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富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）に隣接する、フランスの人気絵本「リサとガスパール」の住むパ

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」に、開業 5 周年を記念した春のアニ

バーサリーイベントとして、平成 30年 4月 21日（土）より「ブルーガーデン」が登場いたします。 

 

4 月 21 日（土）～6 月下旬の間、エッフェル塔のあるメイン広場が、フランスの国花アイリスをはじ

め、ネモフィラやブルーデイジー、ロベリア、デルフィニウムといった 5 品種、約 2 万株のお花で一面

青く埋め尽くされます。「ブルーガーデン」と、残雪が残る富士山とのコラボは“富士山麓のパリの街並

み”リサとガスパール タウンでしか見ることのできない、インスタ映え間違いなしのスポットです。 

また、「ブルーガーデン」の登場に合わせて、「ブルーホイップフロート」や、花冠をイメージした「ブル

ーメレンゲリース」など、思わず写真を撮りたくなるかわいらしいブルーメニューも登場します。 

開業 5周年を記念したアニバーサリーイベントでは 1年を通して、シーズンごとに異なるカラーで彩られ

るほか、リサとガスパールが遊園地で遊ぶお話の絵本の 1ページや、リサとガスパールが FUJIYAMAに乗っ

た原画デザインの巨大な絵本オブジェなど、リサとガスパールの可愛らしい世界観に思う存分浸ることがで

きる新たな体験型フォトスポットが登場します。 

 

また、富士山周辺では、4 月 14日（土）から富士本栖湖リゾートにて日本最大級 80万株のピンクの芝桜

が咲き誇る「富士芝桜まつり」も開催いたします。この春は、ブルー一色に染まるリサとガスパールタウン

「ブルーガーデン」と、ピンク一色に染まる「富士芝桜まつり」の 2大絶景スポットにぜひお越しください。 

 

リサとガスパール タウン 5周年 

フランスの国花”アイリス”で 
一面ブルーに染まる「ブルーガーデン」 

平成 30年 4月 21日（土）登場 

（C）2018 Hachette Livre ※イメージ 



【リサとガスパール  タウン「ブルーガーデン」 概要】 

特設 WEBサイト http://www.lisagas-town.jp/anniversary 

 

●インスタ映え間違いなし。一面青いお花「ブルーガーデン」 

4月 21日（土）～6月下旬の期間、エッフェル塔のある広場に、フランスの国花アイリスをはじめ、ネ

モフィラやブルーデイジー、ロベリア、デルフィニウムといった 5品種、約 2 万株の青いお花で埋め尽

くされる「ブルーガーデン」が登場します。さらに「ブルーホイップフロート」や、花冠のような「ブ

ルーメレンゲリース」など、思わず写真を撮りたくなる可愛らしいブルーメニューも楽しめます。 

＜ブルーガーデン＞ 

  ■花の種類：アイリス、ネモフィラ、ブルーデイジー、ロベリア、デルフィニウム 

  ■株  数：約 2万株   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フレンチト―スト ver blue ￥800（カフェ ブリオッシュ）  

ブルークリーム×ブルーベリーのちょっぴり大人なフレンチトースト 

◆flou（フロー） ￥250（カフェ ブリオッシュ） 

王冠をイメージした可愛らしいパン 

◆ブルーソーダ ￥360（カフェ ブリオッシュ） 

夏を先取りしたすっきりブルードリンク 

◆ブルーメレンゲリース ￥200（レ レーヴ サロン・ド・テ） 

花冠をイメージした、ほろほろ甘いメレンゲリース 

◆ブルーホイップフロート ￥400 

さっぱりしたブルードリンクと甘いクリームの 

コラボレーションが楽しめるドリンク 

◆フラワーカップケーキ 

土日・祝日限定開催のホテルパティシエ特製のスイーツ食べ放題「スイ

ーツブッフェ」にブルーフラワーカップケーキが登場 

  

 

●ブルーフラワーハットをかぶったリサとガスパールが登場 

春シーズンの期間、ブルーのお花がいっぱいの帽子をかぶっ

たリサとガスパールのグリーティングを開催します。一緒に

ならんで写真撮影をお楽しみいただけます。 

開催日時：土日祝日 10：00～/15：00～ 

 

 

 

 ＜スイーツブッフェ＞ ※1日限定 30名様 
 【開催日時】土日・祝日 15：00～17：00 
 【場  所】レ レーヴ サロン・ド・テ 
【料  金】大人 2,100円/小学生 1,200円/ 

幼児（3～6歳） 500円 

http://www.lisagas-town.jp/anniversary


●隣接する富士急ハイランドでもブルーメニューが楽しめるブルーフェア開催 

リサとガスパール タウンのテーマカラーのブルーに合わせて、富士急ハイランドにて目にも鮮やかなブル

ーメニューを楽しめる「ブルーメニューフェア」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●春の富士山を彩る 3大花イベント合同フォトコンテスト 4/14（土）～5/31（木）開催 

リサとガスパール タウン「ブルーガーデン」のほか、4月 14日（土）から富士本栖湖リゾートにて日本

最大級 80万株の芝桜が咲き誇る「富士芝桜まつり」、4月 21日（土）から富士山二合目の遊園地「ぐり

んぱ」では 20万本のチューリップが咲き誇る「天空のチューリップ祭り」が開催されることに合わせて、

「春の富士山を彩る 3大花イベント合同フォトコンテスト」を開催します。 

スマートフォンやタブレットのカメラで撮影したとっておきの写真に、それぞれ指定のハッシュタグをつ

けて Instagram・Twitterで投稿するだけで応募完了！受賞者には、豪華景品をプレゼントします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【合同フォトコンテスト WEBサイト http://www.shibazakura.jp/contest/】 

