２０２２年度

森づくり支援倶楽部

2022年4月版

協賛施設 優待一覧
施設等の名称

青
梅
市 青梅きもの
博物館

住所等

優待内容・施設からの一言
入館料割引（大人800円→600円）

【住所】青梅市梅郷4-629
【電話】0428-76-2019
【交通】JR青梅線日向和田駅よ
り徒歩15分
【開館】金・土・日 10時～16
時
※12月～2月休館

[施設から一言]
「当館は日本の民族衣裳であるきもの専門の博物館で、500点を
超える収集品より大正天皇即位式に皇族の方が着用した十二
単、明治天網内親王様着用の小袖・祝着、又江戸時代の武家・
徳川家の姫君の華美な打掛・小袖など季節に応じて展示され、
文様に込められた思い、染・刺繍の技術の高さを知る事が出来
ます。又浜尾記念室（天皇陛下幼少時教育係）には上皇妃・美
智子様手作りの天皇陛下幼少時の洋服等も展示されていま
す。」

入館料割引（大人600円→500円）

澤乃井
櫛かんざし
美術館

玉堂美術館

【住所】青梅市柚木町3-764-1
【電話】0428-77-7051
【交通】JR青梅線沢井駅より徒
歩約10分

【住所】青梅市御岳1-75
【電話】電話0428-78-8335
【交通】JR青梅線御嶽駅より徒
歩約５分
【営業】営業時間10時～17時
※12月～2月は16時半まで
※現在は売店のみの営業と
なっております。

[施設から一言]
「奥多摩の清らかな渓谷美の地は、四季折々の景観に恵まれた
憩いがあります。櫛かんざし美術館は、対岸に澤乃井小澤酒
造、料亭まゝごと屋、豆らく、樹々に囲まれた庭園澤乃井園が
あります。また、当館と並ぶ吉野街道沿いには、中国寒山寺、
日本画壇の巨匠川合玉堂を記念した玉堂美術館、画廊レストラ
ンいもうとやがあります。美しい自然と、日本文化の精神の豊
かさにふれて、至福の時をお過ごしくださいませ。」

入館料割引（大人500円→400円,大学生・中高生400円
→300円,小学生200円→150円）
[施設から一言]
「当館は、川合玉堂が晩年10余年を御岳で過ごした事を記念し
建てられました。15歳頃の写生から84歳の作品まで幅広く展示
され、奥には玉堂の画室が再現されています。年に６回の展示
替えが行われ季節に合った作品が鑑賞できます。隣接する画廊
レストラン『いもうとや』では多摩川の清流と美しい緑を眺め
ながらお食事が楽しめます。楽しい軽食と喫茶、おみやげも豊
富です。」

ソフトドリンク１杯無料
【住所】青梅市河辺町10-8-1

河辺温泉
梅の湯

（※クーポン１枚につき１名まで無料）

河辺タウンビルB 5-6F

【電話】0428-20-1026
【交通】JR青梅線河辺駅より徒
歩1分

[施設から一言]
「JR青梅線河辺駅北口に直結している日帰り温泉。温泉かけ流
しのひのき湯をはじめ、情緒ある日本庭園を眺めながらの露天
風呂、内湯にはエステ効果があるお風呂などもりだくさん。メ
ニュー豊富な食事処もあります。」
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住所等

施設等の名称

青 湧き水で打つ
梅 十割手打蕎麦
の店
市 わせいろう

武蔵御嶽神社

宝物殿

【住所】青梅市裏宿町597-2
【電話】0428-84-2088
【交通】JR青梅線青梅駅より徒
歩約12分

【住所】青梅市御岳山176
【電話】0428-78-8500
【交通】JR青梅線御嶽駅からバ
ス｢ケーブルカー下｣行き｢滝本
駅｣下車→ケーブルカー御岳山
駅より徒歩30分
【開館】土・日・祝

優待内容・施設からの一言
デザートサービス 〔蕎麦アイスクリーム〕（お食事
された方）
[施設から一言]
「当店の蕎麦は石臼挽き自家製粉した粉を使用し、全品十割手
打ちにて提供しております。地下水を使用した香り高い蕎麦を
是非一度ご賞味ください。」

入館料割引（大人500円→300円）
[施設から一言]
国宝や重要文化財、鎧や太刀など多くを展示。2022年3月～12月
は企画展「御嶽に奉納された“もののふたちの魂”鎧と刀剣
展」を開催します。

