の
滝の奥にある尊い尊い不思議
な「勇姿の滝・雄滝」では滝行が
できます。 TEL：0556-45-2122

観光バス･ジャンボタクシー有。
空港送迎から地域送迎、観光・
霊場めぐり、旅行計画から添乗
員同行まで、旅のプランナーと
して活動。  TEL：0556-45-2500

七面山参拝の方々を主体に
営業する宿です。硫黄臭のす
る卵湯が自慢。お弁当、法事、
宴会なども承ります。別館も
あります。TEL：0556-45-2531

ヤマセミの絵が目印。早川町
入り口のガソリンスタンド。
給油はお早めに。給油の回数
に応じて洗車機の利用が無
料に！     TEL：0556-45-2888

南アルプスを流れる清流早川
を、ゴムボートで漕ぎ下るアド
ベンチャーツアー。川から見上
げる景色は、まさに絶景です！
http：//www.honryudou.jp

TEL：0556-45-2225

「山の暮らしに価値を見出す」
が合い言葉。人や情報が集ま
る、早川町のまちづくりの拠点
です。 TEL：0556-45-2160

山梨百名山

硯匠庵（ギャラリー、硯製造販売）硯匠庵（ギャラリー、硯製造販売）26

硯の里キャンプ場硯の里キャンプ場24

白根館(0556-48-2711)
大地の力を感じる、これぞ
温泉。 糖尿病にも効果有り。
日帰り入浴／時間：14:00-16:00
(最終受付15:00)料金：1,000

慶雲館(0556-48-2111)
世界一の湯量を誇る、
豪華温泉旅館。アルカリ度
が高く、美肌効果抜群！
シャワーも源泉そのまま。

 湯島の湯(0556-48-2468)
こだわりの露天風呂。入るとお
肌つるつる。日帰り入浴／時間：
10:00-18:00（7、8月は19:00）、料金：550
円、コテージでの休憩1,500円。宿泊
は２名10,500円～。木曜定休。

 ヘルシー美里(0556-48-2621）
アルカリ度が高く、しょっぱい。 源泉は
硫黄の香りたっぷり。火曜定休
日帰り入浴／時間：10:00-19:00 
（12月～３月は18:00まで） 料金：550円

 ヘルシー美里(0556-48-2621）
アルカリ度が高く、しょっぱい。 源泉は
硫黄の香りたっぷり。火曜定休
日帰り入浴／時間：10:00-19:00 
（12月～３月は18:00まで） 料金：550円

食事処やませみ(0556-45-2010) 
定食や麺類など、お袋の味が自慢の食
堂。日替りランチ（750円）、各種定食
（750円～）、チャーシューメン（750円）、
煮カツどん（900円)などがおススメ。営
業時間：11:30-１4:00 月曜定休。＊夜の
食事や宴会も電話連絡にて承ります。

そば処武蔵屋(0556-45-3117)
地元の女性たちが経営する、手打ちそば
屋。ざるそば（600円）、天ざる（800円）、そば
定食（1,000円)がおススメ。1月は予約日の
み営業。営業時間：11:00-15:00（土日祝日の
み通常営業、平日は５名以上で要予約）

 草塩温泉(0556-45-2260）
皮膚病や関節炎に効果があると言
われている温泉。温泉の隣りでは、本
格的な江戸前寿司が食べられます。
他にも麺類、定食も召し上がれます。
営業時間：平日11:00-20:00、土日祝日
10:00-20:00（第３月曜，毎週火曜定
休、1月-3月毎週月・火曜定休）

 そば処アルプス(0556-48-2666）
平成２８年４月にリニューアルオープン。
もりそば（700円）、野菜天もり（1,200円）の他
珍しい味噌のつけ汁も人気アリ！
営業時間：平日11:30-15:00 、-16:00（土日祝）
 （木曜定休 ＊祝日の場合営業）

 そば処アルプス(0556-48-2666）
平成２８年４月にリニューアルオープン。
もりそば（700円）、野菜天もり（1,200円）の他
珍しい味噌のつけ汁も人気アリ！
営業時間：平日11:30-15:00 、-16:00（土日祝）
 （木曜定休 ＊祝日の場合営業）

