
ゆるキャン△みのぶ巡礼マップ　配布先一覧 ※なくなり次第終了となります。

No 掲載店名 住所（山梨県南巨摩郡身延町） 電話番号 営業時間 駐車場 定休日 サービス内容

1 道の駅しもべ 古関4321 0556-20-4141
9：00-18：00　5月～9月
9：00-17：00　10月～4月

72台 水曜日 お土産

2 武州屋 身延3850 0556-62-0331 8：00-19：00 4台 無休 ゆば・お土産

3 玉田屋 身延3701 0556-62-0081 6：30-20：00 3台 不定休 お土産

4 紫雲堂 身延3648 0556-62-0102 7：30-18：30 - 無休 お土産

5 みのや珠数仏具店 身延3703 0556-62-0312 7：00-19：00 1台 不定休
仏具

お土産

6 ㈲三河屋珠数店 身延3672 0556-62-0136 8：00-18：00 2台 無休
珠数

お土産

7 みやげ処かわい 身延3670 0556-62-6025
8：00-17：00

繁忙期20：00まで
- 不定休 お土産

8 山梨水晶本店 角打3124 0556-62-1161 9：00-17：00 5台 木曜日 お土産

9 栄昇堂 角打3024 0556-62-1247 8：30-18：00 共同駐車場 水曜日 銘菓

10 ゆば工房五大 帯金3705-1 0556-62-3535
9：00-18：00

日・祝は12：00まで
3-5台 日・祝のPM ゆば

11 寿屋製麺所 波高島101 0556-36-0777 8：00-17：00 2-3台 日曜日 麺類販売

12
石臼挽き自家製粉手打そば

菊寿美
相又499-4 0556-62-2368

11：30-14：30
※売り切れ次第終了

15台
毎週木曜
第2,4水曜

そば処

13 手打そば処　あずみの 梅平1114 0556-62-3401

11：30～14：00（L.O.）
※土・日は15：00（L.O.）まで

17：30-19：30（L.O.）
＊そばが売り切れ次第終了

20台 月曜日 そば処

14 中国料理　香苑 角打3092 0556-62-2866
11：00-14：00／17：00-23：30

11：00-22：00（日・祝）
8台 木曜日 中華

15 中華レストラン　松林 上之平1900（下部ホテル内） 0556-36-0311(代)
11：30～14：30(L.O.14：00)
17：30-21：00(L.O.20：00)

120台 無休 中華

16 ﾚｽﾄﾗﾝSOUVENIR(ｽｳﾞﾆｰﾙ) 下山1597(富士川クラフトパーク内) 0556-62-5300 11：00-16：00（L.O.15：00）
普通556台
大型11台

水曜日
＊水曜が祝
日の場合は

翌日

洋食

17 麺や響 飯富2058 0556-42-2607
11:00～15:00(L.O.14:45)
17:00～22:00(L.O.21:45)

90台 木曜日 ラーメン

18 丸一食堂 常葉7052-15 0556-36-0045
11：00-15：00(L.O.14:30)
17：00-21：00(L.O.20:30)

2台 水曜日 和食

19 河内屋 身延3694 0556-62-0148 11：00-15：00（L.O.14：30） 5台 不定休
和食
麺類

20 園林（おんりん） 身延3722 0556-62-0046 8：00-18：00 8台 不定休
喫茶
洋食

21 (宗)覚林坊 身延3510 0556-62-0014
10：00-21：00（L.O.20：00）
※15：00-18：00軽食のみ

15台 無休
喫茶
宿坊

22 食事処　ゆたか屋 角打3018 0556-62-1206 11：00-14：30／17：30-20：30 6台 木曜日
和食
麺類

23 味菜庵 西嶋380 0556-42-2585

10:30～16:30（3月～11月）
食事（L.O.）15：00
喫茶（L.O.）16：00

11:00～15:30（12月～2月）
食事・喫茶（L.O.）14：30

普通40台
大型６台

火
和食
喫茶

24 旅館　山田屋 身延3722 0556-62-0046 - 8台 不定休 旅館
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25 田中屋旅館 身延3660 0556-62-1035 - 6台 不定休 旅館