御岳山土産店にて５％割引
[施設から一言]
「見晴らしの良いお席で食事や、岩清水コーヒーはいかが？特に山の刺身コンニャクは絶品！
お食事や旅のお土産はこちらで…」
富士峰軒

【住所】御岳山17 【電話】0428-78-8451【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩１分

御岳山観光協会 宝亭支店

【住所】御岳山17 【電話】0428-78-8450【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩１分

御岳山
土産店

山楽茶屋古狸山

【住所】御岳山119【電話】0428-78-8439【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩10分

亀屋

【住所】御岳山148【電話】0428-78-8570【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

駒鳥売店

【住所】御岳山146【電話】0428-78-9298【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

千本屋

【住所】御岳山143【電話】0428-78-8746【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

宝亭本店

【住所】御岳山149【電話】0428-78-8478【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

紅葉屋

【住所】御岳山151【電話】0428-78-8475【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

寿屋

【住所】御岳山152【電話】0428-78-8703【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

宿泊時、酒１本またはジュース１本サービス
[施設から一言]
「ケーブルカーを利用すれば気軽に登れ、山上には２３軒の宿坊が皆様をお待ちしております。自
然観察や登山、峰中修行など自分流の楽しみ方を見つけください。」

御岳山観光協会

宿坊・宿泊
施設

青
梅
市

うつぼや

【住所】御岳山50 【電話】0428-78-8462【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩５分

丸山荘

【住所】御岳山51 【電話】0428-78-8441【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩５分

駒鳥山荘

【住所】御岳山15 【電話】0428-78-8472【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

憩山荘

【住所】御岳山75 【電話】0428-78-8566【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩12分

原島荘

【住所】御岳山65 【電話】0428-78-8973【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩８分

御嶽山荘

【住所】御岳山123【電話】0428-78-8474【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩12分

高名荘

【住所】御岳山48 【電話】0428-78-8596【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩６分

山楽荘

【住所】御岳山108【電話】0428-78-8439【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩15分

山香荘

【住所】御岳山137【電話】0428-78-8476【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩20分

秋山荘

【住所】御岳山59 【電話】0428-78-8463【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩10分
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優待内容・施設からの一言

静山荘

【住所】御岳山43 【電話】0428-78-8445【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩５分

蔵屋

【住所】御岳山142【電話】0428-78-8473【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩20分

町久保田

【住所】御岳山156【電話】0428-78-9039【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩18分

登奈利荘

【住所】御岳山49 【電話】0428-78-8447【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩６分

東馬場

【住所】御岳山54 【電話】0428-78-8446【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩７分

藤本荘

【住所】御岳山64 【電話】0428-78-8464【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩７分

宿坊・宿泊施 南山荘
設
能保利

【住所】御岳山111【電話】0428-78-8449【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩18分

片柳荘

【住所】御岳山56 【電話】0428-78-8461【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩５分

宝寿閣

【住所】御岳山161【電話】0428-78-8448【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩18分

麻知家

【住所】御岳山134【電話】0428-78-8426【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩20分

旅荘 靱矢

【住所】御岳山69 【電話】0428-78-8595【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩12分

嶺雲荘

【住所】御岳山57 【電話】0428-78-8501【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩８分

青
梅
市
御岳山観光協会

【住所】御岳山95 【電話】0428-78-8443【交通】ｹｰﾌﾞﾙｶｰ御岳山駅から徒歩10分

宿泊時、酒１本またはジュース1本サービス
御岳観光協会

旅館 ぎん
鈴

【住所】青梅市御岳本町177
【電話】0428-78-8336
【交通】JR青梅線御嶽駅から徒
歩3分

【住所】青梅市小曾木5-3140

岩蔵温泉観光 【電話】0428-74-4221
協会
【交通】JR青梅線東青梅駅から

儘多屋

バス「飯能駅南口」行き「岩蔵
温泉」バス停下車徒歩２分

日
の
出
町

【住所】西多摩郡日の出町大久
日の出町自然休 野3882
【電話】042-597-4911
養村
【交通】JR五日市線武蔵五日市
さかな園 駅からバス｢つるつる温泉｣行き｢
稲村石｣下車徒歩２分

あ
き
る
野
市

【住所】あきる野市養沢1311
【電話】042-596-0568
【交通】JR武蔵五日市駅からバ
ス｢上養沢｣行き｢秋川国際マス釣
場｣下車すぐ
【営業】8:00～16:00

