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11/3（金・祝） 富士山麓「パリの街並み」で解禁のお祝い

2017 山梨ヌーボーフェス開催！
●山梨ヌーボーを味わう期間限定メニュー登場
●「リサとガスパール タウン限定桔梗信玄餅」も登場

（C）2017 Hachette Livre

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）に隣接する、パリの街並みを再現した入園無料のエリア「リ
サとガスパール タウン」では、山梨ヌーボーが 11 月 3 日（金・祝）に解禁することをお祝いして、
山梨ヌーボーをお楽しみいただけるイベントを期間限定で開催いたします。このイベントは、日本が
世界に誇るワイン産地－山梨県で収穫された日本固有のぶどう品種「甲州」と「マスカット・ベーリ
ーA」で造られた新酒ワイン「山梨ヌーボー」を解禁日に味わっていただくために開催するイベント
です。
全席富士山ビューのティーサロン「レ レーヴ サロン・ド・テ」では、11 月 3 日（金・祝）～11
月 5 日（日）の 3 日間、パティシエ特製のケーキと、2 種類の山梨ヌーボーからお好きな山梨ヌーボ
ーが選べる「ティータイムスイーツセット」のほか、隣接する「ハイランドリゾート ホテル＆スパ」
内「リサとガスパール レストラン」では、11 月 3 日（金・祝）～11 月 12 日（日）の期間、ソムリ
エが厳選した 8 種類の山梨ヌーボーからお好きな 3 種類を選べる「3 種飲み比べセット」をお楽しみ
いただけます。
「リサとガスパール ショップ」では 5 種類の山梨ヌーボーの販売とともに、老舗銘菓
“桔梗屋”とのコラボ商品「リサとガスパール タウン限定桔梗信玄餅」を販売します。桔梗屋のト
レードマークである「桔梗の花」と、リサとガスパールがちりばめられた可愛らしいパッケージはお
土産にもぴったり。黒蜜をたっぷりかけたほんのり甘いお餅は「甘口ワイン」との相性抜群です。
11 月 3 日（金・祝）は、山梨ヌーボー解禁で盛り上がる「リサとガスパール タウン」で、富士山
と“パリの街並み”を眺めながら、山梨ヌーボーをお楽しみください。

【レ レーヴ サロン･ド･テ】山梨ヌーボーが選べるティータイムスイーツセット
パティシエ特製のケーキと、ソムリエが選定した、ケーキに合
う山梨ヌーボー2 種類の中からどちらかお好きな山梨ヌーボー
をお選びいただけるセットです。スイーツと山梨ヌーボーのマ
リアージュをお楽しみください。
■開 催 日

平成 29 年 11 月 3 日（金・祝）～5 日（日）
10：00～19：30

■金

額

1,200 円（税込）

※山梨ヌーボーは丸藤葡萄酒醸造の「ルバイヤート マスカット
ベーリーA（赤・ミディアムボディ）」または、くらむぼんワ
イン醸造の「ピオーネ（ロゼ・甘口）」のどちらかをお選びい
ただけます。

【リサとガスパール レストラン】ソムリエ厳選山梨ヌーボー3 種類飲み比べセット
隣接する「ハイランドリゾート ホテル＆スパ」内「リサとガスパール レストラン」では、ソム
リエが厳選した 8 種類の山梨ヌーボーの中から、お好きな 3 種類の山梨ヌーボーをお楽しみいた
だけます。

■開 催 日 平成 29 年 11 月 3 日（金・祝）～12 日（日）10：00～21：00
■金

額

1,500 円（税込）

《8 種類の山梨ヌーボーの中から 3 種類お選びください》
・丸藤葡萄酒 2017 ルバイヤートデラウエア（白・甘口）
・丸藤葡萄酒 ルバイヤート マスカット・ベーリーA（赤・ミディアムボディ）※11/3 解禁
・イケダワイナリー イケダワイナリー 新酒 ロゼ（ロゼ・やや甘口）
・蒼龍葡萄酒 シトラス セント甲州 2017（白・辛口）
・白百合醸造 ロリアン 新酒 2017 アジロン（赤・甘口）
・中央葡萄酒 セレナ 甲州 2017（白・辛口）
・くらむぼんワイン ナイアガラ（白・極甘口）
・くらむぼんワイン ピオーネ（ロゼ・甘口）

