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学生に人気のアパレルメーカーとコラボ

「WEGO（ウィゴー）×富士急ハイランド」
春休み記念キャンペーン 3/3～開始
“WEGO コーデ”で、富士急をおトクに楽しめる！コラボグッズも登場

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、10 代から 20 代の若者に人気のアパレルブランド「WEGO（ウ
ィゴー）
」とのコラボレーションキャンペーンを平成 30 年 3 月 3 日（土）より、実施いたします。
「WEGO（ウィゴー）
」は、
「原宿のカジュアルファッション」をコンセプトに、全国約 170 店舗展開する
アパレルブランドで、遊園地とのコラボレーションは「WEGO（ウィゴー）
」史上初となります。
このキャンペーンは、春休み期間に WEGO コーデで富士急ハイランドをお得にお楽しみいただけるもの
で、WEGO コーデで来園する方限定のお得な前売りフリーパス「富士急 WEGO パス」や、10 名以上の WEGO
おそろコーデで来園すると営業開始時間の 30 分前に優先入園できる前売りフリーパス「WEGO おそろコー
デ優先入園パス」を販売いたします。
さらにこのキャンペーンを記念して、富士急ハイランド内ショップ「バラエティーズ」では、
「WEGO（ウ
ィゴー）
」と富士急ハイランドのオリジナルコラボロゴが入った T シャツやパーカーなどの限定コラボ商
品を販売いたします。コラボ商品のほか、雑貨等の WEGO 商品も販売します。
その他、富士急ハイランドでは、学生限定の春休みキャンペーンとして、フリーパスと、待ち時間なし
でアトラクションに乗車できる「絶叫優先券」が 3 機種分セットになった「トリプルスマート学割」や、
渋谷・東京発の高速バスセットがお得になる「高速バスセット絶叫学割キャンペーン」も実施いたしま
す。
春休みは、
「WEGO（ウィゴー）
」コラボ商品を着て、富士急ハイランドにぜひお越しください。

【WEGO（ウィゴー）×富士急ハイランド春休み記念キャンペーン】
＜富士急 WEGO 前売りパス＞
WEGO コーデで来園される方限定で利用できる、お得な前売りフリーパスです。
■期
間：平成 30 年 3 月 3 日（土）～平成 30 年 3 月 25 日（日）
■料
金：大人 4,500 円（通常 5,700 円） 中高生 4,200 円（通常 5,200 円）
■対
象：WEGO コーデで来園される方（帽子やトレーナー、T シャツ等を着用）
※チケット引換時（入園時）に WEGO 公式アプリの画面提示が必要になります。
■購入方法：
「富士急 WEGO 前売りパス」は平成 30 年 2 月 26 日（月）15 時より富士急ハイランド WEB
サイト内、
「Yahoo PassMarket」で販売いたします。
＜WEGO おそろコーデ優先入園前売りパス＞
10 名以上のグループで、WEGO のおそろコーデして来園すると、営業開始時間の 30 分前に入園でき
てお目当てのアトラクションにいち早く並ぶことのできる特典が付いた、お得な前売りフリーパス
です。
■期
間：平成 30 年 3 月 3 日（土）～平成 30 年 3 月 25 日（日）
■料
金：大人 4,300 円（通常 5,700 円） 中高生 4,000 円（通常 5,200 円）
■対
象：10 名以上のグループで、WEGO のおそろコーデで来園される方
（帽子やトレーナー、T シャツ等を着用）
※チケット引換時（入園時）に WEGO 公式アプリの画面提示が必要になります。
■購入方法：
「WEGO おそろコーデ優先入園前売りパス」は平成 30 年 2 月 26 日（月）15 時より富士
急ハイランド WEB サイト内、
「Yahoo PassMarket」で販売いたします。
＜WEGO×富士急ハイランドコラボグッズ＞
■発 売 日：平成 30 年 3 月 3 日（土）
■販売商品：・オリジナルパーカー 3,980 円（税込）
・オリジナル T シャツ（戦慄迷宮）2,800 円（税込）
・オリジナル T シャツ（ハイランダー＆ウィゴリラ）2,980 円（税込）
■販売箇所：富士急ハイランド内ショップ「バラエティーズ」
【
「トリプルスマート学割」概要】
富士急ハイランドのフリーパスと、人気のアトラクション 3 機種分の「絶叫優先券」がセットになっ
た、学生限定のお得なセットです。
＜コースターコース＞
■内 容：
「高飛車」
、
「テンテコマイ」、「鉄骨番長」の絶叫優先券＋フリーパス
■料 金：大学生 5,900 円～6,300 円（通常 8,400 円～9,300 円）
中高生 5,600 円～6,000 円（通常 7,900 円～8,800 円）
※利用日によって変動いたします。詳細は HP をご覧ください。
＜戦慄迷宮コース＞
■内 容：
「絶凶・戦慄迷宮」
、「テンテコマイ」、「鉄骨番長」の絶叫優先券＋フリーパス
■料 金：大学生 5,900 円～6,300 円（通常 8,700 円～9,500 円）
中高生 5,600 円～6,000 円（通常 8,200 円～9,000 円）
※利用日によって変動いたします。詳細は HP をご覧ください。
■販売期間：富士急ハイランド公式サイトでご案内させていただきます。
■購入方法：
「トリプルスマート学割」は富士急ハイランド WEB サイト内、
「Yahoo PassMarket」で
購入できます。

【高速バスセット絶叫学割キャンペーン 概要】
■期
間 平成 30 年 3 月 1 日（木）～4 月 30 日（月・祝）
■対象路線 渋谷マークシティ・二子玉川駅～富士急ハイランド
[共同運行：京王バス東株式会社、株式会社東急トランセ]
東京駅八重洲南口バスターミナル・鉃鋼ビルディング～富士急ハイランド
[共同運行：ジェイアールバス関東株式会社]
■対

■料

者 大学（大学院）/短大/専門学校/高校/中学に在学中の学生の方
※高速バス乗車時に学生証の提示が必要になります。
※当キャンペーンの利用には富士急ハイランドのメルマガ会員登録が必要です。
（会員登録無料）
金 ①渋谷マークシティ・二子玉川駅～富士急ハイランド
往復バスチケット＋富士急ハイランドフリーパスセット
大学生：5,700 円（通常春期セット料金 7,700 円）
中高生：5,200 円（通常春期セット料金 7,400 円）
②東京駅八重洲南口バスターミナル・鉃鋼ビルディング～富士急ハイランド
往復バスチケット＋富士急ハイランドフリーパスセット
大学生：5,700 円（通常春期セット料金 7,450 円）
中高生：5,200 円（通常春期セット料金 7,150 円）

■購入方法 富士急ハイランドの登録無料のメルマガ「CLUB フジ Q」への登録が必要です。
「CLUB フジ Q」会員専用ページより購入いただけます。
詳しくは富士急ハイランド公式サイトでご確認ください。

【富士急ハイランド営業データ】
■営業時間 9:00～18:00
※季節により異なります。詳しくは WEB サイトをご覧ください。
■休 園 日 3 月はなし。4 月 12 日（木）、4 月 19 日（木）
■料
金 入 園 料：おとな（中学生以上）1,500 円／こども(3 才～小学生)900 円
フリーパス：おとな（大学生以上）5,700 円／中高生 5,200 円／こども 4,300 円
■交
通 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
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
渋谷駅から高速バスで約 130 分、富士急ハイランド下車
※秋葉原駅・池袋駅等の首都圏の他、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
■お問い合せ 山梨県富士吉田市新西原 5-6-1
TEL：0555-23-2111 http://www.fujiq.jp/