秋川国際
マス釣場

[施設から一言]
「御岳山や高水三山の登山口にあたる御岳渓谷は、文化施設も
充実し、自然と文化の調和がとれた景勝地です。渓谷を臨む旅
館から四季折々の風光が楽しめます。」

宿泊時、酒１本またはジュース2本サービス
[施設から一言]
「創業明治１６年の小さな宿。古いなかにも新しいエッセンス
をとりいれています。ロビーにミニライブラリーあり」

マス釣り料金割引
（10尾まで3,850円→3,520円）
[施設から一言]
「平井川の清流でお子様からご年配の方までどなたでもマス釣
りが楽しめる施設です。豊かなアウトドアライフをお楽しみく
ださい。」

えさ釣りに限り入漁券１枚購入で
イクラ１カップサービス
[施設から一言]
「養沢川の川筋を約2kmにわたって利用した釣り場です。自然渓
流の流れを利用しているので、渓流釣りの気分も味わえるほ
か、子ども向けの釣り池も用意しております。」
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あ
き
る
野
市

秋川渓谷

瀬音の湯

住所等

【住所】あきる野市乙津565
【電話】042-595-2614
【交通】JR武蔵五日市駅からバ
ス｢瀬音の湯経由上養沢｣行き（1
番バス乗り場）｢瀬音の湯｣下車
すぐ

優待内容・施設からの一言
入浴料金割引
（3時間以内 大人900円→800円、小人450円→350円）
[施設から一言]
「東京都のふるさと「秋川渓谷」は、春の桜、夏の川遊び、秋
の紅葉、冬の雪景色等、一年を通して楽しめます。国内屈指の
天然アルカリ泉PH10.1は、美肌の湯と評判で多くの方が利用さ
れています。和食レストラン、地元農産物販売所、無料の足
湯、宿泊施設があり、一日中リラックスできます。」

入園券の割引（1枚につき５名まで・犬を含む）
※犬をお連れの方は「狂犬病予防接種注射済」が証明できるも
のと3種以上の「混合ワクチン予防接種証明書」（いずれも接種
日より1年以内のもの）が必要です。両方ともご提示いただけな
い場合は、犬はご入園いただくことはできません。ただし以下の
場合は入園できます。（※いずれも以下の書類の発行より１年以
内のもの)

【住所】あきる野市上代継600
【電話】電話042-558-5861（問
東京サマーラ 合せ）
【交通】京王八王子駅・JR八王
ンド
子駅からバスで約３５分、JR秋
わんダフル 川駅からバスで約１０分、「サ
ネイチャー マーランド」下車

ヴィレッジ

※下車しましたら無料で送迎い
たしますので、上記までお電話
ください。

1.狂犬病・３種以上のワクチンの注射ができない犬は必ず猶予証
明書をお持ちいただくこと。（ただし、若齢が理由の猶予証明書
でのご入園はできません。）
2.「ワクチン抗体検査」の結果を受け１年以内のワクチン接種が
必要のない犬は、獣医師からワクチン接種免除の証明書を発行し
てもらいその書面をお持ちいただくこと。
区
入 園 券

分
一般料金
大人
850円
小学生
450円
犬
850円
犬（2頭目以降）
450円

割引額 利用者負担金
100円
750円
100円
350円
100円
750円
0円
450円

〇利用できるエリアはドッグラン（貸し切りエリアは除く）、
ハイキングコース、キッズ エリア、カフェレストランとなりま
す。
〇休園日・営業時間は予告なく変更する場合があります。
〇駐車料金が別途700円かかります。
[施設から一言]
「ドッグオーナーはもちろんのこと、アウトドア派にもおすす
め様々な楽しみ方が広がるアウトドア複合施設です！」

檜
原
村

檜原温泉
センター

数馬の湯

【住所】西多摩郡檜原村2430
【電話】042-598-6789
【交通】ＪＲ武蔵五日市駅から
バス｢数馬｣行き｢温泉センター｣
下車すぐ

入浴料金割引（1日大人880円→830円）
[施設から一言]
「数馬の湯は若さがよみがえる『不老の湯』､『美人の湯』とも
呼ばれています。ぜひ、お越しください。」
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山
梨
県
小
菅
村
奥
多
摩
町