蓬莱館(0556-48-2211)
黄金色の湯の花が特徴。
湯治場の面影を残す混浴温泉
日帰り入浴／時間：10:00-15:00
料金：1,000円（年中無休）

奈良田の里(0556-48-2552)
ぬるぬるとした肌ざわりが
特徴の美人の湯。水曜定休。
日帰り入浴／時間：9:00-18:00（7月-9月
9:00-19:00）、料金：550円
食堂こんぼうす
ほうとう（900円）、ステーキベーコ
ンどんぶり（900円）モツ煮（650円）、
岩魚の塩焼き定食（1,150円）などが
おススメ。営業時間：10:00-15:00

鍵屋
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南アルプスプラザ

南アルプスプラザ(0556-45-2600)
レストラン「早川舎」と町の観光案
内所を併設した早川町の玄関口。
町の特産品、観光物産推奨品も買
える。「早川舎」では、田舎風パスタ、
手作りカレー、オーブンでホイル焼
きしたハンバーグがオススメ。手
作りケーキやブリュレでティータイ
ムも。営業時間：9:00-17:00（オー
ダーストップ時間16:00）駐車場に
ATM有り。第２・４水曜日定休（12月
～3月毎週水曜定休）

下部温泉駅

身延駅

富士駅
↓

↑
甲府駅

湯島の大杉

ヴィラ雨畑(0556-45-2213）                                                            
鉱泉を加温して利用。
神経痛や慢性婦人病などに
効果有り。木曜定休。
日帰り入浴：11:00-20:00
入浴料：550円

お食事処　豆風坊
豆腐御膳（2,500円）など
＊豆腐御膳は事前予約が
 必要。

ヴィラ雨畑(0556-45-2213）                                                            
鉱泉を加温して利用。
神経痛や慢性婦人病などに
効果有り。木曜定休。
日帰り入浴：11:00-20:00
入浴料：550円

お食事処　豆風坊
豆腐御膳（2,500円）など
＊豆腐御膳は事前予約が
 必要。

役場より10km

役場より20km

役場より25km

役場より5km

役場より5km

役場より10km

役場

草塩温泉（温泉、飲食施設）21

早川ジビエ　YAMATO早川ジビエ　YAMATO22

早川の川沿いに造られた、全
面芝生の快適なキャンプサ
イトです。アウトドア体験や
オフロード走行も楽しめま 
ます。       TEL：0556-20-5055

早川の川沿いに造られた、全
面芝生の快適なキャンプサ
イトです。アウトドア体験や
オフロード走行も楽しめま 
ます。       TEL：0556-20-5055

早川町オートキャンプ場早川町オートキャンプ場23

30

直売所あり

 

集落の高台にある1日1組限
定の古民家１棟貸の宿、月夜
見山荘。おすくにでは手打ち
そばや、山の食材を使用した
食事を楽しむことが出来ま
す。         TEL:0556-45-2021

　  月夜見山荘（民泊）

            おすくに（食事処）

15

ギャラリーオゴン（木工･ガラス）19

ゲストハウス下堂-したんどう-20

早川�指の猟師が経営する
食肉加工場。鹿の食肉や角や
革を加工した土産物も販売。
安心良質なうま味たっぷり
のジビエ肉を提供していま
す。          TEL： 0556-48-8086

早川�指の猟師が経営する
食肉加工場。鹿の食肉や角や
革を加工した土産物も販売。
安心良質なうま味たっぷり
のジビエ肉を提供していま
す。          TEL： 0556-48-8086