 詳しい応募方法はこちらから ※4月 14日（土）開設予定 

 

 

 

 

 

 

昨年 富士芝桜まつり SNS部門 昨年 チューリップ祭りグランプリ 本年登場ブルーガーデン 

http://www.shibazakura.jp/contest/


●絵本「リサとガスパール」の世界観たっぷりの巨大絵本フォトスポットが登場 

リサとガスパールが絵本から飛び出す巨大なウェルカムモニュメントがタウンに訪れたゲストの皆様をお

迎えするほか、絵本「リサとガスパール ゆうえんちへいく」の中の 1ページや、リサとガスパールが

FUJIYAMAに乗ったリサとガスパール タウン オリジナル原画デザインの巨大な絵本オブジェが登場し、絵

本の中に入り込んだような写真を撮ることができます。 

そのほかにも、タウンのいたるところに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットが登場します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●リサとガスパール タウン オリジナル 5周年記念デザイングッズの登場 

リサとガスパールが 5周年をお祝いしている記念原画デザインの可愛らしいミニタオルや、インテリアの

ポイントにピッタリなアートフレーム、バンダナのほか、シーズンごとに内容が変わるリサとガスパール 

タウン オリジナルクリアウォーターボトル付きのドリンクなど、リサとガスパール タウンでしか買えな

いオリジナルグッズが続々と登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●イートインメニューオーダーでオリジナルコースターをプレゼント 

全席富士山ビューのカフェ「レ レーヴ サロン・ド・テ」と、焼き立てパンを楽しめる「カフェ ブリオッ

シュ」にて、イートインメニューを 1,000円（税込）以上ご注文いただくと、リサとガスパール タウン リ

ジナル原画デザインコースターを 3種類のうち、1枚プレゼントいたします。 

※コースターは数に限りがあります。 

 

フォトスポットに使われるデザイン 
絵本「リサとガスパール ゆうえんちへいく」より 

フォトスポットに使われるデザイン 
リサとガスパールタウンオリジナル原画 

ミニタオル 600円 アートフレーム 2,160円 

バンダナ 950円 
クッキーストラップ 800円 

オリジナルクリアウォーターボトル付き 
ドリンク 980円～ 



●合言葉は「5周年おめでとう！」オリジナルステッカープレゼント 

タウン内で、バッジを身に着けたスタッフに「5周年おめで

とう！」と声をかけると、リサとガスパールが 5周年をお祝

いしている、5周年記念原画デザインのステッカーをプレゼ

ントいたします。 

※ステッカーのプレゼントは 1人 1枚です。ステッカーは数

に限りがあります。 

 

 

●ハイランドリゾート ホテル＆スパ「リサルーム」「ガスパールルーム」宿泊者限定プレゼント 

リサとガスパール タウン 5周年を記念して、隣接するハイランドリゾート ホテル＆スパでは、4月 28日

（土）より、リサとガスパールの世界観をたっぷり詰め込んだ「リサルーム」「ガスパールルーム」の宿泊

者の方限定で、リサとガスパールが 5周年をお祝いしているオリジナル原画デザインのクリアファイルを

プレゼントいたします。 

さらに、「リサルーム」「ガスパールルーム」で撮影した写真を、「#リサとガスパールタウン 5周年」と、「#

リサルーム」または「#ガスパールルーム」の 2つのハッシュタグをつけて SNS に投稿すると、抽選でハイ

ランドリゾート ホテル＆スパ宿泊券と富士急ハイランドペアフリーパスセットがもらえるSNS投稿キャン

ペーンも開催します。 

【リサとガスパールルーム https://www.highlandresort.co.jp/guestroom/roomtype/lisagas.html】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜左 リサルーム＞ 

リサが住むパリの総合文化施設「ポンピドゥーセンター」のパイプの中にある家を再現したお部屋です。油絵風のタッチ

に加工された内装や絵本に登場する家具類やリサの人形など細部にわたり絵本の世界観を表現したルームです。 

 

＜左 ガスパールルーム＞ 

ガスパールが住むパリのアパルトマン（アパート）を表現したお部屋です。絵本の世界観を表現した内装・家具などに加

え、お部屋のライトを消すと天井や壁にいたずら好きなガスパールの落書きが登場するなどワクワク感いっぱいのルーム

です。 

 

 

 

【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。 

https://www.highlandresort.co.jp/guestroom/roomtype/lisagas.html】


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富士急ハイランド・リサとガスパール タウン 営業データ】 

■営業時間   ＜富士急ハイランド＞ 

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） 

＜リサとガスパール タウン＞ 

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） 

■休 園 日    ＜富士急ハイランド＞2018年 4月 12日（木）、4月 19日（木）、5 月 8 日（火） 

       ＜リサとガスパール タウン＞富士急ハイランドと同じ 

■料  金   ＜富士急ハイランド＞ 

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 5,700 円、中高生 5,200 円、こども 4,300 円 

 ＜リサとガスパール タウン＞入園無料 

■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 

 ※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 

富士急ハイランド 

https://www.fujiq.jp/ 

リサとガスパール タウン  

https://www.fujiq.jp/area/lisagas/ 

 

《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。  

本件についての報道関係の皆さまからのお問い合わせは下記までお願いいたします。 

富士急行株式会社 宣伝部   担当：青柳 

TEL：03-3376-1115  mai-aoyagi@fujikyu.co.jp 

https://www.fujiq.jp/

