
８月11日は
「山の日」です

August 11 
is Mountain Day!

再生紙を使用しています。
この印刷物は、70,000部作成し、1部あたりの印刷経費は17.2円です。
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7月10日（日）～9月10日（土）
午前4時～午後4時
午前5時30分～正午

７月１日（金）～９月10日（土）
24時間終日
午前６時～午後６時

【富士スバルライン五合目総合管理センター前】
【六合目安全指導センター付近】　
【富士北麓駐車場】 午前８時～午後１時 ※７月11日（月）～８月31日（水）のみ実施

山梨県世界遺産富士山課サイト 世界遺産富士山課  で検索
静岡県富士山公式サイト 富士山　とことん  で検索

また、事前にインターネットやコンビニエンスストアでお支払いただくこと
も可能です。
 

（協力金の使途はこちらで紹介しています。）

Website (includes information on uses of donation money)

Located within the official Mt. Fuji website of Shizuoka Prefecture
http://www.fujisan223.com/en/contribution/

Located within the official Mt. Fuji website of Yamanashi Prefecture
www.fujisan-3776.jp/english/

Period
Sunday, July 10 to Saturday, September 10

Fifth station (Fujinomiya, Gotemba, and Subashiri Trails): 4:00‒16:00
Mizugatsuka parking lot: 5:30‒12:00

Friday, July 1 to Saturday, September 10
Fuji Subaru Line Fifth Station Management Center: 24 hours a day

Mount Fuji Safety Guidance Center (sixth station): 6:00‒18:00
Fuji Hokuroku parking lot: 8:00‒13:00 (Monday, July 11 to Wednesday, August 31 only)

Payment Method
Please pay by cash. You may also pay in advance on the Internet and at convenience stores.
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外来植物とは？
・もともと富士山には生息していなかった植物。
・富士山を訪れる人の靴底や衣服に種が付着して、
　富士山に侵入するおそれがある。
外来植物の侵入を防ぐため、富士宮口のシャトルバス
乗り場などにマットとブラシを設置します。靴底と衣服
に付いた種を落としてから、富士山に登りましょう。

外来植物を食い止めよう！ ●Keeping Invaders off Mt. Fuji

What are invasive plant species?
・Plants that are not indigenous to Mt. Fuji
・Introduced from seeds on climbers’ clothes 
and shoe soles

In order to keep Mt. Fuji safe from invasive plant species, please use the 
mats and brushes placed at the Fujinomiya Trail shuttle bus stop and 
other designated locations. Thank you for protecting Mt. Fuji. 
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外来植物侵入の影響
・強い繁殖力で富士山本来の植物の住みかを奪う。
・富士山本来の植物に関連して成り立っていた生態系
　を壊してしまう。
外来植物の侵入を防ぐため、須走口の登山道入口など
にマットとブラシを設置します。靴底と衣服に付いた種
を落としてから、富士山に登りましょう。

外来植物の脅威 ●The Dangers of Invasive Plant Species

How do invaders harm Mt. Fuji?
・Reproduce rapidly, taking over the native 
vegetation’s habitats

・Destroy ecosystems supported by indigenous plants
In order to keep Mt. Fuji safe from invasive plant species, please use the 
mats and brushes placed at the Subashiri Trail head and other designated 
locations. Thank you for protecting Mt. Fuji.
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五合目救護所
5th Station First Aid Center

休憩所
Rest Area

七合目救護所
7th Station First-aid Center

八合目救護所
8th Station First-aid Center

0555-22-1040

0555-84-2050

0555-24-6521

090-7234-9955

0555-22-1945

0555-24-6522

080-1299-0223
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