田んぼの中に湧出した温泉。
皮膚疾患や関節炎等に効果
があるといわれています。本
格的な江戸前寿司も食べら
れます。    TEL：0556-45-2260

田んぼの中に湧出した温泉。
皮膚疾患や関節炎等に効果
があるといわれています。本
格的な江戸前寿司も食べら
れます。    TEL：0556-45-2260

空き家を補修してつくった
ゲストハウス。おばあちゃん
の家に遊びに来たような、
ゆっくり流れる時間を楽し
める。 　   TEL：0556-45-3015

空き家を補修してつくった
ゲストハウス。おばあちゃん
の家に遊びに来たような、
ゆっくり流れる時間を楽し
める。 　   TEL：0556-45-3015

渕上照生さんの木彫、カナイ
樹さんのガラス工芸の作品
を展示販売するギャラリー。
お洒落な食器、ｱｸｾｻﾘー類多
数。    TEL：0556-45-2770

渕上照生さんの木彫、カナイ
樹さんのガラス工芸の作品
を展示販売するギャラリー。
お洒落な食器、ｱｸｾｻﾘー類多
数。    TEL：0556-45-2770

角瀬タクシー（タクシー）30
七面山参拝の拠点、角瀬にあ
るタクシー会社。南アルプスや
七面山登山口の送迎等にご
利用ください。ジャンボタク
シーも有。 TEL：0556-45-2062

ゲストハウス大阪屋35
築180年の講中宿をリノベー
ションした宿泊施設。かつて
は宿場町として栄えた赤沢
集落の町並みや、自然を楽し
むことができます。

TEL：0556-45-2012

18

23

36

波高島駅

下部温泉早川IC

↑
甲府

中
部
横
断
自
動
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早川町商工会18
町の商工業の発展を目指し、
町内中小企業の経営支援の他、
会員が一体となった各種の地
域振興事業に取り組んでいま
す。           TEL：0556-45-2302

町の商工業の発展を目指し、
町内中小企業の経営支援の他、
会員が一体となった各種の地
域振興事業に取り組んでいま
す。           TEL：0556-45-2302

＊休業中

22

古民家の宿おおくら45
年間を通して農業体験、ドライ
フラワー作り、つる細工工芸な
どの田舎体験をすることがで
きます。 
TEL：0556-0556-48-2458

45

※ピンク色で記載されている施設では宿泊クーポン券・立寄りサービス券が利用できます。



施設名
宿泊

クーポン券
⽴寄

サービス券
TEL

奈良⽥の⾥温泉 × ○ TEL: 0556-48-2552

⽩根館 × ○ TEL: 0556-48-2711

慶雲館 ○ ○ TEL: 0556-48-2111

蓬莱館 ○ ○ TEL: 0556-48-2211

湯島の湯 ○ ○ TEL: 0556-48-2468

ヘルシー美⾥ ○ ○ TEL: 0556-48-2621

野⿃公園 ○ ○ TEL: 0556-48-2288

おばあちゃんたちの店 × ○ TEL: 0556-48-2817

早川きのこ園 × ○ TEL: 090-7235-6461

そば処アルプス × ○ TEL: 0556-48-2666

おすくに・⽉夜⾒⼭荘 ○ ○ TEL: 0556-45-2021

南アルプス活性化財団 × ○ TEL: 0556-45-2525

ギャラリー・オゴン × ○ TEL: 0556-45-2770

草塩温泉 × ○ TEL: 090-3315-5903

ゲストハウス下堂 ○ × TEL: 090-2533-7931

早川ジビエYAMATO × ○ TEL: 0556-48-8086

ヴィラ⾬畑 ○ ○ TEL: 0556-45-2213

岳⿓窯 × ○ TEL: 090-1058-4512

硯匠庵 × ○ TEL: 0556-45-2210

本流堂 × ○ TEL: 0556-45-2225

早川舎 × ○ TEL: 0556-45-2600

俵屋旅館 ○ ○ TEL: 0556-45-2521

俵屋観光 × ○ TEL: 0556-45-2520

⾷事処やませみ × ○ TEL: 0556-45-2010

明浄寺 別院 ○ ○ TEL: 0556-45-2128

江⼾屋 ○ × TEL: 0556-45-2162

ゲストハウス⼤阪屋 ○ ○ TEL: 0556-45-2012

清⽔屋 × ○ TEL: 0556-45-3232

⽊⼯房淳司 × ○ TEL: 0556-45-2557

古⺠家の宿おおくら ○ ○ TEL: 0556-48-2458

古⺠家カフェ 鍵屋 × ○ TEL: 0556-20-5556

⾚沢そば処 武蔵屋 × ○ TEL: 09034996965

計 13 30

参加施設⼀覧


