
山梨県道路公社　http://tollgate.on.arena.ne.jp/index2.html
山梨県道路公社富士山有料道路管理事務所　http://subaruline.jp 山梨県道路公社

普 通 車 ………… 普通乗用自動車、小型自動車、
　　　　　　　 牽引自動車が軽自動車等の連結車
軽自動車等 ………… 軽自動車、自動二輪車（125CC超）、
　　　　　　　 小型特殊自動車
軽 車 両 等………… 自転車、軽車両、原動機付き自転車（125CC以下）

問い合わせ先
山梨県道路公社 …………………………………………………

富士山有料道路管理事務所（音声案内） ………
（平日8：30～17：15）
富士山有料道路料金徴収事務所……………………

（平日17：15～及び土・日・祝日）

3055-226-3835
30555-72-1311
30555-72-5244
30555-72-0572

対象車種

9月

24時間 3：00～18：00

10月1日～31日

4：30～17：00

11月1日～15日

9：00～17：00

11月16日～30日

（9月～11月30日）営業時間（平日9月15日～11月30日）料金表
普 通 車 2,060円

3,400円

4,700円

中 型 車

大 型 車

特 大 車 7,900円

1,640円

200円

軽自動車

軽車両等

円0
円0
円0

車種限定車種限定車種限定車種限定
平日通行料金平日通行料金平日通行料金平日通行料金

富士スバルライン富士スバルライン富士スバルライン富士スバルライン
無料！無料！

（土日、祝日は有料）（土日、祝日は有料）

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
午前０時 午後５時

平成２７年

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
午前０時 午後５時

平成２７年

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
午前０時 午後５時

平成２７年

富士山五合目観光は富士山五合目観光は秋秋今今 ！！おおがが日日平平 得得
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137

河口湖 河口湖大橋

至甲府

河口湖駅

至富士宮
　本栖湖

胎内洞窟
入口交差点

富士スバルライン

富士山五合目
（標高2305ｍ）

富士山
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中央自動
車動

至東京

至山中湖

富士急行線

富士ビジターセンター

富士吉田IC

河口湖IC

東富士五湖道路

富士北麓公園

至御殿場

河口湖 河口湖大橋
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富士スバルライン

富士山五合目
（標高2305ｍ）

富士山
科学研究所

中央自動
車動

至東京

至山中湖

富士急行線

富士ビジターセンター

富士吉田IC

河口湖IC

東富士五湖道路

富士北麓公園

至御殿場

富士スバルライン
五合目駐車場

道の駅かつやま道の駅かつやま

道の駅なるさわ道の駅なるさわ

道の駅富士吉田道の駅富士吉田



Let's go to Mt. Fuji ５ｔｈ  station

This autumn, on weekdays,

2015年

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
下午5点（17：00）凌晨12点（0：00）

2015年

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
下午5点（17：00）凌晨12点（0：00）

2015年

月 日 月 日▶▶▶915 11 30
下午5点（17：00）凌晨12点（0：00）

 Sep.15　　　  Nov. 30
2015

▶▶▶
【0:00】 【17:00】 Sep.15　　　  Nov. 30

2015
▶▶▶

【0:00】 【17:00】 Sep.15　　　  Nov. 30
2015

▶▶▶
【0:00】 【17:00】

Standard Motor Vehicles  …………… ordinary vehicles, compact cars, trailer vehicles when towing Kei cars
Light Motor Vehicles  …………… Kei cars, motorcycles（over 125CC）,  small-sized special motor vehicles 
Other Light Vehicles  …………… bicycles, motorized bicycles （below 125CC）

■Yamanashi Prefecture Road Public Corporation     3055-226-3835
■Yamanashi Prefecture Road Public Corporation Mt. Fuji Toll Road Management Office　30555-72-1311
　Weekdays 8:30 ~ 17:15　30555-72-5244

■Mt. Fuji Toll Road Fee Collection Office　30555-72-0572
　Weekdays 17:15 ~, Weekends and public holidays

■Yamanashi Prefecture Road Public Corporation     3055-226-3835
■Yamanashi Prefecture Road Public Corporation Mt. Fuji Toll Road Management Office　30555-72-1311
　Weekdays 8:30 ~ 17:15　30555-72-5244

■Mt. Fuji Toll Road Fee Collection Office　30555-72-0572
　Weekdays 17:15 ~, Weekends and public holidays

询 问 处
■山梨县道路公社  3055-226-3835
■山梨县道路公社富士收费公路管理事务所　30555-72-1311
　工作日 8:30 到 17:15　30555-72-5244
■富士收费公路收费站
　工作日 17:15～周六，周日以及法定节假日　30555-72-0572

■山梨县道路公社  3055-226-3835
■山梨县道路公社富士收费公路管理事务所　30555-72-1311
　工作日 8:30 到 17:15　30555-72-5244
■富士收费公路收费站
　工作日 17:15～周六，周日以及法定节假日　30555-72-0572

普 通 汽 车 …………… 普通车辆，小型车，牵引车被整合的车辆，如轻型汽车
轻型汽车等  …………… 轻型汽车，摩托车（超过125CC）、小型专用车
轻 型 车 等 …………… 自行车，轻便摩托车（125CC以下）、小型专用车

普 通 汽 车 …………… 普通车辆，小型车，牵引车被整合的车辆，如轻型汽车
轻型汽车等  …………… 轻型汽车，摩托车（超过125CC）、小型专用车
轻 型 车 等 …………… 自行车，轻便摩托车（125CC以下）、小型专用车

富士斯巴鲁线富士斯巴鲁线
车种限定车种限定 平日免费通行 平日免费通行
富士斯巴鲁线富士斯巴鲁线
车种限定车种限定 平日免费通行 平日免费通行

Toll Free during Weekdays!Toll Free during Weekdays!
Car limited weekday toll free
Applicable Vehicles
Car limited weekday toll free
Applicable Vehicles

Toll Free during Weekdays!Toll Free during Weekdays!
Car limited weekday toll free
Applicable Vehicles
Car limited weekday toll free
Applicable Vehicles

FUJ I SUBARUL INEFUJ I SUBARUL INEFUJ I SUBARUL INEFUJ I SUBARUL INE

Contact Information