住所等

【住所】山梨県北都留郡小菅村
3445
【電話】0428-87-0888
【交通】無料送迎バス…ＪＲ青
梅線青梅駅より毎週火曜日(予約
多摩源流温泉 制)
小菅の湯 ①車…中央道上野原ICから一時
間
②バス…JR青梅線奥多摩駅前よ
り西東京バス小菅の湯行き「小
菅の湯」前下車

釜めし
なかい

【住所】西多摩郡奥多摩町大丹
波175
【電話】0428-85-1345
【交通】青梅街道川井交差点
（大正橋）を山方面へ車で３分

【住所】西多摩郡奥多摩町川野
1740
東京都立奥多 【電話】0428-86-2551
摩湖畔公園 【交通】ＪＲ青梅線奥多摩駅前
山のふるさ からバス｢小河内神社｣下車徒歩
約40分
と村
土･日･祝｢大津久｣バス停から送
迎バス有（要事前問合せ）

日原鍾乳洞

【住所】西多摩郡奥多摩町日原
1052
【電話】0428-83-8491
【交通】JR青梅線奥多摩駅前交
差点から車で約20分

氷川
国際ます
釣場

【住所】西多摩郡奥多摩町氷川
397-1
【電話】0428-83-2147
【交通】JR青梅線奥多摩駅より
徒歩５分

大丹波川
国際虹ます
釣場

【住所】西多摩郡奥多摩町大丹
波114
【電話】0428-85-2235
【交通】
JR青梅線川井駅より徒歩25分

優待内容・施設からの一言

入場料割引 (1日大人750円→700円）
[施設から一言]
「小菅の湯は、多摩川源流の大自然に囲まれた温泉地。
都心からはお車で約２時間、東京都と山梨県の県境、奥多摩湖
の上流にあります。日常の喧噪を離れた癒しの時間を、小菅の
湯でたっぷりとお過ごしください。」

各釜めしセット50円引き
[施設から一言]
「民家をそのままお店にした雰囲気、風情のあるお店です」

クラフトセンター体験料

100円割引

[施設から一言]
「自然の中でいつもと違う体験をしてみませんか?山のふるさと
村ビジターセンターでは自然体験プログラムを毎日実施してい
ます。」

入洞料割引
（大人800円→700円,中学生600円→500円,小学生500円→
400円）
[施設から一言]
「想像を超えた大自然の神秘を心ゆくまでご鑑賞ください。」

入漁料割引（釣り放題3,500円→3,150円）
[施設から一言]
「釣ったニジマスは有料で塩焼きにして食べる事ができま
す。」

入漁料割引（3,300円→3,000円※尾数制限30匹まで）
[施設から一言]
「2020年施設をリニューアル。すべてのトイレが温水洗浄便座
でオストメイトやおむつ交換台のある「誰でもトイレ」を新設
しました。河原でバーベキューもできます。ご家族連れにおす
すめです。」
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協賛施設 優待一覧
奥
多
摩
町

施設等の名称

住所等

日原
渓流釣場

【住所】西多摩郡奥多摩町日原
1048
【電話】0428-83-2794
【交通】JR青梅線奥多摩駅から
バス｢鍾乳洞｣行き｢日原｣下車徒
歩3分 土曜・休日・8月は｢東日
原｣行き終点下車徒歩約25分
【定休】火曜日

峰谷川

渓流釣場

【住所】西多摩郡奥多摩町川野
529
【電話】0428-86-2623
【交通】JR青梅線奥多摩駅から
バス｢峰谷｣行き終点

優待内容・施設からの一言
入漁料割引（釣り放題3,300円→3,000円）
[施設から一言]
「変化に富んだ川の流れは浮流釣りの醍醐味をとことん味わえ
るベストポイント」
※今年からお食事の提供はありません。

入漁料割引（釣り放題（ニジマス）3,000円→2,700
円）
[施設から一言]
「自然環境抜群！都会の喧噪を忘れ、家族・お友だちと一日の
んびりと楽しんでください」

※サービスを受ける時は、優待券を店舗に提出してください。
※優待内容は随時変更になる場合があります。森づくり支援倶楽部ウェブサイトにて最新情報を
ご確認ください。
※優待内容は2023年3月末まで適用となります。2023年4月以降の内容については、
森づくり支援倶楽部ウェブサイトにてご確認ください。
■ 森づくり支援倶楽部ウェブサイト
https://moridukuri.tokyo/club/club02.html

森づくり支援倶楽部

事務局

（公財）東京都農林水産振興財団 花粉の少ない森づくり運動担当
電話 ０４２８－２０－８１５３
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