河口湖駅と新富士駅からのマウントホテルへの交通の案内です
It is a guide of traffic to Kawaguchiko Station and Shin Fuji Station to Mount Hotel.
（前半が河口湖駅から、後半が新富士駅からです）
（The first half is from Kawaguchiko station.
The second half, from Shin-Fuji station.）

◆◆Shoji Mount Hotel ◆◆
shojimounthotel@gmail.com
http://www.shojiko.com
Telephone 0555-87-2200（+81-555-87-2200）
401-0336 Yamanashi, Fujikawaguchiko, Minami-tsuru Shoji 301, Japan
◆◆河口湖駅からマウントホテルへは、二つのバスが利用可能です。
富士急の公共バスと富士急の周遊バスになります。
From Kawaguchiko Station
to Mount Hotel.
There are two buses available to the hotel.
It is a public route bus and Sightseeing Bus.
（Fujikyu Yamanashi Bus Inc.）
▼公共バス public route bus
河口湖駅のバス停の４番乗り場です
From the Kawaguchiko station, take the bus to the 4th stop
（バス停） 河口湖駅 -→ ふじみ荘前
（Bus stop）From Kawaguchiko sta. -→To
9:08
10:18
10:38
11:08
14:08
16:38
18:08

→
→
→
→
→
→
→

Fujimiso-mae（Bus for…）

9:44 （新富士駅行き For Shin-Fuji Station）
10:53 （下部温泉郷行き For Shimobe onsenkyo）
11:14 （本栖湖行き For Motosuko）
11:44 （新富士駅行き For Shin-Fuji Station）
14:44 （新富士駅行き For Shin-Fuji Station）
17:14 （本栖湖行き For Motosuko）
18:44 （新富士駅行き For Shin-Fuji Station）

バス停から当館はすぐ目の前です。
The bus stop from the hotel is just a minute's walk away
▼周遊バス Sightseeing Bus.
鳴沢/ 精進湖/ 本栖湖 周遊バス“ブルーライン”
Narusawa/
Shojiko/
Motosuko
Sightseeing Bus.“Blue-Line”

(timetable)http://bus-en.fujikyu.co.jp/heritage-tour/detail/id/1/

（バス停）河口湖駅
→
子抱き富士ビューポイント
（Bus stop）From Kawaguchiko Sta. → To Kodaki Fuji View Point
9:20
→
9:58
11:30
→
12:08
13:40
→
14:18
15:50
→
16:28
▼バス停から当館はすぐ目の前です。
The bus stop from the hotel is just a minute's walk away
▼補足資料 グーグルマップのルート案内です。
This link is the route guide of the Google map.
https://goo.gl/maps/ETbhEFgVCsN2

◆◆新富士駅より公共バス
By public route Fujikyuko bus From Shin-Fuji Station
大阪、京都、奈良からは、こちらの交通が便利です。
This transportation is convenient from Osaka, Kyoto and Nara.
（バス停）新富士駅 → ふじみ荘前
（Bus Stop）From Shin-Fuji Station → Fujimiso-mae（Bus for…）
7:15
→
8:47 富士山駅行き（For Fujisaneki）
9:45
→
11:17 富士山駅行き（For Fujisaneki）
11:45
→
13:17 富士山駅行き（For Fujisaneki）
13:45
→
15:17 富士山駅行き（For Fujisaneki）
▼バス停から当館はすぐ目の前です。
The bus stop from the hotel is just a minute's walk away
▼補足資料 グーグルマップのルート案内です。
This link is the route guide of the Google map.
https://goo.gl/maps/FemrS3H3z2y

◆◆以下は、公共バスの全部のバス停の一覧です。
周遊バスについては、下記リンクをご覧ください。

The following is a list of all of the bus stop of the public bus.
For sightseeing bus, please see the link below.
(timetable)http://bus-en.fujikyu.co.jp/heritage-tour/detail/id/1/
富士山駅 ⇔ 河口湖駅 ⇔ ふじみ荘前（マウントホテル） ⇔ 新富士駅
Fujisan eki ⇔ Kawaguchiko eki ⇔ Fujimiso mae（Mount Hotel）⇔
Shin-fuji eki
★★富士山駅

Fujisan eki

（Fujisan station）

↑↓
松山 matsuyama
警察署前 keisatsusyo mae
剣丸尾 kenmarubi
富士急ハイランド前 fujikyu highland mae
赤坂 akasaka
渡辺整形外科入口 watanabe seikeigeka iriguchi
富士見台 fujimidai
船津入口 funatsu iriguchi
↑↓
★★河口湖駅 kawaguchiko eki (kawaguchiko station)
↑↓
河口湖商店街 kawaguchiko syoutengai
商店街西 shotengai-nisi
乳ヶ崎東口 chigasaki-higshiguchi
乳ヶ崎 chigasaki
林 hayashi
小立入口 kodachi-iriguchi
小立 kodachi
小立西 kodachi nisi
勝山民宿 katuyama-minsyuku
勝山 katuyama
大嵐入口 oarasi-iriguchi
大嵐 oarashi
大和田 owada
駐在所前 chuzaisyo-mae
一本木 ippongi
境野 sakaino
鳴沢小学校 narusawa syogakko
堀の内 horinouchi
鳴沢 narusawa
樹型溶岩前 jyukei yogan mae
富士緑の休暇村 fuji midorino kyukamura
紅葉台入口 koyodai iriguchi
氷穴 hyoketu

風穴 fuketu
西湖入口 saiko iriguchi
赤池 akaike
湖畔荘キャンプ場 kohanso kyanpujyo
精進 shoji
精進レークホテル shoji lake hotel
↑↓
★★ふじみ荘前 fujimiso mae
（当館はここからすぐ目の前です！Shoji mount hotel is here!! ）
↑↓
山田屋ホテル前 yamadaya hotel mae
パノラマ台下 panoramadai shita
精進湖キャンプ場 shojiko kyanpujyo
はつかり荘前 hatukariso mae
宇の岬トンネル unosaki tonneru
精進湖民宿村 syojiko minsyukumura
精進湖入口 syojiko iriguti
上九一色中学校入口 kamikuisiki tyugakko iriguchi
本栖入口 motosu iriguchi⇒（下部温泉郷方面 For simobe onsenkyo）
県境 kenzakai
根原 negara
道の駅朝霧高原 mitinoeki asagiri kogen
富士丘入口 fujioka iriguchi
朝霧グリーンパーク入口 asagiri green park iriguchi
朝霧高原 asagiri kogen
猪の頭入口 inokasira iriguchi
もちや遊園地 mochiya yuenchi
国立音大セミナーハウス入口 kunitachiondai seminar house iriguch
畜産試験場北入口 chikusansikenjyo kita iriguchi
まかいの牧場 makaino bokujyo
白糸の滝入口 siraitonotaki iriguchi
静岡富士病院前 sizuoka fuji byoin mae
沸玉の池 wakutama no ike
富士宮駅 fujinomiya eki
源道寺 gendoji
一乗寺蘇我寺入口 itijyoji sogadera iriguchi
伝法二丁目 denpo nityome
三日市西 mittkaiti nishi
塔の木 to no ki
↑↓
★★新富士駅 shin fuji eki (shin-fuji station)