26 ホテル守田 下部990 0556-36-0111 14：00-18：00 立ち寄り湯 10台 不定休 旅館

27 さのや旅館 下部991 0556-36-0256 - 3台 不定休 旅館

28 橋本屋旅館 下部964 0556-36-0006 10：00-16：00 立ち寄り湯 8台 不定休 旅館

29 喜久屋旅館 下部972 0556-36-0226 - 2台 不定休 旅館

30 元湯旅館　大黒屋 下部56 0556-36-0031
10：00～16：00　立ち寄り湯

4台 不定休 旅館

31 古湯坊　源泉舘 下部45 0556-36-0101 - 18台 不定休 旅館

32 湯宿　梅ぞ乃 上之平1848-8 0556-36-0306 - 15台 不定休 旅館

33 下部ホテル 上之平1900 0556-36-0311(代) 11：00-20：00 立ち寄り湯 120台 無休 旅館

34 身延山ロープウェイ 身延字上の山4226-2 0556-62-1081
8：40～16：00

(上り始発～上り最終)
※季節により時間変動あり

120台
※有料

無休
※年1回運休

あり

レジャー
お土産

35 セルバみのぶ店 飯富2309-200プレスポみのぶ内 0556-42-6111 9：00-20：00 200台 無休 スーパー

36 もーど・え・ぎゃらりーいわさ 角打3120 0556-62-1255 9：00-19：00 3台 日 衣料品

37 楽彩　十字屋 角打3083 0556-62-1245 9：00-19：00 3台 日曜日
化粧品
和風小物

38 下部薬局 常葉814-1 0556-36-0530 8：00-19：00 5台 日・祝日 薬局

39 三沢屋石油 常葉3264 0556-36-0813 7：00-19：00 5台 雨天の日曜 ガソリンスタンド

40 オートサービス若林 宮木325 0556-42-3623 8：30-18：00 10台 日・祝日 自動車整備

41 依田商店 常葉809 090-7420-8014 9：00-18：00 - 不定休 日用雑貨

42 小林自工 常葉3250-1 0556-36-0650 8：00-18：00 4台 日曜日 自動車整備

43 やまめ床 下部983 0556-36-0463 9：00-18：00 -
月曜日

第1、3日曜日
理容業

44 プレイゾーン白鳳 飯富2058 0556-42-2408 10：00-22：45 90台 不定休

パチンコ
スロット

18歳未満は入場で
きません

45 ㈱身延タクシー 身延町梅平2483-113
0556-62-1145
0120-021-145

6：00-23：30 - - タクシー

46 常幸院 常葉439 0556-36-0536 - 30台 - 御寺

47 浩庵キャンプ場 中之倉2926 0556-38-0117 8：00-20：00（電話受付） 20台 無休
レジャー
宿泊

48 いこいの森キャンプ場 釜額2035 0556-38-0559

49 みのぶ自然の里 平須238-1 0556-42-3181

50 富士川クラフトパーク 下山1597 0556-62-5545

51 なかとみ和紙の里 西嶋345 0556-20-4556

52 湯之奥金山博物館 上之平1787 0556-36-0015

53 身延山観光協会 身延3567 0556-62-0502

54 身延駅 角打
050-3772-3910

ＪＲ東海テレフォンセ
ンター

https://www.kirienomori.jp/

http://www.motosuko.jp/

https://minobunosato.jp/

https://www.town.minobu.lg.jp/washi/

https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/

http://www.minobu.info/

http://www.motosuko.jp/
http://www.motosuko.jp/
http://www.motosuko.jp/
https://minobunosato.jp/
https://minobunosato.jp/
https://minobunosato.jp/
https://www.kirienomori.jp/
https://www.kirienomori.jp/
https://www.kirienomori.jp/
https://www.town.minobu.lg.jp/washi/
https://www.town.minobu.lg.jp/washi/
https://www.town.minobu.lg.jp/washi/
https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/
https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/
https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/
http://www.minobu.info/
http://www.minobu.info/
http://www.minobu.info/
https://www.kirienomori.jp/
http://www.motosuko.jp/
https://minobunosato.jp/
https://www.town.minobu.lg.jp/washi/
https://www.town.minobu.lg.jp/kinzan/
http://www.minobu.info/