※11/3 解禁

リサとガスパールショップでは 5 種の山梨ワインを販売いたします
《取扱い商品》全て税込
・サドヤ

ヴァンロゼヌーボー2017

1,900 円

・まるき葡萄酒 ベリーA

1,600 円

・まるき葡萄酒 甲州辛口

1,600 円

・モンデ酒造

プレミアムネオマスカット

2,080 円

・モンデ酒造

アジロン新酒

1,750 円

リサとガスパールがちりばめられたオリジナルパッケージの桔梗信玄餅登場
老舗銘菓“桔梗屋”と富士急ハイランド限定桔梗信玄餅に新商品「リサとガスパール タウン限定
桔梗信玄餅」が登場します。お餅が 6 パック入った、桔梗屋のトレードマークである「桔梗の花」
と、リサとガスパールがちりばめられた可愛らしいパッケージはお土産にもぴったりの、リサと
ガスパール タウンでしか買えないオリジナルデザインパッケージです。
富士急ハイランド限定桔梗信玄餅と併せてお買い求めください。
■商 品 名 リサとガスパール タウン限定桔梗信玄餅（6 パック入り）
■価

格

1,150 円（税込）

■販売場所 リサとガスパール ショップ、富士急ハイランド内 ショップ・フジヤマ

富士急ハイランド限定桔梗信玄餅も好評発売中
真っ赤な富士山「紅富士」を数多くあしらいパッケ
ージで、パッケージ右下には桔梗屋のトレードマー
クである「桔梗の花」と富士急ハイランドのロゴマ
ークが並ぶ、富士急ハイランドでしか買えないオリ
ジナルデザインパッケージです。
■商 品 名 富士急限定桔梗信玄餅（8 パック入り）
■価

格

1,240 円（税込）

■販売場所 富士急ハイランド内
ショップ・フジヤマ（第一入園口隣接売店）ほか

【リサとガスパール タウン

について】

リサとガスパールの絵本の舞台となるパリの街並みを再現した、パリの象徴エッフェル塔や、花々が咲く
噴水庭園が広がるテーマエリアです。富士急ハイランドの入園口手前に位置する入園無料ゾーンで、遊園
地へ遊びに来た方はもちろん、世界遺産登録で注目の集まる富士山・富士五湖エリア観光のお客様が気軽
に立ち寄ることのできる施設として平成 25 年 7 月 27 日に誕生いたしました。カルーセルや、カフェ、シ
ョップが軒を連ね、夜にはイルミネーションも輝き、子供から大人まで楽しめます。

【リサとガスパール タウン
■営業時間

営業データ】

富士急ハイランドの開園 30 分前～閉園 30 後（施設により異なる）
※詳しくは富士急ハイランド WEB サイトをご確認ください）

■休 園 日

不定休

■入園料金

入園無料

■交

※隣接する富士急ハイランドへの入園は、別途料金がかかります。

通

バス／新宿から高速バスで約 100 分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約 110 分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等、30 ヶ所以上から直通バス運行中
電車／JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車、大月駅から約 50 分
車

／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、
東富士五湖道路経由で約 90 分

《リサとガスパール タウン専用駐車場のご案内》
リサとガスパール タウンに隣接する駐車場がございます。
タウン内のお買い物金額に応じて、
最大 4 時間無料でご利用いただけます。
■お問い合せ

山梨県富士吉田市新西原 5-6-1
TEL：0555-23-2111（富士急ハイランド）
http://www.lisagas-town.jp/

